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       ◎議案第１８号の質疑、討論、採決 

○議長（土屋清武君）  日程第１、議案第18号  平成30年度松崎町一般会計予算についての件

を議題といたします。 

    昨日、提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑に入ります。 

質疑の方法についてお諮りします。質疑については、はじめに歳入のみ43ページまで、次に、

歳出45ページの議会費から80ページの民生費まで、次に、81ページの衛生費から109ページの

商工費まで、次に、110ページの土木費から最後までと総括の５区分で進めていきたいと思い

ますが、これにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（土屋清武君） 異議なしと認めます。 

よって、質疑は５区分で行います。 

  なお、質疑にあたっては、ページ数、節の区分を明示し、要領よく、的確な質疑をしてくだ

さい。 

また、答弁者に申し上げます。答弁者もページ数を示し、わかりやすい答弁をお願いします。 

  まず、歳入全体の質疑を許します。 

○２番（伴 高志君） それでは、最初の歳入のところからということで、３ページ、最初の項

目ですけれども、町民税がこちらの30年度当初予算では２億3630万円、これがここ数年の傾向

ですと・・、27年度は２億4000万円、28年度は２億2800万円、29年度は２億3300万円というふ

うに・・、この規模ですね。若干・・、27年度ちょっと多い・・、増やしているとうかがえる

んですけれども、１番近々の情報で・・、広報の３月のものが回覧板で回ってきて、町の総人

口が現在、30年１月31日の時点で6824人と7000人を割ってきているということですけれども、

そういったところで・・、非常に慎重な問題でありますけれども、この30年度予算における町

税の・・、町民税の関係で、どのような計画でいらっしゃるか、お願いいたします。 

○窓口税務課長（齋藤 聡君） 個人の町民税につきましては、毎年６月に課税が終わりますと、

課税状況という資料を国の方へ出すようなことになっております。 

  その関係で調査をしましたところ、平成29年度の課税につきましては、所得の大半を占める

給与につきましては、対前年比99.6パーセントというようなことで、ほぼ前年並みというよう

なことになっております。28年度の時はこれがもうちょっと低かったものですから、29年度の

予算につきましては、対前年比マイナス２パーセントということで、給与ですとか、営業の部



分については見込んでおりましたけれども、30年度の予算を作成するにあたりましては、その

落ち込みを１パーセントということで、99パーセントとしました。 

  確かに、納税義務者につきましては、例年約1.5パーセントずつ減少しておりますけれど、

税自体はほぼ前年並みということで推移しておりますので、30年度の予算につきましては、マ

イナス１パーセントということで予算を計上させていただきました。 

○２番（伴 高志君） そうしますと、前年度比でマイナス１パーセントということですか。 

○窓口税務課長（齋藤 聡君） 予算につきましては、対前年比は上昇しております。ただ、マ

イナス１パーセントというのは、あくまでも税を算出するにあたって、その前の段階の所得の

金額をマイナス１パーセントとみたということでございます。 

  ですから、29年度の予算算定にあたっては、所得をマイナス２パーセントということでみま

したけれども、30年度にあたっては、その所得をマイナス１パーセントに縮めたということに

なっています。 

○２番（伴 高志君） そうしますと、マイナス１パーセントに留めて、予算的には、対前年比

で増やさなくてはいけないということになるんですか。 

  ちょっと理解ができなくて申し訳ないですけれど、前年度よりは若干増やす見込みというこ

とですよね。 

○窓口税務課長（齋藤 聡君） はい。前年度よりは、その落ち込みの幅を少なくしたものです

から、その関係で税収は当然上がってくるということになると思います。 

○議長（土屋清武君）  ほかにございませんか。 

○５番（藤井 要君） それでは、歳入の方の13ページになりますけれども、１項１目のとこら

辺になります。個人と法人の関係、これは、個人で500万円ほど前年度より過年度分が増えて

いるんですけれども、増えた・・、500万円ですから、増えた要因と、そして、その区分の中

の滞納繰越分、これも前年より500万円位減っているわけですけれども、これはいろいろ滞納

機構の関係とか、去年は大口が入ったというようなことはあるかと思いますけれども、ここら

辺のところを・・、増えた要因とそして滞納繰越分が減った要因、もう少しわかりましたら、

詳しくお願いします。 

○窓口税務課長（齋藤 聡君） まず、現年度の個人住民税につきましては、先ほど伴議員のと

ころで回答申し上げましたとおり、給与の落ち込みの幅、営業の落ち込みの幅を28年度と比べ

まして１パーセント少なくしたということになります。 

  それから、滞納繰越の減少につきましては、昨年から回収協議会が稼働しておりまして、そ



の関係で滞納額が減ってきております。その関係で残る金額も少なくなっておりますので、仮

に同じ割合で、徴収率があった場合でも元の金額が・・、分母が少なくなるものですから、そ

の関係で収入が減るというようなことになっております。 

○５番（藤井 要君） そうすると、新たな対応というよりは、全体的に減ってきていると・・、

うまく稼働しているので、そういうふうになったということで、解釈しますけれども・・。 

  そして、25ページになりますか・・、24ページになりますけれども、これは、１番下の民生

費負担金になりますけれども、これは新たに放課後児童クラブの利用料ということで55万5000

円ほど入っていると思いますけれども、これは何人位を利用予定ということでやっているの

か、だいたい金額もわかれば、１人あたりどのくらいということで、お願いしたいと思います

けれども・・。 

○健康福祉課長（新田徳彦君） ただいま民生費負担金の放課後児童クラブ利用料の関係でご質

問がございました。 

  見込んでおりますのは、一応15名分を見込んでおります。利用料につきましては、現行、い

ま、月額1000円、８月のみ2000円という金額だったんですけれども、今回職員を１名増やした

ということもありますので、負担金の方を上げさせていただきまして、通常時におきましては

月額3000円、夏休みだけ4000円という金額で、それ掛ける15名分ということで、この金額を計

上させていただきました。 

○５番（藤井 要君） この関係は今まで安かったということもあるかと思いますけれども、父

兄のご負担も増えると思うわけですので、うまくやってもらいたいということがありますの

で、お願いします。 

  それから、次のページになりますけれども、25になりますけれども、使用料の関係で中瀬邸

の駐車場使用料ですけれども、これはそんなには増えていないわけですけれども、これは３時

間無料ということになっておりますけれども、いま、有料で入れているというか、有料でやっ

ている金額はどれくらい・・、何台まではわからないかもしれない、だいたいどのくらいの人

が有料で利用して、どのくらいの金額・・、無料はだいたいどのくらいであるのかということ

で・・、わかれば内容をお願いします。 

○総務課長（高木和彦君） 中瀬駐車場につきましては、一般のお客様とともに職員も出勤の時

の駐車場として利用させていただいております。職員につきましては、月2000円を徴収させて

いただきまして、約40台、40人の職員がこの中瀬駐車場を利用しております。 

  また、このほか、中瀬邸の職員なんかとか、臨時職員等についてもこちらの駐車場を利用し



ております。 

  また、一般の方につきましては、大変申し訳ありませんけれども、金額を大きくなりまして

6000円で、いま、６人の方と契約を結んでおります。 

  また、この収入の中には、３時間駐車した場合は、時間100円ずつ頂戴いたしますので、そ

ちらの一般使用料も入っての金額でございます。 

○５番（藤井 要君） 台数的に・・、利用台数はわからないですか。100円だけとか・・。 

○総務課長（高木和彦君） 台数ごとといいますと・・、一般の方の・・。 

  総額で、１年間で一般の方の使用料は27万6000円をみています。 

○２番（伴 高志君） 先ほどのところに戻りますけれども、町民税のところですけれども、結

局28年度と比べて、１パーセント少なく見込んでいるということですけれども、結果的には、

予算は29年度よりは多く見積もっているということになりますね。 

  そうしますと、結局所得の割合から増やしていくという考えになるのでしょうか。 

○窓口税務課長（齋藤 聡君） 29年度を算出するにあたっては、所得の割合を28年度の課税に

対して２パーセント減収ということでみました。29年度の課税ですね。 

  30年度につきましては、その落ち込みを１パーセント、99パーセント、対前年比99パーセン

トというようなことでみたものですから、税収については、29年度課税がマイナス２パーセン

トで、30年度課税はマイナス１パーセントということになります。 

  ですから、所得の落ち込みは２パーセントと１パーセントということになりまして、そこで

１パーセント税収の方が多くなるということになります。 

○２番（伴 高志君） それでは、歳入の最初の詳細のところですけれども、11ページから・・、

13ページですね。失礼しました。１款からありますけれども、２款の固定資産の関係ですけれ

ども、これは、前年度で少しマイナス、541万円というところで計上していますけれども、土

地の価格の推移というのは、ここはちょっと専門的なところになるかもしれないですけれど

も、評価額とか、そういうところは年々の推移では、どういうふうになっているでしょうか。

それに対しての計算というか・・。 

○窓口税務課長（齋藤 聡君） 地価の動向というようなことでよろしいかと思いますが、地価

につきましては、毎年７月１日現在の地価動向を不動産鑑定組合の方に依頼しております。 

その結果につきましては、30年度に向けては、やはり地価の下落がまだ進んでおりまして、

平均しますと、3.2パーセント地価はまだ下落しているという状況となっております。 

要因につきましては、先日の全員協議会の際にもご報告させていただきましたが、やはり若



者の流出、それに伴いまして、住宅地の需要が少ないというようなことで、不動産鑑定組合の

方からは報告を受けております。 

○２番（伴 高志君） それでは、次のところで、19ページ、地方消費税交付金のところですけ

れども、これは、前年度比で減額になっていますけれども、この部分が社会保障の減額にも繋

がってしまっているということで、ちょっと問題かなと思うんですけれども、私は、基本的に

は、消費税増税には反対なんですけれども、８パーセントで交付金も減らされてしまうという

状況で・・、これは町としてどうかということもあるんですけれども、これは、国の政治その

ものがまずいなということを考えますけれども、それに対して、町長、どうお考えでしょうか。 

○総務課長（高木和彦君） 伴議員がおっしゃるとおり、消費税につきましては、それが高い安

いいろいろな議論がありますけれども、実際松崎町としてみれば、この消費税という制度があ

ることでこちらの方の交付がされているという現実もございます。 

  また、政策的にこれを10パーセントにするという見込みもありますけれども、そうなると、

一般の方の消費が落ち込むとか、いろいろな問題はあるとは思いますけれども、私どもの方は

国の方針に沿って、行政執行をしております。 

  その中で、県に納められたこの消費税につきましては、これを有効に活用することが町の責

務だと思っております。 

○議長（土屋清武君）  ほかに質疑はございませんか。 

○１番（深澤 守君） 25ページの総務使用料の交流拠点施設使用料についてなんですが、こち

らの交流拠点施設使用料というのは、「とーふや。」のことでよろしいでしょうか。 

  いま１人常駐で事務的なことというか、仕事をなされている方がいらっしゃると思うんです

が、それの家賃を含めて年間５万円の使用料しかないということでしょうか、お伺いします。 

○企画観光課長（高橋良延君） 25ページでございます。総務使用料、交流拠点施設使用料５万

円ということで予算を措置してありますが、ご指摘のとおり「ふれあいとーふや。」の施設使

用料でございます。「ふれあいとーふや。」については、年間契約といいますか、そうします

と５万円ということで、条例で規則を制定しました。 

  したがいまして、この５万円というのは、新規のこの会員の５万円ということで、見込んで

いるものでございます。 

  現在、年間の契約をしているところについては、５団体ほどございまして、いま深澤議員が

おっしゃいましたのは、移住してきた方で「ふれあいとーふや。」を使って、いまテレワーク

をしております。その方については、年間契約をもう既にしておりますので、そういったこと



で・・、状況はそのようでございます。 

○議長（土屋清武君）  ほかにありませんか。 

○１番（深澤 守君） それでは、よく松崎町民の方が「ふれあいとーふや。」を使って会議等

催し物をやっておりますが、それについての料金は予算の中には含まないという考え方でよろ

しいんでしょうか。 

○企画観光課長（高橋良延君） 一般の町民の方が使用しますと、当然使用料はかかってまいり

ますけれども、現在・・、先ほど５団体登録ということでありましたけれども、そういった方々

について町民の方々の団体でございますけれども、主には、そうした利用が多いものでござい

ますので、一般の利用の方がありましたら、また別途規則で使用料を・・、部屋を使うといく

らということで設けていますので、それは、使用があった時に交流拠点の使用料の中に入れ込

みます。ただ、そこのところはまだ予算の中では見込んでいないということでございます。 

○２番（伴 高志君） 24ページ、２項の負担金の関係で・・、民生費負担金で前年度まではデ

イサービスの利用者の負担金というのがあったと思うんですけれども、これはなくなっている

項目ですけれども、ここはどうなのかなというところと・・、次の衛生費負担金、これもなく

なりますけれど、ここはどのような理由でしょうか。２点お願いします。 

○健康福祉課長（新田徳彦君） 民生費負担金のところの・・、はじめにデイサービス利用者負

担金のところでございますけれども、こちらにつきましては、利用が介護保険に移行した関係

で利用がないということで、要項を廃止した関係でここはなくなったものでございます。 

  それから、衛生費負担金でございますけれども、これは昨年度西豆救急医療対策事業負担金

ということで、一次救急を西伊豆町さんと一緒にやっている関係のものがあったんですけれど

も、今度当番町が来年度西伊豆町さんにいくということで、この収入、負担金がなくなったも

のですから、ここはゼロということでご理解いただきたいと思います。 

○２番（伴 高志君） それでは、26ページ、松崎幼稚園の関係ですけれども、これは、前年度

半額で行うということでやってきましたけれども、これは継続ということで考えてよろしいで

しょうか。 

  それから、次の27ページ、衛生手数料ですけれども、これは、じん芥処理手数料、これは料

金の変更はありますか。 

○教育委員会事務局長（山本 公君） 26ページの幼稚園授業料の関係です。幼稚園の授業料の

関係は、当初4000円ということでこれまでやっていました。半額に・・、授業料の負担軽減と

いうことの中で2000円の料金にしておりますので、それは30年度予算においても引き続き実施



をしているということになります。 

  また、園児の人数によってまた割り引いている部分がありますので、2000円より安い1000

円とか、500円とかという部分も入っておりますけれども、減額ということの中で予算は組ま

れているところでございます。 

○生活環境課長（馬場順三君） じん芥処理手数料の関係でございますけれども、それにつきま

しては、ごみ袋が４種類ございますけれども、その料金につきましては、従来どおりで変更は

ございません。 

○５番（藤井 要君） 25ページになりますけれども、これは土木使用料になりますけれども、

住宅使用料ですけれども、若干増えているんですけれども、これは、入居者が増えたというこ

とでよろしいんでしょうかね。 

  それと、あと、駐車場のところ・・、それも入って・・、住宅使用料に入っているのかな。 

  それと、あとは・・、伴議員の方から質問がありましたけれども、じん芥持込手数料、前年

度が・・、これは200万円もいかなかったですよね。今回500万円ほどやっておりますけれども、

これはどういう要因・・、増やしたその内容。 

  それから、民生費、これは28ページになりますが、民生費国庫補助金、これは臨時福祉給付

金事業費補助金がなくなったわけですけれども、これの関係・・。前年度は290万円近くあっ

たと思いますけれども、この説明をちょっとお願いしたと思いますけれども・・。 

○産業建設課長（糸川成人君） まず、25ページの土木使用料の中の町営住宅使用料の関係です。

こちらにつきましては、町営住宅小坂住宅が22世帯、細田住宅が８世帯、今現在入っています

けれども、そちらの方々の所得に応じて段階が設定されますので、そうした中で計算した・・、

いま入居している方を参考にして12か月分ということで算定をさせていただいてあります。 

  あと、駐車場使用料につきましては、１台3000円ということでお願いをしています。小坂住

宅につきましては21台、細田住宅につきましては６台分ということで見込んで算定しておりま

す。 

○生活環境課長（馬場順三君） じん芥持込手数料の関係でございますけれども、前年比500万

円ほど増額になっておりますけれども、東伊豆と河津町が一部事務組合で実施しております清

掃センターがございますけれども、こちらの方の改良工事が30年度から２か年で予定されてお

りまして、一部ごみの持ち込みが、賀茂地区で分散するということでございまして、松崎町に

も持込料が発生するものですから、その持込料の分を増額しているという内容でございます。 

○健康福祉課長（新田徳彦君） すみません。３点目のご質問でございますけれども、臨時福祉



給付金の関係でしょうか。ちょっともう１回、聞き取れなかったものですから、もう一度、す

みません。 

○５番（藤井 要君） 臨時福祉給付金何たら事業の補助金、今までなんか288万円位あったの

が、去年は・・。ゼロになっているので、その関係を聞きたかったんです。 

○健康福祉課長（新田徳彦君） こちらにつきましては、消費税の値上げの関係で、低所得者で

すとか、そういった方々への国の制度で給付金というようなことがあったんですけれども、30

年度はそういったものはありませんので、今回は計上ゼロということでございます。 

○７番（佐藤作行君） 議長、22ページなんですが、ちょっと関連質問になりますけれども、よ

ろしいですか。地方交付税のところです。関連になりますけれども、22ページです。 

○議長（土屋清武君） 交付税に関連するものですか。 

（佐藤議員「はい」と呼ぶ） 

○議長（土屋清武君） 許可します。 

○７番（佐藤作行君） ありがとうございます。これは確認の意味でもちょっとお聞きしたいん

ですが、これは・・、というのは、この町で大学に進学される方あるいは各種学校へ進学され

る方というのがいるわけですけれども、実際東京へ移っても住所を移さないということが結構

田舎の市町村じゃあ結構あるそうなんですが、これは、去年の衆議院選の時に、急に解散にな

ったもので、居住しているところで投票権がないというような公民権に関するに結構ひっかか

ってくるんじゃないかということで、結構問題になったんですが、ここの町では、大学あるい

は各種学校へ進学される方に、この松崎町に住所を置いておいてくれというようなことはない

ですよね。確認でございます。 

○総務課長（高木和彦君） それぞれどこに住むとか、どこに住所を移転するというのは、個々

の権利でございますので、私どもがそれに介入することはございません。 

  結果的に、学生さんなんかにつきましては、親御さんがこちらの方にいますと、住所だけ置

いて、実際には都会に住むとかということはあるかと思いますけれども、その時は、私どもの

方でいろいろな関係があるから、こっちにしてくださいとか、あっちにしてくださいという機

会もありませんし、それは個人の権利といいますか、意思に任せるところでありますので、そ

ういう機会はありません。 

○７番（佐藤作行君） それなら結構でございますけれども、この件につきましては、やっぱり

地方自治法の規定にあるように、やっぱり実生活を営むところへと住所を移すというような規

定になっていますので、そこらの・・個人の意思とかじゃなくて、実際の生活を営むところへ



と住所を移すというのが原則ですので、そこらは指摘しておきます。よろしくお願いします。 

○議長（土屋清武君） 回答はいいですね。 

（佐藤議員「はい。結構です」と呼ぶ） 

○議長（土屋清武君）  ほかに質疑はありませんか。 

○３番（渡辺文彦君） ちょっと細かいところなんですけれども、28ページです。民生費国庫補

助金なんですけれども、社会福祉費国庫補助金、これが91万円ですか・・。 

○議長（土屋清武君） すみません。節を言ってくれますか。ページ数と節を・・。 

○３番（渡辺文彦君） 28ページの13款２項２目、国庫補助金の民生費のところですけれども、

１番下です。そこのところに社会福祉の分の補助金があるわけですけれども、地域生活支援事

業費補助金というのがあるわけですけれども、去年より100万円位減額されているように思う

んですけれどもね。これ・・。 

  国は、いま・・、県もそうだと思うんですけれども、地域包括支援みたいな形で、地域で介

護をしていこうみたいな動きがあるかとは思うんですけれども、そういう動きの中で、これが

なんで減額されているのか、ちょっとその辺の説明をお伺いしたいと思います。 

○健康福祉課長（新田徳彦君） こちらの地域生活支援事業費補助金につきましては、こちらは、

いわゆる障害者の関係の補助金になります。 

  関連でいきますと、３－１－１の社会福祉総務費にあるところの手話通訳の関係ですとか、

障害者の日中の一時支援ですとか、交付ですとか、そういったものになってきます。 

  たまたま、歳出の方でそういった実績があまり多くないということで、結果的に、歳出と連

動するものですから、歳入の方も金額が少なくなったということでございますので、決してこ

このところを、特段予算を削ったり、そういうことではなくて、実際需要のある歳出の金額に

応じた歳入の見込み方ということで、たまたま減額になったということでご了解いただきたい

と思います。 

○議長（土屋清武君）  ほかに質疑はありませんか。 

○３番（渡辺文彦君） ふるさと納税の件の見積もりが去年と同じ5000万円になっているわけで

すけれども、ページはどこになるのかな・・。36ページだそうです。 

  これは去年と同じ・・、今年度の実績から考えて、どうかなという気もするわけですけれど

も、目標を高くあげることは結構なんですけれども、これをあげた根拠・・、例年・・、去年

というか、今年度数字が上がっていないにも関わらず、来年度の予算でまたこれを求めてき

た・・、その根拠、それをお伺いしたいと思いますけれども・・。 



○企画観光課長（高橋良延君） 36ページ、ふるさと応援寄附金ということで5000万円予算措置

をさせていただきました。ふるさと寄附金につきましては、平成27年度の実績では2300万円、

28年度におきましては2700万円、本年度まだあと１か月弱あるわけですけれども、3000万円弱

であるかなという形で見込んでおります。 

  ただ、30年度において5000万円にしたということでございますけれども、当然ふるさと納税

確保に向けて、我われ努力・・、これは努力目標というのもありますけれども、じゃあ、これ

を達成するためにどういうことをやっていくのかというようなことは、一般質問のところでも

申し上げたところでありますけれども、やはりもう一度商品・・、やはり一つは商品の魅力、

各事業者と連携して、商品の見直しですとか、あるいは新しい掘り起し、提供、これが１点と・・。 

  もう一つは、効果的なもっとＰＲの方法、これがあるんじゃないかということで、この２点

についてやはりもっと取り組んで、この5000万円を確保していきたいと考えております。 

  一つには、商品の提供という中では、事業者がいま43事業者おりますけれども、そういった

方々とやはり・・、よりもっと・・、話し合いといいますか、意見交換、情報交換をもって、

それでもっと効果的なＰＲもあるのかどうかを含めまして、ちょっと事業者ともうちょっと密

に一体となって、ふるさと納税の確保に向けて取り組んでまいりたいと思っています。 

○５番（藤井 要君） 28ページの２項１目のところ、これは昨日もちょっと言いましたけれど

も、個人番号の関係、これは取り組みがちょっと弱いんじゃないかと私は思うんですよね。 

  去年から比べてもどんどん、どんどん下げて・・、だから、本当にやる気があるのか。利便

性ということとか、いろいろ批判もあるということで、なかなか動きが取れないのかと思いま

すけれども、これは少ないということはやる気がないと捉えたということで、そのやる気の方

法というか、お願いしたいなと・・。 

  それから、33ページになりますけれども、これは、７目になりますけれども、消防、県の補

助金になりますけれども、緊急地震・津波とか、そういうのが、いま、6000万円から入ってい

るんですけれども、これは約4000万円近く入っていますけれども、これの増額内容。 

  それから、もう一つ、ふるさと納税の関係がありましたけれども、これは・・、町長に怒ら

れちゃうとあれですけれども、森ぺんさんは毎年２億円・・、企業回りをしてなんてありまし

たけれども、うちの町長もトップセールス、この前も菅さんのところに行ったりとか、いろい

ろありますので、そんな関係でもうちょっと大企業を回って、うちの松崎にお願いできません

かなんて、そういうトップセールスの意思、ガンガンやるんだ、おれは、なんてそんな意思が

ありましたら、そこら辺もお聞かせ願いたいと思いますけれども・・。 



  これは5000万円で、ちょっと少ないと思いますので・・。その３点をお願いします。 

○窓口税務課長（齋藤 聡君） マイナンバーカードの関係でございますが、現在、申請されて

いる方が、１月末になりますけれども、県内で23番目になりまして、11.5パーセントの方が申

請をされているような形になっております。 

  やはりネックになりますのが、使い道がちょっと限定されているのかなというのがございま

す。このため、国とか、県の方でもこの使い道について、どういう形で使用方法を増やしてい

こうかということで、今現在検討しております。 

  ですから、できましたら、多くの方にやはり使っていただきたいというのもございますので、

そちらの方はまたおいおい決まってくると思いますので、使用方法なんかがまた増えました

ら、住民の方にＰＲをさせていただきたいと思っております。 

○総務課長（高木和彦君） 33ページの緊急地震・津波対策交付金について内訳をご説明させて

いただきます。 

  平成30年に行うデジタル無線の改修工事等も大きい内容になりますけれども、地震に関する

事業につきましては、かなり県の方の補助金が対象になります。 

  例えば、家庭内の家具の固定事業ですとか、津波の避難路の整備、また自主防の方でテント

を購入したり、いろいろな備品を購入したい、そちらの方も入ります。 

  また、防災訓練ですとか、備蓄品、食料とか、水とかの備蓄事業として今年実施しておりま

すけれども、今回の予算の中では、ずっと20の事業がこの補助金の対象となっておりまして、

合計6082万8000円となったものでございます。 

○町長（長嶋精一君） 藤井議員からの質問で、菅官房長官についてでございますけれども、ま

だ菅官房長官に依頼をするレベルではないと思いまして・・、いざという時はお願いしますけ

れども、このふるさと納税については、渡辺議員からも前々から指摘されておりまして、そう

いうことを踏まえて真摯にやらなければならないと思っております。 

  だから、例えば、将来道の駅に関連して農業者がいったい・・、Ａさんという人が何を作っ

ているのかということを実際問題、企画の方の担当者がそこに訪問をして確認をする。そうす

ると、そのＡさんという人は隣のＣさんはこれを作っているよと、また別の情報をいただくと

いう汗かき仕事をすることによって、もっともっと見込み先というものを増やそうじゃないか

ということを早速今現在やっております。 

  そして、農産物に限らず・・、これは稲葉議員からもご指摘を受けたんですけれども、やっ

ぱり漁業関係、魚の関係・、これもせっかくこの駿河湾という素晴らしいその宝庫があるわけ



ですから、これらもやっぱり掘り起こしてやるべきではないかなと思っています。5000万円を

達成するように皆さん方のご意見を取り入れながら真摯にやっていきます。 

  これについてはまだ菅官房長官にお願いはしませんから、よろしくお願いいたします。 

○議長（土屋清武君）  ほかにありませんか。 

○２番（伴 高志君） 今のところの関連ですけれども、33ページの緊急地震・津波対策のとこ

ろです。 

  課長からご説明がありましたこの防災緊急地震・津波の関係で、20の関係の事業があるとい

うご説明でしたけれども、この中で同報無線のデジタル化の関係というのは・・、予算編成は

これからなのかもしれませんけれども、どのくらいの割合になっているんですかね。 

○総務課長（高木和彦君） デジタル無線の工事につきましては、２億円という大きな額を計上

しているものでございますが、こちらは県の事業につきましては、その津波浸水区域にあたる

部分については、最高2000万円までという制度が一つありまして、その2000万円と町が単独で

する分とか、いろいろ区分けがありますので、それについてのデジタル同報無線をやった時に、

全てが起債の関係とか・・、対象になるわけではなくて、町単独でみなければならない部分も

あります。それなんかについては、県が２分の１、50パーセントをみるという細かい規定があ

りまして、この6000万円の内の約5000万円弱くらいは同報無線の関係の県の補助金になってお

ります。 

○２番（伴 高志君） それでは、32ページ、４目、農業費県補助金の関係です。この中で農地

利用最適化交付金・・。32ページの中段くらい・・。 

  農地利用最適化交付金、これは、前年度と同額になっていますけれども、これは29年度から

予算化されたものなんですかね。ここ数年だと思うんですけれども、こういった関連で、町の

関係で・・、農業の指導的役割の方々と協議するような・・、そういう体制というのもある程

度は継続されてくると思うんですけれども、その関係でやっぱり先ほどの町長の答弁で、やっ

ぱりふるさと納税にも関係してくる部分で・・、やっぱりそういった農業者、事業者の方々と

の意見交換ですとか、そういう形というのは、こういった予算の中にも関連してくるものはあ

るんでしょうか。 

○産業建設課長（糸川成人君） ご質問のあった32ページの県補助金の中の農地利用最適化交付

金、こちらは確かに議員が言われるとおり農地利用最適化推進委員に係る費用ということで、

今現在、毎月１回農業委員会のあとに勉強会ということで、最適化推進委員さんも含めて行っ

ていますので、そちらの方の委員報酬ということで、その分を県の交付金ということでいただ



いている分でございます。 

  確かに、最適化推進委員の役割としましては、担い手さんとか、地域の方々と意見交換をし

て、その地域に合った農地利用をしていくというのが目的でありますけれども、これが、言わ

れるとおり新しくできた制度で、一応29年度につきましては、まだ手探り状態であったんです

けれども、その中で、一応勉強会の中で・・、一般質問の時にもお答えしましたけれども、農

業振興ビジョンということで、その役割等を勉強しながら、29年度１年間かけてやってきまし

たので、今度は平成30年度につきましては、また地域に密着した活動ができるような形でやっ

ていければなということで考えています。 

○議長（土屋清武君） 暫時休憩します。 

                               （午前  ９時５０分） 

 ───────────────────────────────────────────────────────── 

○議長（土屋清武君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                               （午前１０時００分） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

○議長（土屋清武君）  質疑を続けます。 

  歳入の質疑につきましては、総括質疑もありますので、この辺に留めます。 

  次に、歳出45ページの議会費から80ページの民生費までの質疑に入りたいと思います。 

これより歳出45ページの議会費から80ページの民生費までの質疑を許します。 

○２番（伴 高志君） 52ページ、総務費の中の地域おこし協力隊謝礼というところで、また・・、

地域おこし協力隊の募集ということで、一番最新の全員協議会でも説明がありましたけれども、

現在新たな協力隊を募集しているんですけれども、その状況としては、いまどうなっていますか

ということと、それから、これまでも６名という定員をいっぱいに埋めてきたということがあり

ますけれども、これまでの協力隊員による松崎町への貢献度・・、なかなか地域に溶け込むとい

う部分もいろいろ苦労されているとは思いますけれども、その貢献度の検証はどうなっています

でしょうか。以上、２点お願いします。 

○企画観光課長（高橋良延君） ページ数、52ページでございます。地域おこし協力隊事業費と

いうことで、８節、報償費がございます。 

  今回、６名の協力隊の報償費の予算を措置したところでございます。月額16万6000円の12

か月ということで、掛ける６人ということで、この金額を措置したところでございます。 

  現在、１名の協力隊を募集中でございます。３月末までの募集期間ということであります。



いま、現在のところまだ具体的にこちらの方に応募してきているという状況ではございません。

引き続き募集の方を・・、３月末までかけてまいりたいと思っています。 

  それから、２点目の・・、今まで松崎町は平成23年度から静岡県内で初めて地域おこし協力

隊を導入しました。 

  それで、棚田の保全の業務から携わっていただいて、その後、棚田ですとか、あるいはスポ

ーツ関係ですね。スポーツツーリズムですとか、あと、商品開発、桜葉等々の商品開発等々に携

わってもらったということでございますけれども、一応23年度から協力隊・・、地元の方にその

後定住してという方もおりますので、一部帰られた方もいますけれども、ほとんどの方は、こち

らの松崎町の方にその後定住いたしまして、ほかの仕事をやりながらということではありますけ

れども、例えば、棚田の方にも現に携わってもらっています。卒業といいますか・・、協力隊が

終わってからも・・。そういったこともありますので、そういった面では非常に力になってもら

っているのかなということで・・、ここに定住して地域おこしを引き続き活動してもらっている

ということでありますので、そういった面では、非常にこの制度はいきているのかなとは感じて

おります。 

○議長（土屋清武君）  ほかにありませんか。 

○５番（藤井 要君） 引き続いて・・、今の地域おこし協力隊ですけれども、いま、非常に課

長はいいようなことを言いますけれども、いま、目に見えていないことが・・、依田邸の関係で、

あそこでなんか椅子を作ったり、そういう方が２名来ていますよね。あの方たちの顔がなかなか

私は見えないんですよ。どういう管理をしているのかということと、それから、日報等いろいろ

つけて課長がチェックしているよということなんですけれども、これは本当にチェックしている

のかなと・・、それは、いま言ったように顔が見えないということで、ちょっと疑問・・。 

  そして、今までの方々というのは、いろいろチラシが出たりとかもしていましたけれども、

この頃それもちょっと出ていないんじゃないかなと・・、そういうことを考えますと、これは、

県とか、国のそういうような方からお金が出てくるから、別に町は痛くもかゆくもないというこ

ともあるのかもしれませんけれども、町長、費用対効果の関係とかということになれば、ただ交

付金だ、補助金が・・・、そういうのが入るから・・、じゃあ、入れればいいじゃないかと、そ

ういうわけにもいかないと思うんですよ。そういう点は、やっぱり課長、しっかりとチェックし

てもらいたい。そういうことで、この内容に関して・・。 

  また、あと・・、次はやりたいと思いますので、これだけ、とりあえず・・。 

○企画観光課長（高橋良延君） こちらの地域おこし協力隊に関連する質問ということで、２点



ほどあったと思います。 

  まず、その中、協力隊の中に木工ということで２名ほど協力隊として参加しております。 

  現在、町内の方にもチラシ回覧をいたしましたけれども、木工塾ということで現在町内外か

ら９名の塾生が参加いたしまして、この協力隊の２名が指導等を行いまして、木工塾ということ

で、現在活動をしております。 

  これは、松崎町・・、いま、木工ということでありますけれども、町内外からその方々がそ

の木工で・・、あるいは起業できるというところまでできればいいんでしょうけれども、そうい

ったものづくりの一つの拠点というような形でこの協力隊２名が携わっているということでご

ざいます。 

  それから、協力隊の活動報告の関係だと思います。２点目についてはですね。 

  前には、よく回覧で活動・・、協力隊はこういう活動をしていますということをお知らせし

てまいりました。そういったことで、現在は広報の中で協力隊の活動の報告を町民の皆様にお知

らせをしてまいっているところでございます。この３月発行、皆様方のところに届いたかどうか

わかりませんが、その広報の１ページ目のところに協力隊の活動報告等々について６名の報告を

しているところでございます。 

  前のように協力隊新聞という形で細かくやることもできると思いますので、それはまた協力

隊の方とちょっと検討してまいりたいと思います 

  それから、日報等の関係については、全ての協力隊員について日報の提出を月末・・、終わ

りましたら、その翌月のはじめまでに日報を提出するというようなことで、義務付けているとこ

ろでございます。 

○町長（長嶋精一君） 藤井議員のおっしゃったとおりでありまして、松崎町の税金じゃないか

ら、国から来てもらっているんだからというふうな考えが少しはあったかもしれませんけれど

も・・、しかし、松崎町でなくたって、国民の税金には変わりないものですから、それについて

は、厳しくこれからやっていきたいと思っています。 

  自分の趣味を・・、自分の趣味でやってもらっちゃあ困るわけです。しっかりとした信念を

持って来ているわけですから、それについてまい進してもらう、その趣味はわが町のやっていこ

うという方向付けにぴたっと合っていかないと私はだめだと思います。 

  したがって、いま課長からの話がありましたとおり報告書はもらうんだけれども、私もその

時は、必ず面接をして、「今月君は何をやったか」ということを厳しくチェックしていきたいと

思います。 



  固有名詞で申し訳ないんですけれども、前に地域おこし協力隊で、もう卒業した有馬さんと

いう人がいるんですけれども、この人は非常に一生懸命やりました。こういうふうな有馬２世、

３世を生み出していかないと、せっかく６人来ているわけですから、これは非常にもったいない

話でありまして、それはしっかりとウォッチし、実行していきますから、よろしくお願いします。 

○５番（藤井 要君） 47ページの７節になりますけれども、ここで臨時雇賃金ということで、

900万円ほど入っておりまして、これは増員ということになるかと思いますけれども、どのよう

な内容なのか。 

  それから、これは、49ページになりますけれども、49ページの13節になりますけれども、個

別システム保守業務委託ということで、これは新しくなんか入っているみたいですけれども、こ

れは、個別システム・・、金額的に小さいですけれども、どのようなことが発生するのか。それ

から・・、ごめんなさい。13の委託料の関係ですけれども・・。 

  それから、53ページ、路線バスの関係になります。これは５目の19節ですか・・。これは路

線バス運行事業ということで、金額的に300万円ほどですか、増額になっていて、説明によりま

すと、池代とか雲見の・・、今度夜間駐車場がなくなったというようなことを聞いておりますけ

れども、そうすると、これは例えば、夜間ですと車を置いて行って・・、例えば池代の場合です

と、朝池代発で出るということになりますけれども、今度はバスターミナルから池代へ行って、

帰って来るということとなると、雲見と合せてになりますけれども、１本ずつスケジュールが増

えるのか、そのようなことを合せてお聞きしたいと思いますけれども・・。 

○総務課長（高木和彦君） 47ページ、一番下段にあります賃金についてご説明をさせていただ

きます。この賃金につきましては、職員の中で産休ですとか、そういう形で休む場合、また退職

等をした場合、補充しないというケースとか、いろいろありまして、役場の一般事務の中でも職

員をまた雇用すればそれだけの大きい金額がかかるものですから、臨時という形で、その不足す

る期間とか、不足する課について配属しています。実際、今回の予算につきましては、６人分を

計上してございます。 

  次の49ページ、委託料の中で26万円の個別システム保守業務委託というのは、ここに計上し

た時に名前がわかりにくくて大変申し訳ありません。これは、平成29年度に文書管理システムを

新たに・・、新たなものを導入いたしました。それの管理に関する費用26万円でございます。 

○企画観光課長（高橋良延君） ページ数、53ページでございます。 

  路線バス対策事業費、19節のところですが、路線バス運行事業ということで、2678万円ほど

あります。これは、前年度に比べまして、292万9000円ほど増になっております。その増えた理



由についてでございますけれども、藤井議員がおっしゃいました、今年度から留車経費というの

がなくなりました。留車というのは、現在雲見と池代、この２路線のところに、終着駅に最終バ

スを止め置いていたところでございますけれども、30年度からは、この止め置く方法ができなく

なりました。 

  したがいまして、回送をしなければならなくなりました。そのため、この経費がかかってく

るということでございます。回送ですから運行本数が増えるということではありません。 

  したがいまして、運行本数はそのままということでございます。また、この増えた理由につ

いては、回送経費、そういった経費も当然増えてくるわけですけれども、さらに運行収入自体も

減ってきているということから、補助金として最終的に292万9000円の増となっているところで

ございます。 

○議長（土屋清武君）  ほかにありませんか。 

○１番（深澤 守君） すみません。先ほどの地域おこし協力隊の質問にかぶるんですけれども、

今年の予算額を６人で割ると、約300万円弱・・、均等割で割っていくと、なると思うんです。

これは国の予算だとたぶん400万円支給されると思うんです。そうすると、ある程度一生懸命や

って、お金がたくさん出ていくようになると、この予算というのはたぶん足りなくなると思う。 

  先ほど町長が、活動を見ながらという話でしたが、今年来た２名の方は一生懸命やられてお

ります。それで、活動をぼくも見ておりまして、本当に松崎町のためにいろいろ遅くまでやった

りとか、休日までやったりして、すごく松崎町のためにやってくれている・・、その人たちにや

はり金額的なバックアップというのが必要じゃないかと思います。 

  その時に、この金額がもし足らなくなった時に、補正なり何なりで金額をアップして、その

活動を手助けしてくれることは可能なのか、その点をお聞きいたします。 

  それから、もう１点なんですが、63ページの22目の14節の地域創生事業費になります。これ

はたぶん「とーふや。」に対する必要経費の機材の借上げの予算だと思うんですが・・、地域創

生事業費・・、これはたぶん富士ゼロックスに複写機と、あとコンピューター関係の会議、テレ

ビ会議の費用を払っているものだと思うんですけれども、これは、最初の・・、「とーふや。」

を始める時の目的というか・・、運営方針と今の方針は違うと思うんですね。それにあたって、

例えば、これは、契約内容でこの金額を変更できるのかどうか、お伺いします。 

○企画観光課長（高橋良延君） まず、１点目が、52ページ、地域おこし協力隊の関係でござい

ます。その１点目の質問でございますけれども、先ほど言いました、深澤議員もおっしゃいまし

たが、予算では６人で割ると300万円余りというようなことでありましたけれども、実際国の方



で、地方交付税で措置されるのは、１人あたり400万円というのが上限としてあるわけです。 

  ただし、その中で報償費ですね。いわゆる謝礼、それについては、上限200万円、活動費・・、

そのほかの活動費については200万円というのが上限で・・、国の方の制度化されているという

ことでございます。この報償費については、その上限のところで予算を取っているところでござ

いまして、あとの活動費というところでございますけれども、これは必要と思われるところにつ

いて、この予算を盛ったところでございますので、何も200万円上限で、それに合わせるような

形で盛るということじゃなくて、必要と思われるところについて、ここの予算を盛ったと・・、

ほかの謝礼以外のところについてということですので、ご理解をいただきたいと思います。 

  また必要であるものが出てきたら、そこのところは、その時点で検討しいくということであ

るかと思います。 

  それから、63ページですね。63ページのまち・ひと・しごと創生事業費、こちらの中に載せ

てあるものは、いま、深澤議員がおっしゃいました「ふれあいとーふや。」の維持管理経費等々

が載っているところでございます。 

  こういった中で、これは、30年度のこの維持管理費を合計いたしますと、だいたい約300万

円ほどかかるものでございます。そういった中で、いろいろな「とーふや。」のかかる使用料と

かがありますけれども、元々「ふれあいとーふや。」を・・、あそこを整備したのは、いわゆる

テレワーク、起業の場、そういったところで、起業できるようにインターネット環境を整えたり

とか、あるいはテレビ会議を含めまして、プリンター設備とか、そういったことを整備して、あ

そこで仕事をしていただきたい。そういった人を呼び込みたいということで「ふれあいとーふ

や。」というのは整備されたものでございます。 

  １人今現在テレワークをやっていますけれども、そういったことで必要なところを・・、こ

ういった設備を設けたものですから、ここについては、この計画でやっていきたいなということ

です。 

○議長（土屋清武君）  ほかにありませんか。 

○２番（伴 高志君） それでは、何度も重複はしていますけれども、路線バスの関係ですね。

53ページですね。 

  現在は、町内４路線の運行委託費となっていると思いますけれども、今回、町長は買物支援

事業ということで、タクシーによる運行という方法で試験的に検討されているということですけ

れども、これまで東海バスを使っていた人が、これでバスを利用しなくなってしまうと・・、東

海バスへの支出する補助金は増えてしまうのではないかということが考えられますが、いかがで



しょうか。 

  それから、タクシーの利用者の見込みは・・、それに伴う東海バスの補助金増加の関係と・・、

どれくらい見込んでいますでしょうか。まず、その１点。お願いします。 

○健康福祉課長（新田徳彦君） ただいまの路線バスの関係と、買物等支援事業の関係でご質問

があったかと思います。 

  買物等支援事業につきましては、74ページの地域福祉推進費・・、失礼しました。75ページ

の地域福祉推進費の13節の委託料の中段から下に買物等支援事業費560万円というのが計上され

ております。 

  今回、これにつきましては、平成30年度からの新規事業ということでございまして、現在、

公共交通機関がないとか、あるいは第三者の方の協力がないと外出ができないという方、そうい

った方々に対して、既存のタクシー運行を利用しながら、買物等支援事業をやっていこうという

のが今回の買物等支援事業になります。 

  路線バスとの兼ね合いということでございますけれども、路線バスの方は、いわゆる公共交

通機関となっておりまして、今回、我われ地域福祉推進事業費の方でやるのは、対象者の方は町

民全員ということではなくて、ある程度・・、例えば、年齢の方は75歳以上とか、障害者の手帳

を持っている方とか、対象者の方は、一応限定をさせてもらった中で、本当に買物や通院等に不

自由をされている。日常生活に不便をおかけしている方の交通の足を確保しようというのが今回

の事業の目的でもございます。 

一応、基本的には、片道500円というような金額を設定させていただいておりますけれども、中

には、路線バスの方はそれより安い金額で松崎まで行けるというような地区が・・、それの方が

多いものですので、対象者も違うという中で、一番最初に事業をやる時に、懸念されていたのは、

既存の路線バスとの兼ね合い、そういったものが一番懸念されたものですから、それと競合しな

いようにという形で、対象者も限定したと・・、金額の方もそういう金額で設定したということ

でございます。 

それから、利用の・・、今回新しくやるということで、実際どれだけ１か月あたり利用件数とい

うのが見込めるかというのは不透明なところがございます。とりあえず、１か月あたり200件位

を一応想定しながら・・、今回は初めての事業ということでございますので、概ね４か月間位は

実証運行期間というような形で、その中で利用状況を踏まえながら、場合によっては補正予算で

増額になるのか、あるいはこれは町単事業ですので、予算に限りがございますので、そこで打ち

切るのか、そういった利用状況をみながら、今後、我われの方は検討していきたいなと考えてい



るところでございます。 

○２番（伴 高志君） いま、課長の答弁でバスとの関係で、町長の公約されていた買物をサポ

ートするということに少し限定をかけてしまうということが・・、障害になっているのかなとい

うところで・・、福祉政策としては、非常に・・、町長が進めたいものの一つとしてもっていま

したので、この予算的なものと法令的なものの関係は難しいところですけれども、何とか・・、

この限定という枠組みをつけてしまうと最初の・・やはり町長の実現しようとした形とはまた少

し変わってきてしまうのかなという疑問点が残りますけれど・・、その実現についてはどうでし

ょうか。 

○健康福祉課長（新田徳彦君） 逆に、対象者を限定しないと路線バスとの競争になってしまう

と思います。そうしますと、伴議員が最初に質問されましたように、お客さんを取り合うことに

よって、路線バスの方の運賃収入が減ります。 

  そうすると、どうなるかというと、町の補助金が多くなると・・、負のスパイラルにまわっ

てしまうと思います。 

  ですから、町長の公約ではあくまでも買物に不自由をされている地区の皆さんを何とかした

いという、そういう町長の思いを実現するために一番どういう方法がいいのか、いろんな方策も

考えた中で、とりあえず、既存のタクシーを利用したものでやってみるのが、いま、現時点では

一番それがいいのかなということで、30年度やらせていただこうかなということで考えておりま

すので、決してその路線バスとの競合はしないということで、ご理解はしていただけたらなと思

います。 

○２番（伴 高志君） 私が考えるのは、あくまでも・・、限定のかからないものとして行う・・、

買物支援なのかなということだったので、そこは実現に向けて・・、もう少しいろんな検討があ

ってもよかったのかなということは考えます。 

  それで、路線バスの関係は・・・。 

  54ページ、同報無線のところですけれども、これが・・、本年度は２億円計上していまして・・、

これは、振り返りますと、平成28年の説明の中では、28年から32年の５年間で６億円・・、それ

から29年度の説明の中では・・。予算として計上されたものですね。 

  28年度は基本設計で1377万円、29年度はデジタル化実施設計で1217万円・・、昨年度の場合

は、３年間で５億円という規模で説明されてきたと思うんですけれども、ちょっとここは確認し

ていただきたいんですけれど、このところは、やっぱり１番最初のものでは、３月末の全員協議

会でわかったこととしては、個別受信ができないと・・、そして、31年度中に切り替わる・・、



こういうところまでは・・、私が理解しているところでは、そういうふうに考えているんですけ

れども、ちょっとこの金額と計画の状況を教えていただけますでしょうか。 

○総務課長（高木和彦君） この同報無線のデジタル化につきましては、平成34年の12月にこの

今のアナログ電波が使えないということがもうわかっていましたので、28年頃からずっと準備を

進めておりました。 

  その時に、最初はやっぱりいろいろメーカー等に聞きまして、これだけの人口、面積等を勘

案すると５億円位かかるだろうというようなことがありまして、長期計画なんかについては５億

円とかという大きい数字がありました。 

  その中で、私どもは28年からずっと担当がやってきましたけれども、実施設計・・、基本設

計はなしにいろいろ担当の方でやって、平成29年度中に実施設計にたどり着いたところです。予

算については、1200万何某をつけてありますけれども、昨日の補正予算の方で、100いくらを減

額したというご報告はしたところでございます。 

  いま、お話をしている途中に、個別受信ができないとかというご発言がありましたけれども、

基本的に、今のやつはもう既に20年も経っている機械でございます。老朽化もしていますし、ま

た、音が若干小さくなれば、なかなか聞きづらいということがございます。また、スピーカー等

も経年劣化をいたしますと音質が悪くなります。 

  この機械を、34年に今のシステムが使えなくなるということで、デジタル化を計画いたしま

した。 

  いま、概要として・・、これも予算書の方に計上してございますが、総額で３億5000万円、

うち、30年度に２億円を使うという形でございます。 

  また、財源等につきましては、災害関係の起債等を使うということもご説明してございます。

また、ぜひ、これにつきましては、何回かもうお話をしておりますけれども、この場でいろいろ

な・・、例えばスピーカーの数とか、中継局だとか、何個あるとか、どうのこうのということに

ついては、また実施設計ができた時点で皆様にご報告をいたしますけれども、長い時間をかけて、

当初５億円だったものもいろいろ研究を重ねまして、３億5000万円ほどまでいきましたし、スピ

ーカーが聞こえないとか、そういう場所については、個別受信機を配付して、家の中でも聞こえ

て、１回聞き漏らしをしても、ボタンを押せば、それを何回でも繰り返し聞けるとか、また、携

帯電話にアプリでいろいろな情報が入るとか、そのようなことも計画をしておりますので、これ

は、実施設計がこの３月末で完成いたしますので、必ず皆様のところに詳細をご説明しますので、

ご理解ください。 



○２番（伴 高志君） 私は、この今の課長のお話の中で予算規模がどういうふうに具体的にな

っていくのかというところが非常に心配している部分でありまして、そういったところでもここ

の当初予算の投資的経費の大きな割合を占めている部分で・・、疑問を感じているということを

述べておきたいと思います。 

  それで、この関連なんですけれども、これだけ大きな事業で一般会計から計上される部分が

あるんですけれども、これは、言ってしまえば、町外の大きな企業に対しての委託業務なわけで

すけれども、これは町内業者に対してという・・、そういう影響・・、経済効果というところも

見込んではいるんでしょうか。 

○総務課長（高木和彦君） 町内業者の方で、こういう技術ですとか、いろいろのものを持って、

この３億5000万円の事業が実施できるという確信があれば、できれば町内の業者さんに手を挙げ

ていただいて、発注するところですけれども、こういう機材につきましては、非常に多くの専門

の部品から知識からということがございます。 

  そういったところでは、いいものを確実に作るという観点の中で、この同報無線に関する専

門業者何社かを選んだ中で、プロポーザル等を行いました。 

  ただ、緊急の故障ですとか、そういうことも考えられます。それにつきましては、町内の電

気業者さんも、下請けという形になるか、どういう形になるかわからないんですけれども、協力

するという形で、協力会社の一つには入っております。 

○議長（土屋清武君） ちょっとお願いします。時間もありますので、質疑また答弁は簡潔に極

力だらだらやらないで、簡潔にお願いしたいと思います。 

  質疑はありませんか。 

○５番（藤井 要君） 先ほど買物支援ということで、タクシー券を利用するということで、こ

れは町長が最初はマイクロを使ってということで、町長の肝いりで公約に挙げたものですから、

これは福祉関係・・、非常にいいということで、私も賛成しているわけですけれども・・。賛成

するんですけれども、先ほど課長の方からも出ましたけれども、運行試験をやって・・、４か月

ほどやって、それによって、事業が、大げさに言えば、廃止になるのかというようなこともちょ

っと出たわけですけれども、私がやっぱり危惧するのは、これは、せっかく新町長がいいことを

だということでやりだしたことに対して、ブレーキをかけるといったらおかしいんですけれど

も、中身的にある程度事業実施要項みたいなものを作ってこれからやるのか、いま作ってあるの

かわかりませんけれども、やった中で、結果的にばらまきになったなんてことのないように・・、

せっかく長嶋町長が意気込んでやったのを何年か後にいいことをやってくれた町長でしたとい



うことか、それとも、あんなことをやって金がかかってしょうがないじゃと言われない町長に

も・・、そういうためにも最初からある程度規制といったらおかしいですけれども、要項みたい

なものを仮に作ってやるのも手かなと思ったんですよね。 

  これと関連するというがになりますけど、同じページのところに・・、75ページにあります

けれども、今の福祉タクシー券、これは年５枚ですか、くれるのが・・。そして、初乗り料金は

無料ですよと・・、初乗り料金は自分で出すのかな。 

  あとは・・、今回の場合は、買物から今度は医療の方までできるようになりましたよね。こ

れね。医療にも使えるということになって、500円を出せばいい。そうするとだいたい行きはタ

クシーで帰りはバスでというわけにはなかなかいかないと思うので、１回につきだいたい利用者

は1000円出すと思うんですよ。回数はだいたい年200回位・・、月200回を計算しているんですけ

れども、今までのタクシー券の利用状況、だいたい何人位いたのかということも知りたいんです

けれども、それから、事例として、こういう方法がありますよと・・、例えば、私が考えるのに・・、

先ほど言ったばらまきにならないように、解約の・・、例えば、はじめに試験的にやってから、

どんどん、どんどんお金がなくなった、途中でやめます・・、来年度からできませんということ

じゃないようにするためにも、ある程度はじめ制約があって、それから、ここが使い勝手が悪か

った、じゃあ、もう少し直そう、使い勝手がいいようにしようと・・、それが一番私はいいんじ

ゃないかと考えているわけですよ。これは事業の途中で・・。あと、タクシーからマイクロバス

になる可能性もあるかもしれません。使い勝手によっては・・。 

そういうことを考えて、例えば、こういう・・、私が事例で申しますけれども、じゃあ、遠くか

ら、3000円位のところから松崎に来て買物をしたと・・、そして、帰りもそれを使って帰ると・・、

月・水・金の使用ですので、この方が買物に・・、なかなか一週間のうちに・・、75歳以上とい

う・・、いろいろありましたけれども、障害者の関係がありますけれども・・、３回はとてもそ

んなに・・、3000円になりますから・・、国民年金の中から3000円使って毎週使う人はたぶんい

ないだろうと・・、あとは、増えたのが、医療費の関連・・、病院に通うのにそれが使えるとい

うことになると・・、かなりの利用者が出てくるのかなとか・・、一番・・、先ほど心配してい

るばらまきにならないように、今までは、例えば、家族の中で免許を持っていて、奥さんという

か・・、若い奥さん・・、子ども・・３人だとか、４人だとか・・、おばあちゃんが・・、じゃ

あ、嫁さんが、おばあちゃんと一緒に買い物に行こうよといったのが、今度は、タクシー券があ

るから、行ってこらっしゃいなんて、そういうのを・・、ちょっと危惧したりもするわけですよ。 

そういう点で、ある程度制約をつけた方がいいのかな、そして使い勝手がどんどん・・、そんな



にお金を使用しない・・、そうしたら、福祉のためにもうちょっとこれを緩めて、使い勝手をよ

くしてあげたいよね。そういうようなことをやっていくべきだと私は思っているんですよ。そう

いう点について、本当にこれはいいことですので、先ほど言ったように・・、何年か後には、も

う資金がこれじゃあとても足らないから、やめちゃったと・・、せっかくのこういう新しい事業

に対して、汚点を残さないように、町長のためにも一生懸命内容を精査してやるべきじゃないか、

それが、事務方とか、そういう方の考えじゃないかと思いますけれども・・。 

○健康福祉課長（新田徳彦君） いろいろと建設的なご意見をありがとうございます。 

  まず、はじめに、福祉タクシーの利用助成の関係でございます。これは、初乗り運賃がだい

たい710円でございますが、75歳以上の方には、これは年間５枚ですか、重度の障害者の方につ

きましては、それが年間10枚交付しているところでございます。 

  実績につきましては、28年度は397人の方に交付されまして、利用が116人、利用率でいくと

29.3パーセント位、29年度の見込みですが、交付が427人で利用が161人、利用率にすると37.7

パーセント、こういった状況をふまえまして、平成30年度では、交付をだいたい440人位でみま

して、利用率を今までの上昇率をみまして、42.6パーセントと仮定して、利用者を187人と見込

みまして、それ掛ける初乗り運賃710円、５枚、3550円ですから、それで、66万4000円という金

額を算定させていただきました。 

  それから、買物等支援事業との区分けというか、そういうことになるんですけれども、福祉

タクシーについては、基本的に町外でも使えるというような前提でおります。 

  今回の買物等支援事業につきましては、あくまでも乗降車については町内のみというような

形で、町内だけの限定というようなことでございます。 

  それから、藤井議員が心配されるやっぱり制限をつける必要があるのではないのかなという

ようなご意見でございましたけれども、当初我われの方も対象者も75歳以上ですとか、障害者の

方ですとか、限定しているものですから、そこまで考えてなかったのが正直なところでございま

す。 

  ただ、あくまでもこれは国県の補助金がございませんので、町の単独事業という中でやはり

藤井議員が言われますように、同じ人が一日何回も乗ったりだとかしてしまいますと、予算の方

も青空天井的にあるわけではないものですから、予算がなくなってしまうということが危惧され

ているところでございます。 

  ただいまの、藤井議員の方からそういったやっぱり何らかの歯止めみたいなものが必要では

ないかなというようなご意見をいただきましたので、例えば、そもそもの目的が買物、通院等そ



ういったことに困っている方の足を確保するということで、週３回はそのままでいきますけれど

も、一日に・・、やっぱり回数を制限することが必要なのかなと思いますので、そういうところ

はちょっと検討させていただきたいなと思います。 

○５番（藤井 要君） 課長の方からいま前向きな話がありましたので、町長、町長の名をずっ

と残すためにもいい案で最初からぶっ飛ばさないで、やっぱりブレーキをかけながら、周りを見

ながら、よろしくお願いします。 

  それから、はしょれというようなこともありますので、これは・・、62ページになりますけ

れども、電算推進費の関係ですけれども、先ほどもいろいろ・・、これはだぶっているのかもし

れませんけれども、システム導入業務委託172万8000円ほどあったと思うんですけれども、これ

をもう一度内容と・・、そして、その下の先ほどの「とーふや。」関係いろいろありましたけれ

ども、63ページの15節の工事請負、これは空き家改修工事、これは山田邸ということだと思いま

すけれども、これを・・、どのような・・、100万円かけて直すのか。 

  それから、65ページになりますけれども、これは２目13節委託料、これはコンビニエンスス

トア収納事業、これは51万9000円、これは前年も同じだと思うんですけれども、何件くらいあっ

たのかということであります。委託料との関係・・、使用料の関係、それをお願いします。 

○企画観光課長（高橋良延君） 62ページの13節委託料、システム導入委託については、こちら

は、税務の納税のシステムの新規の導入委託ということでございます。 

  それから、63ページの工事請負費ですね。まち・ひと・しごと創生事業費、こちらに100万

円ということでありますけれども、こちらは山田邸の枠予算ということで盛った修繕工事でござ

います。必要箇所と思われるものについて・・、箇所づけということじゃなくて、修繕が必要と・・、

生じた場合、こちらは100万円をとったということでございます。 

  当初においては、この山田邸の活用については、いろいろ合宿利用とか、そういったことで

この整備工事の予算を考えたわけでございますけれども、最終的な予算の中では、一応今の試行

を・・、今のまま試行的にやっていこうということで最終的にこの枠予算の100万円ということ

で措置したものでございます。 

○窓口税務課長（齋藤 聡君） コンビニ収納、65ページのコンビニ収納の関係でございますが、

コンビニ収納は今年度に入りましてから稼働となっておりまして、今現在、正確な数字というの

は、いま手元にございませんけれど、予定としては、だいたい上限としては8000件くらいではな

いかと今のところ想定しております。 

○５番（藤井 要君） これで終わりますけれども、ちょっと一つ忘れていたので、63ページの



先ほどの「とーふや。」関係、これはテレビ会議システム使用料42万8000円ありますけれども、

これはだいたいどのくらい利用予定・・、これも使わないでやるんだったらもったいないもので、

どんどん使わなければしょうがないと思うんですけれども、どのくらいこれは使う予定とか・・、

お願いします。 

○企画観光課長（高橋良延君） 63ページですね。テレビ会議システム使用料、14節のところに

予算を取ってあるわけですけれども、このテレビ会議システムを導入いたしまして、利用状況と

いうことで申し上げますと、今年度この２月までの実績のところでございますけれども、静岡大

学・・、大学ですね。このフィールドワークがありました。あと、大学生とミーティングを行い

まして、その大学と関係者を結んでテレビ会議をやったりというのは８月と12月にそれぞれ静岡

大学の関係で行ったところでございます。 

  そのほかの日常使いというようなことの中では、地域おこし協力隊、こちらの方でスポーツ

関係をやっている隊員がおりますけれども、そちらの外と結んだ打合せ、ミーティングといいま

すか、これについては毎週１回それを、テレビ会議システムで行っていくということでございま

す。そういった状況でございます。 

（藤井議員「行っていくのか」と呼ぶ） 

○企画観光課長（高橋良延君） 行っています。 

○議長（土屋清武君）  ほかにありませんか。 

○２番（伴 高志君） 繰り返しの・・、この買物支援事業の関係で、75ページですね。質疑が

一番多いところの一つではあると思うんですけれど、先ほど、制限を設ける設けないのそうい

う・・、それは利用者に対してのことがあったと思うんですけれども、やはり買物ですから・・、

どちらかというと、まちなかの大きいスーパーにまとめて買いに行ってしまって、商店街にはな

かなか行かないんじゃないかというところも・・、細かいところですけれども、そういう・・、

乗ったらまた・・、その人の自由ですから、そういうところはどういうふうに想定というか・・、

想定できるものとできないものがありますけれども・・、考えていますでしょうかというところ

が１点。 

  それで、74ページ、訪問給食サービスなんですけれども、これは・・、ずっと継続事業で続

けておりまして、町内の業者さんがお弁当を作って、そして配達すると・・、この二重に大変な

仕事だと思うんです。 

  これが・・、この補助事業が開始された当初から値段の設定が変わっていないと私は説明を

受けているんですけれども、この利用者の推移、これからの・・、本年度はこれを増やしていく



事業として考えていると思うんですけれども、その見通しの中で、料金の変更も考えることはあ

るのか、お願いします。 

○町長（長嶋精一君） 買物支援については、初めてやるわけですから、どんどん・・、わから

ないことがたくさんあるわけですよ。将来のことは全てわからないですね。でも、踏み込んでや

ろうじゃないかと・・、住民のためにということですから、まず、それは理解していただきたい

と思います。 

  そして、議員さんとして・・、伴議員、そういうふうなこうした方がいい、ああした方がい

いというご意見があるならば、どうぞ我われのところに来て、しっかりとした数値をもって、一

緒に検討しましょう。お願いします。 

  それと、課長からの説明がありましたように、わからないことはあるんです。それで、お客

さんのニーズに合わないこともあると思います。とにかく４か月だけはやってみようと、それで、

藤井議員からのご指摘がありましたけれども、それで採算が合わないからやめたということは絶

対ないようにいたしますけれども、どうぞ、伴議員、路線バスにも影響がないように、そして住

民のニーズを充足できるようにという考えが、方策があるならば、どうぞ持って来てもらえませ

んか。 

  そのようにこの４か月間に検討します。以上です。 

○健康福祉課長（新田徳彦君） １点目の買物等支援事業の関係でございますけれども、伴議員

が心配されているようなことは、今の既存のタクシーの制度を利用しているわけですので、そう

いった心配をされることはないのではないかと思います。 

  利用客がタクシー会社の方に連絡をして、自宅から自分の目的地まで運ぶわけですので、特

段何かそういった心配はされるのはないのかなと考えております。 

  それから、あと、訪問給食サービス事業委託の金額のことですとか、今後の見通しというこ

とで、ご質問がございました。今現在600円の経費で半分を町が出して半分を利用者が負担して

いるということでございます。値上げとなりますと、当然利用者の方にも値上げをお願いしなけ

ればなりませんので、その辺はやっぱり前にもお答えしたと思いますけれども、その辺は関係者

と一応慎重に協議をしなければならないのかなと思います。 

  あと、今後の見通しでございますけれども、利用者が年々ちょっと多くなってきておりまし

て、当初9000食位で29年度予算を見込んでいたんですけれども、先日補正予算の時にも利用が多

くなってきて、これではちょっと予算が底をついてしまうというような中で、増額を補正しても

らった経過があります。今回も・・、ここも一応29年度が9000食だったんですが、今回30年度は



9700食ということで、一応右肩上がりに推移しているところがあるものですので、一応見通しと

すると今後もちょっと上がって、増加傾向にあるのかなと捉えております。 

○議長（土屋清武君） 暫時休憩します。 

                               （午前１０時５５分） 

 ───────────────────────────────────────────────────────── 

○議長（土屋清武君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                  （午前１１時１０分） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

○議長（土屋清武君）  質疑を続けます。 

  民生費までの質疑につきましては、総括質疑もありますので、この辺に留めておきたいと思

います。 

  続いて、81ページの衛生費から109ページ、商工費までの質疑に入りたいと思います。 

  これより81ページの衛生費から109ページの商工費までの質疑を許します。 

  質疑はありませんか。 

○１番（深澤 守君） 商工費の・・。 

○議長（土屋清武君） ページを言ってください。 

○１番（深澤 守君） 105ページ、ポケットパーク足湯周辺整備事業工事120万円の件なんです

が・・、105ページ、工事請負費のところです。 

  これは、先行して梅月の前に足湯を作ったと思うんですが、こちらの感じで・・、私が見て

いる感じではあまり利用状況・・、観光客が使っている利用状況というのはないように思います。

これを作ったことによって、商店街のお客さんの流れがあるかといったら、これ・・、現状変わ

らない状況にあるんですね。これは元々なんか静大か常葉の学生が発案で作ったと思うんですけ

れど、この事業をやっても観光・・、この120万円を投資しても観光推進の事業にはならないと

思うんですが、その点についてお答えをお願いいたします。 

○企画観光課長（高橋良延君） 105ページです。工事請負費でポケットパーク足湯周辺整備と

いうことでありますけれども、今回のこの周辺整備については、足湯そのものは既に工事をして

おります。その後ろに花壇があって、木が生い茂っているような状況でありまして、そこの木を

ちょっと整理いたしまして、フェンスを設置したいということでございます。 

  それと合せて・・、ここの予算には盛っていないですけれども、案内板等をそういったフェ

ンスのところに付けて、そこにいわゆるＱＲコード、スマホをかざすと町の案内が出たりとかと



いうのが今ありますけれども、そういった機能を持たせるような形で、そこを整備してまいりた

いと思っています。 

  あそこに行って、お客さんが町の情報を取れるというようなことを、ソフト面で合せてやっ

ていきたいなと思っています。 

  この工事のものとしては、そういったフェンスの設置工事という予算ですけれども、いわゆ

るソフト面も合せて、こちらの利用は考えてまいりたいと思っています。 

○町長（長嶋精一君） こちらは観光客があまり使われていないということはごもっともだと思

っています。 

  それで、私も実際問題、近所の人たちに聞いたんですけれど、なんか体を洗っている地元の

人がいるというようなことも聞いたんですよ。 

  それで、ここに対する要望が、雨が降ったりするとお客さんが不便だから、屋根を付けてく

れとか、そういうことも当初の計画にあったわけです。 

  ところが、私は、住民の要望というのが、使われている、使われていないじゃなくて、際限

がなくなっちゃうんですよ。したがって、屋根を付けるのはやめようということで、もっともっ

と大きな金額は予算として出ていたんですけれども、削ってこうなったんですよ。 

  だから、現状に合わせるようにしたいというのがぼくの考えです。それと、何でもかんでも

それを町がやるということではなくて、近くの住民さんが気が付いたら掃除をするだとか、そう

いうふうな態勢になってもらえばありがたいなと私は思っています。 

  したがって、深澤議員がおっしゃったように確かに観光客は残念ながらここで足を洗ってい

るということはあまりないことは事実です。 

  これからもっともっと宣伝していかなくちゃならないと思っていますけれども、とりあえ

ず、経費の削減はいたしました。以上です。 

○議長（土屋清武君）  ほかにありませんか。 

○８番（稲葉昭宏君） 午前中時間があれしましたが、一つくらいやらないと、私だけ何で言わ

ないということになりますので、やっぱり町民の皆さんに対して失礼だから・・。 

  102ページ、企画観光課長さん、ちょっとお伺いしますけれども、商工会の運営費が800万円

あるね。商工会はご存じのようにだんだん、だんだん会員も減ってきまして、いま主流になって

いる業種というと、建設業者・・、公共事業に関わるそういった業種の人たちが主になっている

わけですけれど、先ほどからふるさと納税の関係で、もう少し地元が伸びる何かいい特色がない

かということで、でてるわけだけれども、商工会には毎月１回理事会というのがあると思うんで



すが、そこへと課長は出席していますか。 

○企画観光課長（高橋良延君） 商工会の理事会には、私も理事になっておりますので、出席し

ております。 

○８番（稲葉昭宏君） だんだんそうして、その理事会の中でふるさと納税の関係なんかがみん

なの話題になることはありますか。 

○企画観光課長（高橋良延君） 商工会の議題として、ふるさと納税が取り上げられているとい

うことはございません。 

  ただ、私の方からふるさと納税の情報提供といいますか、今の状況はこうですということは

話をしております。 

○８番（稲葉昭宏君） これは、やっぱり補助団体で、800万円運営費が出ているわけですけれ

ども、やっぱり商業の方は、見たとおり衰退をして、商店街なんかも※※※なしてる、やっとね、

そういう状況で・・。いろいろ知恵を出し合って何とか再興しようという・・、今までも何回も

そうやってきている、心配をして。でも全然明るい兆しがみえない。 

これは、だから、横の連絡を・・、補助団体の横の連絡というのは大事だと思うんですよね。も

う少し商工会にがんばってもらわなければならない。やはり商業の方にしても何にしても、そこ

らをやはり行政側とのコミュニケーションをどんどんとって、そして、おそらくいま会員が300

～400あると思うんですよね。 

そういうところからもう少し参加を・・行政に対して参加をさせる。そういうあれを作ったらど

うだろうね。 

  これは、私だけじゃない。みんな今までの議員の方々も結構やってきた。観光協会、商工会、

こういった松崎の商業団体、観光団体が共に横の連絡を取ってオール松崎体制でやっぱりやって

いくということをしないと、とってもね・・、商工会の存続ももう・・、これは、法制化されて

いる団体ですから、県から補助金がきてやっているんだから、なくなるということはないでしょ

うけれども、もう少し横の連絡を取って活用したらどうだろう。 

  その点、町長、いかがですか。 

○町長（長嶋精一君） いま、稲葉議員がご指摘のとおりだと思っています。 

  ふるさと納税に限らず、全ての面で横の繫がりがなさすぎるのではないかと思います。私が

これについては、事務局長等と煮詰めまして動いていきたいと思っています。以上です。 

○８番（稲葉昭宏君） これは、私の参考意見として聞いていただきたいですけれども、やっぱ

り地理的に離れているということも要因であると思うんですよ。 



  いま、あそこを借りて観光協会なんかをやっているけれども、商工会の２階がホールになっ

ているわけですよね。 

  だけど、ああいう・・、あそこへと観光協会を移して、一つの屋根の下の中に補助団体を集

めてやるということになれば、うんとやっぱりそういうそのあれが違うと思うんだよね。 

  だから・・、会館の催事があるわけだけど、その時にはこっちで役場のどこかそういう場所

を使うとかということをして、なんか集約していくような形を取って、常に情報交換をして、そ

うして町を盛り上げようという気運を高めていくという・・、なんかもうちょっと物理的な方法

で何か考えてみたらどうだろうということもちょっと私の意見ですけれども、答弁はいりませ

ん。 

○議長（土屋清武君）  ほかにありませんか。 

○１番（深澤 守君） 先ほどの稲葉議員の質問内容にかぶるとは思うんですが、私が入ってい

た美しい村実行委員会が・・、たぶんあれは３団体というか、３つの組織で組織されていると思

います。１団体目がこの町内の調整としての組織、それから、もう一つは、観光協会、商工会等

の松崎の名士というか、有力者が入っている団体それから充て職ではない一生懸命やろうとする

人が入っているやろうじゃ協議会という組織があると思う。 

  その中で、先ほど稲葉議員が指摘したように、実行するにあたって、各連絡を取るための商

工会だとか、観光協会だとか、そういう・・要は「長」と呼ばれる組織があると思うんですけれ

ども、そこについて話し合うはずになっているわけなんですが、その辺の組織運営がどのように

なっているかをお聞きいたします。 

○企画観光課長（高橋良延君） 美しい村委員会に限らず、町の委員会においては、商工会です

とか、観光協会、あらゆる産・官・学・金・労ですかね。そういった組織が入って委員会をやっ

ているというものです。 

  いま、具体的にありますけれども、美しい村推進委員会については、まさに産・官・学・金・

労、この関係者が集まりまして、特に会長という方々が集まりまして、その委員会をやっていま

す。 

  ただ、そこのところでの実際の実働部隊という中では、いまおっしゃったようにやろうじゃ

協議会とか、そういった住民の自主的な団体がでてきましたので、そこはそこで、町としてもサ

ポートをしているところです。 

  そういった中では、常に町も情報提供をそういったところにしながら、一緒になって、この

まちづくりの活動をやっておりますので、当然、「長」が出ているところについては、その会員



とかには、その内容は下してもらわないと困るわけですので、そういったところは会のところで

やっていただくということですけれども、いざ活動になったら、そこは町もそこは参画しまして、

現在も既に活動はしているという状況でございます。 

○議長（土屋清武君）  ほかに質疑はありませんか。 

○３番（渡辺文彦君） ちょっと細かいところで２～３お伺いしたいと思います。 

  94ページです。５目・・、94ページの交付金のところがあるんですけれども、交付金という

のが２つある・・、下から２番目の交付金のところに荒廃農地等利用促進交付金というのが・・、

これは今までなかったと思うんですけれども、これが200万円付いているんですけれど、これは

どういう事業を予定しているのか、ちょっとその辺をお伺いしたいのと・・、あと、104ページ

になります。委託料のところなんですけれども、海水浴監視業務があるんですけれども、海水浴

場の監視業務・・、これはずっとここのところ毎年少しずつ増額になっているんですけれども、

ぼくは、たまたま弁当を監視員のために配達を頼まれて行くわけですけれども、定員的にはかな

り満たされているのかなという感じを受けているわけですけれども、これ以上増やしていく・・、

増額になっている理由は何か、とりあえずお伺いしたいなと思います。とりあえず、この２点を

先にお願いいたします。 

○産業建設課長（糸川成人君） 94ページの農業振興費の中の19節、負担金、補助及び交付金の

中の荒廃農地等利用促進交付金ということだと思いますけれども、こちらにつきましては、国の

方の制度というか、名称が変わりまして、今まで耕作放棄地緊急対策事業の補助金というのがあ

ったわけですけれども、そちらの方が名称が変わって、荒廃農地等利用促進交付金ということで

変わっております。 

  内容的には、荒廃農地を再生、利用するための例えば、雑草とか雑木の除去とか、耕作土を

作るとか、そういうものの取り組みを支援するということで、内容的には変わっていないという

ことです。 

○企画観光課長（高橋良延君） ページ数は104ページです。13節、委託料のところに海水浴場

監視業務委託ということで913万8000円ということで、前年の当初より83万円ほど増になってい

るところでございます。この増額の理由ということでございますが、ライフセーバーにつきまし

ては、海水浴場の開設期間、松崎、岩地、石部、雲見、この４海水浴場にライフセーバーとして

配置しているものでございます。 

  29年度においては、その海水浴場の開設期間のライフセーバーの延べ人数は360名というこ

とでしたけれども、平成30年度においては400名ということに計画させていただきました。これ



については、お盆の週間ですね。そこが一番入込みが松崎の海水浴場はあるわけですけれども、

今のライフセーバーの人数の体制ですと、なかなかそのお盆の期間の入込みのところを細かく見

きれないというところもありますので、より安全という中でこの期間についてライフセーバーの

人員配置を増やしたということでございます。 

○３番（渡辺文彦君） 今の件に・・、ついでにお聞きしたいんですけれど、ライフセーバーの

方たちを見ていると、実際は各地域に、松崎に４人とか、石部に３名とか、雲見に５人だとかと

いう形で、通常12～13人・・、10人から15人位の体制で動いているんだけど、実際20人位いるん

ですよね。来ている方が・・、おそらく・・。 

  その中でローテーションを組みながら、業務にあたっているという形だと思うんですけれど

も、この金額は実働の計算ですよね。おそらく・・。その辺を・・。 

○企画観光課長（高橋良延君） 今の400名というのは、実働の人員でございます。 

○議長（土屋清武君）  ほかにありませんか。 

○１番（深澤 守君） 107ページのふれあい交流推進費の委託料についてなんですが、これは、

グリーンツーリズム推進事業委託費で700万円計上していると思います。 

  町長は、花畑の方を・・、金額的には多少差はあると思うんですが、費用対効果がないとい

うことで廃止されました。 

  しかし、グリーンツーリズムはここ何年かこの推移で動いていると思います。これは振興公

社に委託している事業だと思うんですが、企画観光課の方でこのグリーンツーリズム事業につい

ての事業評価みたいなものはされているのか。 

  私は、このグリーンツーリズムで700万円をかけてもあまりそれの効果というのが上がって

いないと思うんですが、今後このグリーンツーリズムの委託料を見直して、振興公社の方に活動

内容をテコ入れする考えはあるのかどうか、お伺いいたします。 

○企画観光課長（高橋良延君） 107ページですね。ふれあい交流推進費、委託料、グリーンツ

ーリズム700万円ということであります。 

  この委託先は振興公社であります。この委託でどういうことを行っているかというようなこ

とについては、深澤議員の一般質問にもありましたけれども、松崎町のいわゆる地域資源、いろ

いろな・・、自然もある、文化もある、歴史もある、産業、そういった地域資源を活用して、体

験型の観光地を目指そうということで、平成８年度から始めているグリーンツーリズムの事業で

す。 

  平成８年度から始めまして、現在では、町内で18の体験事業、こちらを行っております。や



はり18の体験事業、そういったものをいろいろな関係者と連携して、実際にやっております。 

  そして、地区独自の取り組みとしては、例えば、岩地の修学旅行ですとか、石部の棚田のオ

ーナーとか、そういうようなものもこのグリーンツーリズムの一つであろうということでありま

す。 

  当然評価というようなことについては、交流人口とか、そういうようなことも一つの評価に

なるかと思いますけれども、やはりこの体験事業を増やすという・・、地域資源を活用して、こ

の体験事業を増やしていっているということも一つのやっぱり活動の評価であるかなと考えて

いるところです。 

  それから、これを今後どうしていくかということについては、当然やっぱり体験型の観光地、

着地型観光というのは今の観光の主流・・、まして松崎に合った観光形態だなと考えています。 

  ですから、やはりグリーンツーリズムというのは、必要であるかなと思います。ただ、その

手法とか、この運営等々については、常に検討、見直しをしてまいりたいなと考えております。 

○議長（土屋清武君）  ほかに質疑はありませんか。 

○５番（藤井 要君） 107ページの商工費の関係ですけれども、これは・・、５目、13節の委

託料から入りますけれども、マウンテンバイクコース管理業務委託ということで、今回新たに入

ってきたんだと思うんですけれども、今までのマウンテンバイクのあそこを通ったりすると、草

ぼうぼうになっていたりとか・・、これは本当に使えるのかなとか、そして、誰が管理・・、そ

して、何か事故があった時にどうするのかなということを危惧していたわけですけれども、これ

は管理業務委託先と・・、そして、例えば、週１回とか、休みの度に見に行ったりするのか、そ

のようなことを・・、管理先とどういう管理方法なのか。 

  それと、105ページのところになりますけれども、旧依田邸の関係がいろいろ出てきます。

委託料から使用料、工事請負ということになりますけれども、この・・、13節の方にはいります

と、依田邸の改修工事実施ということと・・、これは、たぶんお風呂の500万円が入っています

ので、お風呂の関係だと思いますけれども、これは、いつ頃工事を始めて、いつ頃これは完成・・、

今年度というんじゃなくて、なるべく早く完成してもらいたいと思うんですけれども、この計画

予定・・。 

  それから、104ページの方になりますけれども、観光費になりますけれども、ここだと11節、

需用費ですか、これは、修繕費ということで、今回も200万円入っていましたけれども、これは

修繕費というのは枠で入るのか、枠でなければ、どのようなことにかけてやるのか。その３点を

お願いします。 



○企画観光課長（高橋良延君） ３点ほどありました。まず、107ページ、牛原山町民の森整備

事業費で13節、委託料、マウンテンバイクコース管理業務委託ということで49万9000円ほど措置

いたしました。これは今回新たに設けたことでございます。 

  昨年、県の賀茂農林の協力によりまして、牛原山にマウンテンバイクコースを整備いたしま

して、その後の管理については町ということになっているわけでございます。 

  それで、この業務委託の委託先を・・、今現在検討しているのは、町内の山伏トレイルとい

うマウンテンバイクを実際にやっている業者がおりますので、そちらの業者に委託をしてまいり

たいなと考えているところです。 

そちらの方については、実際に何をやるかということは、マウンテンバイクコースのメンテとい

うことが主なものです。危険なところがないか、そういったものを把握して、メンテナンスを行

うというようなことが主な業務ということでございます。 

それから、105ページですね。105ページ、13節、委託料の旧依田邸の関係でお話が出ました。こ

れは、おっしゃるとおり、旧依田邸の温泉施設をリニューアル、改修をしたいということの実施

設計でございます。 

当然、30年度の予算ですので、30年度になりましたら、実施設計の発注をするということで具体

的進めますけれども、入札という形で進めざるを得ないのかなということで考えておりますけれ

ども、30年度に実施設計をいたしまして、基本計画でお示ししましたけれども、31年度には整備

が終わると・・、完了というような形考えているところでございます。 

  それから、104ページの１番上のところですね。需用費で観光施設整備費で、修繕料、旧依

田邸ということでありますけれども、200万円、こちらについては、おっしゃるとおり枠予算と

いうことで200万円を取ったものでございます。 

  必要なところが出てきましたら、この修繕費で対応してまいりたいなと思います。 

○議長（土屋清武君）  ほかに質疑はありませんか。 

○２番（伴 高志君） すみません。今のところの関連なんですけれど、藤井議員の質問で、依

田邸の関係ですけれども、104ページのこの修繕料200万円というのは、これは経常的なものとし

て考えているものでしょうか。 

  今のお話ですと、30年度は温泉のリニューアルということで設計があると思いますけれど

も、現時点での経費というか、そういうところを含めて聞けますでしょうか。 

○企画観光課長（高橋良延君） 104ページのところで修繕料ということで200万円ということで

ありますけれども、こちらについては、あくまでも枠予算ということですので、必要な時に・・、



あった時にその予算をということでありますので、経常的にこれが常に使われるという予算では

ございません。何かあった時に緊急的な対応とか、そういったものに使うという費用でございま

す。 

○議長（土屋清武君）  ほかにありませんか。 

○３番（渡辺文彦君） 106ページになります。19節のところですけれども、真ん中からちょっ

と下くらいのところに伊豆半島ジオパーク推進協議会、その下に環駿河湾観光交流活性化協議会

またその下に美しい伊豆創造センター、３つの団体の名前が載っているわけですけれども、ここ

におそらく補助金が投入されているわけですけれども、この団体各々・・、なんか同じような仕

事をしているようなイメージもあるわけですけれど、この仕事のすみ分けとその補助金の算出の

根拠というか・・、どういう根拠でこの金額が計上されているのか、その辺をちょっとお伺いし

たいと思いますけれども・・。 

○企画観光課長（高橋良延君） 106ページですね。こちらの負担金のところで、補助金のとこ

ろです。 

  まず、総括しますと伊豆半島ジオパーク推進協議会については７市６町ですね、こちらの組

織する協議会ということでございます。 

  一つおいて、美しい伊豆創造センターというのもありますけれども、これも７市６町という

ようなことでありまして、伊豆半島の市町で組織するというところでございます。 

  こちらについては、ジオパークについては、いま世界認定に向けて、この４月が正念場です

けれども、そういったことでやっていますけれども、ジオパーク、伊豆半島のジオパークとして

売り出すといいますか、そういったプロモーションをする、そういったところの組織ということ

であります。 

  あとジオパークのツアーですとか、そういったことこの協議会でいろいろな企画をしている

ところでございます。 

  それから、美しい伊豆創造センターというのがありますけれども、これは、派遣条例のとこ

ろでも議論がありましたけれども、美しい伊豆創造センターは、伊豆半島の７市６町が広域で観

光を推進していこうという組織です。簡単に言いますと・・。 

  そういったところで、じゃあ、どういったことをということはありますけれども、サイクリ

ングリゾートの事業ですとか、そういった広域の観光を推進するというような組織であります。 

  環駿河湾観光交流活性化協議会というのは、これは、いわゆる駿河湾フェリーが清水から土

肥までありますけれども、そのフェリー等活用、そういったことを含めまして、この駿河湾の観



光の交流の活性化ということでいろいろな事業をやっている協議会ということでございます。 

  それぞれの負担割合ということでは、人口割等々そういったもので算出をされているという

ことでございます。あと、一部観光交流割ですか、そういったものも合わせまして、負担割は算

定されます。 

○議長（土屋清武君）  ほかに質疑はありませんか。 

○３番（渡辺文彦君） ついでに、細かいところで申し訳ないんですけれども、同じところなん

ですけれども、下の方にいくと、今度は補助金・・、107ページで補助金なんですけれども、観

光振興対策事業というのがあって、去年これは560万円位だったと思うんですけれども、今年は

820万円位付いているわけですけれども、今までやってきた事業とその評価また今回増やした理

由、その辺を・・。 

○企画観光課長（高橋良延君） 107ページ、観光振興対策事業、823万5000円ということであり

ます。昨年の当初より250万円ほど増ということですけれども、こちらについては、新しい事業

も増えました。新しい事業については、インバウンドの対策事業、こちらですね。あと、花とロ

マンの里イメージアップということで、取材会ですね。マスコミの関係者等々を松崎に呼びまし

て、取材をして情報発信してもらうというような事業ですね。そういったもの。 

  あと、夏祭りの花火大会、こちらについて今まで補助金が３つに分かれて花火大会補助があ

ったんですけれども、それを統合いたしまして、この観光振興対策事業、ここに夏祭りの花火大

会ということでまとめました。 

  それで、まとめたわけですけれども、実際に昨年は115万円の夏祭りの花火大会の事業補助

で、30年度においては、165万円、50万円ほど夏祭りの花火大会の事業補助を増やさせていただ

きました。そういった諸々、等々がありまして、こちらの本年度の振興対策の増ということにな

ったわけです。 

  じゃあ、これをどう評価しているかというようなことについては、評価が実際にどこで表れ

るかということになると・・、じゃあ、観光交流人口がどうなのかとか、観光の消費額はどうな

のかというところがありますけれども、一概に観光交流人口だけで評価をするというのは、また

現に32万人というところです。 

  ただ、昨年と比べまして、観光交流人口は１万人増えています。その中でも、宿泊者です。

その7000人が宿泊者だったかな・・、宿泊者が増えています。 

  そういった年度の推移でいけば、10年前に比べると20万人は減っていますけれども、昨年に

比べると、観光交流人口としては増えているというようなことでありますので、そういったこと



については、またこういった観光振興対策費を投じまして、お客さんの誘客を図ってまいりたい

と思います。 

○議長（土屋清武君）  ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

ないようですので、午後１時まで休憩いたします。 

                               （午前１１時４２分） 

 ───────────────────────────────────────────────────────── 

○議長（土屋清武君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                  （午後  １時００分） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

○議長（土屋清武君）  質疑を続けます。 

  質疑の関係でありますが、商工費までの質疑につきましては、総括質疑もありますので、こ

の辺にとどめます。 

これからは110ページの土木費から最後までの質疑に入ります。 

  これより110ページの土木費から最後までの質疑を許します。 

○３番（渡辺文彦君） 111ページになります。13節、委託料のところの一番下に急傾斜地崩壊

対策事業費というのが500万円ほど新たに上げられたと思うんですけれども、それに付随して次

のページ、112ページなんですけれども、２項の上の急傾斜地崩壊対策事業費というのがあって、

前年では350万円だったと思うんですけれど、これが200万円ほどアップして550万円になってい

るんですけれど、この辺の絡みで、どういうことを計画されているのか、ちょっとお伺いしたい

んですけれども・・。 

○産業建設課長（糸川成人君） まず、土木管理費、111ページの土木管理費、13節の委託料の

中の用地測量業務委託、急傾斜というところでございますけれども、こちらにつきましては、大

澤の小面地区といいまして、大澤に入っていった橋を渡って、左側が・・、向かいの左側のとこ

ろになりますけれども、そちらのところを新規に指定することをいま県の方で計画をしていると

いうことで、まだ未確定の段階ですけれども、計画をしているということで、その急傾斜地域に

指定を申請するにあたりましては、測量業務は町で実施しなければならないということになりま

す。その小面地区の測量業務委託という形をいま計上しております。 

  もう一つ、112ページの方の19節、負担金、補助及び交付金の中の急傾斜地崩壊対策事業、

こちらの方につきましては、県の方でもう既に事業を実施するということで計画になっている分



の町の負担金ということになります。 

  地区的には、大澤の横田・久命ということで、鮎の茶屋さんの方に行ったところになります

けれども、そちらの方の工事に係る負担金と、もう一つ、宮内の寺ノ脇というところで、今年度

新たに詳細設計、土質調査を実施する予定ということで、その分に係る負担金ということで550

万円計上しております。 

○議長（土屋清武君）  ほかにありませんか。 

○２番（伴 高志君） 土木費で30年度は予算的には前年度比で3858万円ほど減額の形で、大き

いところでは・・、113ページの常盤大橋耐震補強補修工事ということがあるんですけれども、

あと・・、この113ページのもうちょっと上の方ですけれども、道路維持費の・・、ここを詳し

く教えていただけますでしょうか。 

○産業建設課長（糸川成人君） 土木費の関係で、3800万円ほど減額になっている理由というこ

とになりますけれども、こちらにつきましては、113ページの下のところ、３目になりますけれ

ども、橋梁維持費、こちらの方が5000万円減となっております。 

  こちらにつきましては、平成29年度につきましては、水道橋にかかります架け替え工事とい

うことで、そちらの方が5000万円ということで大きな金額が計上されていましたけれども、そち

らの方も29年度に無事終了いたしまして、30年度につきましては、常盤大橋の耐震補強と上町橋

の補強工事ということで、金額が小さくなっているということで、橋梁維持費につきましては

5000万円の減となっております。 

  また、113ページの一番上のところ、道路維持費の関係につきまして・・。すみません。道

路維持費の内容ということでよろしいですね。 

  道路維持費の内容につきましては、町道等の管理業務委託ということで、こちらの方は、例

えば草刈等を実施する時の管理とか、その下の応急対策につきましては、大雨等によりまして土

砂が流出したとか、そういう時に対応するというような応急対策業務ということで、それぞれ400

万円、500万円ということで計上しております。 

○２番（伴 高志君） ありがとうございます。 

  もう１点、15節の工事請負費の方ですね。こっちの道路維持費・・、合計で3060万円という

ところ、こちらの詳細を教えていただけますでしょうか。 

○産業建設課長（糸川成人君） 113ページの15節、工事請負費ということでございます。 

  まず、はじめの道路維持工事というのは、こちらの方につきましては、箇所づけをしてある

ところの工事ということで、八木山の竹の沢線の路肩改修工事ほか５路線をいま予定しておりま



す。 

  昨年度に比べますと、昨年度１か所、１路線しかちょっと計画をしていなかったものですか

ら、大幅な増というような形になっていると思います。 

  あと、その下の町道補修工事につきましては、町道石部線の舗装工事ということで、こちら

の方につきましては、国の交付金を活用した舗装の補修工事という形になっております。 

  その下の町道維持工事（枠単）につきましては、こちらの方はまだ箇所づけはしていません

けれども、緊急的に道路工事等が必要になった場合には、この400万円という中で対応していく

というような予算になっております。 

○議長（土屋清武君）  ほかに質疑はありませんか。 

○７番（佐藤作行君） 125ページの教育予算のところですが、15節の工事請負費、諸々負担金

などがありますが、これに載っていないもので文句を言いたいんですが、実は、去年、今年度の

予算で幼稚園の授業料、あと保育園の保育料を半額にいたしました。 

  それで、今年このあと半分やっていただこうと思っていたんですが、それも載っていない。 

  それで、高木課長は子育て支援は、松崎町は遅れてないよと胸を張って言っていたんですが、

これは西伊豆町と比べた場合、やっぱり結構格差が出ているんですよね。小学生、中学生あるい

は高校生の支援について。 

  そういう現実があるのを認めていただきたいと思うんですよ。例えば、幼稚園の授業料、保

育園の保育料ですね。これは、松崎町は半額です。もう西伊豆町はただになっています。 

  あと、小中学校の給食費、これについても西伊豆町は小学校、中学校はただです。それで、

これは高校生の医療費の一部負担ですね。これも高校生はただです。いま西伊豆町は。 

  それで、今年の予算案で、松高に通学あるいは下田高校に通学、この子どもがいますね。こ

れは半額補助になります。 

  だから、そういうことを考えていくと、高木課長が言う決して遅れていないということなん

ですが、やっぱり現実をみると、お母さん方の感触としては結構格差があるよというふうに・・、

子どもをお持ちのお母さん方は言うわけですよ。「西伊豆はいいわね」と・・。 

  よく前の齋藤文彦町長に話をしましたけれども、ヤオハンの中で会うと、同級生で子どもが

同じくらいだと・・、うちの方は何も払わなくてもいいんだよと・・、松崎町はこんかいみんな

負担しているんだよという話になると、「西伊豆町はいいわね」という話になるわけですよ。 

  これは、やっぱり福祉を掲げて町長になった長嶋精一町長ですからね。やっぱりこれは、こ

れからの方向性をやっぱり一つ打ち出してもらいたいと思います。 



  それから、もう１点ですけれども、高校生の医療費の無料化については、県の方へ我われも

お願いなんかにも行きまして、今年の予算で半額、来年度予算で半額、だから２年間で無料にな

ります。医療費についてはね。そのほかの通学費あるいは給食費、授業料ですね。そこいらはぜ

ひ考えていただかないと・・、やっぱり隣の町ですから、やっぱり・・、なんというか、松崎町

民である方に誇りが持てないような状況じゃあやっぱりいけないと思うんですよね。 

  もう１点、これは予算に載っていないもので、どうしてもお願いしたいんですが、小中学校

の教室の冷暖房、あれはもう静岡県でも主流になっていますので、夏場特に、温暖化の影響なん

かもありまして、室内が非常に暑くなるというようなこともありまして、やっぱり元々松崎町の

小学生、中学生が勉強が抜群にできれば少しくらい暑くたっていいですよ。 

  だけれども、やっぱり勉強があんまりできないという状況じゃあ・・、やっぱりいい環境で

勉強させてやることも必要じゃないかと思います。そこらを町長の考えをお願いします。 

○町長（長嶋精一君） その２番目のご質問で、小中学校のエアコン、それについては、前向き

に検討するということで、もう教育長とも話をしております。そういうことで、一つよろしくお

願いいたします。 

○教育委員会事務局長（山本 公君） ちょっと質問が多岐にわたるものですから、どうお答え

していいかわからないわけですけれども、工事の関係で先ほど町長もお答えしましたように、エ

アコンの問題については、今後前向きに検討させていただくということで、今年度においては、

扇風機みたいな旋回扇を昨年度も付けておりますけれども、それで少しでも改善できるような形

でいきたいということもございますし、トイレの洋式化についても、災害時における高齢者の方

の利用等も考えて、洋式化を進めていくというようなことも町長は言っておりますので、予算が

付いております。 

  給食とかいろいろ・・、授業料ですとか、諸々提案があったわけですけれども、なかなか・・、

各町によってもそれぞれ違う部分がありますので、一概に・・、松崎町の方もいいというような

部分も当然あるわけですので、そのあたりを全体的に見ていただいた中で、ご判断いただければ

と思いますし、給食についても、西伊豆は小学校、中学校は補助とかはしていないと思います。

基本的には、学校給食法でいけば、給食を食べられる方、子どもたちとか、保護者が負担という

ことが基本であるわけですけれども、そちらについては、また周りの状況を見ながら、どういう

対応がいいのかということは考えていかなければならないなと思いますし、幼稚園の授業料につ

いては、先ほど伴議員の方からもご質問がありまして、4000円の授業料を2000円というようなこ

と、あるいはいろんな条件によって1000円にするとか、500円にするとかという対応もしており



ますので、そういう面では対応はされていないわけではないですけれども、今後2020年ですか、

幼稚園、保育園の無料化というようなこともございますので、そのあたりも見ながら対応してい

くような形になるかと思います。そんなところでよろしいでしょうか。 

○健康福祉課長（新田徳彦君） ただいまの子ども医療費助成の関係でお話があったかと思いま

す。子ども医療費の高校生までの拡大につきましては、昨年の10月現在におきまして、県内で７

市町が現在実施しているところでございます。 

  当町といたしましても、一応県の動向を注視しておりまして、県の方では、一応今年の10

月から高校生まで拡大するというような方向でありますので、当町も一応それに合わせて、いま

前向きに検討しているところでございます。 

○議長（土屋清武君）  ほかに質疑はありませんか。 

○１番（深澤 守君） 教育のことについてお伺いします。 

  勉強不足で、もしこの質問することについてやられていたら、どのような取り組みをしてい

るかを具体的に説明していただきたいんですが、ある小さいお子様をおもちのお母さまが雨の日

に子どもたちの行き場所がない。どこで遊ぶかというと、ヤオハンの下でゲームをやっていて、

ちょっと健康的じゃない。 

  ですから、どこでもいいから、とりあえず子どもの遊び場所を確保していただけないかとい

う要望が・・、相談がありました。 

  それと、いま、介護の問題とか、介護予防との話ですね。お年寄りの・・、社会教育じゃな

いですけれども、生涯教育等も・・。 

○議長（土屋清武君） 深澤議員、介護関係については総括で・・。 

○１番（深澤 守君） 含めてですね。お年寄りと子どもが一緒になって何かやれるようなもの

ができたらいいなと思っているんですけれど、その辺については、どのような考えでおられます

か。 

○教育委員会事務局長（山本 公君） 雨の日の遊び場というようなお話でしたけれども、なか

なか実際的にはそういう部分がないわけでして、児童館なんかを活用して子どもたちが勉強した

りとか、遊んだりという部分はありますけれども、それ以外で、じゃあ、雨の時に何かをやると

いうようなことになった時に、実際のところない、あまり場所がないというのが現状です。 

  体育館なんかを当然使っているわけですので、そこを使うということもなかなかできないか

なという感じはしますけれども、こと雨の日ということに限られると、なかなか難しいかなとい

うのが現状です。 



  お年寄りと子どもたちの関係なんですが、これは教育委員会だけではないかと思うんですけ

れども、いろいろな体験、子どもたちが少年団活動をしたりとか、そういうものをやる。あるい

は棚田の方ですと棚田の活動をやる、そういう中で、子どもが指導者の方に指導いただいて、そ

この中で子どもたちがふれあうというような形のものの取り組みは行っておりますので、教育委

員会ばかりじゃなくて、企画の部分も当然ありますし、児童館の方もあるのかなと思いますけれ

ども、そういう取り組みをしているところでございます。 

○議長（土屋清武君）  ほかにございませんか。 

○教育長（佐藤みつほ君） すみません。今の遊び場の関係とか、いろいろ老人と子どもたちの

関係ということにつきましては、いろいろ学校がいまとても現場が忙しくなっていることが事実

でありまして、例えば、どういうことかといいますと、いまいろいろ学習指導要領なんていうの

が新しく入ってきまして・・、そんなことだとか、それから、時間外の働き方改革とか、そうい

うような関係で、いろいろ時間等のことについてもとても気を使ったり、いろいろ研修が多かっ

たりしていますけれど。でも、子どもが第一ですので、そういう中では、やはり社会教育でいか

している老人の方々がたくさんいると思います。 

  例えば、今度11日に芸能祭があるんですけれども、その時にいろいろな発表がありますけれ

ども、そういうような発表の中でも総合的な学習やクラブの時間にそのやっている方々が訪問し

て、老人と子どもたちが一緒になって、例えば、歌を歌ったり、詩吟を奏でたり、詩を詠ったり

何をしたりという機会を多く設けることによって、放課後に話を、集いを活発化させたりとか、

そんなことなんかもいろいろ考えて、できないかなという構想を練っていますけれども、やはり

老人や子どもとの接触とか、あるいは社会の地域の方々との接触というのはものすごく子どもに

とっては大きなことであって、これから何か営んでいくためにもすごく必要なことだと思います

ので、そんなこともやはり学校の先生方と相談しながら、やっていきたいなと考えています。 

○議長（土屋清武君）  ほかに質疑はありませんか。 

○３番（渡辺文彦君） ページ数は120ページになります。 

  13節の委託料のところの一番下になります。災害対策施設整備費というところがあるわけで

すけれども、そこに防災施設整備設計業務委託というのが150万円計上されています。これの内

容をお願いいたします。 

  次のページの121ページですけれども、そのページの下から２番目に自主防災組織育成助成

事業というのがありまして、ここが今まで・・、去年までは50万円位だったと思うんですけれど

も、今年は130万円計上されているわけですけれども、どのようなことを期待されてこの事業を



増やしているのか、その辺をお聞きしたいと思います。 

  それと、もう１点、125ページです。19節の負担金、補助及び交付金のところですけれども、

そこの中の一番下に賀茂地域校務支援事務共同化協議会というので220万円ほど・・、これはお

そらく今年初めて計上されたんだと思いますけれども、どのようなことを計画されているのか、

その辺をちょっとお伺いしたいと思います。 

○総務課長（高木和彦君） まず、120ページ、13節の委託料にございます防災施設整備設計業

務委託、これは中川の方に中川幼稚園がありまして、いま使わない状態になっております。 

防災の関係につきましては、役場が中心になるわけですけれども、ここも津波なんかの場合は、

必ずしも安全ですとか、機材がそのままいきるということがない場合も想定されます。 

いま、そんな関係で、中川でしたら津波は到達しない地区になっておりますので、そちらの方に

オフサイトセンター的なものができないか検討するための委託料でございます。 

  続いて、121ページの自主防災組織育成助成事業、こちらにつきましては、ちょっと名前が

変わっていますけれども、これは、自主防の方への補助の関係で、財源は宝くじの助成金を財源

に、今回は小杉原区と・・、テントですとか、そういう申し出があります。 

  また、松崎町北区の方でもそういう申し出がありますので、その２件、２地区分として130

万円を計上させていただきました。 

○教育委員会事務局長（山本 公君） 125ページ、負担金、補助及び交付金の中の賀茂地域校

務支援事務共同化協議会ということでございます。新設の協議会でございますけれども、その関

係につきましては、賀茂地域広域連携会議の教育部門の中で、共同でやっていく事業として、校

務システム、学校の方の指導要録、入学から卒業までの記録が書いてあるものですとか、あるい

は成績の記録ですとか、そういったものとか、あるいは出欠に関する記録、そういったものの様

式が統一されていなくて、電子化をしていく。それによって、教職員の方々の事務量も減らして

いくみたいな形がありまして、施設を整備するにあたって、１市５町で協議会を作りまして、県

の市町村振興協会の事務の協同化の補助を頂戴いたします。３年間で5000万円が上限、３分の２

で5000万円が上限なんですけれども、30年度においては、下田市と松崎町の２市町でそのシステ

ムを導入させていただく、31年度については、西伊豆、南伊豆、河津、東伊豆で校務支援のシス

テムを導入させていただいて、それらの様式の統一ですとか、事務の統一化を図っていきたいと

いうことで、この組織を立ち上げたものでございます。 

  事務局については、下田の方でこの協議会の事務局をやっておりまして、そちらの方へ負担

金として支出していると・・、松崎町が整備する金額が、今年度670万円の予定で、これはまだ



入札等を行って、最終的には減ってくる可能性はあるわけですけれども、670万円の事業費があ

りまして、それに対する３分の１、224万円を協議会の方に、下田の方に負担をさせていただい

て、下田の方で入札とかそういう事務を執り行って、システムを入れていくということでござい

ます。 

○議長（土屋清武君）  ほかに質疑はございませんか。 

○２番（伴 高志君） それでは、114ページ、土木費の中でも河川の関係は本年度予算を増や

している部分ですけれども、そこのいろいろ項目はわかりますけれども、13節の委託料のところ

は・・、河川管理業務委託、応急対策業務委託それから15節の河川維持工事、この３点・・、教

えていただけますでしょうか。 

○産業建設課長（糸川成人君） 114ページ、土木費の中の河川維持費の中の13節、委託料とい

うことで、河川管理業務委託、河川等応急対策業務委託ということでありますけれども、まず、

河川管理業務委託につきましては、道路と同じように、こちらの業務につきましては、河川に生

い茂っている草刈等の伐採を行うための管理業務ということになっております。 

  その下の河川維持応急対策業務委託につきましても、こちらにつきましては大雨等によりま

して河川に崩土があったりとか、土が溜まったりとか、そういう時に応急的に土砂を除去したり

というような時のための業務委託ということで確保してございます。 

  続きまして、15節の工事請負費ですけれども、河川維持工事2840万円ですけれども、こちら

につきましては、全部で６か所を今回計画しております。このうち、４か所を、例えば、石部の

山道川の護岸改修工事等４か所につきましては、29年度の補正予算の時に債務負担ということで

計上させていただきましたけれども、そちらの方でできるだけ早く工事の方を入札を執行して、

４月に入ったらすぐに工事に取りかかれるようにということで、４本を計上させていただいてあ

ります。そのほか年度内に１本を実施したいということで、合計で2840万円となっています。 

  また、河川維持工事（枠単）というのは・・、こちらの方につきましては、箇所づけされて

いないところでありまして、応急的に、緊急的に発生した工事に対応するということで、予算を

確保してあるものです。 

○議長（土屋清武君）  ほかに質疑はありませんか。 

○８番（稲葉昭宏君） 139ページ、海洋センターの件ですが、これは、Ｂ＆Ｇとの町との契約

で、どうしてもずっと存続していかなければならない契約か何かあるのかな。 

  なんか、前には、Ｂ＆Ｇの方から修理をする時に援助をしてもらって、改修をしたみたいだ

けど、その点はいかがですか。 



○教育委員会事務局長（山本 公君） ちょっと申し訳ございません。契約の内容というのが手

元にないものですから、ちょっとお答えはしかねるんですけれども、ちょうど私が教育委員会に

いた昭和60年代ですかね。Ｂ＆Ｇのプールを造りまして、併せて海洋クラブで海の体験なんかも

やれるような形にしたわけでございます。 

  なかなか、言われるように修繕も外構工事もやったわけですけれども、今もやはり工事が必

要な場面があるわけですけれども、なかなかＢ＆Ｇから補助をもらうには、いろんな・・、ポイ

ント制でいろんな活動をすると・・、町長が出張に出かけるとか、そういう条件がある中で、な

かなか補助をもらえるところまでなかなかいっていないということがございますので、今の段階

で工事をしていくということになりますと、町費が・・、負担がかかるということでございます

ので、活動を続けていく中でポイントを上げて、補助をもらえるような形でやっていきたいなと

考えております。 

  利用については、町民の皆さんをはじめ、水泳教室の子どもたちで、年間２万人位の利用が

あるわけですけれども、町長も一般質問等でしたでしょうか、プールを利用して、観光客ですと

か、お客さんを増やしていきたいというようなお話もあるものですから、町民の利用はもとより、

観光客の皆さん、あるいは健康づくりの中で、プールが活用できるような形で今後進めてまいり

たいと思いますので、今の状況ですと、継続してやっていくということは考えているところでご

ざいます。 

○８番（稲葉昭宏君） いま、説明がありましたけれども、これを見ると、2000万円近い費用だ

ね。 

  入場料だと172万円位しかないわけだよね。そして、あとは、光熱費で659万円ということに

なると、これは行って来いですから、水道と温泉ですからね。それと、約1000万円近いお金が・・、

実質的に採算性では、1000万円のマイナスだよね。これを毎年毎年繰り返して、先ほど課長が言

ったように、健康増進なんてこと、教育促進だとかということもありますけれども、これは、少

し考えた方がいいんじゃないかなと思うわけですよね。 

  どんどん、どんどん財政がひっ迫してくる。それと、やっぱりこういうお金というのは、単

年度で1000万円位だったらどうでしょうということになるけど、10年にしてみれば１億円になる

からね。その分、町のほかの方の事業もできるんじゃないかということもあるんだけれども、そ

こら辺を町長、新しくね・・。 

  今までぼくはこのことについては、かなり指摘をしてきたんですよね。やめたらどうかと・・、

早い話がね。 



  だから、そうして、こういうことをどんどんどんどんスリム化していかないと、単独の事業

がどんどんできなくなるんですね。もう少しやっぱりそういうことも考えていく必要があるんじ

ゃないかと考えますが、町長、いかがでしょうか。 

○町長（長嶋精一君） いま、稲葉議員からご指摘がありまして、私は、このＢ＆Ｇは採算が取

れていない状況はご指摘のとおりなんですけれども、もっと営業をやってみるということを少し

猶予いただいて・・、今現在は、西伊豆町からもかなり活用しているんですよね。小中学生がね。

だから、そういうことを踏まえて、もっともっと温泉プールがあるというのは非常に現在少なく

て、それを利用してやってみたいなと・・、それを営業というか、観光に使っていきたいなとい

うことがあります。 

  話は違うが、グラウンドゴルフもそうですよね。それをもうちょっとやってみて、それから

議員の皆さんとも相談しながら、決めていきたいなと思っています。以上です。 

○８番（稲葉昭宏君） 他市町からもそういう形で施設へ来てくれるというのは、大変結構な話

なんですが。 

  ただ・・、これはちょっと話が変わる・・、関連しているから、お願いしたいと思いますけ

れども、松崎町は外湯がないですよね。西伊豆町はかなりあちこちに、ちょこちょこ委託事業で

やっていますけれども、７つくらいあるんじゃないかな。 

  ところが、松崎町は、温泉が余っているにも関わらず外湯が・・、今のところあそこしかな

い。中川のかじかの湯しかないわけで、それしかないわけです。あとは、まつざき荘の方で入れ

るわけなんですが、私は・・、これは私の考えですけれども、そういうものをやめて、そして、

外湯に・・、ああいうところを改造して、できるだけ町の人が、そうやって・・、入浴施設・・、

せっかく温泉があるのに、町の住民は入れる・・、当然個人的にみんな引湯しているところもあ

りますけれども、ところが、権利金が高いからなかなか思うようにしていないというのが現状で

すよね。それでしたら、外湯を作って、観光客も入れる何も入れる・・、これは一つの私の提案

なんですが、そういうことも考慮に入れて、今後お願いしたいなと思います。 

○議長（土屋清武君） 回答はいいですか。 

○８番（稲葉昭宏君） あったら、町長の見解を・・。 

○町長（長嶋精一君） 私もそういうことは考えております。 

  それと、温泉は余っているわけですから、でき得れば・・、関連になりますけれども、西伊

豆町の旅館、ホテルにむしろ販売をしていくというようなこともできないかなとも考えておりま

す。以上です、 



○議長（土屋清武君）  ほかに質疑はございませんか。 

○３番（渡辺文彦君） 細かいところで、ちょっと124ページなんですけれども、12節、役務費

なんですけれども、義務教育管理費、そのすぐ下に電話料というのがあります。その節の一番下

に電話架設料というのがあります。これが、今回、ここの部分の増額分になっていると思うんだ

けども、今までなかったことが不思議なんだけれども、これは新たに出てきた理由の説明をお願

いいたします。 

  ちょっともう一つ、次のページの一番上なんですけれども、パソコン保守業務委託というの

があります。その下に、使用料及び賃借料のところにパソコン借上料というのがあるんですけれ

ども、この辺も・・、このパソコンの借上げも新たに今年入った予算じゃないかと思うんですけ

れども、この辺もどうなっているのか、ちょっとお伺いしたいんですけれども・・。 

○教育委員会事務局長（山本 公君） 渡辺議員の先ほどの質問で、校務支援システムを導入す

るということでお話をしました。 

  小学校と中学校に支援システムを導入するにあたって、役場の方と回線を引かなければなら

ない部分がありますので、その回線を引く部分についてが、電話架設料というところ、使用料と

いうのは、その使用料になります。 

  それから、パソコンの借上げとか、保守の関係ですが、校務システムを入れるにあたって、

これまで小中学校に先生方が使っているパソコンがあるわけですけれども、それが、７～８年経

過しまして、ウインドウズ７が2020年の１月まででサポートが切れてしまうということがありま

すので、今回このシステムを入れるのに併せまして、そのパソコンの更新を併せて行っていく、

そのリースと保守点検の部分を盛ってあるということになります。 

  小学校と中学校を合わせまして、32台リースで入れるということでございます。 

○議長（土屋清武君）  ほかに質疑はございませんか。 

（発言する者なし） 

○議長（土屋清武君） 質疑がないようですので、これより総括質疑に入ります。 

  質疑を許します。 

○５番（藤井 要君） 総括ということですので、ページ数はすぐに出てくるかどうかわかりま

せんけれども、この一般会計の予算の参考資料の方で、ちょっと見てもらいたいんですけれども、

西豆衛生プラント組合、９ページ、一番下になりますけれども、これはいろいろ説明があったわ

けですけれども、今回530万円ほど・・、これをもう少し・・、内容が聞いていてわからない、

ちょっと私の耳も悪かったのか・・、あるもので、それをお願いしたい。 



○議長（土屋清武君） ちょっと藤井議員、参考資料の方のページ数は何ページですか。 

○５番（藤井 要君） ９ページの一番下になりますね。衛生プラントの関係・・。 

  次をめくってもらいまして、10ページになりますけれども、企画観光課の外部園地設置トイ

レの解体、これは東屋みたいな関係のやつだと思いますけれども、利用状況が悪いのか、どうい

うふうになっているのか、解体の理由ということで、お願いしたいなと・・。 

  そして、もう１点になりますが、これは18ページになりますけれども、補助団体に対する一

覧表の中に載っておりますけれども、野猿対策、これは340万円今年入ったわけですけれども、

70万円増えているには増えているんですけれども、鳥獣害のことを考えると・・、あと、もし足

らなければ、補正が入ってくるのかもわかりません。去年は270万円でしたけれども、そういう

鳥獣害で困っているということで、枠がこれでいいのかなとか・・、あとで補正が入るというよ

うなことを考えているんだったら、それはそれでよろしいんですけれども、とりあえず、この３

つをお願いしたいと思いますけれども・・。 

○生活環境課長（馬場順三君） 西豆衛生プラントの負担金の関係でご質問があったかと思いま

す。予算書の方ですと、86ページの方に西豆衛生プラント組合負担金という形で計上してありま

すけれども、本件につきましては、運転管理業務というのを委託しておりますけれども、これは

平成27年度から入札を執行いたしまして、平成29年度で３年間の委託期間が満了となるわけでご

ざいます。 

  新たに平成30年度から再度入札によりまして委託をする内容になっておりますけれども、予

算の方は、設計額となっておりますので、前年比で同額となっております。 

  それから、３年毎の法定点検というのがございますけれども、これが30年度で実施年になっ

ておりますので、その分の経費としては増加していると・・。 

  もう１点、施設管理業務委託というのがございまして、こちらの方でやはり修繕箇所が例年

に比べまして若干増えておりまして、そちらの方でも増額となっております。 

  ただ、運転管理業務委託につきましては、入札によりまして、差金等が出て減額となる場合

には、６月の補正等で減額補正をするというようなことで予定しているところでございます。以

上でございます。 

○企画観光課長（高橋良延君） 続いての質問は、予算の参考資料10ページのところに企画観光

課で節水型トイレの解体工事ということで、111万5000円予算措置をいたしました。この解体理

由について申し上げます。 

  場所については、外部の園地になります。ちょうど松崎の入り口ですね。西伊豆の方から来



て・・、そこの園地にトイレを設置しています。 

  この解体理由については、例えば、新港湾ができまして、新港湾に新たにトイレが設置され

ております。あるいはまた近くにコンビニができたりと、やはり当時の設置状況から大きく利便

性という面で変わってきているなというのがあります。 

  それと、もう１点は、老朽化というようなこともありまして、それによって今回この節水型

トイレを解体するというところでございます。 

  節水型トイレというのは、上水の通っていない場所にトイレを設置する時に、水ではなくて

泡状の洗浄液を用いて洗浄するという、そういったトイレということでございます。 

○産業建設課長（糸川成人君） 参考資料の18ページ、補助団体の補助額の関係の鳥獣駆除の関

係で、予算書でいいますと、93ページになります。野猿等対策協議会の補助金になります。 

  こちらにつきましては、29年度270万円の当初予算で組みましたけれども、補正をさせてい

ただきまして、現在400万円となっております。 

  ただ、今年度の実績を見込みますと、サル、シカ、イノシシ合わせて430頭くらいで320万円

程度というような見込みとなっておりますので、そちらの方を勘案しながら、30年度の当初予算

につきましては340万円とさせていただきました。 

  ただ、議員さんがおっしゃるとおり、これで不足する場合には、また補正等で対応させてい

ただければと考えております。 

○議長（土屋清武君）  ほかに質疑はありませんか。 

○５番（藤井 要君） これは、99ページになりますけれども、99ページのところの21世紀の森

推進費のところですけれども、これは、21世紀の森・・、いま１人の方はたぶん委託してやって

もらっているんだと思いますけれども、牛原山も今度いろいろな工事というか、解体が入ります

よね。21世紀の森にも昔の遊具があるんですよね。あそこは東屋もあるんですけれどもね。 

  最近私も現場に行っておりませんので、どのような状態になっているのかということがわか

らないんですけれども、前に行ったことを思い出しますと、もう何年も前からということになり

ますとかなり・・、もう解体しなければ危ないということになっていると思うんですよ。 

  そこで、今回の予算には入っていないですけれども、一度現場を見てもらいまして、この予

算の中では・・、来年度でも・・、場合によってはということになるかと思いますけれども、そ

こをもう一度点検してもらいたいなと思いますけれども・・。課長でも誰でも・・。 

○企画観光課長（高橋良延君） 21世紀の森管理については、98ページに予算書ではあるわけで

すけれども、こちらの管理については、シルバーの方に管理を委託しまして、遊歩道の管理です



とか、遊具の状況とか、そういった諸々の管理をしていただいています。 

  いま、遊具ということがありまして、遊具については確かにいま危険な状況で、使用できな

いような状況でございます。 

  今後そこは・・、今後21世紀の森をどうするかということの具体的な検討に入りますので、

その中で遊具の件についても具体的な検討をしてまいりたいと思います。今は使用禁止にしてい

ます。 

○町長（長嶋精一君） 藤井議員のご指摘のように、現場を必ず私の目で今後見に行きます。よ

ろしくひとつお願いします。 

○５番（藤井 要君） 町長が、今度見に行くということで、お供はしないかもしれないですけ

れど・・。じゃあ、今回は使用禁止とか何か立て看板か何かをやって、ちゃんと安全管理には十

分注意しているということですね。 

○企画観光課長（高橋良延君） そのような対応でいたしております。 

○議長（土屋清武君）  ほかに質疑はありませんか。 

○２番（伴 高志君） 56ページから・・、ここの10目、自治振興費の中の報償費、これは区長

さんの関係のものになるんでしょうか。 

  それと、次ですけれども、57ページ、一番下の方ですね。カーブミラー整備工事それから交

通安全施設整備工事というところ、この計画はどういうふうに行っていくのかという・・、なか

なか大変なところだと思いますけれども、定例会のあとに町長が述べられているように区長さん

を含めたようなところでの・・・、お話をされて・・、そういったやっぱり地区の中でのいろん

なご要望があると思います。 

  特に私が・・、細かいところですけれども、水路の際をガードレールがなくて転落の恐れが

あるようなところとか・・、そういったところが何か所か町内に残っていて・・、そこで外灯が

なくて、誤って転倒してしまうという事故がなくはないので、そういうところをお願いしますと

いうことも・・、どことは言わないですけれども、そういう箇所もあるようですので、それと併

せて、交通安全の関係のカーブミラーの関係・・、これもやっぱり壊れているとか、向きが変わ

っているとか、いろいろ細かいところですけれども、ありますので、お願いしたいと思います。

回答をお願いします。  

 ○総務課長（高木和彦君） まず、56ページの自治振興費でございますが、これは、おっしゃ

るとおり区長さん、毎月一度区長会を開きますけれども、その時の費用ということです。それと、

１軒あたり1000円、均等割みたいな形で１年間いろいろ地区で活動していただきますので、そち



らの方の報酬となります。 

  次の57ページ、一番下にあります15節、工事請負費でございます。これは、枠単で取ってあ

りますけれども、カーブミラーですとか・・、例えば、カーブミラーも場所によりましては根元

から腐ったりとか、このあいだも、２～３週間前ですかね。そういうことがあるものですから、

そのようなもの。 

  あとは、交通安全施設も場所によっては反射鏡みたいなものを付ける必要があった時にはこ

ちらの方をします。 

  そのいろいろな・・、また議員さんも町に寄られた時に危険箇所なんかがあれば私ども、ま

た道路関係になれば建設課に言っていただくとか・・、また、定期的に交通安全対策委員会なん

かを開いて、その時には、大きい工事なんかもありますので、いろいろやっています。 

  今度新しい町長の政策の中で、月に一度職員と区長さんとで地区の見回りをしたいというこ

とがありますけれども、その中でも例えば、危ない交差点なんかのカーブミラーが割れていない

かとか、路面にある表示が薄れていないかとか、そんなことも点検しようということで、いま調

整をしている最中でございます。 

○産業建設課長（糸川成人君） 転落防止策の関係ですけれども、平成29年度につきましては、

補正予算をお願いしまして、宮内の川沿いの歩道のところ、金沢の根方線と２か所やらせていた

だきましたけれども、そうした中で、地区からの要望書ということで上げていただければ、現場

を確認させていただきまして、できるものにつきましては対応していきたいなと考えておりま

す。 

○議長（土屋清武君） 暫時休憩します。 

                               （午後  １時５２分） 

 ───────────────────────────────────────────────────────── 

○議長（土屋清武君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                               （午後 ２時２６分） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

○議長（土屋清武君） 質疑を続けます。 

総括質疑を続けます。 

○３番（渡辺文彦君） 総括ということですから、ちょっと全体的に、この予算全体の中でちょ

っと触れたいと思います。 

  ３つほどあるんですけれども、まず、１点目、一つずつ話をしていきたいと思います。 



  参考資料の９ページで、花の咲くまち推進事業費ですか、ここのところですね。ここが、今

年の予算ではゼロベースになっているわけですけれども、この辺に対してちょっとお話を聞きた

いと思うわけです。 

  町長は、議員の時にこの花畑があまり芳しくないから、とりあえずれんげ畑にしたらという

話を伺っていたわけですけれども、今回はゼロベースになっているということだから、れんげの

種もないわけですね。 

  それに対して、町長自身はこの事業をどのように評価しているのか、またどうしていきたい

のか、その辺をまずお伺いしたいんですけれども・・。 

○町長（長嶋精一君） 私は、議員の時に、確かにれんげ畑の方がいいなということは申し上げ

たことがあります。 

  それで、すぐにれんげ畑にするということを・・、したいと言ったことは私はないんですけ

れども、とりあえず今の・・、今年までやる大規模花畑というのは、いろいろ私の判断もあるし、

いろんな人からも聞いて、ちょっと費用対効果というものがあまりにもないのではないかという

考えがあって・・、私もあって、ひとまずこの辺で・・、来年は休んで、あるいはもうずっとや

らないかというのは、まだ決めていませんけれども、やるとしても、いろんな人と・・、再開す

るとしてもいろんな方々と話し合いをしながら、町民の皆さんも、こういうふうにした方がいい、

もっとお店を開いた方がいいとか、私も参加したいとかというような皆さんの考え方が盛り上が

って一つになったとしたら、また再開をするということも考えております。ただ、今のところは

全く未定でございます。 

  そして、もう一つは、もう古くなった桜の木を花の会の皆さん方等と若い木を植えていきた

いなという気はいたします。将来に向けて。 

  それも、専門の花の業者さんとも話をする。それと、同じ古い木になった桜、河津桜の河津

町ともよく話し合いをしながら、聞きながら、話は進めていきたいなと思っております。以上で

す。 

○３番（渡辺文彦君） 当面、とりあえずはやめて、あとのことはまだ未定みたいなお話なんで

すけれども、この花畑は確かに経済効果からみるとぼくもあまりないのかなとは思います。 

  でも、現状としてみれば、ここに町発表では６万人近い方がみえられているわけです。そう

すると、この事業をやめれば、町は観光客を増やしたいといいながら、６万人がすっぽり抜けて

しまうわけですね。極端な言い方をすると・・。 

  この代替案を出さないでこのままやめてしまうということは、町の計画に合わないんじゃな



いかとぼくは思うわけですけれども、その辺はどう考えますか。 

○議長（土屋清武君） 町長、どうですか。 

○町長（長嶋精一君） 代替案を出すとおっしゃいますけれども、今現在が費用対効果がないと

いうふうな方も多いし、私も思っています。それですぐに代替案があって、これをやめてすぐに

これをやるということでもないと思うんですよね。 

  いずれにしろ、将来のことは全く不透明です。それで、実行するにしても、やっぱり直近に

なって実行するということもあるだろうし、全てが全て計画どおりにいくわけでもないし、私は、

ここで一旦は休んで、次は、１年間ゆっくり考えて、それで実行しようと思っております。以上

です。 

○３番（渡辺文彦君） なんか一般質問みたいな話になってちょっとあれですけれども・・、こ

の９ページのところのここの中には、多様な主体により協働で進めるまちづくりというところに

これが位置づけられているわけです。 

  町長は、町民とともに町を活性化したいということをおっしゃっているわけですけれども、

ここに多くの町民の方が関わってきたはずなんですね。おそらく、何らかの形で・・。 

  それも切ってしまうわけじゃないですか、極端な言い方をすれば・・。 

  そのことに対する認識も甘いのかなとぼくは思うわけですね。このことに対して、結論で言

うならば、町長が最初におっしゃっていた・・、議員の時におっしゃっていた形でとりあえずれ

んげ畑で継続しながら、もう少し議論を詰めて、どういう方向性があるかを考えるべきだとぼく

は思うわけです。基本的には・・。結論から申しますと・・。 

  町長は、桜の花を何とかというだけど、例えば、河津みたいにお客さんを集めるようになる

までに５年～10年かかるわけですよ。そのあいだに町はどんどん、どんどん衰退していくわけで

すよ。変な言い方をすると・・。 

  その辺を穴埋めするものがないままそういう事業に踏み切ることは、ぼくはかなり危険性が

あるのかなと思うわけです。 

  それで、費用対効果ということだけで投資をされるならば、この資料の一番後ろに各施設、

振興公社に委託している各施設の収支計画、30年度の計画があります。これは全部マイナスにな

っています。 

  これは、費用対効果でいったら、まるでないじゃないですか、むしろ逆に赤字を作っている

って意味ですよ。これは。 

  だったら、これも全部すぱっと切った方がいいという話になっちゃうわけですよ。極端な言



い方をすると・・。 

  そうではないと思うんですよ。ぼくは・・。この考え方はね。 

  やっぱりむだはあるのかもしれないけれども、むだを含んでも現状として、改善しなければ

いけない・・、そこの中で少しずつ改善する方法を見い出しながら、次に進むというのが、今の

行政のあり方じゃないかとぼくは考えるわけですけれども、その辺に対する町長の見解を改めて

お伺いしたいんですけれども・・。 

○町長（長嶋精一君） 河津と違う、けれども、河津とは全く違うわけです。河津は、今の河津

桜葉非常に盛んですけれども、河津の人たちは、将来を憂いて新たに、どこに・・、古くなって

いますからね。今はいいんだけれども、古くなるから将来何十年後を見据えて新しいものをどこ

に植えようかということをやっているわけです。 

  私もまったくそれは同じなんですよね。だから、いま、そこで河津と同じようにやろうとい

う気は毛頭ないです。だから、何十年後に今のこの松崎町の桜を、花咲かせたいなという考えが

あります。 

  それと、れんげについて、れんげ畑とか、大規模花畑について言いますけれども、確か議員

の時に渡辺議員も費用対効果がないと言ったような気がします。言いましたね。 

  じゃあ、あなたはどういうふうなものをやったらいいと思いますか。 

○議長（土屋清武君） ちょっと待ってください。町長、ここでは反問権はないですから、受け

る方ですから・・。一般質問の時は反問権がありますけれども、これは議案の審議ですから・・。 

○町長（長嶋精一君） したがいまして、この費用対効果がないからばっさり切るとか、あるい

はほかの振興公社の長八美術館とか、そういったものを同じ系列で同列に扱って切るなら切った

いいとか・・、それと全く違うんですよ。 

  だから、その花畑については、私は自分の考えというものは、住民に認められると思います。

以上です。 

○総務課長（高木和彦君） 担当でもない私が言ってしまうと支障があるのかもしれませんけれ

ども、予算査定の中で町長はこんなことを言いました。また、ここにいる職員みんなでゴールデ

ンウィークになりますと、あそこを当番として観光案内をしております。その時に一番出るのが、

より道売店に納品している方が、今年も咲きが悪いよと、こんなんだったらよしちゃえというの

をぼくらは毎回毎回聞きました。 

  はじめは、そんな勝手なことを言ってという気持ちもありましたけれども、振り返ってみま

すと、種を蒔いている時に、いろいろな工夫が・・、もしかしたら町として足らなかったかもし



れないし、また、この事業につきましては、多様な協働で進めるまちづくりという形になってい

ますけれども、実際には、松崎町がシルバー人材センターさんを雇用して、町の買った種でや

る・・、少しボランティアもありますけれども、かなりそうはいっても町がやっていたような事

業だと思います。 

  この予算を担当から上げてきた時に、私どもはこれをどうしようかということをやったんで

すけれども、もし１回切って、例えば、受益を得ている方、より道売店にいろいろ出している人

とか、あの花を楽しみにしている人たちが、種は買ってください、蒔くのは私たちがやるよなん

ていう本当にまた今までと違った花いっぱいというか、那賀の花畑が進むなんていうことになれ

ば、また、町長は町長で、じゃあ、こんなふうにしようとかということも考えていくんじゃない

かと近くにいて思いました。 

  これは、あれじゃなくて、近くにいて聞いていた意見として聞いてください。 

○企画観光課長（高橋良延君） 花畑の意見でございました。 

  ここに多様な主体によるということでありますけれども、花畑を当時、平成12年から始めま

した。それで、17年続いてきたということでございますけれども、最初の当時は、種を蒔きまし

て、花畑で農業振興会であるとか、商工関係者とか、お店が出て、そこでいろいろ稼いでいただ

いて、そういった参加もあったわけです。 

  ただ、もうそれが何年か過ぎると、もう今の状況では観光協会が出て、あそこでＰＲしてい

る状況、町の中の商工業者ですとか、観光業者の方は、あそこを何しろ活用していただきたいと

いうことで、私たちも思っているわけですけれども、そこはなかなか出ていただいていない。 

  本当は出ていただいて、あそこでいわゆる外貨を獲得して、収入の増加に繋げていただきた

いところはあるんですけれども、そういったところまでいっていないというような中で、やはり

そこのところはこの多様な主体ということで言いながらも、結局はなんか最後は町がやってとい

う中で、それだけ残ってというような状況かなと考えております。そういった面で、やはり一度、

一旦見直しをしてという中での判断であろうと思います。 

  あと、振興公社は、じゃあ、これは連結すると4000万円位の収支差額がマイナスということ

でありますけれども、振興公社については、やっぱりこの花畑と一緒ということではないと思い

ます。振興公社についても交流人口を拡大するという目的はあるわけですけれども、一つには・・、

もう一つ、松崎の文化とか、そういったことを発信する大事な使命もあると思います。 

  それと、もう一つは、振興公社は雇用という面のものもあると思います。諸々そういった目

的がありますので、これと一緒にするというのはちょっと違うのかなと思っています。 



○町長（長嶋精一君） 南伊豆の湯の花亭で最近聞いたのは、南の桜の期間中だけは駐車場を500

円いただくというようなことをやるそうであります。それで、松崎町は随分人がいいねと言われ

ました。だから、これをやめるんじゃないですよ。 

  要するに、シルバーさんを雇って、駐車場の案内人も雇って、それで大がかりに役場職員が

中心となってやっていくわけですので、やはりこれからは、こういうふうな計画をしよう、ある

いは駐車場料金も500円もらってもいいんじゃないかというような意見がどんどん町民から出

て、じゃあ、こうしよう、じゃあ、れんげにしよう、そういうふうな・・、それこそ本当に地域

と一体となった新しいイベントに生まれ変わっていくんじゃないかなということも期待してお

ります。 

  花畑をやっても食べるところが全然ないというお客さんの声もあります。どうぞ渡辺議員も

出店していただいて、お店を出店していただいて、協力をいただければと・・、そういう時には

お願いいたします。 

○議長（土屋清武君）  ほかに質疑はありませんか。 

○３番（渡辺文彦君） 経済効果うんぬんという話も、ぼくもあまりないとは思います。正直言

って・・。でも、だからといって・・、ぼくは全部やめろという考えはないです。やっぱり先ほ

ど結論で言ったように、とりあえずれんげ畑か何かで試行しながら、次に繋げるのがベターかな

というのがぼくの考え方です。 

  結局、根本的にここで・・、いま町もポスターを作る時に花畑を使ったポスターを多用して

いるわけです。町をアピールするところが今度はどこになるんですか。これをやめた時に・・。

おそらくお客さんは・・、経済効果はなかったのかもしれないけれども、町をアピールするポイ

ントとしてかなり定着してきているのが今の現状かとぼくは思っています。 

  だからこそもう１回きれいに咲かせていただきたいんだけれども、町のイメージとしてね。 

  それがだめであるということに対して、先ほど総務課長が、なんか町が・・、協働でといい

ながら町がやっているような形になっていてとおっしゃっていましたけれども、現状はそうだと

思います。 

  その中で、この種蒔きに関しても業者に委託してやっていただいているわけですけれども、

今まではやっていたわけですけれども。なんか業者自身もそこに関わった人のお話を聞くと熱心

じゃないと、お金をもらった分だけやれば、あとはもう野となれ花となれみたいな感じで、なん

か真剣みがないということを言っていました。 

  そうなると、やっぱり町の管理が悪かったとぼくは思うんですよ。これは。町の事業の進め



方が・・。協働でやるというテーマであったならば、協働でやるようにもっと町民に働きかける

努力をすべきだったとぼくは思っています。 

  その辺を・・、結局町民がやらないから、町でやっていたから、町じゃもうできないからも

うやめますというのは、ぼくはおかしいと思います。その辺に対して、企画観光課長はどのよう

に思われるのか。基本的に交流人口６万人が落ちてきます。これをどうするのか、その辺をま

ず・・。 

○企画観光課長（高橋良延君） 花畑については、やはり総務課長が、咲きが年々・・というこ

ともありました。花畑については、花畑実行委員会という組織を設けています。 

  これは、町と観光協会、シルバー、種蒔きの業者、耕転をしている方々ですね。より道の方

とか、そういった方々が入りまして、実行委員会を設けまして、今年の花畑をどうしていくか、

終わったあと、その咲きの検証、咲き具合の検証を含めまして、そういったことはやっておりま

す。 

  そういった中で、やはりいい咲かせ方といいますか、そういったことについては、日々とい

いますか、年々反省会の中でやっておりますので、そこのところはご承知おきいただきたいと思

います。 

  当然その実行委員会は、町だけじゃなくて、民間のそういう方も入っておりますので、観光

協会の中でも会員がおりますので、そういった方々も参加して、実際に種蒔きもしていただいて

いる状況でございます。 

  町が全てシルバーに委託してやっているということじゃなくて、町民も参加して、一緒にな

ってやっているということはご理解ください。 

  それから、６万～７万人の観光交流人口が減になるということでありました。確かに統計上

でいきますと、そこの減ということは否めないと思いますけれども、それを何でカバーするかと

いうことですけれども、これは、一概に何かのイベントを打つとか、そういうようなことではち

ょっといま考えておりません。既存の中の・・、松崎がやっているイベントですとか、観光施設

ですとか、そういったところがありますけれども、そういったところを含めまして、実際にもっ

と企画とか、既存のイベント内容を見直しながら、この花畑もそうですけれども、見直しながら、

お客さんを増やしていくと・・、地道に増やしていくということしか考えられないと思います。 

  それと、もう一つは、観光人口の中では、さーっと通過する人と宿泊するということで二通

りあります。 

  やはり松崎にとっては、この宿泊する方ですね。すーっと通過していくという人じゃなくて、



そこに、松崎に来て、滞在して実際に泊まっていただくお客さんを増やしていきたいなと思って

います。 

  いま、30万人のうち10万1000人位が宿泊人口です。ですから、ここのところをいかに増やし

ていくかということで力を入れてまいりたいと思っています。 

○議長（土屋清武君）  ほかに質疑はありませんか。 

○７番（佐藤作行君） 105ページの旧依田邸の駐車場整備工事についてでございます。 

  これは、今年かなりの金額の予算を付けたわけなんですが、昨年の今頃、やっぱり旧依田邸

を買う時に、やっぱり議案が出たわけなんですが、その時は、前の町長なんですが、理由として、

１．県の重要文化財であること、２．依田勉三の生家であること、３番目に文化財の活用を考え

ていきたいという３つの大きい目的を出したわけなんですよ。町長もこれを私が聞いた時には、

同じような認識を示していたと思います。 

  それで、その後いろいろ話題になりましたけれども、管理運営条例これをなるべく早く制定

しますという話だったんですが、引き継ぎは当然受けていると思いますが、長嶋町長も。これは

早急に作らないと、目的がないまま金をつぎ込んでいるような形になっています。今は。目的は

こういうものなんだよと・・、第一に文化財を保護するものなんだよと、そういう管理条例がな

ければ、何のためにそれをやっているのかということになりますよ。これは。 

  ですから、やっぱり早期に管理運営条例を作ること、それから、そのあとにくるのが、管理

委託契約ですよ。これもちゃんと手順を踏んでやらないと、管理体制はできていない。管理条例

はできていない。それで、予算だけつぎ込むとこういうやり方というのは、間違いだと思います

よ。私は・・。 

町長、ぜひそこらだけでもちゃんとした返事をくれなくちゃ、困ります。以上です。 

○企画観光課長（高橋良延君） 佐藤議員のおっしゃる旧依田邸の設置・・、購入した目的等々

であったわけですけれども、文化財の保護あるいは依田家の歴史をいかした活用、それから全体

の依田邸の活用という中では、この基本計画を策定いたしましたけれども、全てそういったコン

セプトは掲げられております。 

  文化財の保護をなくしてみたいなことは一切・・そういった基本計画の中ではないというこ

とを申し上げたいと思います。 

  それから、管理運営体制、これにつきましては、基本計画で先月説明させていただきました

が、とりあえず、基本計画の中では、管理運営の考え方を示したということであって、具体的に

今後どこに管理運営を・・、じゃあ、委託なり、任せるのかという具体的なことについては、今



後詰めてまいりたいということでございます。 

  それから、そのためには、設置管理条例の制定の中で、当然管理のものを・・例えば、指定

管理者方式ですとか、そういった何々方式ということを謳いますので、そういったところで、こ

れは議会の議案上程、審議事項になりますので、ここは議会の方に上程しまして、十分ご審議を

お願いしたいなと思っております。よろしくお願いいたします。 

○７番（佐藤作行君） それだから、やっぱり去年買ってからもう１年経っているわけですよ。

それで、じゃあ、今回使う駐車場の整備費用にしても、ほかの修理費用にしても、じゃあ、法的

根拠はなんですかということになれば、管理条例も何もなければ、法的根拠がないわけですよ。 

  それは、町長の権限内だといえば、決まっていないことですから、それは適用できるでしょ

う。だけど、正しい形ではない。これは。 

  ちゃんと管理条例があって、それに則った予算の付け方をすると・・、それが正しい条例の

作り方だと思うんですよ。 

  ちょっとね、もう１年もほっぽらかし、そのあいだの管理というのは、なあなあみたいな形

で流れてきていると・・、だから、これは本当に・・、本来だったら、予算案が出る前に出すべ

き条例なんですよ。 

  だから、そこらは・・、答弁は結構です。認識しておいてください、ちゃんと。 

○議長（土屋清武君）  ほかにありませんか。 

○８番（稲葉昭宏君） 参考資料の16ページなんですが、基金の状況がここにありますよね。29

年度の見込み、これは見込みといってもほとんどあれはないですから、動かない数字かなと思い

ますけれども、10億円。 

  30年度には、来年度の予測としては8億6千万円という・・、これは、この町の規模として、

財調を・・、なんか10億円というところが一つのラインみたいで、自分の財布に常に10億円が財

布の中に入っていないと安心できないというような感じじゃないかな、これは・・。私は、今ま

での歴代の町長がいままでやってきて、財調がないとなんとなく・・、財調を取り崩して何かや

らなければならないかということになると、なかなかこれはどういうわけだかしらないけれど

も、思うようにいかないというような状況のようですけれども、こんなに必要なのかな。総務課

長、どうなんでしょう。 

○総務課長（高木和彦君） 人口規模ですとか、税収と比較して、この財調が・・、基金がいく

らくらいが適正であるかということをいま私がすぐにお話できればいいんですけれども、大変勉

強不足でできません。ただ、いまこちらの方で16ページにあるように、平成30年度見込みで17



億円ほど基金がございます。 

  予算書の最終ページですかね。158ページを見ていただきますと、起債として・・。 

一番最後のページです。33億8000万円ほどございます。これは単純に33億8000万円あるというよ

りも、この一番下の臨時財政対策債につきまして、19億・・、約20億円ありますけれども、この

数字を引きますと実質的な債務というのは13億円となります。実質的な13億円、この基金の数字

については、実質的な債務がどのくらいあるか、そういうことも計算上出てくると思いますけれ

ども、今の状態ですと、実状の債務が13億円、その中で18億円の基金を持っているということで

ございます。 

稲葉議員の質問に明確に何パーセントとか、そういうことがお答えできなくて、申し訳ありませ

んけれども、ただ、内容については、今年６月でしたか、いろいろな財政比率から何から、連結

赤字決算比率だとか、いろいろなことをやって、今のところは特に基金が多すぎるとか、起債が

多すぎるという問題な数字にはなっていないことは確かでございます。 

○８番（稲葉昭宏君） これは、町長一つの考えで何でもできる、自由に使えるお金ですから・・。 

  だから、ぼくが言いたいのは、確かに財源がないから補助事業をやりましょう。それにいろ

いろそういう有利なそういう事業をやりましょうということ・・、それはそれで結構なんですが、

やっぱりいま、町の状況をみると、経済が疲弊して本当に大変ですよ。 

  例えば、切り崩して１億円～２億円のお金を・・、先ほど町長の話にもあったけれども、地

元と住民懇談会をやったり、あるいは、区長会でいろいろ呼んで、そして課長さん方ともいろい

ろヒアリングをすると・・、こういう中で、やはり町政が稼働しているよと・・、小さいお金で

もいいから、例えば、各地区の要望に対して振り分けて、少しでもそういう形のもの、事業をや

らせる。地元の業者を使って少しでもやらせる。 

  おそらく１億円～２億円あれば、かなり細かいところまで、そういう要望に応えられる。や

っぱりそういうことが町の政治の中の出番だと思うんですよね 

  だから、大きい仕事をもってきた、やれ何をもってきたとかね、これも必要ですよ。当然。

だけど、やっぱり町民が肌で感じる。我われが税金を払っていてよかったなというものを感じさ

せる一つの・・。やはり細かい仕事でもいいから、そこらのどぶ板１枚直したとか、なんだとか

結構あると思いますよ。 

  そういうことにもうちょっと目配りをして、そういった行政をやるべきじゃないかと思いま

すよ。 

  本当に、１年間に町単の仕事で２億～３億円使うくらいのことはどうにでもなると思います



よ。そういうことをやっていくことが、私はやっぱり政治が、町政が動いているなと・・、議員

さん方もよくやってくれているなとなると思います。 

  やっぱりそういうことによって地元の住民と今度は職員の皆さん方の接点ができる。そうす

ると、やはり役場の職員もがんばっているなと、そういうこともでてくると思いますよ。 

  その点、町長に聞いた方がいいのかな。答弁をお願いします。 

○町長（長嶋精一君） 稲葉議員のお話のとおりですね、有利な補助金があるから、これをやろ

うじゃないかというのは、まず第一ではありません。いま本当に必要なものは何かということあ

りきでやるべきだと思っています。 

  したがって、議員の皆さんから・・。私がまだ議員の時にお話がありました。今の町の職員

は外に出ていないじゃないか、何をいったいやっているんだという話がありました。 

  したがって、私は、それがためにやるんじゃないですけれども、先ほど課長から言いました

ように、危険なところはないだろうかということで、各区長さんと職員がペアになって、各地区

を回ると、それは、危ないところだけじゃなくて、ここはこういうふうにした方がいいんじゃな

いか、ああした方がいいんじゃないかという経済的な話も当然出てくるだろうと・・、そうする

と、職員が若くてもそれについて勉強するだろうと・・、何を住民が欲しているんだということ

を現場を見て、勉強になると思うんですね。 

  それと、やはり現場を見ないとだめだということは、私は常日頃思っているんですけれども、

稲葉議員が言われたように、それを優先にやっていきます。 

  だから、まず、補助事業があるからということに飛びつくということじゃありません。だか

ら、今回の全体的な設備にしろ、災害対策で必要だから、同報無線をやるんですよと・・、それ

は町民のためになりますよと・・、そして、それは、今のうちにやらないと補助金がもらえない

ということでありますので、まず、災害対策第一であると私は思っています。 

それと、基金のレベルというのは、これは本当に難しいんですけれども、例えば、民間企業でい

うと、その売上と借入金とかたや預金と・・、基金ですね。このバランスがどうなのかというこ

とは、日々それは変わってきまして、一概にはなかなか言えないんですけれども、これは必要だ

という時に、今すぐ必要だという時にやはりある程度の基金を、稲葉議員が言われたようにプー

ルしなければならない。だけど、それは、プールし過ぎると今度はやたらにそれを使わないとい

うのはおかしいじゃないかという意見もありますし、難しいところですけれども、それについて

は、機動的にやっていくつもりであります。 

またいろいろなご意見を聞かせていただきたいなと思っています。以上です。 



○総務課長（高木和彦君） この予算につきましては、先ほど佐藤議員また稲葉議員にもご指摘

をいただきました。 

  私ども事務方は、12月14日に町長が就任するということで、この３月議会に予算を上程する

については、はじめは暫定的な予算というのを組んだらどうかということも考えました。 

  ただ、町長が就任して、もうその日のうちから町長が熱くこれをやりたい、あれをやりたい

と本当に熱心にお話をされました。 

  私どもとしますと、やはり多くの町民に指示された町長がこれをやりたい、あれをやりたい

というと、どうしてもそちらの方に目が行ってしまって、先ほど稲葉議員に言われたように、ほ

かの町内の業者さんができるような公共事業のバランスがよかったのか、また大沢の整備につき

ましても、こういうことをやる時には、おっしゃるとおり条例ですとか、そういうものの管理に

ついてきちんとして裏付けをしなくてやったというのは、お叱りを受けるのはそのとおりだと思

っています。 

  ただ、私どもも本当に短い期間でちょっと選挙なんかも絡む非常にタイトな状況の中で、私

ども事務方としては、町民から選ばれた町長の思いをこの数字に乗せたいということで頑張りま

したので、そちらの方については、ご理解ください。 

○議長（土屋清武君）  ほかに質疑はありませんか。 

○２番（伴 高志君） 参考資料の８ページ、こちらに光ボックス無償配布事業というのがあり

ますけれども、29年度と比較すると、もうだいたい配付が落ち着いたのかなというところで減額

しているということですけれども、この部分に関して、今までの状況をまず教えてください。 

○企画観光課長（高橋良延君） ８ページのところですね。光ボックス無償配布事業、これは29

年度において光ボックスを300台購入いたしまして、300世帯に無償で配布しようということでい

ま進めているところでございます。 

  光回線を引いている世帯に対しまして、この光ボックスを無償配布すると・・、300台今回

購入したわけですけれども、今現在のところちょっと詳しい・・、細部まであれですけれども、

100件いっていない状況であります。 

  したがいまして、これについては、今年度、29年度以降ですね。30年度以降配布に努めてま

いります。 

○２番（伴 高志君） それで、やはりこの質問をしたのは、やっぱり情報のアナログとデジタ

ルの関係なんですけれども、やっぱりどうしてもずっとアナログでという方もいらっしゃいます

ので、そういう方がずっと10年～20年先いらっしゃるということはおそらくないと思いますけれ



ども、現状としては、そういう中で、アナログからデジタルに切り替えるということをやってい

くというのがこれからの町の方針になっているわけですけれども、やっぱりそういう中でも予算

的にもうちょっと考えてもいいんじゃないかなというところで、繰り返して大変申し訳ないんで

すけれども・・、申し訳ないということはないんですけれども、これはちゃんと事業としてしっ

かりやっていただきたいことなので、こちらの予算書の中の９ページですね。ここで出ています

けれども、地方債のところで、結局・・、私の理解しているところでは、この限度額の３億400

万円というところで、その中の同報無線は１億5000万円本年度は使って・・、この３億400万円

というのは、結局町債とイコールの金額になるということですよね。その中の臨時財政対策債で

引かれた分の2億1000万円が実質町で負担していくということで、それを交付税で賄って、また

戻していくということがあると思うんですけれども・・。 

○総務課長（高木和彦君） 今の伴議員のご質問は、デジタル無線の関係の財源からの話ですよ

ね。先ほど、休憩時間にちょっとお話をさせていただきまして、細かくご説明した気持ちでござ

いました。 

  まず、歳出の方で２億円の費用がかかるということを計上した中で、こちらの・・。 

  一番最初に伴議員が質問した県の補助金の中で、4920万円がデジタル無線の時に補助金が出

ますというお話をさせていただきました。その差引が１億5080万円で、２億円の費用を投じてこ

の事業を開始しますけれども、まず、町の一般財源からは１円も使いません。 

  それで、この表の見方ですけれども、これは、３億400万円借入を起こしますけれども、そ

れぞれに使用する目的があります。 

  ですから、デジタル無線については、こちらにあります１億5080万円であって、下の１億1000

万円ですとか、そちらの方は全く関係ない数字でございます。 

  また、過疎債ですとか、いろいろ種類があって、わかりにくいと思うんですけれども、その

辺につきましては、言っていただければ、また細かくご説明させていただきますので、お願いし

ます。 

○議長（土屋清武君）  ほかにありませんか。 

○３番（渡辺文彦君） ぼくは、もう一つ、どうしても聞いておかなきゃならない大きな問題が

あるわけです。 

  町長は、今回重点施策の中で、桜葉振興のことを掲げられているわけですけれども、これに

対して、今回予算がないんだけど、これは、補正で・・、もう少し計画が詰まった段階で補正で

上げたいみたいなことをおっしゃったと思うんですけれども、予算というのは、基本的には、予



算の原則として、予算総計主義というのがあると思います。予定している収入、費用は、基本的

には上げなければならないという原則があると思います。 

  なおかつその補正に関しても、突発的なこととか、予想外の想定のことに対して補正を上げ

るということが原則であって、予め予定していた事業に対してそれを補正で上げるということ

は、補正の中の考え方にはないと思うんですけれども、その辺はどういうことなんでしょうね。 

  基本的にはそういう意味で、重点施策で挙げている以上、なんらかの形で予算書の中に盛り

込むべきだと思うんですけれども、その辺の考え方をお伺いしたいと思いますけれども・・。 

○総務課長（高木和彦君） これにつきましては、やはり町長の方は公約ですので載せたいとい

うことはありましたけれども、先ほどの大沢の依田邸なんかの話とちょっと関係してくるかもし

れませんけれども、今回上げる時に、私どもは桜葉については、もうこれから松崎町の産業とし

て復活させたいという熱い想いがございます。 

  例えば、予算を上げた時に、桜葉の漬け元さんとか、生産者さんとか、なかなか・・、８月・・、

だいたい終わりごろまでは会議を開くのも・・、なかなか検討ができない、また予算の時点でも、

本当はもっと皆さんのお話を聞いて、要綱なり何なりを作れればよかったんですけれども、先ほ

どの事情なんかもありまして、作ることができませんでしたので、具体的なお金という算出がで

きませんでした。その分、人的配置として、協力隊の方にそちらの方に入っていただくとか、こ

れにつきましてもお叱りを受けるかもしれませんけれども、町長が桜葉については熱い思いがあ

って、私どももちょっと配慮が足らなくて、お金の計上をしなかったことについてお詫びをいた

しますけれども、まず、お金を計上する時には、それなりの根拠というのもやはり必要だという

ふうにいわれると思いますので、そんな事情があったことをご理解ください。 

○町長（長嶋精一君） 私は、12月14日に着任しまして、渡辺議員も・・、ここで理解してくだ

さいというのもなかなか難しいかもしれないけれども、お金をいくら投入するということがまず

ありきじゃないと思っています。 

  桜葉を推進したい、まず、体制を作るということが私は大事だったんですよ。わかりますか。

人・物・金のうち、人・物、これをどうやって・・、体制を作ろうじゃないかということがまず

ありきだったんです。 

  それで、それがないままお金を投入したら、税金ですから、大変なことになってしまいます。 

  だから、私は、慎重にまず体制を作る。役場の人事の中で桜葉の専門担当者というものを作

るつもりです。そして、それには、地域おこし協力隊の１人が桜葉専門、１人が棚田をやってい

ます。棚田から１人やっていますけれども、要するに1.5人は必ず付けます。だから、徹底的に



桜葉については、やってまいりたいと思います。お金の方は、あとで、計画をしっかりして、つ

いていきたいなと思っています。 

○産業建設課長（糸川成人君） 桜葉振興の関係の予算につきましては、桜葉振興会の補助金と

いうことで30万円、こちらの金額につきましては昨年度と同じ金額ということで増額はしていな

いわけですけれども、内容的には、種子を購入して、その種子から発芽させて苗を育てるという

ことをやっていますけれども、振興会の方でも、圃場にそのまま蒔いてしまうと連作障害という

ことで、４年位回しながらやっていかなければならないと・・、今回につきましては、その中で、

稲の苗なんかに使うトレーに種を蒔いて、試験的にやってみようかというような試みなんかもし

ています。 

  また、平成29年度から継続して、農薬の調査の関係をやっています。今回、農薬の調査につ

きましては、金額の方がないんですけれども、備品の購入につきましては、29年度で購入しまし

たので、あと消耗品的なもの、虫が張り付くテープとか、そういう消耗品的なものを購入すれば、

もう１年薬効調査ということで実施ができるということで、２年間かけてそういう調査を行っ

て、効率的な農薬の散布というような形を研究しているところでございます。 

○議長（土屋清武君） 暫時休憩します。 

                               （午後  ３時１５分） 

 ───────────────────────────────────────────────────────── 

○議長（土屋清武君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                               （午後 ３時３０分） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

○議長（土屋清武君）  質疑を続けます。 

  質疑はございませんか。 

○２番（伴 高志君） 何度も同じところで・・、私が納得する形で質疑を終えたいところなん

ですけれども、最初は光ボックスの関係で質問いたしましたけれども、なかなか実際利用が計画

どおりにいかないということもあるかもわからないんですけれども・・・。 

  このデジタル化が・・、町の負担が全くないということで理解していますけれども、先ほど

の答弁で理解したんですけれども、これが個別になった場合に、町が配布・・、こちらの光ボッ

クスに関しては無料配布ということになっているんですけれども、こういうところでまた・・、

結局、この事業者に合わせてそのタイプの受信機ということになってくると・・、そういったま

た値段の関係が出てきちゃうと思うんですよね。 



  こういった・・、難しいところですけれども・・、こういうところで若干疑問点が残るのか

なというところがあります。 

  次は、予算書の中の74ページ、民生費の出産祝い金の関係ですけれども、この政策として

は・・、祝い金を増やすというところで、すごく積極的なところだなと、いいことだと思うんで

すけれども、例えば、第一子が５万円のところを10万円、第三子以降が20万円ということなんで

すけれども、極端なところで、３月に第三子が生まれた方は５万円で、４月に第三子が生まれた

方は20万円ということが考えられるんですかね。こういう極端な差が出るようなことはあります

か。 

  例えば、対象は４月に転入してきて、第三子が生まれた場合があったら、すぐに20万円いた

だけるのか。こういういろんなケースがあると思います。特殊なことにこうすることによって、

かえって移住者を見込めるという逆の発想もあるかもしれないですけれども、より均等に平等に

考えた時には、やはり子育ては金額を助成するのではなくて、例えば、給食費を助成するとか、

子育て世代を応援する一般的な施策をもっと充実させるということがあると思いますけれども、

これについていかがでしょうか。 

○健康福祉課長（新田徳彦君） ただいま出産祝い金の関係でご質問がございました。 

  当然現行の祝い金額と今度30年度以降の祝い金額は当然違うものですから、どうしても格差

は出てきてしまうというのは、これはやむを得ないのかなと思います。 

  一応30年度予算につきましては、この４月１日からの施行適用という形になりますので、先

ほど伴議員が言われました３月に生まれたとしてもそれは今の現行法での適用となりまして、４

月以降の方については、新しい金額での適用という形になると思います。 

○議長（土屋清武君）  ほかにありませんか。 

○５番（藤井 要君） 今の関連ですけれども、これは要綱か、要領というか・・、よそでは例

えば、条件があるわけですよね。何年住んでくださいとか、そうしないと、これはもらったら１

か月後にはいなくなったなんて繰り返されたら困るわけですので、そういうのは作りますよね。

ちゃんとそういうことを言えば、伴議員だってわかると思うんですよ。ただ、それにしたがって

なんてことではなくて、そういうことを説明しないと・・、今日は熱くなっていますのでね。み

んなの頭の中が・・。ちゃんと言ってもらいたい。それは大丈夫ですね。そういうことを作った

中でやるということですよね。 

○企画観光課長（高橋良延君） １点目の光ボックスの関係ということでありましたけれども、

ちょっと議論を整理しますと、光ボックスと同報無線の個別受信機というのは全く別のものでご



ざいます。 

  ですから、関係は一切ございません。光ボックスというのは、もう既に光回線を引いている

家庭に対して光ボックスを配布して、インターネットですとか、そういった町のホームページが

見れるとか、ほかの情報が得られるというのが光ボックスでありまして、同報無線の個別受信機

はあくまでも町の災害とか、お知らせとか、そういったことを個別受信機で発信するものであり

ますので、そこはアナログとかデジタル・・、全く別のものであるということでございますので、

そこはご理解ください。 

○５番（藤井 要君） 今の関連ですけれども、同報無線機、それは私はわかりますので、あれ

は１台３万いくらしますよね。そうですよね。３万いくらですよね。たしか、１台。 

  光ボックスは１万1000円位なんですよね。今度は３万いくら、予算はまだ・・、今から・・、

同報無線をやってからということになりますけれども、３万いくらをただでくれるということ

で・・、まだまだ先の話だから、入っていないと思いますけれども、私が誰かの補足をしてはま

ずいですけれども、そういうことでいいんですよね。 

○総務課長（高木和彦君） いま、実施設計の中でだいたい金額は固まりつつありますけれども、

台数ですとかによって違ってきますので・・。 

  それができた時には、また皆さんにもお話することになると思いますけれども、一定の金額

を決めて・・、そんなにこれが１台２万円とか３万円とか大きい金額ですと買えない世帯も出て

きますので、その辺はいろいろなことを考えながら金額を設定して、またお諮りいたします。 

○議長（土屋清武君）  ほかにありませんか。 

○３番（渡辺文彦君） 私はまた先ほどの桜葉のことに戻るわけですけれども、仮に、それを補

正で・・、今後計画が決まって、補正で上げてきて、仮に通ったとしたら、そこ財源措置をどこ

に求めるのかということになるわけですね。 

  そうすると、おそらくそれは予備費か、基金の取崩しか、借金という形になるとは思うわけ

ですけれども、その辺をちょっと・・、とりあえず、それを確認したいんですけれども・・。 

○総務課長（高木和彦君） 何かの時にお話ししましたけれども、平成29年度は決算がまだござ

いません。これが、決算が出てきますと、そこで予備資金ができますので、それを一般財源とし

てそういうお金にも使えますので・・、そういう回答でよろしいでしょうか。 

  ですから、桜葉の関係で、基本的に起債を借りたりですとか、そういうことはあり得ません。

一般財源で賄います。 

○３番（渡辺文彦君） その財源的な保障というのも確認しておきたかったんですけれども、先



ほどの議論の中で、まだ計画ができていないところに予算を上げてもお金のむだ遣いになるかも

しれないと言われたわけです。 

  これが、いま伴君が質問された子どもの支援金だとか、買物支援のことなんかもとりあえず

実施をして、やってみましょうということで、計画性がはっきりしていないわけですよね。はっ

きり言って・・。 

  そこに対しては、とりあえずお金を付けますと・・、でも、桜葉はまだ全然話がみえてない

ので付けませんという・・、そういうメリハリがない予算の付け方になっているのかなとぼくは

思うわけですけれども、その辺は、総務課長、いかがですか。 

○総務課長（高木和彦君） 子どもの出産祝い金は何月何日に生まれた子どもがいるという現実、

確認できる事項があって、それに対して支給するわけです。 

  桜葉なんかにつきましては、これからいろいろ練っていく中で、例えば、計画を委託しよう

という方向にいくかもしれませんし、そうじゃなくて、休耕になっている土地を開いてやろうか

とか、方向性がこれから検討する中で変わる恐れがありますので、簡単にいま載せないで、十分

練ってからやるという形です。 

  ですから、性質的なものが、その桜葉の関係と子どもの出産祝い金なんかとちょっと違うん

じゃないかなとは感じております。 

○３番（渡辺文彦君） 確かに子どもに関してははっきりある程度何人生まれてくるかというこ

とが目に見えるわけですけれども、買物支援とかに関してみたら、まだわからないじゃないです

か、実際蓋を開けてみなければ・・、そのことだって、担当課長はとりあえず４か月やってみな

ければわからないとおっしゃっているわけだから、その辺は不明確なんでしょう。要は・・。 

  そっちは不明確なのに予算は付けて、こっちは不明確じゃないけど予算は付けてないという

やり方というのはどうかなとぼくは思うわけです。正直言って・・。 

  それも問題だとは思うんですけど、根本的に、一番最初に上げた予算の原則というのがある

んだけど、それを無視するという・・、していないという感覚の方が・・、その辺は見解の相違

かもしれないけれども、ぼくはこの予算の原則を無視しているんじゃないかなと・・、予算の編

成だと思うわけだけれども、その辺の認識が・・、私はそう思わないと言われればそれまでで、

議論にならないんですけれども、やっぱり基本的には・・、ぼくが勉強してきた範囲の中では、

予算の組み方としてはやっぱり問題があるのかなという認識なんです。 

○総務課長（高木和彦君） 私も経験が短いですけれども、役場の中では予算に関しての勉強は

してまいります。また担当も、前任者とも相談しながらやっていますので、そういうふうに指摘



されるように基本的なところでできていないということまで言われるのはちょっと残念でござ

います。 

○議長（土屋清武君）  ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（土屋清武君） 質疑がないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異

議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（土屋清武君） 異議なしと認めます。 

   よって、質疑を終結いたします。 

   これより討論に入ります。 

   まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

○２番（伴高志君） 私は、平成30年度一般会計予算に対する反対討論を行います。 

  本案は、年間収支の町政の計画ですから、簡単には動かせない収支の項目がたくさんあり、

持続可能な町政運営を行っていく中では、なくてはならない予算編成がベースとなっていると思

います。 

  しかし、私は、是が非でも国の示す方向性や指導に従う必要があるのか、ここは疑問を持ち

ます。 

  予算編成の不透明さが残るのは、やはり私は、同報無線デジタル化の部分でありまして、平

成28年度の予算では、５年間で６億円という説明の中で、基本設計業務の予算が組まれました。

そして、29年度の予算では、３年間で５億円という説明の中で、デジタル化実施設計の予算が組

まれました。そして、30年度予算には、デジタル化整備工事予算が２億円組まれていますが、中

山間地の松崎町でデジタル化がもたらす支障、こういったところがありますが、31年度からこの

アナログ受信ができないというところがでてきます。 

  これに対してどのくらい・・、この予算に対して・・、また町の予算で上がってくるのか、

心配するところです。 

  そして、次に、何度も質問がありましたが、地域と一体となった産業が盛んなまちづくり、

この計画は第５次総合計画後期５年間の計画の中で大きな比重を占めていると思います。 

  私は、長嶋町長が、町長に就任する以前から花畑の中止を求めて、町民の方々の中でも、こ

こ数年間の動向を評価していない。お金をかけてきた分の効果が町に還元されていないというご

指摘をされる少なくない声はいただいております。 



  また、花畑を開始した当初に比べれば、観光協会、いろんな町の中に飾ってあるポスターと

比較すると、ここ数年の花の咲き具合は、雑草に囲まれてしまったり、６種類の花が咲ききらな

いうちにシーズンを終えてしまうことがあったり・・、こういったことがあります。 

  しかし、この事業は、私が関わる前からずっと毎年行われてきた・・、町民の方々と耕作者

それからやろうじゃ協議会とか、かかし作りの職人の方々、商店街や町中の事業者の方々、精力

的に参加してこられたシルバー人材の方々と一緒になって行ってきた地域が一体となったまち

づくりの一環事業であったと考えております。 

  やめてしまうのは簡単なことですが、全部やめてしまうと、再開する場合には、関わってこ

られた方々にどのように説明し・・、気力の喪失感が生まれてしまったら、協力的だった方々に

説明ができなくなってしまう。動ける方でも動かなくなってしまう。そういった大変な損失を被

ることが考えられます。 

  この花畑は河津桜のシーズンから連続的に那賀川河川の桜並木と合わせてイベントとして

もこれは毎年テレビで必ず放映されている・・、そういった恒例になっているイベントです。 

  町で把握している観光客数は、毎年６万人前後と言っております。松崎町に毎年必ず観光客

が訪れていただけるイベントやお祭りなどの一つに挙げなくてはならない事業だと考えていま

す。 

  町長、町としては、このような事業をやめるのではなく、中断するにしても次をどうしてい

くか、しっかり考えていく必要があるのではないでしょうか。 

  続いて、道の駅パーク構想についてですが、この花畑事業と比較すると、予算規模は非常に

大きいものを見積もっています。 

  町の中心からの距離も観光客の動員がある程度望めたとしても、毎年継続的に動員を期待で

きるか疑問があります。 

  また、町長は、この道の駅に日頃から町民の方々にも関わっていただくようにすると説明さ

れてきましたが、足を運んでいただく要因として、私は直売所の設置については、適切ではない

と申し上げたいと思います。 

  次に、町長の推し進める桜葉振興についてですが、農業経営という大きなところまで見据え

ると軌道に乗せるのは、短くても２～３年はかかるのは間違いないですし、挫折しないで継続的

に行っていくことはとても大変なことだと考えます。 

  このため早い段階から体制づくり、計画の具体化を望んでおりますが、現段階ではまだなか

なかみえてきていません。 



  最後に、健やか・安心に暮らせる福祉のまちづくりですが、町長が公約に掲げた福祉政策の

実現は、実験段階で予算面や法令関係で大変苦労されたとお話しされています。対象者がかなり

限定的になってしまった。そういう部分もあります。 

  従来の公共交通や補助事業制度の枠組みの中で限定されてしまう恐れが多い・・、こういっ

た理由から疑問を感じます。 

  以上、30年度予算の大きな事業・・、第５次総合計画に影響を及ぼすもの・・、桜葉、農業

振興、こういった部分を含めまして、町長の福祉政策などの予算措置に対し、予算編成の変更と

改善を求め・・、期待したいものとして、私は30年度一般会計予算案に反対いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

       ◎会議の延長 

○議長（土屋清武君） 申し上げます。 

  本日の会議時間は議事の都合により、予めこれを延長します。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

○議長（土屋清武君） 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

○８番（稲葉昭宏君） 伴君の反対討論がだいぶ長かったものですから、私は短く・・、私は本

案に賛成をいたします。 

  ちょうど選挙が12月にありまして新しい長嶋町政が生まれたわけですけれども、その時のい

ろいろな公約が重点施策としてこうやって今回の予算に反映されているわけでございます。 

  これは、とにかく有権者の約半分近くの得票を取って、長嶋町長が当選したわけですから、

ある程度公約というものは住民の中に支持を得たのではないか、あるいは民意として一つの反映

がされているんじゃないかというふうにも解釈をいたします。 

  なかなかいま議論がありましたように、今までやってきた事業をやめる、これは大変勇気の

いることだと思いますけれども、今後、松崎町をこれから見た場合に、こういう事態というのは

必ず・・、必然的にくると思います。 

  どんどんどんどん財政規模も少なくなってくる、そうしますと、何があってもやっぱりお金

がなければやれませんから・・、だんだん財政が乏しくなるとやはりそういう事態も出てくるん

じゃないかということがございます。 

  その時にやっぱりトップとして英断をもって、勇気をもってそれをやめていくということも

必要ではないかということも考えます。 

  そういうことも鑑みまして、賛成するわけでございますけれども、課長さん方にも一言言わ



せていただきたい。 

  町長は、とにかく給料を半分にして、４年間の任期中がんばるという心意気でやっているわ

けでございます。町長よりも大変多額のお金を皆さんいただいているわけでございます。ぜひと

も長嶋町政に一致協力して、ぜひともいいまちづくりにまい進していただきたい。そういう意味

で、私は本案に賛成いたします。 

○議長（土屋清武君） 繰り返します。 

  本案に対する反対討論の発言を許します。 

○３番（渡辺文彦君） 私は、本予算に対して反対を表明いたします。 

  町長の政策、公約が多分に盛り込まれた予算でありますから、本来は支持したいところであ

りますけれども、根本的に予算の編成の仕方に疑問を感じるからであります。 

  それは、先ほど申し上げましたように、やっぱり桜葉振興に対しては補正で何とかやってい

きたいという姿勢はちょっとやっぱりまずいのかなと思います。やっぱりやるならばやると、ち

ゃんと予算の中に計上すべきだと考えます。 

  また、２点目に、花畑の問題、やめるのも一つの決断なんですけれども、やっぱり先の展望

を持ちながらのやめ方ではないと・・、行政の空白期間を作ってはいけないと思います。 

  このままの執行ですとおそらくこの辺にちょっと危惧されるところを感じるもので、この件

に対しても反対をしなければなりません。 

  また、道の駅パーク構想についてもやっぱり疑問を感じるところがあります。計画自体は地

域の活性化ということで、大義名分は大変結構なんですけれども、今まで町が・・、振興公社が

行ってきた事業そのものが全て赤字を出しています。 

  この中で・・、これならば絶対に利益を出せるというような明確なビジョンがないまま進め

られていくことに対してもやっぱり不安を感じます。 

  そういう中で、これが、今後おそらく・・、この事業を進めていけば、また大きな借金なん

かも抱えることになると思います。それが後世に対する負担になること恐れることもあります。 

  そんな状況を考えますと、今回の予算はもう一度・・、一回これを取り下げて、もう一回練

り直して、再度提案していただきたいと私は思います。 

  それで、今回に関しては、この予算に対しては反対をしたいと思います。 

○議長（土屋清武君） 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

○１番（深澤 守君） 私は、この予算に賛成いたします。 

  ただ、一つ当局に対して要望がございます。予算がない中での予算編成だと思います。しか



し、我われは・・、５年計画の中に松崎町の町民の協働というものが大変重く入っております。 

  ですから、町民の一人ひとりが参画できるように、今まで以上に情報公開と呼びかけをして

いただきたいと思います。そうすれば、この予算が３倍にも４倍にも・・、松崎のためになる予

算になると信じておりますので、この予算については賛成いたします。 

  ですから、その要望をぜひお聞き入れください。 

○議長（土屋清武君） これをもって討論を終了します。 

   これより議案第18号 平成30年度松崎町一般会計予算についての件を挙手により採決しま

す。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

           (可否同数) 

○議長（土屋清武君） 可否同数であります。 

  したがって、地方自治法第116条第１項の規定により、議長が本案に対して採決いたします。 

  本案について可決といたします。 

 ───────────────────────────────────────────────────────── 
 


