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平 成 ２ ９ 年 第 ４ 回 長 南 町 議 会 定 例 会 

 

議 事 日 程（第２号） 

 

平成２９年１２月８日（金曜日）午後１時３０分開議 

 

日程第 １ 諸般の報告 

日程第 ２ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度長南町一般会計補正予算（第３ 

            号）） 

日程第 ３ 議案第１号 長南町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定につ 

            いて 

日程第 ４ 議案第２号 長南町町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ５ 議案第３号 平成２９年度長南町一般会計補正予算（第４号）について 

日程第 ６ 議案第４号 平成２９年度長南町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎開議の宣告 

○議長（板倉正勝君） 皆さん、こんにちは。本日が最終日となりますので、よろしくお願いします。 

  ただいまから平成29年第４回長南町議会定例会第２日目の会議を開きます。 

（午後 １時３０分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議事日程の報告 

○議長（板倉正勝君） 本日の日程はお手元に配付したとおりです。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（板倉正勝君） 日程第１、諸般の報告をします。 

  本日、教育民生常任委員長、丸島なか君ほか２名から議員派遣調査報告書が提出されております。ついては、

本日の会議で報告をさせます。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎承認第１号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第２、承認第１号 専決処分の承認を求めることについてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから承認第１号 専決処分の承認を求めることについてを採決します。 

  本案について原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 起立全員です。 

  本案については原案のとおり承認されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議案第１号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第３、議案第１号 長南町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を
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定める条例の制定についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） 農業委員と農地利用最適化推進委員ということで、認定農業者という条件がつけられ

ているんですけれども、今、認定農業者または営農組合というのはどれくらいあって、農家戸数のどのくらい

が組織されているでしょうか。お答えください。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  農地保全課長、松坂和俊君。 

○農地保全課長（松坂和俊君） 和田議員さんの質問に対してお答えしたいと思います。 

  まず、認定農業者の関係についてでございますけれども、現在、認定農業者数は16人おります。この中で、

農事組合法人、営農組合が５つ入っておりますので、個人の方の認定農業者が11、営農組合等の組織が５、計

16という内訳でございます。また、農家戸数につきましては、現在844戸ということになっております。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（板倉正勝君） 和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） この推薦に当たっては、お話を聞いたときにありましたけれども、地区や地域のこと

をその方々によく相談して決めてもらいたいと思います。 

  以上、要望です。 

○議長（板倉正勝君） ほかに質疑ございませんか。 

  ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） 法律の定めでございますのでいいんですけれども、人数等はこれでいいのかなという気

はしておりますが、事前に説明をいただいた、再度、農業委員会の委員と推進委員の報酬を決めた根拠といい

ますか、その辺をもう一度お聞かせいただければなと思います。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  農地保全課長、松坂和俊君。 

○農地保全課長（松坂和俊君） 農業委員と推進委員の報酬の関係でございますが、農業委員につきましては現

行と同額の３万5,000円、推進委員さんにつきましては３万3,000円ということで定めさせていただきました。 

  この2,000円の差につきましては、農業委員は毎月総会に出席する、議決権があるということで出席願うわ

けですけれども、推進委員さんにつきましては、必ずしも毎回総会に出席するわけではございません。担当地

区の案件が出た場合、現地の調査等をした、その意見を総会で言うことができると。そういった議決権がある、

ないということと、あと、総会の費用弁償相当分、その2,000円を差し引いて３万3,000円にさせていただいた

根拠といいますか、そういったことで決めさせていただきました。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） なかなか難しいですね。委員の報酬を決めるというのは大変だと思います。 



 

－55－ 

  これから動くことでありますので、また条例ですから、状況が変われば内容を見て、これはちょっと安過ぎ

るかな、高過ぎるかなというようなこともまた勘案していただいて、これが全ての決まりではなくて、やって

みた後にいろいろ問題が出てくるかもしれませんが、臨機応変にその辺の報酬等は見直しとかいろいろ考えて

いただければと思いまして、終わります。 

○議長（板倉正勝君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第１号 長南町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定につ

いてを採決します。 

  本案について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 起立全員です。 

  本案については原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議案第２号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第４、議案第２号 長南町町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について

を議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） 条例が一部改正されたんですけれども、現在はこれに該当する方はいらっしゃるでし

ょうか。お答えください。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  建設環境課長、唐鎌伸康君。 

○建設環境課長（唐鎌伸康君） 和田議員さんのご質問にお答えしたいと思います。 

  現在、町営住宅の入居者におきましては、該当する方はおりません。 

  以上でございます。 

○議長（板倉正勝君） いいですか。 

○１２番（和田和夫君） わかりました。 
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○議長（板倉正勝君） ほかに質疑。 

  ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） 今、和田議員さんのご質問で、該当者はいないということでよろしいんですが、ちょっ

と教えてほしいんですけれども、認知症患者等ということですからほかもいるんでしょうけれども、例えばお

一人で認知症の方が住むと、非常に火災とか不審火とかいろいろと危険性があると。人権の問題も入ってきち

ゃって難しいんですけれども、そういう方々が住宅に一人でいらっしゃるというようなことは、今はないんで

すけれども、今後あった場合に、どういうふうな考えをしていったらいいのかなという感じがあるんですけれ

ども、いかがでしょうか。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  建設環境課長、唐鎌伸康君。 

○建設環境課長（唐鎌伸康君） 認知障害者等ということで、そのほかには精神障害者、それらに準ずるものと

いうふうな規定になっておりますが、そういう方につきましては、介護、福祉のほうの支援と申しますか、そ

ちらの方が面倒を見ていただけると、もしくはその居住者に対しては、また施設等の手当ても行われるという

ふうに考えております。ですので、そういうときになれば、住宅の退去等にもつながるのかなというふうに考

えております。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第２号 長南町町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。 

  本案について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 起立全員です。 

  本案については原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議案第３号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第５、議案第３号 平成29年度長南町一般会計補正予算（第４号）についてを議題

とします。 

  これから質疑を行います。 
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  質疑ございませんか。 

  ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） それでは、２点お聞きいたします。 

  最初に９ページ、歳出、総務費の１項総務管理費の中の５目財産管理費、13節の委託料。こちらは、庁舎建

設基本方針策定業務委託料として450万円とありますが、庁舎は、耐震のこともあり、いつかは建てかえをし

なければならないことはわかりますが、庁舎の建てかえは非常に大きな事業になると思います。また住民、町

民の使い勝手、各課、保健センターも２階にもあるし、こういう議場を入れるとか、いろんなことを考えてい

かなければならないと思いますが、どのような手順や合意形成を図っていくのか。業者にはこの委託をどんな

ふうに投げていくのか。公民館との絡みとかもあると思うので、今後のスケジュールも含めて、この業務委託

はどのように投げて、どのように進めていくかということをお答え願いたいと思います。 

  それから、もう一つは11ページの９款教育費の４項２目公民館費、13節、公民館建替基礎調査業務委託料が

なぜ300万円要らなくなったのか、これについて説明をお願いします。 

  以上２点です。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  総務課長、常泉秀雄君。 

○総務課長（常泉秀雄君） 庁舎建設基本方針の関係でございますけれども、まずこの基本方針の策定に当たり

ましては、大原則といたしまして、防災の拠点となる庁舎でございますので、安心・安全な施設となるように

基本方針を策定するということが大前提となるかと思います。 

  また、この敷地内といいますか、近接するといいますか、保健センターでありますとか、ただいま森川議員

がおっしゃられた公民館でありますとか、そういったものも有効に活用されるというようなことを総体的に考

え合わせて、基本方針を策定するというものでございます。 

  また、策定するに当たっての留意事項といいますか、原則でございますけれども、何点かございますけれど

も、１つ目といたしましては、千葉県福祉のまちづくり条例というものがございますので、そういった基準に

適合するような施設とするというようなものでございます。また、子供から高齢者の皆さんまで、誰もが利用

しやすい施設とするということでございます。 

  ２つ目といたしましては、最初に申し上げましたけれども、災害対策本部としての機能が十分に発揮できる

ような、断水でありますとか停電等に配慮した施設としたいということでございます。 

  ３つ目といたしましては、省エネルギー化を図るということで、環境対策にすぐれた施設としたいというこ

とでございます。またあわせて、ＩＴ化に対応したレイアウトがフレキシブルにできるというようなものを考

えたいということでございます。 

  最後になりますけれども、可能な限りイニシャルコストの縮減でございますとか、今後メンテナンスがなる

べくかからないようなものとすると、そういったライフサイクルコストにも配慮した、メンテナンスにすぐれ

た施設としたいということが、現在考えております主な委託の内容といったものでございます。よろしくお願

いいたします。 

○議長（板倉正勝君） 生涯学習課長、岩﨑利之君。 
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○生涯学習課長（岩﨑利之君） 私のほうから、300万円不用になったということで、その理由は何かというこ

とについてお答えさせていただきます。 

  それにつきまして、９月の定例議会の大倉議員さんのほうから一般質問がございましたが、それに対してと

同じような回答になるかと思うんですが、当初では業者委託によって基礎調査を行うということで考えており

ました。しかしながら、本年度につきましては、町長名にて委嘱した職員10名による長南町中央公民館等複合

施設建設候補地庁内検討会議というものを設置いたしまして、その中で協議、検討し、候補地を選定していく

ということになりましたので、予算については執行しないというようなことから、今回減額をさせていただく

ものでございますので、ご理解を願いたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（板倉正勝君） 総務課長、常泉秀雄君。 

○総務課長（常泉秀雄君） 大変申しわけありません。お答えが漏れていたところがあったかと思います。 

  手順や合意形成ということでございますけれども、手順につきましては、そういった手順も含めて、計画の

工程とかを含めて委託をしていきたいというふうに考えております。また、合意形成ということですけれども、

意見を伺うということですが、適切な時期に伺っていきたいというふうに考えております。よろしくお願いい

たします。 

○議長（板倉正勝君） ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） それでは庁舎のほうから、全体像で投げかけるのはわかったんですが、庁舎をどのくら

いの広さで、どのくらいの予算というのが、やはりまだ見えてこないんですが、その後に見えてくるというこ

となんでしょうか。広さとか、各課とか、議会のほうにもどうするんだとか、今まで使い勝手がどうだったと

か、その辺のことも投げかけないといけないのかなと。いきなりそういうものが案が出てくるのか、それには

広さが入っているかということもあると思うので、現状でやるのか。それから、指示としてこの場所へ建てか

えということで依頼しているのか、その辺がはっきりしないということで、そこを教えていただきたい。 

  それから、公民館のことも総務課に聞いたほうがいいかな。要するに公民館と役場のどちらを先に建てかえ

ていくのかなと。同じ問題を抱えていますけれども、それについても知りたいので、これは総務課になるんで

すかね。ということでお聞きます。 

  ２点目の300万円のほうはわかりました。総務課にその２点を答弁願います。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  総務課長、常泉秀雄君。 

○総務課長（常泉秀雄君） まず、広さとかということでございましたけれども、先般の９月の定例議会のとき

に、国の財政支援が受けられるということでお答えをしたかと思いますけれども、その財政支援の一つとして、

現庁舎、今の庁舎の面積よりも少ないといいますか、おさまる面積というようなことでいただいておりますの

で、今の庁舎が1,900平米ちょっとあるかと思いますけれども、それ以下になるということでございます。 

  あとは、予算といいますか、概算の工事費についても、その辺につきましても出してもらうような形で委託

をしようと考えております。 

○議長（板倉正勝君） あと、公民館とどっちが先かということ。 
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○総務課長（常泉秀雄君） これは、私が申し上げていいのかわかりませんけれども……。 

○議長（板倉正勝君） 町長、平野貞夫君。 

○町長（平野貞夫君） 私としては、初めは、町民の皆さんが集う場所、公民館を優先的にしたらどうかという

ことで考えておりましたけれども、それは庁舎建設が一般財源を充てなければならないと、そういう中でのこ

とでしたが、今回、時限立法の中で、庁舎建設の資金ぐりが何とかめどがついてきておりますので、期限内の

完成を目指して庁舎のほうを優先させたいというふうに思っております。 

  公民館については、期間が重なってもいいんじゃないかと。同時というわけではありませんけれども、ほぼ

同時に進行させていきたいと、そんなような思いでいます。 

  複合施設のほうについては、何といっても公共施設の積立金、この基金を取り崩させていただいて、さらに

国県のほうからどのくらいの財源を確保できるかということにかかっておりますので、これからそういう作業

もございますので、若干時期はずれますけれども、相次いで行っていきたいというふうに思っております。い

ずれにしても庁舎を優先させると、今の段階ではそういうことでございます。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） これで最後になると思うんですけれども、やはりこういう予算が出たということで、町

民のほうに、今度は町が庁舎を建設するんだねと、そういう話がいっぱい出ると思うんですね。私どもも多少

答えなきゃいけない。 

  その中で、建築費は業者のほうから出るんだよと、金額がですね。そうじゃなくて、例えばＡ、Ｂ、Ｃと、

高い、安い、低いとか、やっぱりあると思うんですよね。だから、そういう大枠の中で、予算的にはこの辺が

限界なのか、いや最大限この辺じゃないですけれども、やはりその辺も言ってもらわないと、建てること、そ

れはしようがないですよ、耐震の期限が切れるし、時限立法もあるし。だけれども、そういうわかる段階で、

あと最後にスケジュール的なことですよね。時限立法があれば、その年度の最終を目標にするとか、それで組

み立てていきたいとか、順番は庁舎というのはわかりました。でも、こういう年度でつくり上げていくと、そ

の辺の話が最後に伺えればと思います。よろしくお願いします。 

○議長（板倉正勝君） 最後の質問になりましたけれども、ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  町長、平野貞夫君。 

○町長（平野貞夫君） 事業費については、これは具体的に最終的にはどのくらいの大きさになるかということ

については、そこの庁舎でどういった機能を持たせた業務を行うかによっても違いますし、いろんな建物を考

える上でいろんな要素があるわけでありますので、そういったことについてはこれから詰めていくわけであり

ますけれども、そういった中で事業費は出てきます。事業費は出てきますけれども、やはり町として、しっか

りした財政計画の中で、ある程度、このくらいの規模の庁舎を考えているということについては、示していき

たいなというふうに思います。 

  今、向こう10カ年の財政計画をつくっておりますので、その中でどのくらいの町の一般財源が充てられるか

ということも考慮しながら、町としての建築規模を出していきたいなというふうに思っております。そういっ

た中で、業者さん等の意見を聞きながら今後詰めていくということであります。 
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  以上です。あとは総務課長のほうから説明させます。 

○議長（板倉正勝君） 総務課長、常泉秀雄君。 

○総務課長（常泉秀雄君） 建設予定年度につきましては、それこそ先般の答弁でもございましたけれども、平

成32年度が財政的な支援を受けられる期限と現在のところなっておりますので、その年度までにということで

考えております。よろしくお願いいたします。 

○議長（板倉正勝君） ほかに質疑ございませんか。 

  ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） 初めに、９ページの庁舎の関係の上の財産管理委託料67万2,000円を増加ということで、

委託料でありますから修繕とかじゃないんでしょう。追加する委託の内容をお聞きするのと、当初予算がこの

関係はどのくらいあったかなというのが１点。 

  それから、今、森川議員さんが庁舎のことをお聞きしたわけでありますけれども、この時期にこの関係は補

正で上げてきたということで、先ほども町長もお話しくださいましたが、時限立法で平成32年度までに云々と

いうことでお聞きしました。平成32年度までに、何がどうなればこの補助金があるのか、そこをもう一度確認

させてください。物ができちゃうとか、発注すればいいんだとか、いろいろあると思いますのでその辺を。 

  それから、今回450万で、またどこかの業者さんに発注を、取りまとめをお願いするんだというふうに思い

ます。先ほど総務課長は、金額までアバウトでもらうんだということで話をされたと思います。ということは、

それなりの設計、積算の知識がないと金額が、ほかに業者にまた頼めばいいんですけれども、受けた業者がほ

かに委託してもいいんですけれども、どういうような業者選定方法を考えておるのかというのが１つです。 

  それから、その業者がいろいろな成果物を上げてくるわけでございますが、先ほど答えが出ているのかもし

れませんけれども、成果物としては何をいただければ、金額とか今出ましたね、あと図面が出てくるとか、い

ろいろあると思います。成果物としては何かと。 

  それから、これは議会も十分関係せざるを得ないわけでありまして、３階だけ残して、あと下は壊すよとい

うわけにもいかなくて、これも全部壊されちゃうんでしょうから、議会の関係の施設もその中に取り込んでい

くという話でありますから、職員の中に議員もひっくるめたプロジェクトチームをつくって、そこで最初もん

でみると。とはいっても時期がないということだと思います。そのほうがいいんじゃないかなとはちょっと思

っております。 

  そんなところで何点かお聞きしましたが、ちょっといろいろ言っちゃっていますのでね。業者選定方法、成

果物は何が来るか、あと、何でこの時期にこのあれを上げないと間に合わないと、32年度には何をもって補助

金の対象として、何までできていればできるのかという関係をお聞きします。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  財政課長、土橋博美君。 

○財政課長（土橋博美君） ９ページの５目財産管理費、財産管理委託料67万2,000円の内容でございますが、

こちらにつきましては、先日の台風によります東小学校と長南小学校の倒木がございました。そちらの撤去関

係。それと豊栄小学校で、道路沿いなんですけれども桜の木がありまして、そちらのほうが道路にかぶって通

行に支障を来すということで、そちらのほうの剪定をさせていただきました。主なものはそういう委託料でご
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ざいます。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 総務課長、常泉秀雄君。 

○総務課長（常泉秀雄君） 財政支援の期限ということで、まずございましたけれども、これにつきましては年

度中の竣工ということで、32年度までに竣工しているということでございます。 

  それと、成果物につきましては、配置図でございますとか計画平面図、もちろん成果物としていただきます。

また計画工程表もいただきますし、業務内容として、あとは漠然としておりますけれども、条件等の整理とい

うふうになっておりますけれども、これはそれこそ庁内でありますとか議会の意見を伺った中の条件等の整理

というふうなことでございますので、これが成果物となるかというのは、ちょっと語弊があるかもしれません

けれども、そういったものがあります。以上が主な成果物ということで、出してもらうようなものとなってお

ります。 

  あとは、業者の選定につきましては、今までで庁舎関係の実績のある業者を選定していきたいというふうに

考えております。よろしくお願いいたします。 

○議長（板倉正勝君） 加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） 業者の選定は今まで実績のある、要は設計業者、設計ができる業者ということでよろし

いんですかね。昔からいろいろ業者さんはございますが、じゃないと金額も線引きもできないでしょうから、

いいんでしょうけれども。 

  これは発注としては、設計ができて入札をしていくという方法と、こういう規模のものをつくりたいよと面

積等を要望して、長南小でやったプロポーザル方式という方式もあろうとも思いますけれども、時期が早くし

ないといけないということになると、どっちがいいのかなと、いろいろあるんでしょうけれども、今の段階で

は指名競争入札とか一般入札を考えているのかどうか、ちょっとその辺を伺います。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  総務課長、常泉秀雄君。 

○総務課長（常泉秀雄君） 大変申しわけありません。先ほど１つお答えが落ちていた、まず何でこの時期をと

いうことは、今、加藤議員からもありましたけれども、早くということで、この時期にお願いしたということ

でございます。 

  それと入札の関係です。入札につきましては、現在のところでは、こういった基本方針ができる前でありま

すけれども、現状では、競争入札でさせていただければというふうには考えております。現在のところはその

ようなことで考えております。 

  以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（板倉正勝君） 加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） 現状はプロポーザルはもう考えていないという発想で受けていいのかと思いますけれど

も、こういう事業こそプロポーザルがおもしろいんじゃないかなというようなことを申し上げまして、終わり

といたします。 

○議長（板倉正勝君） 12番、和田和夫君。 
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○１２番（和田和夫君） 何点かあります。 

  １つは、今お話があった庁舎建設なんですけれども、やはりこの建物を建てるときに、どれくらいの大きさ

というのが、さっきは、今の資金の流れからいって、お金を借りられる範囲は今の庁舎の面積よりも少ないと

いうふうにされておりましたから、大体どれくらいの、何階建てにするか、それからどれくらいの広さになる

のかということぐらいは決めてあると思いますので、教えてもらいたい。それと、建設費用はどれくらいかか

ると見込んでいるのか、そのことが１点あります。 

  ２つ目は、児童福祉費の臨時保育士なんですけれども、これは何名採用する予定なのか。休業中なのか、や

めたのかもお答え願いたいと思います。 

  それから、11ページの補助道路の関係で、3,596万3,000円が減額になっているんですけれども、どうしてこ

のようになるのか教えてもらいたいと思います。 

  それからもう一つ、公民館の基礎調査、先ほど森川さんも質問しておりますけれども、職員10人による庁内

の検討委員会を設置して候補地を選考したいとして、９月議会のときに大倉議員に答えておりますけれども、

その後開かれたのかどうか、お答え願いたいと思います。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  総務課長、常泉秀雄君。 

○総務課長（常泉秀雄君） 庁舎の関係の、まずどのくらいの金額ということでございますけれども、どのくら

いの金額がかかるかというものを今度の委託で出そうというふうに思っております。それにつきましては、主

要な構造といたしましては、鉄筋コンクリート造であるとか鉄骨造であるとか、そういった構造もありますの

で、そういったものを前提に、どのくらいの工事費になるのか、工事金額になるのかというものを出してもら

おうというふうに考えております。 

  また、面積でありますけれども、面積は今建っている庁舎の以内ということでありますので、必然的に、今

必要な施設、あとは部屋でありますとか限られてきますので、そういった中でこの面積要件をクリアするよう

な形で、何階になるとかということもあわせて、この委託の中で検討をしようと考えております。よろしくお

願いいたします。 

○議長（板倉正勝君） 保健福祉課長、荒井清志君。 

○保健福祉課長（荒井清志君） それでは、臨時保育士の賃金の増額について説明させていただきます。 

  臨時保育士の人数については、来年度入園者を予想して雇用する人数を決めて、当初予算に反映させており

ます。この入園予定者が予想に反して、ゼロ歳児、１歳児で多く入園したもので、これに対応すべく臨時保育

士３名を増員して対応していますので、増額になったところです。あわせて、管理栄養士がこの12月から産休

に入りますので、その代替の臨時の管理栄養士もこの金額のほうに加えているところです。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 建設環境課長、唐鎌伸康君。 

○建設環境課長（唐鎌伸康君） 和田議員さんからの、７款２項２目15節の工事請負費、11ページの補助道路修

繕工事3,596万3,000円の減額の内容についてのご質問にお答えしたいと思います。 

  この補助道路修繕工事におきましては、当初4,500万円の事業を見込んでおりました。しかし、社会資本整
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備総合交付金事業の国からの交付決定金額が見込んだ額に満たなかったことから、今回減額をお願いするもの

でございます。補正額3,596万3,000円の減額は、当初予算4,500万円に対しまして、のり面の修繕工事の精算

見込み額903万7,000円を見込んだものでございます。 

  以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（板倉正勝君） 生涯学習課長、岩﨑利之君。 

○生涯学習課長（岩﨑利之君） 和田議員さんの４つ目の質問でございます。 

  ９月定例会のときに、先ほどもお話ししましたが、大倉議員さんの一般質問にお答えしました、８月に候補

地の庁内検討会議を行いましたということで、答弁をさせていただいたところでございます。 

  その後の会議の進捗状況というようなご質問だと思いますが、この庁内検討会議につきましては、８月から

先月11月までにかけまして計４回開催いたしました。そして現在まとめの段階に入っております。できる限り

早いうちに町長へ選定の報告書を提出したいと考えておりまして、現在進めている状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（板倉正勝君） 12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） 庁舎の設計委託については、全体の工事費もどれだけになるかということで提起され

るということなので、それができ次第、議会のほうには報告をしてもらいたいと思います。 

  それから、公民館について、４回行ってきているということなんですけれども、利用者、公民館を使ってい

る人たちからの声というのは聞いたことがあるでしょうか。お答えください。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  生涯学習課長、岩﨑利之君。 

○生涯学習課長（岩﨑利之君） 公民館を利用している方々からの声はというようなことでございますけれども、

現在、この庁内検討会議については、建設地の候補地ということで会議を開かせていただいております。その

点につきましては、利用者の方々からの声というものは、こちらのほうも伺っていないわけでございまして、

聞いておらないということでございますので、よろしくお願いします。 

○議長（板倉正勝君） 和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） 公民館を使っている人たちは、こういうふうな公民館が建てかえられてできることに

期待をしておりますから、何らかの形で意見はとにかく聞くようにしていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ほかに質疑ございませんか。 

  １番、岩瀬康陽君。 

○１番（岩瀬康陽君） それでは、まず９ページの、ちょっと教えてもらいたいんですけれども、総務費、13目

の諸費、税等還付金となっているんですけれども、これは税の過納とか過誤による払戻金だと思うんですけれ

ども、この内容とその理由と今後の対応について、お聞かせいただきたいと思います。 

  それともう１点、同じページの民生費、１目の社会福祉総務費の中の繰出金が２つあるんですけれども、そ

の中の国保特別会計繰出金ということで、これはたしか人件費という説明を受けています。これは特別会計の

ほうにも関係するんですけれども、なぜ人件費を今の時点で補正するのか。自分で調べてみたら、これは１年



 

－64－ 

間分だと思うんですけれども、本来、当初予算を議会でもって可決しているわけなんですけれども、なぜ４月

からこういう形で人員配置するのか、その辺についての理由をお聞かせいただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  税務住民課長、仁茂田宏子君。 

○税務住民課長（仁茂田宏子君） 総務費の諸費、今回150万円の補正をさせていただいております。これにつ

きましては、税の申告が申告期間後５年間控除できるというような規定がございまして、確定申告においての

医療費控除や扶養の控除、あと住宅ローン控除等が最近ふえてきておりますので、この控除に対する還付金。

そして、あと法人町民税で今回二重に申告をしていたというようなことがわかりまして、その法人町民税の還

付に必要な部分ということで、今回150万円の補正を上げさせていただきました。よろしくお願いいたします。 

〔「対策」と言う人あり〕 

○税務住民課長（仁茂田宏子君） 還付金の対策というお話ですが、これは申告に基づきまして還付をさせてい

ただいているものですから、控除の関係ということがございますので、今後とも控除は申告期間内に申告して

いただくというようなことで、周知を図ってまいりたいと思います。 

○議長（板倉正勝君） 総務課長、常泉秀雄君。 

○総務課長（常泉秀雄君） 人件費の関係の繰出金であるので、この時期にというお話でございますけれども、

国保特別会計につきましては、当初予算について３人ということで計上させていただいておりました。その後

の異動がございましたので、その関係で国保ではプラスの補正ということで、その人件費分を一般会計から繰

り出したという内容でございます。よろしくお願いします。 

○議長（板倉正勝君） １番、岩瀬康陽君。 

○１番（岩瀬康陽君） 確かに当初予算は３名で人件費を計上しています。今の総務課長の話だと、その後の異

動ということで、４月以降に異動があったということはないと思うんですよ。これは恐らく、当初予算を作成

するときに、ある程度話が決まっている中で、盛り込むことができなかったからじゃないですか。 

  通常、人件費というものはそんなに大きく変化することはないんですね。例えば、年度途中に何か突発的な

事業等があった場合、そういうときは当然人件費は変わってきます。でも、決まったものの事業の中で、我々

の議会の中で予算審査が通った中で、それが４月１日以降また１人ふえて、それが12月補正でこうやって増額

計上されると、これは何か自分では納得いかないんです。 

  やはり人員管理というのは、年度予算を組むときには事前に並行してできていないと、これはおかしいと思

うんです。そこで錯誤が出ちゃうと思うんですよね。この辺は、予算編成するときには事前に人員計画を立て

て本当は臨んでいただきたいんですけれども、そうする考えはございませんでしょうか。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  総務課長、常泉秀雄君。 

○総務課長（常泉秀雄君） 当初予算の編成時ということでございますけれども、これはこちらの都合だろうと

いうふうなことで言われるかもしれませんけれども、２月１日現在で押さえて翌年度の人件費等も考えており

ます、予算編成時にはですね。そういったことで、４月１日以降、今回は事務的な増加があるということで見
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込んでおればよかったんですけれども、その際には現状の３人ということで見込んでおりました。そういった

ことで、翌年度の人員配置ということでご指摘いただきましたので、なるべくそういった見込みが立てば、そ

の時点で人員のほうは充てていきたいというようなことで考えております。よろしくお願いします。 

○議長（板倉正勝君） 岩瀬康陽君。 

○１番（岩瀬康陽君） これは前もあったんですよ、実は。私、これは２回目なんですね。だから、こういうも

のは、次年度の計画というのは上半期の終わりぐらいには立てていくと。所管する課がいろいろとその中で事

務量が決まってきますので、来年度にはこういう事業があるから、こういうふうに人件費を、人数をふやして

いただきたいとか、そういうことは必ずあるはずなんです。そういうものを積み重ねていけばこういう問題は

出てこないと思うので、今、総務課長がおっしゃいましたけれども、２月１日時点ということではなくて、人

員の把握についてはもっと前からやっていくと、それでもって次年度から対応していくと、そういう形にして

ください。いかがですか。 

○議長（板倉正勝君） 最後の答弁になりますけれども、町長、平野貞夫君。 

○町長（平野貞夫君） 人件費の問題については、今、岩瀬議員さんのほうからおっしゃられたとおりだと思い

ます。やはり予算編成までに、次年度の事務事業をしっかり調査して必要な人員を出して、それでもって予算

措置をするということが通常の考え方であります。ありますけれども、実際人事異動をしておりますと、これ

は３月末になるんですけれども、異動事務をしておりますと、どうしても予想どおりにはいかない部分が出て

きます。どうしても、１人こっちのほうをふやして減らしたりという、そういう増減がどうしても人事異動を

やっていると出てくると。そういった場合には、そこはお許しをいただいて、そういう措置をさせていただき

たいというふうに思っております。 

  今回、人件費の問題で、一般会計からの繰出金だけがちょっと目立っていますけれども、本来、人件費全体

で見た場合には、一般会計の１人分が減っているわけでありまして、そういうことで今回はご了解いただきた

いというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ほかに質疑ありませんか。 

  14番、松崎剛忠君。 

○１４番（松崎剛忠君） １点だけ、11ページの公民館費、これは300万円が減額になったということですが、

私は以前から、議員になったときから、公民館は古いよと、多目的ホールをつくれということで言っているん

です。 

  それで今、地震以来、公民館もがたがたになっているし、修理、修理で来ています。またいろんなところで、

先般もジャズコンサートなんかもやりましたけれども、音響も悪いし、スピーカーも一回取りかえてもらった

んですけれども、これから中学校もそうですけれども、基金を募って、ぜひとも、公民館じゃなく多目的ホー

ル、そういったものも考えていくべきじゃないかなということで、私は20年来そういったことを言っているん

ですけれども、そういったことで頭の中へ入れておいていただければと思います。 

○議長（板倉正勝君） 要望でいいですか。 

○１４番（松崎剛忠君） はい。 
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○議長（板倉正勝君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第３号 平成29年度長南町一般会計補正予算（第４号）についてを採決します。 

  本案について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 起立全員です。 

  本案については原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議案第４号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第６、議案第４号 平成29年度長南町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）に

ついてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第４号 平成29年度長南町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）についてを採決します。 

  本案について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 起立全員です。 

  本案については原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議案第５号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第７、議案第５号 平成29年度長南町介護保険特別会計補正予算（第２号）につい
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てを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第５号 平成29年度長南町介護保険特別会計補正予算（第２号）についてを採決します。 

  本案について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 起立全員です。 

  本案については原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議案第６号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第８、議案第６号 平成29年度長南町笠森霊園事業特別会計補正予算（第１号）に

ついてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） この補正は、のり面の復旧工事しかないわけで、本件についてお聞きするわけでありま

すが、台風21号で450立米の土砂が芝の15区画を覆ってしまったと、崩れたということで、既にブルーシート

や土砂等は撤去したということでお聞きしております。 

  あくまでもお客様がいるわけでありますので、住民もそうですけれども、専用のお客様がいるわけでありま

して、早急なる対応が必要であろうということで、今回この予算が出てきたわけでございます。なるべく早急

なる対応をしていただきたいと。随意契約によってでもいいと思います。早く対応していただきたい。 

  復旧のめどをいつごろまでとしておるのかが１点。 

  それから、今回2,000万円以上の工事費で、繰越金が752万円、それから財調から入ってくるということで、

財調が1,470万円使うということでありますが、あと残りはどのくらい霊園の財調としてあるのか、お聞きし

たいと思います。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  建設環境課長、唐鎌伸康君。 
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○建設環境課長（唐鎌伸康君） 加藤議員さんからの、いつまでに完成を目途としているかという質問にお答え

したいと思います。工事箇所が比較的狭く、時間もかかることを想定しておるんですが、来年の３月の春の彼

岸、これまでには完成をしたいと考えております。 

  ２点目の財政調整基金の残額についてのご質問ですが、これにつきましては、今回1,470万円を取り崩しい

たしますと、財政調整基金の残高は3,686万1,000円となるところでございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（板倉正勝君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第６号 平成29年度長南町笠森霊園事業特別会計補正予算（第１号）についてを採決します。 

  本案について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 起立全員です。 

  本案については原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議員派遣の調査報告について 

○議長（板倉正勝君） 日程第９、議員派遣の調査報告についてを行います。 

  教育民生常任委員長より報告を求めます。 

  教育民生常任委員長、丸島なか君。 

〔教育民生常任委員長 丸島なか君登壇〕 

○教育民生常任委員長（丸島なか君） それでは、調査報告をいたします。 

  本町子供たちの安全対策の充実と議員の見識を深めるため、平成29年10月18日から20日にかけて、総務、産

業建設、教育民生の３常任委員会合同で、愛媛県四国中央市と高知県大川村の視察を行いましたので、報告し

ます。 

  初めに、愛媛県の東端に位置して他の３県と隣接する、人口約８万7,000人で、全国屈指の製紙・紙加工業

の工業地帯を擁する四国中央市を訪問しました。 

  当市では、児童・生徒の安全確保を図るため、平成19年に導入した総務省のモデル事業である地域児童見守

りシステムの説明を受けました。 

  本システムは、登下校管理、状態把握、危険通報、情報提供という４種類のシステムで構成されており、四

国中央市では主として登下校管理システムに取り組んでいます。この登下校管理システムは、児童が持つＩＣ

カードを登下校時に校内へ設置したカードリーダーにかざすことにより、各児童の登下校の時間が保護者にメ
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ールで配信されるシステムとなっております。 

  市によりますと、初めは市内６小学校の低学年を対象に実施したが、現在では市内の全小学生4,900人を対

象として本システムを採用しており、保護者からは、子供の無事が確認できて、安心して家事や仕事に取り組

めると大変喜ばれているとのことです。 

  また、地域児童見守りシステムの機能を拡張し、登下校管理だけでなく、放課後児童クラブの入退室や学校

行事及び連絡事項等をメールで配信する保護者連絡網システムの導入も行っており、事件発生や災害時の緊急

連絡にも活用されております。 

  なお、本システムの経費と効果ですが、市によりますと、導入は全額国庫補助（１億2,000万円）で、年間

維持費は、保守点検やカードリーダーの交換費等で約280万円必要とのことですが、本システム導入後は、児

童が犯罪に巻き込まれることもなく、保護者の約８割が防犯に有効と考えているので、これが効果ではないか

と話しておりました。 

  本町においては、今年度から統合小学校開校に合わせてスクールバス通学となり、登下校時における本シス

テム導入の必要性は高くないと考えられます。しかし、昨今の交流サイト等を悪用した児童・生徒が巻き込ま

れる事件が多発する中で、放課後児童クラブや中学生の通学及び家庭生活における児童・生徒の安全対策とし

て有効な考えと思われますので、費用対効果を踏まえて導入の検討をすべきではないかと考えました。 

  次に、人口減により村総会の設置が話題となった高知県大川村を訪問して、村議会議長から議会議員の存在

等について説明を受けました。 

  大川村は、高知県の最北端に位置し、標高1,000メートル以上の山岳に囲まれた典型的な山村で、昭和46年

の早明浦ダム建設に伴う中心集落の水没や、昭和47年の白滝鉱山の閉山などにより、ピーク時に4,114人だっ

た人口が激減して、現在では404人となっています。また、高齢化率が44％と高く、議員の立候補者も減少し

て、現職議員の平均年齢も71歳と高齢化しています。 

  このような状況から、議会の存続を危惧した議長は、議会運営委員会に、村総会設置のための条例検討の必

要性や村民の理解を得るための手段等について諮問した結果、議会運営委員会から、議会は今後も存続可能で、

村総会の設置検討は保留するとする答申書が提出されたとのことでした。そして、今年の９月議会で、村長が

国の有識者会議の設立や県村協議会の発足により、村総会の調査研究は中断すると表明したとのことでした。 

  議長は、この400人の村で議会が構成できなくなったら、村総会設置の検討が必要という問題が起こり、大

きく報道されたが、最初から不可能と考えていたと話しています。そして、この400人の村を将来にわたって

守っていくのが村の方針であり、総合戦略等を策定して取り組んでいるが、そのためには議会の活性化とあり

方を変えていかなければいけないと話しておりました。つまり、議員が村と村民に対して何をするのか、何が

できるのかが問われているので、議員は議員の仕事が何かを真剣に考えていかなければいけないと強調してお

りました。 

  また、議会運営においては、執行部から議案が送付された時点で、議員全員で十分審議して、同意不可能な

議案は差し戻しているので、今まで一度も否決の議案はないとのことです。 

  本町においても、大川村議長の説明を踏まえて、常に自分の町に強い愛着を持ち、議員として町と住民に何

ができるのか、また何をなすべきなのかを真摯に考えて、責任を持って行動すべきと強く感じました。 



 

－70－ 

  議会運営においては、町執行部と施策や議案について今まで以上に十分協議して議会に臨むことが肝要と考

えさせられました。 

  なお、本町においては、地方自治法第94条の町村総会設置の検討は不要ですが、将来においても必要ないよ

う、執行部と協力して町の活性化と発展に取り組んでいくべきと改めて確認しました。 

  以上、地域児童の見守り活動及び議会議員の存在、確保の取り組みについてに関する調査研究報告とさせて

いただきます。 

  平成29年12月８日、教育民生常任委員長、丸島なか。 

  以上でございます。 

○議長（板倉正勝君） これで、議員派遣の調査報告についてを終わります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎閉会の宣告 

○議長（板倉正勝君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

  なお、本定例会の会議録調製に当たり、字句、数字、その他細部の整理を要するものについては、会議規則

第45条の規定によって議長に委任されたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 異議なしと認めます。 

  したがって、そのように決しました。 

  これをもって会議を閉じます。 

  平成29年第４回長南町議会定例会を閉会します。 

  皆さんご協力ありがとうございました。 

（午後 ２時４６分） 


