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令 和 ４ 年 第 １ 回 定 例 会

予算審査特別委員会会議録

（第１日）

１ 場 所 大会議室

２ 開 会 令和４年３月１７日 午前９時

３ 出席委員

１番 小野澤 健 一 君 ８番 椿 一 春 君

２番 品 田 政 敏 君 ９番 熊 倉 正 治 君

３番 藤 田 直 一 君 １０番 松 原 良 彦 君

４番 渡 邊 勝 君 １１番 池 井 豊 君

６番 中 野 和 美 君 １２番 関 根 一 義 君

７番 今 井 幸 代 君 １３番 髙 橋 秀 昌 君

４ 委員外出席議員

議長 小 嶋 謙 一 君

５ 欠席委員

な し

６ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の氏名

町 長 佐 野 恒 雄 町 民 課 長 田 中 國 明

副 町 長 吉 澤 深 雪 会計管理者 山 口 浩 一

総 務 課 長 鈴 木 和 弘 政策推進係長 泉 田 健 一

政策推進室長 堀 内 誠

７ 職務のため出席した者の氏名

議会事務局長 渡 辺 明

書 記 板屋越 麻衣子

８ 傍聴人

三條新聞社

９ 本日の会議に付した事件

議案第 １号 田上町犯罪被害者等支援基本条例の制定について

議案第 ２号 田上町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部

改正について



- 2 -

議案第 ３号 田上町国民健康保険税条例等の一部改正について

議案第 ４号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正について

議案第２１号 令和４年度田上町一般会計予算議定について中

歳 入

歳 出 １款 議会費

２款 総務費
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午前９時００分 開 会

委員長（渡邊勝 君） 改めまして、おはようございます。ただいまから令和４年第１

回定例会予算審査特別委員会を開催いたします。

委員長の渡邊です。佐野町長１期目の最後となります予算審査特別委員会でござ

います。不慣れなところは委員の皆様方からカバーしていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。

昨日の午後11時36分頃、福島県と宮城県で震度６強の地震がありました。気象庁

によると、震源地は福島県沖で、震源の深さは約60キロメートル、地震の規模はマ

グニチュード7.4と推定されております。ここの場所は、昨年の２月にもマグニチ

ュード７以上の地震が発生しております。県内では、南魚沼市で震度５弱となって

おります。津波注意報が発令されましたが、午前５時には解除されております。新

、 。 。幹線は脱線し 高速道路には亀裂が入っております 死者も２名となっております

亡くなられた方々に心よりご冥福をお祈り申し上げます。

ロシアのウクライナ侵攻 コロナ感染 今回の地震と多くの問題があります 10月、 、 。

23日には新潟県総合防災訓練が田上町で開催されます。災害時における活動が円滑

に実施できるよう、防災体制の強化をお願いしたいところでございます。

それでは、着座にて進行をさせていただきます。

本日の出席は13名全員であります。

三條新聞社より傍聴の申出があり、これを許可しますので、報告いたします。

それでは、佐野町長よりご挨拶願います。

町長（佐野恒雄君） それでは、改めまして、おはようございます。今ほど委員長のほ

うから詳しくお話がありまして、昨晩は大変驚いたわけですが、久しぶりの揺れで

したし、結構時間的にも長い感じの揺れだったと思います。そんなことでちょっと

心配したのでありますけれども、幸いにしてといいますか、被害があったというふ

うな報告は受けておりませんので、ちょっとほっといたしております。そうはいう

ものの、同程度の余震がまだこれからしばらくは警戒というふうな気象庁の発表も

ございますので、十分に気をつけていかなければならないなというふうに思ってお

ります。

今日は、予算審査特別委員会、今日から４日間の審査でございます。よろしくひ
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とつご協議のほどお願い申し上げて、簡単ですけれども、挨拶といたします。よろ

しくお願いいたします。

委員長（渡邊勝 君） ありがとうございました。

議長から挨拶をお願いいたします。

議長（小嶋謙一君） 皆さん、おはようございます。委員の皆さんには、何かとお忙し

い中、また昨夜の話が今ありましたように、地震の中で寝不足の方もいらっしゃる

のでないかと思いますけれども、これからの４日間の予算審査、慎重なる審査、ま

た意見、質疑等もひとつよろしくお願いいたします。

委員長（渡邊勝 君） ありがとうございました。

それでは、今日皆様のほうのお手元に書類が３部ほど行っていますか。総務課資

料ということで。

それでは、総務課のほうから昨日の地震についてご説明お願いいたします。

総務課長（鈴木和弘君） それでは、改めておはようございます。今ほど委員長、町長

から話がありました昨日の地震について、少し報告だけさせていただきたいと思い

ます。

先ほど委員長も細かく説明させていただいたのですが、ちょっと重複するかもし

れませんが、昨日の午後11時36分に震度６強の地震が発生したということで、震源

地は福島県沖だということで、地震の規模はマグニチュード7.3ということでござ

います。田上町役場に設置の震度計は3.5でございます。テレビの報道では４とい

うことになっていますが、切上げしているのか、3.5ということでございました。

それで、対応した職員ということで、地域整備課、それから総務課合計で18名ほど

登庁いたしました。そのほかの課も若干来ましたけれども、3.5ということで帰っ

てもらったという状況がございますが、地域整備課のほうで日付を越えて17日午前

零時から各施設、道路、下水道、水道のパトロールのほうを開始をいたしまして、

午前１時半に一応パトロールを終了したということで、特に異常がなかったという

ことでございます。それから、午前１時15分には加茂地域消防本部田上出張所のほ

うで見回りも終了したということで連絡をいただきまして、特に異常はないという

ことで連絡をいただきまして、そこで一応解散をするという形になりました。その

時点の町の対応といたしましては、ホームページ、登録メール、ツイッターにより

まして、情報の発信をさせていただいたところでございます。昨日夜でしたので、

それぞれの施設についてはまた今日、今朝から回っているかと思います。先ほど町

長が言ったように私どものほうも被害があるという情報は特段入っておりませんけ
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れども、もしまた何かあれば予算委員会の場で、皆様方に報告のほうさせていただ

ければというふうに思っております。

私から以上でございます。

委員長（渡邊勝 君） ありがとうございました。

今ほど総務課長のほうから昨日の地震について報告がありましたけれども、皆さ

んのほうから何か質問があれば。

（なしの声あり）

委員長（渡邊勝 君） これより本日の会議を開きます。

これから審査に入りますが、特別委員会に付託された議案は、議案第１号から議

案第４号、議案第21号から議案第28号までの12案件でございます。日程につきまし

ては、配付済みの日程表に従って進めてまいりたいと思います。

予算審査に当たりまして、私からお願いをしておきたいと思います。質疑、意見

は趣旨を明確にし、簡潔に発言をお願いいたします。資料の提出を求める場合や、

総括質疑として町長に答弁を求める場合は、その旨を明確にしていただきたいと思

います。また、総括質疑をされる方は、質問内容を所定の用紙にまとめ、執行への

報告の都合がありますので、当日終了までに委員長のほうへ提出くださるようお願

いいたします。審査の日程は翌日に繰り越さないことを基本として進めてまいりま

すので、ご協力をよろしくお願いいたします。

それでは、これより審査に入ります。順次説明をお願いいたします。

議案第１号 田上町犯罪被害者等支援基本条例の制定について、執行より説明を

お願いします。

総務課長（鈴木和弘君） それでは、議案書の43ページお願いいたします。議案第１号

田上町犯罪被害者等支援基本条例の制定ということでございます。こちらにつきま

しては、令和３年４月に新潟県のほうで犯罪被害者等支援条例が施行されたことに

よりまして、当町におきましても犯罪被害者等の支援に関する基本的な事項を定め

るために今回条例の制定をさせていただくところでございます。

この内容につきましては、昨年６月議会でしたか、今井委員のほうから、県のほ

うが新たにこの条例を制定し、見舞金の支給事業ということで県のほうで取り組み

、 。をするということで 田上町での対応はどうかということで一般質問を受けました

その際はまだ始まったばかりという状況で、県内の状況もよく見えない中で、しば

らく状況を調査した上で前向きに対応させていただきたいということで、回答させ

ていただいたところでございます。今日資料を、当日ということですみません、１
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枚、新潟県の犯罪被害者等見舞金支給事業補助金というＡ４の横の紙１枚と。事前

に、犯罪被害者等支援についてということで、議案第１号参考資料ということで、

総務課ということで、犯罪被害者等支援特化条例の制定、それから見舞金支給制度

の導入ということで、条例制定の背景、それから特化条例、見舞金制度、その他の

支援策ということで資料を作成させていただいております。裏のところには、今回

の基本条例を制定したそれぞれの概要等を載せさせていただきました。この条例に

つきましては、まず新潟県が令和３年４月にこういう条例をつくっていったという

ことでございます。これは、令和２年12月25日に県はこういう条例をつくって、県

として特化条例を制定し、令和３年４月１日から施行していきたいというようなこ

とで、新潟県も各種団体ですとか議会のほうからもこういう特化条例をつくる。さ

らに被害者等への見舞金を実施していくというものを受けまして、県のほうで条例

を制定したという経過がございます。これはあくまでも県がやるという部分で、補

助を出すにしても、それぞれの市町村が実施主体となって、初めて県もそれに対し

て補助をするという仕組みでございますので、新潟県からは、市町村も県と同様に

こういう特化条例を制定し、この補助金の支給に対して実施をしていっていただき

たいということで、令和３年６月以降、県のほうからそういう話を伺うということ

でございましたけれども、コロナの関係もあったのか、なかなかこちらのほうには

来られませんでしたけれども、加茂警察のほうから何度となくこの条例について県

内の情報をいただきました。そういう中で、県内の状況がどれだけ進んでいるかと

いうのをいろいろいただきまして、資料的にはちょっと古いのですけれども、令和

３年12月15日現在、既に新潟県のうち新潟市は令和３年９月からもうこれは実施を

しております。そのほかの市町村につきましては、その時点での回答といたしまし

ては、田上町を含みまして実施予定、令和４年４月ということで、一部未定という

ところもございますけれども、16団体が実施を予定をすると。検討中というのが９

団体ありました。その時点で特に予定はないという団体が４つでございましたが、

検討中という部分も恐らくそれはもう前向きなほうに取り組んでいるということに

なりますと、県内全体では既に26市町村がこういう条例に取り組んでいくというよ

うなことでございます。そういった中で、田上町におきましても、県の条例に基づ

いて、町としても県と一緒になってこれらの事業に取り組んでいくということで今

、 。回新たに特化条例を制定し 提案をさせていただいているという内容でございます

それでは、見舞金の事業補助金ということで、今日お配りした部分を若干説明を

させていただきます。新潟県犯罪被害者等見舞金支給事業補助金ということになっ
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てございますが、そこにありますように、遺族の見舞金、それから重傷病見舞金と

いうことで、これ２つ種類がございまして、それぞれ見舞金の場合は県が２分の１

ということで、上限が15万円ですので、30万円。町が支給をして、県が半分、15万

円という形になりますし、重傷病の場合については５万円。これは上限がないもの

ですから町も５万円ということで、10万円ということで、こういう部分について令

和４年度から取り組みをしていきたいということで、これらについては、後ほど歳

出のほうで予算の説明もさせていただきますが、一応窓口ということでそれぞれ１

件ずつということで、歳出の予算のほうには計上させていただいているといった内

容でございます。内容的には、県のほうから条例、参考になるような部分で県と同

一の、考え方を同じにしていただきたいということで、参考にしている条例を基に

して今回提案をさせていただいているといった内容でございます。

説明は以上でございます。

委員長（渡邊勝 君） 説明が終わりました。

ただいま説明のありました案件について質疑に入ります。ご質疑のある方、ご発

言願います。

６番（中野和美君） この制度に関して１つ心配されるのは遺族、亡くなった場合、特

に遺族の精神的ショックがとても大きくなることが予想されます。これを見てみま

すと、期限の１年以内に事故、事件があったものに対して申請が可能ということな

のですけれども、精神的ショックが大きいまま１年ぐらいの間に申請は難しいとい

う場合も考えられますので、遺族の順位もありますけれども、それ以外の民生委員

や区長などの補助や範囲などが沿われることが可能かどうか、その辺をちょっと教

えていただきたいのですが。

総務課長（鈴木和弘君） 申請が１年以内ではなくて、相談について民生委員がどうか

というふうなことなのですか。

６番（中野和美君） これ見てみますと、原則、見舞金申請日の１年以内に発生した犯

罪行為であることとあります。そうしますと、１年以内にその方がもう精神的ショ

ックで何もそういう申請ができなかったという場合も想定されるので、身近な区長

や民生委員が補助できない……

（代理申請の声あり）

６番（中野和美君） そうそう。代理申請もしくは手伝ってあげるということは可能か

どうか、その辺ちょっと教えていただきたいのですけれども。

総務課長（鈴木和弘君） 実際に私どもとしてはどうだかという情報は正直分からない
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部分がありますので、警察のほうからそういう情報を逐一いただくということで、

その時点でもし今中野委員がおっしゃるように代理申請とか、そういう部分という

のは、ちょっとそこまで私どもとしてはまだ考えていませんけれども、それはこう

いう制度がありますから、状況によってはそれは対応できるのは対応していければ

なというふうには思っています。

６番（中野和美君） できれば地元の民生委員や区長がお手伝いできればいいのですけ

れども、そうでなければ資格を持つ行政書士や司法書士などがお手伝いできるもの

であればいいのではないかなと思ったので、尋ねてみました。その辺もちょっと調

べておいてください。

委員長（渡邊勝 君） 総務課、いいですか。

総務課長（鈴木和弘君） はい。

13番（髙橋秀昌君） 田上町犯罪被害者等支援基本条例の中には具体的に見舞金の額が

入っていないのです。それで、基本条例だから入れないのだということも理屈には

あるのだが、これは町長が別に定める規則に額を明記する、あるいは申請の仕方に

ついても細かい指定をするという考え方でしょうか。そして、率直に言うと、今県

が上限15万円ですから、先ほど説明あったように田上が30万円が上限ということに

なるのです、死亡の場合。恐らく情勢によって県も変わるのだろうと思うが、条例

というのは誰が見ても分かる、これが大事だと思うのです。だから、基本的に30万

円なら30万円という、亡くなった場合、死亡した場合の例ですが、そういうふうに

入れておいて、県の補助が上がっていったときにそれにふさわしい対応をしていく

ということが大事なのではないかと。ところが、あなた方の考え方は、基本条例決

めておいて、額は規則で全部決めればいいではないかという発想なのだけれども、

私そこのところが気になるところなのですが、この点ではいかがでしょう。

総務課長（鈴木和弘君） すみません。髙橋委員がおっしゃるとおりに、まず見舞金に

ついては要綱で定めています。今回、特化条例をつくっている部分は、あくまでも

45ページの町の責務のところに「犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し」とい

うことで第４条にあるのですけれども、この施策の一つとして今回補助金が入ると

いうことになりますので、補助金の支給をするためにこの条例をつくったわけでは

なくて、今はまずは県の見舞金ということをやっていますが、今後はそれぞれ様々

な施策を実施をしていくことを踏まえた中で、今回こういう特化条例をつくって、

その中の一部が今回県がやろうとしている見舞金を要綱で実施をしていくという内

容でございます。
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13番（髙橋秀昌君） 了解しました。そしたら、施策について定まり次第、全協等に明

らかにし、協議をする機会をつくっていただくことを求めて終わります。

総務課長（鈴木和弘君） まだこれできたばかりですので、どういう部分ができるかで

すが、その都度状況報告はさせていただきたいと思います。

７番（今井幸代君） もし把握しておられるようであれば教えていただきたいのですけ

れども、基本的には県警のほうからこういった事案が生じたときに情報のほうは提

供されるものだというふうに思うのですが、これまで例えば過去５年とか10年程度

の間にこういったものに該当するような町内の被害者の実績みたいなものがもし数

字として分かるようであれば教えていただけますか。

総務課長（鈴木和弘君） 加茂警察署管内で、今、今井委員がおっしゃるこの過去５年

ではゼロだそうです。

７番（今井幸代君） ちなみに、加茂警察署管内の実績というのは、加茂警察署管内で

発生した事件の場合はそこで処理されるということなのですか。例えば新潟市の事

件で、実際は新潟市内の警察署が対応して、田上の町民の方が対応している場合と

いうのは、管轄される警察署の中での実績ということになるのですよね。そうする

と、例えば加茂警察署管内の中では実績５年間ゼロかもしれないけれども、県内の

各警察の所管する地域の中で、田上町の町民の実績がどのようなものかというのは

数字としては。

総務課長（鈴木和弘君） 今ちょっとあるのですけれども、確かに言われるように分か

らないのです。ただ、県としても、これをまずつくるということによって県のほう

は今度は、田上町でこういうのやっていますから、そういうところ行ってください

と、相談に行ってくださいと。見舞金制度ができましたという形で、まずは県とし

ては新潟県がつくったと。それで、全部の市町村に何とかお願いしたいということ

で、例えば田上町が今度はできましたという形になれば、県のほうが周知をして、

もしそういう方がいれば、その市町村のところに行ってもらえれば、こういう見舞

金制度ができるということで、県のほうで周知をするような形になってくると思い

ますので……

（そういった場合も情報としては来るんですかの声あり）

総務課長（鈴木和弘君） はい、来ます。あとは、場合によれば今そういう部分はまた

ちょっと県と協議してみますけれども。町のほうにどこまで情報をくれるかという

部分含めて。

１番（小野澤健一君） つい最近ですか、ニュースでもあったのですけれども、私、こ
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の問題に関して一番問題になるのは、見舞金、これも大事だろうと思うのですけれ

ども、加害者による賠償がなかなかスムーズに実行されていないというのが何か現

状みたいなのです。したがって、田上のほうで施策は今後おつくりになるというこ

とで総務課長からお話あったのですけれども、そういった金額的なものもさること

ながら、やはり加害者の例えば経済的な背景があるとか、そういった中で、賠償を

命じられてもそれをかなえられないようなケースが出てきているやに聞いておりま

す。一時期この法案とかがあって、何とかの会といったかな、ちょっと忘れました

けれども、九十何歳の弁護士が今会長やっているのがありまして、妻が何か殺害を

されて、ずっと至って、法案になるので、その会を一回解散したのだけれども、そ

れ以降なかなか主だった有効な政策が出てこないということで、最近またその会を

立ち上げて、この間何かニュースで会見をやっていた、そういう状況なのですけれ

ども。何が言いたいかというと、見舞金だけでやることはないとは思うのですけれ

ども、先ほどいろんな方が言われたアフターフォローも含めて、加害者の賠償がス

ムーズに行われるよう、あるいはできない場合に国のほうが何かしらの対応ができ

るよう、そういったものも念頭に置いてこの条例については考えていっていただき

たいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。

総務課長（鈴木和弘君） なかなか難しい部分もありますけれども、まず町としてどう

いうことができるかという部分で、まずこういうルールをつくりました。県もつく

りました。それで、県と町で一体となっていろいろな部分で取り組んでいくという

ことですので、今後そういう部分、当然町だけではなかなかできない部分もありま

すので、県といろいろ協議しながらできる部分検討していければと思います。

委員長（渡邊勝 君） ほかにありませんか。

（なしの声あり）

（ ） 、 。委員長 渡邊勝 君 ないようですので 議案第１号に対する質疑は終了いたします

続きまして、議案第２号 田上町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する

条例の一部改正について、執行の説明をお願いします。

総務課長（鈴木和弘君） それでは、議案書の47ページをお願いします。議案第２号

、 、 、 。田上町消防団員の定員 任免 給与 服務等に関する条例の一部改正でございます

今回は、消防団員の処遇改善ということで、団員の報酬、それから班長の報酬の見

直し、それから今まで費用弁償等で支給をしていた部分を報酬のほうへ組替えとい

いますか 替えるのと併せまして 災害等の場合の出動につきまして 日額8,000円、 、 、

をベースにし、時間に応じて支給をしていくということでの改正になってございま
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す。同様に、今回議案の資料で、消防団員の報酬等の基準の策定等のポイントとい

うことで、皆様方にお配りをしてあります。この背景といたしましては、以前から

消防団員の処遇改善、いわゆる消防団員が非常に減少しているということで国のほ

うが非常に危惧をしている中で、なかなか団員の報酬３万6,500円、議会の中でも

以前からその部分の議論もありました。交付税ではそれなりの措置をしているので

すが、なかなか実施ができないという中で、全国的にもやはり、令和２年度の実績

によりますと、３万円未満というのが一番多くて562団体ということで、それより

も下のところも363団体ということで、半数以上が国が示している３万6,500円の支

給がなかなかできない状況が実はあります。それについては、交付税で措置をして

いるとはいいながらも、当然需要額に対して収入額を差し引いた部分が交付税です

から、増えた分が丸々来るということではありませんので、そういう部分でそれぞ

れの市町村でなかなかそこへ踏み切れないのかなという中で、今回かなり国のほう

が強くいろいろ要請をしてきました。そういった中で、事前にお配りした、先ほど

言った消防団員の報酬等の基準の策定等についてのポイントということで、国も報

酬についていろいろ検討してきました。最終的に令和３年４月13日付けで、消防庁

長官の通知ということで、それぞれの市町村に通知がされたわけです。私が今ほど

申し上げました１枚のところに報酬の種類ということで、年額報酬と出動報酬の２

。 、 、種類にすると 報酬の額については 団員は３万6,500円を標準とするという部分

それから出動報酬の額、災害、水火災、それから地震、そういった部分について１

日当たり8,000円を標準額とするというようなことでの内容をこういう形で見直し

をするようにということでございます。そのほか、団員個人に対して直接支給する

ようにと。今までは団のほうに振り込んでいた分を個人支給にするようにというよ

うな部分のこういう通知が参りました。地方財政措置については、それなりの措置

をするということの通知を踏まえまして、町としては、まずは段階的にということ

で当初考えておりました。その段階的というのは、団員個人に対して直接支給をす

るのをまず先に始めていこうということで取り組みをしていきました。その後、先

ほど申し上げた災害等の今までの費用弁償を報酬にして、１日当たり8,000円にす

るようにという部分、実はこれが年末、12月かな、１月頃に県内のある市が調査を

して、私どももらったのですけれども、割とそれに取り組む市町村が非常に多かっ

た。この近隣も含めて。ということで、ではそこの部分も町としては取り組みをし

、 、 。ようということで 出動報酬について8,000円にということで 町はまずその２つ

団員の報酬は、今まで県の平均ということで、令和元年だったかに町のほうは見直
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しをしましたので、県のその時点での団員はどうするかというのは正直分からなか

、 。ったものですから それはもう一年先送りしようというふうに町は考えていました

まずは個人支給、出動報酬を。では令和４年度から実施していこうということで、

本当に町長査定が終わってからそこでいこうと思ったのですが、その後の状況によ

って、また調査した結果を見ると、大半が３万6,500円にみんな引き上げたもので

すから、そうすると平均という根拠が全くなくなるわけです。今まで県平均でやっ

ていて、みんな３万6,500円になるといったら県平均の意味が全くないわけですか

ら、そこで急遽この部分も町長と協議した中で、３万6,500円に引上げをしようと

いう形で、今回この消防団の処遇改善を実施した経過がございます。そういう部分

で町としては今回条例を改正をさせていただくということでございます。

この資料の裏をちょっと見ていただきたいと思うのですが、消防団員の報酬等に

係る地方財政措置ということで載せてございます。ちょっとこれ分かりにくいかも

しれないのですけれども、地方財政措置の見直しという部分が出ているのですが、

普通交付税、特別交付税措置するよというと、現状は年額報酬は交付税の単価が団

員は３万6,500円というふうになっているのですけれども、そこに現状は人口に基

づく標準的な団員数ということで書かれている。何がといいますと、交付税は基本

10万人を標準規模にして、それに合わせて大体このぐらい消防団員がいるよねとい

うことで割り落としをするなりして算出をしているのが現状なのですが、令和４年

度以降は標準額支払い団員数と、この辺もちょっとまだはっきり分からない。これ

読む限りは、それぞれの市町村の団員数に応じて支給した金額を見るよということ

にも読み取れるのです。実際まだ交付税、令和４年度の算出をしないとちょっと分

からないのですけれども、恐らくそういう部分の改正がされてくるのかなというこ

とでございます。

それから、出動手当については、今までは普通交付税で措置をしていたのですけ

れども、普通交付税のみです。特交では措置していなかったのですけれども、令和

４年度以降については、特別交付税で災害に係る出動について実績に応じた額を措

置するということになりますので、これは特別交付税のほうで報告する時期がある

のですが、その時点での実績でこれだけ出動したよというものについて、見込みも

含めて今度は特別交付税措置するということで、新たにこういう財政措置の見直し

がされたという内容でございます。ですので、これも少し令和４年度交付税が出た

時点でまた皆様方に報告させていただきたいと思いますが、国としてはそういう形

で処遇改善をしていきたいと。財政措置をしていきたいので、何とかそれぞれの市
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町村で対応をお願いしたいという経過等でございます。

それでは、議案書に戻っていただきまして、48ページの裏に新旧対照表が載せて

ございますが、資料ナンバー１のところに報酬ということで、第12条で団員の報酬

は年額報酬及び出動報酬という中で、今回団員を２万1,000円から３万6,500円、こ

れは班長と逆転しますので、班長を３万7,000円に改正をさせていただくという内

容でございます。

それから、その下の出動報酬については日額8,000円ということで、資料ナンバ

ー２、次のところにもありますけれども、４時間までを一応4,000円、それから４

時間から６時間までを6,000円、１日を8,000円という、８時間を超える場合という

ことで、この辺については２月の総務産経常任委員会の所管事務調査で事前に説明

をさせていただきました。この３月議会のときも今井委員長から報告があったので

すが、この１日という部分、国のほうは７時間45分かな、ということだった。それ

を超えたらどうなるのかということでご質問をいただきました。私どもいたしまし

ては、はっきりちょっと分からないので、多分それは１日は１日というふうな形を

させていただいて、ちょっとそこはもう一度調査をさせていただきたいということ

で、近隣を調査しますと、これを超えるような大きな災害になった場合は、それぞ

れまたプラスアルファをしているという自治体がありました。そういう中で、今回

ここに掲げたように８時間を超えるような大規模災害に従事する場合については町

長が別に定めるということで、団長とも協議した中で、基本は７時間を超えるよう

な場合は交代するなりの対応をすることでは考えているが、交代できないような場

合の災害がもしあるようであれば当然こういう形の対応をということで、その辺は

事前に団長なりとも話をさせていただいた中で、こういう形で改正をさせていただ

きました。

それから、もう一つ、今井委員長から税、今度は報酬になりますので、申告とか

そういう事務的な手続が必要になってくるということで、その辺は町民課とも協議

をさせていただいた中で、なるべく団員のほうに事務があまり増えないような形で

対応できればということで、それなりに今後説明する資料なりを作って対応してい

きたいなということでございます。

説明は以上でございます。

委員長（渡邊勝 君） 説明が終わりました。

ただいま説明のありました案件について質疑に入ります。ご質疑のある方、ご発

言願います。
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６番（中野和美君） 今ほどの消防団の団員の税務処理の関係なのですけれども、普通

お給料とかとは別に20万円まで申告しなくてもいいという枠があるのですけれど

も、それを利用されるのでしょうか。教えてください。

総務課長（鈴木和弘君） 団員によってまた状況が違いますから、それはそれぞれ。そ

ういう部分で、こういうふうに今度は報酬になりますということですから、その人

その人によってまた状況が変わるかと思いますから、今中野委員が言う部分で対応

できる人はそうなりますし、別にほかに収入があれば、それは当然新たに収入が発

生するという形になりますから、そういう部分をなるべく簡略化してできるような

形で説明をさせていただきたいなということでございます。

11番（池井 豊君） 処遇改善はいいのですけれども、要はこれをどう活かしていくか

がポイントで、処遇を改善するということは消防団の成り手を増やしたいがために

処遇改善すると思うのですけれども、これをどうしますか。３万幾らもらえるので

消防団員になりませんかというふうに広報をしていくのか。ＰＲにつながる額なの

かどうか分からないのですけれども、これをどう消防団員増加に活かしていくつも

りなのか、そこら辺お聞かせください。

総務課長（鈴木和弘君） もともと消防団員、田上はなかなか少ないという中で、コロ

、 。ナになる前から消防団としては 事務担当としてはそれなりに毎月回ってやろうと

ただ、今までどちらかというと団員の報酬というのは差があったわけです。そうい

う部分では、団長としては要望は実は上がってきました。最初は令和４年度の町長

への要望もこういう部分はあったのです。ただ、段階的にという部分はお願いして

ということで、正直あんまり強い方向でなかったのですけれども、今回ちゃんとま

ずどこの市町村とも同じふうな基準になるという前提。それはしっかり保障します

よという中で、募集は今池井委員のように今回こうなるという形になるのか分かり

、 、ませんけれども やっぱりそれなりに町としても団員の報酬もほかの市町村と同様

そんなに変わらない、それから出動についてもそれなりに今回は保障しますよとい

う形の中で、募集をしていくという形になるのかなと。なので、上がったからいっ

ぱい入りませんかという部分は、その辺またどういうふうに募集をしていくか分か

りませんけれども、町としては国が危惧している中での処遇改善をまずはやろうと

いうことで、町もそれにまず改正をしてしっかり乗っていって、それで募集をして

いくという形になるかと思いますから、なかなか……

（いや、そういうことじゃないての声あり）

総務課長（鈴木和弘君） 当然これ団長ともその辺相談はしています。団長も、ここま
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でしてくれたということで、町の町長がこういう施策を取ってくれたことについて

は非常に理解をいただいていますので、その辺また団長なんかと、これから当然ま

た団本部とも会議をしていきますから、その辺しっかり協議してやっていければと

思います。

11番（池井 豊君） いや、そういうことではなくて、我々が団員だったときには完全

ボランティアで、年額報酬とか、出動手当とか、個人でもらわないで団に積み立て

て、遠征のために飲むのに使っていたということで、意識としては完全ボランティ

アだったわけです。それが今回は各口座を登録して全員に払っていくということに

なるので。ということは、ある意味これから消防団は有償ボランティアになりまし

たよという訴え方もできるわけなのです。そういうように何か仕組みが変わったわ

けなので、そこら辺をちゃんとして、無報酬で完全なボランティアではないですよ

、 、 。というようなやり方で訴求していくのかとか やっぱり変わると思うのです 全然

そういうところをどう訴求していくかというところをお聞かせください。

総務課長（鈴木和弘君） 確かに池井委員がおっしゃる部分、今までそうでしたから、

どちらかというと個人にやらないで団にやってというのが、全国的に見てもそうい

う部分はだんだんとなじまなくなってきている。確かに池井委員がおっしゃる部分

なのかもしれない。時代が変わってきて。そういう部分はやっぱり、年度も変わっ

てきている部分はありますから、そういう部分を含めた中でしっかり団長とまた協

議しながら、どういうふうな形でしていくかという部分、今回かなりもう引上げを

させていただきましたから、しっかりやっていきたいと思います。

13番（髙橋秀昌君） 確認したいのだけれども、前の全協のときに消防団報酬を５万円

以下、未満かな、以下であれば課税の対象外ということを私はうのみにしたのだけ

。 、 、れども 例えば私が年所得が100万円あって それで消防団の報酬で５万円の場合

100万円プラス５万円マイナス５万円ということで、消防団に関しては５万円を超

えた部分について報酬が課税となるのだよという理解の仕方。それとも、そうでは

ないと。単純に消防団員として５万円以下であれば申告は必要ないし、対象外だけ

れども、その他の収入がある場合は５万円も合算し、総合課税としての対象なのだ

よという捉え方をすればいいのか、この点確認したいのですが、いかがでしょう。

総務課長（鈴木和弘君） 所管事務調査のときにちょっと話をした年額報酬は、５万円

までは課税されません。年額報酬、今３万6,500円。今度出動報酬が別。それは別

だよと。それが合算して５万円を超えなければいいですけれども、それは今度別で

すと。別になると。年額報酬と出動報酬は別。
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（何事か声あり）

総務課長（鈴木和弘君） ごめんなさい。合計が５万円を超えても、５万円以下は課税

されない。

（何事か声あり）

総務課長（鈴木和弘君） すみません、確認します。訂正します。別です。失礼しまし

た。

（もう一回の声あり）

総務課長（鈴木和弘君） 年額報酬と出動報酬は別。すみませんでした。

13番（髙橋秀昌君） あくまでも年額報酬は５万円以下であれば課税の対象外なのだよ

と。そして、出動手当については、そこに加えたりするのではなくて、出動報酬自

体は総合課税の中に入るので、給与所得があれば、そこに出動報酬を入れて課税対

象になるのだよというふうな理解の仕方でいいでしょうか。もしそれでいいとすれ

ば、大事な点は、報酬になったので、団員の皆さんに確定申告時にきちっと伝えて

いくということが大事だと思いますので、その点はやっぱり正確に分かりやすく伝

えていく努力してもらいたい。

総務課長（鈴木和弘君） その辺を今井委員長から言われて、当然町民課の申告の住民

係ともしっかり話をして、どういうふうな形でやればいいかという資料を作りしっ

かり対応していきたいと思います。

（ ） 。 、８番 椿 一春君 １点お願いします ポイントについての項目のところなのですが

報酬の支給方法というところで、報酬、費用弁償とも団員個人に対し、活動記録に

基づいて市町村から直接支給するというふうにあるのですが、出動ですとか、そう

いったものは活動記録で分かると思うのですが、年額報酬に対しての報酬なのです

けれども、団員としてはいるけれども、活動実績がないとか、そういった方はどう

いうふうに評価していくとか、何か考えていらっしゃるのか、これからその辺は検

討していくのか、その辺聞かせてください。

総務課長（鈴木和弘君） 年額はあくまでも年額ですから、それはもう払わざるを得な

いと思います。出動は、当然出動したという活動記録をチェックして払うような形

になるかと思いますので。年額報酬はやっぱりそういうふうに、なるべくそうなら

ないような形でまた当然団とも話をしていきますけれども、一応あくまでも年額と

いうことで決まっていますから、それはもう払っていきます。

委員長（渡邊勝 君） ほかにありませんか。

（なしの声あり）
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（ ） 、 。委員長 渡邊勝 君 ないようですので 議案第２号に対する質疑は終了いたします

続きまして、議案第３号 田上町国民健康保険税条例等の一部改正について、執

行の説明をお願いします。

町民課長（田中國明君） おはようございます。

それでは、議案書49ページをお願いしたいと思います。議案第３号 田上町国民

。 、健康保険税条例等の一部改正についてであります 今回この改正に至りましたのは

国民健康保険の財政調整基金を活用した国民健康保険税率の引下げを行うための改

正でございまして、具体的には、全ての被保険者が引下げの恩恵を受けられますよ

う、医療保険分の均等割及び平等割を引き下げたいというような改正内容になって

おります。

なお、後期高齢者支援金分、それから介護保険分等につきましては、この２つに

つきましては、今後の高齢化という社会情勢を見通す中におきまして、医療費や保

険給付費等の増加が見込まれるということがありますので、今回そこら辺の部分に

ついては、据置きということで対応をさせていただいているところであります。

それでは、別紙でお配りしております議案第３号参考資料、町民課というのがお

手元に、Ａ３の縦のものがあるかと思いますが、そちらに基づきまして内容の説明

をさせていただきたいと思いますので、資料のほうをお出しいただきたいと思いま

す。それとあと、本日先ほど朝一番に委員長のほうからご報告がありました令和４

年３月17日、議案第３号予算審査特別委員会追加資料、町民課というＡ４、１枚物

も皆様のお手元に配付させていただいておりますので、その２つをお出しになって

説明のほうをお聞きいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

、 、 、まず 今回税率を引き下げるに至った経緯としましては 資料の一番上のところ

令和２年度決算状況から見ていって、令和３年度の見込みを立てますと、当初、令

和元年で税率改正をしたときの基金の推移から見ると、約5,200万円ほどの乖離が

あったということであります。それが１ページ目のＡ３資料の一番下のところに記

載されているものであります。令和元年度で乖離額として1,177万8,000円、令和２

年度では、当初、令和元年度に改正したときから見ると2,345万7,000円。それから

令和３年度で5,264万3,000円というようなことで、少し乖離が大きく出てきたとい

うことであります。これにつきましては、それぞれ矢印が下に書いてありまして、

、 。令和元年度の状況としては 歳入として保険税が想定よりも約900万円多かったと

これについては、被保険者の所得が想定よりもこのときは多かったというような状

況。それから、令和２年度におきましては、歳入として保険税が想定よりも400万
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円多かったということであります。その内訳としては、被保険者の所得による増と

いうことで200万円。それから、町のほうでも滞納整理一生懸命頑張りまして、収

入として滞繰分が200万円余計に入ってきたというような、そういう状況。それか

ら、県支出金、財政安定化繰入金が見込みよりも1,000万円多かったというような

、 。状況等がありまして ここはそれだけの乖離が生じていたということでございます

それから 令和３年度が一番大きいのでありますが 歳入として県支出金が約400万、 、

円増えている。それから、歳入として前期高齢者交付金の精算金の増加によりまし

て、国保の事業納付金のほうが約2,500万円は少なかったという部分。それから、

保健事業等について700万円増えていたというような状況がありまして、令和３年

度末では、約5,200万円ほどの乖離が生じてくるということであります。

それで、順番は逆になりますが、その上の基金残高を見ていただきたいと思いま

す。一番マックスにあったのは、平成30年の２億4,824万円でございます。そこか

ら年間約1,000万円から1,300万円ずつを使って保険税の課税方式の見直しと保険税

率の引下げを行ったのでありますが、結果的に令和３年度末では２億3,240万

4,000円という残高の見込みであります。それで、この基金残高でいいますと、実

は、被保険者数で割りますと８万8,389円ということで、県内２番目という状況で

ございます。そのようなことから、都道府県化されまして非常に国保の運営もやり

やすくなったという状況の中で、再度、３年がたって、ここでもう一度見直しをさ

せていただきたいということであります。

それで、１ページおはぐりいただきまして、２ページ目の資料を御覧いただきた

いと思います。国民健康保険税の算定方法ということでありますが、３つほど基本

がありまして、まず新潟県が示す標準保険税率を参考に算定することになっている

ということと。それから２つ目として、標準的な賦課割合として応能分、所得割で

すね、それから応益分、これは均等割、平等割を50対50にすると。これは地方税法

第703条の４第４項の規定によるものでありますが、それらのルールがある中で、

では今回どうしようかということが、令和３年度本算定時の賦課の割合からその下

のところにあります、米印が書いてありますが、国民健康保険税算定の方針という

ことであります。今後、国保のほうとしては、団塊の世代の後期高齢者医療への移

行 これ８年間で約1,300人ほど減少の見込みでございます あるいは 昨年の12月、 。 、

議会で条例改正をさせていただきましたが、子ども均等割額の減額、あるいは社会

保障制度改革などにより、国民健康保険制度も大きく変化する可能性があるという

ことで、今後８年から10年間の間で乖離額である約5,200万円を活用しながら税率
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のほうを引き下げさせていただきたいという考え方でございます。そのような考え

、 、方につきましては まずは安定的な財政運営に資する必要があるという考え方の下

そのような考え方でさせていただきたいということであります。そうしますと、賦

課の状況というところを見ていただきまして、ここで具体的にどのような改正にす

るかという部分になりますが、まず上の令和３年度（現行）というところで、均等

割２万1,900円を改正案としまして２万円に、ここは1,900円を引き下げたい。それ

から平等割２万1,500円を4,500円引下げしまして１万7,000円としたいということ

であります。そうしますと、算定保険税額ということで、一番右側のほうに行きま

すが 改正案としては 令和３年度と比較しまして822万7,800円の減の１億2,730万、 、

3,200円というふうな形になりますので、先ほど申しました5,000万円を活用しなが

らここはこの程度引下げが可能であるだろうというふうなことで試算をしておると

ころであります。それで、その下、１人当たり・１世帯当たり保険税額のところで

ありますが、まず１人当たり3,110円皆さん引き下がるというような状況。それか

ら１世帯当たりでいいますと4,951円、約5,000円引き下げられるということであり

まして、引下げ率といたしましては3.5％という状況であります。

なお、令和元年度、課税の見直しを行い、税率の引下げ等させていただきました

、 、 。が その際にお話しさせていただいていた金額としましては １人当たり2,623円

それから１世帯当たり5,816円の引下げをこの当時しております。それで、今回、

令和４年度の改正でいきますと、令和元年度と令和４年度を合わせますと１人当た

り5,733円、１世帯当たり１万767円の引下げがなされるというような状況になりま

す。

それで、１ページおはぐりいただきまして、３ページ目になりますが、それでは

それを引き下げた影響がどうかというような部分になります。基本的には、国保は

所得に応じて軽減が７割、５割、２割というふうなことでかかっておりますので、

軽減の多い人ほどその恩恵は受けにくくはなっております。ですが、まず世帯数と

して総体で1,662世帯今ありまして、軽減なしの方でいいますと620世帯ございまし

て、そこの世帯では平均7,380円引き下がるだろうと。それから、７割軽減の人に

なりますと443世帯ございまして 平均2,020円 それから ５割軽減であれば366世、 。 、

帯で3,668円。それから、２割軽減の人であれば233世帯で6,070円の引下げが可能

になるだろうというふうなことで想定をしておるところであります。それで、今後

の国民健康保険税の見込みでありますが、会計のほうの関係になりますけれども、

これにつきましては、令和３年度で収支としては789万7,000円のマイナス。これ収
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支としては、税率を引き下げておりますから、このような形になります。それで、

令和４年度から収支として、その額が大きくなってくるということで2,615万

2,000円。基金の額が恐らく令和４年度末では、１億9,835万5,000円になるだろう

という見込みになっています。それで、それをずっと見ていただきますと、令和７

年度においてもまだ基金は恐らく１億4,100万円程度は保持できるのではないかと

いうような見込みを立てております。それで、基金の残高として、では幾らあれば

いいのだということがよく議論されるところでありますけれども、担当課といたし

ましては、6,000万円から１億円の範囲の中で国保の運営ができれば、大規模な災

害がもし発生した場合でも十分減免等の対応は可能であろうというふうなことで考

えているところであります。なお、この内容につきましては、まず国民健康保険の

運営協議会のほうでこの案をお出ししまして議論していただきましたが、事務局案

に対して反対意見等はございませんでした。ただ、国保会計における適正な基金の

保有額について質疑がなされた程度でありましたが、税率改正後においても安定し

た財政運営に資することとされたところであります。

なお、２月18日には所管の社会文教常任委員会でも報告させていただきまして、

池井委員長のほうから議会初日に報告があったとおりの内容でございました。

それで、内容の条例改正の部分でありますが、それまた１ページおはぐりします

と、議案書のほうの資料ナンバー３と同じようなものの見え消しになって、同じで

すけれども、見え消しになっております。それを御覧いただきたいと思います。ま

ず、国民健康保険税条例第６条の関係であります。ここについては、国民健康保険

の被保険者に係る均等割の部分であります。そこをまず２万1,900円というものを

今回２万円にするということであります。

それから、その下、第６条の２ということで、平等割の部分であります。ここに

ついては、２万1,500円を１万7,000円に今回改正をさせていただくということであ

ります。

それから、その下に（２）ということで、特定世帯１万750円が8,500円というこ

とになっております それから ３番目 特定継続世帯というところが１万6,125円。 、 、

が１万2,750円となっておりますが、この特定世帯といいますのは、旧国保資格者

として国保加入者が１人だけとなった世帯、旦那さんが例えば後期高齢で抜けてい

って奥さんが１人残った世帯というような世帯を指しますが、それについては医療

分、支援金分の平等割を２分の１軽減するという制度がありますので、それらの世

帯を指す部分の改正がまたここで出てくるということであります。
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それから、その下、国民健康保険税の減額ということで、第13条の部分でありま

す。これについては （１）が７割軽減の部分を指しますし （２）が５割軽減。そ、 、

れから（３）が２割軽減をそれぞれ指しますので、今回それを引き下げることでこ

の額が変わってくるという内容になってございます。

それで、もう一枚はぐっていただきますと、今度Ａ４、横の１枚物のものが出て

、 、 、くるかと思いますが これにつきましては 先ほども説明させていただきましたが

先般の12月議会で未就学児に対する税率の改正を行っております。その部分につい

ては、まだ未施行の部分になっております。令和４年４月１日からそれが適用され

るものですから。それで、未施行分を今回ここでまた新たに改正する必要がありま

したので、その部分を第２条ということで改正をさせていただいているということ

であります。そうしますと、当初3,285円というものが７割軽減であれば3,000円と

いうふうな形で、さらにそこがまた僅かでも引き下がるというような状況になって

おりますので、よろしくお願いしたいと思います。

すみません。追加の資料説明するのを忘れていました。Ａ４の今日お配りした内

容でありますが、これにつきましては、２月18日の社会文教常任委員会の際に見込

み人数をどのように推計したかというふうなことであります。それで、単純に町の

ほうとしてはなかなか見込み人数を、国保というのはどうしても異動があるもので

すから、単純に後期高齢に移行する人数を差し引いて算定をさせていただいたとい

うことが１つ目の今後の国民健康保険税算定時の被保険者数見込みという部分にな

ります。

それから、併せて新潟県内における令和４年度での国民健康保険税の改定状況は

どうかという質疑もなされまして、それについて調査させていただきました。県内

30市町村ありまして、30市町村それぞれお出ししたかったのですが、それぞれの市

町村、今ちょうど町と同じように予算審議等していて、まだ方針が明確になってい

、 、ないということで あまり表に出されては困るというふうなこともありましたので

数だけの報告ということでお願いしたいと思いますが、令和４年度で引上げという

部分については４市町村ございました。それから、据置きが21市町村、引下げが４

市町村ということで、１市町村がまだ検討中というようなことであります。それか

ら、下の米印のところにありますが、市町村によっては、長岡市、津南町につきま

しては、毎年保険税等を上げたり下げたりという改定を行っているというような状

況であるということでありますので、よろしくお願いします。

私のほうの説明は以上です。
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委員長（渡邊勝 君） 説明が終わりました。

ただいま説明のありました案件について質疑に入ります。ご質疑のある方、ご発

言願います。

６番（中野和美君） 緻密な国保税の計算をありがとうございました。田上町は引下げ

ということになりまして、本当によかったと思っているのですけれども、追加資料

の中で引上げされた４市町村、この引上げの理由など、今後ももしかして田上町に

影響もあるかもしれないので、理由など分かりましたら教えていただきたい。

町民課長（田中國明君） 恐らく税率が低過ぎるということで、そこの部分を引き上げ

るということだと思います。ただ、先ほど言いましたように、長岡市とかそれぞれ

市町村の状況に応じて毎年上げたり下げたりというようなことをやっているという

ところもありますが、なかなか田上町レベルですと毎年その事務も非常に大変にな

、 、 、ってきますので できれば田上町としては 安定した財政運営に努めていくために

一回税率改正すれば数年間はそのままの流れでいけるような形で対応していきたい

という考え方でございますので、よろしくお願いします。

委員長（渡邊勝 君） ほかにありませんか。

（なしの声あり）

（ ） 、 。委員長 渡邊勝 君 ないようですので 議案第３号に対する質疑は終了いたします

ここで暫時休憩いたします。

午前１０時１０分 休 憩

午前１０時２４分 再 開

委員長（渡邊勝 君） 休憩前に続き会議を開きます。

議案第４号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正について、執行より説明お願いします。

（ ） 、 。町民課長 田中國明君 それでは 議案書51ページをお開きいただきたいと思います

議案第４号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正についてであります。これにつきましては、町におきましても、大変申し訳あ

りませんが、遅ればせながら令和４年度において人権教育・啓発推進計画の策定に

着手しまして、その策定委員会の委員の報酬及び費用弁償を追加する必要があるた

めに今回改正をお願いするものであります。

先に改正するところを説明させていただきたいと思います。資料ナンバー７を御

覧いただきたいと思います。今回、条例中の別表第１、ここが報酬を定める部分に



- 23 -

なりますが、子ども・子育て会議委員、日額5,000円の次に人権教育・啓発推進計

画策定委員会委員、5,000円を１項目追加をさせていただきたい。それから、別表

第２、ここは費用弁償の関係になりますが、ここにつきましても同じく子ども・子

育て会議委員の次に人権教育・啓発推進計画策定委員会委員というものを追加をさ

せていただきたいということであります。

それで、この人権教育・啓発推進計画の関係になりますが、別冊でＡ４の資料を

皆様のお手元に議案第４号の参考資料ということでおつけしてあるかと思います

が、それを御覧いただきたいと思います。まず、人権等に関する部分でありますけ

れども、計画策定に当たっては、そこに記載のような考え方を持って対応していき

たいということであります。

それから、その下、国のこれまでの取り組みということで、実は国におきまして

は平成12年、今から22年ほど前になりますか、その当時から人権教育及び人権啓発

の推進に関する法律というものが制定され、これに基づいて平成14年には、その基

本計画が国のほうで策定をされていたということであります。

それで （２）ということで、では県内はどうなのだというふうな部分でありま、

すが、平成16年に新潟県人権教育・啓発推進基本計画が策定され、平成30年に見直

しをされていたということであります。平成30年に新潟県の総合計画である、にい

がた未来創造プランというものが策定をされておりまして、その中において、誰も

が個人として尊重され、共に暮らせる社会の実現を目指し、人権啓発を推進するこ

とが明記されております。あわせて、令和６年までに県内30市町村全てにおいて、

人権教育・啓発推進計画の策定を完了させるという指標も盛り込まれているという

ことであります。そういう中におきまして、田上町としてはまだその計画がないと

いうような状況でありまして、実は人権団体等からもかなり強い要請もいただいて

いるところであります。それが今現状でありまして、県内で策定していない市町村

がもう４市町村ほどあるのですけれども、田上町もその計画を令和４年度において

至急策定をしていきたいということであります。町の取り組みについては、そのよ

うなことで今ほど説明した内容のものが記載されております。

それで、３ページ目になりますが、田上町人権教育・啓発推進計画策定委員会設

置要綱というところの裏面を見ていただきますと……すみません。その前に委員の

構成ですが、第３条の組織というところに、まず１つ目として識見を有する者とい

うことでありますし、それから教育関係者、これは学校の先生とかを想定をしてお

ります。それから、識見を有する者については、人権団体のほうから委員を選定し
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ていただいて、お出しいただく。それから、たまたま新潟中央短期大学にそういう

人権問題を若干研究されている先生もいらっしゃいますので、その方々をお願いし

。 、 、ようかなというふうなことで考えています あと 関係する各種団体でありますが

田上町、人権擁護委員が３名いらっしゃいますので、その方々から委員として入っ

ていただこうかなと。あとは、民生委員、それから社協の会長あたりを想定してい

るところであります。それから、その他町長が必要と認める者ということで、町の

教育長からなっていただいたらどうかなというふうなことで今考えているところで

あります。

それで、今回改正する条例の主となるところでありますが、裏面の４ページを見

ていただきますと、報酬及び費用弁償ということで、第７条の関係になります。委

員会の委員に対して、報酬及び旅費を支給することができるということで、前項の

報酬及び旅費については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例を適用するものとするということでありますので、今回ここに新たにこの委

員の追加をさせていただいたというものであります。

それで、最後、策定スケジュールですけれども、令和４年度、１年で完結してつ

くっていきたいというようなことで考えております。年６回ほど策定の委員会を開

催しまして、アンケート調査から策定業務までというような形で考えております。

今のところ目標としていますのは２月の中旬になりますか。社会文教常任委員会の

所管事務調査等開催されるときまでに策定を完了させ、そこでご報告申し上げたい

なというふうなことで考えているところでありますので、よろしくお願いいたしま

す。

私の説明は以上です。

委員長（渡邊勝 君） 説明が終わりました。

ただいま説明のありました案件について質疑に入ります。ご質疑のある方、ご発

言願います。

13番（髙橋秀昌君） 人権について研究するというか、検討するということで、構成メ

ンバーの中に人権団体ということがありましたが、田上町に人権団体なるものがあ

るのかどうか伺っておきます。

町民課長（田中國明君） 田上町の中にございません。ですので、県の人権・同和セン

ターのほうにお願いをしまして、委員を配置していただこうかなというふうなこと

で考えています。

13番（髙橋秀昌君） これ気をつける必要があるのは、人権の名の下にかつて暴力を行
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ったりなんかした、大問題になった部落解放同盟というのがあるのです。関西のほ

うで大暴れした。私が20代の頃です。もうとにかくつるし上げをやる。行政もそう

いう団体に引っ張られて、いわゆる部落という、関西のほう部落というの昔は多い

のですが、部落の側のほうの保育所はものすごく立派なものが造られた。そうでな

いところは旧態依然とした非常に貧弱な保育所になっていると。そういうのを私は

もうまざまざと記憶しているのです。関西のほうではそういうことがだんだんでき

なくなって、それが北陸や東北のほうにどんどん来ているということを私は何らか

の機会に読むことができたのです。ですから、私は、そういったいわゆる部落解放

同盟という、そういうところではなくて、本当に日本国憲法を遵守し、誰もが平等

、 。で人々の人権が活かされる そういうことを主体とした構成メンバーにすべきだと

そういうことをやっぱり大事にすべきだと思います。部落解放同盟なるものは一切

受け付けないというぐらいの決意でやっていただきたいということを強く求めてお

きたいと思いますが、いかがでしょうか。

町民課長（田中國明君） そういう団体からも田上町に人権の計画がないというような

部分についてはかなり言われております。そういう部分も配慮しながら取り組んで

。 、 、いきたいと思います ただ そこを全くもって排除できるかという部分については

少し難しい部分があるのかなというふうなことで今考えています。

13番（髙橋秀昌君） 構成メンバーは、田上町の人々で構成すればいいのです。教育委

員会であろうが、それからそういうことに携わっている田上町の住民、そういう人

たちで構成をすれば、変な団体が入らなくて、本当に日本国憲法の民主主義の視点

で暮らしがどうだ、個人の自由がちゃんと守られているか、そういうことになるわ

けでしょう。だから、そんな圧力に屈する必要ない。田上町は田上町の条例の下で

やるのだと。これははねつければいいです。これは、国会では同和行政やっていな

いのです、もうとっくに。ところが、地方に入ってきてそういうのを何度も何度も

要求して、予算つくるまでやるという。私は、そういうやり方に田上町は染まらな

いほうがいい。それは、条例を盾にして対象者を田上町の住民でちゃんとやってい

ますからと。これで入れないのですから。県にお願いをしたら、かなり同和行政の

関係が何か来るわけでしょう。田上町というのは実は、私、子どものときは部落と

いうのは当たり前に存在し、どこどこの部落が差別されたという歴史ないのです。

。 、 。 、そうでしょう 新潟県では かつて三面川上流に云々という話はありますよ でも

少なくても田上町にはないのだ。ないのに、わざわざそういう団体を持ってくる必

要ない。ここのところはやっぱり大事にすべきだということを強く求めておきたい
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と思いますが、今すぐそうですと言われない立場であることは承知の上で、時々点

検をしていきたいと思いますので、ぜひそこは負けないで頑張ってもらいたい。

町民課長（田中國明君） 髙橋委員の言われるのは、私もそのとおりなのかなと。部落

解放同盟とか人権団体以外の部分でも、総体的なジェンダーであるとか、様々なそ

ういったようなこともこの中にうたっていくというようなことでありますので、今

すぐ今髙橋委員が言われたことに対して私のほうで分かりましたというのは正直申

し上げられないというところで、大変申し訳ありませんが、努力はしていきたいと

いうふうに考えております。

13番（髙橋秀昌君） 率直な返答でした。そうなのです。様々な形であれやこれやと言

ってくるのです。だからこそしっかりと、我が町の条例は日本国憲法に基づいてジ

ェンダー平等、そういうものを全面的にやるのですという立場に立つべきだという

ことを主張だけしておきますので、ぜひ町長、副町長も、同和行政に対する歴史、

それからその中に起こった暴力の実態、そういうものをつかんだ上で、田上町には

そんな差別部落はないのだということで、きちっとした態度で行政を進めてほしい

ということを求めておきたいと思います。

以上です。

委員長（渡邊勝 君） ほかにありませんか。

（なしの声あり）

（ ） 、 。委員長 渡邊勝 君 ないようですので 議案第４号に対する質疑は終了いたします

続きまして、議案第21号 令和４年度田上町一般会計予算議定について、一般会

計予算の全体について、執行より説明お願いします。

（ ） 、 、総務課長 鈴木和弘君 それでは 一般会計予算の全体ということでございますので

皆様方に令和４年度一般会計予算参考資料ということで事前にお配りをさせていた

だいております。それから、追加資料ということで、今回ちょっと薄いですが、そ

れも予算書に入る前に若干説明をさせていただきたいと思いますので、お手元のほ

うにお出しいただければと思います。

それでは、令和４年度一般会計予算の参考資料でございます。令和４年度当初予

算のあらましでございます。こちらに予算編成の背景ということで書かれていると

ころでございます。国の状況ということで、国につきましては、令和４年度の予算

の基本的な考え方といたしましては、新型コロナウイルス感染症の対応に万全を期

すという中で、経済財政運営と改革の基本方針2021におきまして、令和４年度の国

の予算編成、それに基づいて新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえながら、令
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和３年度の補正予算と令和４年度の当初予算を一体とした、16か月予算という考え

方で予算を編成をしてきたという状況でございます。それらの考え方に基づきまし

、 、 、て 地方財政のほうの措置といたしましては 社会保障関係あるいは行政サービス

それから地域社会のデジタル化とか脱炭素、そういったいろいろな重要課題に取り

組めるように、普通交付税等の一般財源総額については、令和３年度の地方財政計

画の水準を上回る額を確保するという中で、地方財政対策がなされたところでござ

います このような方針に基づきまして 令和４年度の地方財政規模は90兆5,918億。 、

円と対前年度で0.9％の増、地方交付税につきましては、18兆538億円と対前年度比

では3.5％の増額という形での措置がされたところでございます。

一方、町の財政状況はどうかということでございますが、決算等でもお話をして

いるとおり、財政の指標上は非常に健全性は維持しております。しかし、今後ごみ

、 、 、の焼却場の問題とか それから歳入面におきましては 新型コロナの感染の景気等

今後の町税の減収、そういった部分、非常に危惧する材料もございます。あとは、

今般の一般質問でもいろいろ議論もされましたウクライナの関係で、それが始まる

前もかなり原油高ということで、町の財政のほうでも非常に経常的な経費の増額が

今後見込まれる中、さらにそういう部分が長期化することによって、いろいろな様

々な財政のほうに影響が来る状況ではないかという部分でも危惧しているところが

ある内容でございます。

めくっていただきまして、そういうことを踏まえまして、町としての予算編成方

針、令和４年度におきましては、総合計画、総合戦略、新たにスタートをするとい

、 、 。う中で それらに基づいた中で 方針に基づき予算の編成を実施してまいりました

そういたしますと、本年度の予算でございます。令和４年度の一般会計の予算総額

を48億4,000万円とさせていただいております。令和３年度と比較をいたしますと

４億8,400万円ということで、非常に大きな伸びになっております。その主な要因

といたしましては、先ほど申し上げました第６次総合計画、それから人口減少に特

化した総合戦略、それらに掲げた新たな事業、事業内容の拡充、それから新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業、これにつきましては、国の補正に

伴いまして一部は令和３年度で実施をいたしますが、大半の部分は令和４年度の予

算のほうに盛り込みをさせていただいたところでございます。それから、新型コロ

ナウイルスワクチン、これの接種事業、それから加茂市・田上町消防衛生保育組合

負担金、焼却場、それから消防の関係でも増額をしておりますが、それらの負担金

が増となっているという状況でございます。
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歳入におきましては、予算総額の22％を占める町税を10億6,659万6,000円と見込

んでおります。令和３年度と比較をいたしますと、3,114万7,000円の増でございま

す。主な内容でございますが、令和３年度に固定資産税の償却資産、事業用家屋、

これにつきまして新型コロナウイルス感染症対応ということで、減額をした部分が

終了したことに伴いまして増額になっているという状況でございます。それから、

予算総額の38.6％を占める交付税につきましては18億6,500万円ということで、令

和３年度と比較をいたしますと、１億1,000万円の増額ということで見込んでござ

います。国庫支出金におきましては、全体予算のところで説明をさせていただきま

した新型コロナウイルスのワクチンの接種の関係の経費、新型コロナウイルス感染

症地方創生臨時交付金の経費、それらを計上しているところでございます。それか

ら、臨時財政対策債については6,500万円ということで、令和３年度と比較をいた

しますと6,200万円の減額としております。国の地方財政計画上につきましては、

地方税が令和４年度は非常に好調になるだろうという見込みの中で、令和３年度は

地方財政の財源不足が非常に多くなるだろうという中で、この臨財債をかなり大き

、 、く増額をして発行した経過がございますが 国の見込みによりますと令和４年度は

町はどうかは別ですけれども、地方全体で考えると地方税はかなり回復をして増額

になるという見込みということで、地方の財源不足額が相当不足するだろうという

中で、臨財債を大幅に国が減額をしております。そういった中で、町といたしまし

ても、今回、令和３年度と比較すると大きく減額をしているという状況でございま

す。

一方、歳出でございますが、新規としては総合計画、総合戦略に関係する企業支

援、それから新型コロナ地方創生臨時交付金、プレミアム商品券、それから暮らし

のリフォーム、マイホームの取得といった部分、それから単独ではありますが、プ

レミアム付き商品券を別に予算づけしているといった内容でございます。

それから、３ページ目でございますが、予算規模ということで、一般会計、今ほ

ど申し上げました48億4,000万円ということで、それらを歳入歳出ということで円

グラフで表示をさせていただいて、町民１人当たりの予算ということで、こちらに

計上させていただいたところでございます。昨年まではこちらのところに特別会計

の予算も計上させていただいておりましたが、それぞれ特別会計の予算参考資料を

作成しておりますので、今回はその部分を見直しをさせていただいて、あくまでも

一般会計のみの予算ということで、資料のほうを作成させていただいているところ

でございます。
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めくっていただきまして、４ページから６ページでございますが、令和４年度の

当初予算の重点施策ということでございます。こちらにつきましては、第６次総合

計画に掲げる６つの分野別目標、それに加え、新型コロナウイルス感染症対策を継

続するということで、それらを含めまして、令和４年の重点施策という形でこちら

のほうに表記をさせていただいているところでございます。それぞれの総合計画の

分野別に合わせた中でのそれぞれの事業を新規、それから拡充という形で、それに

関係する予算をそちらのほうに表示をさせていただいております。一般会計のみな

らず、４ページの一番下、先ほど国民健康保険税の税率の引下げという部分の項目

もこちらに載せてございます。５ページに移りますと、同じく高齢者が活躍できる

環境づくりのところにも、介護保険特別会計の新規事業も載せてございまして、こ

ちらにつきましては、町全体での取り組める事業を重点的にということで載せさせ

ていただいております。この部分、これから歳出のほうでそれぞれ説明があろうか

と思いますが、この部分を一緒に御覧になっていただければなということで、細か

な部分の説明は省略をさせていただきます。

それから、７ページ、一般会計当初予算のあらましということで、例年の歳入予

算の自主財源、依存財源、それから一般財源と特定財源ということで、それぞれの

割合を表記している内容でございます。めくっていただいて、それは表としてそち

らに載せてございますけれども、これらについては、そのときそのときの事業の内

容、交付税の金額等によって変動いたしますものですので、参考に見ていただけれ

ばなというふうに思います。

それから、９ページでございますが、それぞれの歳入の項目について説明がされ

ております。後ほど予算書のほうでも説明があろうかと思いますが、主な部分だけ

をかいつまんで説明をさせていただきます。先ほどの説明とちょっと重複するかも

しれませんけれども、まず９ページの町税でございますが、先ほど申し上げました

とおり、令和３年度と比較をいたしますと3,114万7,000円、3.0％の増額でござい

ます。先ほど固定資産税の説明をさせていただきましたが、それ以外には、たばこ

税の関係、こちらについては道の駅等での売上げ本数、これらにつきましては３月

。 、補正でも増額をさせていただいているところでございます 入湯税につきましては

同じく３月補正でも減額をさせていただきましたけれども、入り込み客数の減少と

いうことで減収を見込んでいるところでございます。そこの下の①、②でございま

す。これは、それぞれ町民税、それから入湯税、環境譲与税ですが、それぞれの使

途を明記するようにということでございますので、例年のようにこちらのほうで表
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記をさせていただいているという内容でございます。

めくっていただきまして、10ページでございますが、基本的には地方財政計画を

ベースにして交付見込額を算出しているところでございます （５）番の地方特例。

交付金につきましては、こちらは令和３年度と比較をいたしますと2,580万円、

83.8％の減額という形になってございますが、先ほどの町税の固定資産税の減収分

を令和３年度で補填をしております。固定資産税が令和４年度にその措置が終わる

ということでございますので、こちらは大きく減額しているといった部分が主な内

容でございます。

６ の地方交付税でございますが 令和３年度と比較をいたしますと１億1,000万（ ） 、

円、6.3％の増額という形になっております。積算に当たっては、地方財政計画、

そういうものをベースにして、基準財政収入額、需要額を算定して積算を行ってお

ります。令和３年度は、かなり国が税収等も非常に好調だということで、非常に多

くの金額が町にも交付をされておりますが、それらを令和３年度の数値をまたベー

スにした中で算出をしているという状況でございます。

それから、11ページでございますが、国庫支出金、県支出金につきましては、国

庫支出金につきましては、令和３年度と比較をいたしますと１億5,927万7,000円、

53％の増でございます。こちらは、新型コロナウイルスのワクチン、それから新型

コロナウイルスの感染症地方創生臨時交付金の関係での増額でございます。県支出

金につきましては、令和３年度と比較をいたしますと701万8,000円、2.5％の増額

でございます。主な内容は、令和４年度に参議院、新潟県知事選挙、一部新潟県議

、 。会選挙もありますが そちらが増になっているという部分が主な内容でございます

それから 繰入金でございますが 令和３年度と比較をいたしますと１億8,614万、 、

8,000円、119.1％の増額ということで、財政調整基金の繰入れを増額をし、減債基

金につきましては新たに取崩しをし、繰入れをしている部分の内容でございます。

それから 11番の町債でございますが 令和３年度と比較をいたしますと1,690万、 、

円、8.2％の減額でございます。一番は臨時財政対策債を大きく減額しているとい

った部分が大きな内容でございます。町債の現在高につきましては、令和２年度末

では46億3,570万8,000円、令和３年度末では44億7,081万8,000円、令和２年度末で

は42億7,752万9,000円と見込んでございます。こちらの内容につきましては、18ペ

ージを御覧いただきたいと思います。18ページの町債残高と公債費の状況というこ

とで、こちらのほう資料をつけさせていただいております。あくまでも平成26年か

ら令和２年度までについては決算でございます。令和３年度につきましては決算見
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込み、令和４年度は当初予算ベースでの数字でございますので、よろしくお願いい

たします。特に普通債、それからその他ということで区分けをさせていただいてお

りますが、総務につきましては、特に道の駅関連、交流会館、地域学習センターの

関係の起債の借入れをしたものでございます。それから、次に大きい部分、土木債

は道路整備の絡みになりますし、教育債ということで、これは学校の空調、あるい

はＧＩＧＡスクールの部分での一部借入れをした部分でございます。それから、そ

の他で一番大きい部分が （４）にあります臨時財政対策債が21億2,520万6,000円、

という状況になってございます。こういう状況を踏まえて、先ほど申し上げた町債

の残高になっているという状況でございます。

それでは、12ページ、13ページですが、これは歳入目的別の増減でございますの

で、後ほど歳入予算書でも説明いたしますが、主な部分は私が説明した部分、13ペ

ージにそれぞれの款ごとでの増減も載せてございますので、後ほど歳入の予算を説

明する際にこちらも参考に見ていただければと思います。

続きまして、14ページ、15ページでございます。歳出予算の内容でございます。

目的別に見た歳出予算ということで、特に大きな部分でございますが、総務費につ

いては令和３年度と比較をいたしますと5,959万8,000円、12.7％の増額でございま

すが、主な要因は各種システム改修あるいは電算機器の更新、それから町ホームペ

ージをリニューアルする。それから選挙関係の経費、そういった部分が増えている

のが主な要因でございます。

衛生費につきましては、令和３年度と比較をいたしますと１億8,981万2,000円、

、 、 。44.3％の増額ということで 主な要因は 加茂・田上町消防衛生保育組合の負担金

それから新型コロナワクチン、地方創生臨時交付金の経費を計上している部分が主

な要因でございます。

商工費につきましては、令和３年度と比較をすると2,927万7,000円、9.9％の増

額でございますが、こちらにつきましては、総合戦略等の事業等に伴う部分。それ

から、地域資源活用事業業務委託料ということで、東京藝大に関係する経費になり

ます。

それから、土木費につきましては、令和３年度と比較をいたしますと9,581万

5,000円ということで、こちらについても工事の関係。それから、総合戦略の関係

等の経費でございます。

消防費につきましては、令和３年度と比較いたしますと4,639万3,000円、20.6％

の増額でございます。こちらにつきましても、加茂市・田上町消防衛生保育組合の
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負担金、消防費の関係ですが、それらの経費、それから先ほど説明させていただき

ました消防団員の報酬改定。それから消防ポンプ車、車庫の建て替え工事費等でご

ざいます。

それから、公債費でございますが、令和３年度と比較をいたしますと3,871万

2,000円、10.1％の増額ということで、元金が令和３年度と比較をいたしますと

4,525万5,000円ということで、かなり増えているといった内容でございます。

16ページ、17ページは、今ほどの歳出の内容を表、それからそれぞれの増減理由

をまとめさせていただいたものでございます。これらも先ほど同様、歳出予算のと

きに併せて御覧になっていただければと思います。

それから、最後、資料の19ページになります。基金の推移でございます。令和４

年２月21日作成ということで、令和３年度、令和４年度は見込額ということで捉え

ていただければと思います。財政調整基金につきましては、令和３年度の地方交付

税 非常に多く来たという部分がございます そういった中で ４億8,974万3,000円、 。 、

の積立てをいたしまして、令和３年度末では13億2,140万9,000円。令和４年度にお

きましては、予算で３億2,800万円の取崩しを予定しておりますので、令和４年度

末現在高としては、９億9,342万9,000円という見込みでございます。下の減債基金

につきましても、令和４年度当初予算で1,000万円の取崩しを予定をしておりまし

て、令和４年度末現在高は、５億3,996万5,000円という形になる予定になっており

ます。特にこの基金２つについて説明をさせていただきました。

あわせまして、当初予算参考資料ということでお配りしているのですが、これ歳

出に関係している部分ですが、先に説明をさせていただければと思います。めくっ

ていただきますと、高圧電力の契約施設電気料一覧ということで、町全体で契約し

。 、ている部分の電気料の資料を載せてございます 令和４年度の当初予算の計上額は

一般会計、特別会計を入れますと7,457万2,000円ということで、令和３年度と比較

をいたしますと、1,360万4,000円の増額という形になっております。この電力の関

係なのですが、需要電力の部分から町でも平成30年度から入札を実施をしておりま

す。毎年実施をしておりまして、令和２年度、令和３年度は東北電力と契約をして

いるところでございます。引き続き当初入札ということでございまして予定をして

いたのですが、先ほど来言っている原油の関係ですか、石炭とか天然ガス、それら

が非常に高騰しているということで、東北電力のほうから今までのような形での金

額での契約はできないというふうな申入れがありました。あわせまして、いつも入

札をお願いしているような業者のところにも話をしたら、とても金額ははじけない
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という中で、実際にも県内の町村でも入札をしてもほとんど辞退をするような状況

が続いている中で、町としては東北電力から提案を受けた内容で、今回随意契約を

させていただこうという判断をいたしました。それで、影響する部分が1,364万

4,000円ですということでございますので、今後歳出で説明をしていく際にそれぞ

れ電気料が増額になっている理由はそういう内容でございます。

それから、併せて、令和４年度に防災訓練予定しておりますが、その資料をそこ

につけてございますけれども、これにつきましては、９款の予算の説明をさせてい

ただくときに、ここをまた細かく説明をさせていただければなと思っております。

一般会計全体の予算ということで説明のほうをさせていただきました。

以上でございます。

委員長（渡邊勝 君） 説明が終わりました。

ただいま説明のありました案件について質疑に入ります。ご質疑のある方、ご発

言願います。

１番（小野澤健一君） 去年もお聞きをしたかなというふうに思うのですけれども、一

般会計予算参考資料の２ページ目の予算編成方針のところの２番目ですけれども、

行財政の効率化の推進と こう書いてあります 去年は 保健福祉課でしたか 20万、 。 、 、

円だか30万円何かやりました、こういう何か記憶が私あるのですけれども、これ毎

年同じ文言がずっと上がってきて、一つの理念みたいになっているのだろうと思う

のですけれども、今年は何か具体的に見直しを行った、そういったものがあるかど

うか、これお聞かせをいただきたいなというふうに思います。

（ ） 。総務課長 鈴木和弘君 確かにおっしゃるとおり毎年こういう部分を実施しています

新たな事業をする場合については、当然既存の事業を見直ししてやってくれという

ことでの指示でございますので。ちなみに、令和４年度については、これに該当す

る内容はございませんでした。

１番（小野澤健一君） やはり今後、さっき説明ありましたように町の財政が厳しさを

増していくと。こういう認識の下では、既存のいろんな施策、こういったものの統

廃合は進めていく必要があるだろうというふうに思いますので、これについては今

後もっと真剣にやっていっていただきたいというふうに思いますが、いかがでござ

いますか。

総務課長（鈴木和弘君） 確かにおっしゃるとおりです。これ以外の事業の見直し以外

でも、経費的な部分では、当然見直しのできる部分はそれぞれ各課にお願いして見

直しをしております。事業については、残念ながらコロナの関係でなかなかできな
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いという部分もありました。そういった部分、もうちょっとコロナが落ち着けば今

度、事業的にどこまで本当に見直しができるかという部分ができるかと思いますの

で、このスタンスは基本的には変えないでやっていく基本でありますので、お願い

いたします。

12番（関根一義君） 関連して質問します。

毎年同じのが載せられているけれども、実際効果が上がっていませんね。昨年度

の話、小野澤委員からも出されましたけれども、昨年なんかも、ややもすると真面

目に取り組んだ保健福祉課がバッシングされたのです。ばかみたいに真面目やるか

らや、こういう話があった。だから、そういうことではないだろうというふうに思

っています。事業の検証、それから効果の検証、それから事業見直しというのは、

要するに予算編成するとき、これは当然やるべき課題なのだというふうな一般論で

言っているわけではないと思うのです。町の財政展望を踏まえた上で、これからは

この事業見直しというのは大きな政策課題なのだという位置づけだと思っているの

だけれども、そういう位置づけはしていないのですか。

総務課長（鈴木和弘君） 毎年予算編成する際には、そういう部分のことは予算編成方

針に出しますから、当然それは一つの財政的としては提案をしています。各課には

依頼しています。それで、各課の中で研究してきて上がってきた部分を、総務課で

予算編成を査定をしていくわけですから。ただ、確かに町の予算は昔からかなり細

かく見ている部分は正直言うとあります。経常的な部分。ですから、事業的な部分

で細かな部分です。ここを新たにする、回数をもうちょっとどうとかとか、そうい

う部分の精査はありますけれども、去年みたいに保健福祉課の部分の提案は、町長

のほうからどうだかという部分で逆に投げかけた部分での結果だということになり

ますので、今の段階ではなかなか、財政のほうでこういう部分の問題提起はあるの

ではないかという部分は各課には投げておりますけれども、まだそれを検討すると

ころまで課に行っていないというのが正直言うとあります。

12番（関根一義君） 事業効果を検証しましたよね。結果的には事業見直しというとこ

ろまでは至らないという、そういう結果だったということについてはお聞きしまし

たけれども、どのような事業の効果を検証したのかというのは、これは示されます

か。何を検証したのかと。今示されますか。

総務課長（鈴木和弘君） ありません。

12番（関根一義君） 総務課長、ありませんと言われても私も困るわけ。毎年予算編成

方針に書かれているわけでしょう。特に予算編成方針の第１は総合戦略を重視して
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いますよ、総合戦略もそこに加味して重視していきますよというのを１項目に上げ

て、一方で効率的な業務体制をつくるということも予算編成方針の一つに上げてあ

るのです。これは毎年だ。これ今年が初めて上がったわけではないです。毎年上が

っているのだ。それが検証はどういう検証をやられたのか、何をやられたのかも総

、 、務課長が把握していないというのは いかがなものかということなのですけれども

示されないですか。では、していないということね。何ら課題にも挙げていません

というようなことなわけなのですか。

総務課長（鈴木和弘君） さっきないと言いました。あると言うと語弊があるな。財政

的には、一応はこういう問題を各課に投げたいというので、町長には確認をしなが

ら指示は出しています。なので、どこまで出せるかというとちょっと難しいかもし

れないのですけれども、財政的にはいろいろな部分を見直しをしてくれという部分

は、町長のほうに確認を取って、各課に対して正直やっています。それを踏まえた

のが、令和３年度の保健福祉課の結果になっているです。すみません、さっきあり

ませんとは言ったのですけれども、財政的には、どちらかというと今後の財政を見

ていった中で、こういう問題を今後検討してくださいという問題提起をした中で、

それは令和４年度、その当初予算ですぐ反映できるもの、それができないものかも

含めた中で各課には投げました。その結果を踏まえて、今年は特にはなかったとい

うことですので、すみません、さっきのは訂正させていただきます。

12番（関根一義君） 何かこだわっているようだけれども、こだわっているのです。こ

の方針は、町の財政展望を踏まえた上では、一つの大きな柱になっているのだとい

うふうに位置づけているのか、位置づけていないのかというのを私は今私の発言の

中で逆に検証しているのです。要するにそういうふうになっていないなと。一般論

でこの程度のやつを書いておけというふうにしかなっていないなというふうに思う

から、しつこく言っているのです。では、質疑を変えます。今、総務課長が答えら

れたような取り組みをしてきているのであれば、何を各課に投げたのか。こういう

ことを検証してみたらどうなのだと、これは町長と財政担当との議論の中で、方向

、 。性として投げている案件だよということは 何が示されたのか例は出せるのですか

私たちにこういうことを投げて、検証課題としてこういう事業を上げましたという

ことは明らかにできるのですか。

総務課長（鈴木和弘君） 出せないことはないですが、本当財政的にもうかなりしてい

る部分も正直言うとあったりしますので……

（財政担当の声あり）



- 36 -

総務課長（鈴木和弘君） 財政担当としてそういう部分はあるので、出せないことはな

いです。

12番（関根一義君） 総務課長、最後にします。回答するようならしてください。

総務課長（鈴木和弘君） もしかして全部は出せないかもしれないですけれども、例え

ば本当に先ほど言ったように昨年は保健福祉課で見直ししたのはあります。町長に

財政的にこういう提案をしてくれという部分での見直しをしたものもあります。本

当に細かな部分があって、そこまでという部分が出せるかという部分は、正直言う

と、そういうところまで財政のほうが踏み込んでいる部分があるものですから、そ

ういう部分でさっき言った出せないことはないみたいな話はありますけれども、全

、 。部は出せないかもしれませんけれども そういう部分で考えたというのはあります

12番（関根一義君） 考えた部分を聞かせてください。効率的な業務体制をつくるため

に、何が課題になっているのかということを私たちも知りたいのです。私も知りた

いのです。事業見直しは何が俎上に上がっているのかというのを私も知りたいので

す。そのことはぜひ討論をしていきたい将来的には。これは、フリーハンドの団体

に任せているわけではないのです。やらないこともやることもフリーハンドで任せ

、 、られているのだから そんなものは明らかにできないのだということではないから

よく分かる。ただ、財政担当として踏み込まれてくると、全部出せるかというと、

それはなかなか出したくないものもありますというのはよく分かります。だから、

出したくないのは幾つありますぐらいのこと聞かせてくださいよ。いや、それは分

かります。だから、財政担当としてこれは検討しなさいということを言うというこ

とは、財政運用上はばかるなというのがあるというのは分かりますから、そこまで

出せとは言っていません。これからの将来の町の財政を考えたときに、こういうこ

とを検証課題として捉えているのだということがあれば、聞かせてみてください。

それぐらいできるでしょう。お願いします。

総務課長（鈴木和弘君） 出すということですので、今すぐと言われると、９款は22日

でしたっけ。

（いや、これはいいですよ。十分時間取っていいですよの

声あり）

総務課長（鈴木和弘君） 出す方向で考えています。

12番（関根一義君） それで、基金のところで、私が前からこだわってきた基金の取崩

し活用についての一歩前進した考え方が示されました。減債基金1,000万円を一般

会計に充当しますということが示されました。私は一歩前進したかなというふうに
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思っているのですが、私は減債基金の活用について議論していたとき、こういう反

論を受けました。減債基金の趣旨は、委員が言っているような考え方に基づいて、

それを活用するなんていうことではないのですと。減債基金の趣旨は、というふう

に反論されまして、だから条例をよく見てくださいと。条例で減債基金の活用の考

え方については、きちっと示されていますということだったと思うのです。それか

ら照らし合わせると、今回の1,000万円なんていうのは、何かとにかく言われたか

らしようがないな、1,000万円程度取り崩せやという程度のことなのかなというふ

うに思ってしまうから、そうでない考え方について示してください。

もう一つは、それに関連して、減債基金５億何千万円ありますよね。これの将来

的な活用の仕方について、こんなことを構想で持っているのですよということをお

持ちなら示してください。なければ、やはりそういうことを示しながら取り崩すと

いうのが筋だと思うのですけれども、総務課長、見解を聞かせてください。

総務課長（鈴木和弘君） 基本的には、関根委員がおっしゃったように減債基金は債務

を減らすという部分ですから、例えば繰上償還するとか、通常の償還に充てていく

というのが本来の目的だと思います。正直言うと、なかなか繰上償還ってできない

です。相手がいるものですから、よほどでなければ。利率の見直しとかというのは

ありましたけれども、繰上償還はよほどでないと難しいです。よほど財政が厳しく

なければ。そういった中で今ここまで基金が増えてきたという部分、これについて

。 、 、はさっき何か少ないのではないかという話もありました 基本的には これは今後

令和３年度が一番公債費が少ない、これから上がりますよという話をしたと思いま

す。これから同じぐらいのベースで、来年も少し上がって5,000万円ぐらい、かな

りの金額でずっと推移していきます。そういう部分でも当然そこにこの基金を活用

しながら今度充当して、公債費償還に充てていこうというふうには考えています。

、 、今までは どちらかというとあまり使わないで来たという部分が正直ありますから

それは今後当然、公債費は増えるわけですから、そういう部分には充当していきた

いと思います。以上でいいですか。

（何事か声あり）

総務課長（鈴木和弘君） 1,000万円は、これ道の駅に関係する部分も償還が始まりま

すので、それを一応充て込んで取崩しをしています。

12番（関根一義君） 道の駅に使うというのは、過日だったかな、この前の説明の段階

で聞きましたから承知していますけれども、ぜひこれからの将来を考えて、減債基

金の取扱い、考え方、活用、きちっと考え方をお持ちになったほうがいいというふ
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うに私は思っています。例えばの話、これまた条例の趣旨に反するなんていう、外

れるなんていうことを言われるかも分からぬけれども、近々来るわけです。昨日の

議論ありましたけれども、教育長ありましたよね。ＧＩＧＡスクールの端末、タブ

レット、この入替えは父兄負担も考えるみたいなこと言ったよね。そんなばかなこ

とが通用しないのです。私は、そう思っています。あの話を聞いて、控室戻ったら

控室はその話だけ。あほではないかと。あんな見解を簡単に言うなんてあほではな

いかというのです。いや、本当ですよ。言葉悪いけれども、そういう表現。だとし

たら、田上町では来るのです。５年とも言われている、６年とも言われている、入

替え時期が来るのは。２年経過した。あと３年だ、４年だ、５年先だとすぐそこに

来るわけです。それは幾らかかる、いや、4,000万円かかります、5,000万円かかり

ます。これは大変だ、父兄負担だ、簡単にそんなことを言うから、頭の中どうなっ

ているのだということです。だから、そういうことがあるとしたら、私たちは貴重

な財源は持っているわけだから、基金は持っているわけだから、これを活用したら

どうなのだというのが私の意見。勝手な意見ですよ。それは、だからここはもう議

論する場所ではないから無理だけれども、そういうふうな展望を持って考え方を整

。 、理しておいたほうがいいのではないですかということを申し上げておきます ぜひ

総務課長にしては今日はちょっと。後ろ向いたり、横向いたりばかりしているよ。

そんな総務課長を私は見たくない。

（今日歯切れ悪いの声あり）

12番（関根一義君） そんな歯切れ悪いだけではない。横を向いたり、後ろを向いたり

して、斜め向いたりして。それは、やっていないということの証左です。総務課長

そこまでやっていなかったなということの証左だと思うので、総務課長、これから

の展望を考えてきちっと対応をしていく、ぜひそういうふうにやってほしいなとい

うのは私の切なるお願いでございます。

総務課長（鈴木和弘君） すみません。細かな部分はやはり確認しないといけないです

から、すみません、私の一存では。私は、どうしようかと悩む部分はきちんと確認

します。あと、言われた部分は、教育委員会の問題もそうだと思いますけれども、

そういった部分も財政当局としてはどういうふうに考えていくかも含めた中で、今

後また財政計画つくりますから、そのときはまたしっかりと協議しながら、当然基

金が当初よりは増えたのかなと思っていますので、そういう部分はしっかりまた考

えていきたいと思います。

９番（熊倉正治君） 細かいところではもう質問しませんから、歳入の面では、総体的
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なものでお聞きをしたいと思うのですが、交付税と町債、特に臨時財政対策債、そ

れと基金の関係、それぞれ説明がありますから、私が質問しても同じ回答にはなる

のだろうと思うのですが、特に最初の地方交付税、令和３年度の３月議会の補正の

中でもかなりの増額補正を最終的にしましたよね。３億3,700万円。これによって

、 。 、おおよそ20億円ぐらいの交付税になっていますよね 令和３年度が それを見ても

令和４年度の交付税18億6,500万円という数字を予算計上してありますが、ここに

、あるように基準財政需要額とか300万円の積算を行った結果ということなのですが

コロナの関係もあったり、いろいろあって、ここ去年、令和２年度、令和３年度あ

たりは、もう交付税も相当増えているという状況もあって令和４年度下がっている

のでしょうが、本当にこのぐらいの見積りで大丈夫ということで上げたのでしょう

けれども、非常に大幅に増えているというあたりは、果たして見積もった上で大丈

夫なのかなというのが私の率直な見方なのですが、その辺がどうなのか再度お聞き

をしたいということと。あと町債の臨時財政対策債、ほぼほぼ半分ぐらいになって

いますよね。これも借りなければ返済が起きないわけですから、借りない場合はい

いにこしたことはないのですけれども、半分ぐらいになっているけれども、まだ限

度額そのものは明示はされていないわけですよね、令和４年度。この辺が果たして

このぐらいの金額で本当に大丈夫なものかどうか。起債の中で一番使いやすいお金

ですから、借りろとは言いませんが、借りれば返済が起きるわけですから、この辺

は相当シビアに見たのかどうか分かりませんが、再度その辺をもう一度お聞きをし

ておきたいなというふうに思うのですが、どうでしょうか。

それと、基金、言い方悪いですが、相当ため込んでいるという状況があると思う

のです。減債基金のほうも長年言われて少しずつ取崩しはしていますが、令和３年

度でいえば13億2,100万円ぐらいになっているわけですから、これも結果ですから

相当増えているというのは分かりますけれども、この辺は今後の部分を考えればい

っぱいあったほうがいいとは思いますけれども、果たしてこれぐらいで基金を残し

ていっていいのかなというのも、私はもうちょっと出してもいいのではないかなと

いうふうな気もしますが、その辺は予算編成をするに当たってどうだったのかとい

うのを、再度お聞きをしてみたいなと思うのですが。

総務課長（鈴木和弘君） 交付税、今熊倉委員がおっしゃるとおり20億円という金額。

どちらかというと、当初の段階でも予算から見ると、２億円程度増えるという決定

が来ました。令和３年度の時点では、国勢調査の人口を置き換えるということで、

、 、どの程度になるか分からないという部分の中で なかなか国から示されませんから
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町のほうで見込んでやった結果、かなり多く来たという部分。それ以外に今回３月

補正をした部分、プラス国税が非常に好調だったと。令和２年度の実績、それから

令和３年度多いということで、今までああやって追加されてきたの、私も今まで長

いですけれども、あまりないです。臨時財政対策債基金費なんていう何だか聞いた

ことないような、初めて聞きましたけれども、そういった部分、国は非常に好調で

交付税をくれている。当然国税法税決まった率を交付税に出すという中で来ていま

す。そういう部分、特殊要因を除いた中で交付税を一応算出して今回出しましたか

ら、どちらかというと令和３年度の当初予算が少し町のほうが見込みが少なかった

かという部分ですから、それなりに来るのかなというふうには思っています。

それから、臨財債なのですが、先ほどちょっと話をさせていただきました。あく

までも臨財債は、国の地方財政対策、地方財政計画の中で国が示している部分は、

かなり地方税が伸びるという見込みをしております。対令和３年度と比較をすると

9.8％増えるという見込みの中で、地方全体としての財源不足額が相当少なくなる

という中で、交付税は先ほど言った国税法税なり決まった金額で交付をすると。そ

うしていくと不足する財源は恐らくそんなに多くないだろうという部分で、臨財債

をかなり減らせるだろうというところで、国のベースは74.7％の減なのです、地方

財政規模においては。ですので、それらを見た中で、町のほうは落としてあるとい

うのが現状です。ですので、これは言われるように交付税が決まらないと、どのく

らいの金額来るか分かりませんから、もしかしてプラスになれば限度額を上げるな

り、追加補正をするという見直しはさせてもらうような形になると思います。

それから、財調、先ほど言ったように交付税がこれだけ来るなんていう想定をし

ておりませんので、今回13億円という数字になりました。ただ、かなり当初予算の

、 。段階でもいろんな経費を盛り込んだ中で 例年よりも取崩しの金額は増えています

それは、総合戦略なり総合計画、新たな取り組みをしている部分をやったという部

分で、令和４年度は少し多くなるかなというふうには見ておったのですが、先ほど

、 、消防団の関係が後で見直しが出てきてみたり あとは電気料は見ていますけれども

。 、原油の関係は正直言うと予算の段階で実は見ていないのです 見ていないというか

予算の段階で分かりませんでしたから、少しずついろいろなものが値上げしてきま

すから、そういった部分の経費が、ちょっと見えないですけれども、恐らく上がっ

てくるのかなという部分もあります。あとは、焼却場の関係、それから町体がどう

なるかという部分があったり、あと予算の９款に行ったらちょっと説明をしますけ

れども、消防署も令和４年度には耐震診断をする予定になっています。それは、も
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う30市町村の中で加茂、田上だけがしていないということで、どうしてもしておか

ないと。この後例えば建て替えとか、何かするときのいろいろな措置が受けられな

いということで実施をするという部分で、かなり正直なところを言うと見えなかっ

た部分がだんだん出てきますので、財政としては、さっき熊倉委員がおっしゃるい

っぱいあるにこしたことはないですけれども、そうはいいながら、あまりいっぱい

ためて使わないというのも、それは町としてどうなのかという部分は当然出てくる

かと思います。そういった部分では、当然また財政計画を示した中で、その時点で

また新しいいろいろなものが出てきた時点でどういうふうに、その時点だと交付税

の金額等も出てきますので、そういった部分を見た中で、必要なものは当然実施し

ていかなければいけないかなというふうには考えています。

13番 髙橋秀昌君 私は 全体として歳出の割合を見てみました 全体としては11.1％（ ） 、 。

が増えるわけですが、その一方で民生費と労働費、特に私が注目したのは民生費な

のですが、額にすれば400万円そこそこなのですが、ほかのところが全体として上

がっているのに民生費が下がっていると。先ほどの課長の説明によれば、民生費が

引き下げられた理由を述べていますので、このことについての可否については民生

費のところで議論せざるを得ないのですが、私は、担当課の要求がなければこうな

ってしまうわけなので、そこら辺で町全体として町長が民生費が下がっていくこと

を、どう見るかという点は非常に大事な視点ではないかと思うのです。つまり、住

民の暮らしの分野に寄り添うというところになってくれば、これまで財政的にはな

かなかできなかったけれども、こうした今の財政の下で民生費が若干上がることに

ついては、いとわないというのが今の町の全体の財政状況だと私は受け止めている

のです。そういう面では、20％も30％も上げろという主張はしませんけれども、下

げるという点では、改めて政策的に検討を加えるという、この視点が必要ではない

かということで指摘をしておきたいのですが、見解あれば求めます。意味伝わった

でしょうか。

総務課長（鈴木和弘君） こちらで特に切ったというのは、正直言うとあまりないので

す。どちらかというと、17ページのところに、先ほど髙橋委員がおっしゃるように

民生費のところで説明受けていけばいいと思うのですけれども、例えば国保の繰り

出しが減っているとか。重度心身障がい者だとか、障害介護給付費だとか、かなり

落ちているのですけれども、こういった部分は結局それぞれの見込みで落としてき

ているわけですから、それだけかからなかったから落としているという部分があり

ますから……
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（それでいいかの声あり）

総務課長（鈴木和弘君） それでいいかって……

（まず、そちらの言い分だけの声あり）

総務課長（鈴木和弘君） 財政は別に落としてこいとは言っていません、こういう部分

は。医療費とか給付の部分というのは。それ以外の経常経費の中で、見直しができ

、 、る部分は見直しをしてくれというふうな話はしていますけれども こういった部分

扶助費的な部分を落とせという部分では、財政としてはそこまでは考えていない。

あくまでも事業課のほうで今の状況を見た中で、積み上げてきた結果としてこうな

ったということで財政は捉えています。

13番（髙橋秀昌君） やっぱり伝わっていなかったな。それで、大事な点で私が言いた

いのは、全体として平均的に、昨年度との比較でいえば支出額は全体として11％上

がっているわけです。そういう中で、今課長が言われたように、民生費は別に減ら

せと言ったのではなくて、たまたまそこは減ったのだ、だからそのまま上げたのだ

。 、 、ということになるわけでしょう そういうときは 全体を統括する総務課としても

つまり住民の暮らしに密接な予算を、その事業が終わった、あるいは縮小したから

減って当然でしょうというだけでいいのかということをさっき指摘したのだ。ご理

解いただけるだろうか。町長、ご理解いただける。

（はい、分かりますの声あり）

13番（髙橋秀昌君） やはりそれなりの水準を維持していくことが必要ではないかと。

ただ、場合によっては新しい事業もあるかもしれない。その点では、私自身が民生

費に関わることをもっと要求していればよかったのですが、非常に微々たる要求だ

ったので、そういった視点が大事ではないかということを、今お伝えしたかったの

です。いかがでしょう。

総務課長（鈴木和弘君） 今ほどの髙橋委員のおっしゃるのは、恐らく民生費を減らさ

ないでそのまんま維持をするというか、見た感じ予算を減らすのではないよという

内容ですよね。そうすると、見た感じでいうと全体的に十何％増えているのに、民

生費を落とすということはちょっとおかしいのではないかと。逆にプラスするなり

の施策をするべきではないかということを言っているわけですよね。

（そうですの声あり）

総務課長（鈴木和弘君） 恐らくそれは町長が答えるべき部分だと私は思うのですけれ

、 、 、ども 私が財政という担当からすれば 当然のごとく全体的な予算を見ていく中で

そういう形でいくような形になるかと思いますので。町長がどう考えるかというの
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はあるかと思いますけれども。

13番（髙橋秀昌君） 総務課は、総務課としての財政の責任者ではありますよね。しか

し、総務課の課長の仕事というのは、全ての課の調整役であるわけです。ここを半

分あるのだということをやっぱりつかむべきだと思う。その上で言うならいいけれ

ども、いや、私財政なのだから、言ってくれねば削るの当たり前だというような趣

旨のは同意できないのだ。多分私の言っていること、意味分かっていてお答えにな

っていると思うのだ。私の言っているのは。ただ、財政なのだから、私は、財政課

長ではないのだから、総務課長なのですから、そうした調整をするということは大

事なことではないかということで述べておきたい。町長もご理解いただいているの

だよね。

町長（佐野恒雄君） 髙橋委員の言われている意味は非常によく分かったつもりです。

分かったつもりというか、分かりました。確かに事業の中で実績に基づいて減って

きた、でもそれでは駄目なのだと、もっと町民に寄り添った予算措置というのが必

、 。 。要なのではないかと こういうお話なのだろうと思います でよろしいのですよね

（はい、結構ですの声あり）

13番（髙橋秀昌君） 財政がものすごく厳しいので、なかなかこういうことを言っても

通用しないのです。そんなに言ったって財政も大変でしょうのほうが先に出るのだ

が、見ていくと財調もそれなりにしっかり押さえているし、減債基金も押さえて、

５億円と十数億円という状況ですから、そういう視点をなくさないでもらいたいと

いうことを強く求めて終わります。

委員長（渡邊勝 君） ほかにありませんか。

（なしの声あり）

委員長（渡邊勝 君） ないようですので、一般会計予算の全体に対する質疑は終了い

たします。

続きまして、歳入の全般について執行より説明お願いします。

（ ） 、 。町民課長 田中國明君 それでは 議案書の15ページを御覧いただきたいと思います

歳入のほうの個別の内容について、町税の関係を説明させていただきます。先ほど

……すみません。予算書。失礼しました。予算書の15ページ、先ほど総務課長のほ

うからも話がありましたが、総体的に地方税は9.8％、私が見たところでは7.7％伸

びるというような国のほうは推計をしておるところでありますが、果たして田上町

はそこまで本当に伸びるのかというような部分もありまして、非常に悩ましい予算

編成であったということがまず１点あります。そういう中で、できるだけ精査しま
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して、令和４年度の町税の歳入については、計上させていただいたという状況であ

りますので、よろしくお願いいたします。

まず、１款１項１目個人の関係でありますが、現年度分４億526万6,000円という

ことであります。対前年0.2％増の89万8,000円の増額になっています。ここにつき

ましては、昨年同規模ということであります。ここについては、町の状況としまし

て、給与所得者については、新型コロナウイルス感染症の影響が少なかったのでは

ないかということであります。その理由としては、減収対策緊急支援金の申請の状

況であるとか、令和元年と令和２年分の給与所得者の比較からそのようなことがう

かがえたところであります。そういうふうなことで、これについては、令和３年度

と同程度の予算規模としてございます。見込み収納率としましては99.4％というこ

とでございます。

それから、２目法人についてであります。１節の現年度課税分3,400万円という

ことであります。これにつきましては、法人の経営状況までなかなかつかめない部

分があります。ここについては、産業振興課のほうで実施しておりました事業継続

資金、令和３年度町の事業継続緊急支援金の関係で、ここの減少率等を参考にしな

がら算定をさせていただいたところでありまして、そうしますと令和３年度と比較

すると10.4％程度の減額が見込めるだろうということで、税額にしまして190万円

ほど、ここは減額というような形でさせていただいております。

それから、２項の固定資産税の関係でありますが、１目固定資産税、１節現年度

分でありますけれども、４億8,597万7,000円ということでございまして、令和３年

度と比較いたしますと2,550万9,000円の増額となってございます。内容といたしま

、 、 、しては 土地の関係でありますけれども ここについては下落修正に関わりまして

平均下落率が2.25％ということで、土地のほうの価格は下がるのでありますが、幸

いにして本田上工業団地にＪＡ全農、あとは柳生田製作所のほうに土地の一部を売

却できたというようなことで、公社の減免が少なくなるというような形から、ここ

については令和３年度と同程度というふうに算定をしているところであります。そ

れから、家屋につきましては、新型コロナウイルス感染症に伴う事業用家屋の軽減

措置が終了しますので、ここは増額と。それから、償却資産につきましては、これ

も軽減措置がなくなりますので、その分は増額になりますが、保有資産の経年年数

経過による自然減が若干ここは見られるというような状況でございます。

それでは、また１ページおはぐりいただきまして、３項軽自動車税の関係です。

１目軽自動車税の１節現年課税分でありますが、4,276万6,000円ということで、こ
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こは令和３年度と比較しまして、141万1,000円の増額となっております。増額の要

因でありますが、軽四乗用車旧税率分、これ7,200円の税率の車になりますが、こ

こが減るのでありますが、新しい入替えが進みまして、新税率分の車が230台増え

る。ここは税率１万800円になります。それから、重課税率車、これ13年以上乗っ

た車になりますが、税率１万2,900円になりますと、これは40台程度で増えるとい

うことで、総体的には増額という状況であります。

それから、２目環境性能割の関係でありますが、220万円を計上させていただい

ております。これにつきましては、令和３年度については軽減が９か月延長されま

したので、その軽減がなくなり、本則課税になることから、ここは増額ということ

でございます。

それから、４項町たばこ税の関係でありますが、１節の現年課税分で6,668万

4,000円ということで、ここが令和３年度と比較いたしまして、841万3,000円の増

額ということであります。ここは先ほど総務課長に説明をしていただきましたが、

、 。道の駅の開業によりまして たばこの売行きが非常にいいということでございます

それで、内訳といたしましては、昨年の令和３年10月から最終的な税率改正が終わ

りまして、1,000本当たり6,552円の課税になっておりますが、その影響と併せて売

上げ本数も伸びたということで、この内訳としましては、増える部分の半分が税率

改正、半分が売上げ本数による増というようなことで、見込みを立てさせていただ

きました。

それから、５項の入湯税の関係でありますが、１節現年課税分2,332万1,000円と

いうことで、ここは令和３年度と比較いたしますと、622万9,000円の減額というこ

とで、ここについては非常に今のコロナの影響を如実に表している部分になるかと

思いますけれども、令和元年度の入り込み客数から見ますと、令和元年度では約８

万9,000人入っていたお客さんが、旅館等では６万3,000人程度になるだろうという

見込み。それから湯っ多里館につきましても13万人程度入っていたお客さんが９万

人程度に減るのではないかというようなことで見込ませていただいております。で

きればこの見込みが外れていただきたいというのが正直なところではありますが、

現状に即した形で予算のほうを計上させていただいたところでありますので、よろ

しくお願いいたします。

私のほうの説明は以上です。

総務課長（鈴木和弘君） それでは、続きまして２款地方譲与税からになりますが、先

ほど歳入の経緯を説明した部分もありますので、参考資料の先ほど13ページのとこ
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ろに増減理由があるというふうなことでお話をさせていただきましたので、この部

分も一緒にお開きになって、説明のほう聞いていただければと思います。

まず、２款地方譲与税から始まりまして、めくっていただいて19ページのところ

までにつきましては、基本的には令和３年度見込みに対して、地方財政計画をベー

スにしてそれぞれ積算をしているといった部分が主な内容でございますし、19ペー

ジの10款地方特例交付金のバツ項の新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補て

ん特別交付金、先ほど説明させていただきました、令和３年度に実施した固定資産

税の減額措置に伴う部分、あちらの項で交付金の受入れしておりましたので、こち

らが皆減という内容になってございます。

めくっていただきまして20ページ、11款地方交付税、１項１目地方交付税、先ほ

ど令和３年度と比較をいたしますと、１億1,000万円の増という形になっておりま

す。普通交付税、特別交付税、それぞれ算出をしておりますが、普通交付税を令和

３年度と比較すると１億2,000万円増と見込んで、特別交付税は1,000万円減額とし

ております。これにつきましては、デマンド交通の事業費を令和４年度減額してお

りますので、それに伴う部分の特交も減額をしているというのが主な内容でござい

ます。

それからあとは、ずっとめくっていっていただきまして、23ページに15款国庫支

出金ということで、１項１目民生費国庫負担金ということで載せてございます。３

節児童手当負担金ということで、こちらについては12月議会でしたでしょうか、少

し人数の誤りがあったという部分で、これ令和３年度と比較すると歳出も増えてお

りますが、歳入のほうも国庫負担金、県負担金、それぞれ増額をさせていただいて

おります。

２目衛生費国庫負担金、２節新型コロナワクチン接種事業負担金、これは新型コ

ロナワクチンの関係、一応４月から７月までの４か月分ということで見込んでの歳

入でございます。

めくっていただきまして、15款２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金ですが、

１節総務管理費補助金、マイナンバーカードの交付、それからデジタル基盤改革推

進事業ということで、マイナンバーの部分での係る経費ということで、事務費を増

額をしております。新規です。デジタル基盤についても、自治体のオンライン手続

を令和４年度に取り組むという部分で、これを事業費の２分の１ということで受入

れをするものでございます。

３目衛生費国庫補助金につきましては、２節新型コロナウイルス対策事業補助金
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ということで、新型コロナウイルスのワクチン、それから地方創生臨時交付金の経

費をそれぞれ載せてございます。

それからあとは、26ページ、県支出金になります。１項県負担金、１目民生費県

負担金、国庫負担金で説明した、３節児童手当負担金を増額とさせていただいてい

るところでございます。

４目消防費県負担金、１節消防費県負担金285万円でございますが、令和４年度

に県総合防災訓練ということで実施を予定しております。これらについて県からの

受入れをする内容でございます。

27ページ、２項県補助金、１目総務費県補助金でございます。１節総務管理費補

助金の犯罪被害者等見舞金支給事業補助金、これ先ほど条例改正のところで説明し

た部分の受入れということで、遺族の場合ですと30万円の２分の１、それから重傷

症時の場合は10万円の２分の１ということで５万円ということで、１件ずつ計上を

させていただいているところでございます。

それから、めくっていただきまして28ページ、５目農林水産業費県補助金の６節

林業費補助金238万5,000円でございますが、こちらにつきましては県単の林道の事

業ということで、令和３年の豪雨災害による林道復旧をするための県単の受入れの

事業になってございます。

それから、29ページ、３項委託金、１目総務費負担金、３節選挙費委託金でござ

いますけれども、令和４年度ということで参議院議員選挙、それから１つ飛びます

が、県知事選挙。県議会議員選挙は、令和５年４月９日ということで予定をしてお

りますが、一部令和４年度中に事務が必要になってくるということで、今回受入れ

をしているということでございます。

４節統計調査費委託金の中に国勢調査ということで61万8,000円。金額が少ない

ですけれども、実は、国勢調査は終わったのですけれども、前回あまりにも回収が

よくなかったということで、次期の国勢調査に向けての細部、どういうふうにやっ

たらいいかという調査に全国16市町村のうち田上町も当たりまして、また、国調を

やらなければいけないということで、大分縮小はされますけれども、金額も60万円

ほどですが、そういう形で、国調やったのですけれども、また、国調するような形

になるのですが、そういう内容でございます。

それから、めくっていただきまして、31ページでございますが、18款寄附金、１

項２目指定寄附金1,800万円ということで、対令和３年度と比較をいたしますと

600万円の増ということで見込んでございます。指定寄附金ということで、ふるさ
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と納税、こちらのほうを見込んで増額をさせていただいているという内容でござい

ます。

それから、めくっていただきまして32ページ、19款繰入金、２項基金繰入金、そ

れぞれ先ほど来説明をさせていただいております財政調整基金を令和３年度と比較

をいたしまして、１億7,600万円増の３億2,800万円。減債基金繰入金は新規に

1,000万円ということで、道の駅の関係する償還のほうに充当させていただくとい

う内容でございます。

めくっていただきまして、34ページになりますが、21款諸収入、４項受託事業収

入、１目衛生費受託事業収入、金額の大きい新規ですが、高齢者の保健事業と介護

予防等の一体的な実施事業受託事業収入、これ予算的には新規という形になってお

りますが、後期高齢の関係する部分で、これは令和３年度の補正で対応させていた

だきましたけれども、予算としては新規ということで、事業的には後期高齢の介護

予防が保健事業と一体となっていくという事業の後期高齢からの受入れで実施する

という内容の事業でございます。

それから、めくっていただきまして、最後、町債の関係になります。37ページで

ございますが、22款町債、１項町債、衛生債から始まりまして臨時財政対策債まで

ございます。衛生債につきましては、企業団の関係の経費ということで、企業団の

ほうで事業をしているということで、今回令和３年度と比較すると増額になってご

ざいます。

２目農林水産業債は、県営事業、圃場整備、それからストックマネジメントの県

営負担金に対する起債の借入れでございます。

３目土木債、１節道路整備事業債でございます。新規ということで、緊急自然災

害防止事業債ということで、こちらを新たに財政措置、これ充当率100％、交付税

算入が70％ということでございますので、道路等の舗装補修、これらについての起

債の借入れを実施をしていきたいという内容でございます。

４目消防債、１節防災対策事業債といたしましては、自動車分団のポンプ車庫、

これを直すという部分での充当率75％、交付税算入が30％ということで、この起債

の借入れを行うものでございます。

、 、２節緊急防災減災事業債につきましては 第１分団の積載車の更新ということで

こちらにつきまして借入れをしていくという内容でございます。

最後の臨時財政対策債につきましては、先ほど申し上げました令和３年度と比較

をいたしますと、6,200万円の減ということで、令和４年度は6,500万円の借入れを
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するということで予算計上をさせていただいたところでございます。

歳入の説明は以上でございます。

委員長（渡邊勝 君） 説明が終わりました。

ちょうどお昼になりましたので、ここで終わりにしたいと思います。

午前１１時５９分 休 憩

午後 １時１５分 再 開

委員長（渡邊勝 君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。

午前中に議案第21号、令和４年度一般会計予算、歳入の全般について町民課、総

務課より説明がありましたので、説明がありました案件について質疑に入ります。

ご質疑のある方、ご発言願います。

11番（池井 豊君） 前もちょっと話したのですが、工業団地、やっとＪＡにあれだけ

売れて非常によかったなと思っているのですけれども、この本田上工業団地を造成

して、要は町にどれだけの税収、この事業をやったことによる税収の寄与があった

かというところをお聞かせいただければと思います。当然ＪＡも税収が入って、そ

れも込みで令和４年度なっていると思うのですけれども、令和４年度の税収でどの

ようになっているかお聞かせください。

（ ） 。 、町民課長 田中國明君 すみません 取りあえずこれから申し上げるものについては

ＪＡの部分については令和４年度のもので話をさせていただきますが、令和３年度

の実績ということでお願いしてもよろしいでしょうか。

（いいですよの声あり）

町民課長（田中國明君） まず、住民税の特別徴収の関係でございます。これにつきま

しては、488万4,200円という数字が出ております。これ住民税の個人の特別徴収の

。 、 。 、関係になります それから 固定資産税につきましては1,996万9,700円 それから

法人住民税につきましては54万3,700円。それから、軽自動車税で２万9,500円。そ

れで、先ほど言いました住民税特別徴収の関係でありますので、田上町で勤務され

ている方の人数ということになりますが、田上町のほうに提出されております給与

支払い報告書から、37名の方が工業団地のそれぞれの企業に勤めておられるという

ことになります。そうしますと、先ほどの金額で割り返しますと約13万円程度の１

人当たりの税額になるかと思います。それで、税収の合計でありますが、2,542万

7,100円という、今のところ令和３年度の関係でいいますと25,427,100という数字

が出てきます。それで、令和４年度の新しくＪＡのほうに売却された土地の関係に
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なりますが、面積としては１万9,504.76平米ということで、税額としましては約

150万円ほどになる見込みでありますので 新たに先ほど言いました数字に 2,542万、 、

7,100円、これまた状況が変わりますが、そこにまた今言う約150万円ほどが積み上

がるというような状況になっております。それで、先ほど池井委員のほうからどの

程度売れたのだというようなことでありますが、４分の３程度の売却が進んだので

はないかというようなことであります。詳細については、産業振興のほうで聞いて

いただければと思いますが、よろしくお願いします。

８番（椿 一春君） ふるさと納税の指定寄附についてなのですが、先日補正で当初予

算1,200万円が1,000万円補正して2,300万円にされたのですが、この予算見ると僅

か600万円しか収入のほう動いていないのですが、この収入を低く見ているのって

どういう理由なのか、またせめて前年度同等とか、もっと努力して幾ら幾ら、倍ま

で上げるのだとか、そういうところの考え方はなぜなのかというのをお聞かせくだ

さい。

政策推進室長（堀内 誠君） 今回、ふるさと納税の金額につきましては、今までの実

績等も踏まえまして、町のほうでも近年の状況等も判断した中で、これぐらいとい

うふうな形で1,800万円の数字を出して、今までの実績も含めまして、その辺を考

慮して決定をしたものというふうな形です。どうしてもこれ不確実なものというふ

うな形になりますので、ここまではいくというふうなことの形を考えた中で町のほ

うは設定をさせていただいているところでございます。

８番（椿 一春君） 実績で見ても、近々の令和３年ですと2,300万円もの実績が出て

いるわけなのですが、ここは何も考慮されず減額して、あともっともっと努力して

自主財源を増やそうという、そういった姿勢が見れないのですが、どういったこと

でしょうか。

政策推進室長（堀内 誠君） 町のほうもどうしても見込みというふうな形で計上とい

、 、 、 、うふうな形になりますので 今までの実績 令和２年 令和３年の部分に関しては

まだ終了していないというふうな部分もありますので、見込みとしてはあるのです

けれども、令和元年、令和２年の実績等も踏まえて、そこの部分で設定をさせてい

ただいたというふうな形でございます。

８番（椿 一春君） ずっとこれ続けていても、まとまりようがないと思いますので、

ぜひぜひ自主財源のもっと上積みを確保するよう精いっぱい努力してもらえればと

いうふうに一言言っておきます。お願いします。

11番（池井 豊君） 私もふるさと納税納得いきません。これ今どのように、返礼品の
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選定とか、担当は誰がやって、どのようにやっているのか。何かあまりにも積極的

に取り組んでいるというふうに見えないのですが、例えば、今道の駅であれだけ地

場産の加工品やら作っているわけですので、そういうところ道の駅と連携して商品

化をどんどん増やしていく必要性あるのではないかと思うのですけれども、そこら

辺は担当者がいて、そういう積み重ねの作業というのはしているのかどうか詳細聞

かせてください。

政策推進室長（堀内 誠君） 担当者のほうでもそういった、今、道の駅というふうな

お話もありました。今年度も道の駅のほうにもお声がけをさせていただいておりま

して、いい感触を得ているというふうな状況で、再度商品とかの詰めをして、今後

やっていって商品化に結びつけていきたいというふうな状況でございます。町のほ

うも何回かお声がけをして、その出品に向けて取り組みをしているところでござい

ますので、よろしくお願いいたします。

11番（池井 豊君） 今、担当は誰がやっているのでしょうか。それで、ちゃんとその

時間がつくれているのかどうか聞かせてください。

政策推進室長（堀内 誠君） 今担当しているのが、政策推進係の吉野がやっておりま

す。そちらのほうも時間をつくって、担当のほうがお伺いしてお話をしたりとかと

いうふうな形で、今作業をしているというふうな形でございます。

11番（池井 豊君） これ、町長いるので、町長、そこら辺強化して何とか、専門にも

っと時間割ける職員を配置して、道の駅に行って連携する。要はパッケージ化です

よね。これとこれとこれの商品で幾ら、幾らのので返礼品みたいな形の。そういう

パッケージのちゃんとできるような職員を配置していただきたいと思いますが。町

長にここで質問してもしようがないのだけれども。

（総括質疑だの声あり）

11番（池井 豊君） 総括質疑しますか、椿委員。私もします。

７番（今井幸代君） ちょっと関連してお聞きするのですけれども、実際に制度を導入

してから大分たちますけれども、その中で例えば扱っている返礼品の種目がどのよ

うに今。返礼品の準備をして、今ある品目が例えば３年前と比較して、３年前こう

でした、２年前こうでした、去年こうでした、今年こういうふうになりそうですと

いうその推移だったり。あとふるさと納税も大分制度変更があって、対象にできる

産品が今非常に限定されてきているわけです。そういった部分あると、例えば今池

井委員、道の駅でいろいろ売っているのだから、そういうところパッケージしてと

いうふうにおっしゃってくださっているのですけれども、実際に製造されているの
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が田上町かどうかというところが、当町の場合はまた大きなネックになっている部

分があるとも思うので、そういった制度の、うちの町がなかなか返礼品を大きく増

やしていけない部分の背景も恐らくあるのだろうというふうにも思うので、その推

移、品目の推移や、取引してくださっている事業者数とか、その辺り、今頑張って

いるのですということだけではなくて、実際の数をしっかりと示していただいたほ

うがいいのではないかなというふうに思いますので、その辺、池井委員総括質疑さ

れるということなので、そういった部分も含めてしっかりと準備していただけると

。 。いいなというふうに思います その数の推移が今分かるのであればご報告願います

政策推進室長（堀内 誠君） 制度が令和元年６月から新しくなりました。そのときに

は、品目としては返礼品数32品目、事業者数として19の事業所がありました。その

、 。 、後 そういった形で令和２年６月で50品目に増やさせていただきました こちらは

お米などの定期便などの人気の出るラインナップ等を増やしていったというふうな

形ですし、22業者というふうな形になっております。現在60まで返礼品のほうを増

やしているという形でございます。事業所数に関しては、22というふうな形になっ

ております。今の部分でいいますと、そのような形になっているところでございま

す。

７番（今井幸代君） もし資料としてまとめられるのであれば、今の数、品目は増えて

きているわけですよね。では、その品目で具体的にどういった品目があるのか少し

資料としてまとめて、この予算審査特別委員会の中で構わないので、資料として提

出していただけるといいのかなと思うのですが、その辺り準備お願いできますでし

ょうか。

政策推進室長（堀内 誠君） 準備しましてお配りしたいと思いますので、よろしくお

願いします。

１番（小野澤健一君） 今聞いていると、自主財源をいかに増やすかというのは自治体

にとっても大事な問題だろうと私思うのです。ただ成り行きの中でやっていくので

、 、 、 。はなくて 前 私 一般質問の中で自主財源を増やすにはどうしたらいいですかと

私は第三セクターとか何かで利益を上げるイメージがあったのだけれども、当時町

長は本田上の工業団地が全てですと、こういう言い方をされていて、ＪＡも買われ

て、あと残りもある程度目星がついてきたと。そんな中で、ふるさと納税にしても

しかり、それから先ほど町民課長からも説明あった、例えばたばこ税もコンビニが

できたおかげで800万円も増えたとか。そういうものがあって、がめつくそういう

形で収入を増やしていくという、そういう何か鬼気迫るものがまるでないのです。



- 53 -

だから、特にふるさと納税なんていうのは、ほかの自治体との競争なのですから、

競争に参加もしないで後塵を拝するのかという、何かそんな感じがしてならない。

だから、積極性がないから、どんどん、どんどん田上が置いていかれる。例えばた

ばこについても、先ほど説明があったように税率が５割、それから本数が50％、そ

ういう形で800万円の数字が出来上がって、なおかつ半年の数字であるということ

であれば、年間を通せば、税率は別にしても、本数で800万円は今よりはげた履け

ると、こういう状況であるわけ。だから、それはそれで、たばこについては健康の

害とかいろいろ問題があって うかつなことも言えないのだけれども それが800万、 、

円ではなくて1,000万円あるいは1,500万円で、できないだろうかという発想もしな

ければならないと思うのです。軽自動車についてもしかりだ。例えば今みたいにＳ

ＤＧｓ、それから省エネと言われる中で、軽自動車のニーズって非常に高まってき

ているわけです。乗用車を買うのと軽自動車を買うの、軽自動車は１万500円だっ

たっけ、800円だったかな、町に納める税金なわけですから、自動車業者の人の意

見を聞いたわけではないのだけれども、例えば軽自動車の利用促進を図って税収を

上げるとか、そういう工夫をしていかなければ駄目だと私思うのです。だから、そ

れが一切感じられない。何か成り行き、なれの果てがこうなるというぐらいの自主

財源の考え方だから、いつまでたっても３割自治から抜けられない。今回去年より

も自主財源が増えたのは、先ほど言ったように固定資産税の軽減措置が解除になっ

たからだけでしかない。ということは旧態依然から変わらないのではないかと。町

税、個人の税金、個人は毎年毎年定年に近づいていけば当然のことながら税収がお

ってくるわけですから、そういうのを指をくわえて見ているような政策というのは

私はやっぱりおかしいというふうに思います。したがって、何が言いたいかという

ことになると、要は税収に関わるものについてもっと工夫を凝らして税収を上げる

ようにすればいい。今言ったように、ふるさと納税についても減額目標なんていう

のはなかなか今の世の中あり得ないと思うのだけれども、それはやはりある一人の

女の子に任せてあと知らないなんて、そんなばかな話あるかと。要はほかの三条と

か燕とかああいうところで見てくればいいではない。何であそこの10分の１とか

20分の１、田上はこんな1,000万円だの2,000万円だの、石を投げても音がしないよ

うなふるさと納税の額を目標というか、しなければ駄目なのかと。全く努力もして

いないあかしではないかと、私はそう思うのです。だから、それについて皆さんか

らさっき話あったのはそういうことなの。だから、それも例えば政策推進室だけに

任せるのではなくて町全体で考えればいいではないですか。農業者だっているのだ
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し、果樹を作っている人たちもいる。そういう人たちを巻き込んでやればいい。越

後姫が例えば輸送に向かない品種だといっても、輸送に向くようにすれば、あれは

非常に価値が高い農産物になると私思う。そういったものをやはりやる、その中で

予算をつくり上げていくということをぜひともやっていただきたいと、私はそう思

う。ふるさと納税は推進室の担当だということで、推進室だけに任せても多分何か

もう先が見えるような感じがするので、その辺、副町長いらっしゃるけれども、副

町長あたりがやっぱりその辺リーダーシップを発揮して、いわゆる３割自治からい

ち早く抜けるぐらいの税収を確保するようにやっていってもらいたいと思うのです

が、これについていかがですか。

副町長（吉澤深雪君） おっしゃること、もっともな話でありますので、自主財源の確

保というのはやはり考えていかなければいけないという課題だと思っております。

（ ） 、 。 、１番 小野澤健一君 声が小さかったので もっと力強く言ってもらいたい だから

結局役場で考えられなかったら議員ともいろんな協議の中でやればいいのです。田

上のためにやっているのですから。それはやはりいち早く斬新なアイデアを先にや

ったほうが勝ち。柳の下に２匹目、３匹目のドジョウがいるなんていう今時代では

ないわけですから、いろんなことをなるべくお金をかけない中でやれるかどうかと

いうことを検討していく、この必要があると思うので、この１年間、大きく羽ばた

く年であるのであれば、そういった考え方を変えて物事をやっていかないと、これ

本当ふるさと納税、一回後塵を拝すと多分もう元に戻らないと思います。だから、

今、要は踏ん張りどきの本当大事な多分一年ではないかと私思っているのだけれど

も これどんどん どんどんある意味改良して ふるさと納税が3,000万円も4,000万、 、 、

円も、これ桁が１つ違うぐらいの税収が上がるようにひとつ頑張っていただきたい

というふうに思うし、我々も協力はしていきたいというふうに思いますので、ぜひ

とも、ここだけの話ではなくて、本当そういうのも一つの政策としてやっていって

いただきたいというふうに思います。

以上です。

副町長（吉澤深雪君） 再度答弁になります。とにかく何とかこれを、税収確保なり自

主財源の確保というのは積極的に推し進めていくという考えではあります。

委員長（渡邊勝 君） ほかにありませんか。

（なしの声あり）

（ ） 、 。委員長 渡邊勝 君 ないようですので 歳入の全般に対する質疑は終了いたします

続きまして、歳出、１款議会費、執行より説明お願いします。
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議会事務局長（渡辺 明君） それでは、予算書の38ページになります。１款議会費、

１項議会費、１目議会費でありますが、令和４年度総額で7,994万7,000円をお願い

するものでございます。内容につきましては、ほぼ経常経費でございますが、前年

比164万6,000円、率にしまして2.1％の増となっております。

主な内容といたしましては、５月の町長選挙と併せて議員補欠選挙が予定されて

おりますので、議員１名分の経費を計上しているための増となっております。増額

の内容につきましは、38ページになりますけれども、説明欄の１節報酬、３節職員

手当等のうち議員期末手当、39ページに移りまして、８節のうち議員研修旅費、費

用弁償、18節負担金補助及び交付金の政務活動費、それからその他事業の10節需用

費と、ページをめくっていただきまして40ページになりますが、18節負担金補助及

び交付金となっております それから 17節備品購入費につきましては50万9,000円。 、

を予算計上させていただいておりますが、今現在ここで使用しているマイクを購入

するものです。

（何台の声あり）

（ ） 、 、議会事務局長 渡辺 明君 これにつきましては 庁舎の建設時の平成７年度に４本

平成12年度に10本を購入しておりましたが、既に２本については使用できない状況

、 、 、 、となっており 残り本数においても22年 27年間今使用しまして なかなか外見上

それから通信状況もよくない状況もございまして、今後の使用に耐え難いという状

況になりつつあるため 今回購入をするものでありまして 本数につきましては14本、 、

を購入予定ということで考えております。

議会費につきましては以上です。

委員長（渡邊勝 君） 説明が終わりました。

ただいまの説明のありました案件について質疑に入ります。ご質疑のある方、ご

発言願います。

11番 池井 豊君 マイクって マイクだけ買うの それとも マイク設備を一式50万（ ） 、 。 、

円で購入するということなのでしょうか。ちょっとそこら辺。

議会事務局長（渡辺 明君） マイクのみになります。設備は替えません。

11番（池井 豊君） ということは、一々マイクを入れたり切ったり、入れたり切った

りするような、こういうまた混信防止の作業が必要になったり、またどこかから何

かノイズが入ってきたりとか、そういう面は改善されないということでしょうか。

同じようなのを買うということでしょうか。

議会事務局長（渡辺 明君） 同じマイクを購入します。今他のところ行くと卓上のマ
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イクがあるのですが、それも結局は自分が話すときにスイッチを押したりするので

す。ですので、この作業は一緒になりますし、ノイズの件、以前全協で混信したよ

うな状況があったのが一、二回でしょうか、あったと思うのですが、たまたまその

ときは道の駅でかき氷のテレビの取材があって、これの周波数と同じ周波数で一致

した関係であったということで、それについては一応道の駅のほうに、駅長に確認

したら、やはり取材があったということで、今後はそういう状況が想定されますの

で、何かあれば議会のほうにも話をしていただきたいということで一応お伝えはし

てあります。

委員長（渡邊勝 君） ほかにありませんか。

（なしの声あり）

（ ） 、 。委員長 渡邊勝 君 ないようですので １款議会費に対する質疑は終了いたします

続きまして、２款総務費、総務課お願いします。

総務課長（鈴木和弘君） では、続きまして２款総務費、１項１目一般管理費、令和４

年度２億5,276万8,000円で、令和３年度と比較をいたしますと2,998万6,000円と大

きな増減になっていますが、こちらにつきましては、めくっていただいて44ページ

のその他事業のところでほとんどの経費が入っています。先ほど予算の概要でも説

明をさせていただきましたが、各種システム改修とか、町のホームページのリニュ

ーアルというふうな話をさせていただきましたが、まずその他事業の12節委託料、

総合行政システム改修委託料ということでございます。こちらについては、昨年財

、 、政計画でもお話をさせていただきましたが 固定資産税と軽自動車税のＱＲコード

これらに関係するシステム改修、それから軽自動車税の深刻な情報等、それらのシ

ステムの改修をしていきたいということでの経費でございます。もう一つは、行政

手続オンラインシステムということで、マイナンバーカードを利用した場合の申請

手続、子育ての関係と介護の関係、これらの部分をシステム改修をするということ

で、この経費については1,000万円ほどかかるのですけれども、先ほどマイナンバ

ー絡みでということで歳入でも説明をさせていただきましたが、これについては２

分の１の補助金の受入れがございます。その下の情報セキュリティ強化対策整備更

新委託料ですが、これは平成29年度にシステムのハード的な部分を導入いたしまし

た。これインターネットの関係に関するハードの入替えなのですけれども、５年経

過をしたということで、ハードの保守が切れるということで、今回これらについて

更新する経費でございます。それから、その下のホームページ作成委託料というこ

とで、こちらのほう、ホームページなかなか見にくい、それからスマホ版に対応し
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ていないといった部分がありまして、令和４年度にホームページを見直しをしてい

きたいというような経費でございます。

令和３年度では、その下の備品購入費ということで、職員用のパソコンを20台、

220万円ほど予算を計上させていただきましたが、令和４年度は購入の予定がない

ということでございます。

それから、続きまして45ページの２目財政管理費は通常の経費、財政係の関係す

る経費で、予算書、決算書等の印刷の経費になってございます。

めくっていただきまして、46ページ、３目財産管理費でございます。庁舎管理費

等の関係等ございますが、先ほど説明をさせていただきました10節需用費のところ

の光熱水費ということで、こちら先ほど電気料が増えているということでお話をさ

せていただきましたが、ここの中の内訳がそういう形になってございます。それか

ら、昨年は修繕料ということで高圧ケーブルの開閉器の取替え工事ということで

300万円ほど予算を見ておりましたが、令和４年度はそれらの経費がございません

ので、それらが大きな要因になってございます。

めくっていただきまして、48ページ、４目交通安全対策費ですが、こちらについ

ても経常的な部分での経費になってございます。14節工事請負費ということで、カ

ーブミラーということで、二面鏡が２台、一面鏡１台ということで、３台を実施す

る予定にしてございます。

続きまして、５目自治振興費です。対前年度、令和３年度と比較しますと75万

、 、 、5,000円ということで 通常的な経費 総務課の関係ですと通常経費になりますが

めくっていただきまして50ページ、19節扶助費で40万円ということで、犯罪被害者

等見舞金ということで、午前中の条例改正、それから歳入等でもご説明をさせてい

ただきましたとおりに、遺族の見舞金、重傷病見舞金ということで、遺族のほうが

１件30万円、重傷病が10万円ということで、それぞれ１件ということで40万円の予

算を計上させていただいたところでございます。

説明、では代わります。

町民課長（田中國明君） それでは、引き続きまして50ページの説明欄の自治振興費

1,586万1,000円の関係につきまして、区長関係に要する経費ということで町民課の

ほうで執行している部分になりますので、説明をさせていただきます。

令和４年度の予算額といたしましては、今ほど申し上げました1,586万1,000円と

いうことで、令和３年度と比較いたしますと、31万9,000円の増額となっておりま

す。その増額の要因でありますけれども、実は令和３年度は要望が一件もなかった
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集落集会場施設整備費補助金の要望が２件あったことによるものであります。内容

といたしましては、曽根ふれあいセンターの修繕工事、それから上横場公民館の外

壁修繕工事等、この２件が補助金として要望がありましたので、それらに対応する

ため、令和３年度よりも若干予算が増えているという状況でありますので、お願い

いたします。

私のほうの説明は以上です。

（ ） 、 、 、会計管理者 山口浩一君 続きまして 同じ50ページ 下段からになりますけれども

２款１項６目会計管理費であります。令和４年度予算646万円をお願いするもので

ありまして、令和３年度予算と比較しまして、198万4,000円の増額となっておりま

す。内容につきましては、令和４年２月、今年の２月でありますけれども、加茂信

用金庫との指定金融機関に係る契約更新、今回から５年目に入る形になりますけれ

ども、契約更新に伴い条件が提示されまして、まず大きなものとして派出の廃止で

年間264万円の減額にはなりますが、新たに事務処理手数料として年間132万円を負

担するものであります。それから振込手数料１件110円の負担を求められました。

これについては、年間およそ１万9,400件の振込を見込んでおりますので、振込手

数料として213万4,000円の負担が増えたという形になります。それから、派出所廃

止に伴いまして、パートタイムの会計年度任用職員の配置をお願いしております。

それに係る報償費、共済費、通勤手当等を合わせまして、159万円の増額という形

であります。パートタイムの会計年度任用職員については、年度途中ということも

ありまして、町民課の町税の収納員から、派出所廃止に合わせて２月10日から会計

課の窓口業務に当たっていただいております。ただ、令和４年度から会計課の職員

として配置替えをする予定でありましたが、先月末からちょっと体調不良、もとも

とちょっと足が悪かったのですけれども、つえをつかないと歩かれないような状況

になったということで、３月末で退職をしたいという申出がありましたので、現在

代わりのパートタイム職員を募集しているところでありまして、来週22日に面接を

する予定になっております。現在４名の方から応募いただいているという状況であ

りますので、よろしくお願いしたいと思います。

会計課は以上でございます。

（ ） 、 、 。政策推進室長 堀内 誠君 続きまして 51ページの下段 ７目企画費でございます

こちら総合計画、総合戦略に関する経費というふうな形でございますが、本日皆様

のところに当日配付の資料ということで、総務課から総合戦略の令和４年度新規・

拡充事業概要の一覧というふうな形でお配りをさせていただきました。そちらをま
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ず説明をさせていただきまして予算書のほうの説明に移っていきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

こちら、今回、令和４年度に新規事業として、または拡充する事業の一覧という

ことでまとめをさせていただきました。町全体、総務課だけではなくてほかの課も

ありますけれども、全体としてこのような形になるというふうなことで資料のほう

を取りまとめさせていただきました。見方でございますが、資料の一番左側に番号

が振ってあります。また、その隣に事業名というふうな形ですし、担当課が書かれ

てあります。予算科目等もこちらのほうに記載をさせていただきました。そこで予

算の額等も入れてあります。また、当初予算に対しまして、新規か拡充かというふ

うな形での表記もさせていただきました。そこで事業の目的、事業内容というふう

な順で記載をさせていただいているところでございます。

まず、１番目でございます。情報発信施設の活用ということで、情報発信モニタ

ーの追加ということでございます。こちら広報事業の部分で予算を計上させていた

、 。だいておりますが 85万2,000円のうちの63万5,000円というふうな形でございます

この事業の目的といたしましては、道の駅の情報発信施設、また交流会館等に大型

モニターを設置しまして、町の支援策等の情報を掲載いたしまして拡散をしたいと

いうふうな内容でございます。一番右のほうに事業内容というふうな形で書かせて

いただいておりますが、大型モニター４台購入というふうな形で、道の駅の情報発

信施設、こちらのほう、情報発信施設のほうの現在設置しておりますモニターがあ

りますが、そちらのほうの部分を大型のものに取り替えるというふうな形で、新た

にモニターを購入するというふうな形が２台分です。また、もう２台に関しまして

は、外からでも見れるように交流会館の内部、ガラス面の近くにモニターを設置し

て、情報を発信をしたいというふうな内容でございます。表示する内容といたしま

しては、町の施策に関する情報またはお知らせ、イベント、または観光情報、町の

、 、プロモーションビデオ等 または町内商店の紹介等を含めてこのような表示をして

多く来る場所にそういった町の情報を見てもらうと、そういうふうな目的で情報の

拡散をしていきたいというふうな形でございます。

続きまして、２番、移住支援金でございます。こちらのほう190万円というふう

な形で、こちらのほう毎年計上しているのですけれども、ちょっと一部拡充された

ところがありましたので、一番右の事業内容のところを見て下線の引いてあるとこ

ろでございますが、こちら東京圏から移住してくる方というふうな形で、県のマッ

チングサイトを利用して就職をするというふうな形でございますが、世帯の中に
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18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合、１人につき30万円を加算するというふう

な形であります。ですので、今回その１人分を予算計上というふうな形でプラスを

させていただいたというふうな形で、合計190万円になるというふうな形でござい

ます。

続きまして、３番、移住者住宅賃貸支援金というふうな形でございます。こちら

12万円というふうな形で計上しておりますが、こちら新規事業といたしまして、２

番の移住就業支援金の該当者に対しまして家賃の支援を行うというふうな形でござ

います。民間住宅に入られた場合の賃借料の最大２分の１を補助すると。月数に応

じて上限額を設定をさせていただいておりまして、初年度となりますので、１月か

ら12か月分というふうな形で、月額5,000円を上限に補助をしていくというもので

ございます。

続きまして、２ページ目になります。４番でございますが、お試し移住宿泊補助

金ということで、こちら10万5,000円新規で計上をしているものでございます。こ

の目的といたしましては、移住に興味がある方または町の環境を知るために田上町

に来られる方に対して、湯田上温泉に宿泊する場合、宿泊費を補助をするというふ

うな形でございます。こちら１人当たり3,000円というふうな形で補助をしていき

たいという形でございます。また、世帯の場合、４人家族というふうな形で考えま

して、４人で１万2,000円を上限にさせていただくというふうな形でございます。

こちら年間２回までというふうな形で宿泊費を補助していきたいと。４番目はその

形でございます。

それ以降ほかの課というふうな形になりますが、５番からは地域たすけあい事業

ということで保健福祉課の部分でございます。こちらのほう毎年というか、こちら

のほうも計上しているのですけれども、継続というふうな形に書かせていただきま

したが、総合戦略としては初めて今回、更新のときに第２次総合戦略に対しては初

めて載るということで新規になるというふうな形でございます。こちら金額のほう

が25万円。内容に関しましては掲載しているとおりで、今のところ、下線部も引か

れておりますけれども、内容に変更はないというふうな形でございます。

６番目、難聴者補聴器購入費助成ということで、こちらも保健福祉課でございま

すが、新規に25万円を計上しているというふうな形です。事業内容といたしまして

は、18歳以上で町に住所を有する方の両耳の聴力が30デシベル以上で、身体障害者

手帳の交付対象とならない方というふうな形で、助成額に関しましては、住民税課

税世帯が上限３万円、生活保護世帯または住民税非課税世帯に関しては上限５万円
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ということで、５人分を計上しているという内容でございます。

続きまして、７番、不育症治療費助成事業ということで、こちら保健福祉課でご

ざいます。10万円の計上をしておるところでございますが、こちらの事業としては

継続というふうな形でございますが、総合戦略上としては第２次から新たに新規と

して登録をしているものでございます。こちらの内容につきましても、これまでの

内容と変更は特にございません。１回の治療期間について上限10万円というふうな

形でございます。

８番につきまして、新生児聴覚スクリーニング検査事業ということで25万円、新

規で計上をしております。一番右の事業内容でございますが、対象者は新生児とそ

の保護者、新生児聴覚スクリーニング検査に係る費用に対して5,000円を上限に助

成をすると。50人分の計上をしているところでございます。

９番、公共交通実証運行業務補助金というふうな形で、こちらは産業振興課のほ

うになりますが、700万円計上をしております。こちら事業概要を見ていただきま

すと、令和３年度に引き続き実証運行を行うというふうな形で、今回変更の部分と

、 、 、して下線を引かさせていただきましたが 運賃のところ 大人が１人乗車で300円

複数乗車で200円、小学生以下100円というふうな形になっているところでございま

す。

続きまして、３ページ目になります。ナンバー10番、起業創業支援事業補助金と

いうことで、こちらも産業振興課の管轄でございますが、予算額300万円というふ

うな形でございます。こちらのほう事業内容を見ていただきたいと思いますが、起

業準備であれば使途の制限はないのですけれども、こちら事業準備金として１社当

たり50万円。また空き家店舗、空き家改修、空き家を利用するというふうな形で、

そのリフォームの方であれば、リフォームをしていただくというふうな経費に対し

てまたさらに上乗せで２分の１補助、上限50万円というふうな形で、１社当たりと

いうふうな形になります。３社分計上しております。最大で50万円、50万円という

ふうな形になりますので、100万円を３社分ということで300万円を計上していると

いうふうな状況でございます。

11番、地域おこし協力隊でございます。こちらのほう880万円計上をしておりま

す。こちらのほう事業内容を見ていただきたいと思いますが、地域おこし協力隊の

募集等を行っているというふうな形でございます。また、そのために庁舎内での協

力隊に協力してもらいたいというふうな形の課や、またそういった内容、事業につ

いて、今後また検討して採用に向けて取り組んでいきたいというふうな形でござい
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ます。

12番、田上町暮らし応援リフォーム補助金でございます。こちら地域整備課のほ

うの管轄になりますが、750万円を新規で計上をしております。こちら10万円を限

度としてリフォームに対する補助というふうな形で、世帯に40歳未満の方がいる世

、 、帯に対しては ５万円を加算をいたしまして15万円を上限とするというふうな形で

50件分を計上しているところでございます。

13番でございます。田上町マイホーム取得支援補助金ということで、こちらも同

じく地域整備課でございますが、1,000万円の計上をさせていただいているところ

でございます。こちらは、住宅を取得しようとする方に定額で20万円の補助をとい

うふうな形になっております また 世帯に40歳未満の方がいる場合 補助額を25万。 、 、

円と、プラス５万円というふうな形にしております。また、12番と13番併用という

ふうな形で、リフォームもやるというふうな形ですと最大40万円というふうな形に

なります。こちら50件分を計上しているというふうな状況でございます。

14番、交流会館子どもの遊び場遊具購入費ということで、こちら教育委員会の管

轄でございますが、124万2,000円ということで新規に計上をさせていただいている

ところでございます。事業内容といたしましては、交流会館内の３階のホール、ま

た健康にかかわらず親子で遊べる場のスペースを確保するため、遊具やマットを設

置して環境を整えると。また、多目的ホールの予約がないときには時間を空けて開

放していくというものでございます。こちら遊具の購入費用というふうな形になっ

ております。

以上、一覧表のほうのご説明をさせていただきました。

また、もう一つ、資料ナンバー２というふうな形で、第２次総合戦略という冊子

をお配りをさせていただきました。いろいろと全員協議会で協議をした中で修正さ

れた部分等をご説明をさせていただきましたが、昨日総合計画の議決もいただきま

した。そこで併せて総合戦略の策定というふうな形にさせていただきましたので、

改めて冊子をお配りをさせていただきますので、後ほどでもよろしいですので、御

覧いただきたいと思っておるところでございます。

それでは、予算書のほうに戻りまして、ご説明のほうをさせていただきます。そ

れでは、51ページ、企画費でございます。令和４年度は、1,411万7,000円の予算を

お願いするものでございます。対前年度比で179万6,000円の増額というふうな形に

なります。右のほうの説明欄でございますが、企画事業といたしまして、こちらの

ほう、総合計画審議会または総合戦略の策定会議の委員の報酬または時間外勤務手
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当というふうな形で、令和３年度につきましては、４回分報酬のほうを見ておりま

したが、令和４年度は１回というふうな形で計上をさせていただいているところで

ございます。

52ページになります 10節需用費 印刷製本費でございますが こちらのほう96万。 、 、

5,000円を計上しております。こちらのほうは、総合計画の冊子を印刷する経費と

いたしまして、令和４年度に計上をさせていただきました。こちらの本編のほうの

印刷または概要版を印刷する経費というふうな形で、こちらのほうを計上をさせて

いただいたところでございます。

続きまして、連携中枢都市圏連携事業でございます。こちら毎年計上しておりま

、 、すけれども 新潟市を中心とした12の市町村で連携をしているものでございますが

移住、定住に関する経費というふうな形で計上をさせていただきました。

続きまして、ふるさと田上応援寄附金事業でございます。こちら1,245万7,000円

というふうな形で計上させていただいております。

７節の報償費、ふるさと応援寄附金記念品というふうな形でございます。こちら

ゴルフ場や湯田上温泉の利用券の補助券を使った場合にお支払いをする経費という

ふうな形になっております。こちらのほう、歳入でもちょっとお話をさせていただ

きましたが、寄附金額を増額というふうな形で、見込みもこっちの使う分も多くな

るだろうというふうな形での部分で算出いたしまして、383万円というふうな形で

計上をさせていただいているというふうなことでございます。

、 、 。 、 、続きまして 11節役務費 手数料でございます こちら 手数料に関しましては

クレジットの手数料というふうな形になりますが、ポータルサイトを利用している

５社分というふうな形で、１社分に関しましては委託料に含まれるというふうな形

でございますが、５社分のクレジットの手数料というふうな形になります。

12節委託料というふうな形になりますが、ふるさと応援寄附金事業支援業務委託

料というふうな形で、今回の寄附額の総額1,800万円を想定いたしまして算出をい

たしまして、委託料のほう算出をしておるところでございます。

続きまして、53ページの８目地域づくり推進事業費でございます。こちら令和４

年度は196万1,000円の予算をお願いするものでございます 対前年比で67万2,000円。

の増というふうな形になっております。右のほうの説明欄を御覧いただきたいと思

いますが、成増地区児童交流事業というふうな形で、こちら毎年児童交流というふ

うな形で行っておりますけれども、令和４年度に関しましては、今回田上町で行う

というふうな形で、野球の交流というふうな形になっております。令和３年度に関



- 64 -

しましては、成増地区を会場にする予定でございましたが、新型コロナウイルスの

影響により中止になったというふうな形でございます。令和４年度に関しまして、

新型コロナウイルスの心配もされますけれども、今回田上町を会場に行う予定で経

費に関して若干増額となっているという状況でございます。

３節職員手当等、時間外勤務手当が増の部分、または10節需用費に食糧費、こち

らで食事を提供したりするというふうな形で増額になっております。

続きまして ふるさと田上会交流事業というふうな形でございます こちらが64万、 。

1,000円でございます。令和３年度に関しましては、このふるさと田上会の交流事

業、新型コロナウイルスの影響により事業が中止になりました。令和４年度は、新

型コロナウイルスの影響も心配されますが、中止になった令和４年１月の新年総会

を夏頃に実施をするというふうなことでございます。また、通常の令和５年１月の

新年総会も実施をするということで、２回分の新年総会の参加費を計上させていた

だいているところでございます。

また、18節負担金補助及び交付金でございますが、ふるさと田上会の助成という

ふうな形で、42万円というふうな形で計上させていただいているところでございま

すが、こちら通常の活動助成ということで10万円というふうな形で毎年行っておる

のですけれども、令和４年度に関しましては、平成26年にふるさと田上会が里帰り

バスツアーというものをやっておりまして、貸切バスのその部分を町のほうで補助

をしたというふうな経緯があります。ふるさと田上会では、５年周期ごとに実施を

考えていましたが、令和２年度の道の駅の完成に合わせて実施をしたいというふう

なこともあり、そこでの計画をしたのですけれども、新型コロナウイルスの関係に

よりまして延期というふうな形が続いておりました。令和４年度に関して実施をし

たいというふうなことで、以前と同じようにバス代の補助をしていきたいというこ

とで、その分32万円計上させていただいたところでございます。

続きまして、54ページになります。成増地区交流事業ということでございます。

こちら成増地区で実施いたします農業まつり、梅まつりの経費というふうなことで

34万円を計上しておるところでございます。

７節の報償費でございます。宿泊実費報償というふうな形で10万円。こちら、今

まで農業まつり、梅まつりに参加する場合、成増地区の研修センターということで

宿泊をして、寝具代のみの負担であったのですけれども、施設のほうが閉鎖になっ

たというふうな形で、今後ホテル宿泊というふうな形に変更になりました。そうい

った部分もありますので、参加者に宿泊の実費の報償というふうな形でお支払いを
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していきたいというふうな形で、今回10名分２回というふうな形で10万円を計上さ

せていただきました。あと、成増地区の関係につきましては、毎年経常的に計上し

ているものでございます。

続きまして、54ページ、９目広報費でございます。こちら説明欄のほうを御覧い

ただきたいと思いますが、こちらは広報紙「きずな」の印刷に係る経費というふう

な形でございます。また、先ほど総合戦略の一覧表の部分でご説明をさせていただ

きましたが、１番のモニターの購入の部分があります。そちらのほうを備品購入費

で購入をしたいというふうな形で、備品購入費85万2,000円というふうな形で、そ

のうちのモニター分が63万5,000円でございます。残りの部分に関しましては、広

報機材が大分古くなってきているというふうな形で、デジタルカメラやストロボ、

またそれに最近ＣＭ等撮影する編集ソフト、そちらのほうを購入をしていきたいと

いうふうな内容でございます。

続きまして、55ページ、10目少子化・定住対策費というふうな形でございます。

令和４年度377万9,000円、対前年比で160万7,000円の減額というふうな形になって

おります。こちらのほうが、右のほうの説明欄のほうを御覧いただきたいと思いま

すが、こちら毎年実施しております７節のところで入学祝い品ということで73万

5,000円。こちらのほうは子育て応援米または体操着の購入補助券5,000円分を選択

して、皆さんのほうに補助をしているというふうなことでございます。

また、18節でございます。移住支援金、こちらのほうも先ほどの一覧表で説明を

させていただきましたナンバー２の部分で、この移住支援金の190万円を計上して

いるというふうな形でございます。また、移住者住宅賃貸支援金12万円、こちらが

一覧表でいうナンバー３の12万円でございます。また、その下、お試し移住宿泊補

助金10万5,000円につきましては、一覧表でいうナンバー４の10万5,000円を計上し

ているところでございます。

少子化・定住対策事業費につきましては以上でございます。

町民課長（田中國明君） それでは、予算書56ページ、２項徴税費、１目税務総務費に

ついて説明をさせていただきます。これにつきましては、税務係７名分の人件費の

関係が主なものでありまして、そのほとんどが経常経費になります。令和４年度の

予算額といたしましては4,695万1,000円ということで、令和３年度と比較いたしま

すと87万3,000円の増額となっております。この増額の要因でありますけれども、

人事異動に伴う職員の入れ替わりによる職員人件費の増ということでありますの

で、お願いいたします。
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それから、57ページのほうをお願いしたいと思います。２目賦課徴収費の関係で

ありますけれども、この内容といたしましては、各種税の徴収に必要となります電

算関係業務委託料であるとか納税通知書印刷代のほか、郵送料等の、ここも経常経

費が主なものであります。令和４年度の予算額といたしましては2,143万2,000円と

いうことでございまして、令和３年度と比較いたしますと511万4,000円の増額とな

っております。増額となりました要因につきましては、令和６年度評価替に向けた

標準地の鑑定評価業務委託料584万5,000円の皆増によるものでありますので、よろ

しくお願いいたします。ちなみに、鑑定する地点数としましては81地点の鑑定を行

うということであります。

それでは、１ページおはぐりいただきまして、続きまして３項戸籍住民基本台帳

費、１目戸籍住民基本台帳費の関係になります。内容といたしましては、住民係、

保険係の人件費のほか、窓口業務で使用いたします戸籍関係の電算業務委託料ある

いはシステム使用料、それから住民基本台帳システムの運用に係る電算業務委託料

のほか、個人番号カードの交付に係る関連経費が主なものであります。令和４年度

の予算額といたしましては7,327万4,000円で 令和３年度と比較いたしますと138万、

4,000円の減額となっております。減額の要因につきましては、ここも人事異動に

伴う職員の入れ替わりによる人件費の減によるものが主なものでありますが、目の

中の各事業において新規に取り組むものが結構ありますので、説明欄のほうで説明

をさせていただきたいと思います。

まず、右側の１つ目の戸籍住民基本台帳費の関係でありますけれども、まずここ

の57ページの一番下のところから２つ目のところに……

（何事か声あり）

町民課長（田中國明君） 59ページです。すみません。失礼しました。59ページの下か

ら２つ目のところに戸籍システム符号取得関連作業委託料というところがあります

が、これ令和３年度の当初予算で計上させていただいておりました戸籍情報とマイ

ナンバーを連動させるための符号を作成するための作業ということで、これ令和３

年度計上しておったのですが、国からの通知によりまして、田上町は令和３年度で

はなく令和４年の９月12日にそれを実施するということで、一旦12月議会で減額を

させていただいたものであります。それを新たにまた今回、令和４年９月12日にそ

の作業をやるということで、同額を計上させていただいたものであります。

それから、その下の一番下のところ、戸籍情報システム改修業務委託料の関係に

なります。この金額が非常に大きいのですが、次のページはぐっていただきますと
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532万4,000円という金額であります。この内容につきましては、戸籍法の一部を改

正する法律によりまして、町の戸籍情報システムと法務省が構築いたします戸籍情

報連携システムとの間で情報連携を可能とするものでありまして、このシステムを

改修することによりまして、１つ目として、戸籍証明書等の広域交付が可能になる

と。それから、２つ目として、副本記録情報の参照もまたできると。それから、３

つ目として、届け書等情報の作成及び保存が可能となりまして、結果、この３つが

できることで非本籍人が届出時添付していた戸籍書類等が不要となり、非常に利便

。 、性が向上するのだというようなことの説明がなされているところであります また

非本籍人の戸籍証明書等を交付することも例えば田上町でできると。田上町に本籍

がなくても戸籍を交付することができるというシステムの構築をするということ

で、それらの経費が今言ったのでかかってくるということで、新年度でお願いした

いというものであります。

それから、60ページのその下の17節備品購入費のところになりますが、戸籍情報

システム機器等ということで、それらに伴う備品を買わせていただきたいという内

容です。戸籍情報システムの構築に伴いまして、戸籍業務の運用変更とセキュリテ

ィ強化のため、町の戸籍情報システムに対して新たな機器等の導入が必要となると

いうことでありまして、何を言っているのだということになるのですが、実際に変

わる内容としては、生体認証機及び簡易ソフトウエアというのが必要になってくる

と。それから、戸籍のそれを読むためにＡ３用スキャナーが必要になってくるとい

うことで、それらを買わせていただきたいということであります。それで、ここに

つきましては、財源は全て国からの補助金で100％賄えるという状況でございます

ので、よろしくお願いいたします。

それから、60ページの一番下のところのマイナンバーカード事業のところであり

ます。予算額といたしまして634万円ということで予算が計上されているところで

ありますけれども、そこから61ページにつながりますが、令和４年度におきまして

は、先般の一般質問ときに渡邊議員のほうからの質問もいただいておりましたが、

田上町、マイナンバーカードの人口に対する交付枚数率が非常に少ないというよう

な状況等もありまして、県のほうからも盛んに様々な取り組みをするよう申入れを

受けているところであります。それで、田上町としましては、まず１つ目は出張申

請、企業のほうに出向いて出張申請をやりたいと。ここについては、なかなか直営

では難しいので これについては業務委託をさせていただきたいということで 61ペ、 、

ージの12節のところに出張申請受付等業務委託料ということで、122万円を予算計
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上させていただいているということであります。出張申請、企業に出向くときはそ

ういうふうな形でお願いしますが、それ以外、例えば地区であったり、そういうと

ころからの要請があれば、直営のほうでその辺は対応していきたいというふうなこ

とで考えているところであります。あとそれから、取り組む内容としましては、総

合窓口での申請受付サポート等を積極的にしていくために、臨時職員を週３日であ

るものを５日間配置をさせていただいて、対応を進めていきたいというふうに考え

ているところであります。

あとそれから、61ページの一番下の備品購入費ということで、出張申請に行く関

係で写真撮影用スクリーンであるとか、持っていくためのタブレットを購入をさせ

ていただきたいということで634万円の予算を計上させていただいております。そ

れで、この634万円につきましても、町の一般財源の持ち出しではなく、全て国か

らの補助金で対応可能だということでありますので、よろしくお願いいたします。

私のほうの説明は以上です。

総務課長（鈴木和弘君） 続きまして、予算書62ページをお願いします。２款総務費、

。 、 。４項選挙費です １目選挙管理委員会費は 通常的な経費に伴う部分でございます

２目参議院議員通常選挙費、参議院議員の選挙に係る経費、今のところは令和４

年７月10日を予定しているということでございます。

予算書63ページ、３目新潟県知事選挙費752万7,000円でございます。こちらは、

令和４年５月29日の執行予定ということになってございます。

それから、めくっていただきまして64ページ、４目新潟県議会議員一般選挙費と

いうことで、先ほどちょっと説明もさせていただきましたが、こちらについては令

和５年４月９日の執行予定ということで、一部令和４年にかぶさるという部分がご

ざいますので、この部分はまた来年度の予算にも出てくるような形になります。

それから、65ページ、５目町長選挙・町議会議員補欠選挙費ということで、こち

らにつきましては先ほどの県知事選挙と同日でということで、令和４年５月29日に

。 、執行するということで予定をしているところでございます こちらにつきましては

特に66ページでございますが、18節負担金補助及び交付金425万1,000円ということ

で、選挙公営費負担金ということで、以前全員協議会でも説明をさせていただきま

した選挙運動用の自動車の使用、それからポスター作成、ビラ作成ということで、

こちらについて公費で今度負担をしていくというような形の部分で、こちらが新た

に上がってくる経費になります。

それから、バツ目ということで、衆議院議員総選挙、令和３年度に実施されまし
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たので、それがバツ目になっているというようなことでございます。

それから、この前総務産経常任委員会の所管事務調査でお話をさせていただきま

したけれども、県知事選挙、同日開催する町長選挙から今度は、青海地区が第７投

票所であったのですが、区長からの申出等ございまして、この選挙から第１投票所

に青海地区は変更するというような形で予定をしておりますので、お願いいたしま

す。

説明代わります。

政策推進室長（堀内 誠君） それでは、予算書67ページになります。２款５項１目統

計調査総務費でございます。令和４年度498万8,000円をお願いするものでございま

す。こちら統計調査に係る職員の人件費、旅費等の経費であります。

２目経済統計調査費ということで、24万8,000円というふうな形で、令和３年度

に比べまして35万7,000円の減額というふうな形でございます。右のほうの説明欄

のほうを御覧いただきたいと思いますが、経済センサス費というふうな形で、経済

センサスの調査区管理を行うための事務用品の経費でございます。

また、住宅土地統計調査費ということで５万1,000円を計上しております。こち

ら、令和５年度の住宅・土地統計調査の実施に向けまして、調査単位区の設定を行

う経費として計上をさせていただいているところでございます。

続きまして、68ページになります。就業構造基本調査費というふうな形で、18万

7,000円というふうな形でございますが、この就業構造基本調査というふうな形で

５年ごとに行っておりますが、令和４年に行うことになっておりますので、国民の

就業、不就業の状況を調査するということで、調査日が令和４年10月１日というふ

うな形になっております。そちらに関する調査員の報酬または職員の時間外勤務手

当、調査員の謝礼等を７節の報償費で見ておりますし、事務用品または郵便料を見

ているというふうな形でございます。

続きまして、３目国勢調査費でございます。歳入の最後にちょっと申し上げまし

たが、もう一度国勢調査、令和７年度に向けて調査方法の検討とか検証のために行

うものでございますが、全国で16市区町村が対象というふうな形で、基準日が令和

４年６月22日というふうな形で実施をしていくところでございます。調査区が12、

調査員のほうは６名で対応するというふうな形でございます。それに関する経費と

いうことで、63万1,000円を計上をさせていただいているところでございます。

69ページに行きまして、４目教育統計調査費でございます。こちらのほう、毎年

例年行っております学校基本調査の関係の経費でございます。
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私からは以上です。

議会事務局長（渡辺 明君） 続きまして、６項１目監査委員費でございます。142万

2,000円をお願いするものでございまして、これにつきましては経常経費となって

おりまして、監査委員に関する報酬、ページをめくっていただきまして70ページに

なりますが、旅費、県町村監査委員会負担金が主なものとなっております。

以上で２款総務費の説明を終わります。

委員長（渡邊勝 君） 説明が終わりました。

ここで暫時休憩いたします。

午後２時３３分 休 憩

午後２時５０分 再 開

委員長（渡邊勝 君） 皆さんおそろいでございますので、休憩前に引き続き会議を開

きます。

令和４年度一般会計予算、２款総務費の関係でございますけれども、先ほど説明

が終わりました。

。 、 。説明のありました案件について質疑に入ります ご質疑のある方 発言願います

13番（髙橋秀昌君） 資料ありますか。返礼品で60品目に今年増やすという話なのです

が、実際に品目をどういうカウントしているのかなと思っているので、その一覧表

が今あるのなら出してもらいたいし。ある。

政策推進室長（堀内 誠君） 今ちょっと手持ちには資料として皆さんにお配りするの

がないので、後ほどでもよろしいでしょうか。

（いいですよの声あり）

委員長（渡邊勝 君） 今日、明日朝。

（いや、今ないけど、下行けばあるの声あり）

政策推進室長（堀内 誠君） 最悪打ち出せば全体ののがありますので。

（意味分かんないの声あり）

政策推進室長（堀内 誠君） ホームページのほうにも載っているので、そこを打ち出

すような形になるかと思いますが。

（ホームページに載っているの声あり）

政策推進室長（堀内 誠君） はい。

13番（髙橋秀昌君） では、後で出してください。

それから、ホームページので今思い出した。ホームページを大幅に変えるために
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相当のお金を使うのだが、その結果として、おい、やっぱり見にくいではないかと

言ったら職員が直せるように柔軟なホームページになるのでしょうか。それとも、

一旦変えてしまうと大枠は今までどおりで変えられなくて、そういう記事の入れ出

しというか、あるいは記事の中の文字のポイントや、それから文字の種類を変える

ことはできるけれども、大枠はやっぱり変えられないという、そういうふうになる

のでしょうか。ちょっとそこのところを。言わば住民の声にもっと応えて変えるこ

とができるようなのがいいのではないかと思っているのだけれども、この金ではで

きないのかどうか。

政策推進室長（堀内 誠君） まず第一に、やはり見やすさ、使いやすさ、皆さんが調

べるのに使っていただきたいというふうな形であるものですので、そこは大前提に

なるかと思うのです。ただ、大枠を決めた中でどの情報をこういうふうな形で並べ

ていくかというふうなのは、こちらのほうでいろいろ検討しながら制作していきま

、 、すが 細かい関係につきまして泉田係長のほうからお話しさせていただきますので

よろしくお願いします。

政策推進係長（泉田健一君） 総務課の泉田です。よろしくお願いいたします。

今ほどの髙橋委員のご質問ですが、今回作るホームページにつきましては、利用

者が必要とする情報に容易に到達できるような形であったり、またスマートフォン

などの様々なデバイスでも見やすくなるような形での提案を業者のほう、これはや

。 、っぱり専門の業者に依頼をして作成する予定でいます ご質問の意図としては多分

一回作ったものを見にくいから大幅にリニューアルを職員でできないかということ

だと思うのですが、それはやはり一度ある程度形を決めてしまったものに対して、

職員が大幅なリニューアルをするということはできないかと思います。ただ、今回

、 、 、の仕様の中で 通常のページを大きく変えることはしないのですけれども 緊急時

災害であったりですとか、そういったときにはトップページのほうを、データが重

たくならないように、表示がしやすいような形で文字情報のようなものを入れるよ

うな仕様というのも検討しておりますので、大幅に職員が手を加えるということは

できませんが、そういった形で見やすいホームページを作っていこうと思っており

ますので、お願いしたいと思います。

（ ） 。13番 髙橋秀昌君 見やすさというのは実は人によって違うという側面があるのです

客観的に見やすいというのは、必ずしもそれぞれの町の皆さんが見やすいと感じな

いこともあるのです。そういう面では努力するのだということについては理解でき

た。そこで伺いたいのだが、ではトップページについては大枠は変えられないけれ
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ども、緊急時などについては文字情報としてばんと大きく出す、フォントを大きく

する、それから文字そのものを変える、フォントそのものを変える、そういうこと

は可能なのですか。それから、リンクといったっけ、飛ばすやつを、リンクは好き

に作れるのだと思うのだけれども、その辺をちょっと確認しておきたいのです。

政策推進係長（泉田健一君） トップページのほうの災害時の今お話でいただきました

が、そこら辺は業者からの提案のものになるかと思いますので、こちらとしては、

そこは提案をお聞きした中でどこまでいけるのかというのは検討したいと思いま

す。

あと、もう一つが……

（フォント、それから……の声あり）

政策推進係長（泉田健一君） リンクですか。

（フォントの声あり）

政策推進係長（泉田健一君） フォントも同じような考え方です。

（リンクは今までどおりでの声あり）

政策推進係長（泉田健一君） リンクは、今までもトップページに置いてリンクできる

ようなところにはリンクをさせていたかと思いますが、その辺もこれから業者選定

の中で提案を受けて、できるだけページに行きやすいような形を考えていきたいと

思いますので、お願いしたいと思います。

（文字の形や大きさも変えられるの声あり）

政策推進係長（泉田健一君） それも作っていく中での検討になりますので。

（ ） 、 、７番 今井幸代君 関連して ホームページ作成委託料に関して伺うのですけれども

今町のほうで考えている新しくつける機能があるのかないのか。デザインとか仕様

の変更をするというふうな話ではあるのですけれども、例えば新たな機能がつくと

か、例えばＳＥＯ対策どういうふうにするのかとか。あと例えばホームページ作っ

てユーザーテストをしてみるとか。そういうところも含めて、どういうふうな発注

を総務課のほうでしようと考えているのか。また、見やすくしたいのですというの

は分かるのですけれども、具体的にこの金額にはどういったことを、発注をする内

容としてこの金額になっているのかということをもう少し説明をお願いしたいなと

いうふうに思います。

政策推進室長（堀内 誠君） 仕様の内容等の詳しいことを泉田係長のほうが調べてお

りますので、すみませんが、そちらのほうからお答えさせていただきます。

政策推進係長（泉田健一君） 今ほどの今井委員のご質問ですが、まず発注のかけ方と
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いうところでは、業者から提案いただくプロポーザル方式でやろうと考えておりま

す。なので、ご質問にありました新たな機能ですとか、そういった部分については

提案の中で盛り込まれてくる部分もありますし、また、こちらの仕様の中でもこう

いったのは最低限入れてくださいという形でやっていこうというふうには考えてお

ります。今対応していない部分としては、スマートフォンに対する表示、これがま

ず今できませんので、それができるようにするですとか。あとちょっと専門的な話

になりますけれども、ホームページ自体を暗号化してセキュリティのほうも高めて

いこうというようなものも、今仕様の中には含めていくように考えておるところで

す。あと、アクセシビリティーについては、国の指定基準とかもありますので、そ

ういった部分に準拠するような形での提案を受けた中で業者選定のほうを進めてい

きたいというふうに考えております。

７番（今井幸代君） ホームページは町の顔とも言えるものなので、非常に重要だとい

うふうに思っています。その中で、プロポーザルをされるということなのですけれ

ども、プロポーザルするに当たっての要綱といいましょうか、こういった形で我々

は提案を受けていきたいと思っているのですという、発注者側のある程度考え方が

きちんと明文化されているか示されているようなものは今既に準備されているもの

なのか、これから作成していくものなのか、その辺りってどうなっていますか。も

し、そういったものがある程度作成されているのであれば、金額もある程度大きい

ですから、少し我々のほうにも示していただけるといいのかなというふうには思う

のですけれども。

（ ） 。 、政策推進係長 泉田健一君 すみません 来年度に向けて現在検討はしておりますが

まだ表に出せる状況ではありませんので、すみませんが、それについてはまだご提

出できるものではないです。

７番（今井幸代君） 表に出せる状況ではないというのは、それは発注者側の発注のあ

る程度どういったものにしていくかという書類の整理ができていない。考え方の整

理はできているのですか。その整理ができていないのに、では何でこのことで金額

が出てくるのだろうというのは正直疑問になってくるので、この数字をつくった根

拠があるわけですよね。その辺りが実際この金額だけ見ても一体何を……数字、金

額やっぱり大きいですから、金額だけ見ても実際どの程度何をやるのかというのが

正直見えないわけです。だから、どういう発注をするのですかということを今聞い

ているけれども、表に出せるものがないと言われると。では、何でこの金額なのと

いうふうな疑問が残るので、そういった部分を払拭できるような、皆さん方、きち
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んとしたものをこちらに提出してください、見せてくださいということが私の質疑

ですので、お願いします。

政策推進係長（泉田健一君） すみません。予算としては、今あるホームページを基本

的に、情報全部を捨てるわけではありませんので、その情報を新しいホームページ

に作り直す。ページ数としても、その中で今あるものでも要らないものは当然置い

ていきますし、新しいものは持っていく、基本的にはその考え方で見積りを出して

いただいています。あと、それと併せて機械のほうも、サーバー類のほうも更新を

かけますので、それと併せた中で、正直作業量というのが正確に見える形ではあり

ませんので、基本的には今そういう考え方の下で予算のほうを組んでおります。そ

れに対して仕様書については、今検討を進めているところではありますけれども、

まだその予算の範囲の中で新たなホームページを作成する形で一応検討しておりま

すので。

７番（今井幸代君） あまり具体的な内容というか、答弁には正直なっていないのかな

というふうには思うのですけれども。サーバーの更新等も費用がかかってくるとい

うのは思うのですが、ある程度発注する仕様書の整理ですとか、ある程度どういっ

た形で何をどういうふうにしていくのか、それをもって事業所のほうがいろいろ提

案をしてくるのでしょうけれども、発注者側がきちんとこういうものをこうしてい

きたいと考えていますという企画書というか、要項になるのか、そういったものが

ある程度できた段階で、議会のほうにもしっかりと説明はしてしかるべきだろうと

いうふうに思いますので、その辺りの説明は準備を進めていただきたいなと思いま

すが、いかがでしょうか。

政策推進係長（泉田健一君） 申し訳ありません。先ほどお話ししたホームページのほ

う、まずリニューアルに関しては、ここの1,100万円のうちの約700万円がかかる経

費として見ております。

（700万円がの声あり）

（ ） 。政策推進係長 泉田健一君 700万円がホームページのリニューアルに係る作業です

、 。残った約400万円がハードに係る サーバー等に係る費用と今積算をしております

スケジュールとしまして、年度を明けてからプロポーザルの依頼をするための仕様

書についての内容を内部で今検討しておりまして、まだ中でもまとまっていない状

態なので、先ほどお示しすることが難しいという話をさせていただきました。こち

らのほうにつきましては、ホームページのほう、４月に入って５月ぐらいまでの間

に仕様書のほうの完成をさせまして、プロポーザルのほうの依頼をかけたいという
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ふうに考えております。その後、夏場ぐらい、６月、７月ぐらいに業者選定を行い

まして、そこから準備に入り、10月頃から実際の改修作業に入って、年度末には、

一応３月には新たなホームページのほうをお見せできるような形で考えているとこ

ろであります。今そういうスケジュールで来年度の動きをしていこうというふうに

考えておりますので、よろしくお願いいたします。

７番（今井幸代君） そういった仕様書がある程度出来上がった段階で議会のほうにも

しかるべき説明をしてくださいよというふうなところは大丈夫ですよね。

政策推進係長（泉田健一君） 一応議会のほうにもご意見を賜るような形で、できてか

らになりますけれども、お示しはさせていただこうと思います。

議長（小嶋謙一君） 事業概要一覧表の中でちょっとお聞きします。

田上町に町内で起業したいという人がまずいるとしまして、この一覧表からいき

ますと、まず４番のお試しのところで支援金をいただきまして、あと②、ナンバー

でいきます。資料のナンバーの４番でお試しをやって、２番の移住支援金をいただ

いて、３番の移住者住宅支援金いただいて、それから起業という一つの流れは私あ

ると思うのだけれども、それ１つ確認したいと思いますが、例えばここで起業を起

こすのではなくて、町で今度は田舎で暮らしたいということで、仕事とか、そうい

うのがあった場合のことを考えていきますと、お試しの中で書いてあるのが、町の

環境を知るために、あるいはそういうものを書いてあるのだけれども、環境を知る

ためにというその案内というか、メニューといいますか、そういうもの、例えば町

でいろいろ仕事したいという、探したいとかとあった場合にどんな対応しますか。

町としてどういう動きをしていくのかというようなところを２番目に聞かせくださ

い。

政策推進室長（堀内 誠君） まず、１点目のお試しで来てというふうな形でございま

すが、この条件等に当てはまるというふうな形で、町に移住したいというふうなこ

とで、そういった部分でいろいろ町内を見たいというふうなことであればオーケー

ですし、その後、今度移住支援金というふうな話をされていましたが、移住支援金

に関しましては東京圏からの方、通算５年以上というふうな形があるかと思うので

すが、そういった条件に当てはまるというふうな、関東に住んでいらっしゃる方と

いうふうな形であれば、それは条件が合えばそういった部分は可能だというふうに

は思いますし、また移住支援金をもらって……

（何事か声あり）

政策推進室長（堀内 誠君） 賃貸でしたっけ。住宅賃貸の部分というのは、一応それ



- 76 -

とセットというふうな、移住支援金をもらった方というふうな形になりますので、

その部分は町のほうでは今該当はしてくるのかなというふうには考えております。

だから、条件がそれぞれの施策に対してありますので、それの条件をクリアすると

いうことにはなるかと思いますが。移住支援の窓口というふうな形でよろしいので

しょうか。

議長（小嶋謙一君） いや、窓口もそうだけれども、要は町で住みたいということにな

ってくると、例えば町内のいろんな会社だとか、そういうところとある程度コンタ

クト取っておいて、仕事探しです。そういったところの対応というところまで考え

ているのかどうかということなのです。

政策推進室長（堀内 誠君） 就業に関しての部分に関しては、町では特にそこまでご

用意はしていませんでした。一般的に移住支援金のときには県のマッチングサイト

というふうなのはあるのですけれども、あとはハローワークというのでしょうか。

そういったところをご紹介するぐらいになるのかもしれませんけれども、一応その

ような形で、町自体でそこをご紹介できるようなところというのは、今のところ持

ち合わせていないというふうな状況です。

議長（小嶋謙一君） ということは、そしたら町の環境を知るためにと書いてあるのだ

けれども、これ、では来た人は勝手に、3,000円補助するから、ホテルや旅館に泊

まってもらって、一人であなた、では探しくださいと、いいところ見つけてくださ

いということですか。そうなってしまいますよね。例えば町は、どこに何がありま

す、こういう施設があります、仕事とか連携していて、こういうところを紹介する

とか、そういった対応まで図っていかないと、ただ来た人何しに来たか分からなく

なるよな。

政策推進室長（堀内 誠君） 今回、支援の関係というふうな形で、お試し宿泊補助と

いうふうな形の部分で来ていただくというふうな形ですので、来たときに宿泊する

場所の一部でも補助をしていこうというふうなことで、町内での現地の紹介とか、

その辺の部分に関してまでちょっとご案内できるところがというふうな形。こちら

の総務課のほうに相談をしていただければ……

（何事か声あり）

政策推進室長（堀内 誠君） 政策推進のほうで対応していくというふうな形でご案内

をしていきたいというふうに……

（そういうことを聞いているんじゃないですの声あり）

議長（小嶋謙一君） そういうことではなくて、その受入れ態勢ですよ。町を知ってい



- 77 -

、 。 。ただきたいわけでしょう 町は どういう形で対応を図っていくかということです

暮らしの面だとか、施設案内だとかもろもろ、観光地の案内はいいけれども、例え

、 、ばそういう町で仕事を見つけたいのだということがあった場合 そこまで対応とか

そういうことまである程度そろえた形で考えているのかどうかということを確認し

たかった。

政策推進室長（堀内 誠君） 現地の部分だとかというふうな形では、ご案内というふ

うなのは当初考えてはいませんでした。あくまでもこちらに来て町を知っていただ

くというふうな形での部分でありましたので、その部分の補助をするというふうな

事業の内容でございました。問合せ等があれば町のほうでは対応をしていかなけれ

ばならないかなというふうには考えておるところでございます。

議長（小嶋謙一君） 問合せというのは、ではこの人たちは、来た人はどこでどういう

ふうな、今度それこそさっき言われた窓口とかとなるのだけれども、どこにどうい

うような形の仕組みで問合せとかってできるのですか、これ。

政策推進室長（堀内 誠君） 移住に関する相談の窓口として政策推進室がやっており

ますので、政策推進室のほうにご連絡をいただくというふうな形になるかと思いま

す。

７番（今井幸代君） 単純にすごく懸念されることというと、単なる要は観光に来る人

と、どうすみ分けるのということだと思うのです。実際、湯田上の支援で宿泊補助

等も検討しておられると思うのですけれども、そういった施策がある中で、この移

住お試し宿泊事業の中身でいえば、特段移住をするために必要なこういったことは

皆さんやってくださいねというような、例えば移住お試しパックみたいなものをつ

くるわけではないではないですか。そうなってくると、単純に観光で行こうという

ふうな人と、どうこれをすみ分けられるのかという疑問があるのです。そういう辺

りの考え方って、移住推進をしている総務課としては、この事業どういうふうにそ

ういった部分を捉えているのかということは伺いたいなというふうに思いますし、

実際これ特段申請する方の居住地を限定しているわけではないですよね。移住支援

金とかは東京都とか首都圏に限定されているものになると思うのですけれども、こ

のお試し移住に関しては居住地限定しているものではないので、例えば新潟市の人

が来ることもよしだし、ただそれが観光なのか、移住なのかというところをどうい

うふうに皆さん方は捉えるのだろうなという、そこは非常に疑問が残るので、その

すみ分けを聞かせていただきたいなと思います。

政策推進室長（堀内 誠君） 観光と移住の部分でのすみ分けというふうな形でござい
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、 。ますが 一応事前に交付申請というふうな形で町のほうに申請を出してもらいます

そういった形で、目的というふうな形で見ているのが、町内においての居住とか仕

事を探すための活動、または町の文化だとか歴史、生活環境、気候、風土などを知

るための活動を行ってもらうというふうな形で、その活動についての行うというふ

うな事前に申請をしてもらうというふうな形で町のほうは補助を決定をしていきた

いと。本人の申告で申請書を書いてもらって決定をしていくというふうな形。

７番（今井幸代君） そんなことは既にもう、申し訳ないですけれども、理解はしてい

るのです。そういうことを問うているのではなくて、実際にこれを利用しようとし

、 、たときに こういうふうに町のもっと文化を知るとか生活環境を知るというふうな

、 、 、そういう目的だったら１人3,000円補助してもらえるのだ ああ いいではないか

いいではないか、ラッキー、ラッキーみたいな形で、別に移住とは関係ない方がこ

ういった制度を利用するということが大いに考えられるから、それであると少し事

業の目的から外れてきてしまう可能性がありますよねと。そういった部分をどうい

うふうに政策推進室、そういったことを含めて町を知ってもらうというところが大

事だからいいのだということなのか。それとも、いや、自分たちは観光推進とか宿

泊者を増やすということではなくて移住なのだから、ある程度こういった内容、こ

ういったある程度の最低限こういったことはやっぱり移住するとあれば本来やるよ

ねというようなことをある程度制限かけてくるのか。その辺りをきちんとやらない

と、ああ、何かこういう補助制度あるのだ、ラッキーみたいなのに利用されるとい

けないのではないのですか、そういう危惧はないのですかという質問です。

政策推進室長（堀内 誠君） 確かにそこを見分けるところが難しいところだと思いま

す。ですので、いただいたご意見の中で、実施の段階でその辺を再度、内容につい

て精査していきたいというふうには考えておるところでございます。

１番（小野澤健一君） 話ちょっと変わります。午前中の予算のあらましの中でも追加

の資料でご説明がありましたけれども、エネルギー価格の高騰、特に電気料が非常

に高騰して、今回の説明の中でも値上がりした分の予算が上がっています。先般、

私一般質問の中でもお話ししたように、今長岡技科大のコーディネーターをやって

いる地元の須佐君かな、いろいろ太陽光についてお話をされてきたと思うのです。

いろんな課題はあるにしても、その中でこの１年かけていろいろデータを持って、

脱炭素社会に向けた一環として計画策定の中で進めていきたいと、こういうお話が

ありましたが、こういったロシアのウクライナへの侵攻等で非常にエネルギー価格

がこれだけ逼迫をしている。逆に言えば、その政策を前倒しをするような外部圧力



- 79 -

というか、背中押しがある状況だというふうに思っています。したがって、悠長に

やっているとは言いませんけれども、一日でも早くそういった脱炭素社会に向けて

の例えば太陽光発電なら太陽光発電、こういった自賄いで自分らのエネルギーを確

保できる、こういう体制に持っていっていただきたいというふうに私は思うのです

が、これについてご意見を、ご意見というか、お考えをお聞かせをいただきたいな

というふうに思います。

総務課長（鈴木和弘君） 今ほど小野澤委員がおっしゃるように須佐さんという方をご

紹介いただきまして、昨年いろいろお話をした中で、役場庁舎であれば車庫棟の上

に置いてはどうかということで、経費も含めたもので積算をしていただきました。

ただ、出てきたものが額も大きいです。年数も20年をするのにということで、なか

なか町として20年契約とかそういう部分がなじまない部分があったと。１つの業者

だったものですから、町としては去年の段階で実は令和４年度に経産省が何か補助

金をつけるというふうな情報を持っていました。それで、事前に調査する部分も何

か補助金の対象になるみたいな話があったものですから、須佐さんのほうにはもう

少し、来年やるにしても、もし補助金が使えるのであればもう少し待っていただけ

ませんかと、併せてうちも勉強させてもらわないと、さっき言ったように20年間も

使うものに対して、例えば途中で駄目になったらどうなるという部分が、今まであ

、 、まりそういう長期にわたってという部分がないものですから その部分をもう少し

それでほかにはそういう業者がないのかどうかも含めた中で、少し研究する時間を

いただきたいということで、逆に須佐さんのほうには待ってもらっていた。小野澤

委員がおっしゃるとおりに、確かにそういうふうな、昔私が町民課にいたときに何

か屋根の上に上げるとかって新潟県がやったときに、ここの屋根に上げると重量で

重たいから駄目だとかという部分で頓挫した部分も昔あったのです。今はそこまで

重量的に問題はないという話は聞いていますけれども、そういう経費の部分、財政

的部分、今後、さっきから言うように長期の契約というのが何かはっきり、私ども

としてもちゃんとしっかり調べていかないと、その辺をしっかりもう少し時間をい

ただきたいということで須佐さんのほうに戻して、もしうまくいくようであれば補

助金の申請とかそういう部分も、令和４年度に入ってくればそういう情報も来るか

と思いますので、そういう部分も少し上手に活用しながらやっていきたいなという

ふうなのを、総務課の担当としてはそういうふうに実は今考えております。

１番（小野澤健一君） では、そういうことで前向きに検討をどんどんしていってくだ

さい。長岡技科大というのは、新潟大学出られた方には申し訳ないけれども、あそ
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この教授というのは全国区の教授がかなりいますので、たかが田上町といえども、

、 、 、須佐 あれは節雄さんの孫になるのだけれども その方がコーディネートに入って

そういった最先端の技術を吸収するチャンスだと私思うの。彼はあと１年しか在籍

しないはずなので、そういった中で、今後さっき申し上げたように脱炭素社会とい

う、世界がそこに向かっていく。その状況の中で最先端のものはどういうものかと

いう部分はよく町のほうも勉強しながら、どういう形で採用していくか。いずれは

太陽光というものは、私もう避けて通れない状況になってきているのではないかな

というふうに思っているのです。その中では当然パネルについても従来よりも耐久

性が高い。ただ、今懸念されるのは、その原材料が手に入らなくて、今やりたくて

も多分やれないと思うのです。原材料価格も高くなる。そうすると、さっきのふる

さと納税の話ではないけれども、どんどん、どんどんやらないでいくと、今度やろ

うとしたら莫大な金かかって、なおかつ品物がないという状況になってくる。ライ

フラインの一つとして避難所等でも大事な電気というものに対して、もう少し政策

的な推進というか、検討を私は役場のほうに求めるし、我々もそういったものをし

ていかなければ駄目だというふうに思いますので、ひとつ加速度をつけて検討に入

られていってもらいたいなというふうに思います。

以上です。

８番（椿 一春君） 私は、また話少し戻るのですが、ホームページの件なのですが、

1,100万円というものすごく高い投資になったと思います。それで、ひとつ自主財

源を確保する上でも、ふるさと納税のポータルサイトだったり、ふるさと納税ので

きるものをホームページの中に盛り込んでいただくと。そこはお金を生むホームペ

ージになりますので、時間はかかるかもしれないですけれども、そこでまたふるさ

と納税、自主財源が確保できる、収入を生むホームページになると思いますので、

ぜひぜひ検討していただければと思います。

（ ） 。政策推進室長 堀内 誠君 いただいたご意見参考にさせていただきたいと思います

11番（池井 豊君） 第２次田上町総合戦略の11ページ、私、何げにさらっと見ておい

てくださいなんていったって、さらっと見れないようなことが書いてありました。

一番下から２つ、星印の２つ、移住ポータルサイトの開設、総務課、新規、移住定

住サポーター事業、総務課、新規とありますが、この事業について一切説明受けて

いませんし、これに関して予算は伴わないのでしょうか。また、どんな事業なので

しょうか。お聞かせください。

政策推進室長（堀内 誠君） 今回の今池井委員が言われた11ページの下２つでござい
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、 。ますが 11月の全員協議会ではお示しをさせていただいていたところでございます

移住ポータルサイトというふうな形で、移住専用のサイトを、専用ではないですけ

れども、民間が利用できるというふうな形の、なるべくできるという部分で、そう

いった部分を町のほうで開設をさせていただきまして、費用のかからない部分とい

うふうな形と。あとは移住サポーターの関係も費用かからずにやるというふうな形

でのものでございました。詳細につきましては泉田係長からお話しさせていただき

ますので、よろしくお願いします。

政策推進係長（泉田健一君） 移住ポータルサイトにつきましては、民間の事業者のほ

うで提供しているサービスのほうを活用しまして、自治体であれば無料で使える機

能を活用したサイトになっております。今もう既に３月１日からこちらのほう開設

をさせていただいておりまして、三条市や関川村が使っておりますノートというホ

ームページの機能のほうを活用させていただきまして、もう一応公開はしておりま

すので、後ほど御覧いただければと思います。

あと、移住定住サポーターにつきましては、11月にもご説明をさせていただきま

したが、町の情報などを発信してくださる方をサポーターとしまして登録をして、

その方々からボランティアとして情報発信のほうをしていただく事業ということ

、 。で 以前全員協議会の中でも１度ご説明をさせていただいた事業となっております

これは令和４年度から取り組みたいというふうに考えておりますので、よろしくお

願いしたいと思います。

６番（中野和美君） 私は、３点ほど確認したいと思います。

まず、１点目、これはここで質問していいものなのか、地域整備課から聞いたほ

うがいいのかちょっと分からないのですが、48ページ、交通安全対策費のところで

……いいのですね。総務課の部分ですね。総務課の部分で、カーブミラーの設置工

事、二面２台、一面１台ということだったのですけれども。これは今現在危険と思

われるところはもうピックアップされているものなのか、それとも予算上この二面

２台、一面１台を設置したものか、ひとつ教えてください。場所が決まっていたら

それも教えていただけるとありがたいかなと思います。

それで、２つ目が今度44ページのその他事業のところ、総合行政システム改修委

託料のところで、今総務課長がＱＲコードを使った納付システムというふうにちら

っとおっしゃったのですけれども、このＱＲコードを使った納付システムというの

がどの程度のシステムなのか。ただ納付書にＱＲコードが貼ってあって、それをコ

ンビニやスーパーなどでピッとやって納付できるものなのか。それともラインペイ
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やそういうものが使えるものなのかというの、その辺をちょっと、どういう仕様の

ものなのか教えてください。

そしてもう一つ、今ほど話題になっております移住のことなのですけれども、こ

の移住の住宅の賃貸の支援金とか、お試し移住宿泊補助金なのですけれども、これ

はもうもちろん日本国民全員使えると思うのですが、今話題になっている海外の方

がもし日本の田舎に住みたいわなんていう人がいたら、そういう方も利用可能なの

か、その辺をちょっとお尋ねしたいのですが。お願いします。

総務課長（鈴木和弘君） では、交通安全のほう私が説明しますし、あとは政策推進室

から説明させます。

では、48ページの交通安全対策費、私が先ほど言った二面境１台、一面境１台の

３台ですが、これは地区からの要望での箇所数です。そのほか全体には12要望があ

ったのですが、総務課のほうで内容を確認して、特に交通量が少ない、地形的にな

かなか確認が可能ではないかというようなことで、特に今年度、令和４年度につい

ては３か所を設置をさせていただきます。場所は、後藤、それから湯川と羽生田１

区、その３か所になります。

政策推進室長（堀内 誠君） すみません、２点目の関係で総合行政のシステム改修の

関係は後ほど泉田係長からご説明させていただきますが、３点目、住宅賃貸とお試

し移住の関係というふうな形で言われておりますが、まず移住者の住宅賃貸支援金

の関係は、移住支援金の該当者のみというふうな形で、東京圏から来るというふう

、 。な形ですので 国外からというふうな形ではできませんというふうな形になります

あと、移住お試しというふうな形でございますが、こちらのほうは特にそこまで想

定はしていませんでしたけれども、今のところは町のほうでは制限をかけていると

いうふうな状況ではないので、日本人というふうな形だけというふうな形では特に

は考えてはいませんけれども、一応先ほども観光と移住の関係がというふうな、分

けが難しくなるというふうな形もありますので、その辺はまた検討はしてみたいと

いうふうに思います。

政策推進係長（泉田健一君） ２点目のＱＲコードの印刷対応ということで、こちらは

令和５年度からになりますが、固定資産税と、あと軽自動車税、町でいいますと、

あとそのほか都市計画税のほうも今回の部分で対象になるのですが、田上町におい

ては都市計画税ありませんので、それは関係ない話になります。ＱＲコードを納付

、 、書に印刷することによって 銀行や指定金融機関のほうでもそうなのですけれども

これは一応まだシステム改修の資料として見ている分にはなりますが、インターネ
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ットバンキングや、あと先ほどおっしゃられました電子マネーの関係での決済とい

うのも想定に入れてはいるようです。今回の改修においては、納付書のほうにＱＲ

コードのほうを印刷した上で、それで支払いが金融機関でもご自宅でもできるよう

な形での制度に令和５年度から移行されていくということに対しての対応というこ

とで、令和４年度に改修を行う形になります。

６番（中野和美君） ありがとうございました。私、外国人になぜこだわったかという

と、今この情勢でいろんな地方からのウクライナの方を受け入れたいという市町村

もあったりするということなので、田上町では、昨日今日の話ですけれども、どん

なふうに考えていたりするのかなと思って確認させていただきました。外国人とい

っても、東京に住んでいて田上に住みたいという方はもちろんこの移住支援金も可

能だということでよろしいのでしょうか。

もう一つ、ＱＲコードのこと分かりました。ありがとうございます。

政策推進室長（堀内 誠君） 要項の条件に合えばというふうな形では可能かと思いま

す。住所があるとかというふうな形もありますので、一応そのような形でございま

す。

２番（品田政敏君） 大型モニター４台購入についてお聞きします。

道の駅と交流会館ということでしたので、１台、１台、ましてや道の駅、例えば

30インチクラスのものが今１台ありますね。それと、交流会館にも50インチクラス

、 。 、のものが常時あるように思うのですけれども あれはどこの持ち物なのか だから

この４台というものの割り振りと、現在の道の駅の30インチのものをどうなさるの

か、まずそれをお聞きしたいと思います。

政策推進室長（堀内 誠君） ４台分でございます。まず、２台に関しましては、道の

駅の情報発信施設の中に既存のモニターが２台あります。それを大型に２台取り替

えるというふうな形です。今既存にあるものにつきましては、再利用を考えて、今

度はガラス面のほうにも向けて外から見えるような形での活用できないかというふ

うな形でやる予定にしております。また、もう２台に関して、交流会館というふう

な形ですが、交流会館の入り口の脇のところにガラス面がありますけれども、あれ

を中側から外に向けて映像等を見せて、町に来ていただいた方の目を引くような形

で、そちらのほうに設置をして町の情報を流していきたいというふうな内容でござ

います。

２番（品田政敏君） それで、では今まであった交流会館のものというのはどこの持ち

。 。 。物だったのでしょうか ありましたよね 50インチクラスのが１台ありましたよね
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政策推進室長（堀内 誠君） 交流会館のホールのところにあるモニターというふうな

形ですので、こちら交流会館を整備したときに設置をしたものというふうな形です

ので、一応交流会館の持ち物というふうな形になります。

（ ） 、 。 。 、２番 品田政敏君 では それはそのまんまなのですね よく分かりました それで

２台あそこ使いこなせるのかなと。

それからまた、もう一点、いろいろと地域おこし等々、リフォームとかマイホー

ムとかという業務がありましたけれども、先般のＳＤＧｓで行われた補助金のとき

もマイホームとか何かありました。そのときは地元業者優先とかというようなのが

ありましたけれども、今回のこれに関しての業者の指定なんていうのはどうなので

しょうか。

政策推進室長（堀内 誠君） リフォーム工事のことでよろしいのでしょうか。

（リフォームでもマイホーム取得でも何でも、どっちでも

いいんですけど。そのいわゆる業者の声あり）

政策推進室長（堀内 誠君） リフォームに関しましては、町内業者というふうな形に

させていただいているところでございます。住宅の取得に関しては、そこまでは限

定されていないというふうな形で、住宅の新築または建て売り住宅とか中古住宅の

、 。取得というふうな形になりますので それを取得する方というふうな形になります

ただ、それは町内にあるものというふうな形になりますけれども、詳しくはもう一

度地域整備課のほうにも確認はしますけれども、確認するというのは、そちらのほ

うで、一応私ども聞いているのは、特にそこまでは限定していないというふうな形

でございます。

２番（品田政敏君） お試し移住宿泊、いろんなので質問があったと思いますが、これ

いい案なんでしょうけれども、これは来る者拒まずで、ただ頑張っているのか、こ

ういうのがありますよというふうなＰＲといいますか、その周知の仕方というもの

をどういうふうに考えられておるのですか。

政策推進室長（堀内 誠君） 当然町のホームページを利用したりとか、例えば道の駅

の情報発信施設、これからまた大型モニターを入れようかというふうな形もありま

すし、そういった部分で周知をしていきたいというふうには考えているところでご

ざいます。

（何事か声あり）

政策推進室長（堀内 誠君） そうです。ポータルサイトとかも見直してです。

７番（今井幸代君） 幾つかお願いしたいと思います。１つずついきたいと思います。
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まず、モニターなのですけれども、流すコンテンツが重要だと思うのです、ハー

ドより。そのコンテンツを、動画編集ソフトとかを購入したいということなので、

もしかしたらこちらの直営、直営で作ることを想定しているのかなというふうに思

、 。うのですけれども そのコンテンツ作りに非常に手間と時間を要するわけですよね

その辺りどういった対応をしていくのか。これ本当にこれだけのメニューのコンテ

ンツ作りしようとすると相当な作業量になってくると思います。動画編集結構大変

なので。微妙な調整だったり、例えば後ろにかける音楽とどういったときにどうい

う文字を出していくかというタイミングの調整だったり、すごく細かいのです、動

画の編集って。その動画の編集、例えば３分のものを作るにどれだけ、では制作時

間かかるかというと、その人の技術だったり、どれぐらいのクオリティーのものを

、 、作るのかというところにもよりますけれども その辺りのコンテンツ作りに関して

どういうふうに進めていくのか教えていただけますか。

政策推進室長（堀内 誠君） 動画を当然作るのは大変時間も要するというふうなこと

でございます。今こちらに挙げている項目全ての動画を作るというふうな形ではご

ざいません。文字情報として出すものもあります。ですので、特に町のプロモーシ

ョンというふうな形であればもう既に出来上がっているものもありますので、そう

いった部分、またはあとＣＭ作成というふうな形も町のほうでテレビ局の取材とか

のときに作成したものがありますので、そういった部分を掲載したりとか。また、

新たに動画等を作成するとなれば職員対応というふうな形、それは数は多くはない

と思うのですけれども、そういった部分も含めて町のほうで対応していくというふ

うな形になるかと思います。

７番（今井幸代君） そういうふうに対応するというのは分かっているのです。文字情

報にしても、例えばどういうコンテンツであればきちんと認知性があって、ああ、

こういうふうなものをやっているのねというふうに見てもらえるかとか。取りあえ

ずただ文字情報だけ載せればいいというものではないわけです。きちんとそういう

広告性を持ってといいましょうか、そういった部分をしっかり捉えて、流す動画で

あれ、それが映像ではなくて文字情報としてのムービーというか、動画というか、

映像を作るのだとしても、スキルとどういった出し方をすれば訴求性があるのかと

か、そういったことをきちんと考えて作らないと、全く訴求性のないものを流して

いくと、やっぱり何か田上町ちょっとダサいなとか思われたら嫌ではないですか。

そういった部分をしっかり意識して作らないといけないわけだから、そういった部

分を考えると、自分たちで作っていくという方針はいいのだけれども、そもそもマ
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ンパワーにそこまでの余裕が果たしてあるのかという部分はやっぱり疑問があるの

。 、 、です 取りあえずやっつけで作って これを作りましたみたいにされるのだったら

それだったら人をきちんとそのために一定程度、作品これだけ作ってくださいとい

う委託に出す、外注するのも含めて、きちんと考える必要があるのではないのかと

いうふうに思うのです。担当課として、取りあえず自分たちで作るというふうにお

っしゃっていますけれども、その辺りの本当にＰＲをする、広告をする、発信をす

る、訴求性はどういうふうにしていくかということを捉えて、この辺りはよく内容

を練っていただきたいなというふうに思います。いつそういうコンテンツを流すか

という時間帯もありますよね。道の駅に来る曜日や時間帯によって客層は変わるわ

けではないですか。そういった部分にあって、どういったコンテンツを流していく

かとか。そういった部分は道の駅ともよく連携をして、どういったものをどういっ

たタイミングでやっていくのかということも含めて、この辺りはしっかりと検討し

ていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。

次なのですけれども、交通安全対策事業になります。これ具体的にどうというこ

とではなくて、少しこの１年、１年というか、検討してほしいというふうに思って

いるのですけれども、学校のＰＴＡのほうから上がってくる交通安全に関する要望

ってあると思います。その要望が提出される時期が県の予算要望を上げる時期と大

分タイムラグがあって、１年遅れで実際要望されているというのが今の実態ですよ

ね。その結果として、令和３年度少々トラブルがありました。そういった部分を含

めて、しっかりと地域の交通安全、学校から出されているような交通安全の要望は

、 、地区要望にまとめてもらうような形にして ＰＴＡから上げてもらうようなものは

学校の施設ですとか環境改善とか、学校に関わるものに分けたほうがそういったタ

イムラグを生まずにスムーズな県に対する要望等にもつながっていくと思うので、

そういった部分を区長会のほうの皆さんとも相談して、地区のＰＴＡの要望等は地

区に関する要望、ここにカーブミラーつけてほしいとか、ここに交通安全の看板つ

けてほしいとか、例えばそういった交通安全とかに対するような要望は、地区要望

にまとめていただくようなことも検討していただいたほうがいいのではないかなと

思うので、それはぜひ検討をお願いしたいなというふうに思います。

総務課長（鈴木和弘君） 今、今井委員がおっしゃる部分、ＰＴＡの要望を地区要望に

要望してくれということになるのですよね。そうすると今度教育委員会が、そもそ

も中の問題ではないかという話になるかもしれませんけれども、教育委員会自身が

毎年ＰＴＡから要望をもらったものをそれぞれ関係するところに、例えばカーブミ
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ラーであれば総務課、道路関係なら地域整備課で、これ回答してくださいというの

が現状今なっているのです。ですので、そこは逆に言うと教育委員会に私どもで言

える部分があるのかという部分があるのですが、逆に教育委員会で今どういう形の

中でそういう要望取りをしていて、うちとしては結局区長に話をしてくれというの

は、区長が全く聞いていないのに、区長がそんなところいいと言われてしまうとま

たうまくないという部分で、恐らく私どもとしてはそういう形をできれば通してく

れという、うちのほうの要望が上がってくればそういう形の話はさせていただいて

いるかと思うのですけれども、教育委員会がどんな形で取って、３校何か取って要

望が来るとうちのほうに来るので、こういうのが来たので対応してくださいという

形が来るものですから、もしであれば教育委員会の中で、それをもう少し早めに要

望して、そういうふうなものを話ができるという形が教育委員会がＰＴＡを通じて

何かできるようなのであれば、私どもとしてはそうやって上がってくればちゃんと

それなりに現場を見るなりして、必要であれば予算をつけるなりの措置はさせてい

ただきますので、そういう形の対応を教育委員会にも少し言っていただければなと

思うのですが。

７番（今井幸代君） 教育委員会のほうにも話しするのですけれども、交通安全の担当

のほうとしても、そういったほうがよりスムーズに県関係の事業要望等もできると

思うので、担当課としてもそういった部分を進めていただきたい、声をかけていた

だきたいということですので、お願いします。

委員長（渡邊勝 君） ほかにありませんか。

（なしの声あり）

委員長（渡邊勝 君） 私から１つだけお願いしたいのですけれども、非常に委員のほ

うから質疑するわけなのですけれども、なかなか回答がスムーズにいかなくて、時

間ばかりかかって全然進まないような状態になっておりますので、特に明日からま

だ３日間ありますので、できる限り執行側でなるべく回答がスムーズに出るように

していてください。お願いしたいと思います。

本日の審査はこれで終了いたしました。

執行の皆様、お疲れさまでした。委員の皆さんはしばらくお待ちください。

本日の審査報告ですが、質問数と総括質疑について副委員長から報告をお願いし

ます。

副委員長（藤田直一君） それでは、質疑が77件ありました。総括質疑が１件でござい

ます。
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総括質疑についてここで読ませていただきます。指定寄附金、ふるさと納税、も

っと頑張れ。指定寄附金1,800万円は、はっきり言って足りません。

（１桁足りないの声あり）

副委員長（藤田直一君） １桁足りませんだな。すみません、字が読めなくて。１桁足

りません。積極的に取り組んでいく姿勢が見られません。道の駅と連携して多品目

化をしてもらいたいということです。それから、もっと担当者を増やして体制の充

実を図るべし。ほか市町村に学び、もっと強化をしてください。

以上でございます。

委員長（渡邊勝 君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。

これで本日の会議を閉じます。これをもちまして本日は散会といたします。

大変ご苦労さまでした。

午後３時５９分 散 会
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令 和 ４ 年 第 １ 回 定 例 会

予算審査特別委員会会議録

（第２日）

１ 場 所 大会議室

２ 開 会 令和４年３月１８日 午前９時

３ 出席委員

１番 小野澤 健 一 君 ８番 椿 一 春 君

２番 品 田 政 敏 君 ９番 熊 倉 正 治 君

３番 藤 田 直 一 君 １０番 松 原 良 彦 君

４番 渡 邊 勝 君 １１番 池 井 豊 君

６番 中 野 和 美 君 １２番 関 根 一 義 君

７番 今 井 幸 代 君 １３番 髙 橋 秀 昌 君

４ 委員外出席議員

議長 小 嶋 謙 一 君

５ 欠席委員

な し

６ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の氏名

町 長 佐 野 恒 雄 町 民 課 長 田 中 國 明

教育委員会副 町 長 吉 澤 深 雪 小 林 亨事 務 局 長

教 育 長 安 中 長 市 近 藤 拓 哉産業振興課長補佐

政策推進室長 堀 内 誠 棚 橋 康 夫保健福祉課長補佐

地域整備課長 時 田 雅 之 渡 辺 絵美子保健福祉課副参事

産業振興課長 佐 藤 正 村 山 孝 徳産業振興課主事

７ 職務のため出席した者の氏名

議会事務局長 渡 辺 明

書 記 板屋越 麻衣子

８ 傍聴人

三條新聞社

９ 本日の会議に付した事件
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議案第２１号 令和４年度田上町一般会計予算議定について中

歳 出 ３款 民生費

４款 衛生費

５款 労働費

６款 農林水産業費

７款 商工費

８款 土木費



- 91 -

午前９時００分 開 議

委員長（渡邊勝 君） 改めまして、おはようございます。今日は、暦の上では彼岸の

入りというような日でございます。月日は早いもので、あっという間にもう３月が

中旬を迎えたということになるかと思います。今日、私は朝起きたら、10年前に河

津桜を買ってきました。今日、一輪の花が咲いておりました。もし私の家の前を通

ったら花を見ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

それで、今日は予算審査特別委員会も２日目でございます。今日が一番皆さんか

ら質疑が出る日ではないかと私は思っておりますけれども、どしどし出していただ

きまして、また執行のほうからの回答をいただきたいと思います。できる限り短く

簡潔にお願いしたいと思います。

委員の本日の出席は13名全員であります。

三條新聞社より傍聴の申出があり、これを許可しますので、報告いたします。

これより審査に入りますが、昨日に引き続き審査を進めてまいります。

それでは、これより議案第21号、令和４年度一般会計予算、３款民生費について

始めたいと思いますので、よろしくお願いします。

それでは、着座で進めてまいります。

（ ） 。 。保健福祉課長補佐 棚橋康夫君 おはようございます 保健福祉課の棚橋と申します

よろしくお願いいたします。

まずはじめに、保健福祉課の令和４年度の予算につきましては、令和３年度と比

較しましてそれほど大きな変化というものはありませんで、基本的には令和３年度

のものを引き続きという形で予算編成を行いました。といいますのも、令和３年度

に既存事業の見直しですとか、統合、廃止などを実施いたしまして、それで１年間

動いてきてみまして、そのままの続きということですけれども、そういった中で令

和４年度につきましては、大きな変化というのはそれほどございません。ただし、

幾つか新規事業にも取り組んでまいりますので、その辺り特徴的な部分を中心にご

説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

今日使います資料ですが、予算書のほかに、今日お配りさせていただきましたＡ

、 。４ ２枚留めた令和４年３月18日予算審査特別委員会保健福祉課資料というものと

あと、今日総務課が作って机の上にお配りさせていただきました、新型コロナウイ
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ルス感染症対策地方臨時交付金の令和４年３月18日予算審査特別委員会総務課当日

資料。それから、昨日総務課のほうで第２次総合戦略の関係でＡ３の紙２枚ほどの

ものをお配りさせていただいたかと思うのですが、こちらのほうを使って説明させ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、３款の説明のほうに入らさせていただきたいと思います。予算書70ペ

ージのほうをお開きください。３款民生費につきましては、高齢者や障がい者、児

童福祉などに係る事業などを行う民生費になっておりまして、３款全体といたしま

しては今年度予算13億2,032万1,000円となり、令和３年度に比較しまして0.3％の

減額、419万1,000円の減額予算となっております。

それでは、３款１項１目社会福祉総務費でございます。令和４年度予算１億

5,378万5,000円を計上いたしました。対令和３年度の比較で671万8,000円の減額と

なっております。右のほうの説明欄に移りますが、まず最初の事業としまして社会

福祉総務事業、こちらは民生費に係る総務的な部分の費用になっておりまして、保

健福祉課の福祉係の職員９名分の人件費ですとか。あと町の福祉委員、民生委員、

児童委員になりますが、そういった方の報酬などをこちらの予算のほうで計上させ

ていただいております。この中で特徴的なものといいますと、１ページはぐってい

ただきまして72ページのほうに移りますが、72ページ中ほど、18節負担金補助及び

交付金の続きになりますけれども、上から４つ目のところに社会福祉協議会補助金

1,800万円ということで、予算を計上させていただきました。こちらにつきまして

は、対令和３年度比で444万2,000円の減額ということで、大きな額の減額となって

おります。これにつきましては、町の財政的な部分ですとか、そういったいろんな

ことを考慮しまして、町長指示によりまして補助金の見直しをできるところを見直

すということで、社会福祉協議会のほうと協議を重ねてきた中、令和４年度予算に

つきましては、減額ということで予算計上させていただきましたので、よろしくお

願いいたします。

それから、下の27節繰出金ですが、まず国民健康保険特別会計繰出金、こちらが

対前年度比で439万9,000円の減額となっております。こちらにつきましては、来週

になりますが、国保特会のほうでご説明申し上げます。

続きまして、事業の黒いひし形のところになりますが、社会福祉総務費その他事

業、こちらにつきましては、地域福祉基金の利子の積立てということで計上させて

いただいております。令和３年度につきましても、指定寄附等があった場合にこち

、 、らのほうに積まさせていただいたりしまして あと福祉に係る必要な事業のときに
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こちらの基金を取り崩して活用するというふうな基金になっておりますが、令和３

年度末の残高で1,867万9,000円ほどの残高となっておりますので、よろしくお願い

いたします。

続きまして、２目のほうに移ります。２目老人福祉費です。令和４年度予算３億

9,189万6,000円となり、対令和３年度比で841万3,000円の増額予算となっておりま

す。右側説明欄ですが、老人福祉事業です。こちらは、高齢者の在宅生活等を支援

する経費などを計上させていただいております。特徴的なところとしまして、次の

ページ、73ページになりますが、12節委託料の中の５番目でしょうか、地域たすけ

あい事業委託料25万円ということで計上させていただいております。こちら金額に

つきましては、令和３年度と変わりはありません。こちらにつきましては、昨日総

務課のほうでお配りしました第２次総合戦略、こちらのほうの２ページの５番のと

ころに地域たすけあい事業ということで、総合戦略として取り組む事業として計上

させていただいております。

（２ページの５番ってどのこと言うてるの声あり）

保健福祉課長補佐 棚橋康夫君 すみません 第２次総合戦略 Ａ３の横判の３月17日（ ） 。 、

の日付でお配りしている資料になります。その２ページ目の５番のところに地域た

すけあい事業ということで、25万円計上させていただいております。内容としては

変化はないのですが、この中で単価のほうを見直させていただいておりまして、令

和３年度よりもちょっと、単価のほう見直しということで、令和４年度から執行さ

せていただきたいと思いました。今資料、すみません、つけておりませんが、そう

いった形でこちらの総合戦略のほうにも載せさせていただいておりますので、よろ

しくお願いいたします。

それでは、予算書のほう戻っていただきまして、73ページの一番下から２番目の

行になりますが、こちらに新規事業としまして難聴者補聴器購入費助成25万円とい

うことで、新規に計上させていただきました。こちらにつきましても、第２次総合

戦略、今ほど御覧いただきました２ページの次の６番のところ、こちらに載せさせ

ていただいておりますし、あと、今日保健福祉課資料としてお配りしましたＡ４判

の資料のほうにも１ページ、２ページのほうに、今担当課のほうで考えているこれ

チラシといいますか、それの案になりますけれども、それを載せさせていただいて

、 、 。 、おりますので こちらのほう Ａ４のほうを御覧ください こちらにつきましては

内容、目的としましてコミュニケーション能力の向上ということで、社会参加の促

進ですとか、あと認知症予防、それから会話、耳が聞こえにくいと閉じ籠もりがち
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になるということで、それを防止するという意味で、ひきこもり予防という観点か

ら、通常ですと身体障害者手帳を持っている方ですと補装具という補助対象になる

のですけれども、それの対象までいかない人、もうちょっと軽い方を対象に補聴器

の補助を行って、なるべく外に出て認知症等を予防していこうというふうなことを

目的に、補助をさせていただくような形で作らさせていただいたものです。２ペー

ジをお願いします。一応その補助を受けるための流れとしましては、まず、役場の

ほうに申請書をお出しいただきます。その際には、お医者さんのほうから意見書、

、 、障害者手帳の範囲まではいかないのですけれども 耳が聞こえづらいということで

そういった意見書を書いていただきまして、その意見書と。あと実際に購入する予

定の用具を販売店のほうから見積書をもらっていただきまして、それを申請書に併

せて町のほうに提出いただきます。町のほうでその中身を審査しまして、その要件

に合っているということですと決定通知を送らさせていただきまして、決定を受け

た後に販売店のほうで購入しまして、自己負担があればその自己負担分をお支払い

いただいて、その残り分は今度最後に事業所のほうから町のほうに請求が来て、そ

の残りの代金を町から事業所にお支払いするというふうな、ざっと言いますとそう

、 。 、いった流れでなっておりますので よろしくお願いいたします 予算としましては

１人当たり、基準額として一番高くても５万円、掛ける５人分ということで予算計

上させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。

それでは、予算書のほうに戻っていただきまして、予算書74ページのほうをお願

いいたします。27節繰出金の続きになりますが、一番上ですが、介護保険特別会計

繰出金１億9,910万5,000円ということで、対令和３年度比で350万3,000円の増額予

算となっております。こちらにつきましては、来週になりますが、介護保険特別会

計のほうでご説明申し上げます。

その次の後期高齢者医療特別会計繰出金です。4,563万円ということで、対令和

３年度比で200万8,000円の増額となっております。こちらにつきましても、来週の

後期高齢者医療特別会計のほうでご説明申し上げます。

続きまして、老人福祉その他事業です。こちらにつきましては、コミュニティデ

イホームくつろぎの家、ふれあいの家の運営に係る経費のほうを計上させていただ

いております。

その次、敬老事業になります。308万7,000円。こちらにつきましては、敬老会を

行う経費ということで計上させていただいておりまして、敬老記念品としまして、

令和４年度100歳になる予定の方が７名、それから88歳、米寿の方が84名というこ
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とで、記念品のほうを予定しております。それから、18節負担金補助及び交付金の

ほうでは、75歳以上の方2,413名の予定ですので、その方の敬老会補助ということ

で予算を計上させていただいております。

その次、後期高齢者医療費のほうにつきましては……では、すみません、説明代

わりますので。

町民課長（田中國明君） 後期高齢者医療の関係でありますけれども、これにつきまし

ては、広域連合の算定に基づいた金額ということで１億832万1,000円をお願いする

ものでありますので、よろしくお願いいたします。

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） それでは、引き続き３目障害者福祉費の説明のほう

に入らさせていただきます。令和４年度予算２億8,375万7,000円となり、対令和３

年度比で834万8,000円の減額予算とさせていただきました。右の説明欄に移ります

が、まず障害者福祉事業です。こちらにつきましては、障がい者に係る経費という

ことで、重度心身障害者医療費助成、通称県障というふうに呼んでおりますが、医

療費助成ですとか、あと中越福祉事務組合負担金ですとか、そういった経費のほう

を計上させていただいております。こちらにつきましては、例年どおりの予算とな

っておりますので、よろしくお願いいたします。

次、75ページの下のほうを見ていただきまして、障害者ふれあいセンター管理費

です。こちらは、役場の裏手にあります障害者ふれあいセンターやすらぎの家、そ

こに係る運営経費のほうとなっております。こちらにつきましても通常経費となっ

ておりますので、よろしくお願いいたします。

１ページはぐっていただきまして、76ページのほうをお願いいたします。障害者

自立支援事業２億4,271万円ということで、対令和３年度比で646万9,000円の減額

予算とさせていただきました。こちらにつきましては、障がい福祉サービスに係る

、 。経費ということで 例えば在宅サービスということで障がい者のヘルパーですとか

あとショートステイに係る経費、それから日中活動ということで、例えば社会福祉

協議会のほうの日中通ってこられる生活介護ですとか、就労Ｂですとか、そういっ

た経費がこちらのほうに含まれております。あと、障がい者の施設入所に係る経費

もこちらのほうで計上しているところです。

77ページ上のほうです。19節扶助費ですが、こちら合計で２億3,424万円という

ことで、対前年度比646万円の減額予算とさせていただきました。こちらにつきま

しては、利用者というのはそれほど減ってはいないのですけれども、実績見込みの

ほうから予算を減額ということで、足りそうということで今年度減額させていただ
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いておりますので、よろしくお願いいたします。

続きまして、４目母子父子福祉費、令和４年度予算538万4,000円とさせていただ

きました。対令和３年度比18万1,000円の減額予算です。こちらにつきましては、

ひとり親家庭等医療費助成事業ということで、ひとり親家庭に係る医療費の助成を

こちらのほうで行っております。予算規模につきましては、例年どおりとなってお

ります。

続きまして、５目老人福祉施設費、令和４年度予算2,012万1,000円とさせていた

だきまして、対令和３年度比で45万5,000円の増額となっております。こちらは、

まず老人福祉センター管理事業ということで、川船にあります老人福祉センターの

管理に係る経費をこちらで計上させていただいております。

めくっていただきまして、78ページです。下のほうに今度老人福祉センター管理

その他事業ということで、33万5,000円を計上させていただいております。こちら

につきましては、老人福祉センターに係る修繕ですとか、必要な用品等のいろんな

ものが出てきますので、窓口的な意味合いで修繕料等を上げさせていただいており

ます。

次のページ、79ページです。心起園管理事業1,094万7,000円。こちらにつきまし

、 。ては 山田にあります心起園の管理費に係るものを計上させていただいております

それで、この中で、10節需用費のうち、燃料費ということで227万7,000円を計上さ

せていただいておりますが、こちらが対令和３年度比で29万5,000円の増額とさせ

ていただいております。こちらにつきましては、お湯の温度を上げるのに重油を使

うのですけれども、重油の単価が高くなっている影響で増額とさせていただいてお

ります それから その２つ下の光熱水費360万1,000円ということで こちらも36万。 、 、

8,000円の増額をさせていただいております。こちらにつきましても、やはり電気

料が値上げになっているということで、増額ということでお願いしております。

それから、次のページ、80ページのほうを御覧ください。80ページ、心起園管理

その他事業30万円ということで、こちらにつきましても心起園の修繕料、窓口とい

うことで30万円を計上させていただいております。

すみません、ではページ飛びまして85ページのほうをお願いいたします。85ペー

ジ ３款２項児童福祉費の３目児童手当費になります 令和４年度予算１億1,842万、 。

6,000円とさせていただき、対令和３年度比で809万3,000円の増額とさせていただ

きました。右の説明欄ですが、まず最初に児童扶養手当等事務事業ということで、

児童扶養手当ですとか、特別児童扶養手当に係る事務費ということで計上させてい



- 97 -

ただいております。こちら本体分につきましては県のほうになりますけれども、そ

の事務費ということで補助が参りますので、その分を計上させていただいておりま

す。

、 、 、それから その下ですけれども 児童手当事業１億1,838万2,000円ということで

令和３年度比で810万円の増額予算とさせていただいております。ページをはぐっ

ていただきまして、86ページのほうをお願いいたします。19節扶助費のほうで１億

1,835万円ということで、計上させていただいております。この児童手当事業につ

きましては、令和３年度中に予算に大変大きな不足ということで、大変申し訳あり

ませんが、予算の補正をさせていただきました。そういったことも含めまして数字

を精査しまして、しっかりと令和４年度予算につきましては不足とならないように

見込んで、今回810万円の増額ということで予算計上させていただいておりますの

で、よろしくお願いいたします。

では、３款は以上になります。

委員長（渡邊勝 君） ３款の説明が終わりました。

ただいま説明のありました案件について質疑に入ります。ご質疑のある方、ご発

言願います。

11番（池井 豊君） １件だけ、新規事業でイメージできないので、補聴器の件なので

すけれども、私、補聴器あまり興味がなかったので、補聴器って大体幾らぐらいか

ら幾らぐらいのものなのかというのと。ここで購入費全額と２分の１補助というこ

とになっているのですけれども、幾らぐらいの補聴器を買う場合というふうに想定

しての全額なのか、２分の１の額なのか、そこら辺、補聴器事情を聞かせてもらえ

ればと思います。

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） 補聴器、物によって本当にピンからキリまでという

ことですけれども ５万円程度のものから 装飾等見た目もいいもの等を含めて50万、 、

円ぐらいまでのものですとか、いろいろあります。ただ、補助の対象となるという

のが、大体機能の面でいうと７万から10万円程度の補聴器になりますので、その辺

りは一応補助単価ということで、補装具という、障害者総合支援法のほうで補助の

対象になる、身体障害者手帳を持っている補助の対象になる基準の額というのがあ

りますので、大体その辺はやっぱり同じように、国で示しているそういう一般的な

補助のものに対しての額ということで、同じように計上させていただいております

ので、よろしくお願いいたします。

６番（中野和美君） 私も補聴器ともう一個、２点あります。
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補聴器の申請のところで、もう一つこれ加えられるといいのになと思ったところ

が、身体障害者福祉法による指定医師というのが本当に限られていて、特に耳鼻咽

喉科だけをこれは対象としているわけなので、この前段階、申請書なり意見書のペ

ーパーをお渡しするときにでも、今現在指定機関はどこどことどこどこですよとい

うふうに、教えてあげたほうが私とても親切だろうと思います。耳鼻科が全部が全

部指定されているわけではないと思うので、内科なんかでもかなり絞られているの

で、その辺を、まずは用紙をもらってきたら、はて、どこの医者に行って、また保

健福祉課に行くとなると二度手間、三度手間になると思うので、事前にどことどこ

が近くではありますよというような案内はすぐされていいかと思うのです。

それと、前にも保健福祉課に私尋ねたときに、今度75ページの身体障害者自動車

運転免許取得費助成というのがあります。10万円なのですけれども、これ上げてく

ださっているのはとてもありがたいのですが、今までに利用した方があったのかど

うか。あと、私はこれどういうふうに使えるのだろうということで二、三年前に尋

ねたことがあったのですが、ただそのときに就職する見込みのある人とか年齢的に

、 。若い人みたいな制限があったのですが その辺の制限はその後軽減されているのか

免許を取ったからこそ就職できるということもあると思うので、その辺どうなった

のか分かったら教えていただきたいのですが。

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） まず、１点目の補聴器についてですけれども、この

辺りの耳鼻科の先生が大体その指定医になっておりますので、それからまたこうい

うふうに相談に来られる方は、基本的に耳が聞こえづらくなってどこかしら耳鼻科

のほうにかかったりした中で来ますので、そういった意味では、例えば今かかって

いる先生が書けますよとか、そういったことをお伝えできますので、そういった意

味ではお伝えできるのですけれども、広く県内で全部ここの医者とここの医者とい

うのはまた結構、先生も指定を辞退したり、加わったりとか、２か月に１回ぐらい

県のほうから来るのですけれども、そういったのもありますので、そこで相談のと

きに、そのかかられているお医者さん大丈夫ですよとか、そういったことで伝えさ

せていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

それから、２点目の身体障がい者の運転免許の関係ですけれども、基本的には、

この制度というのがやはり身体障がい者が社会参加して就労等、社会参加というこ

、 、とを目的にしたものとなりますので やはり基本的にはこれから就労に向けてとか

社会に参加してという方を対象にした制度になりますので、一定程度そういった意

味でそういう予定というか、見込みといいますか、そういった方を対象にしている
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目的になっておりますので、例えばかなり高齢とかで、社会参加というより取りあ

えず免許が欲しいというのは、目的というのですとそのまた趣旨が変わってくる部

分もありますので、そういった意味ではやはり社会参加に向けた支援というふうな

意味合いだと思いますので、元のところはそういった意味では変わってはおりませ

んので、よろしくお願いいたします。

あと、利用者は今のところ、相談はあったことはあるのですけれども、対象にな

って利用した方は今のところはいらっしゃいません。

以上です。

６番（中野和美君） 相談はあったけれども利用されたことがないというのは、やはり

使い勝手がいま一つ悪かったのではないかなと、その制限にどうしても引っかかっ

てしまうというところがあるのではないかなと思うのですが、それ県とか法律上の

関係もあったりして利用がしにくくなっていると思うのですが、ぜひ社会参加、免

許を持っているからこそ就職できるということは絶対あると思うので、そういう働

きかけを今後していっていただけたらなと思います。

それと、耳鼻咽喉科に関しては、この辺のお医者さんは大体指定機関になって、

今私もホームページ見てみたら、辞退する先生、申請する先生という窓口が設けて

あって、やっぱり頻繁にあるのだなとは思ったのですけれども、内科なんかでは全

部が全部指定機関になっているわけではなかったので、その辺どうなのかなと思っ

てお伺いしました。ありがとうございました。

13番（髙橋秀昌君） 補聴器の件で質問します。

ようやくにして補聴器助成を行われたということで、データを見ましたら、二、

三年前まではまだ五、六市町村しかなかったのですが、今どんどん、どんどんほか

の市町村も広がっています。そういう点では、田上町は後ればせながらとは言わな

いけれども、新しい制度として歓迎したいと思います。具体的な中身について、私

も購入価格の２分の１で３万円しか出さないってどうなのだろうと思ったのです。

というのは、大体今、前にもお話ししたことがあるけれども、数年前、五、六年前

で30万円から40万円の補聴器が最もよく出ていますというのがあるのです。そうい

う補聴器というのは非常に長もちするし、それからもう一つ、大事な点は、補聴器

をつける人が若いときは車でもって店に行くことができるけれども、だんだん、だ

んだん高齢になって動けなくなると、補聴器の維持管理そのものができなくなるの

です。だから、契約の段階で家庭に来てくれると、そういう契約ができるところで

あると、それなりの値段もかかるけれども、その後の点検、補修などには一切基本
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的にはかからないという、補修や電池の交換にはかかりますが、ほかはかからない

という、こういうところもあるのです。だから、そういう面で見たら、私は３万円

ってどうなのだと思ったら、今課長補佐は７万円から10万円の品物という前提なの

で、７万円から10万円の品物を前提にすれば３万円から５万円だなという、そうい

うのは分かったのですが、しかし、もう少し社会的な状況をつかんでもらいたいと

いうのが１点です。予算そのものについては評価したいと思うのですが。

そこで、もう一点伺いたいのですが、その他のところで、教育及び職業上必要と

認められた場合は両耳についてそれぞれ出しましょうと。つまり、ここでいうと教

育及び職業上、真に必要と認められたものについては両側の耳に装着するものそれ

、 、 、ぞれ助成するとなりましたから この対象者は 町民税非課税世帯であれば10万円

町民税課税世帯であれば６万円を出しますよということの理解でよろしいですか。

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） 今ほどのご質問ですが、そのとおりです。倍の補助

という形になります。

13番（髙橋秀昌君） 課長補佐、伺いたいのだけれども、あなた眼鏡かけるとき、片側

だけ直す。両方直す。これなぜなのかということです。皆さん眼帯をした経験があ

、 。ると思うのですが 人間の目というのは２つの目があって距離感がつかめるのです

では、人間の耳はどうか。両耳が聞こえることによって、どの方向から声が出てい

るか、音が出ているかを知ることができるのです。ところが、そちらの案は基本的

には片耳でやるということになりますから、片耳だとすると声がどちらから聞こえ

てくるのかは分からない。これは専門家の話なのです。私の話ではない。私、補聴

器に若いときから関心があって、しかも値段が高いものだから、いろいろあちこち

で調べた結果にそういう専門家の話を聞いて、やっぱり補聴器というのは両方の耳

に入れることによって会話がスムーズにいくのだそうです。だとすると、今の案は

特別に教育上や職業上で必要な人しか対象にならないのでしょう。私これは少し、

まだ要項は案だということですので、ぜひ財政とも協議をするなりして、基本的に

は両方に入れると。もちろん中には私両方入れたくないという人もいると思います

が、人間というのは２つの耳があることに意義があるのです。そういう点で、ここ

はやっぱり改善する必要があるのではないかということを強く指摘しておきたいの

ですが、いかがでしょう。

（ ） 。 、保健福祉課長補佐 棚橋康夫君 ありがとうございます 今ほどのご質問なのですが

補装具という、先ほど私説明の中で言ったのですけれども、障害者総合支援法の中

で、聴覚障がいの身体障害者手帳を持っている方が補聴器を購入するときに補助が
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、 、 、 、出る制度があるのですけれども それその障害者総合支援法の中ですので 国 県

町が費用負担になるのですけれども、その補装具制度につきましても同じように基

本的には片方というところが基本になっています。ですので、それをある程度とい

いますか、参考にした中で、やはり身体障害者手帳を持っている方も国のほうで認

めているのが基本的には片方という部分がまず大前提にありますので、その中で対

象にならない方を補助しようという制度になっていますので、委員おっしゃってい

ることはよく分かるのですけれども、今の中ではご意見として受け止めて、今後の

。 。検討ということで回答させていただきたいと思います よろしくお願いいたします

13番（髙橋秀昌君） 当初予算ではこういうふうに入れたわけだから、これに反対する

。 、 、意思はないのだ しかしながら あなたの今主張は障がい者に対するのなのだから

障がい者でない人も同じように準ずるのだという考え方なのだ。今の発言は。そう

ではないのです。障がい者に準ずるから出すのではないのです。高齢者の方々がコ

ミュニケーションを豊かにする、豊かにするというのは維持する。もう一つは、認

知症予防でそういうものをやりますということなわけでしょう。つまり全く意義が

違うわけなのだ。全く意義が違う。だからこそなかなか市町村の中でこれが広がっ

てこなかったのですが、多くの住民の要求などに応じて、こういう声が今全国の市

町村にも広がってきたのです。だから、その意義は障がいを持っている人に準ずる

からではないのです。だからこそあなたが対象者は両耳の聴力レベルが30デシベル

以上と言ったでしょう。つまりこの30デシベルというのは、神経を集中すれば聞こ

えるが、普通にしていると聞こえないとか、そういう人が対象でしょう。障がいと

は全く違う。だから、30デシベル以上というのは、極めて低いレベル、本当にちょ

っと聞きが悪い人も対象にしましょうという、そういう点では非常にいいことなの

です。ですから、私はこの予算を撤回しろなんていう気持ちはないし、これは間違

っているということではないのだが、拡充するということについて大いに研究、検

討してもらいたいということを強く求めたいのですが、いかがですか。

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） 今ほどのご意見ですけれども……

（質疑ですの声あり）

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） すみません。ご質問ですけれども、障がい者と高齢

者というのは違います。すみませんでした。それで、実際補聴器のほうでご相談に

、 、 、来られる方ですとか 実際装着されている方は 基本的には皆さん片耳で装着して

それで不自由なくとはあれですけれども、そういった形で過ごされておりまして、

その補装具のほうでも実際両耳に装着したいという相談というのは記憶にないぐら
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いで、あまりないのが実情です。ただ、この制度を始めたときにそういった相談、

両耳どうしてもやっぱり必要だ、そうやっていくほうがコミュニケーションがよく

取れるのだということであれば、その辺をお聞きした中で、またその都度対応して

いければと思いますので、よろしくお願いいたします。

13番（髙橋秀昌君） 課長補佐は経験値で物を言っているのだ。つまり、私が言った両

耳が必要なのだよというのは、生理的に必要なのだ。人間としてと。だから、実態

として皆さん片耳につけているという人が多いからいいとか悪いの問題ではなく

、 。 。て 両耳というのは基本なのですよと もちろん片耳しかつけない人もいますよと

でも、人間の生理としては、両耳がちゃんと聞こえてこそ、まともに声の方向が分

かるのだよということなのです。そういう視点でいくと、その他のところの項目は

ふさわしくないのではないのかと私は指摘しているのです。

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） 今ほどのご意見も参考にさせていただきながら、ま

た検討させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

13番（髙橋秀昌君） そういう真摯な答弁を欲しかったので、この予算そのものに反対

するつもりはないのです。やっぱり正確に捉えていくことが必要だし、何で私こう

いうことを強調するかというと、実は総務課にも言ったのだが、総体として予算の

総体が、新年度総体が11％アップしているにもかかわらず、保健福祉はマイナスな

のです。これはどうなのだいというふうに言ったら、総務課長は何と言ったかとい

うと、私は財政を切る側だから、課が言ってこなければそのままですと答えた。や

っぱりそれは課が、いや、うち減るではないかと、ではこれでいいのか、そういう

わけにいかないだろうという発想に立って、財政当局にもっとよこせと、財政って

切る側ですから、あなた方はお金なんか心配しなくたって、要求する側なので、そ

ういう立場で頑張ってもらいたいことを強く求めて終わります。

１番（小野澤健一君） 私は、２つ質問させていただきます。

ページ数でいくと70ページですか、民生委員のことについてお聞かせというか、

。 、 、ご質問します 実は私の地域で民生委員が ある方が都合が悪くて辞められてから

なかなか次の民生委員が見つからない状況がずっと続きました。約１年間ぐらいで

すか。今後、民生委員の役割というのは非常に難しいというか、個人の家庭の中ま

で入っていく職業であるわけで、住民の中でもあの人嫌だとか、この人いいとか、

そういう形で非常に人選が難しくなってくると思うのです。したがって、一人の人

が長年にわたって民生委員を続けていく。その方も残念ながら毎年毎年お年を重ね

て高齢化になっていくと、こういう問題が恐らく今後出てくるだろうと思う。した
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がって、民生委員の確保の仕方、工夫、こういったものをどういうふうに考えてい

られるのか、これ１つ質問をさせていただきます。

それから、２つ目はページ数72ページ、先ほど課長補佐からご説明があった、社

会福祉協議会の補助金を見直して、昨年度比約450万円弱ですか、少なくすると、

こういう形でご説明がありました。これは、今後１年ごとに社会福祉協議会宛てに

やる補助金を見直していくのだということで理解をしていいのか。それともたまた

ま今回だけやったのか、これについて質問させていただきたいと思います。

以上２点です。

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） まず、民生委員の確保についてですけれども、田上

町だけではなくて、いろんなどこの市町村も民生委員の確保というのはかなり苦労

しているところでして、県内でも実際ずっと欠員になっているというところもある

ようです。田上町につきましては、今ほど小野澤委員おっしゃったように１地区だ

けしばらく不在だったのですけれども、今はなっていただきまして、今全員確保は

、 、しておるのですけれども 令和４年度の12月がちょうど改選の時期になりますので

またそうするとそのところで辞めるという方もいらっしゃると思います。そういっ

た中で、例年ですと、任期３年になるのですけれども、区長のほうから新たな候補

の方ですとか、あともしいれば、その辞められる方からどんな方がいらっしゃいま

すかということでお聞きした中でまた交渉といいますか、お願いに当たってという

ことなのですけれども、毎回なかなか苦労して何とかなっていただいているという

ところです。県の民生委員児童委員協議会のほうでも、なかなかそういった形でど

こも苦労しているので、ほかのところはこんな形で工夫しているというのは情報等

、 、 、は来るのですけれども これといったのがなかなか いい案がないのが現状でして

そういったのはこれからどんどんまた、なおさら難しくなっていくとは思います。

ただ、これといったいい策はないのですけれども、やはりそういった方に地道にお

話、何とかお願いしてという形でするしか今はないのかなというふうに思っており

ます。すみません、答えになっているかどうかあれですけれども、よろしくお願い

します。

それから、２点目の社会福祉協議会の補助金につきましてですが、今回初めてと

いいますか、抜本的に今までのものを含めた中で、見直そうということで話合いを

させていただきました。今回かなり大幅に削減させていただきましたので、これを

毎年段階的にということは今のところは考えておらず、今ここで一回見直しました

ので、また当然社会情勢等いろいろ変わってくる、経営状況ですとか変わってきま
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すので、また何年後かには見直すという予定はありますけれども、今のところしば

らくはこれでいくのかなというふうに考えております。

以上です。

１番（小野澤健一君） ありがとうございました。やはり民生委員は、これは本当に民

生委員がいない地区になると非常に不便なのです。だから、令和４年の12月に改選

だということで今ご説明ありましたけれども、ぜひともその改選のときに欠員が出

ないように、それから欠員が出た場合どうするのか。例えば、私、民生委員の詳し

、 、 、い資格は分かりませんけれども 例えば地区をまたいで 上野地区なのだけれども

例えば川之下の民生委員が上野を見るとか、こんなのは実質的にはなかなか難しい

とは思うのだけれども、不在だけはやはり、非常にその地域にとっては致命的なケ

ースになり得るので、これはやっぱり避けてもらいたいし、逆にそうなったときに

何かいい知恵がほかの市町村にあるのかないのか、これをひとつ研究してみていた

だきたいというふうに思います。

それから、社会福祉協議会への補助金なのですけれども、これぜひとも毎年見直

しをやるべきだろうと私思うのです。当然、お金を出すのだから、経営というか、

その内容についても口も出さなければ駄目だと思っています。社会福祉協議会、ご

、 、存じのように非営利団体なわけですから 例えば余剰金の額がどれだけあるかとか

そういったものを見る中で、決して社会福祉のレベルを落とせという意味ではない

けれども、町の一般会計から出す金額が妥当な金額なのかどうなのか。これはやは

り社会福祉協議会のほうも決算の締めがあるのですから、そういった決算説明等の

中でよく聞いて、その年度年度で補助金の額が妥当なのかどうなのか、これは検証

していっていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） ありがとうございます。

まず、民生委員のほうにつきましては、欠員が出ないように当たっていきたいと

思いますので、ありがとうございます。

それから、社会福祉協議会につきましても、情報ですとか、そういったのを連携

を密にしながら、その辺また状況をよく把握した中で取り組んでいきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

８番（椿 一春君） では、１点、私も社会福祉協議会の助成金について質問いたしま

す。

今まで2,200万円だったかの補助金なのですが、人件費分とずっと聞いておりま

した。ですが、人件費、この辺はどうなのだって、やっぱり人件費分ですから、ど
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うしようもないですというふうなことでの回答だったと思うのです。私、これ減っ

てきたので、またいろいろ社会福祉協議会にいろんな何か仕事の委託が行っていま

すよね。結構500万円で一人で何かやっているもので、なかなか成果の生み出され

ない事業ですとか、いろいろあるのですけれども、そういったいろんな事業がたく

さん行っているからこちらを減らしてもいいというふうになったのか。その辺の社

会福祉協議会とのまた協議の過程でどうしてこの400万円が可能になったかという

のをお聞かせください。

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） 社会福祉協議会との交渉につきましては、こちらの

ほうから、やはりずっと人件費についても多いのかなという思いがあった中で、今

回改めてほかの市町村ですとか、いろんなところを確認すると、社協への補助とい

うのは特に基準があるものではなくて、市町村によって全然考え方も違います。そ

れで、町のほうももう一度ゼロから考え直した中で見直したということで、今まで

ですと５人分の人件費のうち３人分が80％、２人分は100％ずつということで出し

ていたのですけれども、その基準をゼロにして、どういった形、どの辺であれば町

のほうの財政的な部分、それから社協のほうも経営状況とかそういったものを見さ

せていただいた中で、落としどころがどの辺かなということで考え直した部分です

ので、今までの続きというよりは、ここで一回考え方を整理して、話合いをした中

で、この金額に落ち着いたというところですので、全く別な考え方といいますか、

一回ゼロにして積算したものになりますので、よろしくお願いいたします。

８番（椿 一春君） 何か私が思う自分の勘ぐり、勘ぐりというとあれなのですけれど

も、いろんな事業費でなかなか仕事が、かえって人手不足、社会福祉協議会の中で

いろんな事業が、たくさんの事業が向こうに委託で行っているのですけれども、な

かなかそれがこなし切れず、かえってもっと人を入れてその事業を成功させるよう

なことのほうがいいのではないかなと思うのですけれども、結局なかなかその事業

の成果、500万円だかな、上がっているもので成果を結ばない部分もあるので、そ

れもみんな……の中の売上げの見込みの中で、不用額が400万円ぐらい出たという

ふうなのかなと思ったのです。人件費と聞いていたので、人件費を減らさず、もっ

とそちらのマンパワーでもっともっといい事業が進むようなほうにやったほうが町

民の幸せになるのかなというふうに私は考えて、なぜ減ったのかなというふうな理

由を聞きたかったのですが、そういった何か予算が余っているとか、今のその他の

事業は予定どおりいっているから大丈夫だというふうに考えていいのでしょうか。

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） 今ほど委員おっしゃった部分の委託事業としてお願
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いしてその委託分のお金を出しているものと、社会福祉協議会の法人のほうに出し

ている補助金と別な性格になりますので、委託事業については委託の分として出し

て仕事をしていただいている部分ですし、この部分は法人のほうに補助として出し

ている部分になります。それで、正直言うと、社会福祉協議会のほうはこれだけ減

額されると相当厳しいという、相当というか、厳しい部分があって、実際何度か町

のほうで示した額、いや、それだとやっぱり難しいというやり取りをした中でのも

のになりますので、ここまで落としたから、ほかのところで入ってきている部分が

、 、 、 、あるから大丈夫とか そういったのでなくて やっぱり別個に 別個といいますか

委託の部分は委託の部分、補助の部分は補助の部分ということでなっておりますの

で、よろしくお願いいたします。

13番（髙橋秀昌君） 空中論で見えないのだ。つまり、これだと四百数十万円も減額す

るわけですから、では一体、令和３年までは具体的にどういう項目でどういう助成

をしていたのか。団体に対する助成額は幾らで、委託がどうなのか。これ一覧表を

本来だったらあなた方が事前に用意して、我々に配ってそういう今のお話をしても

らえれば状況が見えるけれども、今だと空中線で何をどう変えようとしているのか

さっぱり見えないので、ぜひ具体的な項目別の数字、明らかにしてもらいたいとい

うことで、今すぐ資料出せない、きっと、出せないだろうから、後でいいから出し

てちょうだい。いい。

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） すみません。今持ち合わせておりませんので、後ほ

ど提出させてください。

７番（今井幸代君） 今ほど髙橋委員のほうから資料の要求という形で、そこで整理が

されるのだろうというふうに思いますが、それこそ椿委員との議論の中で、新たな

考え方なのだというふうに補佐はおっしゃられていたのですけれども、その新たな

考え方というのが具体的にどういった考え方に基づいてこういった金額に決定され

たのだという、考え方が変わったのですという、ではその考え方の中身が示されな

いとなかなかこの減額に対しての理解が進まないと思うので、資料を提供していた

だいたときの説明の際にそういった部分もしっかりとご説明いただけるとありがた

いなと思いますので、よろしくお願いいたします。

副町長（吉澤深雪君） では、若干補足というか、経緯を説明させていただきます。

町長のほうから、社協への補助、実態よく分からないので見直しというふうな指

示をいたしました。その中で、社協の経営状況も実は見た中で、それなりの利潤と

いうか、ある程度のものもあるので、今の補助は見直してもいいだろうと。基本的
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な考え方としては、町の補助基準というのが実は３分の２というのが基本にあるも

のですから、人件費５人分と多少の事務費も含めて３分の２ということで当初試算

をし、そこで社協側のほうに提示をさせてもらったと。ただ、そうしますと社協と

してはやはり、あまりにも大きな差になったものですから、そこでやり取りがあっ

て、その中で３分の２を基本としたのですが、そこまでは一気には難しいだろうと

いうことで、こちらも譲歩した中でこの額、間を取ったような形なのですが、そこ

で提案してみようというふうなことであります。こういう経過を含めて、では後ほ

ど資料を提出いたしますので、お願いいたします。

12番（関根一義君） 私も関連して質問しますが、最後、副町長が出てきて答弁をされ

ましたけれども、そこで、ああ、そういうことなのかということがぼんやりとして

分かったのですけれども、補助金の見直しということです。これについて、補佐、

大変ご苦労さまです。補佐の説明を受けて、補助金の見直しが課題に上がったのだ

なと。その結果として、社協への補助金の見直しに到達しているのだなというふう

に捉えたのだからあれですけれども、そうすると補助金見直しの実態はどういうふ

うな状況になったのかということを改めて質問しようと思ったのですが、今副町長

の答弁を聞くと、この件については、町長の問題意識の中で単独の案件として、見

直して中身を精査してみたらどうかというふうな指示がありましたというふうに捉

えたのだけれども、どっちなのでしょう。補助金全体を見直しという、そういうも

のとして今回取り組んだ結果としてこういうのが生まれてきたのか。それとも後者

なのかという点について明らかにしてくれますか。これは補佐よりも副町長のほう

だと思いますから、そういうふうにしてください。

それから、補佐は大変だと思います。こんなところでこんな発言するというのは

失礼ですけれども、本当に保健福祉課の皆さんはこの１年間大変な仕事をされてき

たと思うのです。そして、これもふさわしくない発言かも分かりませんけれども、

不幸にして課長が体調を崩している中で、本当によく仕事をしてもらったというこ

とについては最後に敬意を表しておきたいと思います。ご苦労さまでした。

副町長（吉澤深雪君） 昨日の財政とのやり取りというか、要は事業見直しの関係です

よね、そのほかで幾つかメニューなりを挙げた中で、補助金全体ではなくて、個々

の補助金についてそれぞれ見直しというもので俎上に上げていったと。その中で、

町長から社協の補助についても見直しをぜひというふうなことで考えてもらった

と。補助金全体、全てではなくて、補助金においても幾つかのものを見直していこ

うということでスタートしました。
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12番（関根一義君） 分かりました。それなら、俎上に上げた補助金などを見直しでき

るかということを俎上に上げたのかというのは後ほど明らかにしてくれますか。お

願いしたいと思います。

７番（今井幸代君） 全然別な案件のほうでお聞かせ願いたいと思うのですけれども、

地域たすけあい事業のほうで単価の見直しというふうな話があったのですけれど

も、具体的なその単価の見直しの内容と。あと今登録されているボランティア団体

が幾つあるのかということと併せて、この地域たすけあい事業をやっていく中で重

要な要というのが、いかに地域のそういったボランティアをしてくださる団体を増

やしていけるのかというところだと思うのです。なかなか今の状況下でそこまでや

、 、っていくというのは 難しい部分があるのだろうというふうには思いますけれども

課としてそういったボランティア団体を増やしていくよう、それは町のボランティ

アセンター、社協のほうともよく連携をしてという形になるとは思うのですが、そ

の辺りの今後の考え方とか、実際の取り組みとか、考えがあるのであれば教えてい

ただきたいなと思います。

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） 単価のほう今回出していなくて申し訳ありません。

また後日単価のほうは示させていただきたいと思います。

それから、団体としましては今４団体、４地区しかありませんでして、本田上、

、 、 、 。山田 川之下 湯川の４地区のほうで この事業に取り組んでいただいております

それで、この事業につきましては、うちのほうでいうと、うちの課長もこの事業、

すごく力を入れていまして、何とか各地区に広げたいということで考えてはいると

ころなのですけれども、地区のほうでも幾つか、どういう形でやっているのだとい

うふうに聞かれたりして相談みたいなところはあるのですけれども、実際立ち上げ

というかまではいかずにということで、なかなか広がっていないのが現状です。た

だ、これからの時代に一番重要な部分であると思いますので、今すぐいい方法が見

つからないのですけれども、何とか各地区に広がるように取り組んでいければと思

いますので、よろしくお願いいたします。

７番（今井幸代君） 今４地区ということなのですけれども、そのボランティア団体の

団体のつくり方も、完全な地区単位というふうな形に縛ったほうがいいのか、いろ

んなやり方を考えていかなければいけないのだろうというふうにも思います。実際

に単価、現在のつくられている要綱を見れば、除雪関係は時給1,000円、それ以外

のこういった清掃とか、お買物とか、除草とかは１時間100円というような単価設

定に今現在、見直しはされたということなのですけれども、そういった単価の部分
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はこれから、要は一種の有償ボランティアですから、その有償ボランティアを進め

ていく中で、非常に大事な要素にもなり得るだろうというふうにも思いますので、

まず広がらない障壁は何なのかというところを整理していく必要もあると思いま

す。本当にこれを広げようと思うと、地道にやっぱり地域に入って、我々も含めで

すけれども、地域の方に事業の必要性とか、少しずつの声がけとかやっていかなけ

ればならないのだというふうに思いますので、今、現況下の中、それをすぐにやれ

ということは非常に難しい部分が、ワクチンもまだまだありますし、難しいのだろ

うと思いますが、社協のボランティアセンターともよく相談をしていただいて、少

しずつでも、１団体ずつでも増えていくように我々も含めて努力をしていかなけれ

ばいけないなと思いますので、その課題の整理等はしっかりとしていただけるとあ

りがたいなと思います。

以上です。

６番（中野和美君） 私も地域たすけあい事業のことでお尋ねします。

今、ボランティアといっても一応有償でこれは行うということでやっているので

すけれども、その場合、もし何か事故が起きた場合、前にもどなたかお話しされた

と思うのですが、通常ボランティア保険というのにボランティアする人は入ります

けれども、これは無償に限定されていて、有償だとボランティア保険が利かなくな

ってしまうのです。交通費とか食事代などの費用弁償の場合は……

（無償らての声あり）

６番（中野和美君） 無償……

（書いてあるの声あり）

６番（中野和美君） いや、これは払うほうは無償。

（払うほうは無償だけど、やり手は有償の声あり）

６番（中野和美君） そうなのですよ。そのやる人がもし何か事故に遭ってしまった場

合やけがしてしまった場合に、これは有償だとボランティア保険が利かないので、

そういった場合はボランティア行事保険というのがあって、いついつは、前の日ま

で社協に申請できるのですが、ではあした除雪をするから、行事保険という形で入

れば有償でも保険が利くという制度もありますが、その辺どうされているのか心配

になったので、確認したいのですが。

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） 委託料の中に保険代も含めて委託料としてお支払い

していますので、すみません、私どもとしては、この有償ボランティア、この分も

全て対象、その保険のほうの対象になっているというふうに認識しておったところ
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なのですが、確認してみたいと思います。

（有償じゃない、社協は無償ボランティアというふうに言

わなきゃ駄目でしょう、これ。事業としては。ちょっと

それ整理してください。無償で委託料として資機材とか

何かの購入のために……ちょっと委員長、整理しての声

あり）

６番（中野和美君） そうですね。これはやはりその辺を心配なところがあるので、例

えば山田とか本田上のボランティアの保険料というのは、たしか普通のボランティ

ア保険だったと思うのです。でも、これ無償の場合の保険適用になるものなので、

その辺を気をつけていただきたい。有償の場合は、もし除雪、先ほども言いました

、 、 、が 除雪の日が決まっている 何か送り迎えの日が決まっているとかという場合は

行事保険というのを使っていただければ問題ないと思うのですが。それ、では確認

お願いします。

副町長（吉澤深雪君） 地域たすけあいボランティアなのでありますが、こういう活動

をした場合に何人が出て、何時間やったという、そういう活動内容に応じて幾らと

いうものを委託料という形でお支払いしているということであります。だから、そ

れを無償でするのか有償でするのかというのは、そのボランティア団体がどういう

扱いをするのか、本人たちにお支払いするのか、その団体自体でどうするかという

のはちょっと、それはその団体に任せる話なのであります。

（ここに書いてあるの声あり）

（払う人は無料の声あり）

（利用者は無料で支援を受けることができるって書いてあ

る、ここにの声あり）

（ ） 、 、副町長 吉澤深雪君 それは 利用者は無料で受けることができるという話であって

団体にどうするかというのは、団体には私どもは委託料としてお支払いするという

ことです。それで、今問題になっている、中野委員が言っているのは、ボランティ

ア保険は無償ボランティアでなければ対象にならぬではないかというふうな話。そ

ういう話は、私ども実はそういう認識はなかったものですから、その内容について

は確認してみないと今お話しできないのだということです。ただ、社協に掛けてい

るボランティア保険、ボランティア保険に加入しているのであれば、それはこの委

託料の対象にしていますということをお伝えしたかったのです。ただ、それが実際

に事故があった場合に対象にならないのであれば、それまた問題な話でありますの
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で、その辺はどうなるかというのは、どうかというのは、そのボランティア保険自

体の内容を私どものほうももうちょっと確認が必要だなということで今お話をして

います。

委員長（渡邊勝 君） 私から執行にお願いがあります。今のボランティアの関係でご

ざいますけれども、当然保険とかいろいろあるわけでございますけれども、これ資

料のほうで提出していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。いいで

すか。

（何の資料の声あり）

委員長（渡邊勝 君） このボランティアに関する資料。保険等を含む。

13番（髙橋秀昌君） この件で確認したいのですが、先ほどの説明では令和３年と変わ

りありませんという表現をしたのだけれども、ボランティアの団体のグループの人

たちが令和３年度でもっと、あまりにも補助基準が低過ぎるので、上げてほしいと

いうことで強く要望して、令和４年に例えば雪下ろしの場合だったら時間を幾らと

か、あるいは道路とか里道の除雪の場合幾らとかというふうに改善しましょうとい

う話があって、田上町のボランティアの人たちがそれぞれ納得していたという経緯

があるのですが、この点では変わらないというふうに私受け止めたのだけれども、

、 。実際は大きく変わるのですよねということを確認したいのだけれども どうですか

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） すみません、誤解を招く表現になっているかもしれ

ません。制度の内容自体は変わりありません。ただ、単価のほうは見直しを行いま

すので、単価は変わります。単価のみになります。例えば雪下ろししたら……

（何事か声あり）

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） そうですね。制度の内容自体は変わらないという意

味です。すみませんでした。

（改善したというのは単価を改善ねの声あり）

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） はい、単価のみ変わります。

以上です。

13番（髙橋秀昌君） 私は、たまたま本田上のボランティアクラブの会長でもないのだ

けれども、代表をしているのですが、毎年ボランティアの保険に入っています。う

ちの場合は、仕事に参加するかしないかにかかわらず、メンバー全員が掛けるお幾

らになっていますので、１万数千円を社協を通じて払っていますので、どういう場

合でも補償されるということで、そういう保険ですので、私らは安心して役場から

いただいたお金を使っていろいろな備品とかそういうのを買ったりしてやっていま
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すので、中野委員の言っていることはあまり意味が通じないというか、あくまでも

ボランティア保険なので、その中身をどう使おうが、どういうふうにうちの本田上

の団体としてあれこれどうしようかは役場が一々関知することではないな、そこは

その団体の自主的なやり方でいいのではないかということに受け止めていますが。

それでいいよね、課長補佐。

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） はい、私どももそういうふうに捉えておりました。

６番（中野和美君） 私が心配しているのは、このボランティア保険の対象とならない

活動というところに、ＰＴＡ、自治会、町内会、マンション管理組合の会員に共通

の利益、親睦を目的とした活動は入らないと入っているのです。ですから、その辺

を心配しているので、もし除雪の何かで使うのであればボランティア行事保険とい

うのに入ってほしいというふうに考えているのです。そちらであれば多少の収益が

あっても大丈夫なのです。

（どこの保険会社の声あり）

６番（中野和美君） どっちも社協で扱っています。

２番（品田政敏君） １つ要望と質問ですが、私のほうで個人的にあれなのですけれど

も、３年ほど前東京に行ったとき、もう70、80歳ぐらいの人が列を組んでＱＲコー

ドをこんなして見せてみました。皆様方ももう、テレビで非常にコマーシャルして

いますが、990円というのを私個人も、実は昨週ソフトバンクからラインモバイル

に替えました。それで、990円にしました。

（何言いたいんだての声あり）

２番（品田政敏君） だから、要望です。これから老人会を含めて、携帯がどんどん、

どんどん今普及してきて安くなってきたということで、老人会に対する、私も補聴

器から発想したのですけれども、携帯の補助についてこれから検討してもらいたい

と思います。これ要望です。

それと、79ページ、心起園、これ私多分２人の方が回しているのだろうと思うの

ですけれども、これの報酬240万円。これどういうふうな計算すると、１人でこれ

を計算しても200万円かかるわけですけれども、これは事業半分半分だから分けて

いるということなのでしょうか。この辺説明お願いしたいと思います。

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） 今ほど心起園の報酬の関係ですけれども、79ページ

のところですけれども、心起園管理人報酬月額18万円とありますが、これ実際は２

人で１週間交代で行っておりますので、一月でいいますと９万円ずつ掛ける２人と

なっております。
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以上です。

委員長（渡邊勝 君） ほかにありませんか。

（なしの声あり）

委員長（渡邊勝 君） それでは、３款民生費に対する質疑は終了いたします。

ここで暫時休憩いたします。

午前１０時１６分 休 憩

午前１０時３１分 再 開

委員長（渡邊勝 君） 会議を再開します。

それでは、４款衛生費について説明をお願いいたします。

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） それでは、予算書の87ページのほうをお願いいたし

ます。４款衛生費につきましては、母子に係る健診や教室、妊産婦や新生児、また

予防接種や健康増進事業、あと新型コロナウイルス対策、ワクチン接種などを衛生

費のほうで予算を計上しております。４款全体といたしましては、令和４年度６億

1,830万8,000円となり、令和３年度比で44.3％、１億8,981万2,000円の増額予算と

させていただいております。そのほとんどがコロナ関連の増となっております。

それでは４款１項保健衛生費、１目保健衛生総務費です。令和４年度予算１億

4,862万6,000円とさせていただきまして、令和３年度比で1,630万8,000円の増額予

算となっております。右側説明欄ですが、まず保健衛生総務事業です。こちらは、

衛生費に係る総合的な予算ということで、保健福祉課保健係の職員８名分の人件費

等を計上させていただいております。一番下のところになりますが、母子健康診査

事業、次ページに移りますが、こちらにつきましては、各種子どもの健診ですとか

育児学級、あと妊婦健診等に係る経費を計上させていただいております。こちらに

つきましても例年どおりとなっております。

次の89ページに移っていただきまして、まず母子保健事業です。こちらにつきま

しては、育児相談会ですとか、あと言葉の相談会、祖父母孫育て講座ですとか、思

春期講座等の教室等を行っております。その中で、10節需用費の中の印刷製本費２

万5,000円の中に、子育て応援カードの印刷経費ということで計上させていただい

ております。

それから、次の事業に移っていただきまして、一番下のほうですが、乳幼児育児

用品購入費助成事業189万8,000円となっております。こちらにつきましては、次の

ページ、90ページのほうに移っていただきまして、19節扶助費のところで乳幼児育
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児用品購入費助成ということで、０歳から２歳までのお子さん、月2,000円分の補

助ということで予算を計上させていただいております。全部で940か月分というこ

とで、12か月間内でいいますと78名程度の予算を計上させていただいております。

それから、次です。子ども医療助成事業2,791万1,000円となっております。こち

らにつきましては、高校３年生の年度末までの通院、入院に係る医療費の助成とい

うことで予算を計上させていただいております。

次の事業です。子育て世代包括支援センターということで、こちらにつきまして

は、月１回、交流会館の３階で教室、妊娠中から子育て中のお母さん、お父さんが

仲間づくりですとか情報交換を行う場ということで、月１回、教室といいますか、

行ったりですとか、あと報酬の中の産後ケア事業ということで、ハイリスクの方の

ために、支援が多く必要な方のまた連絡等する関係でそういった経費を計上させて

いただいております。

91ページへ移っていただきまして、一番上の事業、妊産婦新生児訪問指導事業で

す。こちらにつきましては、妊産婦のお母さんとお子さんのほうに助産師等が訪問

していろんな相談に乗ったりですとか、子育て等のお話聞いたりですとか、ケアを

行う予算となっております。

それから、その次、妊産婦医療費助成事業です。こちらは、妊娠届提出時から出

産した月の翌月までの妊産婦の入院費、通院費の医療費助成ということで、こちら

のほうで計上しております。

、 、 。 、それから 次の事業 特定不妊治療助成事業38万円です こちらにつきましては

県の不妊治療助成事業の該当者の方に対しまして、町のほうでも通算５年間、通算

10回までにつきまして助成を行うということで行っておりまして、令和３年度につ

きましては６組の方から利用がありました。

次の事業です。養育医療費助成事業48万6,000円です。こちら、いわゆる未熟児

ということで、低体重等で生まれたお子さん等の医療費のほうの助成になります。

令和３年度は１名おりました。

、 。 。 。それから 次の事業です 新規事業でありますが……新規ではない すみません

令和３年度からの事業になりますが、不育症治療費助成事業ということで、不育症

治療に係る助成を費用が２分の１ということで10万円までの補助を行う事業でし

て、令和３年度から新規事業として取り組んでいるものです。令和３年度につきま

しては、利用実績はございませんでした。

それから、次の一番最後ですが、新生児聴覚スクリーニング検査助成事業、こち
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らも新規事業となっております。25万円を予算計上しております。こちらにつきま

しては、今日お配りしました保健福祉課のＡ４の資料の３ページ目のところに概要

ということで載せさせていただいております。この目的としましては、説明させて

いただきますが、新生児の聴覚障がいを早期に発見し、できるだけ早い段階で適切

な措置を講じられるようにするということで、対象者は町内に住所を有する保護者

とそのお子さんとなります。検査につきましては、それぞれ出産の際に産婦人科等

に入院のときに検査を行いますけれども、実際検査を行ったものに対しまして助成

額ということで、上限5,000円を限度に補助を行います。通常、その検査費として

は2,000円から7,000円くらいまで、医療機関等によって違いますけれども、かかり

ます。助成の申請につきましては、助成を受けようとする方は、原則出生後１か月

以内に検査を受けますけれども、その後、受診の３か月以内に町のほうに申請をし

ていただきまして、制度上どうしても償還払い、一旦全額お支払いいただいて、領

収書をお持ちいただいて、後ほど口座のほうに振込というふうな形でお返しといい

、 。 、 、ますか 助成するような形になっております 田上町の現状ということで 今現在

実際出産された方は、ほぼ100％の方が聴覚スクリーニングというのを行っており

ます。令和４年度予算につきましては、50名掛ける5,000円ということで25万円の

予算を計上させていただいております。

それでは、予算書のほうに戻っていただきまして、１ページはぐっていただきま

して92ページのほうをお願いします。92ページの最初のところですが、養育費確保

、 。 、支援事業ということで こちらも新規事業となっております 今ほどの説明の今度

すみません、４ページのほうを御覧ください。保健福祉課資料の４ページのほうに

なります。こちらの養育費確保支援事業の概要ということで載せさせていただいて

おります。まず、この事業の目的ということで、この事業につきましては、養育費

の取決めの債務明記化を促進したいということで、離婚等をされて、養育費をしっ

。 、かりいただくための支援の事業となっております 養育費の履行の確保を図るため

養育費に係る公正証書等の作成に要する費用について助成するということで、２番

目の対象者というところでありますけれども、町内に住所がありまして、申請時に

ひとり親の方で、次の要件全てを満たす方ということになります。この中で一番重

要といいますか、５番目のところに線を引かさせていただいておりますが、新潟県

のほうにおきまして新潟県養育費確保支援事業という事業がありますので、その県

のほうの補助の決定を受けている方を対象に、町のほうとしても対象者１から４に

該当する方に対して補助を行う予定でおります。助成金の交付につきましては、こ
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の予算の範囲内で行うこととしまして、１人当たりの上限が２万5,000円。県のほ

うも２万5,000円の補助がありますので、その残りといいますか、２分の１、です

ので例えば５万円かかった場合に県が２分の１を補助して、町も２分の１を補助す

るというようなもので、上限２万5,000円。令和４年度につきましては、５名分掛

ける２万5,000円ということで、12万5,000円の予算を計上させていただいておりま

す。

、 、 、それでは 予算書92ページのほうに戻っていただきまして ２番目の事業ですが

精神保健事業263万3,000円ということで、こちらにつきましては、精神障がい者の

方の入院に係る費用を助成するものです。

それから、その次、総合保健福祉センター管理費です。こちらにつきましては、

役場の隣にあります保健センターの管理費ということで、こちらのほうで管理に係

る経費をのせさせていただいております。こちら909万3,000円ということですが、

令和３年度比89万円の増額となっております この主な要因といたしましては 10節。 、

需用費のうちの光熱水費564万円とありますが、この中に電気料がありまして、電

気料の値上げによりまして、74万9,000円が令和３年度より増額となっております

ので、よろしくお願いいたします。

それから、次のページ、93ページへ移っていただきます。最初のところ、自殺予

防対策事業４万7,000円です。こちらにつきましては、自殺予防対策の各種会議等

を行うのですが、令和３年度につきましては、コロナの影響もあり、開催すること

ができませんでしたが、今年度も２回ほどそういった会議を予定しております。

それから、その下、その他事業になります。3,660万9,000円ということで、令和

３年度比718万2,000円の増額となっております。その主な要因といたしましては、

23節投資及び出資金、三条地域水道用水供給企業団出資金、こちらが令和３年度比

444万8,000円の増額となっておりますが、こちらは工事、事業費が増になるという

ことで、その分の出資金ということで増額となっているものです。

それから、27節繰出金、国民健康保険特別会計繰出金2,678万3,000円ですが、こ

。 、ちらも令和３年度比259万6,000円の増額となっております こちらにつきましては

来週でありますが、国保特会のほうで説明させていただきます。

続きまして、２目予防費のほうをお願いいたします。令和４年度予算5,731万

、 。2,000円 比較としまして令和３年度比299万5,000円の減額をお願いするものです

、 。右側説明欄の事業ですが まず予防接種事業2,904万8,000円をお願いするものです

ページはぐっていただきまして、94ページです。その中で、12節委託料、個別接種
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委託料ということで2,847万8,000円をお願いしております。こちらは、令和３年度

比288万円の減額をお願いしておりますが、この個別接種の中に緊急風疹事業とい

うのがありまして、令和３年度につきましても実績が少なかったということで減額

補正をお願いしたところですが、令和３年度につきましての実績見込みから減額を

して予算計上をさせていただいておるところです。そのほか、この個別接種の中に

は高齢者インフルエンザですとか、四種混合、日本脳炎等、いろいろな予防接種を

こちらのほうに計上させていただいておるところです。

次の事業です。健康増進事業です。2,428万6,000円ということで、こちらにつき

ましては、ほぼ例年どおりの予算をお願いしているところになります。各種検診、

がん検診ですとかをこちらのほうで計上させていただいております。

それから、次のページ、95ページへ移っていただきまして、下のほうになります

が、小児生活習慣病予防事業10万1,000円です。こちらにつきましても例年どおり

の事業となりますが、小中学校等で町内のお医者さんから防煙教育を行っていただ

いたりですとか、あと親子教室ということで栄養士、体育指導員の方から教室を行

っていただいたりしておるところです。

次のページ、96ページです。保健衛生事業275万5,000円をお願いするものです。

こちらにつきましては、各種会議に係る報償費ですとか、保健福祉課管理の車の管

理費、それから在宅当番医加茂市医師会負担金ですとか、県央応急診療所の負担金

等をこちらの予算で計上させていただいております。内容につきましては、例年ど

おりとなっております。

それから、次の97ページに移っていただきまして、一番下のほうですけれども、

高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業112万2,000円をお願いするもの

です。こちらにつきましては、令和３年の４月に補正予算をお願いしまして、令和

３年度から開始した事業となっておりまして、今までですと医療保険者による保健

事業、それから介護保険者による介護予防事業というのが別々に実施されていたの

ですけれども、それを医療、介護、あと保健事業が適切に連携した中で高齢者の介

護予防、フレイル予防等に取り組もうということで行っているものです。内容とし

ては、地区の通いの場のほうに町の保健師ですとか栄養士、あと歯科衛生士等が行

きまして、そちらでそういった介護予防、フレイル予防の取り組みを行うというこ

とになっております。令和４年度も引き続きお願いするものです。

ここで説明を代わります。

町民課長（田中國明君） それでは、予算書98ページ、３目環境衛生費の関係でありま
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すけれども、内容といたしましては、合併処理浄化槽補助金のほか、し尿汲取り、

あるいはごみ収集委託料などに係る関連経費が主なものでありまして、その中で一

番大きなものが加茂市・田上町消防衛生保育組合に対する負担金となっておるもの

であります。令和４年度の予算額といたしましては２億6,296万7,000円、令和３年

度と比較いたしますと3,067万円の大幅な増額となっておるところであります。

それでは、詳細の説明については右側の説明欄を御覧いただきたいと思います。

まず、98ページの合併処理浄化槽補助事業の関係でありますが、ここについては例

年同額でありまして、５人槽12基、６から７人槽15基を予算計上させていただいて

おります。

それで、先ほど申しました99ページの18節負担金補助及び交付金のところ、加茂

市・田上町消防衛生保育組合負担金２億1,673万9,000円ということで、令和３年度

と比較いたしますと3,102万円の増額となっておるところであります。それで、そ

の増額の要因について若干説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお

願いします。まず、この負担金の中には総務費、それから清掃費、それから衛生費

と３つの要素があるのでありますが、まず総務費については、例年どおりというよ

うな状況であります。それで、清掃費の関係でいいますと、まずは昨年から稼働し

ております衛生センターの一角に造らせていただいた不燃物中間ストックヤード

と、あとは今清掃センターのほうにごみが様々持ち込まれておるのですけれども、

それらの分別の指導をきちんとしていきたいということで、それらに係る適正管理

のために、シルバー人材センターに委託しまして適正管理に努めるということで、

それらの経費が増額となっておると。それから、昨今の社会情勢なのでしょうけれ

ども、薬剤の購入費、それから燃料費、光熱水費の高騰による増ということであり

ます。それから、３つ目として、焼却炉もかなり老朽化してきており、その修繕に

非常にお金を要するような状況であるということであります。内容としましては、

２号炉のバグフィルターのろ布の取替え、それから１、２号炉の燃焼ストーカロス

トル補修、それから２号炉の再燃燃焼室の耐火物の補修ということで、これ耐火れ

んが等の補修をやりたいということであります。それで、ここまでが一応通常のも

のでありまして、これからが新たにといいますか、新規でまたやる部分であります

が、ごみ処理施設整備候補地選定業務委託料ということであります。これについて

は、どこに建物を造るかというようなことで、それらの作業に令和４年度から入っ

ていきたいということであります。それから、循環型社会形成地域計画作成業務委

託料ということで、これにつきましては、国の補助金をいただくための支援を受け
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るというような内容であります。あと幾つかあるのでありますが、そのような形で

金額が増えているということであります。あと、し尿処理の施設、衛生センターの

、 、 。 、関係につきましても 薬剤費あるいは燃料費 光熱水費の高騰による増 それから

衛生センターの処理施設内の各種機器の故障が見られるというようなことから修繕

。 、 、 。料の増 それから衛生費 これ火葬場の関係になりますが ここについても薬剤費

それから燃料費、光熱水費の高騰による増。それから火葬炉の整備の定期修繕の増

ということで、経費が3,100万円ほど増えているというような状況であります。

それでは、１ページまたおはぐりいただきまして、100ページをお願いいたしま

す。４目保健生活推進対策費の関係であります。内容といたしましては、消費者行

政に関わる講師謝礼であったり、町民向け啓発パンフレットの印刷代などの経費が

主なものとなっておるところであります。令和４年度の予算額といたしましては

385万5,000円。令和３年度と比較いたしますと248万3,000円の増額となっていると

ころであります。増額の理由につきましては、昨日、予算委員会初日で説明させて

いただいた人権教育・啓発推進計画の策定に係る委員報酬及び策定業務委託料など

を合わせると、313万9,000円の増額によるものであります。

私のほうの説明は以上です。

政策推進室長（堀内 誠君） 続きまして、予算書101ページ、５目新型コロナウイル

ス対策費ということでございます。令和４年度予算額といたしまして9,114万円、

、 。令和３年度比にいたしまして 8,893万8,000円の増額というふうな形でございます

こちら、新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金の令和４年度で実施していく

事業が主な増額の要因でございます。こちらのほう、新型コロナウイルス地方創生

臨時交付金に関しましては、令和３年度の国の１号補正の交付金を使用しまして令

和４年度に実施をしていくと、本省繰越しをして実施をしていく事業が掲載をされ

ております。その関係で、本日総務課のほうから当日資料ということで、Ａ３の資

料をお配りをさせていただきました。そちらに臨時交付金対象の事業の一覧という

ふうな形で掲載をしております。そちらの資料を使いましてご説明のほうをさせて

いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

、 、 、今回ご用意いたしましたもの ２ページにわたりますけれども まず１ページ目

資料のほうをご用意いただきたいと思いますが、右側に資料ナンバーがございます

ので、その番号ごとにご説明のほうをさせていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。

まず、一番上、１番目でございますが、飲食店等スタンプラリー事業というふう
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なことで、こちらのほう、飲食店を支援するためにスタンプラリーを実施をしてい

くというふうな形でございます。内容のところを見ていただきたいと思いますが、

町内外を問わず誰でも参加を可能として行っていきたいというふうに考えておりま

す。そのスタンプを集めて、抽せんで町の特産品などをプレゼントするというふう

な形でございます。そのプレゼントするというふうな形で町の特産品、抽せんでと

いうふうな形でございますが、その参考としてまた本日配らせていただきましたＡ

４の横型のもの、これ参考として加茂市が行った雪椿まつりのスタンプラリーの景

品の一覧というふうな形でございますが、このようなイメージでプレゼントをして

いきたいというふうな内容でございます。実施方法につきましては、こちら飲食店

を回ってスタンプを集めることというふうな形で、景品が当たるというふうな形で

ございます。こちらテイクアウトした場合でもスタンプを付与するというふうな形

で考えておるところでございます。こちらスタンプ３個で１回応募できるというふ

うな形で、景品につきましては、町内の地元の商店からの購入をいたしまして、特

産品などを中心にプレゼントをしていくというふうな形でございます。また、ふる

さと応援寄附金の返礼品の中からも選んでいきたいというふうに考えております。

こちら、事業費に関しては82万9,000円を予定しておるところでございます。

続きまして、２番目、減収対策緊急支援金事業でございます。こちら、令和２年

度、令和３年度と引き続きというふうな形になっております。事業内容につきまし

ては、それぞれの年度とほぼ同じというふうな形でございますが、事業内容のほう

を下線を引かせていただきましたが、そこの部分が変更というふうな形、令和４年

というふうな形になりますけれども、令和４年の任意の３か月の１か月平均と、令

和元年または令和２年の一月平均を比較して判定をさせていただきたいというふう

な形で、減収幅によって金額の設定をしておるところでございます。解雇された場

合10万円を支給するというふうな形でございます。こちら36件分を計上して201万

4,000円となっております。

続きまして、資料２ページ目、裏面になりますけれども、３番、ＰＣＲ検査費用

助成事業、こちらも令和２年度、令和３年度実施と考え方は同じというふうな形で

ございます。こちらのほう、内容を御覧いただきたいと思いますが、実施方法、Ｐ

ＣＲ検査費用の自己負担を最低1,000円といたしまして、町からは１万円を上限に

助成をするというふうな形でございます。そこで次の行でございますが、環境衛生

研究所の受診というふうな形で書いてありますが、大変申し訳ございません、修正

というふうな形で、こちら県央研究所になりますので、修正のほうをお願いしたい
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と思います。また、申請の方法というふうなところにも環境衛生研究所と書いてあ

りますけれども、県央研究所の間違いでございますので、修正のほうをお願いした

いと思います 今回500人分を見込んでおりまして 予算額としまして500万5,000円。 、

を計上しているものでございます。

続きまして、４番、プレミアム付き商品券事業ということで、こちらも令和２年

度、令和３年度と実施をしておりますが、考え方は同じというふうな形でございま

す。内容のほうを御覧いただきたいと思いますが、商品券１セット6,000円分券を

3,000円で販売をして、町民１人当たり１セット購入することができるというふう

な形でございます。今回、発行枚数といたしまして１万1,197セットを。こちら令

和４年１月１日現在の住民基本台帳人口よりというふうな形で計算をさせていただ

いております。また、6,000円の内訳というふうな形で、協賛店全てで使用できる

ものに関しては、この6,000円のうちの2,000円分、残りの4,000円につきましては

、 。大型店舗以外での使用というふうな形で 前回行ったものと同じになっております

続きまして、５番、プレミアム付き飲食券事業ということで、こちらのほうも事

業内容をご確認いただきたいと思いますが、プレミアム付き飲食券の販売というこ

とで、１セット1,500円券を1,000円で販売をするというふうな形です。こちら１世

帯当たり４セットまでの販売。また、こちらのほう町内外問わずというふうな、誰

でも購入可能とさせていただいているところでございます。発行予定枚数5,100セ

ットというふうな形で考えているところでございます。

続きまして、３ページ目の６番でございます。交通利用回復応援事業ということ

で、こちら交通事業者への支援というふうな形で、令和２年度、令和３年度に引き

続き令和４年度も実施をしていくという形でございます。こちら町内１世帯につき

まして500円の購入補助券を４枚配布をするというふうなことでございます。こち

ら１回の乗車に最大４枚まで利用可能としておるところでございます。こちらの事

業費といたしまして、102万円というふうな形で計上させていただいているところ

です。

７番目でございます。湯田上温泉宿泊支援事業でございます。事業内容のほうを

御覧いただきたいと思いますが、湯田上温泉の各旅館を支援していくと、町経済の

下支えをするため宿泊料を補助するというふうなことでございます。実施方法のと

ころでございますが、宿泊料金１万円以上を対象といたしまして、町民、町外者の

区別なく１人当たり2,000円の割引を行うということでございます。2,000人分の限

定というふうな形にさせていただいております。事業費といたしまして440万円を
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計上しております。

８番目、農業経営継続支援金交付事業でございます。こちらも令和２年度、令和

３年度と事業の考え方は同じでございます。令和４年度、米価の下落等を支援する

という目的で、10アール当たり4,000円を上限として交付をしていくという形でご

。 、 。ざいます 予算額に関しましては 2,106万円を計上しているところでございます

最後のページになります。９番でございます。中小企業等事業継続緊急支援金で

ございます。こちらのほうに関しましてですが、令和３年度の国の事業復活支援金

を受給していない事業者を対象にしまして、こちらのほう支援金を出していきたい

というふうな形でございます。国のほう、30％以上の減収というふうな形でござい

ますので、町のほうでは10％から30％未満の減少しています事業者に対しまして、

支援金を支給をしていくというふうな形でございます。こちら減少の対象といたし

まして、令和３年７月から令和４年６月までのうちの連続する６か月の合計売上げ

が平成31年１月から令和元年12月の売上げの２分の１、もしくは令和２年の１月か

ら12月までの１年間の合計の売上げの２分の１と比較して、10％以上または30％未

満というふうな形で減少している事業者に対して、支援金を支給するという形でご

ざいます。10％から20％未満の方に関しましては、従業員数に応じて金額を変えて

いる、また20％から30％未満も同じでございますが、このような形で支給をしてい

くというふうな形でございます。予算額に関しましては、526万円を計上している

ところです。

10番目でございます。大学等就学支援給付金でございます。こちら経済的な負担

が大きい大学等に通う学生を持つ保護者や、町外から転入してきた学生に対しまし

て支援金を支給するというふうな形でございます。こちら内容につきまして、大学

等に通っている学生を持つ町内に住所を要する保護者に対して、または町外から転

入して大学に通っている町内に住所を有する学生に対して、支給をしていきたいと

いう形でございます。それぞれ保護者に関しましては、１万円または２万円という

ふうな形になっております。町内へ住所を移している学生に関しましては１万円と

いうふうな形で、こちら全人数としまして430人分を計上しているというふうな形

です。事業費といたしまして650万7,000円というふうな形で、令和４年度計上して

おります。

最後、11番でございます。応援小包事業という形で、こちら町外で大学に通う学

生へ、田上町の特産品等を集めた応援小包を送付をするという事業でございます。

こちら町の特産品等を購入することで、町内事業者も支援をしていきたいというも



- 123 -

のでございます。こちらのほうも200人分を計上しているところでございます。こ

ちら経費に関しまして、応援小包は梱包、送料込みで１万円程度を考えているとい

うことでございます。

今回、この新型コロナウイルスの地方創生臨時交付金の事業全体としましては、

今ほどの一番下にありますけれども、8,945万8,000円というふうな形で事業を実施

していきたいということでございます。各事業の部分で概要のほうを私のほうで説

明いたしましたが、詳細につきましては、各課よりまたご説明させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。すみません。今この概要に代えて予算書のほう

にその部分が書いてありますので、そのような形で取扱いのほうをお願いしたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） 続きまして、６目のほうをお願いいたします。予算

書104ページのほうをお願いいたします。６目新型コロナウイルスワクチン接種対

策費、令和４年度当初予算が５,440万8,000円ということで、令和３年度当初予算

ではございませんでしたので、皆増ということでお願いいたします。右側説明欄で

すが、新型コロナウイルスワクチン接種事業ということで、こちらで今国のほうか

ら示されています令和４年の７月までの４か月間、一応月５日間接種を設けると計

算しまして、20日間の集団接種の費用ということで、5,440万8,000円を計上させて

いただいております。内容につきましては、まず１節報酬につきましては、接種に

係りますいろいろな作業が出てきますので、事務補助員ということでお願いしてい

る経費になります。それから、３節職員手当等を時間外ということで計上させてい

ただいております。それから、次の105ページに行きまして、７節報償費ですが、

新型コロナウイルスワクチン接種謝金ということで1,160万円、こちらに接種の予

、 、診を担当していただきます医師の方 それから薬液を充填していただく薬剤師の方

それから実際接種していただく看護師の方の謝金ということで計上させていただい

ております。それから、12節委託料のほうで、まず接種委託料ということで、接種

した際に１人当たり幾らというふうに単価が決まっていますので、その単価の委託

料ということで、接種していただいた各医院のほうにお支払いするような経費をこ

こで上げさせていただいております。それから、こちらの人材派遣委託料652万

8,000円につきましては、コールセンターを設置しておりますが、そちらのコール

センターの職員といいますか、コールセンターの人件費分ということでお願いする

ものです。それから、その２つ下で診療所開設委託料465万9,000円ということで、

交流会館のほうで集団接種を行いますが、そちらのほうに会場スタッフということ
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で人材を派遣していただくところに委託している部分の、実際会場を運営していた

だくスタッフの費用ということでお願いするものです。あと、その他それぞれ必要

になる経費を計上させていただきまして、トータル5,440万8,000円ということで計

上させていただいております。よろしくお願いいたします。

説明は以上になります。

委員長（渡邊勝 君） 説明が終わりました。

４款については、５目新型コロナウイルス対策費、新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金、これは101ページから104ページが各課にまたがっている部

分もありますので、目ごとで質疑を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。

（はいの声あり）

委員長（渡邊勝 君） はじめに、１目、ページは87ページから、４目、101ページま

での質疑を行います。

（何ページから何ページの声あり）

（コロナ以外ということですかの声あり）

委員長（渡邊勝 君） 101ページから104ページが、これが新型コロナウイルス対策費

の関係です。１目が87ページから４目の101ページまで。いいですか。

（新型コロナ以外ねの声あり）

（ ） 。 、 。委員長 渡邊勝 君 はい 質疑を行いたいと思いますので よろしくお願いします

１番（小野澤健一君） では、101ページまでの間に、２つご質問をいたします。

ページでいうと93ページ、自殺予防対策事業費４万7,000円と、こういうふうに

あります。聞きづらいというか、何というか、いわゆるこの自殺、新潟県は非常に

まだ多い状況で、田上もゼロではないというのを聞いております。そこで、この自

殺をされた方の人数、これをお聞かせいただきたい。それから、こういった自殺予

防に対して、町独自で何か予防策を講じておられるのかどうか。それから、こうい

った予備群と言うと非常に失礼ですけれども、独り暮らしの高齢者世帯、こういっ

たものが何世帯あるのか、これまず１つ目。

それから、２つ目は99ページ、一番下のところに生ごみ処理機購入費補助金90万

円と。これ数年間これを続けてきておりますけれども、それの実績と。それからこ

の先の政策、要は生ごみ処理機の購入を促すだけで終わるのか、この先に違うまた

施策がなっているのか、この辺を２点お聞かせをいただきたいというふうに思いま

す。

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） まず、自殺者数と、あと高齢者のみ１人世帯数につ
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きましては、すみません、今数字を持ち合わせておりませんので、後ほどでお願い

いたします。

それから、自殺対策について町独自で行っていることということなのですが、こ

こで予算計上させていただいていますものが、情報共有会議ということで、県、保

健所ですとか、あと関係者、高齢者施設ですとか区長、あと社協、民生委員、保健

委員等の中で情報共有をしながら、どういった方法で何とか見守り、防ぐことがで

きるかということで検討会議をしている、それになります。

以上です。

町民課長（田中國明君） 今ほどの小野澤委員のご質問でありますが、実績についてと

いうことでお尋ねであります。手持ちの資料を今持ってきておりませんで、明確な

数字はお答えできませんが、令和２年度では電動生ごみ処理機を４基交付をいたし

ました。令和３年度では、ここまでの実績としてもたしか４基出しています。コン

ポスト、それからＥＭのボカシ容器につきましては、令和２年度はたしか７基出し

、 。ておりますし 令和３年度におきましても同程度が出ているという状況であります

それから、そもそもこの生ごみ処理機の補助を始めたというのは、一般家庭及び

事業所等より排出されます生ごみの減量及び町民の環境意識の高揚を図ることを目

的にしておるものであります。それで、現状の清掃センターの状況に鑑みた部分も

あります。そういうことから、これからの施策の展開ということでありますけれど

も、やはりまず、以前髙橋委員のほうからも、まずやはり教育というものが大事だ

ろうというようなことも承っているところでありますので、こういう制度を通しな

がら、ごみの減量化あるいは適正な処理の仕方等をこの補助制度を通しながら対応

していければいいなというふうなことで考えているところであります。これについ

ては、例えば５年やったからいいということではないと思いますので、そういう少

なくしていくのだという部分の取り組みとしてある程度継続して、施策として実施

できればというふうなことで考えているところであります。

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） 申し訳ありません。すみません。追加で自殺対策の

関係で１つお願いします。

。 、先ほど言い漏らしました 町のほうで総合相談会ということで行っておりまして

ちょうど昨日あったのですけれども、事前に相談のある方が予約をしていただいた

り、予約なしでも来れるのですけれども、そういった方でどういう相談という内容

をお聞きしまして、その内容によりまして関係者、例えば町の保健師であったり、

社協であったり、介護の関係であったり、ケアマネだったりとか、そういった方に
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来ていただいて、実際相談に乗るというのを町で年に１回と。あと県央地区のほう

でも年に１回そういったものを行っておりますので、町のほうとしてもそちらに参

加しております。ちなみに、昨日その相談会で６名の方がいらっしゃって、相談を

受けたところです。すみません、言い漏らしましたので、追加で。失礼いたしまし

た。

１番（小野澤健一君） ありがとうございました。

自殺予防のほうなのですけれども、総合相談会、今ほどご説明あった６名来られ

たと。自殺しようかなという人は多分相談には来ないと思うのだ。私、これ一般質

問でも言った教育委員会の例えばいじめだとか、ヤングケアラーと同じように、い

わゆる表に出てこない人たちをどうやって見つけるかというのが一番大事だと思う

のだ。だから、そうかといって、ずかずかと玄関から人が入っていくというわけに

はいかないのだけれども、そういう予備群になるのが、コロナのこういったまた自

粛とかいろんな状況の中で、独り暮らしの高齢者世帯というのが一番リスク高いの

ではないかなというふうに思うのです。それで先ほど質問させていただいた。全て

を把握せよとは言いませんけれども、そういった表に出てこない部分をいかに把握

していくかというのは、やはり自殺予防の一番大事な肝だろうと私思うのです。そ

ういった内容ででき得るものを最大限やってみるという形で、自殺ということは非

常に思い悩んでの自ら命を絶つ行為でありますから、そういった悲しい事象が一件

もないように田上町はしっかりとやっていく必要があるだろうと。そのためにでき

るものは全てやるということでやっていただきたいと、こういう思いで先ほど人数

であるとか、高齢者の独り暮らしの世帯がどれだけあるのかということをお聞きを

した次第ですので、そこをひとつまたどういうふうにやればいいというのは、私自

身の頭の中にもなかなかありません。民生委員、それからいろんなアプローチの仕

方があると思うので、それを総動員しながら、自殺者を一人も出さないという町に

ひとつやっていってもらいたいというふうに思います。

それから、２つ目、生ごみ処理機のほうでございますけれども、確かに教育が大

事で、啓蒙から始まっていく、それから今、食品ロスの問題であるとか、いろいろ

なＳＤＧｓに関わるそういったものが世界の潮流になってきています。今後、これ

は一部組合の範疇になるのかどうか分かりませんけれども、いわゆるごみの減量化

をやると。田上はやっているけれども、では隣はどうなのだと。したがって、こう

いった生ごみ処理機、我々田上町でやるのは非常にいい制度だろうというふうに思

うのですけれども、併せて我々よりも人口の多い隣の加茂市のほうも同じような形
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で歩調を合わせてそういったごみ減量ができないものだろうかと。これは田上町の

こういった議会の中で決めることではないとは思うけれども、一組を通じてそうい

ったものは足並みをそろえてやっていくように私はお願いをしたいと思うのです

が、それについていかが思われるか、もしお考えがあればお聞かせをいただきたい

なというふうに思います。

町民課長（田中國明君） 今ほどの加茂と制度を合わせる必要があるではないかという

部分についてでありますけれども、そこについては過日私もどこかの席でそういう

お話もさせていただいたと思いますが、実際に一部事務組合のほうで池井議員のほ

うからも加茂の管理者等に、田上町は今そういう制度をやっていると。ですので、

ぜひ、加茂市としてもそういう取り組みを行っていただきたいというふうな発言も

していただいているところでありますし、また、私どもとしましてもその辺は歩調

を合わせて一緒に取り組んでいけるように努めていきたいと考えておるところであ

ります。

６番（中野和美君） 私も自殺予防、前にもお尋ねさせていただいたので、また、今回

も質問したいと思うのですが、町の職員のゲートキーパーの講習会はほとんどの方

が受けていらっしゃったと思うのですが、それと同時に、これ後でまた教育委員会

のほうで教えていただきたいと思うのですが、学校での取り組み、ゲートキーパー

の研修ですね。学校での取り組みはその後、前私、学校でやると有効だよというこ

とを言ったと思うのですけれども、その後どのような取り組みをされているのか、

後でいいのですが、教育委員会のときでいいのですが、聞かせていただきたいと思

います。

それで、ゲートキーパーの講習会もやっているのですが、職員やっていますが、

それらの講習をどのように活かされたとかということは特に、講習を受けただけで

終わってしまっていたのか、その辺もお尋ねしたいのと……それが１つ。

あと、今回の生ごみ処理機なのですけれども、再開してからまだ二、三年だと思

うのですが、この助成の事業を再開してから、それでただ町内業者のどこにその電

動機が販売していて、どこにコンポスト、コメリあたりは間違いなくあるとは思う

のですが、コメリあたり以外のところでどこの事業者にあるのかというのも斡旋し

ていただけるといいのかなと思ったのですが、そんなことはされていましたでしょ

うか。

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） では、最初に自殺予防のゲートキーパーの養成講座

のほうを職員が受けてどのように活かされたという部分なのですけれども。町の職
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員ですとか、あと社協の職員の方からも受けていただきました。それで、実際例え

、 、ば総合相談会ですとかそういったところに来たときに そういった話を聞くときも

そういった気持ちといいますか、そういう相談に乗るときに実際活かせていると思

いますし、あと具体的に成果でどうだったというのはないにしても、やはり職員み

んながそういったのを受けたことによって、そういった意味では何かあったときに

ということで、ためになっているものと思っております。

以上です。

町民課長（田中國明君） 実は、生ごみ処理機の関係ですけれども、町内で扱っている

ところがほとんどありません。ですので、インターネットで買おうが、町外から買

ってきたものであろうが全て、そこに限定せずに、全てに対して補助をさせていた

だいているということで、ご理解賜れればと思います。

６番（中野和美君） できれば、せっかく町で企画している、お金を出しているもので

すから、町内企業にも扱ってほしい、もしくは予約だけでも、在庫にしなければ負

担にはならないと思うので、予約だけでも受けられるような業者も一応確保しても

いいのではないかなと思いましたので、お尋ねしました。

あと、ゲートキーパーの研修、ありがとうございました。そのように活かしてい

ただけているということで、よかったと思っています。昨今、自殺、今まで男性が

、 、多くて女性は少ないと言われていたのですが 女性も最近増えているということで

、 。件数のほう一緒に教えていただきたいと思いますので よろしくお願いいたします

それと、もう一つ、やはり保健福祉課のほうで新生児聴覚スクリーニングの検査

の助成の制度のことなのですが、細かいことでまた申し訳ないのですけれども、そ

ういうことが気になるのでお尋ねするのですが、この申請書というのはいつぐらい

に配られるものなのでしょうか。というのは、産後、女性は１か月、３か月以内と

いうのはまだ体が正常に戻っていない時期に出たり入ったり、外出というのはとて

も負担が大きいので、この申請書を妊婦健診や、もしくは母親学級のときにでも最

初からもう配っておいていただけるといいのではないかなと思うのですが、その辺

を考えていてくださっているかもしれないのですが、どのようにされているのかお

聞かせください。

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） 今ほどの申請書につきましては、出生届を提出に来

られたときにその用紙をお渡ししようと思っております。

６番（中野和美君） それで、私が思ったのは、出生届のときにその申請書が出せるぐ

らいのペースで出してほしい。検査は入院中、大体１週間ですよね。１週間のうち
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に検査して、もう退院のときには、１週間目に大体退院するでしょうから、退院の

ときには領収書も発行されているわけなので、出生届は２週間程度でしたよね。そ

のときにはもう逆に既に出生届と一緒に出せるようなペースで、もう100％スクリ

ーニング受けるということなので、事前に渡していただきたいと思って聞いていま

す。

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） その方法につきましては、今ご提案いただきました

ので、課内でまた検討して、一番負担の少ない、いい方法になるように検討させて

いただきたいと思います。

13番（髙橋秀昌君） 聴覚スクリーニングについてですが、ようやく予算化されたとい

うことで、これは何年も前に産婦人科学会が国に要望し、国は補助金ではなくて交

付税で見るというような形を取っている中身なのですが、そこで疑問なのは、償還

払いにすることにとても疑問なのです。支払う方々は恐らく、出産だから、細かい

、 、のは分からないけれども 40万円とか50万円もの支払いをするのだと思うのですが

後で5,000円を補助するから申請書を出してくれと。私、半分補助するから申請書

を出してくれというのは、半分というのは出産費用の半分出すから出してくれとい

うのは何となく分かるけれども、5,000円を欲しければ申請書を出せという、償還

払ではなくて別に、そうではなくて、実際に今の医療なんかでもあるように、償還

払いではなくて、何ていうのだ。現物払いというのですか、何ていうのですか。病

院できちっと役場のほうが手続をして、本人の負担がその場でもう5,000円差し引

かれた形で支払いをすると、そういう方法ってできないのですか。

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） 今ほどの内容につきましては、また医療機関のほう

にもそういった形ができるか等を確認した中で、もし可能であれば検討していきた

いと思います。

13番（髙橋秀昌君） ぜひ、そういう方向で。当然妊娠すれば皆さんが産婦人科に行く

わけですから、大体10か月の間に手続はできると思いますし、相手の医療機関がオ

ーケーと言ってくれればそれでいいわけですから。ぜひそういう、償還払いでなく

て、何て言うのだ、あれ。現物払いというのか、何だったっけ。言葉が分からない

のだ、あれ。何ていうのですか、あれ。

（現物払いの声あり）

13番（髙橋秀昌君） 現物払いだ。それでいいのだ。現物払いが実現するように努力し

てもらいたいということを求めておきます。

７番（今井幸代君） 私のほうからは、予算書の92ページになります。養育費確保支援
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事業について伺いたいというふうに思います。

事業課では令和４年度からしていただいて、養育費確保に関して町のほうがしっ

かりと目を向けてきたというふうな表れということで、非常にうれしく思います。

この事業を進めるに当たって重要な点は、やはり町全体が、これを担当するのは保

健福祉課ですけれども、町全体として養育費をしっかりと確保していく、そのため

の法的効力を持つ公正証書、そういったものの作成をしっかりとすることが結果的

に子どもたちの生活を守っていくのだというところに意識を置いて、例えば離婚届

を持ってくるときは、担当するのは町民課です。そういった家庭内の相談等を受け

ることがあるのは、教育委員会もそういった機会がまたあるとも思います。保健福

祉課のほうは児童扶養手当等を担当していますから、そういった方たちとの接触も

多いと思います。そういった接点が持てる各部署がしっかりと、こういった事業が

あって、かつ養育費の確保をしていくということが非常に子どもたちの生活にとっ

て大事なのだという意識をしっかり持っていただいて、町の皆さんにしっかりと働

きかけていくということが必要なのだろうというふうに思いますので、保健福祉課

がやっているからいいのだということではなくて、そういった接点を持てる関係機

関がこういった部分の理解を進めていただきたいなというふうに思います。その中

で、今回の申請ってどこまで振り替えられる、例えばこういった事業を知って、申

請をしたいと。実際にその申請をする際には、公正証書を作ったりとか、弁護士等

に相談をしたりとかという費用がもう発生していたりするわけです。そういった部

分もいつまでに遡ってこういったものを対応できるのかというところが、すみませ

ん、県の事業のほうだとその定めが、ふわっと見ただけだと分からなかったので、

そういった部分がどのようになっているのかお聞かせ願いたいなというふうに思い

ます。実際に今回は、予算の範囲内でこの助成を受けるというふうになっているの

ですけれども、予算を超えるということはあまりなかなか、令和４年度ではあまり

ないのではないかなと思うのですが、仮に予算を執行、全て終わってしまって新た

に希望された方が出たような場合は、例えば次年度にそういったものを適用してい

くという形になるのか、補正予算を組むというような形になるのか、ここは範囲内

でというふうになっているので、その辺りの対応をどのように捉えているのか聞か

せていただきたいなというふうに思います。

委員長（渡邊勝 君） ここで暫時休憩いたします。

午前１１時３４分 休 憩
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午前１１時３５分 再 開

委員長（渡邊勝 君） 会議を再開します。

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） すみません。時間いただきまして申し訳ありません

でした。

この件につきましては、渡辺副参事のほうから回答させていただきます。

保健福祉課副参事（渡辺絵美子君） 保健福祉課の渡辺と申します。よろしくお願いい

たします。

この件については、今井委員から一般質問いただいた段階で、いろいろ担当とし

ても県に問い合わせてみたり、確認をしておりました。それで、まず先ほど今井委

員がおっしゃいました養育費ということで考えますと、定義として、子どもが経済

的、社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や、教育費や医療費などで

親の養育費の支払い義務は、親の生活に余力がなくても、自分と同じ水準の生活を

保障しなければならない強い義務であるというふうにされております。その観点か

らいくと、今井委員がおっしゃられたように、庁内一丸となってそのことに取り組

まなければならないというふうに認識をしたところです。

それで、あとその養育費の関係なのですけれども、先日県のほうに確認しました

ところ、県で令和３年４月から始まったのですけれども、申請がありましたかとい

うふうに聞きましたところ、秋頃はまだなかったのですけれども、二、三日前に聞

いたら、１件ありましたと。それは実は田上町の方ですということで回答いただい

ています。そんなことを踏まえますと、最近、本当３月の今頃そういうことがあっ

たようなので、県の要綱としてはたしか年度内に申請をするということで、２月１

日から３月31日までにそれが決定された分は４月30日までに申請するだったかと、

うろ覚えなのですけれども、そういうような要綱だったと思うのですが、それを踏

まえて町としても、今本当に要綱をつくる段階で、本当に今頭を悩めているところ

で、そこをどういうふうにつくっていこうかというふうには、もう少し、今話をし

ていて考えているところなので、もう少し煮詰めさせていただきたいなと思ってお

ります。すみません。

７番（今井幸代君） ありがとうございました。県も走り出して、まだ県全体にこうい

った事業があること。そして一般の皆さん方の意識として、養育費に対しての意識

もそうですし、公正証書を作ることによって強制的に差押えとか執行させる法的効

力を持たせられるわけです。そういった部分を含めて、県も連携して啓発していく

必要があると思いますし、今実際にそういったケースがあるのであれば、対象とな
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る方がこういった制度をしっかりと活用できるような仕組みづくりを、今そういう

ふうな対応していきたいのだというふうなことをおっしゃられていたので、ぜひ、

そういった取りこぼしがないよう対応できるような要綱をつくっていただきたいな

と思います。期待しています。

以上です。

10番（松原良彦君） 私のほうから93ページの自殺予防対策というところに補足させて

いただきたいのですけれども、これ私一般質問にも出しているのですけれども、新

潟県はワースト３位だかだと思ったのです。とにかく大勢の方で、それから皆さん

は分からないと思いますけれども、私も調べたところ、高齢者の方が結構自殺して

いるということなのです。だから、私たちは中堅の一番仕事をしている人が多いか

と思ったら、高齢者の方も多いことが分かりましたので、その旨少しだけ補足させ

ていただきます。

２番（品田政敏君） 小さなことなのですが、99ページ、焼却場について、ストックヤ

ードの整理でシルバー人材センターの方をお願いしたということを聞きました。当

町にはシルバー人材センターがなくて、けあーずがやられているのですが、この辺

ののはどうなのでしょう。シルバー人材センターということを使われたということ

は、加茂市が影響しているのか、そこそこ田上町もそれに参加させていただいてい

るのか、その辺のところをお聞かせ願いたいと思います。

町民課長（田中國明君） あくまでも加茂市・田上町消防衛生保育組合ということにな

っておりますし、加茂市のほうにシルバー人材センターがございますので、そちら

のほうに委託をしたいというようなことでありますので、よろしくお願いします。

委員長（渡邊勝 君） ほかにありませんか。

（なしの声あり）

委員長（渡邊勝 君） なければ、１目から４目を終わりにしたいと思います。町民課

の皆さん、ご苦労さまでした。

次に、５目新型コロナウイルス対策費、新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金の質疑を行います。

７番（今井幸代君） 事業継続支援金に関して伺いたいと思うのですけれども、まん延

防止、まん防が出て、時短、飲食店関係は協力金が出るような形で対応されていま

したけれども、そこに関連する事業所等の支援、この事業内容を含めて少し精査を

していただきたいという形で、検討するというふうなご答弁が町当局からあったと

いうふうに思っているのですけれども、その辺り全く変わっていないので、これら
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の考え方を聞かせていただきたいなというふうに思います。県のほうで関連業者に

対する事業継続支援金が、県のものでありましたけれども、実施はされました。た

だ、町として全くそういった取引業者、また交通事業者、タクシー、代行等の状況

は非常に悲惨な状況であったにもかかわらず、町としてこういった部分を見ない、

そういったところは事業復活支援金はほぼ受けていると思いますが、町のほうがそ

ういったところは見ないわけです、この提案されている内容だと。その辺りはどう

いった検討経過があってこのような形に収まったのか、考え方をお聞かせ願えます

か。

委員長（渡邊勝 君） 暫時休憩いたします。

午前１１時４３分 休 憩

午前１１時４４分 再 開

委員長（渡邊勝 君） 会議を再開します。

産業振興課長（佐藤 正君） おはようございます。それでは、今の今井委員のご質問

にお答えさせていただきます。

事業継続支援金の関係につきましては、確かにここに掲げている内容につきまし

ては当初上げた、当初といいますか、皆さんに前に示したものと全く一緒です。こ

の関係については、１月末ぐらいに予算の締切りがあるものですから、内容的には

同じような形になっておりますが、確かにその後、まん延防止等の関係で非常に影

響を受けているところが非常に多いなというふうにはこちらも感じております。し

、 、 、たがいまして 新年度に入りましたら また必要なときに皆さんにお話をしながら

支援できるものについては支援していきたいというふうには考えているところであ

ります。交通事業者の関係については、３月議会で交通事業者の関係は補正させて

いただきましたので、既に支援を行っておるところでありますが、それ以外の部分

について確かに、先ほど申し上げましたが、影響を受けているところはありますの

で、それについてはまた改めて議員の皆さんに協議した中で、必要な支援を行って

いければなというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。

７番（今井幸代君） それはつまり、今回のまん防大分期間が長かったわけですから、

そこに伴う影響というのは非常に大きかったというふうに思います。飲食店に関し

ては協力金が出ましたけれども、そこに関連した取引業者に対する支援というもの

は町としては全くなくて、県から県の関連業者に関する事業継続支援金というもの

がこの２月か３月ぐらいに出ているのは把握しているのですけれども、町としてそ
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ういうことも含めて検討したいというふうな答弁でしたよね。それはつまりこの事

業継続支援金の中でやっていくということなのか、全く別立てで違う事業を検討し

ていくということになるのか、その辺り、どんな考え方で今検討を実際にしている

のかということをお聞かせ願えますか。

産業振興課長（佐藤 正君） どの中で、今の中小企業等事業継続緊急支援金の中で取

り組むか、それとも別立てでやるかについては、それも含めて検討していくと。検

討させていただきたいというふうに考えています。かなり影響を受けているという

状況もありますので、それらも含めて、ここについては今こういう制度設計でさせ

ていただきたいとは思っておりますが、それ以外、確かに影響を受けているところ

も相当あるかと思いますので、それらについてはまた私どものほうで考え方をまと

めた中で、議員の皆さんのほうに、場合によっては少しご提案して協議してまいり

たいというふうに考えております。

７番（今井幸代君） おおよそいつ頃をめどにご提案というか、考え方をまとめていく

のでしょうか。まん防が終わって、影響が非常に大きかったがゆえに、やはりスピ

ーディーな支援という部分は重要かと思いますが、その辺りのおおよそのスケジュ

ール感って産業振興課ではどのように持っておられますか。

委員長（渡邊勝 君） 暫時休憩します。

午前１１時４７分 休 憩

午前１１時４８分 再 開

委員長（渡邊勝 君） 会議を再開します。

産業振興課長（佐藤 正君） 時期としましては、４月以降早々にご提案申し上げたい

というふうに考えています。

１番（小野澤健一君） お昼も近いので、２つ簡単にお聞かせください。番号でいうと

４番と５番です。プレミアム付き商品券事業と飲食券事業。これってあえて２つに

分ける必要というのはあるのかなというふうに思っています。要は使うほうも飲食

、 、 、店行ったらこれだ スーパー行ったらこれだというよりも やはりもう少し絞って

コロナが急拡大をしたときのように、業種に格差はあるにしても、ある程度落ち着

、 、 。いて 落ち着いてというか 悪いながらも慣れてきている状況にあると思うのです

したがって、こういった使い勝手の悪いような形にあえてする必要ないのではない

かというのが１つ。なぜ分けたのか、ひとつお聞かせをください。

それから、教育委員会の担当の大学等就学支援給付金、それから応援小包事業、
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10番、11番であります。どこの地域の大学に行っているかによって金額が違うわけ

です。10番。いわゆる町外ですか、行った場合は２万円……違うな。１万円は、保

護者の住所から通学している場合１万円。保護者の住所以外から通学している場合

、 。は２万円ということで どこから通学しているかによって１万円の開きがあります

片や11番のほうについては、これは町外に出た人に小包をやるという形ですので、

田上の住所以外から通学している場合は、小包の分を含めれば３万円、田上に住ん

。 。 、でいる人たちは１万円 これ不公平です 逆に田上から通学している場合を２万円

そうではない人に１万円プラス小包でやれば２万円、２万円で同じではないかと、

こう思うのですが、これについていかがですか。

産業振興課長（佐藤 正君） 小野澤委員のご質問にお答えいたします。

今ほどのプレミアム商品券と飲食券の関係、なぜ分けるのかというお話でござい

ます。プレミアム付き商品券につきましては、商品、当然物も買えますし、飲食も

できるということの券でございますし、飲食券については飲食専用の券ということ

になっておりますが、実際のところ、プレミアム付き商品券の実績を見ますと、飲

食店での利用が10％ぐらいしか、過去の実績を見ますと10％ぐらいしか利用があり

ません。そんな中で、やはり飲食店からは飲食券という形で支援していただきたい

というお話もあるものですから、金額のほうは多い額ではございませんが、プレミ

アム付きの飲食券ということで、商品券と２本立てで事業のほうをさせていただき

たいというふうに考えているところでございます。

以上です。

教育委員会事務局長（小林 亨君） 小野澤委員の質問にお答えいたします。

大学等就学支援給付金のほうと小包と合わせて差があると、自宅と自宅外で差が

あるということでございますが、こちらのほう、自宅から通う学生も大変お金はか

かりますが、自宅外から通う方に関しては、それ以上にまた経費も多くかかってい

るということで、そこで町として考えまして、差を設けさせていただいたというこ

とでありますので、おっしゃるように自宅と自宅外で金額が違うというのはどうな

のだというお考えもあろうかと思いますが、一応そちらのほうは内部で考え、検討

させていただいた結果、この金額とさせていただいたものでありますので、よろし

くお願いします。

、 、１番（小野澤健一君） プレミアム商品券と飲食券については そういう考えであれば

それは考えの違い。それから、飲食店からそういう要望があるのであれば、それに

応えてやる必要もあるのだろうというふうに思いますので、ではそのとおりで理解
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をいたしました。

教育委員会のほうについては、やはり教育というのは平等であるべきだろうと私

思うのです。一般質問でも申し上げたように、学費に関しては別に自宅から通おう

が、県外にいようが、学費は学費で同じなの。学費に関しては。だから、こういっ

た形で自宅から通うにしたって、それは例えばいろんな事情があるわけです。本来

アパート借りて住みたいのだけれども、うち貧乏という言い方悪いけれども、金銭

的に苦しいから、家から長時間かけて行くのだとか、そういうことで例えば定期券

を使えばかなりお金もかかる。その学校に行くまでの間。だから、こういった形で

差別をするべきではないと私は思うの。学生だったら学生、高等教育を受けている

学生について、均一的に田上町として補助します、あるいは応援小包を出します、

これが一番公平ではないかと思うのですけれども、それをあえてこういう形で歪曲

というか、傾斜をつけていること自体、私は大きな、やっぱり理由づけを聞いてみ

ても、それは納得できる状況ではないという。そもそも応援小包事業というのは、

田上の特産、そういったもの、いわゆる農家の支援とか、あるいは小売店の支援を

含めた中でのやるべきものだろうと思うのです。であれば、大勢の人に送ればそれ

だけ納入している業者の人たちは潤うわけ。だから、そういった観点で物事を考え

ていかないと、あれはあれ、これはこれという形ではなくて、やはり教育政策とい

うよりも経済政策である以上、地元にお金がいかに落ちるか、あるいは地元の業者

がいかに潤うか、こういう形で施策は考えていく必要があると私は思う。その辺に

ついて検討した結果という、何をどう検討したのかよく分からないのだけれども、

こういったものを加味した中での決定なのかどうなのか、これについてお聞かせい

ただきたい。

教育委員会事務局長（小林 亨君） 先ほども言いましたように、自宅から通う生徒、

学生、それから自宅外から通う学生ということで、必要となる経費が大きく違って

くる、生活費も含めての話になりますけれども、大きく違ってくるということで、

給付の際に差を、当初の考え方といいますか、当初の考え方の中で給付に差をつけ

て対応したほうがということで検討させていただきました。小包の関係につきまし

ても、当初検討の中にあったもので、要はふるさとを離れて生活する学生にという

ことで考え方がございましたので、その考え方の下、こういう形を取らせていただ

いたというものでありますので、お願いいたします。

１番（小野澤健一君） ふるさとに愛着を持つというのは、ふるさとを離れた人間だけ

の話ではないと私思う。今現在ふるさとに住んでいる人間が、やはり自分が住んで
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いてよかった、そういうものは当然思うわけですから、小包について、私は全員に

やるべきだというふうに思っています。

以上です。

９番（熊倉正治君） 簡単に。

コロナの支援、今ここ11項目出ていて、ほとんど今年度、令和３年度にやった支

援がほとんど、令和４年度でもやりたいという、今ほどの小包の関係は別かと思い

ますが、たまたま産業振興課の資料の中に指定管理者の湯っ多里館、椿寿荘、ＹＯ

Ｕ・遊ランドの入り込みも入っていますが、今まではその指定管理者にも支援金は

出ていた、２回ほど出ているわけですから。今井委員も言っているように、新たに

別な制度も考えるとすれば、ぜひ指定管理者も、見ると１月、２月が特に悪い、湯

っ多里館なんか見れば特にそんなふうに感じますが、新しい制度も実施できるとい

うことであれば、指定管理者の支援も加えていったほうがいいのではないかという

ふうに私は思いますが、どうでしょうか。

産業振興課長（佐藤 正君） 今ほどのご質問でございますが、その辺も含めて十分検

討させていただきたいというふうに考えております。

以上です。

委員長（渡邊勝 君） 時間になりましたので、ここで、５目の関係でございますけれ

ども、何人いますか。２人。それでは、５目を昼からに続けていきたいと思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。

お昼のため休憩いたします。

午前１１時５９分 休 憩

午後 １時１３分 再 開

委員長（渡邊勝 君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

午前中、４款の一部が残っておりますので、５目の関係、先ほど２名の方が質疑

したいということですので、お願いします。

２番（品田政敏君） ２点ほどお聞きしたいと思います。

宿泊利用券の件なのですが、これ県民割りとかＧｏＴｏとの併用は駄目だという

ことで、たしか１回目のときはオーケーだったと思うのですが、先週あたり新潟県

でもＢＡ．２とか新株が出まして、何か今、昨日のニュースですと、デルタ、オミ

クロン株、また新種が東京のほうではやっていて、政府のほうでもＧｏＴｏ政策を

もうすぐにもやりたいというふうな動きでありますので、これはやっぱりＧｏＴｏ
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とも併せてできないものかと。早くこの新型コロナウイルス禍が過ぎることを祈っ

ておりますけれども、そうでなければ、2,000円の割引、これは本当に魅力的に見

えるのか見えないのかと含めて、やっぱり本来であれば併用もオーケーだというふ

うな格好で進めてもらいたいと思います。それが１点。

それから、小包の事業なのですが、これ最初の頃、この試みはニュースにもなり

まして、これいいものだというふうになっていました。現実的にこれを１万円出す

のだったら、それこそ現金ですけれども、現金な言い方ですけれども、キャッシュ

でいただきたいなというようなのが私の耳に入ってきました。ぜひこの辺も含めま

して趣旨を、贈物で送ってやるということでありますけれども、結構重量物とか何

かでありますとその趣旨に乗ったもの、田上であれば、言うなれば髙橋委員のとこ

ろのキュウリでもやってやれやというふうな気持ちもあるのだろうけれども、なか

なか生ものだとか何かもありますので、趣旨を伝達した上で１万円の現金払いとい

うふうなことができないだろうかというふうにお願いしたいと思います。

産業振興課長（佐藤 正君） 品田委員のご質問にお答えします。

総務課が今日コロナの関係の事業事案として提出しました資料のナンバー７の湯

田上温泉宿泊支援事業の内容の一番最後の米印のところの話かと思います。ここの

中では、ほかの補助事業と併用は可としたいが、おのおのの制度設計が不透明なた

め、実施のときに注意が必要ということで、例外としてこういうこと、併用が不可

ということも場合によってあるのでという話でここに記入してあります。ですが、

一応確認といいますか、一応今制度設計を確認しているところでは併用も可である

という話も聞いております。したがいまして、その辺は、詳細についてはまた再度

確認をしたいとは思っておりますが、基本的には併用した中で、田上に多くのお客

様から来ていただくような形で取り組みたいというふうに考えておりますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。

教育委員会事務局長（小林 亨君） 品田委員のご質問にお答えしたいと思います。

趣旨を伝達して現金払いができないかということでございますが、この応援小包

事業につきましては、町内の事業者から品物を購入するということで町内事業者を

支援するという部分も含まれておりますので、その趣旨を徹底をしていきたいなと

考えております。

６番（中野和美君） 先ほどの指定管理者のこれからの支援についての補足、関連なの

ですけれども、湯っ多里館に関してなのですが、湯っ多里館本当に、産業振興課の

資料を見ますと、大変な入場数が減っております。そして、以前から藤田委員もお
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っしゃっているのですけれども、藤田委員、副委員長で大変なので、私が代弁させ

ていただきますが、湯っ多里館、町民の利用を促す、もう町民みんなで、町みんな

に湯っ多里館の支援をするという形を取ることも可能ではないかと思っていまし

て、直接お金を今後の支援……

（何のための話なんだの声あり）

６番（中野和美君） そうなのです。だから、どっちで言ったらいいかなと思っている

のですが、支援の中に入れるのに直接現金を今まで支給してきたわけなのですけれ

ども、指定管理者を助成するということで資金を支給してきたわけなのですけれど

も、その支給に並行するものとして、町民挙げて湯っ多里館を利用して、町民に入

浴券などを配布して、町民からまず使ってもらうと。使えば、ただお風呂入って帰

ってくることはなく、ジュースも飲めば食事もしたり、買物もしたりする。そうい

う大事な町の足元にあるそういう施設をぜひどんどん使ってもらって貢献するとい

う方法もありだと思うので、その後、産業振興課の今後の話にもなるかと思うので

すけれども、そんなことも加えていただけたらなと思いますが、いかがでしょう。

委員長（渡邊勝 君） 中野委員、今ほど話がありましたように、これ７款のほうに該

当するわけだから、そのときでいいのだけれども、今回は一応答弁してもらいます

ので。

産業振興課長（佐藤 正君） 今ほどのお話でございますが、確かに昨年よりは湯っ多

里館の入館者の関係は、約２万人近く増えているという形にはなっておりますが、

通常の年の75％ぐらいの確かに入り込み数でありますので、かなりの影響を受けて

いると思います。前にも椿委員からもそういった町民に対する券の発行だとかとい

う話もございましたし、あと今中野委員からもそういう話ございました。そういっ

たのも含めてどういう支援がいいのかという部分は、これから少し検討してまいり

たいというふうには考えておりますが、指定管理者も全体にやっぱり影響を受けて

いる部分がございますので、少しその辺も含めて検討したいというふうに考えてい

ます。

以上です。

委員長（渡邊勝 君） それでは、５目のほうを終わりたいと思います。総務課の皆さ

ん、教育委員会の皆さん、ありがとうございました。

、 。次に ６目新型コロナウイルスワクチン接種対策費ということで質疑を行います

ありませんか、皆さんのほうから。６目に関して。

（なしの声あり）
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委員長（渡邊勝 君） ないようですので、ここで４款衛生費のほうを終わりにしたい

と思います。保健福祉課の皆さん、ご苦労さまでございました。

続きまして、５款労働費のほう説明お願いいたします。

産業振興課長（佐藤 正君） それでは、５款労働費のほうの106ページになります。

こちらをお願いしたいと思います。予算書106ページをお願いします。５款１項１

目労働諸費でございますが、1,779万1,000円、対前年度で824万7,000円の減でござ

います。こちらにつきましては、公共交通の実証運行、それから地域バス路線対策

の補助金等に係ります経常経費というふうになっております。

。 、 、説明欄のほうを御覧いただきたいと思います まず 駐輪場事業でございますが

こちらのほうは羽生田駅、それから田上駅の駐輪場の管理に関する経費、例年どお

りでございます。

それから、その下、雇用その他事業ということで、1,760万5,000円の予算をお願

いしたものでございます。こちらにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、

公共交通の実証運行の関係等々に関します事務費の関係。それから18節負担金補助

及び交付金につきましては、今日皆様にお配りしました産業振興課の資料の３ペー

ジのほうを御覧いただきたいと思います。令和４年度予算審査特別委員会説明資料

参考というふうに書かれております、資料の３ページのほうを御覧いただきたいと

思います。真ん中ほどに107ページというふうに書かれておりまして、18負担金補

助及び交付金ということでございます。まず、地方バス路線対策補助金ということ

で464万1,000円でございます。これにつきましては、路線バス、新潟交通観光バス

株式会社のほうに路線の維持のために補助金を出しているものでございます。

それから、公共交通実証運行業務補助金ということで、こちらのほうは実証運行

に係る経費ということで、対前年でいいますと817万1,000円の減ということになっ

ております。資料の１ということで皆様のほうに添付しました……すみません、資

料１を御覧いただきたいと思います。Ｒ４年３月18日予算審査特別委員会産業振興

課資料ナンバー１ということで、皆様のほうにお配りした説明資料の下についてい

るかと思うのですが、公共交通……すみません、一緒にしてしまいまして、大変見

づらくなっておりまして申し訳ございません。こちらのほうに公共交通の実証運行

業務についてということで考え方、少し概要をまとめておるものでございます。こ

ちらのほうで説明をさせていただきます。こちらのほうの予算につきましては、令

。和４年度の予算は700万円ということでお願いしたいというふうに考えております

考え方につきましては、ここに書いてあるとおりでございますが、運行便数という
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ことで、３社が１日10便動いてもらうということなものですから、１日合計30便が

動くことになります。その中で、土日、祝日を除く平日の運行だということになり

ますので、計算しますと年間で246日が運行日数ということで今のところ予定して

おります。それらを計算しますと、運行の最大の便数で7,380台というふうに今の

ところ見越しております。一般質問でもございましたが、令和３年４月から令和４

年１月までの稼働率につきましては4.3％ということで、低調でございました。１

か月の稼働は、おおむね30台前後の利用にとどまっております。令和４年２月１日

に乗車場所を増設したということから、令和２年の稼働率、上がりまして10.5％、

約２倍という形になっております。それから、令和４年４月から乗車料金を下の料

金表のとおり、料金のほうを変更したいというふうに考えているところでございま

す。以上のことから、年間の台数を3,600台、年間の利用人数4,000人、それから稼

働率おおむね40％から50％を目標として運行に当たっていきたいということです。

その3,600台の考え方につきましては、下に書いてあるとおりでございます。１日

30便で246日の50％運行すると、おおむね3,600台ということになります。１人乗車

を８割、それから複数乗車、２人乗車するというのを２割というふうに計算します

と約4,000人ということになります。したがいまして、このような形で目標を掲げ

た中で、運行に当たっていきたいというふうに考えています。それから、令和４年

４月早々に住民の皆さんに全戸配布をする中で、料金のほうを含めまして制度設計

のほうの話といいますか、周知をしていきたいということでございますし、議員の

方からも予約の一元化といいますか、コールセンターの設置についてのご意見等も

いただいておりますので、こちらのほうにつきましても研究を行っていきたいとい

うふうに考えております。また、老人会、いきいきサロンなどで説明をする機会を

いただきました中で、町民への周知も図っていきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。

それから、その次、予算書の107ページでございますが、20節貸付金500万円とい

うことで、これは労働金庫の預託金ということでございます。これも毎年預託金と

いうことで労働金庫のほうに、貸付けを円滑に行うために預託金を行っているもの

でございます。

５款の説明は以上でございます。

委員長（渡邊勝 君） 説明が終わりました。

ただいま説明のありました案件について質疑に入ります。ご質疑のある方、発言

願います。
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１番（小野澤健一君） 私は、107ページにある地方バス路線対策補助金、これについ

てお聞きをします。前回もお聞きをしたかどうか記憶がないですけれども、昨今の

ニュースを見ると、新潟交通の業績がかなり悪くなってきていて、減便なんかも予

定している中において、新潟市においても２億円でしたか、何か補助金の要請があ

って、それに応じた経緯があります。記憶にあります。したがって、地方路線のバ

スというのは、もっと落ち込みが激しいのだろうなというふうに思っている中で、

今後、新潟交通観光バス株式会社が分社化した会社の業績が悪化する中で補助金の

増額等を要請される、そういった懸念というのはないのか。公共交通ですので、例

、 。えば 田上の区間だけ新潟交通が行かないよというわけにはいかないと思うのです

当然加茂からつながってくる路線もあれば、白根とかあっちのほうに行く路線もあ

るわけですから、そういったのであれば関係している市町村の中で、今後こういっ

たバス路線をどうするのかということを真剣に考えていく必要があると思うので

す。田上においては、公共交通というのは今実証実験の段階で、これはあくまでも

バスがあるという前提の中で補完しているのだろうと思うのですけれども、いずれ

例えば、新潟交通のほうから撤退を要請されたときに、路線バスが今賄っているそ

ういった機能も公共交通で賄っていかなければ駄目になるだろうというふうに思っ

ておるわけですから。その辺、質問として、新潟交通が業績悪化をした場合、補助

金が増額されるのではないか。これは、実際に例えばそういう要請が今来ているの

か来ていないのか。それから、田上としてみれば関係している隣接の市町村等とこ

ういったものについて、話合いを今後する必要があると思うのか思わないのか。こ

の２点についてお聞かせをいただきたいというふうに思います。

産業振興課長（佐藤 正君） 今ほどの小野澤委員のご質問でございますが、業績が悪

化する中で補助金の増額について要請されることはないのかという、まず１つ目の

お話でございますが、このたび３月議会におきまして補正予算を少し組ませていた

だいたのですが、これの地方バス路線対策補助金ということで、60万円の補助金を

今回増額をさせていただいております。それにつきましては、係る経費については

。 、 、 、前年度とほとんど変わりませんでした ただ 平均乗車率のほうの関係が 今まで

、 、 、昨年まで1.2乗っていたのですが 実際0.6 半分になってしまったということから

いわゆる運賃収入が少なくなったことによりまして、その分60万円ほど市町村の負

担が増えるということで、３月議会で補正をさせていただきました。したがいまし

て、今回同じような形で、当然業績、乗る人数が少なくなれば要請されることはあ

るというふうに考えております。
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それから、関係する市町村の中でバス路線の考え方というのは連携して考える必

要あるのではないかというお話だったと思うのですが、そこは当然隣の市町村等々

と場合によって、今後協議が必要になってくるのかなというふうには考えておると

ころであります。

以上であります。

１番（小野澤健一君） ありがとうございました。なかなか乗車人数が少ない中で廃止

ができないという、そういうジレンマに陥っているのだろうなというふうに思うの

ですけれども、金額的に僅かといえば僅かかもしれませんけれども、今後、例えば

燃料費が上がった、それも赤字になるので補填してくれと、多分そんな話にもなっ

てくると思う。そうすると、私も観光バスの財務見たことあるのだけれども、交付

金でもってやっと収益を上げているのがバス事業なのです。残念ながら。ただ、そ

うかといって、ある意味では、一企業という言い方は悪いのですけれども、どんど

ん、どんどん何でもかんでも応じられるかという時代ではもうないというふうに思

、 、ってきていますので ぜひともやはり路線が通っている市町村等の協議をする中で

どうするのかという対策を今から講じておかないと、当然一企業ですから、事業撤

退します、やめますと、そんな話になったときに、今まで我々公共交通は新潟交通

が通っているところを頼りにしながら組んでいる公共システムだったのだよといっ

て慌ててもしようがないと思うので、この辺、どう見てもバスの乗客が増えるとい

うような状況にはもうないと思いますし、新潟交通自体が残念ながらあれはもうい

わゆるテナント業のほうで利益を上げている会社でしかないので、そういったバス

路線についてやっぱりしっかりと動向を見ていかないと。毎年400万円、500万円と

いうことで上げていっても、それが何ら町民の福利厚生には当たらないというケー

、 、ス出てくると思いますので そのような動向についてはしっかりと注視をしながら

タイムリーに対策を講じていっていただきたいというふうに思います。今後、燃料

の問題についても多分要請があると思うのです。だから、そういったものには応じ

るべきなのかという問題もあると思うのです。ということで、ひとつ動向を注視し

ていっていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。

産業振興課長（佐藤 正君） ありがとうございました。確かに今後業績が悪化する中

でそういった燃料費、特に原油が高騰しているという部分もありますので、そうい

った部分の要請というのも次年度以降そういったことも考えられますので、その辺

はまた新潟交通の状況も注視しながら、ただバス路線として、先ほど小野澤委員の

おっしゃるとおり、基本的に路線バスがあるということで今公共交通の仕組みとい
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いますか、実証運行をこういう形で行っているというのもありますので、その辺も

踏まえた中で、町として今後対応してまいりたいというふうに考えています。状況

も注視していきたいというふうに考えております。

以上です。

６番（中野和美君） 私は、公共交通のことについてお尋ねします。107ページのとこ

ろですね。今回700万円という予算計上なのですけれども、ただ実証実験中で半減

してしまったのは残念に思っています。この説明のとき、今日は説明されなかった

のですが、前回、去年説明されたときは、８割相当額は交付税に算入されると。町

は２割負担なので、去年1500万円中300万円ぐらいの町の補填だということを説明

を受けました。ということは、やっぱりもうちょっと、この前の議会で私一般質問

したように、町長もとても褒めてくださった、乗って楽しい、降りて楽しい、そう

いう方向で進んでほしいということを指示したというふうに聞いていますので、こ

こで半額減額してしまって実証実験を行うのはとても残念だなと思うのですが、こ

のまま縮小で、縮小といってもいろんな改革をして大勢乗れるようにとなっては改

革してくださっているのですが、この補助金、これだけのペースでいくにはもうち

ょっと説明が足りないかなと思うのですが、いかがでしょう。

産業振興課長（佐藤 正君） 公共交通の実証運行の関係につきましては、今中野委員

おっしゃるとおり、特別交付税で８割国から交付税措置されるということで、町の

負担については２割という形になっています。その中で、町長もこの間、それこそ

中野委員からのお話の中でそういった、乗って楽しいという部分のお話もされては

いました。それは今後の課題かなというふうに思っていました。まずは、公共交通

実証運行の部分でございますが、デマンド型の部分をより皆様から使いやすいデマ

ンド型の運行をまずやる中で、ぜひ多くの方に利用していただいて、その後、そう

いったご提案の内容についてもその先で少し研究といいますか、検討させていただ

きたいというふうに考えておりますので、まずはこの公共交通２年目でございます

ので、軌道に乗せるための運行を我々心がけていきたいというふうに考えておりま

すので、よろしくお願いしたいと思います。

（ ） 、 、６番 中野和美君 そうしますと 今回約半額に減額している予算なわけなのですが

今後デマンドが大体見通しがついてきたら、もう少し今度は予算を計上して、椿委

員がおっしゃるようなマイクロバス、そういうワゴン車なりを配置するということ

、 。も考えられる また増額ということもあり得るということでよろしいのでしょうか

（ ） 、 、産業振興課長 佐藤 正君 その辺は 町長も一般質問等でも回答していますとおり
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将来的にはそういったものも場合によっては必要ではないかという話もされており

ますし、私どももそういった考え方の中で十分研究してまいりたいというふうに考

えています。したがいまして、資料ナンバー１のところにも書きましたが、コール

センターの設置に向けての研究ということで、幾つかの市町村の参考事例なんかも

見た中で、田上町にもし入れるのであれば、田上町に沿うような形のものがどうい

うものがいいのかという部分の研究はやっていきたいというふうに考えておりま

す。

以上です。

６番（中野和美君） ぜひ研究どんどんしていっていただきたいと思います。そして、

この公共交通は町長が、高齢者の足になるように、買物難民をつくらないようにと

いうところからスタートした政策ですけれども、今後これ観光用にも利用できる、

使い方としてはすごい実証実験になってくると思いますので、ぜひ研究のほうよろ

しくお願いいたします。

以上です。

７番（今井幸代君） 来年度、４月１日から料金の改定もなされるということなのです

けれども、これによって、停留所は既に増設をして、料金形態もまたさらに安くな

るということで、利用者のほうは増えていくのだろうというふうに思っています。

そのために、まず老人会とか、いきいきサロンとかで説明をしていく機会を設ける

というふうに言っておられますが、そういったじかに皆さんたちに説明していくと

いうのが高齢者の方たちにとっては重要かと思いますので、そういった周知活動を

しっかりしていただきたいのと併せて、利用者の方が増えると、やはりコールセン

ターの予約窓口の一元化、研究をしていくというふうに言っていますけれども、実

際に当町より遅く始めた隣の加茂市は既にこのコールセンターを外注する形でやっ

ておりますが、その経費は660万円で計上されています。ここから特交で８割見れ

るわけですから、実質の町単費でいうと130万円ぐらいなのです。そう考えれば、

恐らくもうこの１年で、本当にやろうとして検討すれば、ある程度できるのではな

いかなというふうに思います。金額等も含めて。今まで町当局の答弁は1,000万円

超えるのですと言っておられましたけれども、現実問題、お隣の加茂は既にその金

額で運用しているのです。提携しているタクシー業者も３社で、当町と変わりはあ

りません。そういったものを考えると、大きくこの値段からはぶれないはずだと思

いますので、しっかりと研究ではなくて一歩踏み込んで、コールセンター設置も目

指して、単費でいえばそう大きな金額ではないはずですから、しっかりと検討を進
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めていただきたいなというふうに思います。

産業振興課長（佐藤 正君） ありがとうございました。

まず、最初のご意見というかですが、じかに話をしていく、本当に必要だと思い

ます。羽生田の公民館でやったときの説明会、50人程度来ていただきましたが、確

かに知らない方が非常に多くて、あの集まりで非常に皆さんから理解していただい

たというふうに思っております。したがいまして、直接やはりお話をして皆さんか

ら理解していただくというのが必要なのだなというふうに思っておりますので、そ

のようなことに心がけていきたいというふうに考えています。

それから、コールセンターの関係につきましては、加茂市の例が今出ましたが、

。 、 、加茂市の関係は承知はしているところです ただ その設置の内容につきましては

どういう形がいいのか、直接電話でやる形がいいのか、タブレットがいいのかとい

う部分もまた出てきますので、その辺も踏まえた中で研究をしていきたいと。一歩

でも二歩でもという話ですが、当然設置に向けた研究ということで捉えております

ので、よろしくお願いしたいと思います。

委員長（渡邊勝 君） ほかにありませんか。

（なしの声あり）

委員長（渡邊勝 君） なければ、５款労働費を終わります。

続きまして、６款農林水産業費、執行お願いします。

産業振興課長（佐藤 正君） それでは、同じく予算書107ページにあります６款農林

水産業費でございますが、１項農業費、１目農業委員会費でございます。本年度予

算2,459万4,000円です。説明欄のほうをお願いいたします。こちらのほうは、農業

委員10名、それから農地利用最適化推進委員５名の報酬、それから職員２名の人件

費等で、経常経費であります。

それから、１ページはぐっていただきまして109ページになります。農業委員会

その他事業ということで6,000円です。こちらにつきましては、農業委員等の活動

に必要な作業服等の購入の補助ということで、窓口予算として２分の１補助をする

内容となっております。これも内容については例年のとおり、改選のときになると

増えますが、基本的には例年のとおりとなっております。

それから、農業者年金事業ということで、こちらにつきましても農業者年金の事

務に必要な経費で、経常経費ということになっております。内容については、例年

のとおりというふうになっております。

それから、次、110ページになります。農地流動化地域総合推進事業ということ
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で12万1,000円でございます。こちらは、農地の斡旋などに必要な経費で、経常経

費ということでございます。参考までに、令和３年度は農地の斡旋の件数２件、そ

れから面積につきましては41アールということになっております。

それから、その下、２目農業総務費でございます。本年度予算93万4,000円とい

うことになっております。右のほう、説明欄お願いいたします。農業総務事業とい

うことで83万2,000円でございます。こちらにつきましては、各種団体への負担金

等の経費で、経常経費となっております。

それから、111ページになります。資金関係事業ということで10万2,000円でござ

います。これにつきましては、農業経営基盤強化資金利子の助成ということでござ

いますが、通称スーパーＬというふうに言われている強化資金でございまして、農

地の取得、農地機械等で借入れを行った場合の利子助成を行うということでござい

ます。現在２名の方が借入れしておりますので、助成をしておりますし、新規３名

分を見越した形で予算をつけさせていただいております。

続きまして、３目農業振興費でございます。本年度予算3,381万2,000円でござい

ます。右のほうの説明欄をお願いします。農業振興事業ということで3,248万円で

。 、 、ございます こちらにつきましては 職員４名の人件費及び各種団体の負担金等で

経常経費となっております。

それから、１枚はぐっていただきまして112ページになります。112ページの18節

負担金補助及び交付金の農業次世代人材投資資金経営開始型給付金ということで

150万円予算計上してございます。これにつきましては、令和３年12月議会で補正

をさせていただきましたが、新規就農者、四ツ合の方でいらっしゃいますが、新規

就農ということでお一人就農されましたので、令和３年度に引き続きまして令和４

年度も給付金のほうを交付していくということでございます。150万円ということ

でございます。

それから、その下のその他事業でございます。その他事業につきましては、皆様

のほうにお配りしました予算委員会の説明資料の参考というものの３ページ、下の

ほうを御覧いただきたいと思います。その他事業につきましては、有害鳥獣、猿と

か熊の駆除に係る経費ということで、毎年計上させていただいているものでありま

す。有害鳥獣の捕獲等従事者の報償ということで、こちらにつきましては猟友会の

ほうに対します報償ということで、謝礼のほうの支払いの関係の経費。それから、

10節につきましては、有害鳥獣の捕獲用の餌とか花火とか、あとは猟友会の散弾銃

の関係のそういった消耗品の関係の経費。18節負担金補助及び交付金については、
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、 、担い手の不足を解消するために 捕獲従事者の確保を行うための補助ということで

こちらのほうは一部県の補助をいただきながら担い手の確保をしていこうというこ

とで考えているものでございます。

続きまして、４目畜産業費でございます。本年度４万円でございます。畜産振興

事業ということで、これにつきましては畜産振興に係る負担金で、経常経費という

ことでございます。

続きまして ５目水田農業構造改革対策事業費でございます 本年度予算3,072万、 。

7,000円でございます。こちらにつきましては、水田農業構造改革対策事業という

ことで、3,072万7,000円でございます。こちらにつきましては転作関係の経費で、

生産調整を行う農家への転作助成金など、経常経費ということで上げさせていただ

いているものであります。こちらにつきましては、113ページお願いいたします。

113ページの18節負担金補助及び交付金の上から２つ目、生産調整推進助成金とい

うことで2,800万円。生産調整実施農家に転作助成金として昨年と同額助成をして

いるものであります。参考までに、令和４年度の生産数量目標の配分面積は523ヘ

クタールということで、前年は507ヘクタールということでございました。

、 。 。続きまして ６目農地費でございます 本年度１億1,272万3,000円でございます

説明欄をお願いします。農地一般事業ということで、１億969万4,000円でございま

す。こちらのほうは、今まで行ってまいりました土地改良事業等の負担金、これは

圃場整備の負担金とか、今回は県営基幹水利ストック施設のマネジメント事業の負

担金等がありますが、そういった形の経費を農地費として予算で上げているもので

ございます。

113ページの委託料のところを御覧いただきたいと思います。あと、併せて参考

資料のほうの４ページのほうを見ていただきたいと思います。参考資料の４ページ

のところに６目農地費ということで、農地一般事業ということで12節委託料を表に

してございます。田上郷排水機場の管理委託につきましては、1,017万7,000円とい

うことで、これも田上郷の土地改良区に委託しているものでございます。あと、五

社川の自動転倒堰の関係は地元の水利組合、田上郷の排水機の電気設備につきまし

、 。ては 東北電気保安協会のほうにそれぞれ委託をしているというものでございます

それから、ページはぐっていただきまして114ページになります。114ページの真

ん中ほどになりますが、県営圃場整備事業ということで1,500万円です。参考資料

のほうは４ページになります。４ページの中段でございますが、18節負担金補助及

、 、 、 、び交付金ということで 今回 上横場地 新津郷田上地区それぞれ事業費のほうは
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全体事業費としては１億円見ておりますが、町負担10％の中で、新津郷につきまし

ては新潟市と折半ということになりますので、新津郷田上のほうは負担金は500万

円、上横場は1,000万円ということで、1,500万円ということで予算を上げさせてい

ただいております。それから、その下の県営基幹水利施設のストックマネジメント

の事業負担金でございます。こちらにつきましては、昨年度も予算を上げさせてい

ただいておりますが、令和４年度につきましては、用水の管理のための中央管理棟

の通信設備の改修、それから田上郷の排水機場通信設備、防じん設備の改修を行い

たいということで、改良区のほうで国のほうに事業申請しているものでございまし

て、全体の事業費8,300万円のうち、町が10％を負担しまして、830万円ということ

で上げさせていただいているものであります。

続きまして、27節繰出金につきましては集落排水事業特別会計の繰出金、482万

9,000円増えておりますが、この繰出金の関係は特別会計の説明の中で地域整備課

のほうで説明をしていただきます。それから、国土調査事業につきましても地域整

備課のほうで説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。

続きまして、115ページになります。７目農地整備費でございます。本年度71万

円でございます。農業農村整備事業ということで70万2,000円でございます。12節

の梅林周辺環境整備委託料ということで、こちらにつきましては梅林周辺環境整備

に係る経費ということで、経常経費ということになっております。参考資料５ペー

ジのほうを御覧いただきたいと思います。この整備の委託の関係につきましては、

草刈り、底の泥上げ、清掃等を行うものでございまして、令和３年度は株式会社ヤ

マキ建設のほうに委託をしているものでございます。

その下、農地整備事業ということでございますが、こちらのほうは負担金補助及

び交付金ということで、経常経費でございます。

それから 次 ８目になります 多面的機能支払交付金事業ということで 2,714万、 、 。 、

。 、 、 、2,000円ということでございます こちらにつきましては 田上郷 それから曽根

上横場、新津郷のそれぞれの組織のほうに農地の砂利敷き、水路の泥上げ、農道の

草刈り、それから水路とか農道の軽微な補修等々に必要な経費を、国、県の補助を

いただきながら、町も併せて予算づけする中で、支援をしているというものでござ

います。

１枚はぐっていただきまして、116ページになります。２項林業費、１目林業振

興費でございます。35万1,000円でございます。こちらにつきまして、林業振興事

業ということで25万6,000円でございます。こちらの経費につきましては、林業振
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興に係る各種団体の負担金等で、経常経費ということになっております。こちらも

参考資料５ページを見ていただきたいと思うのですが、12節委託料ということで３

万円、こちらにつきましては、令和３年度、株式会社オリスのほうに委託をしてお

りますし、18節負担金補助及び交付金につきまして、南蒲原森林組合のほうに三条

市、加茂市、田上町で経常的な負担金ということで、案分をして支払いのほうをし

ております。

それから、その下、記念樹贈呈事業ということで９万5,000円でございます。参

考資料５ページの真ん中ほどを見ていただきたいと思うのですが、記念樹贈呈事業

ということで、昨年、結婚４、新築５、誕生、誕生は出生ですが、13ということに

なっております。その上に一応予算の形で予算要求といいますか、予算を上げさせ

ていただいたものでございます。

続きまして、２目林業整備費でございます。703万8,000円でございます。林業整

備事業ということで、同額でございます。117ページを御覧いただきたいと思いま

す。委託料につきまして、まず林道環境整備委託料ということで、こちらにつきま

しては、草刈り、清掃作業、倒木処理ということで、護摩堂、それから今滝・冬鳥

越線等々のそういった林道の草刈り、清掃等を行うものでございまして、株式会社

フィクスのほうに依頼をしております。それから、護摩堂林道の清掃作業委託とい

うことで、こちらのほうも護摩堂林道の落ち葉等の除去ということで、令和３年度

は武田建設のほうに委託をしております。

それから、下の14節工事請負費でございます。530万円ということでお願いする

ものでございますが、こちらのほうは林道茗ケ谷線の改良工事ということで、令和

３年８月の豪雨によりまして路線が土砂で埋まって通行ができなくなったというこ

とから、仮設をやっておりましたが、今年度、県の補助をいただきまして本設を行

うものでございまして、ブロックの擁壁でありますとかマットを２か所、それから

林道三ノ沢線の復旧ということで、こちらのほうは土砂の撤去ということで、それ

ぞれさせていただくものであります。こちらのほうは資料を、図面をつけさせてい

ただきました。少し見づらいかもしれませんが、資料ナンバーの２、林道茗ケ谷線

の平面図ということでありますが、こちらそれぞれ２か所、植生マット、それから

ブロック積みなどをしながら法面の保護をするという形でございますし、その下の

ところは林道茗ケ谷線のこれは横断図といいますか、断面図になりますし、それか

らカラーになっている林道三ノ沢線につきましては、かなり川之下の奥のほうにな

ります。こちらのほうは、土砂が今道路を塞いでいる形になっていますので、そち
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らのほうの復旧をやるということで、上げさせていただいたものでございます。

それから、24節積立金でございます。こちらにつきましては、林業振興基金の利

子の積立金ということで、1,000円ということで上げさせていただいています。こ

ちらにつきましては、参考資料の６ページのほうを見ていただきたいと思います。

森林環境税ということで、令和６年度から国内に住所を有する個人に対して課税さ

れる国税ということになっております。森林環境譲与税につきましては、平成31年

度から市町村に譲与される形になっておりまして、令和４年は300万円を一応予定

をしております。町としましては、森林環境整備を行うに当たりまして、令和４年

度は林道整備事業として先ほど説明しました茗ケ谷線、三ノ沢線の補助残などに充

当して、森林環境整備を行っていきたいというふうに考えているところでございま

す。

６款の説明については以上であります。

委員長（渡邊勝 君） 説明が終わりました。

ただいま説明のありました案件について質疑に入ります。ご質疑のある方、ご発

言願います。

10番（松原良彦君） 私、112ページの農業次世代人材投資資金経営というところを説

明お願いしたいのですけれども、お聞かせ願いたいのですけれども、150万円とい

う金額が今出ているのですけれども、これは大体毎年出るのですか、それとも返還

しなければ駄目なお金なのか、まずそれ聞かせてください。

産業振興課長（佐藤 正君） この額につきましては、給付されますので、離農すると

いうことになれば場合によっては返還していただくことになるかもしれませんけれ

ども、あくまでも給付でございますので、お金をお渡しするという形になります。

以上です。

10番（松原良彦君） それでは、自分で自由に使ってもいいお金で、何かないときは最

後は返さなくてもいいというか、それとも150万円というのは何年間あるのでしょ

うか。

産業振興課長（佐藤 正君） 制度の中身としては、たしか４年間毎年150万円ずつ、

５年目から120万円、６年目も120万円で、新規就農、トータルで690万円……すみ

ません。１年目から３年目までが１年につき150万円。それから経営開始の４年目

から５年目までは１年につき120万円ということになっておりますので、トータル

で690万円ということになります。

11番（池井 豊君） 森林譲与税のところ、こっちの資料、私の認識では、まさにここ
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に書いてあるとおり、市町村が行う間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促

進や普及啓発等の森林整備の促進の費用に充てるものだと思っているのですが、こ

れを茗ケ谷線や三ノ沢線の言わば災害復旧みたいなのに充てるというのはどうなの

かなと思います。災害復旧だったら災害復旧費でもっと有利な何かがあって、これ

は森林をこういう今読んだみたいに使うためのお金ではないかと思うのですけれど

、 、 、も これを災害復旧に充てた根拠と これ災害復旧費に充てて得なのかというのを

災害復旧の事業にこれを充てて得なのかというところを聞かせてください。

産業振興課長（佐藤 正君） 豪雨による災害的な部分でありますので、災害復旧とい

うことには当たるかもしれないのですが、予算上の中では災害復旧には、県のほう

、 、では災害復旧費に当たらない 去年災害が起きたときにお話ししたと思うのですが

災害復旧費に当たらないということなので、県単を利用してぜひ改修されたらどう

。 、 、ですかというふうに言われて今回上げているものです それで おっしゃるとおり

、 、森林環境譲与税につきましては 皆様からいろんなご意見等もいただいている中で

正直、これから森林環境譲与税の使途については、町の森林整備、そういった部分

に十分これからどういう形で取り組んでいくかというのは、進めていかなければ駄

目だというふうに思っています。ただ、今回私どもでそれぞれ林道の改修といいま

すか、復旧に充てさせていただいた部分については、林道は結局整備というか、通

らないと周りのそういった地主の皆さんも例えば間伐だとかそういったものも進ん

でいかないだろうという部分があって、そこの部分で、補助残ではあるのですけれ

ども、充当させていただくことで森林整備が進むのではないかということで上げさ

せていただいたものなのです。したがって、本来そういう形の、もっと本来であれ

ばそういった形に使うのがいいのかと思うのですが、私ども今回そういう形で予算

のほう上げさせていただいたということでございます。

以上です。

議長（小嶋謙一君） 私も今の池井委員と同じ考えなのです。これ確かに県単の費用、

これは県からの費用プラス補助残ということで充てたということなのだけれども、

本来の意味、使い道というのは純然たる森林整備だと思います。それで、恐らく町

のほうもこれからどういうふうにやっていくか計画していくということなのだろう

けれども、そういうのはきちっともう立てておかないと駄目ですよ。というのは、

町長がよく言われるではないですか。道の駅を拠点にして町を周遊とかって、町内

に人を流すのだと。誘導するのだと。要は森林の整備というのは、竹林も含めてそ

うですけれども、お客さんを、要するに交流人口といいますか、そういう人たちを
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ある程度導くようなそういうルートというか、使用できるようなことも、これを使

ってどんどん町も開発していかないと私駄目だと思うのです。本来は、もうちょっ

と林道は林道で何かしらそういう県から話とかって、やる気なかっただろうかなと

私思って眺めていたのですけれども、今後町としてここら辺、予算ですから、もう

つくってしまったのだから、これは令和４年度は仕方ないけれども、令和５年度か

ら事前にそういうある程度の計画つくってください。要するに環境整備における全

体計画というようなものに、委託かけても仕方ないけれども、そういうのをやっぱ

りつくるべきではないですか。その点だけ課長の考え。

産業振興課長（佐藤 正君） その辺は重々私どもも感じております。森林整備の関係

は、今森林組合からいろいろと、例えば町内の森林の整備だとかということで入っ

、 、てもらっているところもあったりしますので 南蒲原森林組合ともお話をしながら

町の森林整備の考え方といいますか、そういった計画については確かにつくる必要

があるかというふうに思っておりますので、その辺は次年度どういう形で森林整備

進めていけるのかどうかという部分を研究していきたいというふうに考えていま

す。

以上です。

委員長（渡邊勝 君） ほかにありませんか。

（なしの声あり）

委員長（渡邊勝 君） ないようですので、６款の質疑は終了いたします。

続きまして、７款商工費、説明お願いします。

（ ） 、 。 、産業振興課長 佐藤 正君 それでは 予算書の117ページになります ７款商工費

。 。１項１目商工総務費でございます 2,712万9,000円をお願いするものでございます

説明欄のほうお願いします。商工総務事業ということで、2,712万9,000円でござい

ます。こちら職員４名の人件費等で、経常経費でございます。

１枚はぐっていただきまして、118ページになります。２目商工業振興費という

ことで、１億7,685万7,000円でございます。右の説明欄をお願いいたします。商工

業振興事業ということで、こちらにつきましては、商工業振興に係ります各種団体

の負担金、産業振興に係る貸付金、起業創業支援の補助金、町内の経済循環を意識

しました、プレミアム付き商品券事業を今回予算として計上させていただいたもの

でございます。

18節負担金補助及び交付金のところを御覧いただきたいと思います。あと、参考

資料のほうは６ページのほうを御覧いただきたいと思います。６ページの真ん中少
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し上になりますが、まず信用保証協会の保証料ということで、こちらにつきまして

は前年同額ということで、230万円の同額で計上しております。

それから、その下の下、工場設置奨励金ということでございます。こちらにつき

ましては、1,128万1,000円を計上させていただいたものでございます。これは本田

上工業団地に進出しました企業に対する奨励金ということで、３年間交付されるも

のでございます。レーザーテクノ、それから丸一鋼販のほうに交付をしているもの

でございます。

それから、その下、産業活性化ブランド戦略協議会ということで、100万円の補

助金をお願いするものでございます。こちらにつきましては、これまで農商工連携

地域協議会という組織の中で、町の特産品を活用しまして梅や桃の加工品等を開発

してきましたが、令和３年度には、道の駅を核としましたまちづくり、産業振興を

図るために、産業活性化ブランド戦略協議会というのを立ち上げました。協議会の

中では、今後商品の開発につながります農業振興に関する調査を今依頼しておりま

して、それらの町の農産物の特産品の認知度や、田上町に対する県民の意識につい

、 、 、て把握した中で そのデータを基に 令和４年度どのような方法が町の農業の振興

それからブランド力の向上につながるか検討していきたいということで、別紙でつ

けました資料ナンバーの４のほうを御覧いただきたいと思います。産業活性化ブラ

ンド戦略協議会ということでございます。前段のほうは、今ほど説明申し上げまし

たので、省略させていただきますが、その下の１番目のポチでありますが、令和４

年３月時点で、ブランド戦略協議会のメンバーでございますが、15名おります。そ

れで、令和３年度の予算については、100万円ということになっています。取り組

んだ内容でございますが、協議会を開催いたしまして、町の基幹産業であり、今後

の商品開発にもつながる農業振興に関する事項について取り組むこととしたという

ことで、協議会の中で決定したというふうになっております。その中で、先ほど申

し上げたとおりアンケート調査の調査票を作成するに当たりまして、会員の方から

協議をしていただいた中で、調査のほうを進めたいということであります。そこで

町の農産物に関する意識調査と併せて町に対するアンケート調査ということで、イ

ンターネットによるそういった調査を実施しまして、町の農産物の認知度、それか

ら田上町に対する県民の意識についての調査を実施していきたいというものでござ

います。令和４年の事業につきましては、このデータを基に、どのような方法が町

の農業の振興、それからブランド力の向上につながるかを検討していくということ

で、一例を挙げますと、物のブランド化ということで、例えばネーミング、それか
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らキャッチコピーなどを作成することで皆様から認知していただけるような、そう

いったものをつくっていきたいと。想定される支出の経費でございますが、こちら

のほうに書いてありますとおり、分析に係る経費とか、農産物の加工 「道の駅た、

がみ」からも要望のあります農産物の加工についての検討ということで、６次産業

化の展開の検討につきましても協議会で検討を行っていきたいというものでござい

ます。

、 。それから 続きまして起業創業支援の補助金ということで300万円でございます

こちらにつきましては、起業創業事業者に対する補助ということで、初期の起業、

立ち上げの経費ということで、補助率２分の１でございますが、上限50万円。それ

から新築、増改築ということで、それらをした場合に加算して支援していきたいと

いうことで、上限50万円、最高100万円の支援を行いたいというものであります。

初年度は３件見込んでおるものでございます。参考資料を見ていただきたいと思い

ます。資料ナンバーの５になります。こちらのほうに今回の起業創業支援事業の補

助金の概要ということで、まず目的につきましては、新たな創業に対するものに対

しまして、補助金を交付することで町内での創業につなげていきたいと。あとは、

空き店舗の有効活用による町経済の活性化というものも一緒に図っていきたいとい

うものでございます。対象者につきましては、ここに書いてあるとおりでございま

す。町内に事業所を設けてと、新たに事業を開始する法人、個人ということでござ

います。対象の経費につきましては、さっき話ししたとおりですので、省略をさせ

ていただきます。一番下の７番でございます。申請の手続でございますが、令和４

年度初めて今回新規で取り組みを行うものでございますから、周知期間が必要とい

うふうに考えております。したがいまして、４月、５月を周知期間としまして、７

月、８月に募集をかけて９月に審査、決定というふうな形で今のところいければな

というふうに考えています。その裏見ていただきたいと思うのですが、審査会を開

催する中でこの辺、創業支援の補助金のほうを支給していきたいというふうに考え

。 、 、 、 、ております 構成員としましては 経営大学 それから商工会 金融機関の支店長

それから町の関係者ということで一応考えているものでございます。

続きまして、たがみマルシェの関係でございます。たがみマルシェ事業の補助金

でございます。50万円の補助金をお願いするものでございます。こちらにつきまし

ては、資料ナンバー６、続けて見ていただきたいと思います。こちらにつきまして

は、名称というふうになっておりますが、これは商工会のほうで仮の名称をつけた

だけでございますので、田上ファーマーズマーケットというふうになりますが、市
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場的な賑わいを持たせたイベントをやりたいということでございます。目的につき

ましては 「道の駅たがみ」への集客のため、商工会が主体となり、通常販売して、

いる商品とは別な品目の販売や体験などを通じて、ＰＲしていきたいというもので

ございます。３番の日時、予定でございますが、９月を中心に予定ということでご

ざいますが、今いろんな形で協議しておりますが、回数は１回ではなく複数回やる

ような形で検討していきたいという話をしております。したがいまして、ここは上

記各月の第３土曜日なんかいって計３回なんて書いてあるのですけれども、すみま

せん、これは大体３回ぐらい実施したいなということで今考えているということで

ございますので、そのように読み取りいただきたいと思います。出店の内容につき

、 、 、 、ましては 田上産農産物の販売 それから農産物の加工品とかのＰＲ 周知の関係

それから工業製品の展示販売、ＰＲ、それからいろんな体験をやるということで、

田上に訪れてくれた方に田上の魅力を伝えていきたいというものでございます。

続きまして、その下、予算書119ページの真ん中少し下、プレミアム付き商品券

事業ということでございます。こちらにつきましては、1,902万1,000円の予算をお

願いしたいというものでございます。参考資料７ページのほうを御覧いただきたい

と思います。こちらにつきましては、町内経済循環を意識した中で、事業の予算を

計上させていただいております。１世帯２セットまでということで今のところ考え

ておりまして、１セット5,000円の負担で7,000円の商品券が購入可能。それから、

時期につきましては、コロナ対策でプレミアム商品券をやる時期が年度早々を考え

ているものですから、年末頃に計画したらどうかということで今のところ考えてい

ます。２セット掛ける4,250世帯ということで、8,500セットを販売を予定している

ものでございます。こちらの資料につきましては、参考資料ということで資料のナ

ンバー７を見ていただきたいと思います。基本的には先ほど説明したとおりでござ

いますが、事業の目的のところで、町民に対する直接的な支援、それから事業所、

商店等に対し継続的な支援を行うことを目的とするということでございます。私ど

もとしましては、米印のところに書いてありますが、今回コロナ支援策で行う４款

で計上しました事業の実施後、経済の町内巡回を意識しながら、事業所、商店に対

しまして継続的な支援を行いたいということから、７款のほうで予算計上を行わさ

せていただいたものでございます。

続きまして 予算書119ページの一番下 ３目観光費になります 8,477万9,000円、 、 。

の予算をお願いするものでございます。説明欄のほうをお願いします。椿寿荘管理

事業ということで872万1,000円でございます。こちらにつきましては、椿寿荘の管
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理に係る経常経費ということでございます。参考資料の７ページを見ていただきた

いと思います。10節需用費のほう、修繕料ということで449万円予算のほう上げて

おります。こちらにつきましては、今回修繕料ということで、通常の修繕料とは別

としまして、売店内の女子トイレの洋式化ということで１基改修を予定しておりま

すし、万年塀の修繕ということで、利恒庵のところの間の塀、それが基礎が腐った

りとかしている部分がありますので、そこの入替えということになっております。

それから、はぐっていただきまして120ページになります。護摩堂事業というこ

とで749万6,000円でございます。これは、護摩堂の管理に要する各種委託料及び駐

車場、あじさい園等の借地料で、経常経費というふうになっております。委託料の

ところを御覧いただきたいと思います。参考資料は７ページになります。７ページ

の下になります。浄化槽の管理委託料ということで、田上清掃事業社のほうに令和

３年度委託しておりますし、あじさい園の維持管理委託料ということで病害虫の防

除、剪定等々をお願いする中で、指導は新潟県都市緑化センターということでお願

いしておりまして、作業は株式会社フィクスにお願いしております。それから、ふ

れあい広場の維持管理の委託料ということで、こちらのほうも芝の施肥であります

とか、芝刈り等々をやりまして、保内緑化園芸協同組合のほうにお願いをしており

ます。それから、護摩堂ふれあい広場の維持管理の委託料ということで、トイレ、

それから展望広場の清掃等々で、こちらのほうは株式会社フィクスのほうにお願い

をしております。

それから、参考資料１枚はぐっていただきまして８ページになります。予算書の

ほうは121ページになります。貯水槽の清掃作業委託ということで９万5,000円でご

ざいます。これにつきましては、ここに書いてあるとおりエスビーエスというとこ

ろに委託をしております。それから、遊具の点検委託ということで蛇場緑地建設の

ほうにお願いをしております。

続きまして、予算書121ページの真ん中ほどになりますが、護摩堂管理事業とい

うことで、護摩堂山の登山道の管理、中部北陸自然歩道の登録、草刈りなどの経常

。 、 、 、経費となっております こちらのほうにつきましては 修繕料ということで 昨年

護摩堂山の山頂広場の木柵の修繕、200万円ほどかけてやっておりましたが、こち

らのほうの経費がなくなったということで減になっております。続きまして、委託

料のほうでありますが、登山道の整備委託ということで、こちらのほうは株式会社

フィクスのほうにお願いをしております。

続きまして、観光事業のほうになります。1,760万2,000円の予算をお願いするも
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のでございます。こちらは、観光事業を推進するための経常経費、各種委託料、負

担金などのものとなっております。ページをはぐりまして、122ページをお願いし

ます。122ページの委託料になります。参考資料のほう８ページ真ん中ほどになり

ます。便所の清掃管理委託料ということで、湯田上温泉旅館協同組合のほうに田上

駅の便所の清掃の委託をしております。

それから、あじさいまつりの駐車場の整理委託ということでＡＬＳＯＫのほうに

お願いをしております。フラワーボックスも植栽の委託料ということで、地元の中

店自治会のほうにお願いをしております。

それから、地域資源活用事業の業務委託料ということで、875万1,000円というこ

とですが、これは東京藝術大学のほうに委託をしておりまして、大沢石、それから

陣ケ峰瓦を使った取り組みということで行っているものでございます。これは、資

料の８のほうを御覧いただきたいと思います。東京藝術大学との連携事業というこ

とで、地域資源調査業務委託ということでございます。こちらのほうにそれぞれの

年度を、令和２年度からやった内容について記入しております。令和２年度につき

ましては、瓦粘土のワークショップ活動をやろうかと思ったのですが、コロナの関

係でそこはできなかったということで、大沢石の関係についてもリモートでの打合

せ等々に終わりまして、令和２年度はなかなかコロナの影響で進捗がなかったとい

うことでございます。令和３年度につきましては、打合せと、あとは石を送ったり

しながら、創作できるものから順次行っているという状況になっています。令和４

年度につきましては、まず粘土につきましては、町民とのワークショップに向けて

学内での準備を進めているということでございます。時期を見て希望者を募集した

いということで考えているところでございます。それから、２番目の大沢石の関係

につきましては、令和４年度の完成を目指しまして、彫刻及びその据付けとなりま

す基礎部分の製作、これ令和４年度をもって一定の部分終了することになろうかな

というふうに思います。それから、今後に向けてでございますが、東京藝術大学と

の連携に関しまして、令和５年度以降も大学側と協議をしながら、アートを通じた

まちづくり事業として、継続を図ることを検討していきたいというふうに考えてい

るところでございます。

続きまして、123ページになります。観光総合事業ということで、10万円でござ

います。こちらにつきましては、田上駅トイレ修繕の経費の窓口予算で予算計上さ

せていただいたものでございます。

それから、その下のＹＯＵ・遊ランドの管理事業でございます。321万円でござ
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います。こちらにつきましては、総合公園ＹＯＵ・遊ランドの施設管理に係る経常

経費ということでございます。

それから、その下のＹＯＵ・遊ランドその他事業ということで440万円です。こ

ちらにつきましては、修繕料440万円ということで、アスレチック遊具の修繕によ

るものということでございます。資料９を御覧いただきたいと思います。ＹＯＵ・

遊ランド遊具修繕についてということでございます。予算審査特別委員会の産業振

興課の資料９ということで、ＹＯＵ・遊ランドの遊具の修繕ということでございま

す。令和３年度に実施しました遊具点検の結果から、ＹＯＵ・遊ランドの遊具18基

中９基について、木部の腐食といいますか、あとは金属の腐食、ロープの摩耗等が

進んだことによりまして、修繕が必要だという判定になっています。したがいまし

て、その必要なものにつきまして修繕をしていきたいというものでございます。こ

れ網のかかっている部分は、来年度修繕をしていきたいという内容でございます。

裏もございます。そのような形で修繕対策、特に加茂市のローラー滑り台の部分で

の何か子どものこういった事故といいますか、けががあった部分もありますので、

私どもとしても、そういったことのないように対応してまいりたいというふうに考

えております。お願いしたいと思います。

続きまして、梅林公園・森林公園管理事業ということでございます。こちらにつ

きましては、梅林公園、森林公園の維持管理に要する経費で、経常経費というふう

になっております。ページめくっていただきまして、124ページになります。124ペ

ージ、委託料でございます。123万5,000円でございます。こちらにつきましては、

浄化槽、それから公園の管理、それから梅林公園の管理、梅林公園の遊具の委託と

いうことになっておりますが、それぞれ参考資料の８ページの下の部分、浄化槽の

関係につきましては田上清掃事業社、森林公園の管理の委託については株式会社フ

ィクス、それから梅林公園につきましては保内緑化園芸協同組合、遊具の点検につ

きましては蛇場緑地建設にそれぞれお願いをしているものでございます。

続きまして、地域おこし協力隊活動事業ということで、880万円の予算をお願い

するものでございます。こちらにつきましては、地域おこし協力隊の活動に係る経

費を計上させていただいたものでございます。これにつきましては、国の特別交付

税で全額措置されるものとなっております。それぞれ旅費、それから業務委託料と

いうことで予算計上しておりますが、参考資料の資料ナンバーの10を御覧いただき

たいと思います。Ａ４の横になっているものでございます。地域おこし協力隊の活

動事業ということでまとめたものでございますが、森澤隊員につきましては着任が
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令和２年10月、山口隊員につきましては令和３年12月にそれぞれ着任をしておりま

す。それぞれ任務の内容が若干違います。先に来た隊員については、道の駅の開業

という部分のタイミングでもありましたものですから、開業に向けた運営支援であ

りますとか特産品の開発の販売、町の魅力発信等々の業務を行っております。山口

隊員につきましては情報発信、ネットを使った情報発信が得意であるということか

ら、そういったインターネットを活用した魅力の発信だとか、ＳＮＳを活用した情

報発信だとか、そういったものを中心に今のところ動いております。令和４年度の

計画でございますが、ここに書いてあるとおりでございまして、森澤隊員につきま

してはブランド戦略協議会の運営、それから空き家の活用に向けた準備だとか、そ

ういったものを令和４年度の計画として実施したいということでございます。山口

隊員につきましては、町の情報発信の積極的な部分で情報発信していきたいという

ことで、ＳＮＳやノートを活用した情報発信、それからグーグルマップとかそうい

ったものを活用した店舗情報、魅力の発信をしていきたいということでお聞きをし

ております。

それから、続きまして道の駅たがみ管理事業でございます。3,173万2,000円でご

ざいます。これは 「道の駅たがみ」の管理に係る経常経費ということでございま、

す。こちらにつきましては、124ページ一番下のほうに委託料ということで1,746万

円の計上をお願いするものでございます。参考資料の９ページの下のほうを御覧い

ただきたいと思います。委託料ということで、それぞれ浄化槽からずっと相当の委

託業務がありますが、これらの内容の予算額、それから令和３年度の委託先という

ことでこちらのほうに記入させていただいておりますので、こちら後で御覧いただ

きたいというふうに考えております。それから、13節使用料及び賃借料でございま

すが、208万円ということでございます。これにつきましては、事務機の借り上げ

ということで、参考資料の10ページ見ていただきたいと思うのですが、テレビの受

信料等々を計上させていただいたものでございます。

続きまして、ページめくっていただきまして126ページになります。４目湯っ多

里館事業費でございます。3,729万9,000円をお願いするものでございます。湯っ多

、 。 、里館管理事業ということで 3,463万7,000円でございます こちらにつきましては

湯っ多里館の管理に係る経常経費ということでございます。126ページの真ん中ほ

どになりますが、使用料及び賃借料ということで、事務機の借り上げ料ということ

で57万5,000円につきまして今回計上させていただいておりますが、券売機の入替

えが必要になっていると。現在使用している券売機は、部品の生産が終了しており
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まして保守ができないということで、入替えのほうを予定しております。それらに

係る経費ということで計上させていただいたものでございます。

それから 127ページになります 湯っ多里館管理その他事業でございます 266万、 。 。

2,000円をお願いするものでございます。消耗品費の39万9,000円につきましては、

、 、 、湯っ多里館のバスタオルとタオルを入れます入泉袋 手提げですが それらも更新

入替えが必要だということで、このたびお願いするものでございます。それから、

11節役務費につきましては、先ほど申し上げました券売機の入替えが必要だという

ことで、古い券売機のほうの撤去に係る経費を手数料ということで、計上させてい

ただいたものでございます。それから、12節委託料につきましては竹伐採業務委託

料ということで、こちらにつきましては何年かごとにお願いしておりますが、竹と

か雑木が大分繁茂しておりまして、湯っ多里館からの眺望を妨げているという状況

になっています。お客様からの要望が指定管理者に寄せられている状況でもござい

ますものですから、伐採が必要だということで、関係する経費をお願いするもので

ございます。それから、17節備品購入費でございますが、施設の備品ということで

119万6,000円でございます。これにつきましては、機械室内のポンプ４台、予備と

して保管が必要だということで、購入をお願いするものでございます。ポンプは、

壊れたときに即営業ができなくなるということを避けるために今回お願いするもの

でございます。

説明は以上であります。

委員長（渡邊勝 君） 説明が終わりました。

ここで暫時休憩いたします。

午後２時３８分 休 憩

午後２時４９分 再 開

委員長（渡邊勝 君） それでは、会議を再開します。

それでは、先ほど７款商工費について説明がございました。質疑に入りたいと思

います。質疑のある方、ご発言願います。

11番（池井 豊君） まずは産業振興課を褒めます。褒める理由その１、昨日の質疑で

本田上工業団地に関する税収はどのくらい寄与しているかというような質問をした

ところ、町民課から2,542万7,100円という具体的なすばらしい、田上町に寄与して

いるというようなことがありましたし、また、たばこ税も令和４年度予算で800万

円増加なのですけれども、これも道の駅が非常に賑わって、道の駅でたばこを買う
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人が増えて800万円もの税収の増加が図られたということで、産業振興課、去年も

令和３年度始まってすぐの５月に１人職員が辞める、減という中、その中、道の駅

があったり、ゴマンド号があったり、藝大があったり、様々な新規事業がある中、

。 。 。 、よく頑張りました 令和４年ももっと頑張ってください 健康に留意して だって

また新しい事業いっぱいあるもの。

それで、１つだけ聞きます。本田上工業団地がもう４分の３近く売れているので

すけれども、あと一息のところをこれからどういうふうに売っていくのかとか、そ

、 、こら辺の体制 全部売り切ってもっと税収しっかり上げたいと思うのですけれども

そこら辺の体制をお聞かせください。

産業振興課長（佐藤 正君） ありがとうございます。私も去年いなかったので、本当

に申し訳ありませんでした。

今ほどの本田上工業団地、これからどのように売っていくかということでござい

ます。現状で、全農が来ていただきましたので、残りは大体2.1ヘクタールぐらい

だったと思います。そこにつきましては、せんだって実は町長と一緒に金融機関の

ほうにコロナの関係でお願いといいますか、要請に伺ったときにもお話しさせても

らったのですが、私どもとしてもこれからまたいろんな形で起業を、起業といいま

すか、誘致のための動きを見せたいと思っていますが、我々だけのそういうことで

はなかなか来ていただくことになりませんので、やはり金融機関、そちらのほうが

アンテナを張っている部分もありますので、金融機関のほうに、ぜひ工業団地につ

いても、もしそういう方がおられたら、田上町にまだ空いているよということで、

ぜひ紹介していただきたいということで、町長それぞれのところにお願いしてまい

りました。したがいまして、そういったことも含めまして、できるだけ早く本田上

工業団地のほうに企業が誘致できるよう頑張っていきたいと思っていますので、よ

ろしくお願いいたします。

１番（小野澤健一君） 池井委員のおっしゃるとおり、よくやっていらっしゃると思う

ので。いろいろコロナの中で経済の下支えということで産業振興課の役割は大きい

というふうに思います。いっぱいこと質問はあるのですが、私だけが話すわけにい

かないので、その中で絞って質問させていただきます。

まず、119ページ、説明のところで20節貸付金というものがあります。決算のと

きでしたか、予算のときか忘れましたが、私、預託金の話をさせていただいたと思

うのです。預託金制度というのは昔からあるわけでして、借入れするために預託金

を積むというものが常態化をしてきているわけです。ただ、今残念ながら金融機関
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の状況がどんどん変わってきて、昔の状況ではなくなっていると。預託金というの

は、いざ何かあったときそこから優先的に回収しますよと、こういうことで、いわ

ゆる担保の意味合いが強いということで前にもお話をしました。したがって、そこ

をいかに預託金を少なくするか、あるいは廃止をするかによって、それを違う施策

項目のほうに振り向けることができるということでお話をしましたが、それ以降金

融機関と話合いをされたのかどうなのか。あるいはされたのであればどういう今状

況で進んでいるのか、その交渉内容について１番目お聞かせをいただきたいという

ふうに思います。

それから、２番目なのですが、新規の事業の中で創業支援ということで、資料ナ

ンバー５ですか、田上町起業創業支援事業補助金の概要というのがあります。なか

なか新規について、これメンバー見ると金融機関だ、商工会だ、それから職員の皆

さんだと、こういうことでありますけれども、これは成功するかどうかの判断が非

常に難しいわけです。これも限られた予算の中ですから、私はできれば、金融機関

の借入れとセットのような人であれば金融機関は必死になってその事業が成功する

、 、 。 、かどうかを精査すると思うので ある意味 言葉は非常に悪いですよ あれですが

食い逃げとかそういうふうにされないようにしっかりと精査をする必要があると。

いわゆる門戸を狭めるという意味ではないですけれども、５年先、10年先がどうな

るかなんていうのは、もうある意味で占いにほぼ等しいところが実はあるのです。

だから、そうなってしまったら本人も不幸だし、我々もこういった名の下に補助を

しても結局産業として残らなかったということになりますので、これについては私

は、アドバイスとしてみれば、当然役場の職員の方もこういう知識を得るために勉

強しなければ駄目だと思うのです。予算にあります中小企業大学校に派遣するのに

例えば10万円、町民のために組んでありますけれども、自らがそういうところで学

んでこういう知識を持っていただきたいというふうに思います。したがって、創業

支援の件については、門戸を狭めろとは言いませんけれども、金融機関とのいわゆ

る協調融資みたいな形でリスク分散を図る必要があるのではないかというふうに思

いますので、その辺についてのお考えをお聞かせください。

それから、これも同じく資料ナンバー７、町単独でやりますプレミアム付き商品

券についてであります。コロナ感染症対策のプレミアム商品券と比べると、プレミ

。 、 、アム率がかなり見劣りをしている したがって 私は断言まではしませんけれども

これ売れ残ります、間違いなく。であれば、ではどうすればいいかということにな

れば、やはりコロナ感染症対策にこの町単独分をセットにして、同じ条件でやる必
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要があるだろうと私は思います。なぜかというと、人間というのは一番はじめにい

いものを見せられれば、次それに勝るとも劣らないものが出てくれば別ですけれど

も、見劣りするようなものが出てきたときに飛びつくかということになると、そう

簡単には飛びつかない。したがって、これを町単独でやるという意味合いから考え

て、未来永劫ある意味では継続をさせるという意思表示になるのか、あるいはその

中で研究をして精査をし、そういう状況であれば今私が申し上げたような形でおや

りになったほうがいいと思います。それについてのお考えをお聞かせください。

以上３点です。

産業振興課長（佐藤 正君） 順序逆になるかもしれませんが、まず起業支援の関係で

す。成功するかどうかということで、金融機関のセットでという話でございます。

私自身も正直こういった起業の関係については当然、職員ではありますが、プロで

はないものですから、できれば、それこそ小野澤委員おっしゃったように協調融資

で銀行がそこの会社のいろんな状況を把握しながら起業ということで進めていくと

いうのが一番いい形だと思います。ただ、起業の内容によっては協調融資のないと

いうところもあるかもしれませんので、基本は協調融資をやるところについては金

融機関からしっかりと責任を持ってもらう中で進めていきたいと思いますし、それ

以外のところについては、このメンバーの中に商工会も入っておりますので、商工

会のほうに相談に行く中で、この起業支援のほうの補助という形で進めていければ

いいかなというふうに今のところ考えておりますので、そのような方向で進めたい

というふうに考えています。

それから、町単独のコロナ支援の関係の商品券の関係でございます。確かにプレ

ミアム率は劣ります。やはりさっきのお話のように、最初からいいものを出すと、

次劣れば買わなくなるのではないかという心配も確かにあります。ただ、今回町と

して継続してこういった経済対策をやりたいということから、限られた予算ではあ

るのですが、そういった形で2,000円分のプレミアムということでございますが、

そういった形で提案させていただきました。何とかできるだけ売れるように町とし

てもＰＲはしていきたいと思いますが コロナ対策と同じようなプレミアム率100％、

という部分が制度設計の中で、予算上のものも含めましてなかなかできなかったも

のですから、今回このような形の提案ということになりました。

それから、預託金の関係ですが、金融機関との話合いも含めて、それについては

近藤補佐のほうから説明してもらいますので、よろしくお願いします。

産業振興課長補佐（近藤拓哉君） 預託金の関係ですけれども、その辺、協議の状況と



- 165 -

いうことで今ご質問あったかと思います。まず、その辺の協議については、金融協

議会という会がございますので、そちらの会のほうでこちらの話、預託の金額につ

いての話もさせていただきました。今回させていただいた中では、差し当たってと

いう言い方あれですが、このままでまずはいかせてもらえないかという話もあった

のですけれども、ただ今後も、ではこのままでいいかというわけには当然いかない

ので、次年度以降、制度の例えば新しい中身にするのか、預託の額全体を下げるの

かというのも含めて改めて協議のほうを継続したいというような形で、せんだって

金融協議会のほうを開催をさせていただいて、終えているところでございます。今

後、引き続き見直しをしていくというふうに捉えていただいて結構です。

１番（小野澤健一君） どうもありがとうございました。

では、課長あるいは課長補佐が言われたように、起業支援については、商工会は

確かに指導員が２人おられるのでしたか。指導員の方からよくその辺を見てもらっ

てやるというのも一つの方法かなと。どういうふうにやれというのは、私はああだ

こうだと申し上げるわけではないですけれども、そういう意味ではやっぱり借入れ

までして事業をやる人と、お金をためて自己資金が多い人と、それはどこがどう違

うのだというのはあるけれども、その必死さであるとかそういったものはやっぱり

商売の最後の決め手になると思うので、そういった意味で私は、金融機関とのいわ

ゆる抱き合わせみたいなのがある意味ではリスク回避できるのではないかなという

ことでお話を申し上げた次第ですので、商工会の指導員からよくその辺の事業計画

をもんでもらうということであれば、それはそれでやっていただきたいというふう

に思います。

それから、プレミアム商品券については、言われたようにいろいろお考えがある

のでしょうから、私は、例えば8,500セットが完売するのであれば、それはそれで

いいのです。また例のごとく8,500売りたいと思ったのだけれども、半分しか売れ

ませんでしたなんていう話になると、何のためにこのプレミアム付き商品券事業を

やるのだということ、そこを私は問題にしているわけであって、要はこれだけの予

算を盛ったのだから、それを町内の循環の、いわゆる経済循環の資金として、その

循環の中に投げかける、その必要性があると言っているわけですが、予算を組んだ

、 、 。 、はいいけれども 執行率は半分でしたということになると えっという話 だから

、 、そうならないのであれば これはこれでやってみられてもいいと思いますけれども

私は感覚的に最低でも１万円で１万5,000円の価値だろうなというふうに思ってい

ます。
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それから、貸付金の預託金についてですけれども、でもやっぱりその辺、産業振

興課のほうにおいてこのお金がネックだというふうに多分思われていないのではな

いかなと。これだけのお金がある意味では帳簿上行って来いの形で、現金があっち

行ったり、こっち行ったりするお金ではないにしても、これを削減することによっ

て何か違う政策をして、そこから町民が福利厚生の何かを享受できれば、そういっ

た機会を逸しているということも逆に言えば言えるわけですから、こういった借入

金、前にも申し上げたように昔は金利が非常に高かった。だから、こういった固定

的な制度融資というのは借りる側にも非常にメリットがありましたけれども、残念

ながら低金利がこれだけ続く中において、かえってこちらのほうの資金の金利のほ

うが高いという状況が今起きている。だから、そういったものも考える中で旧態依

然たる、今までこうだからああだという考え方は、もうそろそろ卒業したほうがい

いのではないかと。地方産業育成資金、これだけはいじられないと思うのです。こ

れは県の制度融資であるわけですが、それ以外のものについては需要がどうだとか

そういったものを真剣に考えるべきだ。限られた予算の中で最大限の効率を上げろ

ということになれば、それこそどこかを削ったりとか、あるいはどこかを増やした

りして効果を高めるしかないわけですから、その一助にということで預託金のいわ

ゆる裏側を知っていたからそういう話をしたまでであって、交渉力が足りないとい

うふうに思います。したがって、今後、預託金の交渉については、ある程度の期間

を決めて進めていくのかいかないのか、これだけお聞かせいただきたいというふう

に思います。

産業振興課長（佐藤 正君） 金融協議会、金融機関といろんな話もしながら、内容に

つきまして十分検討してまいりたいというふうに考えています。

13番（髙橋秀昌君） 委員長にも求めておきたいのですが、こういうこの種の資料、当

日になってから出して、だらだらと読んでも時間ばかり使っているでしょう。だか

ら、事前に配っておけば、委員の皆さんは事前に見て要点だけ質疑をするわけだか

ら、あなたも答弁楽なのだ。もう一から十まで全部しゃべらなければならないとい

う、そんなことする必要ないのだ。委員長も資料はできるだけ前もって出してもら

う、そして説明は要点説明をすれば、前もって読んだ委員の質疑があればさっとや

ると。そうすればもう効率的な議論ができるので、ぜひそういうことで執行の側も

そういう立場で臨んでもらいたいと。

以上です。

副委員長（藤田直一君） 120ページ、あじさい園の維持管理について聞かせてくださ
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い。参考資料で７ページにもあじさい園の維持管理委託料311万8,000円、前年度同

額と書いてありまして、まず１つ、この委託先、指導として新潟県都市緑化センタ

ーと、作業 （株）フィクスとありますが、この発注はどういうふうになっている、

のか。これ１点。

それから、この委託料なのですが、昨年も同額でした。令和３年度。ところが、

令和２年度の決算では250万円だったのではないかなと思っています。それで、令

和元年度は190万円ぐらい、200万円ぐらいではなかったかなというふうに私思って

います。そこで、この３年間の間に非常にアップしているのです。ところが、私、

平成31年かな、平成30年かな、質問したことが、このあじさい園の維持修繕につい

て、金額的にちょっと、内容と現実の管理状態にちょっと、内容的に見るとどうな

っているかということを質問したことがあるのです。そのときが恐らく300万円ぐ

らいの管理費が出ていたかと思うのです。その後、今言うように落ちて、それでず

っと来たけれども、また元に戻って320万円近く来ているわけですが、この辺何が

増えていくのか。今質問もし回答がなければ後から資料を出してもらいたいし、何

で増えていくのかなというのがありますので、その辺説明をお願いしたい。

それから、ふれあい広場の維持管理費もそうなのです。これも毎年10万円ほどず

つ増えて上がってきているのです。だから、私上がること自体は別に、どうだとい

うことではない。ただ、何で上がっていくのかなと。やっぱり上げるからにはそれ

なりの理由があると思うので、その辺もできれば説明を聞かせていただきたいとい

うふうに思っております。過去も、平成31年のとき、このあじさい園の維持管理業

者は、私記憶では今みたいに新潟県都市緑化センターではなかったし、フィクスで

もなかったと思うのです。恐らく保内の業者でなかったかなというふうには思って

います。だから、要はその辺の経過を説明をしていただけるのであれば、できるの

であればしていただきたいし。お願いします。

産業振興課長（佐藤 正君） まず、護摩堂山のあじさい園の関係です。おっしゃると

おり、以前は先ほどお話がありました保内の植木屋といいますか、そういったとこ

。 、 、ろにお願いをしておりました ただ 議員の皆さんからもお話がありましたとおり

そのアジサイが枯れたりとか、あまり花が咲かないという状況もある中で、業者の

見直しではないのですが、少し専門家から見てもらう必要があるだろうということ

で、ここに都市緑化センターというふうに書いてあるのですが、これは県立植物園

の樹木医の資格のある課長から実は現場に入ってもらっていろんな指導をしてもら

っています。そのおかげといいますか、そこで随分、結局病気であることが実は分
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かりました。葉っぱが枯れて落ちることでアジサイ自体が育たなくなってきている

という状況があったので、その葉っぱが枯れないように、病害虫のための殺菌剤、

そういった薬剤をある程度まく中で、そういったアジサイが枯れないような対策も

してきました。そこで、その後少しずつ少しずつ花が咲くようになってきました。

、 、それで 実はその県立植物園の関係については別途委託契約しているものですから

その部分の経費が増えています。ただ、株式会社フィクスの関係、作業お願いしま

すが、それはそれぞれ業務において単価契約という形で単価契約していますので、

その時々の人夫の数によりまして上下動するという形になりますので、それで毎年

毎年少しずつ実績、決算の経費が変わってくるという形になりますので、そのよう

にご理解をいただきたいと思います。

ふれあい広場の関係です。あともう一点。

（今の１つずつにしてくれんかな。質問を。今の、では…

…いいですか。今の……の声あり）

副委員長（藤田直一君） 聞きます。今、フィクスとは単価契約だったということなの

で、では一昨年の新潟県都市緑化センター元課長のご指導は幾らで、一昨年のフィ

クスへの支払いは幾ら。今ほどフィクスは単価契約であり、上下をするということ

ですから、でも下がった経過なんか今の３年間や４年間でないのですけれども、全

部上がるばかりなの。だから、その辺はやっぱり内容をしっかりとして発注してい

ただかなければならないというのは前回も申し上げた。なので、委託をするのはい

いです。でも、その委託内容をやっぱり、お金がかかっているわけですから、人工

であったとしても、何の工事をどうやってどうしたから幾らかかったと、そういう

資料はもう恐らくあるはずなのです。今出せなければ出せなくていいのです。後か

ら出していただいて、やっぱりその金額が増える要因もあるわけですし、減るとい

うのでは減る要因もあるわけですから、しっかりとその辺の業務内容については把

握をした中で予算を計上したり、使ったり、私はしてもらいたい。していると思う

ので、もしそういうのであれば資料を後から見せていただきたい。あじさい園につ

いてはいいです。そういうことで、そういうところ、課長のご指導に幾ら払ったの

か。そして、フィクスには幾ら払っているのか。もう一点は、これは随意契約で毎

年いっているのか、それとも入札は指名とか何かである程度やっているのか、その

辺公募したのか、それも踏まえて聞かせていただければ。

産業振興課長（佐藤 正君） 資料のほうはまた後で出させてはもらうつもりでおりま

すが、植物園、樹木医のほうに講師といいますか、指導ということで入ってもらう
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予算、契約額は今手元にないものですから、予算としては42万9,000円、予算を持

っています。その中で契約をさせていただいております。それから、フィクスの関

係につきましては、単価契約という形で、それぞれ単価契約をした中で随意契約さ

せていただいています。単価につきましては、１時間、材料費とかそういったもの

も全部込みで1,580円という形になっています。

あと、先ほどのふれあい広場の話ししてもよろしいでしょうか。

（はい、どうぞの声あり）

産業振興課長（佐藤 正君） ふれあい広場の関係につきましては、ここにも書きまし

たとおり、除草箇所、それから労務単価の増ということで、除草箇所について、ふ

れあい広場のゴルフ場側の法面のところにアジサイが植わっています。そこの部分

については、今までアジサイの管理の部分は実は全くしてきておりませんでした。

ですが、あそこに湯っ多里館もありますし、皆さんあそこ多くおいでいただいてい

るものですから、やはりきれいにしておく必要があるだろうということで、その部

分を含めて改めて委託のほうをしていきたいということから、経費のほうを増やし

ていただいたりとかしておりますので、よろしくお願いします。

副委員長（藤田直一君） では、そのふれあい広場の維持管理についても、業務内容は

しっかりと明記された中で、委託をしているというふうに解釈していいのですか。

（はい、そうですの声あり）

副委員長（藤田直一君） では、それも後から、どういう項目を委託しているのかとい

うのを、資料をもし出されるのであれば、私頂きたいと思います。

それからもう一点、護摩堂山のふれあい広場の維持管理費、これもそうなのです

が、これは昨年と今年予算は同じでありますが、おととしから見れば上がっている

のです。この辺についてはどうなのでしょう。

産業振興課長（佐藤 正君） これにつきましても単価契約で契約をさせていただいて

おります。金額的に同額でございます。先ほど言いました1,580円、同額でござい

ます。

以上です。

副委員長（藤田直一君） 1,580円は、先ほどの説明では、山の管理はいろんな道具も

含まれている中だというお話でしたよね。このふれあい広場の維持管理費が同じ値

段であれば、時間内の、単価内の内訳というのもやっぱりあるでしょう。それが正

しいか正しくないか何とも分かりませんが、やっぱり比較をした中で、業務内容が

違うのであれば私は、作業としては大変でしょうけれども、やっぱり一回しっかり
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とした内容をつくった中で、判断をされていれば私は心配しませんけれども、ただ

ただ惰性で毎年同じような価格で進んでいるのであるのであれば、やっぱり単価の

見直しとかいろんな、今までのお話聞くと、福祉だっても見直しして、下げるもの

は下げているではないですか。やっぱりかかるものにはそれはかけなければならな

いし、見直しをするということは、あらゆるものに予算を計上するからには、大変

でしょうけれども、した中でしっかりと原価管理といいますか、発注管理をしてい

ただかないと、無駄があれば大変申し訳ない話ですし、その辺いかがでしょうか。

産業振興課長（佐藤 正君） 今ほどのお話でございますが、例えば護摩堂のふれあい

広場の維持管理の委託料でございますが、これトイレの清掃ということで４か所、

それから広場の清掃とか、側溝の清掃を行う中でそれぞれ、今設計書がないのであ

、 、れですが それぞれそういう項目で年間必要な形でそういった部分の作業に対して

どれだけの金額でできますかということで単価契約をさせていただいて、それで当

然我々も護摩堂山に行って、ある程度確認もしながら作業のほうをお願いして、毎

年同じ場所を同じような形で進めておりますので、委員のおっしゃるように無駄な

ものがもしあるようなら、それはそれでまた当然削っていかなければ駄目だと思い

ますが、必要なものとして今のところは管理、管理上必要なものとして今作業をお

願いしているところでございますので、その辺は、もしそういうものがあれば随時

当然見直しが必要だというふうには考えております。

副委員長（藤田直一君） 後から、資料ありましたら頂けますでしょうか。

産業振興課長（佐藤 正君） 準備させていただきます。よろしくお願いします。

13番（髙橋秀昌君） いただいた入り込み数について伺っておきたいのだけれども、い

ただいたのは椿寿荘の年度別と、それからＹＯＵ・遊ランド、それと道の駅、そし

て護摩堂湯っ多里館、いただいたのですが、これただよこしただけで、どう見てい

るのか知りたいのだけれども、椿寿荘については、令和元年度を100％とすると、

令和３年度は52.27％に落ち込んでいるのです。ＹＯＵ・遊ランドは、逆に令和元

年度よりも令和３年度のほうが、大幅とは言わないけれども、１万3,000人が１万

8,000人になっていますから、5,000人もの入場者が増えていて、ただし宿泊者は減

っているというか、そういう状況なのです。それから、道の駅は、これはトータル

だけを見るとものすごく増えているように見えるのだが、令和２年10月、11月、

12月、１月、２月を令和３年との比較でいうと、爆発的に増えているというふうに

は言い難いなと。この同月だけで見ると。令和２年は５万9,672人で、令和３年は

６万4,001人、７％は増えているよという状況なのだが、町長は大変たくさんの人
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が来てとても喜んでいるというふうなお話で、トータル的にはすごいやっぱり来て

いるなと見えるのだが、前年比で見るとさほど大きな変化はない。ただし、前年は

１年やっていませんから、この僅かな10月から２月までの間なのだけれども、それ

をあなた方がどう分析しているのかということを知りたいのです。それから、護摩

堂湯っ多里館に関して言えば、令和元年は14万1,528人が入ったが、令和３年では

68.7％だと、こういうふうにあなた方出したのだが、このことは、大変な経営状態

が湯っ多里館と椿寿荘にはあるわけだから、コロナ対策としての予算は盛っていな

いけれども、年度途中にでも支援策を考えたいと考えているのか、ただ単に結果だ

け見てくださいということなのか、そこはどういう分析し、どういう政策化しよう

としているのかということが、なければないでいいです。今の段階でまだ考えてい

なかったというなら正直にそれでいいですが、この資料を出した以上にはそれなり

に意味があるのかなと思って私見ましたが、いかがでしょうか。

産業振興課長（佐藤 正君） 大変申し訳ありませんでした。入館者の一覧表を出した

だけで全く説明もしませんで、大変申し訳ありません。おっしゃるとおり、まず椿

寿荘のほうから話を申し上げますが、令和３年度につきましては令和２年度よりも

また大分、約80％ぐらいの入り込み数ということになって……

（解説はいいての声あり）

産業振興課長（佐藤 正君） すみません。そこで、やはり椿寿荘、それからさっき言

いました湯っ多里館の関係につきましても、大分入館者が落ち込んでいる状況があ

ります。それらを見た中で、やはり指定管理者の支援、継続した支援が必要ではな

いかなというふうにこちらのほうも考えています。したがいまして、また時期を見

まして議員の皆さんのほうに、その辺ぜひお願いしてまいりたいというふうに考え

ています。

以上です。

13番（髙橋秀昌君） 私は、単純にそう見ていないのだ。やっぱ大事な点は、入り込み

数が減ったから支援せねばならないという単純な捉え方していないのです。入り込

、 。 、 、み数が減って この状態であれば経営は厳しいのだと つまり もうけがどんどん

どんどん減って赤字になっているのだと。だから支援しましょうというのは説得力

あるよね。私は商売人ではないので、どの程度ならどれぐらいの入り込み客、どれ

だけの収入があるのなら、何とか経営体は従業員の首を切らないでもやっていける

かというその数字が見えないのだ、私には。分からないのだ。だから、あなた方が

出しているので、それなりの根拠を何か示せるのかなと思って聞いているわけ。だ
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、 、 。から 下がったから支援せねばならないなんて 単純にそんなの言わないでほしい

どこまで下がってどのくらいなのかということはつかんでほしいのだ。いかがです

か。

産業振興課長（佐藤 正君） そうですね。おっしゃるとおりだと思います。収支を見

て初めて当然、どのぐらい赤字になっているから経営は苦しいのだという部分につ

いて、提案する際には、その辺の内容も含めまして、もし赤字になっていてなかな

か経営が厳しいという状況であれば、提案するような方向でまた検討もしたいとい

うふうに考えています。

13番（髙橋秀昌君） そうしてほしいのですが、それでもう一つ最後に。道の駅は、こ

のように僅か７％上がっただけなのだが、大体この推移すれば十分に利益という表

現は正しいかどうか分からぬけれども、運営上差し支えないのだと、大体これぐら

い維持できれば、あるいはもっと低くても十分やれるのだと。その経営のアンダー

、 。ラインといいますか そういうところも産業振興課としてはつかむ必要があるのだ

そうでないと、事業主が大変だと言ったら支援せねばならないというふうになる。

それはやっぱり危険なのだ。どういう程度ならオーケーなのか、どれを切ったらや

ばいのか、ここはやっぱりつかんでほしいのです。どうでしょう。

産業振興課長（佐藤 正君） そこは当然分析をした中で、健全経営ができるような形

のラインがどのぐらいなのかという部分も含めて、十分にこちらのほうでも研究し

ていきたいと思っています。

13番（髙橋秀昌君） 予算なので、今すぐそれ答え出せないよね。分析していないのだ

ものね。だから、それぜひ分析をして、研究ではなくてしっかりと、これは分析と

いったって相手に聞かなければ駄目なものもあるし、相手の言っていることを本当

かどうかも確認しなければならないことなので、一定の時間がかかること分かりま

すので、少なくても６月か９月前には、全協がありますので、明らかにしてくださ

い。

以上です。

７番（今井幸代君） すみません、何点かあります。

まず、簡単なものから。ＹＯＵ・遊ランドの遊具修繕ということで次年度予算計

上していただいているのですけれども、これ修繕実際いつ頃していただけるのか。

春、ハイシーズンですので、春暖かくなって来園された方々が、子どもたちがせっ

かく遊びに来たのに使えない遊具がたくさんみたいになってしまうと少しかわいそ

うだなとも思いますので、なるべく早く対応していただきたいなと思うのですが、
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修繕は必要なのだけれども、利用ができるような状態になっているのか、その辺り

の利用の不可、可の状況と、その修繕の予定、時期がどのようになっているのか説

明をお願いします。１問ずつ、ではいきます。

産業振興課長（佐藤 正君） 今の遊具の点検もろもろの状況につきまして、すみませ

ん、担当から答弁してもらいます。

産業振興課主事（村山孝徳君） 産業振興課の村山主事です。よろしくお願いします。

ＹＯＵ・遊ランドの遊具の修繕の関係ですが、点検については例年４月ぐらいに

行っておりますので、４月早々にできるよう指定管理者のほうと協議して行いたい

と思います。

また、今の遊具の状況なのですが、使用禁止というのはございません。遊具、直

すものなのですが、かなりの年数がたっているものでございますので、木材ですと

か、あとロープですとか、ワイヤー等の経年劣化というものがありますので、それ

を順次交換していくという形です。また、点検を４月に行って、結果が出てからま

た優先的に修繕のほうを進めていきますので、また特にハイシーズンというか、お

客様がいっぱいいらっしゃるときにやると遊具が利用できないという状況なので、

またその辺については、指定管理者と協議しながら進めていきたいと思います。

７番（今井幸代君） では、現時点で特段使用禁止に至るまでの状態にはなっていない

ということで、４月に再度点検をして、オフシーズンに入ったら修繕をしていくと

いうような形で、要は開園している時期に関しては滞りなく遊べるというふうに理

解して大丈夫でしょうか。

産業振興課主事（村山孝徳君） そのように考えているのですが、また点検の最新の結

果を見て、本当にもう使用ができないというのがあれば、使用禁止の措置も講じた

上で修繕のほうも行いたいと思います。

７番（今井幸代君） 次なのですけれども、町の単費分の、プレミアム商品券に関して

なのですが、新型コロナの交付金を使ってのプレミアム商品券の場合は、大型店と

それ以外で分ける形で作成されると思うのですが、この町単費分に関しては特段そ

ういった制限を設けない形というふうに理解、今全くそのような記載ないので、そ

ういうふうに理解しているのですが、そのような対応でしょうか。

産業振興課長（佐藤 正君） すみません。そこの部分の記載がなくて申し訳ありませ

んでした。一応5,000円で7,000円分の商品券という考え方ですので、先ほども申し

上げましたとおり、単費分でやる部分含めまして町内循環、町内の経済循環という

部分もありますし、なおまた小売店、商店等の利用を促進したいということから、
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7,000円のうち2,000円は大型店舗でも使用可能だということにしまして、5,000円

については小売店で利用してくださいというような形での対応にしたいというふう

に考えています。

７番（今井幸代君） 分かりました。ありがとうございます。

次に、起業創業支援事業に関してなのですけれども、４月、５月をまず周知とい

うふうにされるのですが、ＮＩＣＯ等への連携ではないですけれども、結構大きな

金額の補助金になると思います。そういったところを含めると、ＮＩＣＯとの連携

でＮＩＣＯからの周知、新潟、起業支援とかって検索をかけると、一番最初に大体

上がってくるのはＮＩＣＯなのです。そういった部分を考えると、そのＮＩＣＯの

ほうだと補助金のメニューからどういった事業を今募集しているか、各地のも含め

て出ていたりするので、そういったところも含めて周知していくといいのかなとい

うふうに思います。基本的には町民が優先されるとは思うのですけれども、そうい

ったのもきっかけに町内での起業につながっていくか、また移住のほうにつながる

可能性も大いにあるのかなと思いますので、そういった部分の周知、ホームページ

や「きずな」だけにとどまらず、ぜひ関係機関とも連携して周知していただけると

いいのかなというふうに感じているので、よろしくお願いします。

内容の中に入って対象者なのですけれども、例えば企業内企業とか、事業継承を

受けつつも全然別業態とか、新規の事業の立ち上げをするような場合というのは対

象になるのかとか、そういったいろんなケースが想定されると思うのです。町内に

事業所を設けて新たに事業を開始する個人、法人、事業を開始していないものとい

うふうな書きぶりで、何かいろんなケース、これは該当するの、はてなというパタ

ーンが幾つか想定されるような気がするのですけれども、そういった、例えばです

けれども、よくありそうだな、私自身が聞かれそうだなと思ったのが、例えば個人

事業主のところに雇われている方が新たに同じような、その個人事業主の方がもう

その仕事をやめようと思っていると言って、雇われている方がそのやっていた事業

を継承するような形で新たに法人化したいとか、そういった場合はこういったもの

の対象になるのか否かとか、対象だけ見ると合致するのかなと思うけれども、果た

してそれは町の事業の目的として合致するのかとか含めて対象者の整理はもう少し

必要なのかなというふうに思っているのですけれども、そういったものも含めて対

象にしていくというなら、それはそれでいいと思うのですけれども、その辺りどん

なふうな考え方。ありますか。

産業振興課長補佐（近藤拓哉君） 大きく分けて２点でしょうか。ＮＩＣＯとの連携の
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部分ですけれども、もう既に事前ににいがた産業創造機構と若干話のほうをさせて

いただいて、向こうからのアドバイスをいただいた中で、今回の制度をつくったと

いうふうに認識はしておるのですけれども、またＮＩＣＯとお話しする中で、向こ

うのほうに事前に相談に行かれる方も当然いらっしゃいますので、今度田上町もこ

ういった制度を始めるのだということをお伝えはしたいかなというふうに思いま

す。

あと、対象者の整理という部分で、正直申し上げますと、確かにここの部分では

幅広で受けられるような形にはしてあるのですけれども、実際いろいろなケースが

あるかと思います。ほかの市町村にお聞きしたときにやはり同じように、どうした

場合にここどうなのだろうなというのをどうも悩んでいるケースが多いようですの

で、その辺私もこれからまた改めて整理をしないといけないなと思っていますけれ

ども、もうなるべく皆さん受けられるようにはしたいのですけれども、その辺整理

が今うまく言えなくて申し訳ないのですけれども、今、今井委員のご指摘の部分よ

く分かりますので、改めて検討のほうをしていきたいと思います。

７番（今井幸代君） 少しだんだん事業をやっておられる方、法人、個人問わず高齢化

してきていて、自分たちの事業どうしようかというふうになっている方々多くおら

れると思います。そういった方々も含めて、そういった事業を継承しつつ新たにそ

の方が新たな担い手としてやっていくケースというのは大いに想定されると思いま

すので、そういった方も含めて対象にしていきたいというふうなことですので、予

算の範囲もあると思いますが、新たにそういったチャレンジをする方々の背中を押

していけるような体制が取れるようにぜひ事業構築して、しっかりと要綱をまとめ

ていただきたいなと思います。

以上です。

６番（中野和美君） 私、３点あります。

まず、１つ目、127ページの17節のところでポンプを４台、湯っ多里館ですね、

予備に置いておくということなのですけれども、これ去年は発生していないのです

が、おととしの予算には上がっていたようで、約100万円上がっていたのですが、

これそうすると１年置きぐらいにポンプの交換なりが、予備が必要なのかというこ

とを１つお聞かせいただきたいのと。あともう一つが、今の今井委員がおっしゃっ

ていた起業創業の中で対象者の②のところ、事業を開始していない者という中で一

番下のところに４、５月を周知期間として、７、８月に募集して、９月に審査、こ

れ早く起業したいという人にとって、いつまで待ったらいいのだろうというジレン
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マに陥るところなのですけれども、このいつという日付が年度を越えて４月から事

業をもう始めてしまったよなんていう人はもう適用にならないということがないよ

うに、年度からの開始であれば適用するよといえば、それはどこからでもいいので

すけれども、そういういつ事業を開始したのかしていないのかというその辺をやっ

ぱりもっと分かりやすくしていただいたほうがいいのかなと思います。せっかくや

ろうという気になっている人をずっと待たせるのか、それとももうスタートしてい

いよといって、それでも適用にならないかもしれないけれども、スタートした人で

もなるべく沿いたいということなので、その辺を教えてください。

それから、前に、今回の予算には上がってこなかったようなのですけれども、竹

炭の炉を修繕したと思うのですけれども、産業振興課で。その後、その竹炭はどの

ように使われていたかというのを、今使っているのか使っていないのか、どんなふ

うに使われているのか分かりましたら教えてください。

産業振興課長（佐藤 正君） まず、湯っ多里館のポンプの関係です。機械室の中でポ

ンプを必要としている箇所については18か所あります。それぞれジャグジーの浴槽

に行くとか、いろんなところのポンプがあるわけですが、今回そのうちの４か所が

、 。既にもうポンプが１個ずつしかなくて その１か所で動かしているという状況です

そこで、予備のポンプを入れないと営業に今後故障が出るだろうということで、４

基お願いしたいということでございます。

あと、竹炭の関係ですが、すみません、炭小屋のことを言われていますか。修繕

といいますか、前に炭窯を管理されている方から少しその辺お手伝いいただきなが

ら手作りで手直しした経過もありますが、基本的にその竹炭の部分はそこでは今焼

。 、いてはいません 今継続してちょうど炭が高温にならない状況があるものですから

ひび割れたりして高温にならない状況になっているものですから、そこではやって

おりません。

あと起業の関係については、ではすみません、また補佐から話してもらいます。

産業振興課長補佐（近藤拓哉君） こちらのほう、資料の部分でいくと一番下にありま

すけれども、さっきのお話のほうですと４月に操業した方に対しても不利益になら

ないようにという、多分そういうご趣旨かなと思います。ただ、一方で、今回新し

い事業ということもありますし、もう少し検討する部分もありますので、少しお時

間いただきたいかなというのが正直なところです。あと、あわせてほかの市町村を

拝見すると、時期時期に応じて、通年ではなくて、例えば第１期、第２期といった

形でやっているところもございますので、そういったものを念頭に置いて制度設計
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を最初始めた部分もありますので、ただ一方で、なるべく早めにという部分のその

辺の趣旨はよく承知いたしましたので、なるべく早めにということで事業のほうを

開始できるように考えてございます。

以上です。

６番（中野和美君） ありがとうございます。締切りの期間だけに適用するのではなく

て、五泉市もやっているようなのですが、都度都度そういうのが、創業の支援がで

きればなと思いますので、よろしくお願いいたします。

ポンプのほう了解しました。18か所あるうちの予備ということで、そんなにいっ

ぱいポンプがあるとは存じ上げませんでしたので、必要なのだなと思いました。

あと、竹炭なのですけれども、田上町は竹炭を作っていらっしゃるところも今、

あそこでも作っていますが、いい竹炭を作るのに、前のような竹炭がなかなかでき

ないということでとても悩んでいるところがあるので、修繕したところではどうだ

ったのかなと思って確認してみました。ありがとうございます。では、そこではま

だ竹炭はできないということですね。ありがとうございました。

13番（髙橋秀昌君） 課長補佐が先ほど委員の質問に対して、起業について広く対象に

したいという言い方しているが、起業というのは新しく事業を起こすということな

のだ。あるＡさんのラーメン屋が年取ったから、では誰かが入っていってやるから

起業ですにはならないのだ。やっぱり起業の概念を明確にさせるということでしょ

う。なぜ田上町、私はあまり起業に期待していないのだけれども、でも田上町はこ

うやって起業のことについて予算を取るというのは、新しく事業を起こし、経済的

な運動を起こす人には50万円を限度に支援しましょうということなわけだろう。そ

うすると、基本的には、我々一般的に物を見れば、新潟県は多いのだけれども、新

しくラーメン屋つくるとか、そういうことでしょう。ラーメン屋に限定しないけれ

ども。やっぱり起業というものについて概念を明確にしてやるべきだと。何でもか

んでも起業ですという認定の仕方はすべきでないと、私はそう思うのです。そうい

う点では、もしそういう疑義があるとすれば全協などで起業に対する概念を統一さ

せるということも含めてやらないと、何かへ理屈こねれば金もらえるみたいなこと

になると駄目だ、そんなの。どうですか。

産業振興課長補佐（近藤拓哉君） その辺の概念というか、定義の部分、もう一度しっ

かりまとめて、また改めてご説明させていただく機会をいただければ、させていた

だければというふうに思いますけれども。

委員長（渡邊勝 君） ほかにありませんか。
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（なしの声あり）

委員長（渡邊勝 君） なければ、７款商工費を終わりたいと思います。産業振興課の

皆さん、ご苦労さまでございました。

それでは、６款農林水産業費の国土調査事業について地域整備課より説明をお願

いします。

地域整備課長（時田雅之君） 大変お疲れさまでございます。それでは、地域整備課の

予算の関係ご説明させていただきます。

まず、国土調査事業の関係になりますが、予算書114ページのほうをお開きくだ

さい。国土調査事業ということで、令和４年度につきましては、302万9,000円の事

業費を予定してございます。事業費全体の中身につきましては、今年度とほぼ費目

は同じですけれども、唯一変わるところとしましては115ページの12節委託料、名

称は地籍調査業務委託料ということでなってございますが、現地踏査、一筆調査の

立会いのほうは終わってございます。それで、来年度はその立会いの土地の関係に

ついて閲覧用の書類の作成の業務委託ということで予定しております。この後、来

年度この閲覧を実施させていただいて、法務局への登記、それから固定資産税への

反映というような形になりまして、昨年度の予算委員会でご説明させていただきま

したが、一応この国道調査事業につきましては、これで一旦休止ということで当課

のほうでは予定してございます。

簡単ですが、説明は以上です。

委員長（渡邊勝 君） 今ほど説明が終わりました。

ただいま説明のありました案件について質疑に入ります。ご質疑のある方、ご発

言願います。

９番（熊倉正治君） この事業は黙っていられないので、あえて申し上げます。いろい

ろ聞いてみれば、マンパワー不足かなという気は私は今しております。地域整備課

は、事業課として現地回って調査とかいろいろやって、そのための人間もちゃんと

補助金やら交付金で見てもらっているわけですから、最終的には町の持ち出しは５

％程度という、それは間違いないと思うのです。だから、そういう意味でいえば、

人間の手当ても地域整備課のほうはやっていたと思うのです。車もあったのでしょ

うし、それなりの事業効果は私は出ていたのだろうなとは思います。ただ、前にも

言っていましたが、このことによって固定資産税が上がるという、当然面積も増え

たり、減るのもあるでしょうけれども、面積が増えたりして、要するに税収が上が

るという触れ込みでした。ところが、全然地価が上がらないものですから、むしろ
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下がっていくと。面積が増えた分でほかの、チャラになるか、むしろ下がっている

ぐらいで、そういう意味でいうと財政的にもあまりお金がない事業に今はなってい

たと思うのです、多分。はっきり私は調べていませんけれども、過去の触れ込みで

は面積も増えて税収上がると、いい事業なのだということだったのですが、今全く

もうそういう経緯もないという。ただ、その中で地域整備課以外に町民課の税の関

係がなかなか大変だろうと、過去にそういう話もあったと思います。要は土地の１

筆１筆を全部入れ替えて、面積も直して、それで課税をしていくという、その作業

がかなり大変だったというふうに私は聞いていましたし、思っていました。それに

してもこの事業としてやっぱり私はやっていくべきだろうとは思いましたが、土砂

法の関係の地域を入れないともう事業化できないという言い方を課長はしていまし

たけれども、そういうもろもろ過去の事業経過の中で今あまり状況はよくないとい

うのは分かりますが、では今年の予算、もう店じまいための予算、300万円という

ことですが、私は見ませんが、では令和５年度以降というのは全く本当に見込みが

ないのかどうなのかというあたりをもう少しはっきりしてもらいたいなというふう

に思いますが、どうですか。

地域整備課長（時田雅之君） 今ほど熊倉委員のほうからマンパワー不足、またそれか

ら昨年の予算委員会の中で、国の国庫負担事業でやるには、５項目の縛りがかかっ

てしまったということで、補助要件にどうしても該当することができないという…

…

（何でしたっけ。忘れたよ、私の声あり）

地域整備課長（時田雅之君） 申し上げます。防災対策としまして、調査区域がイエロ

ーゾーン、レッドゾーンが８割以上入る区域。それから、社会資本整備ということ

で、新しい道路を整備して用地買収を計画する区域。それから、まちづくりという

ことで、これ皆さんには不評なのですが、居住誘導区域。立地適正化計画ですね。

それと、森林保全、森林経営計画の区域が８割以上含まれる区域。最後に、所有者

不明土地対策ということで所有者不明土地、空き家が８割以上入っている区域。こ

の５項目の厳しい要件が入りまして、国の補助事業でどうしてもできないというこ

とで断念したわけです。熊倉委員言われます地籍調査、現地踏査後の登記に係りま

しては、確かに総務課、それから町民課、あとは農地の関係で農業委員会、これら

の関係課がこの国土調査事業によりましてかなりの手を要することになります。そ

ういったマンパワー不足もありますが、今後店じまいのための予算だと言われると

今おっしゃるとおりですと言うしかないのですが、国の要件等も注視しながら今後
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研究してまいりたいと思っております。

９番（熊倉正治君） 担当課が言うのは私も分かります。ですが、後藤、曽根、横場、

保明とずっと回って坂田、上吉田と入ってきているわけですが、別に次はやれば川

船に来るからということで私は言うつもりありませんが、地域的な公平感も考えれ

ばぜひ続けてほしい事業だなというのは、私の考えは今も変わっていませんが、ぜ

ひ、厳しい条件はあるのでしょうけれども、令和５年度以降事業化できるように研

究なり検討して頑張ってもらいたいなというふうに思います。

以上です。

13番（髙橋秀昌君） この前言われたことをもうすっかり忘れておりまして、１、２、

３、４、５の条件を満たさねば駄目だと。ということは、事実上、国は金出したく

ないと。いろいろ縛りつけたわけだ。だから、国が変わって、そんな条件なしでも

幾らでも全部出すよという政府になったらまた始めようではないですか。

終わり。

委員長（渡邊勝 君） ほかにありませんか。

（なしの声あり）

委員長（渡邊勝 君） それでは、６款を終了いたします。

続きまして、８款土木費について、説明をお願いいたします。

（ ） 、 。地域整備課長 時田雅之君 それでは ８款のほうの説明に入らさせていただきます

予算書127ページをお願いいたします。なるべく簡潔に、分かりやすいように説

明させていただきますので、お願いします。８款土木費、１項道路橋梁費、１目道

路橋梁総務費4,559万7,000円の予算を予定してございまして 前年度比49万8,000円、

の増でございます。右側の説明欄のほうを御覧ください。給料から始まりまして、

次の128ページに入りまして、共済費、それから旅費等、経常経費でございますの

で、説明のほうは省略させていただきたいと思います。

それから、一番下段の２目道路維持費になりますが、予算額１億2,820万6,000円

を予定してございまして、前年度比2,113万円の増でございます。ここからが工事

費等の予算が入ってくるところになりますけれども、まず説明欄のほうを御覧いた

だきたいのですが、道路維持総務事業につきましては例年の予算、材料費、それか

ら道路維持の維持管理委託等 こちら通常の経費になってございますが まず129ペ、 、

ージの道路維持その他事業で、一番下のほうに備品購入費８万8,000円、チェーン

ソーと書いてございますが、立木の関係、道路を塞いだりする連絡が結構あります

ので、特に雨の後とか、それから雪の後、連絡いただきますので、いいチェーンソ
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ーを買わせていただいて管理に努めたいと思います。

（８万円なんかじゃなくて15万円ぐらいの買えやの声あり）

地域整備課長（時田雅之君） ありがとうございます。

それで、一番下の今度側溝改良工事事業から具体的な工事名が出てくるわけです

が、皆様のところに予算の説明資料ということで、地域整備課工事予定箇所の一覧

表のほうをご用意させていただいております。Ａ４縦の表になりますが、ほぼこの

表で説明が終わりそうな感じになるのですけれども、一応お話をさせていただきた

いと思います。129ページ一番下、側溝改良工事事業としまして５件を予定してお

ります。工事費1,416万円の予定でございます。

それから、予算書130ページのほうをお願いいたします。舗装補修工事事業とし

まして９件予定しておりまして、予算額4,668万円を予定してございます。この中

で本田上・横場線 下横場地区 2,500万円から下の山崎・谷線 中店 金額500万（ ） （ ）、

円、ここまでの工事につきまして、令和４年度は緊急自然災害防止事業債という起

債事業で事業を実施していきたいと思っております。というのは、この起債事業、

、 、かなり有利なものになっておりまして 総務課の説明でもあったかもしれませんが

起債充当率100％、それから交付税措置70％ということで、この起債が借りられる

というものでありまして、今回これらの財源を使ってこの工事を実施させていただ

きたいということで計上させていただいております。

それから、131ページへ移っていただきまして、防護柵設置工事事業としまして

５件、金額にしまして288万円を予定しておりますし、区画線標示工事事業につき

ましては１件、金額にしまして75万円。それから消雪パイプ工事事業としまして、

こちらも１件、71万円。路肩保護工事事業としまして４件、金額にして1,940万

9,000円を予定しております。

、 、 、 、それと 橋梁修繕工事事業としまして こちら負担金になりますが 11万7,000円

、 。これ計画のシステム会社のほうにお支払いする負担金になりますが 11万7,000円

それから、道路維持その他工事事業としまして、次のページの132ページのほう

に移っていただきまして、簡易な修繕等の10節需用費670万円。それから急遽工事

が必要になった場合の予算ということで、その他工事等の予算のほうを計上させて

いただいております。

その下、道路メンテナンス事業につきましては、こちら橋梁の修繕の関係、それ

から点検の関係も予算を盛り込んでおりまして、12節委託料としまして点検料、こ

れ31橋の点検を予定してございます。それから、14節工事請負費につきましては
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1,130万8,000円予定してございまして、こちら２橋の橋梁修繕の工事を予定してご

ざいます。

それから、３目除雪対策費8,594万7,000円を予定しておりまして、前年度額に対

して778万9,000円の増となってございます。除雪につきましては、令和２年度、令

和３年度と思ったよりも降ったわけなのですが、今までからの出動時間の１時間繰

上げ等、また地区のほうからの要望ということで雪捨場の確保、そういったものに

ついてこちらのほうでいろいろこの１年かけて準備してきたわけですが、準備して

もなかなかやっぱり時間的にご期待に沿うことが降雪時間等に影響されて難しいと

いうこともありますが、一応令和４年度につきましても住民のニーズに応えられる

ように一生懸命除雪の対策に取り組んでまいりたいと思います。それで変わったと

ころとしましては、133ページになります。12節委託料の中の除排雪委託料になり

ますが、令和４年度は4,412万1,000円予定してございますが、令和３年度の当初予

算としましては3,878万2,000円となってございます。約600万円近く増やしたわけ

、 。ですが これが１時間繰上げの影響の金額ということでご理解願いたいと思います

今度その下、除雪対策その他事業としましては、こちら維持管理に伴います消パ

イの修繕の関係、それから133ページに移っていますが、一番下の役務費について

は融雪剤の箱の設置、撤去の関係の予算、それから134ページのほうに移っていた

だきまして、上段に工事請負費ということで、雪捨場整備工事55万円ということで

予定してございますが、こちら川船河東１区、２区のほうからご要望いただきまし

て、翠台団地の中の地域整備課が管理しています公園用地と言われる場所がござい

ます。国道から翠台団地に入ってずっと右の奥のほうにあるのですが、今フェンス

で一応囲ってはいるのですが、遊具も何も整備されておりません。そこを地区のほ

うから雪捨場にしていただけないかということで、一部フェンスの撤去、それから

入り口の土間コンクリートの施工等で来年度予定しておりまして、55万円の予算を

つけさせていただいております。

次に、４目になりますが、道路新設改良費ということで5,759万1,000円を予定し

てございまして、前年度比1,505万5,000円の増となってございます。説明欄のほう

を御覧いただきたいと思いますが、道路新設改良総務事業につきましては、こちら

経常経費となってございます。

道路改良工事事業としまして、保明・後藤線、それから原ケ崎・中８号線、これ

ら２件の工事費で1,039万円。

舗装新設工事事業ということで１件、730万円。こちら大形１号線というのは翠
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台団地の一番奥のほうの道路になりますが、今舗装が張られていなくて砂利道にな

っているのですが、そこを新設改良ということで予定してございます。

それから、社会資本整備総合交付金事業としまして、こちら継続事業になります

が、保明・後藤線ほか路線の路肩拡幅工事としまして、3,828万円を予定してござ

います。

それから、予算書135ページのほうへ移っていただきまして、２項河川費、１目

河川総務費105万5,000円を予定しておりまして、前年度比1,000円の増でございま

す。こちらにつきましては、河川総務事業ということで経常経費となってございま

すので、説明のほうは省略させていただきたいと思います。

それと、下に行きまして、２目河川改良費2,206万2,000円を予定しており、前年

度比42万7,000円の増でございます。こちらにつきましても、ほぼ経常経費となっ

てございまして、次の136ページに移っていくわけですが、維持管理等の関連の経

費を計上させていただいております。

それと、136ページの中段、河川改良工事事業としまして、こちら予定件数１件

で、250万円計上してございますが、調整池整備工事ということで、町内にありま

す調整池、今年度から今まで地区で清掃していただいていた分も合わせて、金額を

増やして計上させていただいております。

それから、その下、河川改良法面復旧工事事業としましては２件、金額にしまし

て519万円を予定してございますし、河川改良浚渫工事事業としまして７件、予算

にしまして829万6,000円を予定してございます。この浚渫の関係につきましては、

令和２年度から緊急浚渫推進事業債ということで、これも有利な起債事業を使って

浚渫のほうを実施しております。起債の充当率100％、交付税措置が７割というこ

とになってございます。

それから、137ページのほうに移っていただきまして、河川改良その他事業とい

うことで118万1,000円を予定しております。この中で17節備品購入費、雨量計発信

器ということで38万1,000円を計上してございますが、地域整備課の中に雨量計を

備え付けてございます。その雨量計が一応５年で更新ということになってございま

して、今回その年に当たるということで、機器類の更新費ということで計上させて

いただいております。

それから、３項に移りまして都市計画費、１目都市計画総務費ということで、予

算額401万円を予定しており、前年度比371万円の増となってございます。こちらに

つきましては、ページを１枚はぐっていただきまして、138ページのほうをお願い
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いたします。主な増額の理由としましては、12節委託料、この中に都市計画マスタ

ープラン改定業務委託ということで、329万2,000円を計上してございます。都市マ

スの計画につきましては、平成26年３月に一部改正を行ってございます。今年度、

この３月議会におきまして総合計画のほうをお認めいただいたということで、来年

度はこの総合計画に沿った中で、都市計画マスタープランの改定を行っていきたい

と考えてございます。

それから、２目公園管理費になりますが、予算額546万5,000円を予定しておりま

して、前年度比18万8,000円の増額となってございます。右側の説明欄を御覧いた

だきたいと思いますが、公園管理事業ということで10節から13節まで経常経費にな

ってございますし、139ページのほうに移っていただきたいと思いますが、公園そ

の他事業ということで修繕料348万1,000円を計上してございます。これらにつきま

しては、令和３年度に町の遊具点検を実施しました箇所の中でやっぱり不具合が生

じておりますので、来年度これらの修繕を一気に行いたいということで、348万

1,000円のほうを計上させていただいております。

それから、３目下水道対策費となってございますが、予算額２億2,779万6,000円

を予定しておりまして、前年度比2,941万7,000円の増となってございます。こちら

一般会計からの下水道事業特別会計の繰出金ということで、また下水道事業特別会

計予算の説明のときにお話しさせていただきます。

それから、下のほうに行きまして４項住宅費になります。１目住宅管理費、予算

、 。額1,760万円を予定してございまして こちら皆増ということになってございます

説明欄のほうを御覧いただきたいのですが、これまで全協の中でいろいろご議論い

ただきました暮らし応援リフォーム補助金、こちら50件を予定しておりまして、予

算額750万円 それとマイホーム取得支援補助金ということで こちらも同じく50件。 、

を予定しており、予算額1,000万円の計上のほうをさせていただいております。

走り走りに説明させていただきましたが、説明は以上になります。よろしくお願

いします。

委員長（渡邊勝 君） 説明が終わりました。

ただいま説明のありました案件について質疑に入ります。質疑のある方、ご発言

願います。

１番（小野澤健一君） 大分広範囲なので、何ページということではないのですが、２

つ３つをお聞かせをいただきたい。

まず、地区要望の関連ですけれども、去年たしか採択率、金額、これたしか令和
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２年分、令和３年分かな、何かいただいた記憶があるのですけれども、最近のやつ

を更新したものをできればいただきたい。

それから、これは区長から言われているのですけれども、昨年度、令和２年……

前回かな。令和７年度以降やりますよというような形の回答があったわけです。も

らったのは令和７年度以降というのは、令和100年も令和７年度以降だと。あれで

は回答になっていないではないかと、こういう話があるわけです。聞くところによ

りますと、財政計画が５年だから云々というのもあると思うのですけれども、例え

ば１年たつごとに令和７年に確実に１年向かっていくわけですから、それを具体化

をする予定にあるのかないのか、これまず地区要望の件。それから、田上町でどう

しようもできない、いわゆる県の管轄のものとか、そういったものが幾つかあると

思うのです。聞くところによると結構あると、こういうお話。そういったものにつ

いて我々なかなか動きが分からないし、住民の人たちがそれによってかなり困って

。 、 、いるケースもやっぱりあります したがって 今県等への要望している案件の状況

例えば振興局に行く回数を増やす努力をしているとか、そんなものを含めて聞かせ

てもらいたい。これが２点。

それから、３点目なのですけれども、去年大雨が降りましたよね。降って、時間

雨量あれ三十何ミリだったっけ。40ミリだったっけ。何かそんなありました。あの

ときに浸水をした、浸水というのは例えば床上とかそういうのではないのですけれ

ども、水が、いわゆる排水がキャパを超えて例えば道路にあふれたとか、あるいは

住宅地に流れ込んだとか、こういった事象があったわけですけれども、そういった

ものを把握をしてあって、例えば今回のこの予算の中に計上されているかどうか、

これお聞かせいただきたいなというふうに思います。

以上３点です。

地域整備課長（時田雅之君） それでは、１点目の地区要望の昨年度お出しさせていた

だきました表につきましては、連休明けでもよろしいでしょうか。また新しい年度

を追加しまして皆様のところに配付させていただきたいと思います。

それから、昨年度の地区要望の回答の中で、令和７年度以降に事業化を予定、検

討しているという書き方の関係についてなのですが、今ほど小野澤委員が言われま

したように、私どもの回答、初めて全部一問一答みたいな形で回答するということ

で、300件回答したわけなのですが、まちづくり財政計画の中で、私どものほうで

予定できるのは５年間の事業計画でしかないのです。それで、昨年度の回答の時点

では、令和７年度以降についてはまだ財政計画も立ってございませんし、これから
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どのような形になっていくかも我々のほうでも分からない部分もありましたので、

そういった書き方をさせていただきました。それで、今回１年たちまして、では令

和８年度以降事業化を予定しているという書き方になるのかということになるので

すけれども、実は案ではそういう書き方を一度したのですが、修正させていただい

ております。それで、本当は予定が立てられない要望もあるのですが、また令和８

年度以降なんかと書きますと区長にお叱りも受けますので、再度現場を確認した中

で事業化に向けて今後検討してまいりたいとか、そういった書き方にはなってしま

うのですが、一応令和８年度以降という書き方は極力抑えて回答させていただくつ

もりでおります。

、 、 。 、 。それと 最後になりますが 県の要望の関係になります 振興局 県絡みですね

地区から上がってきた要望総数、我々の課もそうですし、総務課、それから教育委

員会等、それから県の事業の関係もございます。総数で353件ありました。地域整

備課の要望については281件、それから新潟県に対する要望が43件、それから町の

地域整備課以外の他課にわたる部分については29件ございました。新潟県に対する

43件の要望につきましては、全て新潟県のほうにお送りして回答いただいておりま

す。その回答を今般、我々の要望の回答と一緒にして区長のほうにお返ししたいな

ということで考えております。ちなみに、43件中、実施予定もしくは実施済みと回

答いただいたのが21件ございました。ほか22件が手つかずということなのですが、

要望の内容はかなり差があります。草刈りから始まって歩道の整備まで、要望内容

が重いの軽いの様々ございますが、21件のほとんどが草刈りの関係になります。丸

。 、 、 、がついているのは 中を申し上げますと やはり重たいの 重たいのといいますか

事業化が難しいのは歩道の関係になります。いただいておりますのは、渡邊議員か

、 。ら一般質問でいただきました上野地区のセブンイレブンの前 あそこの歩道が１つ

それから、山田地区になりますが、湯田上交差点付近の国道403号線の歩道の関係

等々、大きいのはそういった感じになりますでしょうか。

それから、大雨の関係、道路冠水の関係になりますが、今般８月23日の日に雨降

ったわけなのですけれども、地域整備課のほうで一応場所は確認してございます。

その対策ということなのですが、冠水のほとんどの原因が国道403号線の横断樋管

の関係になります。要は、河川の水路自体は何とか保っているのですけれども、横

断部にかかった瞬間にその水路の水がのみ込めない、要はそこの部分で水が上がっ

てしまうということで、これは前から県ともいろいろ話をしているところなのです

が、国道403号線の横断樋管というのが実は所有者が曖昧になっております。とい
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うのは、町の持ち物なのか、県の持ち物なのかというところがすごく曖昧になって

います。私も原因がよく分からないのですけれども、現道の403号線というのは旧

従軍道路、そこからずっと始まりまして、昭和の30年代から40年の頭にかけて舗装

が張られていったということで私、先輩職員からお聞きしているのですが、そのと

きに町の中であったのが、農業用水の名残の水路がそのまま横断かかってこっちの

信濃川のほうに行っていたわけなのですけれども、そのときの管理所有者の明確性

がなかったというところが今まで残っているのではないかなと思っております。と

はいえ冠水部分についてはこのままにしておくこともできませんので、また、今後

県とも十分協議した中で対策の解消のほうに努めたいと思っております。

１番（小野澤健一君） 丁寧な回答ありがとうございました。やはり自然災害がこれだ

けある中で、特に田上の場合、水関係でしょうか、いわゆる河川というか、今言っ

たようにどうしてもできない部分があるのか、何か方策があるのか。ただ、やはり

あの程度と言ったら語弊ありますけれども、あの雨で浸水をするということになる

と、あれは運よく雲が行って晴れ間が出てきたけれども、あれが30分間も続いたら

ということになると、結構浸水を受ける地域も出てくると思うのです。羽生田地区

は調整池、そちらのほうをお造りになった関係でかなり改善しているけれども、や

はりそうではないところもあるし、あと国道403号線沿い、国道403号でもやはり中

店地区が唯一浸水する場所とも言われているわけ。だから、そういった形で例えば

ＪＲの下をくぐるとか、今言ったように国道403号の下をくぐるとか、なかなか一

筋縄にいかない部分が最後に残ってしまっているというふうに思うのです。ただ、

これをやっぱり避けても通れない部分でもあるわけですから、これを何としてでも

やはり、ＪＲの下を掘れなんていったら冗談ではないと、こういう話になるし、一

自治体程度の力ではもう何言っているのだと。そうなれば、すみませんけれども、

地元から出た国会議員の先生いかがですかというふうな話ぐらいまで行き着かない

と先に進まないと思うのです。だから、一刻の猶予がないと、そこまでは言いませ

んけれども、やはり行き着けるところまで行くという、そういう町の方針は明確に

する中で、例えば、ここに町長は一応おられるのだけれども、いない前提で話しま

すけれども、町長が自ら例えば先頭を切って行って交渉できるところまでやってく

ると。その結果こうなのだとか、そういった形でやっていかないともう、そこそこ

田上がお金を持ってやっている工事はほぼ終わって、それ以外、要はどうしようも

こうしようもできない部分だけ残って、そこが一番のネックになってしまうという

のが一番怖いと思う。したがって、いろんな方法はあると思うのですけれども、そ



- 188 -

ういった、これが駄目なら次これということで徹底的にそれを交渉するというスタ

ンスでやっていってもらいたいなというふうに思います。

それと、地区要望については確かに多岐にわたって、まちづくり財政計画も５年

と。その５年も毎年かなり大きく変わってくる内容になってきています。ただ、や

はり地区においてはどうしても優先的にやってもらいたいというのは当然あります

し、あと一か八か入れてみてなんていうのもないとは限らない。その中で選択する

のは非常に難しいと思うのだけれども、回答という中においては、何年度以降と言

われても、うんともすんとも言っていないのとほぼ同じになってしまうのですが、

それはやはりその回答の方法を工夫をしてもらいたいというふうに思います。

以上、そういう意味で、やはりお願いすべきはしつこいぐらいお願いをする、そ

れから町民に対してはこういう状況なのだということで丁寧に説明をする、そうい

った形の中で物事を進めていってもらいたいなというふうに思いますが、それにつ

いてどう思われるか、お考えがあればお聞かせをいただきたいなというふうに思い

ます。

地域整備課長（時田雅之君） 令和４年度につきましては、今ほどいただいた小野澤委

員の言葉のように、要望活動を勢力出して行ってまいりまして、町以外で解決でき

ない部分の解消に努めてまいりたいと思います。

７番（今井幸代君） すみません、１点だけ気になっていることだけお尋ねするのです

けれども、昨今の資材の高騰というのは非常に大きい、またウクライナ、世界情勢

も非常にああいうふうな状況になっているので、その高騰は進んでいくのだろうと

いうふうに思っています。労務単価はもう示されているので、そこは変わらないと

しても、地域整備課のほうで絡むいろんな発注に関して、資材関係やっぱり高騰は

多分避けられないのだろうなと思うのですが、その辺り、今ある程度余裕を見て予

算計上しているとは思うのですけれども、その辺りの対応というか、見込みという

か、担当課として何か受け止めているものがあればお聞かせ願いたいのですが。

（ ） 、 、地域整備課長 時田雅之君 この予算の中で なるべくそういった要因も含めながら

できる限りの工事を出したいというご回答にしかならないのですが、今段階分かっ

ている部分でいいますと、資材費の中で結構値上がりしているのはグレーチングの

蓋、これが結構値上がりしています。ですので、材料費で蓋の予算を計上したりな

んかしているのですが、コンクリート蓋であれば単価が安いので、そんなに影響し

ませんが、そういった雨水を落としやすいようにグレーチングをかける、その蓋の

単価が上がっているということを今お聞きしていますので、予算の範囲の中で一生
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懸命やりたいと思います。

７番（今井幸代君） 懸念されることは、予算の範囲内で収めることに固執をして事業

者を泣かせないでくださいねということなのです。事業者も資材高騰、事業者自身

が避けられるわけないので、そういった部分はしっかりと対応していただきたいな

と思いますので、よろしくお願いします。

地域整備課長（時田雅之君） 十分気をつけます。

２番（品田政敏君） 135ページ、河川総務費、この中に負担金補助及び交付金という

のがありまして、90万1,000円。そのうちの大正川浚渫、これは分かります。あと

の３つのもの、何か負担金、負担金なのです。これはどうなのでしょう。先ほどの

貸付金ではないですけれども、その辺あしき慣習なのかどうなのか。大河津分水の

は何か今一生懸命コマーシャルしていますけれども、100周年何だかんだ言ってあ

るから、何かそんなようなものの同盟会負担金というのがあるのですが、この辺の

何か説明できるものがあったら教えてください。

（ ） 、地域整備課長 時田雅之君 これらは品田委員が思っている以上に意味がありまして

例えば信濃川・中之口川治水事業負担金、こういったものについては構成市町村で

同盟会等立ち上げているのですが、その各市町村の負担金の分になります。それら

の同盟会の中で国県に対する要望をまとめて、この地区の要望として毎年国に対す

る要望書を取りまとめて関係省庁に送ったりしてございますので、こういった信濃

川・中之口川、また県河川協会、治水砂防協会、大河津分水の関係、これらにつき

ましては私は大事な予算かなと思ってございます。

委員長（渡邊勝 君） ほかにありませんか。

（なしの声あり）

委員長（渡邊勝 君） ないようですので、第８款土木費に関して質疑は終了いたしま

す。

今日、今まで10件ほどの資料提出が要望されておりますので、なるべく早い状態

で提出をしていただきたいと思います。

それで、先ほど髙橋委員のほうからも、予算審査特別委員会がもう２日あるわけ

でございますけれども、必ず前の日まで資料を提出してくださいということで話が

ありました 私も調べたところ 23日は全部出ております ところが 火曜日の22日。 、 。 、

が出ていない部分があります。局長、確認できる。言っていること分かる。22日の

週。

議会事務局長（渡辺 明君） 言っているのは分かりましたけれども、それは髙橋委員
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がそう言ったことだから、連休明けのところはまだ承知はしていませんから、それ

を執行のほうに伝えなければ分からない。今、議会事務局には上がってきた。

委員長（渡邊勝 君） ということで、今後は要望しておきますので。今のところ23日

は出て。23日の例えば国民健康保険の関係全部もう来ているから。

議会事務局長（渡辺 明君） 出せれば出していますよ。教育委員会。

委員長（渡邊勝 君） 出ていないところもあるから、今後どうするかだから。

議会事務局長（渡辺 明君） それは髙橋委員がさっき言った話ですから、執行に伝わ

って、執行がこれから課に伝えない限りは分からない話になるので……

委員長（渡邊勝 君） それで、髙橋委員には今後説明……

本日の審査はこれで終了いたしました。

執行の皆様、お疲れさまでした。委員の皆さんはしばらくお待ちください。

本日の審査報告ですが、質問数と総括質疑について副委員長から報告をお願いし

ます。

副委員長（藤田直一君） ご苦労さまでございました。

それでは、質疑数につきましては、総数79、総括質疑ゼロ。

以上でございます。

委員長（渡邊勝 君） 昨日と今日で質問数156です。

以上で本日の日程は全部終了いたしました。

これで本日の会議を閉じます。これをもちまして本日は散会といたします。

大変ご苦労さまでした。

午後４時３８分 散 会
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令 和 ４ 年 第 １ 回 定 例 会

予算審査特別委員会会議録

（第３日）

１ 場 所 大会議室

２ 開 会 令和４年３月２２日 午前９時

３ 出席委員

１番 小野澤 健 一 君 ８番 椿 一 春 君

２番 品 田 政 敏 君 ９番 熊 倉 正 治 君

３番 藤 田 直 一 君 １０番 松 原 良 彦 君

４番 渡 邊 勝 君 １１番 池 井 豊 君

６番 中 野 和 美 君 １２番 関 根 一 義 君

７番 今 井 幸 代 君 １３番 髙 橋 秀 昌 君

４ 委員外出席議員

議長 小 嶋 謙 一 君

５ 欠席委員

な し

６ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の氏名

町 長 佐 野 恒 雄 産業振興課長 佐 藤 正

教育委員会副 町 長 吉 澤 深 雪 小 林 亨事 務 局 長

教 育 長 安 中 長 市 総務課長補佐 中 野 貴 行

教育委員会総 務 課 長 鈴 木 和 弘 諸 橋 弘 樹事務局長補佐

政策推進室長 堀 内 誠 庶務防災係長 今 井 俊

地域整備課長 時 田 雅 之 中 野 祥 子第２学校教育係長

７ 職務のため出席した者の氏名

議会事務局長 渡 辺 明

書 記 板屋越 麻衣子

８ 傍聴人

な し

９ 本日の会議に付した事件
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議案第２１号 令和４年度田上町一般会計予算議定について中

歳 出 ３款 民生費

９款 消防費

１０款 教育費

１１款 公債費

１２款 予備費

議案第２２号 同年度田上町下水道事業特別会計予算議定について

議案第２３号 同年度田上町集落排水事業特別会計予算議定について

議案第２８号 同年度田上町水道事業会計予算議定について
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午前９時００分 開 議

委員長（渡邊勝 君） 改めまして、おはようございます。今日の新潟日報のテレビ欄

、 、 。の下に 新潟県から今日 ３回目のワクチン接種の効果について説明がありました

その中におきまして、１回目、２回目ファイザーを接種した場合で、３回目もファ

イザーを接種した場合、中和抗体量が接種前の約20倍、３回目がモデルナを接種し

た場合、中和抗体量が接種前の30倍ということで明記されておりました。３回目は

必ず打っていただきたいというのが新聞に載っておりました。その中において、昨

日ですか、全国で58名の方が亡くなっております。それで合計で２万7,194名の方

が新型コロナウイルスで亡くなっているわけでございますけれども、加茂市が３月

１日現在、２万5,534名だそうでございます。ということは、加茂市の一つがなく

なっているような状態で、非常にコロナとは怖いものだと思っているところでござ

います。今日３日目、これから始めますけれども、コロナにとって大きな対策を打

っていかなければ、これが少なくなるということはないかと思います。

本日の出席は13名全員であります。

これより本日の会議を開きます。

まず、皆さんのお手元に配付されている資料の関係で、総務課から出ております

件について説明をお願いしたいと思います。

総務課長（鈴木和弘君） それでは、改めておはようございます。それでは、まず私の

ほうから予算審査特別委員会の初日に関根委員から質問いただきました予算編成方

、 、針の中で 行財政効率の推進の中で既存事業の見直しについてどうかということで

私がありませんというふうな話をしたら、そんなわけないだろうみたいな形になり

、 、まして 財政の中ではいろいろ唯々検討してきている内容がありますということで

今回その部分の資料を出させていただきました。Ａ４の両面になっております。今

後の財政運営における検討指示ということで、これ令和元年度から実施をしており

。 、 、 、ます 令和元年度５月 ６月ぐらいでしょうか その時点でも財政調整基金の残高

その前のまちづくり財政計画をつくったものの財調の残高、その時点で今後経常経

費が増えてくるだろうと言われる道の駅関連の経費、それから公共交通、それから

その時点で学校の空調設備を入れるとか、あとはごみ焼却場の建設の負担金、その

辺の事業について、その時点では令和６年度頃から設計を始めていくのではないか
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というふうな情報がありましたので、財政的に見ていくと、その時点での財調残高

では相当厳しいだろうという中で、これは財政のほうの担当で今後こういう部分を

それぞれの課において検討してもらう必要があるだろうということで取りまとめた

部分です。この前お話ししましたけれども、全部ではございませんけれども、主な

ものという部分では、歳入であれば老人福祉施設使用料、これも議会のほうからも

いろいろご指摘等いただいている部分、見直しが必要ではないかというような部分

がございます。歳出におきましても、道の駅の店舗維持管理とか、それからコロナ

禍で３つ目に指定金融機関の派出の廃止、これは実際もう派出は中止をしている、

廃止をしておりますけれども、その時点では、それを廃止をしてその負担を減らす

べきではないかとか。社会福祉協議会、これについても令和４年度の予算に反映さ

れておりますが、それらについても人件費の負担ということですので、その部分の

見直しをしていただかないかということで、裏のほうにもまだありますけれども、

これらの項目について財政のほうである程度、今後もこういう部分をぜひ検討して

いただきたいということで財政のほうで取りまとめて、町長との協議を踏まえた中

でそれぞれの担当課長に指示を出し、取り組みができるものについては次の予算か

らでもすぐに反映をということで指示をしてまいりました。そういった部分で、予

算編成方針のほうで私は特にありませんというふうな話をしたのですが、それは新

、 、たに担当課のほうから出てこないということで この部分については一応毎年毎年

財政のほうで見直しをするなりしていく中で、改めてまた町長からの指示というこ

とで庁議なりに諮りながら、少しでも見直しができればというような形でつくって

いる内容でございます。昨年保健福祉課のほうで見直しをした部分も項目の中に上

がっていた部分でございますので、よろしくお願いいたします。

私のほうからの説明は以上でございます。

委員長（渡邊勝 君） 今ほど総務課長より説明がございました。皆さんのほうから。

６番（中野和美君） 第１行目の老人福祉施設の使用料なのですけれども、これは年間

1,000円ということで、これ廃止を検討しているということなのですけれども、通

っている方々は、お友達に送ってもらうにしても多少の交通費をお願いしてお支払

いしたり、バスを使ったりして通ってきていますので、そこをまた１回ごとの徴収

料となると、結構あそこが皆さんの憩いの場となっているので、それはどうかなと

いうふうには感じています。その辺は今現在どのような検討が進んでいるのでしょ

うか。

総務課長（鈴木和弘君） これについては、議会のほうでもたしかこの1,000円で本当
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にいいのかということで、見直しをということで、その時点では施設を見直しした

中で、適切な使用料的な部分をということでありますけれども、今後はやはり、年

間1,000円ですので、回数にすると相当金額が安いものですから、そういった部分

は今後必要に応じてそれなりの負担を求めるべきではないかということで、保健福

祉課のほうには投げておりますけれども、保健福祉課のほうでどういうふうな検討

をしているかという部分になりますけれども、令和４年度には特に予算のほうに反

映はされておりません。

６番（中野和美君） 検討は今後続くということなのですけれども、これ年間使用料は

2,000円になったとしても、１回ごとに徴収するようなことはなるべくないほうが

かえって利用してもらえるのではないかなというふうに感じておりますので、検討

のほうよろしくお願いいたします。

13番（髙橋秀昌君） 私は、この見直し案に関して、特に住民の福祉や、あるいは農業

者への支援などについては、率直に言えば引上げを、引上げというのは、老人福祉

センターでいえば引上げをすべきではないと。農業者に関しては、助成額を引き下

げるなどということをやるべきでないと考えています。なぜかというと、これは単

純に財政の経費を落とすと、経常経費を落とすという発想から生まれたものであっ

て、実際に自治体の役割として住民の福祉や、それから暮らしを守る点でどうなの

かという視点を明確にすべきだと思います。こんな形で住民負担を強めるものや住

民への助成を下げるということを、単純に財政の論理だけでやるべきでないという

ことを指摘しておきたいと思います。今日それ議論する場所ではないので、指摘だ

けで終わります。

１番（小野澤健一君） これは、今ほどあったように財政担当のほうからの視点という

ことですけれども、いろいろな施策の統廃合、いわゆるスクラップ・アンド・ビル

ドでしょうか、そういったものは財政から指示をするのも一つなのでしょうけれど

、 、 。 、も 各課が 各部署がいかに効率よく行政サービスを行うか 効率よくというのは

要は金額をかけないとかそういう意味ではないのですけれども、要はいろんな政策

というのはつくればつくりっ放しで、それがざあっと続いてくるというのが行政の

システムのようですけれども、そういった無駄な施策を違うものと一緒にすること

によって効率化を図るとか、そういった観点、いわゆる財政からの視点もさること

ながら、各部署がそういったものを真剣に考える必要があるだろうと思うのです。

そういったものをある程度指示をし、無駄だというか、もう陳腐化したような政策

については現代に改めるとか、そういったものも指示をしていただきたいというふ
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うに思います。そのためには、当然お金がかかることなので、財政が最終的にとい

うことになると思うのですけれども、先ほど髙橋委員も言われたように、行政サー

ビスの低下を招くそういった政策についてはなかなかよしとするわけにもいきませ

んし、ではどうするかと、そういったものが大事になってくると思うので、決算の

、 、 、概要書の２ページ目かな 裏のほうに書いてあったように 効率的な行政サービス

これうたい文句ではなくて、それ実践を日々していただきたいなというふうに思っ

ています。

総務課長（鈴木和弘君） 今、小野澤委員がおっしゃるとおりでして、我々としては当

然課のほうで今言ったスクラップ・アンド・ビルドですか、事業の見直しをする際

にはそういう部分もしています。そういう中で、これはあくまでも令和元年度の時

点では相当厳しいだろうという中で、少しそういう部分で全庁的にもそういう状況

なのだと意識をまず持ってもらうというのがまず１番。それに併せて当然事業の見

直しもしてくれというふうな話も併せてしております。予算委員会の初日も申し上

げたのですが、コロナで事業全体で見直しがなかなかできないという部分がありま

すけれども、今後は当然そういう部分、新しいものをやれば、査定の段階では、新

しいものをやるときは、必ず見直しをしてくれというふうな話は併せてやっており

ますので、当然今後も引き続きそういう部分は努めていきたいと思います。

11番（池井 豊君） 私は、１つだけ要請しておきます。歳入の有料広告料について、

やっとこういうのをやり始めたのだなと。田上も追いついてきたのだと。こういう

ものを含めたり、あと各施設のネーミングライツとか、行政がいろいろ広告料をも

らう活動あると思うので、これまとめて全協で報告するように、報告というか、何

。 。か議論する場を持つようにしてもらえたらお願いします 形になったらでいいので

答弁要りません。

委員長（渡邊勝 君） ほかにありませんか。

（なしの声あり）

委員長（渡邊勝 君） それでは続きまして、先ほど資料が提出されました。これまで

のふるさと納税の動向ということで説明お願いいたします。

政策推進室長（堀内 誠君） 改めまして、おはようございます。私のほうから資料を

本日お配りをさせていただきました。予算委員会の初日のほうで今井委員のほうか

らふるさと納税の返礼品の推移、また、事業者数等の推移等の資料を提出してほし

いというふうなことでございました。こちらのほうでまとめたものを今回お配りを

。 、 、させていただきます この表でございますが 年度ごとにさせていただきましたし
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返礼品の数等も一番右のほう、事業所数、ポータルサイト数というふうなことで、

こういうふうな形で推移をしているというふうな形でございます。平成30年のとこ

ろに返礼品の見直しというふうな形もありまして、やむなく３割というふうな形で

の変更がありましたので、返礼品の数が減ってきております。その後、町のほうで

、 、も新たな返礼品というふうな形で事業所等のお願いをさせていただきまして 現在

一番下のほうにありますが、60というふうな形でなっているところでございます。

また、事業所数も22というふうな形でございます。また、皆さんからふるさと納税

をしていただくために、ポータルサイト数も現在６社というふうな形にさせていた

だいているものでございます。今回このような推移というふうな形でまとめました

ので、皆様に資料としてご配付をさせていただきました。

また、もう一つ、ふるさと納税の商品のラインナップというふうなことで、髙橋

委員のほうからご質問と資料提出してくれというふうな形でありましたので、今回

ホームページにも出ておりますけれども、そこから印刷、プリントアウトしたもの

でございます。こちら一覧表となっておりますので、ご確認のほうをお願いしたい

と思います。中には受付を終了しているもの等もあります。このような形で現在ホ

ームページのほうに商品のラインナップということで掲載をしているものでござい

ますので、よろしくお願いいたします。

私のほうからは以上でございます。

委員長（渡邊勝 君） 執行の説明が終わりました。

ご質問があれば。

13番（髙橋秀昌君） 何のために出したかということが明確にされていないのだ。つま

り、議論の中では加茂市や三条市のようにもっともっと成果を上げろという注文が

あったわけだが、では田上町としてはどうなのだという、これに答える必要がある

よね。その点がないから、だらだらだらっと、こうですで終わったのでは質疑に答

えていないことになるので、そこは明確にすべきだと。

政策推進室長（堀内 誠君） ありがとうございます。先日の委員会の中でも近隣市町

村等の出品等、かなり売行きがいいものというふうな形もあったと思います。加茂

市でいえば、例えば東芝の炊飯器等もありますし、三条市であればそういった金物

製品等もあります。今町のほうでラインナップとして挙げているものといたしまし

ては、お米とか果物等が多くなってきております。また、人気の商品としては湯田

上温泉というふうなのは確かにあります。ただ、季節に左右されます商品がかなり

多く入っているというふうな形で、その時期を過ぎますとどうしても欠品になって
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しまうというふうな形で、通年販売できるようなものが少ないというふうな形で感

じているところでございます。出品してくれる農家のほうにも数の限りというふう

なものもあります。ですので、そのようなことがありまして、現在その返礼品の数

等も増やしていってはいるのですけれども、なかなかその部分として大きな収益に

つながってはいないというふうな形があるかと思います。私どものほうでも新たな

通年販売できるようなところもいろいろと事業所のほうに当たって、少しずつ増や

してはいます。地場産品というふうな制限もあることですので、そのような形で町

のほうでも新たな商品等をまた検討して、ラインナップを増やしていきたいという

ふうに考えているところでございます。一応そのようなことが経緯としてあるもの

ですから、ほかの市町村との差もあるのかもしれませんけれども、なるべくそれに

近づけるように努力していきたいというふうに感じているところでございます。よ

ろしくお願いします。

１番（小野澤健一君） 今の話なのですけれども、例えばこれだけ商品がある中で、欠

品、人気があって、あるいは生産量が少ないというのもあるのかもしれないけれど

も、今現在品切れ中ですと、こういったものに需要があるのではないでしょうか。

例えばタケノコにしても取れる時期は決まっているけれども、缶詰というのもある

わけです。だから、何が言いたいかというのは、品数をどんどん増やせば寄附金が

増えるのではなくて、人気がある商品を増やしていくような方法を考えないと駄目

だと思うのです。分かりますか、室長。要は、さっきも言ったように１つや２つし

か作らないからすぐ欠品になる、そういうのもあるのかもしれないけれども、人気

があるから欠品になる。例えば桃にしてもそうだと思うの。桃が取れる時期は決ま

っているけれども、では缶詰で例えば在庫を抱えていて、それをふるさと納税の商

品にできないのだろうかと、そういう考え方が必要だと思う。ある意味でマーケテ

ィングの考え方と同じであると思うのです。今さら市場調査なんてしている場合で

は多分ないと思うので、盛んに田上のタケノコ、タケノコということで人気がある

のであれば、それを通年、タケノコの現物とは言わないけれども、今言ったように

缶詰とか、加工品だとか、そういったものに対していろいろ商品をラインナップす

ることによって安定的に寄附金の募集すると。そういう発想をしていかないと、

100も200も300も商品だけ増やせば寄附金が増えるなんていうのは、大きな間違い

だろうと私思うのです。その辺についてお考え、私と考えは違うみたいなのだけれ

ども、その辺、室長の考え方をお聞きをしたいなというふうに思っています。

政策推進室長（堀内 誠君） ありがとうございます。確かに加工品等、欠品とかもあ
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ったりします。そういった数量の問題等もありますので、その辺事業所と協議しな

がら、例えばそういった加工品でできないかとかというふうなまた協議も必要とい

うふうな形で、何とかそういった部分で可能性があるというふうな形で多くしてい

くというふうなことで、また協議もしていきたいというふうに考えているところで

ございます。

副委員長（藤田直一君） 今、小野澤委員と似たような話になるのですけれども、今人

気あるやつなのですが、例えばタケノコは年間５トンぐらい取れているという話を

聞いています。それはみんな市場に出て、ここにはタケノコの生ものを送るという

ことは、一つの例なのですけれども、商品としては生ものは出ていませんが、例え

ばふるさと納税を受けるときに季節限定品で前もって、ふるさと納税を受けるとき

に季節、この期間内のこれは受け付けますよとかと、そういう方法は取れるのであ

れば、タケノコはこの期間納税してくれれば、納税をしてもらう、そしてこの期間

であればタケノコを送りますよとかという、そういうふうなＰＲということもでき

るようであればやったほうがいいのではないでしょうか。市場に出すのも、納税に

も、どっちがいいかは生産者との協議もあるでしょうけれども、今言うようにふる

さと納税をどんどん増やすということは、財政、自主財源の中では重要だというの

は皆さんも認識しているわけなので、その努力は、言うように、どの委員も言うの

ですけれども、ふるさと納税を自主財源として活用するためには増やさなければな

らない。それはしっかりと執行側の皆さんは意識した中で、取り組んでいただきた

いと思うのですが、どうも今までの経過を聞いていると、取り組んではいますけれ

ども、何か業者任せという感じを非常に私は感じるのです。ですから、町の特産品

の加工もしなければならない、そういうのも作らなければならない、ならないと言

っていますけれども、なかなかその成果も出てこない。その辺は、町の執行側がま

だ何か取り組む意欲というものは非常に私が感じるのは少ない。言葉はすごくいい

のですけれども、それが見えないというところにどうも私はその意欲は強く感じら

れないという気がします。ぜひ、どうしたら金額を増やすことができるかという取

り組みを言葉だけではなくて、実践もしっかりとして取り組んでいただきたいと思

いますが。

政策推進室長（堀内 誠君） 大変ありがとうございます。事業所の関係も取扱い等も

いろいろと協議をしながら進めているところではございます。事業所のご協力も必

要というふうな形になります。また、それぞれ増やす方法等を取り組んでいくに当

たりまして、事業所等もいろいろ活用しながら、その辺をまた協議をして増やして
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いくような形も取っていきたいというふうに考えております。

７番（今井幸代君） すみません、直しておいたほうがいいのではないかという部分が

ありましたので、指摘しておきたいというふうに思います。資料の返礼品のライン

ナップを印刷したものを頂いているのですけれども、その中の４ページという形に

なるのでしょうか、管理ナンバーでいうと17番の湯田上カントリーの利用補助券に

ついての説明文になります。基本的には寄附の３割分の返礼といいましょうか、利

用券をお渡しする形になると思うのですが、説明文だと寄附金額の半額相当を湯田

上カントリークラブでプレー代等に利用できますというような形で、少しこの辺り

の記載は誤解を生じやすいのかなというふうに思いますので、この辺りは修正をし

て、隣の内容と一致するような形で修正していただきたいと思います。人気のある

部分ですので、お願いします。

政策推進室長（堀内 誠君） 大変申し訳ございませんでした。こちらのほう、内容の

ほうでもう既に１万円で3,000円の補助券というふうな形で表記してあります。こ

ちらのほう間違いでございましたので、その説明の内容等を修正をさせていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。

委員長（渡邊勝 君） ほかにありませんか。

（なしの声あり）

委員長（渡邊勝 君） それでは、これより９款消防費について説明をお願いいたしま

す。

総務課長（鈴木和弘君） それでは、予算書の140ページをお願いいたします。９款消

防費、１項消防費、１目常備消防費でございますが、令和４年度は２億1,611万

8,000円でございます。令和３年度と比較をいたしますと、2,187万7,000円の増と

なっております。内容は、加茂市・田上町消防衛生保育組合の負担金になります。

令和４年度の加茂市・田上町消防衛生保育組合、特に消防の部分では、まず退職者

が２名おります。その関係の経費が増という形になっております。それから、初日

に私お話をさせていただきましたけれども、消防庁舎の耐震診断を行うということ

、 、で これは一部事務組合の予算でいうと387万2,000円になっているのですけれども

県内の消防庁舎で耐震診断をしていないのが加茂市、田上町のみだということで、

今回実施をしていきたいと。これを実施する、今後、例えば建物を直すとかという

形になって、例えば起債を受けたり何かする場合には、その耐震診断の結果がなけ

ればその起債が受けられないということでございますので、令和４年度にはそれを

実施をしたいというものでございます。それから、高規格救急車を令和４年度に購
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入するということでございます。予算としては4,546万円でございます。この経費

につきましては、起債が利きますので、補助対象外経費、備品になりますが、20万

円以下の備品ですと対象外ということで、それ以外、対象外を差し引きました金額

を充当率100％、交付税算入が70％という緊急防災・減災事業債ということの起債

。 、を借入れをして購入をしていきたいということでございます これにつきましては

現在救急車が６台ありますけれども、平成５年度に購入した部分を今回入れ替える

というようなことで考えているという内容でございます。それで、今回そういう部

分が特に加茂市・田上町消防衛生保育組合の中での予算の新規でございます。あわ

せまして、この負担割合、消防の関係ですと、前年度の地方交付税の基準財政需要

額の常備消防費に算入された額の割合でそれぞれ毎年負担割合を決めているのです

けれども、令和４年度につきましては田上町が35.72％ということで、令和３年度

が33.59％ということで、若干田上町の負担割合が増えたという部分が大きな要因

でございますので、お願いいたします。

それでは 予算書の２目になります 非常備消防費でございます 2,664万4,000円、 。 。

、 。でございまして 令和３年度と比較をいたしますと493万3,000円の増でございます

こちらの主な要因でございますが、初日の予算委員会で説明をさせていただきまし

た消防団員の処遇改善の関係で、班長、団員の報酬の引上げ、それから出動手当、

いわゆる費用弁償だったという部分の組替え等がございます。そういった部分の関

係の経費で、497万円ほど増加になっております。これが主な要因になってござい

ます。

それから、めくっていただきまして142ページでございます。３目消防施設費

1,987万6,000円でございます。令和３年度と比較をいたしますと、1,610万9,000円

の増という形になっておりますけれども、こちら説明欄のところにあります14節の

消防ポンプ車庫建替工事ということで、これは自動車分団のところの車庫を建て替

えるということで、753万5,000円でございます。それから、17節備品購入費、積載

車ということで第１分団のこれを入替えをするということで、499万4,000円でござ

います。それから、143ページに行きまして、18節負担金補助及び交付金、消火栓

維持管理負担金ということで、219万3,000円が計上されております。こちらにつき

ましては、水道のほうの事業の関係で150ミリ以上配水管の工事、これについて５

％相当を消火栓維持管理ということで、一般会計から水道会計のほうへ負担金とし

て支出をするものでございまして、今回水道のほうで２本それに該当する工事がご

ざいまして、その関係の経費が増になっているというのが主な要因でございます。
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続きまして、４目防災費909万9,000円、令和３年度と比較いたしますと347万

4,000円の増でございます。こちらの内容につきましては、めくっていただきまし

て144ページのところの防災対策その他事業ということで、ひし形の部分の事業が

あるかと思います。300万円ということで予算を計上させていただいております。

こちらが令和４年度に予定をしております県の総合防災訓練の経費ということでご

ざいます。

すみません、初日にお配りいたしました令和４年度当初予算追加資料、総務課の

ところの資料を出していただけますでしょうか。皆さんお持ちですか。当初予算追

加資料ということで初日にお配りした紙。ありますか。そこに新潟県と田上町防災

訓練ということで資料を載せてあるのですけれども、皆さんありますか。大丈夫で

すか。

（変更するわけじゃねえんだろうの声あり）

総務課長（鈴木和弘君） 変更するわけではないです。では、口頭で、皆さん資料持っ

ている方は見ていただいて、新潟県の防災訓練って毎年実施しているわけですけれ

ども、令和４年度が田上町が順番になるということでございます。令和元年度から

令和３年度までは、雨の関係とかコロナの関係で実際県が実施ができなかったとい

うことで、県自身も令和４年度は何とかやっていきたいという中で今考えておりま

す。それで、スケジュール的な部分でございますが、そこの下のところの訓練につ

いてということで、目的、今回想定については地震を想定して防災訓練を実施して

いきたいということで、実施日時につきましては、令和４年10月23日の日曜日に実

施をしていきたいということで、そこにあります情報伝達訓練から始まりまして、

防災イベントというところまでの部分で実施をしていきたいということで、場所に

ついては町内の避難所、それから交流会館、道の駅等、それから役場、そういった

部分を想定しております。参加者としては、県、それから町、それから町民という

ことで、そちらにあるような人数で想定しております。予算については、予算書に

説明をさせていただきました。係る経費300万円を一応予算計上しております。そ

のうちの新潟県からは負担金ということで285万円、歳入として受入れをしている

ということでございます。県との防災訓練ということで、かなり大がかりになると

いうことで、実際には打合せということで昨年の11月からもう初回の打合せをして

おりまして、最近では３月14日まで会議を実際している内容でございます。選挙も

ある関係がありますので、４月中にある程度また方向を決めるなりして打合せを続

けていくような予定になっております。具体的に３ページにありますように、町民
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の避難訓練、実動訓練ですとかそういう部分、それから防災イベントといたしまし

ては防災フェアということで、今のところこういう形で予定をしております。当日

は、ＢＳＮ、新潟放送局のアナウンサーの司会進行依頼予定ということで、この前

ＢＳＮとも協定を結ばせていただいて、令和４年度の県との防災訓練についてはそ

ちらのほう協力をしていただけるというような内容になっております。

それから、参考までに、そこに作業主体ということで県と町ということで載せて

ございます。今後、また具体的に細かな部分がいろいろ決まってきますけれども、

今はこういう形の中で県ともすり合わせをしながらスケジュールを組んで、内容等

について協議を進めているというようなのが状況でございます。予算書でいいます

と、先ほど申し上げた４目については、主な要因としてはこの防災訓練の関係の経

費が伸びて増加しているというのが主な要因でございます。

説明は以上です。

委員長（渡邊勝 君） 説明が終わりました。

ただいま説明のありました案件について質疑に入ります。ご質疑のある方、ご発

言願います。

副委員長（藤田直一君） 消火栓ありますよね、冬期間。消火栓が埋まりますよね。消

火栓ありますよね、防火水槽の近くに。この消火栓が埋まったときの除雪があるで

はないですか。これは、消防団の費用というのはどこに含まれているものなのです

か。それはボランティアで、あと地区の消防団でやるのか、それとも費用としては

どこかで見られているのか。

それと、もう一点が、消防団のポンプ小屋から幹線道路へ出るまでの間あるわけ

ですよね。場所によっては消防団が除雪しなければならない、幹線道路に出るまで

の間もあろうかと思うのです。そういう場合の除雪というのは、消防団にもう含ま

れていますよ、年俸の中に含まれているから自主的にやりなさいねということなの

か、それともそれは出動として見るようになっているのか、その辺の費用はどこに

含まれているのかということをお聞きしたいのですが。

総務課長（鈴木和弘君） すみません、細かい部分になるので、補佐のほうから説明し

てもらいます。

総務課長補佐（中野貴行君） 改めまして、おはようございます。今ほどのご質問です

が、予算書の142ページを御覧いただきたいと思います。消火栓の除雪につきまし

ては、消防署の職員が回りますし、併せて消防団の方からも降雪の状況を見ながら

除雪をしていただいているところであります お金につきましては 予算書の142ペ。 、
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ージの委託料、消火栓管理委託料７万1,000円というのがございますが、これにつ

きまして、予算では355件、１件当たり200円を団のほうに支給しているということ

でありますので、今ほどの費用の関係はこちらのほうから支出させていただいてい

るところであります。

以上になります。

副委員長（藤田直一君） もう一点、ポンプ小屋から幹線道路へ出るまでの間の除雪あ

りますよね。この辺はどうなっているのですか。

総務課長補佐（中野貴行君） 今ほどのポンプ小屋の前の除雪につきましては、それの

ための費用というのは特にはございませんので、報酬の中の一つというようなこと

での考え方、団の活動の一環ということでの費用の負担ということになっているか

と思いますので、除雪したということで１件当たりやったから幾らということでは

ありませんので、そういう予算の支給はなくて、それは通常の団の活動の一環とい

うことで、報償とかそういうところの部分で措置してあるというふうに私ども考え

ておりますので、よろしくお願いします。

副委員長（藤田直一君） では、報酬の一環の中にその除雪は含まれているというふう

に理解していいと。

総務課長補佐（中野貴行君） はい。

７番（今井幸代君） すみません、１点だけお願いします。消防団の処遇改善というこ

とで令和４年度から改定されていくのですけれども、先日ある部門長の方からお話

聞いた中で、３月、分団を集めて個人支給の話やら、今回改定される内容を団員の

皆さんにお伝えして、そんな様子をお聞きしたところ、若い団員なんかは、今回の

改定で参加をしてくれる人が増えてくるのではないかななんていうようなお話を聞

きました。町のほうにも各分団長のほうから各それぞれの分団の様子といいましょ

うか、こんな感じでしたよなんていう話は恐らく入っているのではないかなとも思

うのですけれども、今回の処遇改善に当たっての町としての手応えと言うと変なの

ですけれども、どんなふうに各分団のほうから聞いているか等あれば、そこだけお

聞かせ願いたいと思います。

総務課長（鈴木和弘君） 具体的には、特にはまだ来ていないです。

８番（椿 一春君） では、142ページのところの団運営交付金というところで聞きた

いのですが、処遇改善され、今度個人個人に報酬が支払われるということなのです

けれども、質問の中に入れたのですが、団の運営費ですとか、今後運営費がこの団

運営交付金の44万円に充てられると見ていいのか教えてください。
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（ ） 。 、総務課長 鈴木和弘君 中身をどうかということを説明すればよろしいですか では

詳細になると補佐から説明してもらいます。

総務課長補佐（中野貴行君） 今ほどのご質問、予算書の142ページの団運営交付金と

いうところの44万円の部分でございますよね。これにつきましては従来から、今回

だけではなくて、今までもずっと団員１人当たり1,500円を、自動車分団の場合管

轄が全町になりますから、2,500円ということで金額多いのですが、１人当たり

1,500円ということで団のほうに活動資金だということで交付をしております。こ

れ今までもそうしているのですが、あとはこの経費を使っていただいて団の運営に

係るものを団のほうでそれぞれ購入していただいている実情でありますので、中身

につきましてはまた団のほうでいろいろ必要な部分あるかと思いますので、詳細ま

ではあれですけれども、従来からこういう団運営交付金ということでさせていただ

いている部分でありますので、よろしくお願いします。

８番（椿 一春君） 今まで、10年ぐらい前だったでしょうか、団のほうはいいのです

けれども、本部のほうはなかなか運営が厳しいということで、各分団の団員１人当

たり250円ずつかな、それを毎年団本部に預けるような中で団本部が運営していた

のです。それで、本当それ分団の中での約束事でやっているので、町のほうにない

と思うのですが、それで本部のほうか何かあちこち会議があると出たり、いろいろ

経費が発生するということなので、それで年間６万円ぐらいになるのでしょうか、

そういったものを分団から徴収していたので、そうすると今度、今ままで分団の中

にまとまって報酬があったから何とかやりくりできると思うのですが、今度個人支

給になるとその辺どうなるのかなというのがありますので、今度本部のほうとその

辺調整してみていただければと思います。

総務課長（鈴木和弘君） 今椿委員が言う何十年前という話で、特に私も把握はしてい

ませんが、その辺また団本部と協議をさせていただきたいと思います。

（ ） 、10番 松原良彦君 私のほうから消火栓のことについてお聞きしたいのですけれども

この間火災がありまして、私、夜の８時頃まで見ていたのですけれども、消火栓か

ら消火するところまで２つ穴が空いて、ホースからじゃんじゃんと水が出ていたの

、 、 、ですけれども どのくらい大事にして使うのか １つ穴ができたらもう捨てろとか

２つはじくようだったらもう使うなとか、そういうような決まりはあるのか、ない

のか、笑い事みたいな話を聞いて申し訳ないのですけれども、お聞かせ願いたいの

ですけれども。

総務課長（鈴木和弘君） 当日今井係長も行っていたので、今井係長のほうから説明し
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てもらいます。

庶務防災係長（今井 俊君） 今ほどのご質問に対してお答えします。

実際現場では、まず整理するところが、ホース自体は団のホースはあの場所では

使っていなくて、消防署のホースを使っておりました。実際、委員がおっしゃると

。 、おり穴が空いているものも確認されました その場に署の職員もいたものですから

その話もお話をさせていただいて、正直署としても点検はしているのだけれども、

実際現場で使ったときにそういった穴が空いていたのが発覚したということで、す

ぐ取り替えるということで署の方はお話ししておりました。その時点でどういった

間隔で点検しているかとか、そういったことは確認はしなかったですけれども、署

としては常々点検は訓練の中でしているということでしたので、そういったのが発

覚した時点で交換するということでしたので、よろしくお願いします。

10番（松原良彦君） 私もそういう答えが出るかと思っていたのですけれども、私も軽

トラックに乗っていたのですけれども、踏まないように、踏まないようにと言われ

ながら帰ってきたのですけれども、そこら辺きちんと聞いておかないと、大きな火

災のときには困りますので、そこら辺きちんと決めておいていただきたいと思いま

す。

（委員長、副委員長と交代）

副委員長（藤田直一君） では、代わります。

委員長（渡邊勝 君） 142ページの14節の消防ポンプ車庫建替工事の関係についてお

聞きします。当然建て替え工事ということになると、建物がどのようになるのか。

そして、工事の納期についてお聞きします。

総務課長（鈴木和弘君） 詳細の関係なので、今井係長のほうから回答させてもらいま

す。

庶務防災係長（今井 俊君） 先ほどの委員長の質問に対してお答えします。

まず、自動車分団のポンプ置場、今もともと公民館で使っておる車庫に連結した

車庫になっておりますけれども、その消防で使っている部分を一部取り壊して、今

回消防ポンプ置場の車庫として独立して建て替えるというような工程になっており

ます。

工期ですけれども、今またコロナの関係、材料とかが届かないというような可能

性もある中で、今のところまだ業者も当然決定しているわけではございませんけれ

ども、大体ああいった車庫を建てる上では３か月から４か月の工期がかかるという

ふうに各業者からは聞いております。先ほど言ったとおり、契約をして品物が届く
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までに、またそのときどれだけ期間がかかるか、材料が届くまでにどれぐらいかか

るかというのはまだ不透明ではありますけれども、一般的な工期でいくと３か月か

ら４か月というぐらいかかるというふうに聞いております。

以上です。

委員長（渡邊勝 君） それで、今ほど一部壊すというような状態で話があったわけで

ございますけれども、その部分が壊されて、面積はどのくらいなのですか。

庶務防災係長（今井 俊君） 今回この予算に計上させていただいた額の見積りの中で

は、28.9平米、約29平米の建物になっております。

（副委員長、委員長と交代）

委員長（渡邊勝 君） ほかにありませんか。

（なしの声あり）

委員長（渡邊勝 君） なければ、９款消防費について終わりたいと思います。

それでは、続きまして11款公債費について説明をお願いいたします。

総務課長（鈴木和弘君） それでは、予算書180ページをお願いいたします。11款公債

費、１項公債費、１目元金、令和４年度につきましては４億489万円、令和３年度

と比較をいたしますと4,525万5,000円の増。それから２目利子が1,683万6,000円と

いうことで、令和３年度と比較をいたしますと654万3,000円の減でございます。

元金につきましては、据置期間が終了して、令和４年度から元金を償還するもの

。 、を合計いたしますと5,200万円ほどあります 金額の大きいものを申し上げますと

交流会館の建設で2,000万円 それから臨財債が約1,000万円 防災行政無線で900万、 、

円、これらが令和４年度から元金が始まります。それから、令和３年度と令和４年

、 、度の関係で若干元金が増えている分 これが全体で900万円ほどありますけれども

それぞれ令和元年度にやった小中学校の空調の関係等が令和３年度と比較すると増

加になっているというものでございます。一方、令和３年度で償還が終了するもの

が全体で約4,000万円ほどございます。大きい部分でいいますと、臨財債、これが

570万円ほど、それから平成13年度に設置をいたしました防火水槽が360万円ほど、

そういった部分の関係で元金が増額をしているという内容でございます。

利子につきましては、令和２年度に利率見直しをしたものがございます。全部で

４本ほどございますが、その関係で190万円ほど減額になっております。３本臨財

債になりますし、１本道路債の関係でそれぞれ利率の見直しをしております。それ

、 、 、から 予算要求時点での借入れ 予算をつくるときは見込みで借入れを見ますので

実際に借入れした後の金額との差、あと利子等が若干減っているといったような部
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分が大きな要因でございまして、その関係で利子が大きく減額をしているといった

内容でございます。

説明は以上です。

委員長（渡邊勝 君） 続きまして、12款予備費の説明をお願いします。

総務課長（鈴木和弘君） では、続きまして181ページ、12款予備費、１項１目予備費

でございますが、令和４年度につきましては、496万5,000円ということで予備費の

予算を計上させていただいたところでございます。

説明は以上です。

委員長（渡邊勝 君） 説明が終わりました。

ただいま説明のありました案件について質疑に入ります。ご質疑のある方、ご発

言願います。

１番（小野澤健一君） 直接公債費というわけではないのですけれども、債務負担行為

の全般についてお聞きをしたいのです。リース契約を結んでいる項目幾つかあると

思うのですけれども、これリース終了後というのは、そのもの自体をリースバック

というか、買い取りをするのか、それともそのまま返してまた新しく更新をする予

定になるのか、それをお聞かせをいただきたいと思います。

総務課長（鈴木和弘君） 正直、物によってそれぞれ違います。物によっては、再リー

スということで、５年が終わってもまだ使えれば再リースという形でやるものもあ

りますし、もうお返しするというのもあるので、それぞれその物によって、また契

約によって変わってきます。

委員長（渡邊勝 君） ほかにありませんか。

（なしの声あり）

委員長（渡邊勝 君） なければ、11款、12款のほう終わりたいと思います。

時間早いですけれども、ここで暫時休憩いたします。

午前 ９時５４分 休 憩

午前１０時１３分 再 開

委員長（渡邊勝 君） 少し時間が早いですけれども、再開いたします。

それでは、３款民生費、幼児園関係のほう説明お願いいたします。

教育委員会事務局長（小林 亨君） 改めて、おはようございます。それでは、３款の

ほうから入りたいと思いますけれども、その前に、先週18日の予算委員会の際に資

、 。料請求を求められましたものについて 先に説明をさせていただきたいと思います
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皆さんのお手元にお配りしてあります資料ナンバー１から４まであるかと思いま

すが、資料ナンバーの４のほうを御覧いただければと思います。資料請求というこ

とで、就学援助の学年別の人数、それから社会教育施設ということで交流会館、地

域学習センター、コミセンの利用団体等の資料ということでお話がございましたの

で、そちらをおつけしておきました。

それでは、まず１ページ目でございます。要保護及び準要保護ということで、就

学援助の関係になりますけれども、令和元年度から令和３年度までの学年ごとの人

数、そちらに出しておきました。令和３年度につきましては、田上小学校の１年生

から６年生まで11名、羽生田小学校では１年生から６年生まで７名、中学校では１

年生から３年生までで15名、合計33名の方に就学援助を行っているという状況でご

ざいますので、よろしくお願いいたします。

続いて、２ページ目になりますけれども、２ページから５ページまでが交流会館

の利用団体の一覧表になります。こちら12月の利用分ということで１か月分になり

ますが、参考にしていただければと思います。その中で営利目的ということでの貸

出しにつきましては、ナンバー１番のフィールドマックス、こちらと、それからナ

ンバー３、フィットネスアンドダンスサークルのきずな、それからナンバー17のク

リスマスのミニコンサートということで、営利目的の利用ということで対応させて

いただいたというものでありますので、それ以外はサークル活動であるとか、個人

的な利用の部分もございます。あと、一般団体の利用ということでありますので、

参考にしていただければと思います。

続きまして、６ページの地域学習センターの利用であります。これも同じく12月

の利用分でありますが、企業の利用が２件、社内研修ということで利用がありまし

た。保健福祉課の傾聴ボランティアサロン、それから地域学習センターの自主事業

のおはなし会ということでの利用となっております。

続いて、コミュニティセンターの利用団体ということで、７ページのほうを御覧

。 、 、 、 、 、いただければと思います それぞれスポ少 スポーツ協会 サークル 団体 個人

その他、行政ということで団体の種別分けておきまして、この中では営利目的の利

用はないのですけれども、ナンバー４のサークルファイブというところなのですけ

れども、これ町外の団体ということで利用料金のほうが大きくなっているというも

のであります。町外の利用ということで利用料金が倍となっているような形、町外

の場合、倍になっていますので、よろしくお願いいたします。枠外にはフリーの開

放利用者ということで107名の人数が載っております。これは、コミセンに遊びに
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来た子どもであるとか、大人の方でもフリーで来た方がいらっしゃいます。その方

の人数の合計が107名ということで、12月の利用者としましては合計の642人という

ような数字となっておりますので、お願いいたします。これに関してはよろしいで

しょうか。

（はいの声あり）

教育委員会事務局長（小林 亨君） それでは、続いて３款のほうを説明させていただ

いてよろしいでしょうか。

委員長（渡邊勝 君） はい、いいです。

教育委員会事務局長（小林 亨君） それでは、３款の説明に入ります。予算書につき

ましては80ページからになります。３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総

務費からになりますけれども、こちらにつきましては竹の友幼児園に係る経費とな

っております。

それで、竹の友幼児園の令和４年４月１日現在で扱う児童数について、まず園児

数について説明をしたいと思います。お手元の資料の今日配付させていただきまし

た資料の資料ナンバー２のほうを御覧いただきたいと思います。竹の友幼児園の入

園児童当初予算比較表というものが行っているかと思います。そちらの令和４年度

の欄を御覧いただければと思います。定員278名に対しまして、令和４年度４月１

日現在で、お預かりする予定の子が205人という数字となっております。充足率に

つきましては、73.74％という数字となります。すみません、この４月１日といい

ますか、令和４年度中に途中入園も含めての数となりますので、205名、５月とか

６月から入る子どもの数も含んでいるという数字となっておりますので、訂正のほ

うをさせていただきます。その中で０歳児につきましては21人、１歳児については

、 、 、 、24人 ２歳児については36人 ３歳児につきましては36人 ４歳児については37人

５歳児については51人という数字となっておりますので、よろしくお願いいたしま

す。なお、この中で新規で入園する児童につきましては49人という数字となってお

りますので、お願いをいたします。

それでは、予算書のほうの説明をさせていただきます。

（新規四十何人の声あり）

教育委員会事務局長（小林 亨君） 49人であります。

それでは、予算書の80ページ、１目児童福祉総務費２億6,791万1,000円といたす

もので、前年より712万8,000円の減でございます。説明欄のほうをお願いいたしま

す。児童福祉総務事業では、幼児園に係る内科医、歯科医の報酬や園長の報酬、正
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職員の人件費など１億8,113万5,000円を計上しております。こちらのほうでは、前

年比717万円の減額となっております。これにつきましては、職員の異動による減

となっております。職員２名退職となりますので、そちらの関係の減となっており

ます。正職員の関係は27名分ということで、前年同数の数字で計上されているとい

。 、 、うものであります 81ページのほうに移りまして 18節負担金補助及び交付金では

加茂市・田上町消防衛生保育組合の負担金ということで、こちら807万2,000円を計

上しているところでございます。

81ページの一番下にあります児童福祉総務費その他事業ということでありますけ

れども、8,662万9,000円の計上をさせていただいております。こちら前年比ほぼ同

額でありますが、幼児園の会計年度任用職員に係る経費ということで、計上させて

いただいているものであります。

続きまして、82ページの下のほうになりますけれども、子ども・子育て支援事業

につきましては、子ども・子育て会議委員の報酬と費用弁償ということで、計上さ

せていただいているものであります。

続いて ２目児童運営費ということで 一番下の行になりますけれども 7,904万、 、 、

1,000円といたすもので、前年比173万円の増となっております。説明欄のほうをお

願いいたします。幼児園運営事業ということで、施設運営に必要な経費6,950万

8,000円を計上しております。こちら前年比216万円の減となっております。こちら

のほう、83ページのほうになりますけれども、10節需用費でありますが、2,889万

4,000円計上してありますが、こちらほぼ前年同額ではありますが、光熱水費が増

えているということで、こちら101万6,000円ほど増えております。逆に、消耗品費

ということで18万円、それから賄材料費ということで61万4,000円が減となってい

るものであります。こちら比較といたしまして、資料があちこちで申し訳ないので

すけれども、本日お配りしました資料１番のところの１ページ目に２目の幼児園運

営事業ということで下半分のところに載せてございますが、需用費の増減の理由等

をそこに記載してありますので、参考にしていただければと思います。12節委託料

ですけれども、こちら1,324万2,000円を計上しておりますが、前年比183万6,000円

の減となっております。こちらにつきましては、広域入所の委託料、こちらのほう

が昨年に比べ対象者が３名減ということで、５名分の経費を見込んでいるところで

ございます。この広域入所につきましては、５名全員が加茂市への広域入所という

ことで予定をしております。続いて、84ページの18節負担金補助及び交付金のとこ

ろで 2,371万9,000円を計上させていただいております こちら前年比40万2,000円、 。
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ほど減となっておりますが、この負担金の中にあります地域型給付費負担金という

ことで、こちら2,110万円ほど計上させていただいておりますが、こちら田上いず

みルーテル幼稚園に併設されております小規模保育事業ということで、つくしルー

ムに対する給付費の負担金、それから事業所内保育施設ということで１施設分とい

うことで、合計８名分の利用を見込む給付費でございます。それから、その次の施

設等利用給付費がございます。こちら260万7,000円を計上させていただいておりま

す。こちら前年比55万2,000円ほど減となっておりますが、こちら幼稚園における

預かり保育事業の関係でありまして、１人当たり月額１万1,300円を上限に給付す

るものでありまして、利用者20名を見込んでいるものであります。そのほかに認可

外保育施設１名の利用を見込んでおるものであります。利用時間の減によりまして

給付費のほうは減額としております。

続いて、幼児園運営その他事業ということで、649万2,000円を計上させていただ

いております。こちら施設の修繕や備品購入に係る経費ということでの増でありま

す。前年比393万8,000円増となっております。その修繕の内容といたしましては、

園庭の遊具の修繕、それから雨どいの修繕ということで、園庭側の雨どいが大分雪

の関係で傷んでいるということで、園庭側の雨どいを全部交換するということで、

こちらで328万7,000円ほど増となっております。そのほか17節備品購入費ではプー

ルサイドのマットですけれども、こちらの入替えということで77万円の増という形

となっております。

子育て支援センター運営事業ですけれども、こちら子育て支援センターの運営に

係る経費といたまして、会計年度任用職員の人件費、消耗品等の経費といたしまし

て304万1,000円という金額を計上させていただいております。こちらは、前年ほぼ

同額でありますので、説明のほう省かせていただきます。

３款のほうは以上で説明終わりたいと思います。

委員長（渡邊勝 君） 説明が終わりました。

ただいま説明のありました案件について質疑に入ります。ご質疑のある方、ご発

言願います。

７番（今井幸代君） すみません、何点かお願いします。

まず、予算書の83ページでしょうか、賄材料費ということで、園児数も減ってい

ることから減額をされているのですけれども、非常に食材等の高騰も続いている中

で、恐らくこの予算編成された頃は世界情勢がここまで、このような状況になると

も想定していなかったのだろうというふうに思います。これからさらに様々な食材
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が高騰することが予想される中で、今教育委員会として竹の友の給食費、月額

4,500円で設定されていると思うのですけれども、この部分の改定を検討すること

があるのか、ないのか。給食は非常に大事だと思っています。質はしっかりと、食

材費が高騰しても担保していただきたいというふうに思っているのですけれども、

そうするとどうしても今１食単価の金額設定だと質を落とさざるを得なくなってし

まうと思うのです。であれば、この賄材料費を少し超えてでもしっかりと給食の質

が担保されるような形をしていただきたいというふうに思っているのですけれど

も、その辺りの町の考え方等をお聞かせ願いたいというふうに思います。１問ずつ

お願いします。

教育委員会事務局長（小林 亨君） 今ほどの今井委員のご質問でございます。賄材料

費ということで、値上げという形が考えられるということでございますが、こちら

については当然今値上げ、かなりの割合で物資の値段が上がっていますので、当然

それらを加味した中で考えていけば、値上げが必要となってきたときには当然考え

ていかなければいけないだろうということであります。年度当初ではこのままでい

きたいとは思いますけれども、途中で検討を進めなければいけないということでも

考えておりますので、よろしくお願いいたします。

７番（今井幸代君） 給食の質をしっかりと担保していただきながら、なかなか改定せ

ざるを得ない環境も出てくるかとも思いますが、様々な保護者の補助等もあります

ので、その辺りしっかりと質の担保というところに重点を置いていただきたいなと

いうふうに思います。

次、ご説明お願いしたいのですが、幼児園の入園者数ということで、断らない保

育ということで努力をしていただいているのを大変ありがとうございます。評価を

。 、したいというふうに思います 出生数も残念ながら減少傾向というところもあって

非常に入りやすい状況になってきているのだろうというふうに思いますが、その中

でよく見ると、０歳児の入園等が増えていることによって職員数も必要になってき

ている部分ということなのだろうとは思うのですけれども、必要職員数と職員配置

数、加配をして設置をしておりますけれども、この辺りの実態、例えば各クラス気

になる子がおおよそ何名程度いて、それらをケアするために１人加配をしなければ

いけないとか、その辺りの状況が見えないので、その辺りもう少し説明いただける

とありがたいなというふうに思います。

教育委員会事務局長（小林 亨君） では、加配の関係ということで、細かい部分にな

りますので、係長のほうから説明させていただきます。
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第２学校教育係長（中野祥子君） おはようございます。よろしくお願いします。

、 「（ ）」 。加配の関係なのですが この中にある表の下のほうに 障がい児１人 とある

この１人というのは、手帳を持っていられる、障がい認定されたお子さんという形

になります。この障がい認定されたお子さんに対しては、お子さん１人につき加配

職員が１人つきます。そのほかに、障がい認定はされていないのですが、町、園の

中で、ちょっと気になるとか、見守りが必要であるという子に対しては加配という

形で例えば、その子にもよるし、年齢にもよるのですが、一応３歳以上児が加配対

象という形にはなるのです。３歳未満だと発達の状況によってまだ変わるというこ

とで、３歳以上になると加配対象となるのですが、大体子ども２人、３人について

１人ぐらいずつ加配をつけるという考え方で園のほうでは職員を配置していますの

で、例えばここからいくと、配置基準の５歳児のきりん１組が職員必要数は１人な

のですが、職員配置が３人いるというと２人は加配という形で、必要に応じて配置

されているというふうに見ていただければいいかと思います。具体的に気になる子

が何人という数字は今お答えできないのですけれども、そのような形で見ていただ

ければと思います。

７番（今井幸代君） では、おおよそ加配の場合というのは二、三人に１人加配をして

いるというような状況で見れば間違いはないということでしょうか。そうやって見

ていくと、非常に気になる子もそれだけ気にかけやすくなったというか、見つけや

すくなったと言うと変ですけれども、認知されるようになって、そういったケアが

しやすくなったという影響もあるのかなと思うのですけれども、結構多いのだなと

いうのが正直な感想なのです。これから説明がある中学校の特別支援級のあたりを

見ていてもそんなふうに思ったのですけれども、実際増えてきている傾向なのでし

ょうか。これは何かどういうふうに、すみません、質問の意図が分かりにくいです

ね。これどういうふうに、今後もこの程度、一定程度これぐらいの発生率と言うと

変ですけれども、それぐらいのあたりで推移していくものなのか、その辺りのどの

程度予見しておくべき数字なのかというか、その辺りがもし分かるものがあれば説

明願いたいのですけれども。

教育委員会事務局長（小林 亨君） 詳細の部分でございますので、また係長のほうか

ら説明させます。

第２学校教育係長（中野祥子君） 園の特別支援コーディネーターという職員がおりま

して、あと保健福祉課の包括支援センターですとか、あとうちの子育て支援センタ

ーですとかと連携を取っていますので、例えばもう妊娠時期からこのお母さん心配
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だなとか、生まれてきたお子さんが心配だなということをまずケアしながら、そこ

が今度では幼児園に入ってくるよと、ではお子さん見守ろうかという形で連携をし

ている部分もありますので、生まれたときからの心配だから、その子はずっと心配

かというと、そうではないのですけれども、そのような形でもうちっちゃいときか

ら見守る体制が割とできていまして、引き続き小学校、中学校と上がっていくまで

にトータルで見守れている体制はできているのではないかと思います。人数につい

ては、今後どうなるかというのは何とも言えないのですけれども、早いうちから見

つけるというか、ケアしていける体制になっているのかなという、だから人数も多

くなっていっているのかなとは思うのですが。お願いします。

７番（今井幸代君） では、今いる職員数で、臨時の職員の方を含めて、ある程度この

人数でしっかりと見守れる体制というふうに捉えて大丈夫なのかなというふうに思

いました。包括支援センターとの連携が非常にうまくできているので、そういった

職員不足が生じそうな事案になりそうな場合は、しっかりとそういった確保に向け

て教育委員会は動いているのだろうというふうに思うのですけれども、その理解で

大丈夫だし、令和４年度はこれで問題ないということで大丈夫ですか。

教育委員会事務局長（小林 亨君） 今ほど今井委員のおっしゃるとおりの形で対応の

ほうをさせていただいていますし、途中で不足が生ずるような形になれば、またそ

の時点で募集等をかけていきたいと考えております。

13番（髙橋秀昌君） 確認したいのですが、先ほど事務局長から２名の退職ということ

ですが、これは保育教諭ではなくて一般事務職員という受け取り方でいいでしょう

か。

教育委員会事務局長（小林 亨君） ３月末退職者、保育教諭２名となっております。

13番（髙橋秀昌君） それで、資料ナンバー２を見たのですが、ここでいうと令和３年

度の一番下の職員配置数36、令和４年度も職員配置数36なので、新しく、では２名

が就職するというか、というふうに受け止めればいいのですか。

教育委員会事務局長（小林 亨君） 現段階では２名退職で、採用については今現在１

名の予定であります。それで、育休から復帰する職員が１名おりますので、プラス

・マイナス・ゼロという形となっております。

（ ） 、 、13番 髙橋秀昌君 退職される保育教諭は町の正規職員で 定年と言ったらいいのか

定年で退職されるということの受け取り方でいいですか。

教育委員会事務局長（小林 亨君） 退職の職員は、定年にはもう少しあるのですけれ

ども、早期退職という形になります。
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13番（髙橋秀昌君） この表で改めてまた見てなのですが、いずれにしても令和３年度

も必要職員数24、それから令和４年度は必要職員数25と書いていますが、これは国

の配置基準による基準職員数という捉え方だよね。だから、これ本来必要と書くの

ではなくて、基準職員数と書くのが正しいと思うのだ。なぜこういう言い方するか

というと、国の基準ってもう20年も前から変わっていないわけでしょう。でも、子

どもたちが多様性があり、様々な保育が必要なのに基準が変わっていないものです

から、とてもこの基準どおりにやっていったら大変なことになるということがある

ものだから、その下の実際の職員配置数が36ですよと受け止めていいかどうか。

教育委員会事務局長（小林 亨君） 髙橋委員おっしゃるとおりでございます。基準職

員数ということで、配置基準に基づいて算出したものがその数字となっておりまし

て、実際の配置が職員配置数というような形になりますので、お願いいたします。

13番（髙橋秀昌君） この表の見方なのですが、私もあまりこういうのをのぞいたこと

ないので、こういうふうに見るのだよね。令和３年でいえば、例えば４歳児51人な

のだが、令和４年ではその子どもたちは５歳児になるわけだから51と。それで、３

歳児は今年は４歳児になるから35人なのだけれども、37人。つまりプラス２人が入

りますよと、こういう捉え方でいいですよね。

教育委員会事務局長（小林 亨君） そのように捉えていただければと思います。

13番（髙橋秀昌君） そうすると、非常に０歳児が大幅に増えるというか、そういう状

況が現実にありますよと。つまり０歳児が増えるということは、保育教諭の配置が

すごく大事なのが現在の幼児園の実態ですよというふうに捉える必要があると思う

のです。そこで、令和３年は正職が17人に対して、非常勤の職員、これ恐らく保育

教諭のことを言っていると思うのですが、そういう状況だと。令和４年では、正職

はそのまんま17人で、非常勤が19人。つまり正職よりも非常勤の保育教諭が多いと

、 。 、 、いうことは 私は率直に言って異常な事態だと思うのです 基本は 正職が基本で

やむを得ず非正規職員を採用するというのが基本なのです。ところが、正職よりも

非正規職員が多いということは、これは正常でないと見るべきだと思うのです。事

務局の側からすれば、いや、そうすると予算を要求する側になるわけなのでという

ことになるのだが、働く人たちが安心して保育に携われるというのは、正規職員を

しっかりと押さえて、どうしても足りない分については非正規職員で賄わざるを得

ないというのが本来の姿だと思うのですが、この辺での認識はいかがですか。

教育委員会事務局長（小林 亨君） 職員数の関係については、本来そういう形が望ま

しいのかなとは思いますけれども、これもいろんな事情を踏まえた中で今のこの状
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況となっているかと思いますので、ただ１点だけあれですけれども、非常勤の職員

が多いという部分につきましては、竹の友幼児園、ご存じのように保育する時間が

非常に長いということで、正規の勤務時間だけではどうしても足りない部分が相当

あります。そういった部分をカバーするためにも、この会計年度任用職員の雇用で

、 。必要数を確保していきたいという部分でありますので よろしくお願いいたします

13番（髙橋秀昌君） もう少し詳しく説明してもらいたいのだ。というのは、かつて保

育所の頃は正規職員で延長保育の子どもたちも輪番でやっていたわけでしょう。こ

の非正規職員は、19名もの人たちが延長保育だけの担当の職員ではないのではない

かと思うのだ。だとすると、もう少し説得的に、いや、髙橋がそう言うけれども、

延長保育の人たちにはこれだけの人を雇っているのですと。でも、実際には、言葉

は間違っているかもしれないけれども、保育補助員が関わっていると思うのです。

しかし、その保育補助員だけが延長保育に関わってはいないわけです。それやって

はいけないわけです。必ず保育教諭の免許を持っている人が少なくとも１名いて、

そのほかに保育補助員が何人かいるということが本来の姿なはずなので、今事務局

長が言った延長保育のために非正規職員が必要なのですというのは合っていないの

ではないかと思うのだけれども、いかがですか。

教育委員会事務局長（小林 亨君） 私の言葉が足りなかった部分もございますが、幼

児園では月曜日から土曜日までということで、日曜日を除く曜日について保育のほ

うを実施、土曜日は希望になりますけれども、土曜日も運営をしているということ

で、そこで職員の正規の勤務時間というのは週５日という勤務となっておりますの

で、土曜日の分というのはどうしても不足をしてくる部分もありますし、先ほど話

をしました延長保育等での時間の延長分といいますか、その辺での当然有資格者と

いうのは必要な部分ありますので、そういった部分をカバーするために非常勤と言

われる方の有資格者を雇用しているということになりますので、よろしくお願いい

たします。あと、そのほか先ほど話が出ました気になる子の対応であるとか、そう

いった部分についても併せて対応しているというところでございますので、お願い

します。

（ ） 、 。13番 髙橋秀昌君 局長の今の理論は 悪いけれどもこじつけだと思っているのです

例えば職員は５日間勤務だとすれば。普通に考えれば正規職員を増やしてローテー

ションすればいいわけだ。つまりあなたは月に何回か土曜日配置ね、その代わり平

日お休みねということだってあり得るでしょう。だよね。だとすると、それはこじ

つけの考え方ではないの。局長からしてみれば、お金心配しなくたっていいよと、
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全部正職というわけにはいかないけれども、少なくとも正規職員が非正規職員より

も数多く予算組みますよといったら、あなたそれ困ると言う。

教育委員会事務局長（小林 亨君） すみません、職員の詳細については係長のほうで

説明させていただきますので、よろしくお願いします。

第２学校教育係長（中野祥子君） 補足させてください。すみません。この17名という

、 。 。 、のは あくまでも担任です クラス担任を持つ職員が17名です そのほかに副園長

あと主任が２人おります。あと、特別支援コーディネーターといった、先ほど言っ

た職員、あと支援センターの１名がおりまして、あとそのほかにも正職員、調理員

の方がいるのですけれども、この主任や支援センター、コーディネーターも皆さん

保育教諭の資格を持っていられます。フリーではないですけれども、休みが入った

らそこに入るとか、あと延長の部分もこの方たちも早朝延長と夕方延長、みんなロ

ーテーション入っていますので、この17名にプラスこの主任たちも入っているとい

うことなので、足しますと非常勤よりは多いかなと。正職員の対応はこの19人より

は多くなる。この17名というのは、あくまでもクラス担任を持っている保育教諭の

方で、そのほかにフリーの方が５人で動かしていますので、その人が入って、それ

プラス非常勤の方とか、あと補助の方が入って、皆さんでチームでやっているとい

う形になっていますので、お願いします。

13番（髙橋秀昌君） 今の説明でぼんやり見えてきました。私は、基本的にはこういう

立場の人は正規職員がやるべきだという考え方から出発しているのだ。それで、今

の表の見方が、あくまでも17名というのはクラスに配置された職員数で17なのだよ

と。それ以外にも様々な正規職員がいるのだよと。役職を持っている人も含めてと

いうことですので、ぜひその資料を具体的に出していただきたい。そうすれば園全

体でどうなっているかが見えてきますので、そして非正規の方々が、ではどんな仕

事をしているのか。非正規は８時から働かせないわけでしょう。若干短くするわけ

、 、だけれども それは非正規だから差別させるためにそうしているだけの話であって

どういうところに携わっているのか、そういうことも含めて明らかにしていただき

たいと思います。いいでしょうか。こちらの質疑に答えることできますか。今すぐ

答えなくていいよ。私、言葉で言っても分からないから、表で出してもらえばいい

のだけれども、そういう点どうですか。

教育委員会事務局長（小林 亨君） 職員数の表については出せますし、あと非常勤と

言われる部分の方については、月額で雇用している職員については一般職よりも、

一般職１日7.75時間なのですけれども、非常勤の方は7.5時間の勤務という形で、
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時間のほうは少し短くなっておりますが、通年雇用しているという形。後ほど、で

は資料のほうを出させて……

（そういうのを出してほしい。出せるねの声あり）

教育委員会事務局長（小林 亨君） 出します。

２番（品田政敏君） まさに興味深い表をもらっていますので、今資料ナンバー２です

ね。これと同じルーテル幼稚園のデータもお持ちかお聞きします。

教育委員会事務局長（小林 亨君） 申し訳ございませんが、ルーテル幼稚園の職員の

配置数等の関係の資料については、こちら持ち合わせておりませんので、お願いい

たします。園児数と職員数の関係でよろしかったでしょうか。

（そうですねの声あり）

教育委員会事務局長（小林 亨君） では、それもこのたびの資料と併せて確認をして

おきたいと思いますので、よろしくお願いします。

（資料を提出するということですか。ルーテル関係の声あ

り）

教育委員会事務局長（小林 亨君） 資料がそろいましたら提出のほういたします。

委員長（渡邊勝 君） ほかにありませんか。

（なしの声あり）

委員長（渡邊勝 君） なければ、３款民生費、幼児園関係を終わります。

続きまして、10款教育費について説明をお願いいたします。

（ ） 、 。教育委員会事務局長 小林 亨君 続きまして 10款のほう説明させていただきます

予算書につきましては、145ページからになります。令和４年度の小中学校の児

童生徒数につきましては、お手元に配付してあります、本日配付しました資料ナン

バー２の２ページのほうを御覧いただければと思います。先ほど１ページ目に幼児

園の園児数、職員数が出ているものの２ページ目になります。こちら令和４年度の

小中学校の児童生徒数の状況でございますが、田上小学校では児童数213名でござ

いまして、前年比で３名の減、学級数につきましては13学級で、うち特別支援が５

学級、前年比でマイナス１学級となっております。羽生田小学校につきましては、

児童数が238名、前年比で13名の減という数字となっております。学級数につきま

しては13学級、うち特別支援が３学級ということで、前年比でマイナス１学級の減

となっております。田上中学校につきましては、生徒数247名ということで、前年

比８人の増ということで、学級数は11学級で、特別支援が３学級という数字となっ

ており、前年比プラス・マイナス・ゼロという学級数となっておりますので、お願
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いいたします。

それでは、予算書の説明をさせていただきます。10款教育費、１項教育総務費、

１目教育委員会費175万4,000円といたすものであります。前年比同額となっており

ます。こちら教育委員の報酬等、経常経費となっております。

続いて、一番下の２目事務局費ということでございますが、5,807万円といたす

もので、前年比45万6,000円の減となっております。こちらにつきましては、教育

長、教育委員会事務局職員５人分、それから管理指導主事、訪問教育相談員等の人

件費の経常経費というものであります。減の理由といたしましては、手当の支給率

の改定の関係でございます。

続きまして、147ページのほうを御覧いただければと思います。３目教育振興費

で7,973万円といたすもので、こちらもほぼ前年比同額でございます。説明欄のほ

うをお願いいたします。教育振興費の関係でございますが、こちらの１節報酬につ

いては、コミュニティースクールに関する学校運営協議会委員や地域コーディネー

ター、それからスクールサポートスタッフや月ケ岡特別支援学校への通学支援に係

る介助員、運転員の報酬等を見込んでいるものでございます。同じページ、一番下

になりますが、７節報償費、ページをめくっていただきまして、148ページ講師謝

礼であります。こちら329万4,000円を見込んでいるところでございますが、こちら

外国語指導助手ということで254万5,000円 学校図書司書ということで59万4,000円、

の謝礼のほか、たけの子塾の講師謝礼15万5,000円などを見込んでいる金額でござ

います 149ページになります 18節負担金補助及び交付金のほうで4,288万9,000円。 。

、 。を計上いたしておりますが こちらについては前年比108万2,000円の減であります

こちらにつきましては、下から７行目ぐらいでしょうか、施設型給付費負担金とい

うことで4,165万円を計上しておりますが、こちらのほうが利用者の年齢区分の変

更などから105万円減額となることから、そちらの減が大きな理由となっておりま

す。

続いて、その一番下のひし形の不登校児童生徒対策事業79万円でございますが、

こちら適応指導教室に係る費用で、経常経費とさせていただいております。

続いて、150ページのほうをお願いいたします。特別支援教育推進事業というこ

とで、これは今までの教育振興費のほうから内容によって振り分けさせていただい

た部分なのでありますが、こちらのほうで301万円を計上しております。こちらに

ついては、前年比24万1,000円の増というものでありますが、こちら要保護児童対

策地域協議会に係る経費や特別支援教育の就学奨励費の補助金。それから特別支援
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学校の児童生徒就学奨励費などに係る経費を計上させていただいております。今日

お配りした資料にも、資料ナンバー１の３ページのところに、その特別支援教育推

進事業の関係の対象者数を載せてございますが、小学校で40人、中学校で18人の合

計58人を見込んでおります。これは、前年比６人増と人数を見込むものでございま

す。

続きまして、150ページの一番下のほうになりますが、教育費支援推進事業とい

うことで、こちらのほうも教育振興費から内容によって振り分けたものであります

が、959万4,000円を計上しております。こちら内容といたしましては、私立高校の

就学助成、大学等教育資金の利子補給、学校給食費補助、学校給食費多子世帯軽減

助成に係る経費を計上しているものであります。18節負担金補助及び交付金、そち

らのほうで学校給食費の多子世帯の軽減助成710万2,000円を計上させていただいて

おります。こちら前年比11万4,000円の減であります。こちらにつきましては、資

料ナンバー１の４ページのところに、この助成の対象見込み者数ということで数字

のほうを載せてございますので、参考にしていただければと思います。小学校の第

２子がかなり減っているということでの減となっております。あと、第３子が４人

増、第４子が２人増、中学校の第２子が４人増、第３子はゼロというような数字と

なっております。

予算書のほうへ行きまして、151ページ、教育振興費その他事業であります。こ

ちら167万5,000円を計上するもので、前年比31万8,000円の減となっております。

こちらスクールバスの車検費用や修繕等の経費でございます。

続いて 同じく151ページの２項小学校費 １目学校管理費になりますが 5,301万、 、 、

8,000円といたすもので、対前年比675万2,000円の増とするものであります。こち

らは、小学校の運営に係る経費となっております。説明欄のほうをお願いいたしま

す。田上小学校管理費でありますが、1,815万6,000円を計上するもので、前年比１

万6,000円の増ということで、ほぼ同額となっております。こちらも資料ナンバー

１の４ページのほうを御覧いただければと思いますが、10節需用費、こちらのほう

で935万5,000円を計上し、対前年比94万6,000円の増となっております。こちらに

、 、 。つきましては 灯油代 電気料ということで増の要因となっているものであります

また 12節委託料で175万5,000円を計上しております こちら対前年比74万8,000円、 。

の増となっておりますが、清掃業務及びガラス清掃業務委託料ということで増とな

っておるものであります。こちらにつきましては、３校を順番に実施をするという

ことで、令和４年度が田上小学校の番となっていることから増となっているもので
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あります。それから、13節使用料及び賃借料235万3,000円を計上しており、対前年

比108万3,000円の減となっております。こちらは、教育用コンピューターのリース

期間が令和４年８月末で期間満了になるということから、181万2,000円減となるも

のが主な要因となっております。このリース期間満了後につきましては、コンピュ

ーターのほうはこれ契約のほうで仮もらいという形になっておりまして、リース期

間終了後は学校のほうに残るという形になっておりますので、そのまま引き続き利

用していきたいと考えております。

続いて、153ページ、田上小学校整備事業になります。こちらのほうでは96万

3,000円を計上し、前年比56万7,000円の増となっております。資料ナンバー１のほ

うの５ページのほうを御覧いただければと思います。この事業では、14節工事請負

費ということで62万6,000円、こちら職員玄関のオートロックのほうを設置をさせ

ていただくということで予算計上のほうをさせていただきました。17節備品購入費

では、侵入時用の防犯ブザー30台、それから刈り払い機、それから事務用椅子など

を計上しておりますので、よろしくお願いいたします。

続いて、田上小学校その他事業ということで418万2,000円を計上しており、前年

比269万5,000円の増となっております。こちらのほうは、10節の修繕料ということ

で413万円を計上しております。修繕の主な内容といたしましては、タブレット端

末の修繕の窓口、それから消防設備の修繕、それからプールのろ過器の修繕、職員

室のエアコンの修繕、それから体育館のステージのどんちょうの修繕、雨漏りの修

。 、 。繕を予定しておるところでございます それから 154ページの一番上になります

11節役務費、手数料で２万9,000円の増となっておりますが、こちら学校図書シス

テム改修手数料ということで、今年度増とさせていただいたものであります。こち

ら今までインターネットエクスプローラーから、今度エッジ対応ということでシス

テム改修をさせていただくというものであります。

続いて、154ページの羽生田小学校管理費でありますが、2,398万9,000円を計上

しており、前年比37万1,000円の減となっております。こちらにつきましては、資

料ナンバー１のほうにもありますように、需用費1,018万7,000円ということで、前

年比198万円の増となっておりますが、田上小学校同様、灯油代、電気料の増によ

るものでございます。12節委託料につきましては、対前年比65万2,000円減の241万

6,000円となっております。こちら清掃業務委託料が減となったものが主な要因と

なっております。13節使用料及び賃借料232万円を計上しておりますが、対前年比

179万6,000円の減となっております。これも田上小学校同様、教育用コンピュータ
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ーのリース期間が終了するということから減額となっているものであります。その

ほかは経常経費でございますので、説明のほう省略させていただきます。

続いて、156ページのほうをお願いいたします。羽生田小学校整備事業というこ

とで中ほどにあるかと思いますが、そちら57万8,000円を計上させていただいてお

ります。こちら前年比30万9,000円の増となっており、17節備品購入費の増になり

ますが、こちらでも防犯ブザー、それから体重計、職員用の椅子、児童用椅子とい

うことで、30セットを今回新たに修繕で修繕し切れないものを入れさせていただく

ために計上させていただいております。

続いて、羽生田小学校その他事業ということで515万円を計上しております。こ

ちら前年比362万1,000円の増となっております。こちらも修繕料の増によるもので

すが、10節需用費、修繕料、中身ですが、田上小学校同様、児童生徒用の椅子の張

、 、 、り替え それから屋内消火栓のポンプユニットの交換 タブレット端末修理の窓口

それから校舎の雨漏り修繕ということであります。あとそのほか浄化槽の修繕とい

うもので計上しているところでございます。156ページのところの今のその他事業

の中の11節役務費の関係でありますが、これ田上小学校同様の理由で計上させてい

ただいております。18節負担金補助及び交付金で、30万円の計上させていただいて

おります。これ前年比30万円の増となっておりますが、令和４年度羽生田小学校が

創立150周年を迎えるということで、記念事業を実施するための補助ということで

計上させていただいております。

続いて、156ページ下のほうになりますが、２目教育振興費、こちらで2,239万

4,000円を計上いたすもので、前年比39万1,000円の増となっております。説明欄の

ほうをお願いいたします。田上小学校教育振興費ということで212万5,000円を計上

しており、前年比27万3,000円の増としております。こちらお配りした資料ナンバ

ー１の６ページのほう御覧いただければと思いますが、19節扶助費の要保護・準要

保護児童援助費、こちらのほうが対象者３名増やしまして13名分、118万6,000円を

計上させていただいております。

続きまして、157ページの下のほうのひし形になります。田上小学校特別支援教

育推進事業1,096万5,000円を計上させていただいております。こちら対前年比15万

1,000円の増となっておりますが、４節共済費についてが増となっております。こ

れ資料ナンバー１の７ページのほうを御覧いただければと思いますが、これまで支

援員のほう社会保険に加入していたわけでありますが、この社会保険に９月まで加

入し、10月から今度市町村職員共済のほうの加入となるということから、そちらの
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差額が増えるという形になります。こちら支援員のほう６名を配置する経費となっ

ております。

続いて、158ページになりますが、羽生田小学校教育振興費では205万7,000円を

計上しております。こちら対前年比９万8,000円の減となっております。19節の要

保護・準要保護の援助費につきましては、前年同様11名分を見込んでおります。新

１年生が減になったことによりまして、援助費のほうは減となるものであります。

続いて、158ページの一番下になりますが、羽生田小学校特別支援教育推進事業

ということで、724万7,000円を計上しております。こちら対前年比６万5,000円の

増となっております。先ほど田上小学校でも説明しましたが、共済費の増によるも

のであります。羽生田小学校では、支援員４名を配置する経費を計上させていただ

いております。

続いて、159ページ下のほうになりますが、３項中学校費、１目学校管理費であ

ります。こちらにつきましては2,868万2,000円を計上するもので、前年比242万

8,000円の増となっております。説明欄のほうでお願いいたします。田上中学校管

理費でありますが、2,186万8,000円を計上するもので、前年比ほぼ同額となってお

ります。こちらについては、資料ナンバー１の８ページのほうを御覧いただきたい

と思います。総体的な金額はあまり変わりないのですが、10節需用費、こちらのほ

うが168万8,000円ほど前年度に比べ増えております。それにつきましては、要因と

、 、いたしましては 消耗品の中の教師用指導書が153万8,000円減額になっているもの

その要因のほかは今度燃料費と光熱水費の増となるものから、その金額が増えてい

るというふうな形になります。続いて、13節使用料及び賃借料で254万8,000円を計

上しており、対前年比191万9,000円の減となっておりますが、こちら小学校同様、

教育用コンピューターのリース期間が満了することによりまして、減となるもので

あります。

続いて、161ページのほうをお願いいたします。下のほうに行きまして、田上中

学校整備事業80万5,000円を計上するもので、こちら前年比63万7,000円の減となっ

ております。こちらでは、17節備品購入費を計上させていただいております。資料

の８ページにもありますように、ワイヤレスのアンプマイク、それから職員室用の

椅子、給食の配膳台を購入させていただくものであります。昨年見ていた工事請負

費を今回減額をしてあるということであります。

続きまして、その下、田上中学校その他事業ということで600万9,000円を計上す

るものでありまして、前年比309万6,000円の増となっております。こちら修繕料の
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関係の経費でありますが、資料の９ページのほうに修繕の内容を記載しております

が、タブレット端末の修理の窓口、それからエキスパンションジョイントの漏水修

繕、それからプールの周囲の漏水修繕、それから防火排煙設備の修繕、教室出入口

扉の修繕ということで対応させていただきます。11節役務費につきましては、小学

校同様の理由からシステム改修を行うものであります。

続きまして、162ページのほうをお願いいたします。２目教育振興費で1,311万

8,000円といたすもので、前年比243万円の増というものであります。説明欄のほう

をお願いいたします。田上中学校教育振興費で574万6,000円を計上するもので、前

年比56万4,000円の増となります こちら13節使用料及び賃借料 プール入館料15万。 、

9,000円を計上するものですが、令和３年度に田上中学校のプールを使用し授業を

行った際に漏水がかなりあったということ。またろ過器のほうの修繕が必要という

ことで、当初予算で修繕することも検討いたしましたが、施設全体の老朽化という

部分がありまして、中学校のほうと協議をいたしまして、令和４年度は加茂市の温

水プールを借用し授業を進めたいと考えまして、全生徒３回分の入館料を計上させ

ていただいたものであります。19節扶助費の要保護・準要保護生徒援助費につきま

しては、18人分ということで244万4,000円を見込んでおりまして、こちらのほうは

前年比35万2,000円の増とさせていただいております。そのほかは経常経費であり

ますので、説明のほうは省略をさせていただきます。

続いて、163ページのところへ行っていただきまして、田上中学校特別支援教育

推進事業につきましては737万2,000円を計上しており、対前年比186万6,000円の増

という数値となっております。こちら、特別に支援が必要な子どもたちが増えるこ

とから、支援員１名を増とするものであります。このことによりまして、中学校で

は支援員５名というような形になろうかと思います。

続きまして、163ページの下のほうになりますけれども、併せて資料ナンバー１

の10ページのほうも御覧いただければと思います。４項社会教育費、１目社会教育

総務費では4,145万3,000円といたすもので、前年比238万円の減という数字でござ

います。説明欄のほうをお願いいたします。生涯学習事業では1,311万9,000円を計

上するもので、前年比262万7,000円の減であります。こちらは、生涯学習係の職員

人件費、それから生涯学習事業に係る経費を計上しております。減の理由といたし

ましては、生涯学習関係職員の１名退職による減額となっております。そのほかに

つきましては経常経費となっておりますので、説明のほうは省略をさせていただき

ます。
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続いて、165ページのほうに行っていただきまして、社会教育事業ということで

628万3,000円を計上いたしており、前年比26万7,000円の減となっております。こ

、 、 、ちらにつきましては 社会教育委員はじめ 社会教育関係各種委員の報酬をはじめ

社会教育指導員、事務補助員の報酬など、そのほか民俗資料館、保明交流センター

の維持管理費を計上しております。166ページに行っていただきまして、18節負担

金補助及び交付金で36万2,000円を計上しており、前年比20万円の減となっており

ます。こちら令和３年度の予算で計上させていただきました名木保護事業の補助金

ということで、名木の所有者等に確認しましたところ、令和４年度は事業実施の見

込みがないということから、未計上としたことによる減となっております。そのほ

かにつきましては経常経費ですので、説明は省かせていただきます。

そのページの一番下になります。成人式事業につきましては28万7,000円を計上

しており、前年比11万5,000円の減となっております。こちら対象者を125人として

見込んで予算を計上しております。減の要因といたしましては、対象者数の減と、

オンライン配信に要する経費が必要ない形で対応できることとなったため、未計上

とさせていただいたものによるものです。内容については、経常経費であるため、

説明のほうは省かせていただきます。

続いて 167ページのほうに移っていただきまして 学童保育事業 こちら1,213万、 、 、

8,000円を計上させていただいております。前年比61万3,000円の増となっておりま

す。こちらにつきましては、両小学校で実施しております児童クラブ運営に係る経

費を計上しているものでございます。増の要因といたしましては、児童クラブ利用

者の増及びコロナ禍での対応のため、児童クラブ、密にならないような形で対応し

ているため、指導員配置を変更したことから、指導員報酬を増額するものです。そ

のほか、利用者増に伴いましておやつ代が増えているというようなものが主な要因

となっております。その他、運営に係る経常経費ということで、説明のほうは省略

をさせていただきます。

続きまして、168ページのほうをお願いいたします。こちらのほうで埋蔵文化財

発掘調査事業ということで、962万6,000円を計上しております。こちら前年比ほぼ

同額で計上させていただいておりますが、県営の圃場整備事業実施に伴い、横場地

区の事前の試掘調査、令和４年度につきましては、今残っている38.5ヘクタールを

行うための経費を計上するものであります。試掘調査ということで901万7,000円、

それから令和３年度試掘した場所が地盤の軟らかい場所で、これから春の農作業が

始まるとトラブルが予想されることから、春季の農作業に備えて重機を借り上げ、
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待機をさせておくということで、60万9,000円を見込んでいるものであります。

続いて、２目公民館費になります。こちら2,470万2,000円といたすもので、前年

比293万7,000円の増となっております。説明欄のほうをお願いいたします。こちら

公民館事業費ということで513万4,000円を計上しており、ほぼ前年同額となってお

ります。こちらにつきましては、公民館長の報酬、公民館事業に関する経常経費と

なっておりますので、説明のほうは省略させていただきます。

169ページに移っていただきまして、一番下の交流会館施設管理事業でございま

すが、こちら1,819万1,000円を計上しており、前年比163万6,000円の増となってお

ります。増の要因につきましては、10節需用費、光熱水費、電気料のほうが147万

7,000円増となっているものが主なものです。そのほかは管理人報酬や施設管理に

関する経常経費でありますので、説明のほうは省略をさせていただきます。

続きまして、171ページの中ほどになります。交流会館その他事業につきまして

は137万7,000円を計上するもので、前年比127万7,000円の増となっております。こ

ちら今日お配りしました資料ナンバー２の３ページのほうを御覧いただきたいと思

います。真っ暗くて分かりづらいかと思うのですが、こちら新規事業でありますが

既存施設を活用した子どもの遊び場ということで、交流会館の３階のホールにあり

ますスペースを今現在のスペースよりも充実させるということで、そちらに敷くマ

ットであるとか遊具を購入するための経費。それから１階多目的ホールの使用予定

がないときに遊び場として活用することを考えまして、ボールなどの遊具を購入す

るための費用として、127万7,000円を計上させていただいております。そのほか、

修繕料といたしまして、窓口として10万円を見込んでおりますので、合計137万

7,000円という数字となっております。

続いて、171ページの下のほう、３目文化活動費でございます。こちら文化祭事

業ということで33万4,000円を計上しており、前年比ほぼ同額の金額となっており

まして、文化祭開催に要する経常経費を見込んでおります。

続いて、一番下になりますが、４目コミュニティセンター事業費ということで

487万6,000円の計上をいたしております。こちら前年比42万6,000円の増となって

おります。説明欄のコミュニティセンター管理事業については430万1,000円を計上

しており、前年比８万3,000円の減ということで、施設の維持管理のための経常経

費となっております。

続いて、172ページ、一番下になりますが、コミュニティセンターその他事業と

いうことで、57万5,000円を計上させていただいております。こちら前年比50万
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9,000円の増となっておりまして、施設の修繕や備品購入に係る経費となっており

ます。10節需用費の修繕料でございますが、駐車場のラインが見えづらくなってき

たこと、それから舗装の傷みがあることから、駐車場のライン塗り替えと駐車場舗

装工事の修繕を予定しているものであります。17節備品購入費ですが、こちら施設

にありますＡＥＤパッドが交換時期ということで、それを交換させていただくもの

であります。

続いて、173ページに移っていただきまして、５目地域学習センター費になりま

す。こちらについては1,851万7,000円といたすもので、前年比89万6,000円の増と

なっております。説明欄をお願いいたします。地域学習センター施設管理事業につ

きましては1,534万円を計上しており、前年比168万1,000円の減としております。

減の要因といたしましては、施設の運営が始まりまして、光熱水費など経費の実績

から必要経費を減としたものであります。施設の運営、維持管理に係る経費、それ

から図書関係の経常経費というもので計上させていただいております。

続いて、174ページ、地域学習センター整備事業につきましては263万3,000円を

計上しており、前年比213万3,000円の増といたすものであります。14節工事請負費

といたしまして54万2,000円を計上しており、こちらのほうは駐車場が夜非常に暗

くなるということで、外灯を４基設置するために計上させていただいた経費であり

ます。17節備品購入費といたしまして209万1,000円を計上させていただいておりま

す。こちら施設の案内看板を１基設置するものと、場所が分かりにくいということ

で案内看板を１か所設置させていただきますもの、それから図書代ということで

200万円、こちら前年比150万円ほど増やしていただきましたので、そちらを計上す

るものであります。

それから、地域学習センターその他事業ということで54万4,000円を計上いたし

ております。こちら前年比44万4,000円の増となっております。こちらにつきまし

ても、コミセン同様、駐車場のラインが非常に見にくくなっているということで、

そちらの引き直しを行うものと、施設の修繕料の窓口を見込むものであります。あ

と、11節では、手数料８万6,000円につきましては、図書システムの改修手数料と

いうことで計上させていただいております。

続いて、175ページ、５項保健体育費、１目保健体育総務費であります。資料ナ

ンバー１については、12ページのほうを御覧いただければと思います。こちら５項

保健体育費、１目保健体育総務費で153万9,000円といたすもので、前年比６万

8,000円の増となっております。こちらについては、体育スポーツ振興と体育施設
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の維持管理に要する経費、そのほか羽生田野球場の指定管理に要する経費などを見

込むものであります。説明欄をお願いいたします。保健体育総務費でありますが、

153万9,000円を計上いたしております。こちらについては、前年比９万2,000円の

増となっております。スポーツ推進委員に係る経費、社会体育に関する経費という

ことで計上してあるものであります。７節報償費を御覧いただければと思います。

こちら毎年、全国大会等に出場する方を褒賞するために実績に応じて予算化をして

いるところでありますが、令和４年度は23件を見込みまして23万円計上させていた

だいております。そのほかにつきましては経常経費であるということで、説明のほ

うは省かせていただきます。

続いて、176ページ、２目総合体育大会費につきましては、249万8,000円を計上

しております。前年比ほぼ同額でございます。説明欄のほうをお願いいたします。

佐藤杯駅伝競走大会費ということで、29万7,000円の計上をしております。こちら

駅伝競走大会に係る経費で、経常経費となっておりますので、説明は省かせていた

だきます。

177ページのほうに移りまして、各種大会費ということで220万1,000円を計上い

たしております。こちら前年比同額ということで、12節委託料につきましては、ス

ポーツ協会に各種大会の大会運営に係る経費などを委託しているものであります。

続いて、下のほうになりますが、３目体育施設費で1,015万7,000円といたすもの

で、前年比70万8,000円の増としております。説明欄のほうをお願いいたします。

町民体育館管理費では476万4,000円を計上し、前年比67万9,000円の増となってお

ります。こちらにつきましては、町民体育館の管理運営に係る経費ということで計

上しておりますが、10節需用費、光熱水費で電気料が67万5,000円ほど増えますの

、 。 、で そちらのほうが主な要因となっております そのほかは経常経費ということで

説明のほうを省略させていただきます。

178ページに移っていただきまして 町営野球場管理費ということで476万7,000円、

を計上させていただいております。前年同額となっております。こちらＹＯＵ・遊

ランドと羽生田野球場を一体的な管理運営を行うということで、スポーツ施設と観

光施設のそれぞれの利点を活かせることから、環境をサポートする株式会社きらめ

きから管理運営をお願いしてあるものでございます。

続いて、体育施設その他事業になりますが、こちらのほう62万6,000円計上いた

しております。前年比２万9,000円の増となっておりますが、体育施設等の修繕料

で、経常経費となっているものであります。
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続きまして ４目学校給食施設費 5,754万1,000円といたすもので 前年比237万、 、 、

9,000円の増となっております。説明欄のほうをお願いいたします。学校給食施設

費5,501万7,000円を計上しており、前年比233万6,000円の増となっております。こ

ちら学校給食共同調理場の運営に係る経費でありまして、経常経費となっておりま

す。今回、10節需用費で695万7,000円を計上しており、前年比187万8,000円の増と

なっております。こちらにつきましては、資料ナンバー１の13ページのほうを御覧

いただければと思いますが 10節需用費のところで食器の入替えということで154万、

3,000円。それから燃料費、電気代の値上げといいますか、高騰ということで、灯

油代13万7,000円、電気料で18万1,000円の増となっているものが主な要因となって

おります。あとは11節役務費でございますが、こちら132万9,000円ということで、

26万8,000円ほど前年比増えております。こちら給食従事者の検便手数料、ノロウ

イルスの検査に係る経費、例年発生したら予算をお願いしてということで対応して

おったわけですけれども、今回当初から見込ませていただきたいということで要求

しまして、増となったものであります。ノロウイルスの検査ということで39万

6,000円必要となる経費でございます。

それから、179ページのほうで、一番下になりますが、学校給食施設整備事業に

、 。つきましては23万6,000円を計上しており 備品購入に係る経費となっております

こちら令和４年度につきましては、洗濯機の入替え及び物置を設置したいというこ

とで、そちらのほうを購入する予定でございます。

続きまして、学校給食施設その他事業につきましては228万8,000円を計上してお

り、前年比ほぼ同額となっております。こちら施設設備の修繕のための経費や配送

車に係る経費となっております。令和４年度につきましては、場内にあります吸排

気口の清掃及び排気管の塗装が劣化してきたことによりまして落下のおそれがある

ということ、落下といいますか、塗膜の落下が予想されるため、清掃及び塗装修繕

を行うものであります。そちらを令和４年度予定しております。

10款の説明は以上となりますが、よろしくお願いいたします。

委員長（渡邊勝 君） 説明が終わりました。

ここで、お昼のため休憩いたします。

午前１１時５０分 休 憩

午後 １時１５分 再 開

委員長（渡邊勝 君） 時間前ですけれども、休憩前に引き続き会議を開きます。
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産業振興課よりあじさい園等委託業務について説明をしていただきましてから、

その後、第10款教育費に入っていきますので、よろしくお願いします。

産業振興課長（佐藤 正君） 大変お疲れさまでございます。貴重なお時間を頂戴しま

して、それでは先週の18日の日に藤田委員より追加資料の提出依頼がございました

資料について、本日用意をさせていただきました。説明のほうをさせていただきま

す。

あじさい園等の委託業務ということで、護摩堂のあじさい園の維持管理の委託、

それから湯っ多里館の駐車場の脇にありますふれあい広場の維持管理の委託という

ことで、まとめさせていただきました。この資料につきましては、令和元年から令

和４年までの予算額、それから令和元年、令和２年については決算額、それから契

約の方法ということで、維持管理のほうにつきましては、株式会社フィクス、けあ

ーずのほうに単価契約ということで契約をさせていただいておりますし、護摩堂山

の維持管理の指導のほうにつきましては、新潟県都市緑化センター、県立植物園の

樹木医の方から管理、指導をいただいております。業務内容につきましては、右に

書いてあるとおりでございまして、防除、それから草刈り、剪定、冬囲い、冬囲い

の撤去等々をやりまして、それらの業務についてお願いをしているところでござい

ます。ふれあい広場のほうの下のほうにつきましては、同じように令和元年から令

和４年までの業務につきまして、保内緑化園芸協同組合のほうにお願いをしており

ます。病害虫の防除、芝の施肥、芝刈り、剪定等々をお願いする形で業務をお願い

しております。

それから、左側の下の部分につきましては、ふれあい広場の芝刈り工の労務単価

の部分で、普通作業員の単価ということで参考までに載せさせていただいたもので

ございますし、一番下のあじさい園の管理業務契約単価につきましては、先ほど申

、 、し上げました単価契約ということでございますので それぞれ年度ごとの単価契約

令和元年10月から消費税が上がった関係で若干金額のほうが単価変わっております

が、それ以外ここに書いてあるとおりでございますので、よろしくお願いしたいと

思います。

簡単でございますが、説明は以上であります。

委員長（渡邊勝 君） ただいま説明がありました。

ご意見ありませんか。

副委員長（藤田直一君） 今ほど時間単価は税込み、消費税込みという話で聞こえたの

ですけれども、よろしいですか。
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（ ） 。 。産業振興課長 佐藤 正君 こちら税込みでございます よろしくお願いいたします

委員長（渡邊勝 君） ありがとうございました。

それでは、午前中の続きということで、10款教育費についてこれから質疑に入り

たいと思います。

（ ） 、 、 、11番 池井 豊君 ３款もそうだったのですけれども 確認したいのが 158ページ

159ページに会計年度任用職員の普通旅費や費用弁償があるのですけれども、ここ

でいう会計年度任用職員というのはどの職種の人を指すのかと、その職種の人の報

酬はどこのところに上がっているのかというのを、ここで指す会計年度任用職員と

いうのを教えてください。

教育委員会事務局長（小林 亨君） 今158ページ、159ページということでございまし

たので……

（両小中学校の声あり）

教育委員会事務局長（小林 亨君） 両小中学校の、小学校、中学校の特別支援教育推

進事業ということで報酬それぞれ見ていますが、ここが特別支援に係る支援員の報

、 。酬となっておりまして その費用弁償というのがその方に係る通勤手当になります

（報酬は支援員報酬かの声あり）

教育委員会事務局長（小林 亨君） 支援員報酬です。それぞれ小学校費、中学校費出

、 。 。ているかと思いますが 支援員に係る報酬ということで よろしかったでしょうか

11番（池井 豊君） それはいいけれども、大体そうだと思ったのですけれども、３款

もそうなのだけれども、旅費と費用弁償は会計年度任用職員という名目になってい

て、こっちのほうは支援員というふうになっていて、これ分かりにくいです。これ

どういうふうに表記したらいいのか分からないけれども、同じように、３款もそう

なのです。３款もそうだと思った。費用弁償と旅費だけが会計年度任用職員という

ふうな名前になっていて、これ何とか統一できないのかな。でも、支援員のほうが

分かりいいのか。と思うのですが、いかがでしょう。

教育委員会事務局長（小林 亨君） 予算書のつくりにもよりますので、財政のほうと

相談させていただきたいと思います。

（分かりいいようにしてくださいの声あり）

１番（小野澤健一君） 幾つか質問、軽いのから重いのから、したいというふうに思い

ます。

、 、 、 、まずは 軽いものですけれども 176ページ 佐藤杯駅伝競走大会費29万7,000円

こういうふうにあります。佐藤秀三郎さん、上野出の方ですけれども、この方を記
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念してできた駅伝であります。佐藤秀三郎さん、私が調べた限りでは今年が生誕

120年、明治35年３月17日生まれと。1902年のお生まれと。したがって、今年がそ

ういった特別な年になるという中で、今回そういった特別な大会をする予定がある

のかないのか、これが１つ。

それから、174ページ、図書の購入ということで200万円計上されておりますけれ

ども、具体的にどのような図書を購入するのか。それとあと、蔵書を増やす何か計

画があって、それに基づく予算の計上なのか、これお聞かせをいただきたい。

それから、162ページ、新入生ヘルメット購入補助金４万5,000円とあります。私

は確認まだできていないのですけれども、この県議会、いわゆる県の２月の議案の

中で、自転車の保険加入義務化をする議案が出ているはずなのです。可決になった

かどうか分かりませんけれども、そうなると自転車を例えば通学に使っている生徒

、 。のみならず 持っている人たちはその保険の加入義務を負うような形になると思う

そういった中で、自転車教育を教育委員会としてはどのように施していくのか。

以上軽いもの、もう一つありますが、これまた最後にしますが、この３つについ

てまずお答えをいただきたいというふうに思います。

教育委員会事務局長（小林 亨君） まず、１点目の駅伝大会の関係でございますが、

今回は大会の周年記念という年でもないので、今現在では特別な大会という形で考

えているものではございません。

図書購入費の関係ですけれども、図書については具体的には一般実用図書、一般

小説、ヤングアダルト、児童教養、絵本、紙芝居、その他郷土史等ということで今

予算のほうは、配分のほうは考えております。計画ということで、今現在、目標蔵

書数を３万冊ということで施設のほうを、建設の際に３万冊ということで目標にし

たところであり、今現在の蔵書というのが大体１万5,000少し超えているぐらいな

のですけれども、この10年間で大体３万冊を目指していきたいというふうなことで

今考えておりまして、計画の形でいきますと、このような金額を計上させていただ

いたところであります。今、年間200万円ということですので、大体１冊当たり

1,500円程度の単価として見ているところでございます。

自転車の関係でございますが、こちらに関しては、今現在県のほうからも特別、

自転車の関係で通知とか来ておりませんので、その通知等を見た中で考えていきた

いと思っております。

１番（小野澤健一君） まず、駅伝大会のほうですけれども、今年がご本人の120周年

になるというのは分かっていたのだろうか、いないのだろうか、それひとつ教えて
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ください。

教育委員会事務局長（小林 亨君） 大変申し訳ございませんが、そこまで把握をして

おりませんでした。

１番（小野澤健一君） 要はそういうものが欠けているからおかしくなるのだろうと思

うのです。要は何のためにこれをやっているのかということを考えたときに、当然

その人の生年月日であるとか、そんなのは分かっていてしかるべきだろうと。私が

言うまでもない。したがって、そういうものがないから、本来節目の120年という

中において何もできない。分かっていてもやったかどうか分かりませんけれども。

田上のそういった功労のあった人、この人というのは例えばあじさい園にアジサイ

。 、 、を寄附した人でもあるのだ あれたしか鎌倉の明月院とか そこのアジサイを見て

きれいだなということで田上に700株だか600株をこの人が無償で提供して、それで

あじさい園になっている。だから、そういったある意味で田上の観光を支えてくれ

たような人のそういった生年月日とか、そういったものも分かっていないというの

は、これは私は教育委員会の中の怠慢だと思う。こういう我々の先輩方、偉人に対

しての尊崇の念を私はしっかり持ってやるべきだと。佐藤杯とつきながら、その人

、 。の状況について何も分からないなんていうのは これは全くもって問題にならない

こういった事象について、本当にどうするか検討してもらいたい。しないというこ

とで本当にいいのかという話です。

それから、図書コーナーについても、例えば町民が望んでいる本を図書コーナー

に置くのはいいけれども、そういった調査をした嫌いもない。いろんなジャンルか

。 。ら満遍なく置きます それが果たして町民の福利厚生の向上になるのかどうなのか

町民のための図書コーナーであれば、町民が求めている図書を用意してやるのが私

は普通だと思う。そういった調査もしないで勝手に200万円を計上して、先ほど説

明があったようなジャンルのものをそろえますと。果たしてそれでいいのかという

こと。

それから、自転車の保険加入義務が云々という、これは多分中学校とかそういっ

たところにパンフレットが行っているはずだ。小学校とか。教育委員会にたまたま

行っていないのかもしれないけれども、その辺は確認をしないと駄目だし、要は小

中学生、あるいは幼児園の生徒も含めて自転車が一番身近な乗り物であるにもかか

、 、 、わらず 東京のほうだったか 人とぶつかって約１億円の賠償を命じられたという

そういう事件があったわけだ。したがって、交通安全教育の中でも避けて通れない

部分であって、そういった情報に対しても疎いというものに関しては非常に憤りを
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感じるわけであります。

、 、 、そういうことで ２番目の質問になりますけれども まず佐藤杯の駅伝について

今申し上げたように本当に120年、今年ちょうど節目の年にはなるのだけれども、

そういったものをもう一度考える中において、特別な大会にするつもりがあるのか

ないのか、これ１つ。

それから、図書コーナーについては、町民が要望する図書を設けるように努力と

いうか、そういうふうにアンケートを取ったりして、そういった蔵書を絞って購入

するつもりがあるのかないのか、これ２つ。

それからもう一つ、自転車の保険加入、これについて連絡が来ないからしません

というのではなくて、学校関係にそういったパンフレット等が来ているかどうか、

これ確認をして、来ているのであれば早急にそれなりの交通安全対策を講じる意思

があるかないか。この３つについてお答えをいただきたいというふうに思います。

教育委員会事務局長（小林 亨君） それでは、まず駅伝の関係ですけれども、駅伝大

会実行委員会を開催いたしますので、その中で協議をしていきたいと考えておりま

す。

図書の関係、要望の関係でございますが、どういった要望があるのか調査をして

いきたいと考えております。

自転車の関係ですけれども、これ学校のほうに確認をした上で対応のほうを考え

たいと考えております。

１番（小野澤健一君） 前向きな回答ということで、やると言ったら本当にやってくだ

さい。やろうと思ったけれども、いや、何かあって、何とかの関係があってできま

せんでしたなんて言わないようにひとつお願いをしたい。

そもそもの話しか私今していないので、こういったそもそもの話は私等に言われ

なくてもやるべきだろうと思うのです。だって、図書なんてどういうものが必要か

って、町民が欲しているものを蔵書として持つのが普通だろうと私は思う。それに

は、何も調査もしないで、よかれと思ったものを単なるぺろっと置くなんていう、

それは違うだろうというふうに思いますので、気をつけていただきたいし、あと田

上にあるいろんなイベントの本来の意味とかそういったものを考えないと、単なる

やればいいではないかと、マンネリ化をしてくる、そういう状況になっているので

。 、はないかなというふうに思うのです そういったものも十分反省をしていただいて

しっかりと協議あるいは検討をしていただきたいというふうに思います。

それから、一番の問題部分ですけれども、これは162ページ、プール入館料15万
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9,000円、この部分。先ほど10款の説明の中でプールの周辺の工事をやるとか、そ

んなのがありました。今義務教育の教育施設としてある中学校のプール、こういっ

たものが老朽化をしているから、隣の加茂市の市民プールを使うのに15万9,000円

の予算を計上しましたと、こういう話。こういった話って我々議員は初めて聞くわ

けです。今まで全協があったり、あるいは２月18日だったかな、社文の所管事務調

査、こういったものもあった。そういった中において何もその話をしないまんま、

僅か15万9,000円でありますけれども、これをぺろっと予算に盛ってくる。まして

や、今委員長をやっている渡邊議員が12月に一般質問でプールについての一般質問

をしている。こういった中で、我々に何の相談もなく義務教育における教育施設、

これをある意味では実質閉鎖するのと同じようなことを平気でおやりになる気持ち

がよく理解できない。例えば中学校のプールの老朽化においても今に始まった話で

はない。公共施設等総合管理計画にもあるように、予防的措置もせず、なおかつ事

後的保全もしないまんま安易に中学校のプールを閉鎖をする、実質的には閉鎖をす

るのと同じ意味合いで加茂の市民プールを借ります。そんなの承認できるわけない

ではないですか。父兄だって誰も分かっていないのではないのですか。知り合いで

中学校行っている父兄に聞いたって、えっという話です。義務教育の社会教育施設

をこんな簡単に閉鎖をしていいと思っている。教育委員会は、その施設の管理責任

者でしょう。我々議員は、町民から付託を受けて町議会に出てきて、そういった議

員にも相談も何もしないで物事をやろうとする。そんなばかな話ありますか。義務

教育の大切な、中学生にとってみれば現役の中学生のプールでもあるし、これから

中学校に入ってくる生徒たちのものでもあるし、はたまた我々町民共有の財産では

ないですか。それを管理をしないで、ろ過器直すのに400万円、500万円かかる、い

や、高いのでプールに行きます。そんな決定なんていうのは、全くもって町民の声

とか、我々議会をばかにしている以外の何物でもない。義務教育の教育施設という

のはどういうふうに考えていられるの。それについてお考えをお聞かせください。

教育長（安中長市君） 今、小野澤委員が中学校のプールのお話をしていただきました

が、渡邊議員の一般質問の中でプールのことが出ていたと思うのですが、すみませ

ん、きちんとした記憶がないのですけれども、その管理方法として直すとか、加茂

市のほうのプールを使うという考え方もあるというようなお話をさせてもらったと

記憶しております。それで説明責任を果たしたとは思っていないのですが、そのよ

うなお話をさせてもらっています。

中学校のプールなのですけれども、やることがいっぱいありまして、学校のほう
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でやることがいっぱいあって、教えることがいっぱいあって、実質的には中学校は

２週間しかプールに入らないのです。週に２回しか体育の授業がありませんので、

雨があったり、行事があったりすると３回ぐらいしか入らないのです。３回だから

いいというわけではないのですけれども、今中学校のプール、ポンプが非常にもう

動かない状態になっていまして、性能がすごく落ちています。それを直すのに何百

万円かかかると。それを直しても、あそこの更衣室とか、トイレとか、なかなか直

し切れないと。その中で中学校と相談したら、加茂のほうのプールに行かせていた

だくほうが非常に子どもたちにとっても、学校の管理にとっても、先生方にとって

も大変好都合であるというお話を受けて、中学校と相談をさせていただいて、まず

はやってみようと。来年やってみようと。もしやった中でまた問題が起きれば考え

ていかなければいけないのですけれども、来年度は加茂のほうのプールを使わせて

いただければありがたいなと思っています。

それから、ＰＴＡにもですけれども、ＰＴＡのほうも全員に話はしていないので

すが、ＰＴＡの会長を含めた役員の方には、お話が行っているのではないかなと思

っています。中学校のほうの保護者の説明は中学校の先生にお任せしてあるのです

が、この話が出た９月、10月頃からそのように中学校のほうにはお話しさせていた

だいています。

１番（小野澤健一君） 使うのが１回だから、２回だからとかというのは、言われたよ

。 、 。うに全く関係ないですよね 私が言ったように 義務教育の社会教育施設ですよと

そこが一番問題なわけではないですか。例えば今までプールがないから新しくプー

ル造るのではない。要は、今に至ったのは、今まで保存してこなかったからそうな

った。それこそ教育長が校長先生だったときからそんな状況だったのではないので

すか。やるべきものをやらないで、この期に及んで自分らの責任を棚上げにして、

いや、こんな状況だから加茂市のプールに行きます、こんなの通用するわけないで

はないですか。やるべきことをちゃんとやっていない。町民体育館と同じだ。何度

も言っているように、学校の教育施設でしょう。市民プールに行ってみて、また不

都合があったら何とかします、そうではなくて、なぜ正々堂々とそれを修繕をする

ような考え方に至らなかったのか。ろ過器を替えなければ駄目だというのはいつ分

かったのですか、大体。

教育長（安中長市君） ろ過器が大変苦しくなったというのは、この夏です。その前ま

でも調子悪かったのですが、何とか機能は果たしておったのですが、この夏動かし

てみて、ろ過する力が大変落ちていると、このままでは使えないというのは今年の
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夏分かりました。

１番（小野澤健一君） では、そういうので見積りを取って幾らかかるということで、

それこそ11月ぐらいだったらまちづくり財政計画の中に正々堂々と入れればいいで

。 。 、はないですか 財政当局と 財政当局に例えばこれだけの金がかかるのだけれども

直したいのだけれどもと、いや、そんなお金ないから駄目だと、こう言われたわけ

ではないのでしょう。そういったものを正々堂々と予算要求もしないで、安直に加

茂の市民プールに行きますなんて、そんなわけにいかないのだって。だって、施設

を管理しているのはあなたたちでしょうが。それを全く不問に付して何を言ってい

る。ましてや我々議員とのコンセンサスも取られていない、その中でぺろっと予算

計上するなんてことあり得るのですか。やるべきものをちゃんとやらないで、要は

頭下げるのが嫌だ、いや、面倒くさいの嫌だ、安直にやろうなんて、そんなばかな

話できない。だから、何度も言っているように、現役の中学生だけのものではない

ということです。そういったものをあまりにも手続をちゃんと踏まずに何でそうい

う発想になるのか分からない。それがぽろっと出てしまう。大体こういう発想した

のというのはどなたなの。今の中学のプール直すの金がかかるから加茂の市民プー

ル使ったほうがいいやと、これを発想した人ってどなたなのですか。

教育長（安中長市君） 去年、去年ですから今年度ですね、羽生田小学校のプールの状

態が大変悪くて、一度田上小学校で両方やってみようというような意見が去年出ま

した。そのときにも加茂のプールのほうもあるなというような話を学校とさせても

らいました。誰の発案というよりも、一つの選択肢ということで学校も考えました

し、教育委員会も考えました。でも、田上のほうでやってみようということでやっ

てみたのですけれども、小学生ということもあって、少し着替えなんかに手間がか

かって、小学校では無理だったのだねということで、羽生田小学校は来年度自分の

ところでやります。中学校は、中学生ですし、学校と相談しながら、１つは、あそ

こが一般の道路に面しているということも１つあるのです。あそこで中学生が水着

、 、 、になって泳ぐことに対して あそこ誰でも通れますので 非常に抵抗をしています

生徒が。東京ですと、あそこに塀を造ります。でも、そこまでしてやるのも難しい

なということで、生徒たちの動きを考えると、プールのほうが子どもにとっても、

それから学校の管理にとってもいいというご意見をいただいてこのような考えに至

りました。

１番（小野澤健一君） 道路から見えるのであればフェンスやればいいだけの話なので

す。では、違う聞き方をすると、なぜ我々議員とこういった議論をしないで予算計
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。 。 。上したのですか しなくてもいいと思う根拠は何ですか それをお聞かせください

教育長（安中長市君） きちんと説明してくればよかったなと思っておるのですが、来

年加茂のプールのほうを使ってみて、それが大変子どもたちにとってもいいことだ

ということになれば、そのまま使うこともできますし、なかなか羽生田小が田上小

に行ったようにうまくいかないということもあるかもしれません。その場合はまた

検討ができるという余地もあるのかなと思って、そのように考えました。未来永劫

田上中学校のプールが使えなくなるわけではなく、１年放っておきますから少し汚

れるかもしれませんけれども、きちんと直していけば多分全部で1,000万円ぐらい

かかるかもしれませんけれども、使えるようにまた再来年なると思っています。

委員長（渡邊勝 君） 今ほど小野澤委員のほうから、先ほど議員となぜ議論しなかっ

たという回答がまだ来ていませんので、お願いします。

教育長（安中長市君） 今、説明させていただいたとおり、きちんとどこかでご説明し

てくればよかったと思っておるのですが、今になってしまっているということが１

つ。

それからもう一つは、潰してしまうわけではないので、いや、これとてもプール

に行くのは難しいねということになれば、またプールの再開もできるのではないか

なと思っています。

１番（小野澤健一君） 的確に質問に答えてもらわないと、またどんどん、どんどん時

間がかかる。私は、なぜ議会と協議をしなかったのですかと、こう聞いている。し

なくていいと思った根拠は何ですかと、こう聞いている。それについて全然答えて

いないではないですか。要は、議員なんて言うと面倒くさいから言わないとか、そ

ういうこと。それが理由。決して閉めるわけではありませんけれども、また加茂が

不都合だったら田上に戻ってきてやります。田上にプールがあるのに何で加茂に行

かなければ駄目なの、そもそもが。今直せばいいではないですか。今1,000万円ほ

、 。 。どかかると言って 見積りは出したのですか 1,000万円ほどかかると言ったのは

まず、一番初めの質問に答えてください。なぜ議会側にこういった修繕計画等の事

前の協議をしなかったのか。しなくていいと思った根拠は何なのか。まず、一番初

めの質問、これ２つ答えてください。

教育長（安中長市君） 田上中学校のプールが大変状態が悪く、加茂のプールを使って

みたいなという考え方が教育委員会と中学校であって、それが返ってきたものです

、 、ので 閉めてしまって再来年度からもう絶対使わないとかということではないので

私どもの裁量の中でやれるのかなと思いました。この考えが甘かったら大変申し訳
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ございませんでした。

１番（小野澤健一君） では、１つずつ。なぜ議会にそういった話をしなかったのです

か。１つずつ聞きましょう。なぜですか。すみませんではなくて、しなかった理由

を聞いているのですから。教育委員会とどこかが決めた、それはそれで決めたので

しょうけれども、なぜ議会、我々議員に対してそういったものは説明をしなくてい

。 。 、 、 、いと思ったわけですよね していないのだから 片や 私は 義務教育の教育施設

いわゆる町民共有の大切な財産の行く末を決めるものについて、議会に対して諮っ

てコンセンサスを得るのは当たり前だと思っている。それをあえてしなかった。な

ぜということを聞いているわけです。

（ ） 、 、教育長 安中長市君 同じお答えになってしまうのですが 先ほど言いましたように

教育委員会の裁量の中でできると私が判断しました。その判断が間違っていたら大

変申し訳ございません。

１番（小野澤健一君） 副町長にお聞きをする。こういったものというのは教育委員会

が単独で決めていいものだというふうにお考えですか。

副町長（吉澤深雪君） すみません、こういうものというのは予算の話でしょうか。

１番（小野澤健一君） 今教育長と話をしていて、なぜ議会に説明をしなかったか、こ

ういう話をしていたわけです。その話の流れの中で副町長に話を向けている。だか

ら、その話です。こういった義務教育の社会教育施設の在り方、あるいは修繕の仕

、 。方云々 実質的にはプールは取りあえずは今年だったら今年閉めるような形になる

そういった重大なものを議会に対して報告をしなくていいと思うのでしょうか、副

町長いかがですかと、こういうことを聞いているわけです。

副町長（吉澤深雪君） この件に関しては、予算編成の中で財政と含めて協議をしてき

たと。その中で、執行の考えとしては、学校管理運営の一環であり、プール自体を

なくすのでなくて、その代替措置をするということで判断したと。それについて、

特に学校管理運営の一つであるから、あえて議会にまで協議、事前にすることでも

なく、予算委員会でお話しすればいいのかなというふうに判断いたしました。

１番（小野澤健一君） 全く問題にならぬ。であれば、逆に修繕計画見せてください。

修繕計画。行き当たりばったりで、ああします、こうします、修繕計画見せてくだ

さい。いついつどういうふうにやるのか。そもそも、さっきも言ったようにプール

の授業が終わってからいろいろ点検する時間があって、それこそまちづくり財政計

画等に間に合うスケジュールがあったにもかかわらず、それをやったかどうか分か

らない。見積書の日付がいつになっているのかよく分からないし、どういう程度の
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見積りを出したのか、そこまで分からないというのも、教育委員会の中でやれるよ

うなそんな話ではないでしょう、これ。学校のガラスが壊れましたなんていうのと

訳が違う。それを副町長もそういうお考えであれば、大きな間違いだと私は思う。

たかが15万9,000円だといっても、こんなの賛成できるわけないではないかと私は

思います。町民をばかにされているのではないのか。義務教育の教育施設というの

、 。はどれだけ尊いものかというのはよくご存じなのかどうなのか そこまで問いたい

羽生田小学校については、プールの何か修繕やるのでしょう。予算書見ると。去年

は、いや、やらないとか、やるとかと言っている割に。だから、プールに対してど

ういうもの、あるいは大きな修繕に関してはどういう計画で、どういう形でやるの

か、こういったものを明記をしない中で、ああでもない、こうでもないという、そ

んな議論ありますか。まさに議会というか、全協あるいは所管事務調査にかける項

目ですよ、こんなの。かけないで、とっととっとと財政当局と話し合って、本当に

財政当局と話し合ったのですか、これ。あれだったら今財政担当呼んできて話聞か

。 。 、 。 、せてください どこまで話をしたのか 今副町長 されたと言った 総務課行って

財政担当の渡辺君でも連れてきて、総務課長でもいいけれども、ここで教えてくだ

さい、どういう話合いをしたのか。副町長。連れてきて財政担当とどういう話をし

たのか、そこまで教えてください。

副町長（吉澤深雪君） 委員長が財政担当を呼び出すことが必要という場合には、今呼

び出した上でお話しいたします。

委員長（渡邊勝 君） お願いします。

（いや、委員長、ちょっと話整理してください。争点を。

争点ちょっと整理してくださいよの声あり）

委員長（渡邊勝 君） ここで暫時休憩いたします。

午後１時５１分 休 憩

午後２時０８分 再 開

委員長（渡邊勝 君） 時間前ですけれども、休憩前に引き続き会議を開きます。

それで、私のほうからですけれども、これから今回の流れを教育委員会から説明

していただきますとともに、皆さんにお諮りします。先ほども話がありましたよう

、 、 。に 財政担当も同席してもらいたいですけれども 皆さんのご意見どうでしょうか

この件について。今教育委員会から話を聞いてからにしましょうか。それでいいで

すか。
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（はいの声あり）

教育委員会事務局長（小林 亨君） 今回のプールの件でございますが、令和４年度の

予算要求に当たりまして、こちらのほうで夏頃までプールを実施した際の不具合が

何点かございましたので、それに対して見積りを徴しまして、今内容といたしまし

ては、プールのろ過器の修繕、それから漏水があったということで給水管の修繕、

それからプールの脇の排水管、排水路でしょうか、そちらのほうの修繕が必要であ

るということで、プール修繕に関しましてはこの３点の見積りを取りまして、当初

予算のほうに全て上げさせていただきました。その中で予算査定を進めている中に

おきまして、プールの運営を、ではどうやっていこうかというふうな話で学校と協

議していく中で、加茂市のプールを使うという選択肢が１つあったものですから、

そのために今回は、新年度予算に関しましては、ろ過器の修繕を除いた水漏れの関

係、それから排水の関係をこのプール周り修理をするということで、最終的な査定

の結果となったところでございます。それにつきましては、当然査定の結果という

ことで、財政のほうも当然承知しておりますし、それまでの経緯の中でプールの修

繕に関しましては最終まで残ったものでありますので、そういう形でこのプールの

修繕の関係は対応させていただいたところであります。

委員長（渡邊勝 君） 今ほど教育委員会のほうから今までの経過について説明がござ

いました。

皆さんのほうから。

（金額幾らなんだろう。この金額の声あり）

（具体的に何月何日というのが分かるかね。夏頃なんて言

われてもよく分かんない。あと、財政との交渉をもう少

し詳しく。どういう形でこういう形になったのかの声あ

り）

教育委員会事務局長（小林 亨君） まず、雨漏りの関係、それからろ過器の関係です

けれども、これ７月中に見積りのほうをいただいております。その後、配管、漏水

の関係の見積りは８月の下旬にいただいております。

（幾らなのの声あり）

教育委員会事務局長 小林 亨君 金額的な部分でいいますと ろ過器の修繕で263万（ ） 、

円、給水管の修繕で156万円、排水の修理で25万円ということで、プール全体の修

繕費として計上したものは444万4,000円という数字となっております。

１番（小野澤健一君） 大事なことなので、正確に言ってもらいたい。当初予算に計上
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したのは、ろ過器の交換、それから水道管の補修、それから水漏れ、雨漏り、何。

そこを３つ言ったのであれば３つ、もう一度正確に言って、それを見積りを出した

時期、それから金額、これをもう一度丁寧に言ってもらいたい。

教育委員会事務局長（小林 亨君） もう一度言わせていただきます。

まず ろ過器の修繕につきましては７月に見積りを徴しております 金額が263万、 。

1,000円。それから、給水管等の配管の修繕ということで、これは見積りを徴した

のが８月の末で、156万4,000円。それから、プール周りの排水路の関係、汚水、雨

、 。水の排水路になりますけれども こちらは役場のほうで設計をしたものであります

24万9,000円でございます。合計で444万4,000円の修繕費ということで当初予算の

ほう計上いたしまして、予算査定の中で最終的にろ過器の修繕を除いた金額を計上

させていただいております。

１番（小野澤健一君） 具体的にもっと詳しく言ってください。その３つを要求をして

いって、財政当局はどういう理由でろ過器を外したのかということです。だって、

ろ過器をやらなくて２つを予算計上したわけでしょう。財政はどういう理由でろ過

器を予算計上を認めなかったのか。あるいは、その認めなかったことに対して、教

育委員会はどうしてもプールを直すためにこれが必要なのだということを強く言っ

たのか、言わないのか、これを教えてください。

教育委員会事務局長（小林 亨君） 当然こちらの修繕費に関しましては予算要求いた

しまして、当然修繕費、金額もかさむものでありますので、最終的にこれは町長査

定まで行きますということで判断されたものであります。それで、その間に教育委

員会のほうで学校と協議をいたしまして、加茂市の市民プールを使うという方向づ

、 、けはある程度学校のほうと協議したものですから ではプール使わないのであれば

ろ過器の関係は今年度計上しないで、ただ給水管については、プールの水の入替え

が当然ありますので、そこで漏水してもまた困りますので、そこは直そうというこ

とで、そこは予算計上のままのっていますし、排水路についてもここ非常に状況が

悪かったので、それも、では直そうということで、その２つは直して、あくまでも

ろ過器に関しては先送りしようと、先送りといいますか、今回は見送ろうというこ

とで……

（なぜの声あり）

教育委員会事務局長（小林 亨君） 加茂市のプールを使いたいということで学校と協

議ができましたので、そこで要はろ過器を修繕する形は延ばそうということで。

（要は自分らの意思で取り下げたと、こういうことだね。
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教育委員会のねの声あり）

教育委員会事務局長（小林 亨君） これに関しては、いろいろ予算の中でここの部分

どうしようかということで財政と協議の上、全体的に見た……学校関係だけではな

くて、教育委員会関係予算の全体的な圧縮を求められているという部分もございま

したし、プールの活用方法も来年はこうしたいというものがございましたので、圧

、 。縮できるところとして このろ過器の部分を計上から外したというものであります

１番（小野澤健一君） 教育委員会って何か質問に対して的確に答えないのが習慣にな

ているのかどうか分からないけれども、私は自らが取り下げたのかどうなのかとい

うことを聞いている。自らが。だって、３つ要求したのでしょう。そして、ろ過器

がどうのこうのって、自ら財政当局と話合いをする中で自分で取り下げたのではな

いのですかと。今の状況から察するとそういうふうに取るのだけれども。財政当局

はこんな260万円も金出されないと、こういうことを言われたわけではないのでし

ょう。それと、自分から教育委員会が自ら取り下げたのかどうなのか、それだけ聞

きます。

教育委員会事務局長（小林 亨君） 最終的には、圧縮できる部分として教育委員会の

ほうでこちらを下げました。

１番（小野澤健一君） であれば、本来何のために上げたのですか。プールを直そうと

して上げたのでしょう。なのに自分から勝手にそれを取り下げる。これは、財政当

局と交渉したのではなくて、自分から取り下げただけではない。ますます何か私は

問題だろうと思うの。上げていれば財政当局は分かったよと言ってくれたかもしれ

ない。町長サイドまで、町長がしようがないでしょうと、こう言ってくれるかもし

れない。そういった最後のものまでやらないで、途中で取り下げておいてその説明

もやらない、議員に何もしないで予算に計上して、予算のこんな時間がないような

中でぺろっと話をする、おかしいではないですか。修繕計画というものを立てなけ

れば駄目なのでしょう、本来は。そもそもの要は安直に隣の加茂市に行けば安いか

ら、それで済むのだ、そんなわけにいかないでしょう。何度も何度も言っているよ

うに、義務教育の教育資産です。教育財産です。それを管理するのが教育委員会で

しょうが。その教育委員会が自ら自分の任務を放棄しているのと同じではない。さ

っきも言ったように財政当局となんて交渉していない。財政当局は、予算圧縮の中

でこれ削れと言ったわけではないでしょう。何を勘違いしている。やらなければな

らないものは、どんなに予算が圧縮していようがやらなければ駄目に決まっている

ではないですか。もし財政当局がこういうところまで予算を削れと言ったのであれ
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ば、それも問題だ。自分らの都合のいいように解釈をしないでもらいたい。したが

って、もう一度我々議員に対して、このプールの今後の行く末、どういう計画でど

うするのか、全協だったら全協、その前に所管事務調査なら所管事務調査、そこを

経由した中でやるべきだろうと私は思います。

教育長（安中長市君） 同じ説明になって大変申し訳ございませんが、プールそのもの

はずっとこれから廃止になるわけではないので、今年は取りあえずその２つの修繕

をして、来年度加茂のほうのプールに行かせていただいた中で、また考えさせてい

ただきたいと思います。議員の皆様に説明しなかったのは、教育委員会と学校と相

、 。談した中で 自分たちで判断をしてやっていいというふうに私が判断したからです

13番（髙橋秀昌君） まず、伺っておきたいのですが、ろ過器はこの前入れたのは、い

つ入れたのですか。

教育委員会事務局長（小林 亨君） ろ過器の関係でございますが、調べてみないと分

からないのですけれども、ろ過器本体というよりは、ろ過材の入替えというのが主

な内容になってくるかと思います。

13番（髙橋秀昌君） ろ過器そのものが今不具合なのでしょう。５年前に入れて不具合

になっているの。もっと前なのでしょう。そうすると、これ大事な捉え方は、教育

長は年間に２週間しか使っていないのですと、あまり利用していないのですという

ことを冒頭言いましたよね。新潟県の場合は夏が来るのが遅くて、早く秋が来ます

から、実際にはそんなにいっぱい使えないというのは当然のことなのです。しかし

ながら、小学校も中学校も義務教育課程における施設なのだから、ろ過器の具合が

悪くなればプールが使えないというのは普通素人でも分かりますよね。つまり日頃

の管理システムが極めて弱いと、こう指摘しておきたいのです。いいですか。つま

、 。り教育委員会は 学校教育そのものに対してあれこれ指図する立場ではないのです

学校の学校教育を、環境をどう整えるかが主な仕事です。それ以外もいっぱいあり

ますけれども。佐野町長の性格からすれば、町長、絶対要るのですと言ったら、い

やいや、ろ過器なんて勘弁してくれやと言う、この人タイプではない、はっきり言

って。失礼な言い方だけれども。子どもたちにとってどうしても必要ならやむを得

ないでしょうと、財政何とかしろというのが長の立場だと思うのです。そこを教育

委員会が気を回して、どうせ１年間に２週間程度しか使っていないのだから、まあ

いいでしょうみたいなことをやったという、そもそものスタンスが私間違っている

と思います。それで、教育長は先ほどの答弁で、今年１年間だけだからそうしてお

いて、来年また考えると言ったが、私そうしないほうがいいと思う。もし可能なら
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新年度に、もう既に見積りを取っているのですから、財政当局と、あるいは町長と

相談をして、あと263万円出せばやれるのですから、子どもたちのためにちゃんと

した施設を用意する必要があると思います。

それからもう一つは、ここに入っていませんが、何かよく休憩室で女の子はそう

いう自分の水着姿見られたくないというのだから、それは見られないように仕切れ

ばいいではないか。そんなのに100万円かかろうがいいではないですか。それで、

実際に恐らく今の段階だと水泳クラブないのでしょう。昔はあったのです。こうや

ってちゃんとした施設で子どもたちが大いに、水泳クラブもつくって、それやれる

と、そういう環境を整えてやることが教育委員会の仕事だと思うのです。ぜひこれ

を何とかするというその方針を明確にすべきだと。そうでないと結局何しているの

、 。 、だと そういうことになりますでしょう そこのところをひとつ新年度で研究して

検討するという答えいただきたいと思います。それ１点だけ。どうですか。

教育長（安中長市君） 先ほど３点直せばという話、３点の修繕というふうに言ったの

ですが、小野澤委員もご指摘のとおり、トイレもとても使えない状態、それから更

衣室もなかなか使えない状態。あそこのトイレとか更衣室の屋根がもう大分ひどく

て、今どれぐらいかかるのかなと見積りを取っている段階なのですけれども、そう

いうふうに考えていきますと、とてもさっき言った四百何十万円ではなかなか、あ

そこを中学生に使わせていくというのは大変難しいなというふうに思っています。

髙橋委員がそういうふうにお話しされたので、また中学校と検討はしてみますが、

私は、申し訳ないですけれども、加茂のほうのプールを１年間使わせていただきた

いなと思っています。

13番（髙橋秀昌君） 更衣室も駄目、それからトイレも駄目、誰の責任なの。議会の責

任。町長の責任。それ管理する側でしょう。教育委員会でしょう。それを自慢げに

言うべきではないのです。申し訳なく言わなければ駄目なのです。そうでしょう。

そうすると、全体かかると、もしかすると2,000万円もかかるかもしれないという

なら、それはそれで今までやるべきことをしてこないのですから、そしてプールを

動かせないということになれば、実際に学校教育そのものに支障を来すわけでしょ

う。だとしたら、そこは町長に、町長、あともう2,000万円かかるのだから何とか

してくれと言うのが教育委員会の立場でしょう。町は銭がないわけではないよ。十

分あるのですが、町が減らせと言ったからそれに従うというのは、それは子どもに

我慢を強いるということでしょう。そこのところを見るべきだと思います。

次に移ります。この議論ばかりしていると時間かかるので。私のほうは今回……
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（何事か声あり）

13番（髙橋秀昌君） 同じこと言うな。では、言ってください。

教育長（安中長市君） 捉え方の違いかもしれませんが、今学校のほう、水泳部もござ

いませんし、先ほど言いましたように２週間ほどしか中学校使っていません。その

中で加茂のプールを使うほうが生徒にとってもありがたいしと。生徒は、その話を

したら、みんな加茂に行きたいと言っておりますので。

（何事か声あり）

教育長（安中長市君） 生徒もそれのほうがいいと。先生方もそちらのほうが管理的に

すごくいいと。きれいなプールで、バスに乗っていくことになるのですけれども、

そのほうがいいという中で私は判断してきたのですが、今髙橋委員がおっしゃられ

たことがあって、新年度になったらまた教育委員会のほうで相談させていただきま

す。

13番（髙橋秀昌君） いいですか、教育長、あなたは子どもたちも学校も加茂のプール

の新しいのがいいと言っているからいいのだという論理なのです。では、あなたの

、 。論理でいえば 田上中学校のプールは使わないでもいいということになるでしょう

要らないよという理屈になるのです。そういうふうに言っていることの重大さを自

覚してほしいのです。つまり悪く言えば、こうなることを待って放置をしておいて

……

（何事か声あり）

13番（髙橋秀昌君） いやいや、悪く言えばそうですよ。放置をしておいて、子どもた

ちが喜ぶ、学校長も喜ぶ、加茂の市民プールを利用する方向に持っていったと言わ

れても仕方ないのです。違うでしょう、本当は。だとすれば、そんな発言してはい

けないのです。田上中学のプールが貧弱で、子どもたちがよそに行ったほうがいい

と思うということは、それだけ貧弱なのだから、貧弱でないプールを考えればいい

ではないですか。あのプール全部入れ替えねば駄目ではないのでしょう。周りの施

設や見えないようにするとか、それから様々な着替えをする場所とか、雨漏りを直

。 、すということでしょう そういうことはあなた方の管理責任を問われることだから

自分たちの管理がまずかったということを明確にした上で、予算要求をしていくと

いうのが筋ではありませんか。

教育長（安中長市君） 髙橋委員がおっしゃるように、管理がしっかりしていませんで

。 。 、 、した 大変申し訳ございませんでした １つだけ付け加えると ポンプに関しては

毎年始める前に業者にきちんと見ていただいてやってきたのですが、寿命が来たと
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いうことだろうと思っています。新年度になりましたら、今髙橋委員がおっしゃっ

たことも含めて検討させていただきます。

委員長（渡邊勝 君） 今ほど教育長のほうから話がありました。新年度になったら早

急に検討してくれということで、検討されたら議会側のほうに説明をしていただき

たいと思います。

１番（小野澤健一君） 私、これについて教育長とかお話を聞きましたけれども、町長

はどうお考えなのか、これ総括質疑に上げたいというふうに思いますので、よろし

くお願いします。

６番（中野和美君） 私も十数年ほど前にＰＴＡの役員だったわけなので、そのときの

現状をお伝えしますと、もうそのとき既にろ過器、とんでもない、ろ過ができない

装置だとして中学校のＰＴＡの中でも問題になっていました。だから、今の教育委

員会だけのせいではないと私は思うのですけれども、それでそのとき中学校はもう

既にろ過器がとんでもない状態だったということをまずお伝えするのと。あとその

とき小学校もスイミングの大会のときに小学校のある校長先生、そのときの校長先

生がおっしゃっていたのですが、東京のほうではもう水泳授業というのはリスクが

高過ぎる。どんどん水泳の授業がなくなってきているのだというふうに言っていま

した。授業自体も本当はなくしていければいいのだがなと新しく新任されてきた先

生はおっしゃっていました。今、教育委員会ではそういう話はどういうふうに伝え

聞いているのか教えてください。だから、プールの授業をなくしていこうという方

向に今なってきているという話を聞いているので、それはもう十数年前に聞いてい

たので、今どんな状況なのか。

教育長（安中長市君） この問題に関しては、ちょうど去年までいた中学校の校長は水

泳の専門家でいられますので、私も元、本当にかじっただけですが、田上中学校の

水泳部を６年間持っていましたので、水泳をまるっきり中学生がしないというのは

ないとは思っています。でも、ただどういう形でやれば一番いいのかなと今考えて

いるということです。

６番（中野和美君） 教育長がそういうふうに水泳をもうやめたいという気持ちでない

のであれば、これ誰が修繕するのに議会からは文句は出ないと思うので、どんどん

自信を持って進めて、新年度の予算にでも進めていただければいいのではないかな

と思います。

以上です。

13番（髙橋秀昌君） では、プールのやめて、次、本当は聞きたかった就学援助の制度
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のことについて伺いたいと思います。

私、12月議会は入院のために欠席したのですが、締切日前でしたので、安中教育

長宛てに質問書を出しておきました。その答弁書も頂いて、読んでみました。そう

したら随分改善するという方向で検討しているということが分かりまして、今日の

資料を頂いたもので見ますと、合計の生徒数が698人で、そのうち田上小、羽生田

小、田上中学の準要保護者、就学援助を受けている人が42人ということで、これを

698人分の42で割ると6.1％の子どもたちが就学援助を受けていることになっている

のですが、これで大体間違いないでしょうか。

教育委員会事務局長（小林 亨君） 今ほどの質問ですけれども、髙橋委員がおっしゃ

るのが、今令和４年度の予定数といいますか、計上した数字ではじいたもので、実

際の申請受付がこれからになりますので、実数としては今、令和４年度何人になる

かというのははっきりしないところであります。今実数として出ておりますのが、

今日お配りした資料の33人というものが今現在の数字ですので、率としては今もう

少し落ちるような状態となっております。

13番（髙橋秀昌君） それで、前進しているなと思ったのですが、私、就学援助の役場

の例規集を調べたら、例規集に載っていないのです。載っているのだ。

（載っているの声あり）

13番（髙橋秀昌君） いや、ないだろう。ところが、役場の子育てのホームページには

ちゃんと条件書いてある。条件はここに書いてあるが、例規集に載っていないとい

うのは異常なのだ。そういうところは例規集を準備する必要があるということを一

つ指摘しておきたいと思います。

それから、もう一つの重大なことは、これはホームページによる認定要件が10個

あるのですが、１つは生活保護の停止したもの、町民税が非課税なもの、減免され

たもの等、全部で９あって、最後のがその他特別な理由があって生活が大変な子、

こうなっているのですが、この基準は変えていないのだよね、令和２年から。変え

ていなくて、対象の子どもたちが増えるということは、答弁書に書いてあるように

周知を何度もやった、そのことによって申請が増えてきた、それ以外に変化はない

というふうに捉えていいですか。

教育委員会事務局長（小林 亨君） 今ほどのご質問ですが、確かに周知の回数を増や

、 、 、したことによって 僅かですけれども 人数は増えてきているということですので

その周知の効果があったものと考えております。

13番（髙橋秀昌君） 基準を変えていなくて、周知回数を増やしたことよって、ぐうっ
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と増えてきた。かつては、令和２年の段階では3.6％程度で、新潟県の中で最下位

クラスだったのです。それが単純に今５％になりましたので、津南町並みの基準に

なっている。実際に津南町の要件と田上町の要件を見ると、何かあまり変わらない

のだ。ほとんどの自治体が。だとすると、周知によって、対象者が今まで、自分も

対象だったけれども、知らないままにいたか、もう一つは全体として生活苦が広が

っているか、この２つの中の一つだなと捉えるべきではないかと思っているのです

が、この点いかがでしょう。

教育委員会事務局長（小林 亨君） こちらのほうの申請の関係、申請を受け付けて初

めて中身を確認した上でないと何とも分からないところですけれども、今現在……

（いや、新年度の話ではなくて、過年度でいいですよの声

あり）

教育委員会事務局長（小林 亨君） 過年度であっても、一応申請が出たものに関しま

しては全て認定しておりますので、大体その要件に当てはまった人に関して認定を

しているということで、実際それ以外の人がどういう状況にあるかというのは分か

りませんけれども、認定申請の上がった人に関しては、全て認定要件に当てはまっ

ていたというところでございます。

13番（髙橋秀昌君） 答弁書では、このように推移していくと、昨年の12月の段階ね、

、 。生活保護世帯の1.3倍の水準よりもっと高くなるのではないかと こう見ています

さらに、それだけではなくて、もっともう少し支援が広がるように保健福祉課とも

協議をして検討していきたいと答えているが、これについてはちゃんと令和４年度

もきちっとその方向でいくということを確認したいのですが、よろしいですね。

教育委員会事務局長（小林 亨君） 今おっしゃるように、当然保健福祉課のほうでの

児童扶養手当の申請がありますので、そちらの担当のほうと連携しながら対応して

いきたいと考えております。

13番（髙橋秀昌君） ぜひ、その方向で積極的に取り組んでもらいたいと思います。町

長かわいそうなのだけれども、昔は国がちゃんと補助金みたいな形で出していたの

だ。負担金で。ところが、ある年から交付税算入になってしまったものだから、全

国的に交付税算入になったら、どんどん、どんどん補助率を下げていくという現象

が起こったのです。でも、そういう中で田上町は逆に補助率を上げているのです。

結果としては上がっていると。これは町長自身が誇りに思っていい中身だというふ

うに思います。

次に、伺いたいのですが、田上町は新潟県の中で唯一とは言わないけれども、２



- 251 -

つの自治体で入学前補助がないのですが、今回は入学前補助を出そうという考え方

ですか。この点はどのぐらいまで準備していますか。

教育委員会事務局長（小林 亨君） 入学の給付の関係ですけれども、令和４年度は間

に合いませんでしたが、令和５年度の実施に向けて今検討中でございますので、よ

ろしくお願いします。

13番（髙橋秀昌君） あなたこれ12月の答弁で入学前支給をやるのだという報告を出し

ているのですよ。やらなければならない、そういうときは。ただ、いろんな複雑な

事情があるとすれば、一定の経験積まなければ駄目なので、了解しますが、なぜか

というと入学するときいろいろ親御さんたち金かかるらしいのだ。少しでも支援し

てもらえると助かるという声がありますので、事務が忙しいからと言わないで、親

御さんの立場に立って、取りあえず支給するという方法もありますので、ぜひやっ

ていただきたい。

それで、今すぐでなくて結構ですから、田上町の場合、実際にどういう内容でど

ういう支給をしているのか、そこら辺を一覧にしたものを全議員に提出していただ

きたいと思います。令和３年で結構です。よろしくお願いします。

、 、 、それからもう一つ 教育委員会の議事録について やりますと書いてあるのだが

この令和４年度のを見ると議事録も見つからなかったのだけれども、どこかに書い

てありましたら言ってください。

教育委員会事務局長（小林 亨君） 教育委員会議事録の公表につきましては、令和４

年４月分から公開をしたいということでお話をしていたかと思いますので、令和４

年４月分に関して７月頃の公表という形で、時間かかりますけれども、そういう形

で進めていく今計画でございます。

（予算書に見つけられなかった。書いていないの声あり）

教育委員会事務局長（小林 亨君） 予算書には、特に予算上げておりません。

13番（髙橋秀昌君） 上げていないとなると、あなたが自分で作って、３か月かけて出

すということになりますよね。私、悪いけれども、今の時代に３か月というのは、

。 。 。議会では次の議会でしょう 遅過ぎるって 金かけないで書くという努力は認める

認めるけれども、それは今やってようやく３か月で出ると。年に何回も出ないわけ

でしょう。月例は月１回でしょう。ただ、どのくらいの時間かかってやっているの

か分からないけれども、恐らく１時間程度ではないかなと想像しているのですが、

もっといっぱいですか。半日かかる。２時間。だとすれば、それ３か月かけて出す

というのは、もう少し文明の利器を使って、自力でやるのは結構だけれども、せめ
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て１か月半後には出せるというふうな努力をしてもらいたいと。いかがでしょう。

教育委員会事務局長（小林 亨君） 可能な限り早く出せるような形で努力をしたいと

思いますので、よろしくお願いします。

13番（髙橋秀昌君） ぜひこの点は、公表ってすごく大事なことなので、もちろん個人

名を出せなんて言っていませんので、中身が誰もが分かるように出すことを強く求

めて教育委員会に対する質疑を終わります。

委員長（渡邊勝 君） 資料の提出をよろしくお願いします。

教育長（安中長市君） 今の教育委員会の議事録に関しては、１か月半ではできるかど

、 。 、うか分かりませんが なるべく早く出したいと思っています 内容につきましては

２時間なのですけれども、実際に公表できるものとできないものがどうしてもあり

ますので、その中できちんと分けて、なるべく外に出せるものはしっかり出してい

きたいと思います。

７番（今井幸代君） 今ほど髙橋委員のほうから要保護の就学援助に関してご質疑あっ

たのですけれども、重要なのは対象となる項目だというふうにも思っています。周

知の回数を増やしてきた、周知文書の分かりやすさというのも重要かと思いますの

で、周知文書の分かりやすさ、そして対象の項目、今現在入っていない例えば卒業

アルバム、卒業アルバムも結構高額です、実際問題。そういった部分であったり、

修学旅行に関しても実費ではなくて、田上小学校と羽生田小学校で佐渡と会津のほ

うに行かれるのと、かかる経費は少々違いがあります。しかしながら、しっかりと

、 、補助し切れている カバーし切れているというところまではいかないわけですから

そういった項目に関してもこの低所得者支援というのは非常に重要なところだと思

、 。いますので これらに関しても併せて検討をお願いしたいなというふうに思います

すみません、質疑になるのですが、まずスクールバスに関して、道交法の改正に

よって白ナンバーのドライバーの皆さんたち、要はスクールバスの運転手の皆さん

、 、も民間の観光バス等のドライバーと変わらないように 例えば呼気検査であるとか

健康チェックですとか、そういったものが義務づけられるようになります。実際問

題、小学校、中学校のスクールバスの運転手たち、職員の皆さんたちが出勤する前

にもう出勤というか、出発されるわけですから、そういった部分の管理をどのよう

になさるのか、令和４年度からの対応の方法をお聞かせ願いたいなと思います。

教育委員会事務局長（小林 亨君） スクールバスのアルコールチェックの関係でござ

いますが、今現在、アルコールチェッカーのほうは用意いたしまして、それぞれ朝

運転手早いものですから、その時間帯、お互いといいますか、運転手同士で確認を
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していただいた中で、数字のほうを日報に記載をしていただくというふうなことで

今現在考えております。

７番（今井幸代君） では、４月から法改正で、アルコールチェック等の義務づけが多

分10月からですよね。それらの法改正に当たっても、滞りなくしっかりと適応した

形でできるというふうな準備が整っていると理解して大丈夫でしょうか。分かりま

した。ありがとうございます。

次に、各学校の教育用コンピューターリースが８月でリース期間が終了するとい

うことで、その後町の各学校のほうにもらい受けるという形で、そのまま視聴覚室

に設置をされる……視聴覚室にあるのですか。どういうふうになっているのかあれ

なのですけれども、単純に何が言いたいかというと、１人１台タブレットというふ

うな形になって、教育用コンピューターの使い道というのがなかなか眠りつつある

のではなかろうかというふうに思っています。例えば、リース期間終了後、地域学

習センターのほうに数台、初期化をして持って、利用者のほうに使えるようにする

とか。幼児園のほうもパソコンが足りないというような話も聞いたりもしているの

、 。 、で そういった部分に少し持っていくとか 利用の方法がいろいろあると思うので

ぜひその辺りの柔軟な対応をするべきではないかということと。実際この教育用コ

ンピューターというものが学校にどの程度利用されるものなのか、必要性があるの

かという部分なかなか、町内の学校ではないのですけれども、町外の他の学校の話

を聞いたときに、１人１台のＧＩＧＡスクールが始まってから全然使っていないの

ですというお話も聞いたりもしているので、そうなってくると、せっかくある機器

をどのように活かしていくかという部分もあるのかななんていうふうに思ったもの

ですから、その辺りうちの小学校の現状を含めて何か考え方があればお聞かせ願い

たいなと思います。

教育委員会事務局長（小林 亨君） 今ほどのご質問ですけれども、教育用コンピュー

ターということで、中学校のほうに40台、小学校のほうに各20台ずつあるわけです

けれども、中学校にあるものがノートタイプのものということで、中学校のものに

関しては今後といいますか、リース終了後、ある程度校務系、職員が使うタイプの

ものということで、何台か転用いたしまして対応したいと思っていますし、なおか

つ幼児園のほうの台数が不足しているということで、そちらにも対応ができるもの

を持っていって使いたいというふうに考えております。今現在、中学校のほうのパ

ソコンに関しては、何とか技術家庭で使いたいのだというお話もありますので、そ

れを今最終的にどうするかというのを詰めているところでございます。言うように
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１人１台端末ということで、今ほとんど使う機会的にはかなり少なくなっていると

いうようなので、１人１台端末を有効に活用していただく中で、今後対応していき

たいとは思っています。８月以降、今まで入っているソフトが今度ライセンスの関

係で使えなくなりますので、その部分は今度本当に事務用に転用していくか、一般

用に、先ほど言うように地域学習センター等に置いてという部分の使い方も検討の

一つだと思っておりますので、これから検討のほうを詰めていきたいと思っていま

す。

７番（今井幸代君） ありがとうございました。承知いたしました。よろしくお願いし

ます。

次に、学校給食の多子世帯についてお伺いしたいと思うのですけれども、様々な

子育て支援がある中で、所得制限をつけずに、こういった形で今回のコロナの対応

でやっていただいた子育て応援給付金のほうも含めて、所得制限をつけずに子育て

している皆さんをしっかりと支援していくのだというふうな姿勢は非常に評価をし

たいなというふうに思っています。その中で、町立学校というところと特別支援学

、 、 、 、校 今年度ですか から入れていただきましたけれども 田上のお子さんの中では

町外の中学校に進学されるお子さんも年間数名程度おられます。実際に小学校でお

子さん２人在学をしていましたと。そうすると、下のお子さんの場合は給食費の支

援の対象になって非常に助かっていましたと。卒業して町外の中学校に進学をする

と。そういった場合は、今まで支援を受けていた下の子というのは支援から外れる

形になりますよね。しかしながら、本来のこの制度の趣旨の目的は子育て世帯の経

済的な支援をしていこうというところですから、実際に町内で多いのは、燕の中等

のほうに行かれるお子さんであったり、新潟市内の私立の中学校に行かれるお子さ

んが多いように思いますけれども、定期代や授業料等を含めてそれぞれかかるわけ

で、経済的な支援を考えれば、その町外に行った学生たちも、例えば義務教育下の

中で在学をしていれば、支援の対象にしてしかるべきではないかなというふうに思

。 、 、うのです その辺り考え方というのは 今現在では対象にしていないですけれども

その辺り検討の余地があるのではないかなと思うのですが、その辺りいかがでしょ

う。

教育委員会事務局長（小林 亨君） 今ほどのご質問でありますが、それこそ町外の中

学校へ行かれた世帯のというような形で検討のほうを進めまして、何とか変更のほ

うができればとは思って、これから検討のほうをしてみたいと思いますので、お願

いしたいと思います。
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７番（今井幸代君） ありがとうございす。ぜひ、実施に向けた具体的な対応をお願い

したいなというふうに思います。本来であれば、同時在学にかかわらず、高校進学

、 、をするというふうになれば それもそれで距離的な部分というのはかかりますから

本来であれば同時在学という部分の枠組みを外して、２人目であれば、２人目のお

子さんという形であれば対象、３人目であればそういった形というふうに、同時在

学の本来は枠を外して拡大していければ一番いいのだろうというふうには思うので

すけれども、それらに対する考え方であったり、対象の方がどの程度やろうとする

と膨らむのかとか、もうそもそもの児童数が相当減ってきていることを考えると、

少しずつこの辺り拡大をしていっても大丈夫なのではないかなというふうにも思う

のですけれども、その辺り今後のこの制度の成長性と言うと変ですけれども、この

辺りをどのように捉えておられるか、もし教育委員会として考え方あればお聞かせ

願いたいなと思います。

教育委員会事務局長（小林 亨君） 今ほどのご質問ですけれども、非常に範囲といい

ますか、幅が広がってくるという部分もございまして、今現在の実施要綱の改正の

ときに合わせて検討した中で、検討のほう詰めていきたいと思っております。

７番（今井幸代君） せっかく保護者の方々、今コロナの影響を非常に受けておられる

保護者の方もおられる中で、給食費の支援、非常にありがたいというふうな声も聞

いております。町長ご自身、非常に力を入れてこられた政策だというふうにも理解

をしておりますので、町長はこの制度の今後の在り方ですとか、そういった部分を

どのようにお考えか、町長のお考え、総括質疑として、それではお聞かせをお願い

できればありがたいなと思います。よろしくお願いいたします。

６番（中野和美君） 私は、２点質問させていただきます。

まず、支援員の件とスクールサポートの件です。支援員なのですが、１人当たり

で計算しますと、年間151万3,700円です。これ中学校も小学校も大体一緒なのです

けれども、そうすると週34時間、１日6.8時間から７時間としますと。これほとん

ど約７時間ぐらい一日働いているわけなのですが、年収151万円にしかならない。

私たち今回３月の意見書提出で時給を上げようという話をしていたところに、この

所得では、今回また回ってきましたけれども、去年からこれ私分かるだけで、覚え

ているだけで３回目だと思うのです。支援員とスクールサポートスタッフが、働き

ませんかと一生懸命教育委員会は声をかけてくださっているのですけれども、この

金額だと結構大変だと思うのです。特に支援員、子どもたちはすごく元気なので、

サポートするのとても大変なのだそうです。体力も使うのだそうです。それで、１
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日７時間働いて、これだと苦しいかなという声を私は聞いたことがあります。この

スクールサポートに会ったら、社保にも加入しないという、雇用保険はあるけれど

も、社保には加入しないというような待遇になっています。１日４時間ですから、

ぎりぎり社保に入らなくてもいい時間といえば時間なのですけれども、こういう待

遇だと応募してこないかなと心配しています。この辺の改善がなければ先生の支援

もできないし、先生の雑務のお手伝いもできないし、とても先生が今忙しく雑務が

いっぱいあるという中で、この大事な支援員やサポートスタッフ、これが足りない

というのは本当に先生方にも申し訳ないところなのですけれども、これもうちょっ

、 、 。と改善できないのか これがぎりぎりなのか 教育委員会の意見聞かせてください

教育委員会事務局長（小林 亨君） 支援員ですけれども、特別支援の介助員というも

のを名前を変えて今支援員という形で対応しております。こちらについても単価が

事務補助と同一の単価となっておりまして、そのような形に、そのような要は金額

になります。これを改善しようとすると、結局は町全体の会計年度任用職員の単価

を見直しをしていただくことでその部分は改善につながるものと考えております。

スクールサポートスタッフについては、今ほど言いましたように県の補助事業を使

っている関係で、採用の要件として１日４時間というのが決まっておりますので、

その範囲の中で対応させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。

６番（中野和美君） ところが、これぐらいの待遇では若い人はなかなかここに、一生

懸命頑張ろうというところにはならないし、これも募集も65歳以下の方でというふ

、 、うに 一旦定年退職してからの人も可能ということにはなっているのですけれども

これはぜひ、ほかの任用職員も同じだと思います。時給900円では、その人一人が

生活できるのも、もしかしたらままならない。最低限年収200万円は最低必要だと

言われている中で151万円ですから、これは改善の余地があると思いますので、今

後検討していただきたいと思います。先生方のためにもぜひこの辺は考えていただ

きたいです。

あと、もう一つ、中学校には今卓球部ないそうなのですけれども、ないと聞いて

いるのですが、ありますか。それが卓球部がなくて、何か顧問の先生もいまいちい

い先生が就いていないということを聞いたのですけれども、そんなことはないです

か。

教育長（安中長市君） 田上中学校、卓球部あると思います。ただ、女子がない。もし

女子もできればと思うのですけれども、大会になりますと、男子の大会と女子の大

、 、会が同じ会場ではないということもあって 日頃の指導も男子と女子やっていても
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大会になると違うところに行くものですから、結局指導者がついていけないという

、 、のがあって 私が勤めていたときにも女子の卓球部がという意見もあったのですが

なかなかできませんでした。今部活の数をどうやったら減らせるかというのが各中

学校の悩みの種なのです。もう増やすということはできません。そうすると、今国

がやっている中学校の部活に関して、いろいろと今改善しようとしていますので、

その中で例えば卓球をしたい女子が田上町の中で活用ができるような機会ができれ

ばいいかなとは思っていますが、部活動としてつくるのは大変難しいかなと思って

います。

６番（中野和美君） 昔は、中学校の卓球部、大勢活動員がいたのですけれども、今は

女子の卓球部はないということで、それで話に聞いたのですが、今現役の中学生の

子で県大会に行けるようなレベルの女の子がいるそうで、ただその子がもしせっか

く県大会に出ても、田上中として出るのか、個人として出るのか、また大きな大会

に出た場合、遠征費とかそういうのは支給があるのか、その辺お聞かせくださいま

すか。

教育長（安中長市君） 大変申し訳ありません。今のこと分からないのですが、私が田

上中学校に勤めていたときは、日頃は指導できないけれども、そのときは学校の職

員、申し訳ないですけれども、卓球部の顧問ではないですけれども、つけて大会に

出していたと思います。今も多分その方向で動いてくれていると思っています。

６番（中野和美君） 今の、でも不確かな返答だったので、その辺、先生がついていっ

てくださるのか、それとも今練習も部活がないので、各地の公民館を借りて、卓球

のある公民館で練習していたりするそうなので、その辺の活動状況の支援とか、遠

征の支援とか、分かるように後でいいので教えていただきたいと思います。よろし

くお願いします。

２番（品田政敏君） 予算書150ページ、151ページで教育費支援推進事業、この中の私

立高等学校就学助成、それから大学等教育資金利子補給、この２点説明お願いしま

す。

教育委員会事務局長（小林 亨君） 私立高等学校就学助成につきましては、田上町か

ら私立高等学校に通う生徒１名に対して、年間１万2,000円を補助するという中身

になっております。

大学等教育資金の利子補給につきましては、加茂市、田上町の金融機関から教育

ローンとして借入れをしている方に対しまして、利子の一部を補給するというよう

なことでの事業でございます。
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２番（品田政敏君） もう一点、別件ですけれども、10款２項の小学校の関係なのです

が、こういう書き方しかできないのでしょうか。どちらかというと、小学校が２校

あるわけですけれども、例えば管理費、最初に田上小の管理費が出ていますね。そ

れでまた、くっついていればいいのだろうけれども、またこれの２項の中で、１目

、 、 、 、全部一緒だと思うのですが 田上小が出たり 羽生田小が出たり 田上小が出たり

羽生田小が出たりというふうになっているの、これはもうこういうものなのでしょ

うか。

教育委員会事務局長（小林 亨君） こちらの予算組みの仕方によりまして、小学校費

の中の学校管理に係る費用と教育振興に係る費用をそれぞれ１目、２目ということ

で分けている関係で、一旦田上小が出て羽生田小、次にまた田上小が出て羽生田小

というような順番で予算書がなっておりますので、これについては小学校費という

ことで出てくると今のような形で田上小、羽生田小という順番が繰り返しになるよ

うな形にはなるのですけれども、学校管理費と教育振興費ということで分かれてい

る内容でございます。

２番（品田政敏君） しようがないのであればあれですけれども、でも両校の比較がで

きるということであれば、例えば管理費は管理費の中でどちらが先かというふうな

格好で改めてもらいたいなと。要望ですが、お願いします。

９番（熊倉正治君） 大分厳しい質疑もありますが、私は教育委員会を高く評価する、

褒めておきたいと思います。それは、去年も私申し上げましたが、地域学習センタ

ーの図書費、オープンのときたしか図書費200万円だったと思います。令和２年。

ところが、令和３年は50万円。今回私が見たら200万円ということで４倍、元に戻

った形ですよね。たしかオープンのときの、教育長今でも言っていますが、蔵書３

万冊。ほとんど地域学習センターは図書館と言っても過言ではないわけですから、

本が命だと思うのです。ぜひ来年も再来年も、200万円がいいのかどうか私は分か

りませんが、この金額を維持していって、財政当局とやり合って頑張ってもらいた

いなというふうに思います。ただ、聞くところによると今は、私あまり本読まない

のですけれども、直木賞とか何かが大分評判で、ありませんかと借りに来る人がい

ると。ところが、ないのです。それで、系列図書館から借りたり、大分難儀をして

いるというふうに聞いています。そういう意味でいえば、ベストセラーなんていう

のは１冊なんて言わないで５冊も６冊も買えばいいし、そういうためにしっかり図

書は、蔵書を増やすという意味でも、整理をするためにも、どうしても図書館とし

て必要な書籍も買えないというような状況もあるようですから、ぜひ本をきちっと
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整理をして皆さんの利用に耐えるようにやってもらいたいなというふうに思いま

す。来年どうなるのか分かりませんが、蔵書を３万冊というのは、これももう予算

ついているが、５万冊でもいいのではないかと私は思いますが、どうでしょうか。

教育委員会のほうは３万冊ということで考えているのでしょうか。

教育長（安中長市君） ご評価ありがとうございました。令和２年度は100万円だった

のです。その100万円で開館するまで少し本をそろえなさいよという中で、百数十

万円のご寄附があったものですので、財政のほうから、では50万円で我慢しろと言

われて、私は大変抵抗したのですけれども、残念ながら50万円でした。でも、町長

のご判断で200万円にしていただきました。再来年も次の年も200万円でお願いした

いと、また町長にお願いしておきます。よろしくお願いします。

それから、先ほど言ったすごく評判の本、１冊ではなくて何冊もというところな

のですが、図書館のほうの本を出している側から、図書館がそうやってたくさん本

を買って置いてしまうと新刊が売れないというのもあって、なかなか難しいところ

、 、 、なのですが その中でまた事務方と相談をして １冊ではなくて２冊ぐらいだとか

そういうふうにやっていきたいと思っています。

それからもう一つ、今がらがらしていますが、３万冊入れるとぴったりになるの

です。そうすると、今度それ以上増やさないで削ることを考えていかなければいけ

ないと思っています。旧公民館から持ってきたのですけれども、本来なら、正直な

ところ、大分古くなって皆さんもあまり見ないだろうなというのを本当は処分した

かったのですが、それをすると１万冊にも満たなくなると。スタートが。というこ

とで少し古いのも入っています。まずは３万冊を目標にして、その後はその状況の

中でまた考えていきたいと思います。どうもありがとうございました。

７番（今井幸代君） 確認というか、教えていただきたいのですけれども、資料で頂い

ている12ページになるのですが、報償費で全国大会の出場褒賞はあるのですけれど

も、これってスポーツだけではなくて文化活動に対しても対象になると思うのです

が、うんうんなんて、多分それでいいのです。例えば、去年だったと思うのですけ

れども、田上小学校のＰＴＡが文部大臣賞か何かいただきましたね。ＰＴＡ活動で

受賞されたと思うのですけれども、その表彰式が東京であるというときに、こうい

った部分が私は活用できるのかなと思ったけれども、活用ができない、こういった

褒賞金はＰＴＡの団体は対象にならないということで、結果的にコロナでその表彰

式には行けなかったのですけれども、行けるというふうな形であれば、自費で会長

が表彰式に出るなら行かなければいけないというような事態になりかねないような
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話を伺ったのですけれども、例えばそういった諸団体の皆さんたちが何かそういっ

た大きな功労があって表彰するような、表彰式に出席するような場合も同様な形で

対応できるような、褒賞金等の支払いの対象にできるような、そういった部分も含

めていいのではないかなと思うのですが、その辺り考え方ぜひ検討していただきた

いなと思うのですが、いかがでしょうか。

教育委員会事務局長（小林 亨君） その部分に関しましては、補佐のほうから回答さ

せていただきますので、よろしくお願いします。

教育委員会事務局長補佐（諸橋弘樹君） 教育委員会の諸橋です。お願いします。この

全国大会の褒賞については、たしか新潟県予選ですとか、そういうのを経て全国大

会に行ったものを表彰しようということで決めてあるのです。ＰＴＡが今までそう

いう申請がなかったもので、うちらも確認したことがないのですけれども、そうい

うのに合致するかどうかというのは審査して、その上で判断になると。今の制度で

そのままで使えるのかどうかというのを検討する必要があるだろうなというふうに

思っております。

以上です。

（委員長、副委員長と交代）

委員長（渡邊勝 君） 今日配付されました資料ナンバー１のところの５ページ目と６

ページ目お聞きします。雨漏り修理というような状態で田上小学校と羽生田小学校

が載っております。私も12月の一般質問のときに田上中学校の雨漏りがしていると

いうことで教育長に尋ねたかと思いますけれども、当然３校とも雨漏りをしている

ような感じなのですけれども、今田上小学校と羽生田小学校のほうが雨漏りがひど

いということで、今回２つに絞ったか聞かせていただきたいと思います。

（ ） 、 、 、教育委員会事務局長 小林 亨君 雨漏りの関係でございますが 田上小 羽生田小

田上中学校、３校とも令和４年度実施をさせていただくことにしております。いず

れも校舎のつなぎ目のエクスパンションの部分の雨漏りの部分を少し修繕をしたい

、 、 。ということで ３校分計上させていただいておりますので よろしくお願いします

（副委員長、委員長と交代）

委員長（渡邊勝 君） ほかに質問はありませんか。

（なしの声あり）

委員長（渡邊勝 君） それでは、10款を締めさせていただきます。

ここで暫時休憩いたします。

午後３時１９分 休 憩
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午後３時２９分 再 開

委員長（渡邊勝 君） それでは、再開いたします。

今ほどお手元に地域整備課のほうから地区要望の採択状況の用紙が来ております

ので、説明をお願いいたします。

地域整備課長（時田雅之君） お疲れさまでございます。よろしくお願いします。

それでは、先週、８款の予算の説明の際に小野澤委員のほうから資料請求いただ

きました地区要望の採択状況ということで、昨年の予算委員会に配付させていただ

いた表の下に、令和４年度分ということで付け加えさせていただいて資料のほう作

成してまいりました。渡邊議員の一般質問の中でも町長から答弁していただいたよ

うに、令和４年度につきましては地域整備課分で要望数281件、採択件数81件で、

率にしまして28.8％ということでありますが、工事費の予算額が大分増えまして、

倍まではいきませんが、倍近くまで、9,213万円ということで予算計上のほうをさ

せていただいております。

説明は以上です。

委員長（渡邊勝 君） ありがとうございました。

今の質問ありませんか。

（なしの声あり）

（ ） 、 、 、委員長 渡邊勝 君 なければ これより議案第22号 下水道事業特別会計について

執行より説明をお願いいたします。

地域整備課長（時田雅之君） それでは、予算書203ページをお願いいたします。令和

４年度田上町下水道事業特別会計予算になりますが、第１条のところで歳入歳出そ

れぞれ３億2,200万円と定めるものでございます。令和３年度と比べまして800万円

の減額、率にして2.4％の減ということになってございます。

２ページはぐっていただきまして、206ページをお願いいたします。第２表の継

続費になりますけれども、令和４年度につきましては、継続事業で公営企業会計の

システムのほうの構築を図りたいということで、継続費のほうを計上させていただ

きました。こちら集排の会計と一緒になるのですが、予定としまして全体事業費

750万円を予定してございます。それで、下水道と集排と案分いたしまして、これ

面積案分になるのですが、下水道が54％で、第２表の総額に書いてあります405万

円。それから後で出てきますが、集落排水につきましては46％の事業費ということ

で345万円を予定してございます。令和４年度は全体事業の約30％、それから令和
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５年度につきましては、70％の出来形を予定してございます。

下へ行きまして、第３表、地方債になりますが、下水道資本費平準化債というこ

とで500万円。それと公営企業会計適用債ということで650万円を予定してございま

す。この資本費平準化債につきましては、また後でご説明いたしますが、令和４年

度で一応借入れ終了という予定になってございます。

それでは、歳入のほうから説明させていただきます。209ページのほうをお願い

いたします。１款分担金及び負担金、１項負担金、１目下水道事業負担金、予算額

1,000円を予定してございまして、前年度同額でございます。こちら下水道事業の

受益者負担金ということで、窓口予算になってございます。

続いて、１款２項分担金、１目下水道事業分担金、予算額1,000円を予定してご

ざいまして、前年同額でございます。こちらにつきましても受益者分担金の窓口予

算でございます。

２款使用料及び手数料、１項使用料、１目下水道使用料7,284万3,000円を予定し

ておりまして、令和３年度比で47万円の減額でございます。１節現年度使用料とい

うことで 下水道使用料7,254万8,000円 それと２節で滞納繰越分ということで29万、 。

5,000円を予定してござます。ちなみに、平均の使用料ですが、月平均20立方、こ

れ一般家庭で計算しておりますが、金額にして3,630円ということになってござい

ます。

ページをおはぐりいただきまして、210ページをお願いいたします。２款２項手

数料、１目下水道手数料、予算額6,000円を予定してございまして、前年同額でご

ざいます。こちらにつきましては、督促手数料、それから下水道の排水設備の登録

手数料ということで、前年同額を計上してございます。

続いて、３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目下水道事業費国庫補助金910万

円を予定してございまして、令和３年度と比較して850万円の減額でございます。

こちらにつきましては、ストックマネジメントの計画、今年度もやっておるのです

が、来年度、今度修繕改築計画の策定を行うということで、事業費1,820万円の２

分の１補助ということになってございます。

続いて、４款繰入金、１項繰入金、１目繰入金２億2,779万6,000円を予定してご

ざいまして、令和３年度比2,941万7,000円の増額でございます。こちらにつきまし

ては、増額の理由としまして、令和３年度につきましては消費税の還付金、返って

くるお金がございました。それらが1,874万7,000円。それから先ほど地方債のとこ

ろで触れましたが、資本費平準化債がありまして、それが1,000万円の減額があっ
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たということで、2,941万7,000円の増額となってございます。

211ページに移りまして、５款繰越金、それから６款諸収入、これらにつきまし

ては前年同額で金額変わりませんので、よろしくお願いいたします。

ページはぐっていただきまして、212ページをお願いいたします。６款諸収入で

ございますが、令和４年度につきましては1,000円、窓口予算を予定してございま

して、令和３年度比で1,874万7,000円の減額でございます。令和３年度は、ここに

消費税還付金ということで計上してございましたので、大幅な減額ということにな

ってございます。

それから、７款町債、１項町債、１目下水道事業債1,150万円を予定してござい

まして、令和３年度比で970万円の減額でございます。１節下水道資本費平準化債

につきましては、500万円を予定してございます。この資本費の平準化債というも

のにつきましては、減価償却と、それから起債の償還額の関係で差が出るというこ

とで、その差額の分を借入れできるということになってございますが、先ほど来申

し上げましたように、一応令和４年度で借入れが終了ということになってございま

す。それから、２節公営企業会計適用債650万円計上してございますが、こちら公

営企業会計移行に伴うものでありまして、充当率100％、交付税措置としまして約

２分の１を予定してございます。

それでは、歳出のほうに入らさせていただきます。213ページのほうをお願いい

たします。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費1,467万2,000円を予定し

てございまして、令和３年度比で766万1,000円の増額でございます。こちら214ペ

、 、ージにわたって経常経費を上げてありますので 説明は省略させていただきますが

760万円ほどの増額の主な理由につきましては、令和３年度は消費税の還付でござ

いましたが、214ページの上段に26節公課費ということで817万6,000円、これが令

、 、和４年度消費税納付額ということになってございますので 主な理由としましては

この消費税納付の関係によるものでございます。

それから、１款２項維持管理費、１目管渠維持費、予算額1,729万8,000円を予定

しておりまして、令和３年度比で７万3,000円の減額でございます。こちらにつき

ましても例年委託しております管渠の清掃、それから下水道台帳の作成業務委託等

、 、 。々ございますが 経常経費でございますので 説明のほう省略させていただきます

それと、215ページおはぐりいただきまして、１款２項２目処理場管理費、予算

額6,474万1,000円を予定してございまして、令和３年度比で84万3,000円の減額で

ございます。こちらにつきましても処理場の維持の関係の経常経費になります。
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、 。216ページにわたって計上してございますが 説明のほう省略させていただきます

続いて、２款下水道費、１項下水道事業費、１目下水道事業費、予算額5,797万

、 。2,000円を予定してございまして 令和３年度比で92万2,000円の減額でございます

下水道事業費の主なものとしましては、217ページの中段辺りに12節委託料という

ことで、まずは下水道の事業全体計画見直しの委託ということで1,200万円ほど。

それから公営企業会計の移行業務委託料としまして530万円。それからストックマ

ネジメント計画策定業務委託ということで1,820万円。それと継続費でも出てきま

したが、公営企業会計システム構築業務の委託としまして121万5,000円を予定して

ございます。

それから、217ページ、同じページの下段のほうになりますが、17節備品購入費

ということで183万5,000円計上してございます。下水道で使用しております庁用車

ですが、平成16年７月からリースしておりまして、18年目になります。令和４年７

月に車検が来るのですが、先回の車検時にもう車検通らないということで車屋から

お話いただいたもので、通常管理に見合う最低ラインの車両の購入を予定してござ

いますので、よろしくお願いいたします。

以下、218ページの公共下水道事業、雨水につきましても、ほとんど経常経費で

ございますが、12節委託料のところで、先ほども出てきましたが、今度は雨水の計

画見直し業務委託ということで188万円を計上してございます。

それから、３款公債費、１項公債費、１目元金、予算額１億5,073万3,000円を予

定しておりまして、令和３年度比で933万1,000円の減額でございます。こちら元金

の償還分の金額のほうを計上させていただきました。

219ページに移りまして、２目利子でございますが、予算額1,549万3,000円を予

定しており、令和３年度比で495万7,000円の減額となってございます。こちらにつ

きましても償還に対する利子の金額のほうを計上してございます。

220ページのほうに移っていただきまして、最後になりますが、４款予備費、１

項予備費、１目予備費、令和４年度につきましては、109万1,000円を予定してござ

いまして、令和３年度比で46万5,000円の増額となってございます。

簡単ではございますが、説明は以上になります。

委員長（渡邊勝 君） 説明が終わりました。

ただいま説明のありました案件について質疑に入ります。ご質疑のある方、ご発

言願います。

11番（池井 豊君） 端的に聞きます。



- 265 -

今県が発表している30市町村の下水道の普及率は、今我が田上町は何位になって

いるのかを明らかにしてもらいたいのと。それを踏まえて、この下水道の普及率を

伸ばす事業はしていないわけなのですけれども、それとの相関関係をどのように捉

えているのか聞かせてください。

地域整備課長（時田雅之君） 県が発表してございます汚水処理人口の普及率のほうで

ご回答させていただきます。県内30市町村中、田上町は下から２番目の29位でござ

います。令和２年度末の普及率の数字が58.5％となってございます。

それで、今後の下水道の汚水に係る方向性ということなのですが、私、議会の全

員協議会の中でも、個人的な思いも多少含めながら、汚水処理の整備については、

整備金額、それから整備に対する期間、それらを考えたときに非常に厳しいと思い

ますということで従来からお話しさせていただいております。それで、ただ公共水

域というものは我々地域整備課の中で必ず守っていかなければならない、要は水質

が悪化するような排水処理をしないような方策を我々で考えていかないと駄目だと

思っておりますけれども、その中で集合処理といえば下水道処理になるのですが、

整備費の観点からなかなか汚水事業を進めていくのは難しい。それとやめたという

ことになりますと、では皆さんどうしていけばいいのだという話になってきます。

特に宅地の中で合併槽を配置するスペースがないような地区の皆さん方、それと加

茂川、信濃川を挟んで反対側の保明嶋の方々、その辺の区域をどうするのだという

ことになってくるのですが、それらについては隣の加茂市、それから小規模集合処

理の関係いろいろ研究しまして、来年度から少しずつ汚水の事業計画の変更に向け

て動いていこうかなと思っております。今言えるのはそのくらいです。

11番（池井 豊君） そんな中、217ページで下水道事業全体計画見直し業務委託なん

、 、 。ていうのが 事業が出てくるわけなのですけれども これ町長の総括質疑にします

下水道処理率ワーストツーのこの状況において、これからの汚水処理、下水道とい

うより汚水処理を全体的にどのように捉えていくのかというところと、処理率アッ

プのために何をするのかというところを総括質疑したいと思います。

（ ） 、 、 、13番 髙橋秀昌君 まず 今の課長のお話からなのですが 下水道処理ということは

公共下水道だけではなくて、終末処理場もありますけれども、合併浄化槽処理も下

水道の枠の中に入っていますよね。そういう認識で今お話ししたのですか。

地域整備課長（時田雅之君） 汚水処理につきましては、含んで話をしております。

13番（髙橋秀昌君） 例えば合併処理で、個人の住宅の中で合併処理槽をつくれないと

きは、町道など公共的施設を使って、数軒による、あるいは10軒程度の合併処理槽
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というのはできるのです。だから、あなたが今言った個人の家で狭いとできないと

いうのは仁義に反するのです。ちゃんと合併浄化槽でも町道などで数軒もしくは十

数軒で共同で合併処理槽ができるのだという、そこの認識を明確にしていただきた

いと思いますが、よろしいですか。

地域整備課長（時田雅之君） そのような認識でおります。それで先ほど小規模集合処

理という言葉を出させていただきましたが、その認識は持ってございます。

13番（髙橋秀昌君） 次に移ります。

今回企業会計に移すということで、私自身が、たしか条例まで制定していなかっ

たか すごく抵抗があって ところが言うことを聞かないと公共下水道に対する50％、 、

補助しないよという、脅かしではなくて、そういう事実上の強制がされたものです

から、やむなしと考えているのですが、そこで今回の会計について伺いたいのです

が、今回消費税の還付がないよと。予算では。単純に課税売上げから課税支出を差

し引いて、ここで見ると単純な営業売上げとは書いていないけれども、利用料から

経常の料金を差し引くとプラスになるのですが、そういうことを指して納税しなけ

ればならないというふうな捉え方なのでしょうか。

地域整備課長（時田雅之君） 簡潔に申しますと、営業活動によります使用料とか、そ

れらの収入で得たもの、それが仮受消費税ということになってございます。それか

ら、資本費で要は処理場の工事の関係とか、そういったもので業者にお支払いする

お金、それから仕入れでお支払いするお金、それらが仮払消費税と言われるものに

なってございます。単純に仮払消費税から仮受消費税を引いて還付になるのか、納

付になるのかということになっているのですが、消費税の計算の中で起債の取扱い

が借りた年度は収入から控除されるということになるのですが、償還が始まると償

還額に対しまして課税扱いというような形になってございます。

（課税経費になるんだろうの声あり）

地域整備課長（時田雅之君） そうなのです。計算上複雑になるのですが、簡単に言う

と仮受消費税から仮払いを引いた分についての納付ということになります。

13番（髙橋秀昌君） 今の点は何となく理解できました。それで、私はこれらの説明さ

。 、 、れたことをもう一回説明してもらいたいのだ というのは 企業会計になった場合

当然にして国は交付を減らすのではないかと。企業会計なのだからという。今すぐ

。 。 、ではないですよ そういうふうになるのではないかという危惧がある そうすると

ではその分一般会計から、公共下水道まるで赤字ですので、出さなければならない

と。そういうことができないのではないかと言ったら、いや、そんなことないです
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よというのがあなたの答弁なのですが、ほかの市町村では企業会計にしても一般会

計から入れたものについては、課税収入と見ないで入れることができるか。それか

ら課税収入という捉え方をしなくて済むのか、この点はいかがなのでしょうか。

（ ） 、 、地域整備課長 時田雅之君 勉強不足で分かりませんので 持ち帰って研究しまして

後でご回答させていただきたいと思います。

（ ） 、 。 。13番 髙橋秀昌君 では もう少し簡単に 前に私の疑義に対して説得したでしょう

私がそんな言ったら一般会計から入れられなくなるのではないかと言ったときに、

ほかの市町村ではちゃんと何とかしていますよみたいな話があったので、その話を

もう一回してほしいのだ。

地域整備課長（時田雅之君） そうしますと、課税云々というか、一般会計からの繰入

金の話がほぼほぼだと思うのですが、それは髙橋委員からの過去の一般質問の中で

もご回答させていただきましたように、我々が今認識している分については、一応

今までの一般会計から繰入れしていただいている考え方の金額はいただけると思っ

ております。そのときに条例で一文確約を取る上で追加すればいいではないかとい

うお話もいただいていたわけですが、それらについては今後研究して、条例制定を

行う前に議員の皆様方のほうへしっかりご説明のほうをさせていただきたいと思っ

ております。

13番（髙橋秀昌君） ぜひ研究して、場合によっては条例を制定することによって堂々

と一般会計が入れられると。国の企業会計の狙いは、あくまでも水道のように一旦

水道会計にしてしまうと、一般会計を入れるのにものすごく制限あるではないです

か。消火栓関係についてはいいけれども、あとは一切駄目とか、特別な事故があっ

た、事故というか、災害があった場合はいいけれども、あと駄目とか、そういうた

ががだんだんはめられてくるのではないかと。さらに、今国の助成金があるわけだ

けれども、それは削られてくる。そういうことを危惧しているのです。でも、言う

ことを聞かないと補助金50％出さないよと言われると、やらざるを得ないという、

痛しかゆしのところなので、そこのところはぜひ研究して、今後国がいろんなこと

、 、を言ってきても町の条例でしっかり 法律に反しない限りオーケーなわけですから

そういうことは研究して、明らかになった時点で結構ですので、できるだけ早いう

ちに全議員に示せるようにしてもらいたいと思いますが、いかがでしょう。

地域整備課長（時田雅之君） 承知しました。一応、公営企業会計移行業務の中で条例

制定は令和５年度予定してございます。それまでに皆様方のほうに説明ができるよ

う準備したいと思いますが、今近隣のもう移行済みの市町村のところにお聞きして
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いる中では、まだ一般会計繰入れについて特別な一文を加えたという市町村はあり

ませんでした。一応ご報告だけ申し上げます。

委員長（渡邊勝 君） ほかにありませんか。

（なしの声あり）

（ ） 、 。委員長 渡邊勝 君 ないようですので 議案第22号に対する質疑は終了いたします

それでは、これより議案第23号、集落排水事業特別会計の説明をお願いいたしま

す。

地域整備課長（時田雅之君） それでは、令和４年度田上町集落排水事業特別会計予算

のご説明をさせていただきます。

予算書235ページをお開きください。第１条に歳入歳出それぞれ8,650万円という

ことで計上させていただきました。令和３年度比で500万円の増、率にして6.1％の

増額ということになってございます。集落排水につきましては、整備も終わりまし

て、事業のほとんどが維持管理の分になってございます。あとほかにあるとします

と、下水道と一緒にやってございます今ほどの公営企業会計の移行業務ということ

で計画してございますので、よろしくお願いいたします。

それでは、予算書の238ページをお願いいたします。第２表、継続費になってご

ざいますが、こちら先ほど下水道事業特別会計でご説明させていただきましたよう

に、公営企業会計のシステム構築に関する継続費のほうを計上させていただいてお

ります。集落排水事業につきましては、全体事業750万円に対しまして46％の345万

円を計上し、令和４年度は30％の出来形で103万5,000円、令和５年度は残りの70％

で241万5,000円を予定してございます。

それと、第３表の地方債につきましては、こちらも公営企業会計適用債というこ

とで、移行業務に係る起債の限度額560万円のほうを計上してございます。

それでは、歳入のほうを説明させていただきますので、予算書241ページをお願

。 、 、 、いいたします １款分担金及び負担金 １項分担金 １目農業集落排水事業分担金

予算額1,000円を予定してございまして、昨年度同額でございます。こちら受益者

分担金ということで、窓口予算になってございます。

それと、２款使用料及び手数料、１項使用料、１目農業集落排水使用料、予算額

、 。1,508万円を予定してございまして 令和３年度比で12万9,000円の減でございます

１節現年度使用料1,504万7,000円を予定しておりますし、２節滞納繰越分というこ

とで３万3,000円の計上をしてございます。

続いて、２款２項手数料、１目農業集落排水手数料、予算額1,000円を予定して
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ございます。前年同額でございますが、こちら督促手数料の窓口予算を計上してご

ざいます。

、 。 、ページをおはぐりいただきまして 242ページをお願いいたします ３款繰入金

１項繰入金、１目繰入金、予算額6,551万5,000円を予定してございまして、令和３

年度比で482万9,000円の増額でございます。こちら一般会計からの繰入金でござい

ます。

以下、４款繰越金、５款諸収入、次のページに行きまして243ページ、５款３項

１目雑入まで令和３年度と同額ということで、窓口予算のほうを計上させていただ

いております。

収入最後になりますが、６款町債、１項町債、１目下水道事業債ということで、

予算額560万円を予定してございまして、令和３年度比で30万円の増額でございま

す。こちら、先ほどの第３表、地方債に出てきましたように、公営企業会計の移行

業務に係る起債の借入れということで、充当額100％、交付税措置ということで２

分の１を予定してございます。

それでは、244ページのほうをお願いいたします。歳出のほうになりますが、１

款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、予算額89万7,000円を予定しており

まして、令和３年度比で43万9,000円の減額でございます。こちら経常経費のほう

を上げさせていただいておりますので、説明のほう省略させていただきます。

それから、１款２項施設管理費、１目管渠維持費1,215万6,000円を予定しており

、 。 、まして 令和３年度比で367万1,000円の増額でございます こちらにつきましても

説明欄のほうを御覧いただきたいのですが、245ページのほうに汚水管渠清掃、こ

れ下水道と一緒ですが、あと集落排水の施設台帳のほうを作成するということで計

上してありますが、ほぼほぼ経常経費でございますので、説明のほう省略させてい

ただきます。

続いて、２目処理場維持費でございますが、予算額2,227万4,000円を予定してご

ざいまして、令和３年度比で356万9,000円の増額でございます。こちらにつきまし

ても、集落排水事業ということで処理場の維持に係る経費を246ページにわたりま

して計上させていただいております。点検の関係で多少前後があるかもしれません

が、例年のとおり業務を予定してございます。

それから、２款集落排水費、１項集落排水事業費、１目集落排水事業費、予算額

563万5,000円を予定してございまして、令和３年度比で33万5,000円の増額でござ

います。説明欄のほうを御覧いただきたいのですが、公営企業会計の移行業務とシ
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ステム構築の委託の関係につきまして、それぞれ計上させていただいております。

それから、３款公債費、１項公債費、１目元金、予算額4,113万1,000円を予定し

てございまして、令和３年度比で53万1,000円の減額でございます。こちら起債の

元金の償還分の予算を計上してございますし、続いて247ページのほうに２目利子

ということで予算額418万3,000円を予定しており、令和３年度比で131万1,000円の

減ということになってございます。こちら償還に対する利子の分の金額の計上でご

ざいます。

最後に、４款予備費、１項予備費、１目予備費22万4,000円を予定してございま

して、令和３年度比で29万4,000円の減とさせていただきました。

簡単ですが、説明は以上です。

委員長（渡邊勝 君） 説明が終わりました。

ただいま説明のありました案件について質疑に入ります。ご質疑のある方、ご発

言願います。

（なしの声あり）

（ ） 、 。委員長 渡邊勝 君 ないようですので 議案第23号に対する質疑は終了いたします

続きまして、議案第28号、水道事業会計について説明をお願いいたします。

地域整備課長（時田雅之君） それでは、最後になりますが、議案第28号 令和４年度

田上町水道事業会計予算についてご説明申し上げます。

予算書363ページのほうをお願いいたします。第２条に令和４年度田上町水道事

業会計における業務予定量を記載しておりますが、給水戸数4,530戸、年間総給水

量154万7,600立方、１日平均給水量は4,240立方となってございます。

第３条の収益的収入及び支出の予定額につきましては、水道事業収益を２億

4,646万3,000円、水道事業費用を２億5,500万円と定めるものでございます。

364ページのほうをお願いいたします。予算第４条になりますが、令和４年度の

資本的収入を2,921万3,000円、資本的支出を１億5,486万円と定めるものでありま

して、第４条中の資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額１億2,564万

7,000円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額875万

7,000円。それと過年度分損益勘定留保資金１億1,689万円のほうで補填するもので

ございます。

第５条につきましては、予定支出の各項の経費の金額の流用について定めており

まして、第６条につきましては、議会の議決を経なければ流用することのできない

経費として職員給与費1,580万3,000円を定めたものでございます。
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365ページのほうになりますが、第７条としまして、たな卸資産の購入限度額と

いうことで、金属製品、それからビニール製品等々の購入費として447万2,000円を

定めたものでござます。

それでは、予算実施計画におきます主な増減につきましてご説明させていただき

ますので、366ページをお願いいたします。最初に、収益的収入でございますが、

１款水道事業収益２億4,646万3,000円で、令和３年度と比べまして191万9,000円の

増とさせていただきました。１項営業収益は２億3,777万6,000円で、令和３年度と

比べ182万2,000円の増でございます。その主な内容につきましては、まず水道使用

量の増によるものでありまして、ちなみに令和３年４月から12月分までの一般家庭

における平均の使用水量は、実績で21立方でございました。

２項営業外収益につきましては868万7,000円で、令和３年度と比べまして９万

7,000円の増でございます。その主な内容につきましては、２目水道加入金の増に

よるものでございます。それで、水道使用量と、この加入金をそれぞれ増とした理

由なのですが、当課のほうで住宅取得の補助金、それからリフォームの補助金等々

してございます。怒られるかもしれませんが、その辺の見込みも加味して増という

ことにさせていただいております。

それから、368ページのほうに飛んでいただきたいのですが、続いて支出の部に

なりますけれども、１款水道事業費用につきましては２億5,500万円で、令和３年

度と比べまして360万円の減とさせていただきました。１項営業費用、１目原浄水

及び配給水費につきましては１億3,078万3,000円で 令和３年度と比べまして854万、

6,000円の増でございます。その主な内容につきましては、下の369ページになりま

すけれども、そこの上段のほうに14節委託料がございます。その中の上から２段目

になりますが、浄配水池施設設備保守点検業務委託の中で２年に１回の点検項目が

ございまして、具体的に言いますと、計装設備類、それから役場の地域整備課のと

ころにもありますが、中央監視装置の保守点検の関係になります。それらの点検が

ありますことから131万4,000円の増。それと、17節修繕費につきまして、修繕費の

中の上から４行目になりますが、水源浄配水池施設設備修繕ということで、羽生田

浄水場、それから川船河浄水場の自家発電装置の修理、内容はオーバーホールと消

耗品類の交換を予定してございます。それらで166万2,000円の増。それと、19節動

力費になりますが、電気料金等の値上がりによりまして372万6,000円の増というこ

とになってございます。

ページをおはぐりいただきまして、370ページをお願いいたします。上から３行



- 272 -

目になりますが、25節受水費6,182万8,000円を計上してございます。これは、三条

地域水道用水供給企業団のほうからの水の購入の予算ということになってございま

すが、令和３年度と同額を計上してございます。

続いて、１款１項２目総係費になりますが、1,391万8,000円を予定してございま

して、令和３年度と比べて440万6,000円の減額でございます。その主な理由としま

しては、人件費の減によるものでありまして、１節給料で193万2,000円の減、２節

手当で101万8,000円の減、それと５節法定福利費におきましては107万6,000円の減

ということで予定してございまして、ページ移って371ページの下段のほうになり

ますが、40節賞与引当金繰入額で28万1,000円の減を予定してございます。

それでは、ページまたおはぐりいただきまして372ページお願いいたします。１

款１項３目減価償却費になりますが、9,393万7,000円を予定してございまして、令

和３年度と比べ88万3,000円の増額となってございます。

４目資産減耗費につきましては、304万円を予定してございまして、令和３年度

同額となってございます。

５目その他営業費用につきましては、298万6,000円を予定しており、令和３年度

と比較しまして2,000円の減額ということになってございます。

続いて、１款２項営業外費用になりますが、１目支払利息及び企業債取扱諸費に

つきましては782万6,000円を予定してございまして、令和３年度と比べ108万

2,000円の減とさせていただいております。

２項２目消費税及び地方消費税につきましては、780万円を予定してございまし

、 、 、て 令和３年度と比べ762万3,000円の減でありますが 令和４年度につきましては

この後ご説明させていただきます資本的支出、建設改良費を増額したことによりま

して仮払消費税が令和３年度より多くなる見込みであることから、減額ということ

にさせていただいております。

それから、３目雑支出につきましては、令和３年度と同額の２万円を予定してご

ざいます。

373ページのほうをお願いいたします。３項特別損失につきましては、150万円を

予定してございまして、こちらも令和３年度と同額。

４項予備費につきましては、21万円を予定してございまして、令和３年度と比べ

８万4,000円の増額ということにさせていただいております。

ページはぐっていただきまして、374ページのほうをお願いいたします。資本的

収入となりますが １款資本的収入 １項工事負担金 １目他会計工事負担金219万、 、 、
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2,000円を予定してございまして、こちら皆増となってございます。内容は、口径

150ミリ以上の配水管工事に対しまして、それらに対する５％を一般会計から負担

していただいておりますが、今回、支出の部でも出てきますが、山田地内の水管橋

の架け替え工事。それと上横場地区の圃場整備に伴う移設工事に対する費用を予定

してございます。

次に、１款２項補償金でございますが、こちらは上横場地区圃場整備に伴う移設

工事の補償を新潟県のほうから受け入れるものでございまして、予算額2,702万

1,000円を予定してございます。

それでは、375ページのほうをお願いいたします。支出のほうになりますが、１

款資本的支出、１項建設改良費、１目配水設備費、予算額9,633万7,000円を予定し

、 。てございまして 令和３年度と比較して7,833万3,000円の増額となってございます

予定工事としましては、今ほどもお話しさせていただきましたが、山田地内の水管

橋の架け替え工事で約1,900万円。それと下吉田地内で配水管布設替え工事を予定

してございまして、事業費約1,710万円。それと最後に上横場地区圃場整備に伴う

水道管の布設替え工事で事業費4,550万7,000円を予定しておりまして、圃場整備に

つきましては、その下の委託料、設計委託になりますが、こちらにつきましても

1,170万1,000円のほうを予定してございます。

それと、２目事務費でございますが、549万5,000円を予定してございまして、令

和３年度と比べ16万2,000円の増となってございます。こちらにつきましては、管

路設計に伴う、従事しております職員の人件費となってございますので、説明のほ

うは省略させていただきます。

続いて、376ページのほうをお願いいたします。１款２項企業債償還金、１目企

業債償還金につきましては、予定額5,302万8,000円を予定しておりまして、令和３

年度と比較して125万7,000円の減とさせていただいております。

それから、次の377ページのキャッシュフロー計算書のほうを御覧いただきたい

と思います。こちらにつきましては、地方公営企業法によりまして資金計画が義務

づけられたもので添付する資料になってございます。現金収支のほうを業務活動、

それから投資活動、財務活動によるものということで３つの区分に分けまして表示

したものでございます。この表の一番下から２行目になりますが、金額が２億

2,428万4,000円、これが令和３年度末の現金残高ということになってございます。

令和４年度末の残高としましては、4,500万円ほど減りまして１億7,848万2,000円

ということで予定してございます。
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以下、378ページからにつきましては、地方公営企業法第25条、それから同法施

行令第17条の２に定める資料のほうを添付してございます。後ほどご確認をお願い

したいと思います。

説明は以上になります。

委員長（渡邊勝 君） 説明が終わりました。

ただいま説明のありました案件について質疑に入ります。ご質疑のある方、ご発

言願います。

（ ） 、 、１番 小野澤健一君 私は 377ページの今ご説明のあったキャッシュフロー計算書

これ確認をしたいと思います。今言われるようにいろんな状況があるにしても、キ

ャッシュフローの一番最後の部分が減ってくるというのは、これ危機感を持たない

と駄目だと思うのです。これというのは、要は１番目の収益で２番、３番を賄えな

いとこういう結果になる。したがって、１番、営業活動によるキャッシュフローの

ところ、いわゆる自力で資金を獲得をする、これが一番大事になってくると思うの

です。あと、今回多分特殊な要因があったというふうに思うのですが、そこを私確

認をしたいのですが、２番目の投資活動によるキャッシュ・フローのところで、有

形固定資産の取得によってお金をかけているわけですけれども、これというのは、

今言った山田地区とか下吉田とか上横場の配管の移設だとか、布設だとか、これの

部分でこういった形でお金が出ていくというか、かかるというか、こういうことで

理解していいのでしょうか。

地域整備課長（時田雅之君） 今小野澤委員がおっしゃるとおりでありまして、377ペ

ージの投資活動によるキャッシュ・フローの中で有形固定資産の取得による金額に

ついては、工事費関連の金額を計上してございます。それで、当初想定外だったも

のにつきまして、上横場地区の圃場整備に係る水道管の移設工事なのですが、先ほ

どご説明させていただきましたように、4,500万円ほど令和４年度は工事を予定し

ております。県事業に伴う移設工事については補償費が入ってきますが、簡単にそ

の補償費の金額を説明しますと、水道管は一般的に40年が耐用年数になってござい

ます。今回布設替えを行う水道管については、残存価格が20年ほど、約半分の償還

しかしてございません。それで、県のほうからは一応、簡単に言いますとその残存

価格を差し引いた分の補償料しか町のほうには入ってきませんので、約２分の１近

くの補償金の受入れということになってございます。私、水道事業会計の工事費に

ついては 今回かなり大きな予算額を工事費に計上しましたけれども 大体3,000万、 、

円から5,000万円以内のところで、布設替え工事のほうを実施していきたいなとい
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うことで考えています。というのは、そのぐらいのところで工事費を落ち着かせな

いと、小野澤委員がおっしゃるキャッシュフローに、現金の動きにかなり影響が出

、 、 、てきますので 一応そんなふうに考えてございますが 令和４年度につきましては

そういった県工事の関係によりまして大きな工事費が伴うことから、現金が目減り

するというような感じになってございます。

１番（小野澤健一君） ありがとうございました。現金はうそを言わないというわけで

すので、現預金が減るということに対してものすごくシビアになるべきだろうと思

うのです。そうかといって水道料を上げろとか、そういう意味ではないです。計画

立てた布設替えであるとか、これはやらなければならないと。今回、特殊な要因が

あるということでかなりキャッシュフローはマイナスになりましたけれども、私は

２億円は死守をしていただきたいと思うのです。具体的に根拠を言えというあれで

はないのですけれども、大体２億円を切ってきたときに、なかなか歯止めが今度利

かなくなるような気がしています。したがって、今回は今回。また補償料が入って

くれば2,000万円だか2,300万円ぐらい入ってくるのだろうから、それと預金の残高

を足せばちょうど２億円というぐらいですので、２億円は死守をしてマネジメント

をしていってもらいたいなというふうに思っています。

以上です。

地域整備課長（時田雅之君） 小野澤委員、その補償料、このキャッシュフローの中に

入ってございまして、投資活動によるキャッシュ・フローの中の工事負担金等の収

入に2,900万円ほど計上されております。これらがその金額になるのですが、今ほ

どのご指摘十分留意しまして、現金の動きに注視して水道事業会計の運営に携わっ

ていきたいと思っておりますが、簡単に資金繰りを楽にしようと思えば、企業債を

借りれば一時的には現金の動きが止まりますが、ただ今まで企業債を借りる内々の

考え方としまして、井戸の掘削、それから浄配水池設備の修繕、また更新等、恒久

的に将来の世代に関わるような莫大な費用をかけないとできないものについては、

企業債を利用しまして、後年度負担ということも考えて運営をしてまいってきまし

たが、今２億円を切ったということで、私も２億円が一つのラインだと思ってずっ

と見ているわけですが、要は災害等があったときに２億円ぐらいの現金がないと復

旧に当たっていけないという考えもありますので、それら十分留意して今後運営に

努めてまいりたいと思います。

２番（品田政敏君） １つだけ聞かせてもらいたいと思います。

今、田上町は、水系、大沢、羽生田、川船と３つあるみたいです。３つでよろし
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いのですか。

それと、五十嵐水系の比率、今どれぐらいなのでしょうか。分かるところで教え

てください。

地域整備課長（時田雅之君） 町の自己水源としましては、確かに羽生田水系、それか

ら川船河水系ございますが、大沢水系は利用してございません。

それと、五十嵐川ということで、企業団の水系になるかと思いますが、大体世帯

数にしまして町の３分の１強、半分までいきませんが、３分の１ちょっとぐらいの

比率になっているかと思います。

（強が五十嵐川の声あり）

地域整備課長（時田雅之君） そうです。

委員長（渡邊勝 君） ほかにありませんか。

（なしの声あり）

（ ） 、 。委員長 渡邊勝 君 ないようですので 議案第28号に対する質疑は終了いたします

本日の審査はこれで終了いたしました。

執行の皆様、お疲れさまでした。委員の皆様、しばらくお待ちください。

本日の審査報告ですが、質問数と総括質疑について副委員長から報告をお願いし

ます。

副委員長（藤田直一君） ご苦労さまでした。では、報告させていただきます。

質問数73件、総括質疑３件ということでございます。

総括質疑についてご報告をいたします。10款教育費、小野澤委員からです。プー

ル入館料15万9,000円について、既存の中学校プールは義務教育における教育施設

としてかけがえのない大切なものである。その施設管理は教育委員会である。当該

施設は、経年劣化による修繕を長期にわたり放置した結果により、ろ過装置の交換

等が必要な状態となっている。教育委員会が当該施設管理者として公共施設におけ

る予防的保全どころか、事後的保全をも棚上げにし、修繕計画を示すことをしない

まま、安易に隣接する加茂市が所有する市民プールを使用する決定をし、予算計上

したことは、事実上のプール閉鎖を意味し、許されるものではない。中学校のプー

ルは、その性格上、現役生徒だけのものでなく、今後中学校に入学してくる子ども

たちのものであり、さらには町民全体の共有財産でもある。このような義務教育の

資産として尊い価値を有する施設をないがしろにすることは到底許されるものでは

。 、 、 、ない 教育委員会は 議会側へ修繕計画を示し 十分な議論とコンセンサスを経て

しっかりと修繕を行うことで自らの管理義務を励行し、町民への説明責任と結果責
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任を果たさなければならない。町長に以下についてお伺いする。

１、議会側と修繕計画等の事前協議をしなかった理由は何か。しなくてよいとし

た根拠は何か。なぜこのようなイレギュラーな事態となったのか。２つ目、修繕が

必要と認識した時期はいつか。修繕の見積りを依頼した時期はいつか。３点目、修

繕を優先することなく、加茂市の市民プールを利用するという発想は誰が提起した

のか。財政担当部署と修繕費について十分な交渉を行った結果なのか。庁議で諮っ

たものか。以上の内容でござます。

続きまして、10款教育費について今井委員から。多子世帯への給食費軽減につい

て。子育て世代の可処分所得が伸び悩む中、給食費軽減事業は経済支援策として重

要な事業として位置づけられている。町外中学校に進学する児童や、同時在学とい

う枠組みを外し第２子以降を支援するような事業拡大はできないのか。今後この事

業の方向性、事業拡大をどのように考えているか見解を伺いたい。同時在学を外し

た場合に要する経費等分かれば聞かせていただきたい。以上であります。

続いて、下水道事業特別会計において、池井委員からの総括質疑であります。汚

水処理率ワースト２位の現状 今後の進め方は 県内30市町村で汚水処理率が58.5％、 。

のワースト２位のままです。これを見て、処理率向上のため、方向性と下水道事業

全体計画の方向性をお示しください。

以上でございます。

委員長（渡邊勝 君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。

これで本日の会議を閉じます。これをもちまして本日は散会いたします。

大変ご苦労さまでした。

午後４時４０分 散 会
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令 和 ４ 年 第 １ 回 定 例 会

予算審査特別委員会会議録

（第４日）
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町 長 佐 野 恒 雄 地域整備課長 時 田 雅 之
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三條新聞社 新潟日報社

９ 本日の会議に付した事件

議案第 １号 田上町犯罪被害者等支援基本条例の制定について



- 280 -

議案第 ２号 田上町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部

改正について

議案第 ３号 田上町国民健康保険税条例等の一部改正について

議案第 ４号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の
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議案第２１号 令和４年度田上町一般会計予算議定について

議案第２２号 同年度田上町下水道事業特別会計予算議定について

議案第２３号 同年度田上町集落排水事業特別会計予算議定について
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議案第２７号 同年度田上町介護保険特別会計予算議定について

議案第２８号 同年度田上町水道事業会計予算議定について

総括質疑
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午前９時００分 開 議

委員長（渡邊勝 君） 改めまして、おはようございます。おかげさまで予算審査特別

委員会も今日が４日目でございます。昨日までに質問数は529、総括質疑が４とい

うふうな状態で最後の日を迎えたわけではございますけれども、今日４つの特別会

計がありますけれども、また皆さんからいろいろご質疑されまして最後を迎えたい

と思いますので、よろしくお願いします。

それでは、最後になりますので、佐野町長から一言ご挨拶願います。

町長（佐野恒雄君） それでは、改めまして、おはようございます。今朝大分冷えまし

て、それこそ３月、南のほうからは桜の便りもそろっと聞こえてくるようなこの時

期に季節外れの寒さだったのかなというふうに思っております。

ご承知のように、あさって小学校の卒業式です。３月というと別れのシーズンと

いうふうなことで、早々と３月２日には中学校の卒業式がございました。翌日がも

、 、う試験というふうなことで早い卒業式だったのですが その１週間後ぐらいですか

合格発表があったわけですけれども、大変うれしいニュースがございました。とい

うのは、３年生の全校生徒が進路が決まったということなのです。言わば不登校の

子どもたちも何人かおられる中で全員の進路が決まったと、こういうことは、あま

りないことなのだというふうに聞いておりました。そういう中で、そうした不登校

の子どもたちも含めた全員が新しい進路が決まったというふうなことで、大変よか

ったなと思っております。久しぶりに何かよかったなというふうな感じがいたしま

した。

今日は、委員長が言われますように予算審査特別委員会の最終日でございます。

よろしくひとつご協議のほどお願いいたしまして、また、ご決定いただきますよう

、 、 。によろしくお願い申し上げまして 簡単ですけれども 挨拶にさせていただきます

よろしくお願いいたします。

委員長（渡邊勝 君） ありがとうございました。

委員の出欠状況ですけれども、本日の出席は13名であります。

田上町議会会議規則第103条により、襟巻については着用または携帯してはなら

ないとなっておりますが、髙橋委員より首の手術後の保護のため襟巻の着用及び携

帯との申出があり、委員長にてこれを許可しておりますので、報告いたします。
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これより本日の会議を開きます。

これから審査に入りますが、昨日に引き続き審査を進めてまいります。

最初に、教育委員会より報告がございます。

教育委員会事務局長（小林 亨君） 改めて、おはようございます。昨日の予算審査特

別委員会の中で、資料提出を求められたものがございますので、用意いたしました

ので、お願いいたします。

まず、表紙といいますか、竹の友幼児園の職員数ということで、髙橋委員のほう

から竹の友の非常勤といいますか、そういった形のものがよく分かるようにという

ことで、職員数の一覧を出させていただきました。そちらにありますように、役職

名で園長から以下、園バスの運転手は委託でございますので、調理員までの部分に

なりますけれども、職員数、それから正規の職員ということで合計26名。そのうち

保育教諭、保育士ということで21名となっております。会計年度任用職員というこ

とで、そちらのほうの28名でございますし、運転手を除いていますので、25名にな

ります。それから、短時間ということで、朝の２時間とか、夕方の２時間とか、本

当に短い時間、４時間以内の勤務に当たる職員の数が22名というふうな形の中で今

現在園の、これ令和４年度の数字になりますけれども、園のほうを運営していきた

いという形ですので、数字のほうをご確認いただければと思います。

続きまして、裏面に行っていただきまして、品田委員のほうからルーテル幼稚園

の人数等について資料提出ということでございましたので、そちらのほうにつけて

おきました。まず、上の表の中ですけれども、下から２段目のところに令和４年度

の予定の人数です。３歳児17名、４歳児19名、５歳児15名ということで、51人の園

児が入園する予定であるということでございまして、定員60名に対しまして85％の

充足率となるということでございます。職員配置については、そちらにございます

ように、満３歳児、３歳児、４歳児、５歳児それぞれ１名の全体で、そのほかにフ

リーが１名での５名の体制で行うということでございます。その下の表ですけれど

も、つくしルームということで、入園児童数と職員数の関係でございますが、令和

４年度につきましては、１歳児が４人、２歳児が３人、合計７名ということで、充

、 、足率63.6％という入園状況となるそうでございますし 職員の配置につきましては

それぞれ２名、２名で、フリーが１人ということで、５人の体制で行うという形に

なっておりますので、ご報告申し上げます。

続きまして、２枚目の用紙になります就学援助の関係でございます。田上町で今

給付しておりますのが学用品費、通学用品、新入学児童用品、修学旅行費、給食費
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ということで、こちらについては令和３年度の数字となっておりますが、その金額

を各学年で給付をしているという形になりますが、修学旅行費につきましては、そ

ちらに記載されておりますのが上限額となっております。精算後、その上限額より

保護者負担が少ない場合は、少ないほうの金額、実費ということで給付する形とな

っております。給食費については、これ11か月分の数字となっておりますが、３月

が調整月となっておりまして、そちらのほうの数字を踏まえた上で、実費を給付し

ているという状態となっております。支給については、年３回に分けて給付をして

いるというもので、７月、12月、３月にそれぞれ給付させていただいているという

形になっていますので、ご報告申し上げます。

私の説明は以上となります。

委員長（渡邊勝 君） 教育委員会のほうから報告がありました。大変ご苦労さまでご

ざいました。

（質疑をの声あり）

委員長（渡邊勝 君） それでは、質疑がありましたら。

７番（今井幸代君） １点教えてください。

すみません、就学援助費で、修学旅行は上限額もしくは実費という形なのですけ

れども、小学校、中学校、実際にどの程度費用がかかっているのか。今コロナの状

況もあるので、中学校は県内なので、今まで行っていた京都、大阪でしたっけ、比

べれば費用は安くなっているのだと思うのですけれども、コロナ前の状況だとどの

程度費用がかかっていたのか、もし分かるようであれば教えてください。

教育委員会事務局長（小林 亨君） コロナ前の金額に関しては、私のほう今把握でき

ておりませんので、大変申し訳ございません。

（これ１人当たりだ。違う。１人当たりなんだの声あり）

教育委員会事務局長（小林 亨君） これ１人当たりの数字ですけれども、１人当たり

の単価については、実費が幾らでしたか、今控えがないので、すみません。

７番（今井幸代君） いや、単純に保護者の方が上限額を超えているケースも、もしか

したら小学校の佐渡なんかはあり得るのかなというふうに思ったので、修学旅行を

就学援助で出している２万2,690円を超えた分が実際どの程度保護者の負担として

あるのかなという、その金額を知りたかったので、後で教育委員会にお邪魔しよう

と思うので、お願いします。

（ ） 、 、 、 。２番 品田政敏君 すみません 新入学児童 生徒だな これの内容は分かりますか

学用品ということですが。お願いします。
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教育委員会事務局長（小林 亨君） こちらにつきましては、国で定めている基準額、

要は単価がございまして、その単価を用いている数字でございますので、内訳とい

うものが出ておりませんので、そちらの国の数字をそのまま運用させていただいて

いるという形になっております。

委員長（渡邊勝 君） ほかにありませんか。

（なしの声あり）

委員長（渡邊勝 君） なければ、教育委員会、ありがとうございました。

それでは、これより議案第24号、国民健康保険特別会計について説明をお願いい

たします。

町民課長（田中國明君） おはようございます。それでは、国民健康保険特別会計につ

いて説明をさせていただきますので、まず、最初に皆様のお手元にあります令和４

年度国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計当初予算参考資料をお出しい

ただきたいと思います。それから、予算書につきましては259ページをお開きいた

だければと思います。よろしいでしょうか。それでは、最初に参考資料のほうで国

保のあらましのほうを説明させていただきます。まず、１点目の予算の概要であり

ますけれども 令和４年度国民健康保険特別会計歳入歳出予算の総額は12億6,800万、

円で、前年度の13億400万円に比べまして3,600万円、率にいたしますと2.8％の減

額予算とさせていただいたところでございます。この減額になった要因としまして

は、新潟県が算定いたします保険給付費の減が主な要因でございます。それから、

予算委員会初日に条例の税率改正をさせていただきましたけれども、そのような関

係で減額になっているということであります。それで、令和４年度の国保の運営の

考え方につきましては、疾病の早期発見、早期治療を目的としました特定健診をよ

り受診しやすくするために健診費用の無料化を行いたい。これは概算で約60万円ほ

どあったのですけれども、まずそこを無料化をさせていただいて保健事業の充実を

図っていきたいということ。それから、令和３年度から実施しております歯科検診

事業の拡充ということで、令和３年度では40、50、60、70歳ということで10歳刻み

で実施をしておったのですが、そこの部分についてもう少し拡充をしたいというこ

とで、45、55、65の３つの世代を新たに追加をいたしまして、被保険者の健康増進

と併せて医療費の増大に対処できるような予算編成を行わせていただいたところで

ございます。

それで、下段の表になりますが、田上町国民健康保険被保険者の状況ということ

で、この数値については新潟県が算定した数値になりますが、まず被保険者数とい
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うことで、令和４年度2,588人、令和３年度と比較いたしますと89人のマイナスと

いうことでございますし、１人当たり調定額につきましては、令和４年度９万

2,800円、令和３年度９万5,900円ということで、3,100円の減ということで、これ

につきましては税率改正による減ということでございます。

それで、１ページ目の一番下になりますが、基金の保有状況ということでありま

すが、これは令和４年２月21日現在の見込みということで、令和４年度、この先補

正が何にもないとした場合に２億1,191万7,000円、令和３年度と比較いたしまして

2,046万9,000円の減というような状況になる見込みであります。

それでは、歳入のほうから説明させていただきますので、よろしくお願いいたし

。 。 。ます ２ページ目の表のところを御覧いただきたいと思います 下段の表のところ

まず、国民健康保険税の関係であります。令和４年度予算額１億8,689万4,000円、

令和３年度と比較いたしますと、1,387万6,000円の減ということでございます。こ

れにつきましては、税率改正による減ということであります。

それで、予算書259ページのほうを御覧いただきたいと思いますが、まず１款１

項１目一般被保険者国民健康保険税ということで、１節医療給付費分から３節介護

納付金分までそれぞれありますが、まず１節医療給付費分現年度課税分につきまし

ては１億1,875万8,000円、令和３年度と比較いたしまして1,230万7,000円の減額で

ございます。これについては、先ほど来申し上げておりますとおり、税率改正によ

る減 それから被保険者数の減ということであります これにつきましては 1,200万、 。 、

円のうち約800万円が先般条例改正をさせていただいたものの影響を受けるという

ことでございます。それから、２節支援金分現年度課税分でありますけれども、

4,894万4,000円ということで、対前年219万7,000円の減額ということであります。

これにつきましては、被保険者数の減ということでございます。それから、３節介

護納付金分現年度課税分でありますが、1624万8,000円、令和３年度と比較いたし

ますと57万6,000円の増額ということでございまして、これにつきましては被保険

者数の増というような状況でございます。

それから、参考資料の２ページの県支出金の関係であります。令和４年度９億

6,850万2,000円、令和３年度と比較いたしますと3,116万1,000円の減額ということ

でございます。これにつきましては、予算書260ページを御覧いただきたいと思い

ます。３款県支出金、１項県補助金、１目保険給付費等交付金でありますが、１節

普通交付金９億4,970万8,000円でありまして、令和３年度と比較いたしますと

3,070万6,000円の減額ということであります。これにつきましては、保険給付費の
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減によるものでございます。これについては、新潟県の提示に基づき予算計上させ

ていただいているところであります。それから、２節特別交付金につきましては

1,879万4,000円、令和３年度と比較いたしますと27万5,000円の微減というような

状況でございます。

それから、参考資料２ページの繰入金の関係でありますが、令和４年度１億

9,903万8,000円、令和３年度と比較いたしますと966万2,000円の増額ということに

なっております。これにつきましては、予算書260ページから261ページの繰入金の

ところを御覧いただきたいと思いますが、５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一

般会計繰入金の関係で、まず１節保険基盤安定繰入金の関係でございます。これ保

険税軽減分でありますが、3,921万9,000円ということで、令和３年度と比較いたし

ますと433万9,000円の減額となっております。これにつきましては、税率改正を行

いますので、その関係によりましてここは減になるということであります。２節に

つきましては、前年同程度の予算規模となっておりますし、３節についても同じ状

況です。それで、261ページの５節財政安定化支援事業費繰入金1,800万円というこ

とで、令和３年度と比較いたしますと300万円の増になっております。これにつき

ましては、実績に基づく増ということでありまして、田上町は、高齢者、65歳から

74歳の被保険者の割合が総体の58％という状況で、これについては構成する年齢が

高くなってきているということで、実質年々増えてきているということから、これ

については実績に基づいて増額をさせていただいたというものであります。これに

ついては、80％分交付税算入されてきまして、20％分を一般会計で付け足して国保

のほうに繰り入れていただくというものでございます。

それから、５款２項基金繰入金、１目国民健康保険財政調整基金繰入金の関係で

ありますが、2,047万4,000円ということで、ここが令和３年度と比較いたしますと

1146万5,000円の増額ということになっております。これにつきましては、税率を

、 。引き下げますので その不足分をこの財調から繰り入れるという状況でございます

それから、参考資料の２ページの表の一番下のところ、分担金及び負担金の関係

でありますが、令和４年度ゼロということで、増減で59万9,000円の減額というこ

とになっておりますが、これにつきましては、予算書の263ページを御覧いただき

たいと思います。一番下のところです。バツ目ということで分担金及び負担金とい

うことで、特定健康診査負担金ということで、ここは先ほど説明させていただいた

とおり、令和４年度から無料というような形で対応させていただきたいということ

でバツ目ということになりますので お願いします 基本料金800円 詳細項目500円、 。 、
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という部分を無料にしていきたいということであります。そのような形で受診率の

向上対策を進めていきたいという考え方でございます。

それでは、参考資料のほうを１ページおはぐりいただきまして３ページを御覧い

ただきたいと思います。歳出のほうを説明させていただきます。予算書でいいます

と264ページからになります。まず、総務費の関係です。参考資料のほう、令和４

年度予算額692万5,000円、令和３年度と比較いたしまして41万4,000円の減額であ

ります。予算書でいいますと264ページ、総務費の関係になりますが、ここにつき

ましては、国保の賦課徴収に関わる経費、あるいは国保連への負担金等を支出する

項目でありますので、国保でいえば経常経費的な部分でありますが、この41万

4,000円の主な減額の要因につきましては、１款３項１目運営協議会費の関係で、

国保の運協の視察を行っていたのですが、近年コロナの関係でなかなか出かけるこ

とができないというようなことで、今年度その予算を計上していないというような

ことが主な要因となっておりますので、よろしくお願いいたします。

続きまして、参考資料、保険給付費の関係であります。令和４年度９億5,346万

4,000円ということで、対前年度3,070万5,000円の減額でございます。これにつき

ましては、予算書266ページからになります。この保険給付費につきましては、平

成29年から令和２年までの１人当たりの伸び率を基に推計をした数値が国から県に

提示をされまして、それを基に田上町の給付実績を様々勘案し、算定した結果、減

額となったということで、これについては県からの提示によるものであります。一

番の要因は、被保険者数が年々少なくなってきているというような部分が影響して

いるというふうなことで見ているところであります。

それから、参考資料のほう、国民健康保険事業費納付金の関係であります。予算

書270ページから271ページになりますが、これにつきましては、３款国民健康保険

事業費納付金、１項医療給付費分、１目一般被保険者医療給付費分ということで１

億9,087万8,000円、令和３年度と比較いたしますと412万2,000円の減額ということ

であります。これにつきましては、県の提示によるものでありますけれども、減額

の要因といたしましては、国から交付されます前期高齢者支援金が増額となってい

るというような状況。それから被保険者数の減により減額となったものでございま

す。それから、２節退職被保険者等医療給付費分でありますが、68万7,000円とい

うことで、令和３年度と比較いたしますと、60万3,000円の減ということで、これ

令和２年度中に一般のほうから退職に振替したものが幾つかありまして、退職者療

養給付費等の交付金が受入れ超過となっているために、令和４年度で精算させてい



- 288 -

ただくというものでありまして、令和２年度中に退職振替をした人数といたしまし

ては２人ということで、人数が年々少なくなってきていますので、その関係で減額

ということであります。

それから、３款２項後期高齢者支援金等分でありますが、１目一般被保険者後期

高齢者支援金等分でありますけれども 6,989万3,000円ということで 127万4,000円、 、

の減額となっておりますが、ここは被保険者数の減によるものでございます。

それから、271ページの一番上、退職被保険者等後期高齢者支援金等分でありま

すが、これについては令和４年度ゼロということで、退職分の滞納繰越し分が全て

解消いたしましたので、その関係でここもバツ目になっている状況であります。

それから、４款保健事業費の関係でありますけれども、参考資料を見ますと、令

和４年度予算額といたしましては2,172万6,000円ということで、10万1,000円の増

額となっておりますが、これにつきましては、先ほど説明させていただきました、

ある程度保健事業を推進していきたいということで、歯科検診の拡大ですとか、そ

れらを行った関係で若干の増になっているということであります。

予算の概要につきましては以上になります。

それで、令和４年度国民健康保険の運営方針といたしましては、令和３年度に引

、 、 、き続きまして １つ目として保険税の適正な賦課 それから保険税の収納率の向上

それから３点目として医療費の適正化、４点目として保健事業の推進というところ

を重点的に、また国保の運営を行ってまいりたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。

国保の関係につきましては、説明のほうは以上で終わらせていただきます。

委員長（渡邊勝 君） 説明が終わりました。

ただいま説明のありました案件について質疑に入ります。ご質疑のある方、ご発

言願います。

７番（今井幸代君） すみません、１点お願いします。

保健事業等を一生懸命頑張って取り組んでいただいて、ありがとうございます。

町のデータヘルス計画の中間評価ということで拝見させていただいたところ、様々

な検診の周知等が課題になってくる、受診率向上に向けての周知が課題だというふ

うになっているのですけれども、令和４年度においてその周知の具体的な取り組み

ですとか、その辺り少しご説明願えるとありがたいなと思います。

町民課長（田中國明君） 昨年からでしょうか、未受診者勧奨とか様々そういったよう

なもので取り組んでいるところであります。人工知能を使ったものとか、あるいは
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検診結果をより分かりやすくするために、様々な業者に委託しましてやっている部

分もあります。そういうのも含めて令和４年度につきましては無料化というような

部分もありますので、基本的には「きずな」あるいはホームページというふうな形

になろうかと思いますけれども、広報していければなというふうに考えています。

７番（今井幸代君） ＡＩによる勧奨というか、未受診者に対する周知等取り組んで、

非常に先進的な取り組みだということで、県内でも評価をされているというふうに

聞いています。実際に取り組んでみて、令和３年度からの取り組みだったと思うの

で、その効果がどうかということがすぐに出てくるものではないとは思うのですけ

れども、１年間、令和３年度取り組んでみての感触を含めて、令和４年度、引き続

き継続してこれらをやっていくことで期待できる効果といいましょうか、その辺り

担当課としてどのように捉えておられるかお聞かせ願えますか。実際にその辺り利

用してみてどうなのでしょうか。

町民課長（田中國明君） 実際にその未受診者勧奨を1,500人程度に行って、３割程度

増えているというような状況であります。細かい資料が今なくて申し訳ありません

が、それにつきましてはまた後ほど細かく説明をさせていただければと思いますけ

れども、そういうふうな形の中で、今度そういうような取り組みを連合会のほうで

総体的にまたやっていこうかというような動きも実はあるというようなことであり

ます。今田上町単独でやっていますが、それらを全県一緒になってやっていこうと

いうような動きもあるというふうに聞いておりますので、様々そういった部分を活

用しながら、今、今井委員が言われるような部分に対して対応してまいりたいと考

えているところであります。

13番（髙橋秀昌君） 令和元年に引き続き、新たに令和４年に引下げをするという、か

つて10年間引下げを一切してこなかったということから見れば非常に大きな前進だ

と見ています。そこで伺いたいのですが、基金の範囲内での削減ということで、そ

れでもまだなかなかほかの一般の中小零細企業の保険料から見れば高いわけです

が、しかしながら、そうした中でも引下げをするということについては評価するの

ですが、条例改定のときに大体基金は6,000万円から１億円程度は確保しておきた

いのだと。昔だったら２億円以上確保しておきたいというふうな話から見れば非常

に基金はぎりぎりのところで頑張ろうという意思が伝わってきました。そこで伺い

たいのですが、今回の案でも年度末、いわゆる令和４年の年度末の段階で２億円程

度の基金がある、仮に残った場合ね、それはもう医療情勢などによって大きく変わ

るわけでありますが、そういう場合でも今の条例改定のときに８年から10年間の引
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下げを続けていくための財源として進めていきたいということでありますので、途

中でも税率改定ということも考えられると受け止めてよろしいでしょうか。

町民課長（田中國明君） この先を見通すというのは、正直難しい部分もあります。と

いいますのは、今後社会保障制度改革等があり、50人規模の短時間労働者でも社保

に入るというような、またそういう様々な問題もありますし、条例改正のときにも

お話ししましたが、団塊の世代の方が、200人近い方がどんどん抜けていくという

ような、またそういう状況もあります。そういう状況も様々加味した中で、できる

だけ財政運営を適正に行いながら、今髙橋委員が言われるような部分、対応できる

ものがあれば、そのような方向も視野に入れた中で、国保の財政運営に努めていき

たいということであります。なお、6,000万円程度あれば十分かなというふうな考

え方につきましては、やはり今県が財政の主導的立場でいてくれる関係が一番大き

いと思っていまして、そのような関係から、田上町でもし大規模な災害があった場

合の減免等に対応するためには、その程度あれば何とかしのげるかなというふうな

ことでございますので、よろしくお願いします。

13番（髙橋秀昌君） 国保の世帯は一般に、ほかの社保などと比べれば所得そのものが

非常に低い。しかし、一方で負担が大きいという。根本的には国自体が国庫で負担

をするということをやめてしまっているというところが大問題なのですが、そうい

う中で国庫を増やすまでには時間がかかると思うけれども、引下げに大いに努力し

続けてもらいたいということを求めておきたいと思います。

（ ） 、 、11番 池井 豊君 せっかくなので ふだん聞かないようなことを聞きますけれども

国保加入者がどんどん減っていく傾向にあるのですけれども、国保に加入すべきな

のに国保に加入していない人というのは把握しているのでしょうか。例えばフリー

ターだとか、ひきこもりで何か把握していないとか、そんなふうな人がいたりする

のか、または学生から社会に出るところで何かずれがあって加入し損なったみたい

な感じのところとか、そういう加入すべきなのに加入していないような人たちの状

況というのは、把握できているのかどうかというのが１点。

それと、国保の中で業種別と言ったらいいかな、例えば農業者、自営業者、また

学生とか、そういうふうな分類というのは大体把握しているのかどうか、そこら辺

聞かせてください。

町民課長（田中國明君） 今池井委員が言われた１点目の関係ですけれども、基本的に

は国民皆保険でありますので、基本的にそういうことはあり得ないと。万が一、た

まにそういうこともあるので、町としては国民年金等の記録を閲覧できるようにな
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っていますから、それらから資格の確認等を行いましてチェックをしているという

ような状況であります。

それから、２点目の割合の関係でありますけれども、一応大まかなくくりの部分

ではありますが、例えば年金収入とその他所得の方が約34％、それから給与所得の

方が35％、それから農業、営業所得の方が31％というような状況に、これ令和２年

度の状況でありますが、そのような一応状況になっているということでありますの

で、よろしくお願いします。

委員長（渡邊勝 君） ほかにありませんか。

（なしの声あり）

（ ） 、 。委員長 渡邊勝 君 ないようですので 議案第24号に対する質疑は終了いたします

続きまして、議案第25号、説明をお願いいたします。

町民課長（田中國明君） それでは、続きまして参考資料のまず４ページをお開きいた

だきまして、予算書でいいますと286ページをお開きいただければと思います。後

期高齢者医療特別会計のまず予算概要でございます。令和４年度の後期高齢者医療

特別会計予算の総額につきましては１億4,800万円、令和３年度当初予算額に比較

いたしまして500万円、率にして3.5％の増額とさせていただいたところでございま

す。増額となりました主な要因につきましては、後期高齢者の被保険者数の増加に

よるものであります。見込み被保険者数としましては2,178人ということで、令和

３年度の見込み被保険者から見ますと78人の増加という状況になっております。そ

、 、れから これについては議会の初日に池井委員長のほうからも報告がありましたが

実は令和４年度保険料率の改定の年でありましたけれども、令和４年度は現行料率

を維持するというような形で、医療財政調整基金剰余金の残高が60億円あるという

ことから、各年30億円ずつ充てることで現行料率、要は税率を上げずに現行の料率

で維持することができたということで、据置きとなったというような状況でありま

す。後期高齢に係る大きなその制度改正については、予算とまた別の部分になりま

すので、後ほど説明をさせていただきたいと思います。

それでは、歳入の関係でございます。４ページの下の歳入の状況という表を御覧

いただきたいと思いますが、後期高齢者医療保険料ということで、令和４年度１億

202万9,000円ということでありまして、増減が299万2,000円の増加ということであ

ります。これについては、被保険者数の増による増加ということであります。これ

につきましては、先ほど言いました78人増えるという関係でございます。予算書の

ページでいいますと286ページの１款１項１目、２目それぞれありますが、これに
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ついては、１目の特別徴収、それから２目の普通徴収の部分で増減はこれあります

、 、 、が これにつきましては それぞれ現年分の特別徴収の率を80％で見ていたものを

、 、令和４年度では83.15％に それから普通徴収分については20％で見ていたものを

16.85％に見直したことによりまして、ここで増減が出ておりますので、よろしく

お願いをいたします。

それから、参考資料のほうの繰入金の関係でございますけれども、令和４年度

4,563万円、令和３年度と比較いたしますと200万8,000円ということであります。

この主な増減の理由につきましては、主な内容のところに記載されておりますけれ

ども、事務費繰入金の増ということと、保険基盤安定繰入金の増ということであり

。 、 、ます この事務費繰入金の増ということでありますけれども これにつきましては

国の後期高齢医療の標準システムが改定になると。令和５年度で。その関係で、そ

のシステム改修に伴う事務費の増ということが１つ。それから、保険基盤安定繰入

金の増でありますが、これにつきましては、広域連合の試算によりますと、田上町

に至っては７割軽減対象者が増える見込みだというようなことで、それぞれ繰入金

等が増になっているという状況であります。

それから、参考資料を１ページおはぐりいただきまして、５ページを御覧いただ

、 。きたいと思いますが 歳出の状況という表のところを御覧いただきたいと思います

まず、総務費の関係でありますけれども、令和４年度100万6,000円ということで、

16万3,000円の増額ということになっておりますが、これにつきましては、被保険

者証を２回、令和４年度では郵送するというようなことで、これにつきましては、

なぜ２回郵送するかといいますと、これまた後ほど詳細に説明しますが、医療費を

窓口で払っていただく料金が２割負担になると。それが令和４年10月１日からとい

うことでありまして、その関係で所得が確定した後に再度また被保険者証を送る必

要があることから、今回このような形でここが増えているということであります。

それから、その下の後期高齢者医療広域連合納付金の関係でありますが、１億

4,489万9,000円ということで、令和３年度と比較いたしますと501万4,000円の増額

ということであります。これにつきましては、保険料分納付金の増ということと。

保険基盤安定負担金分の増ということで、被保険者数が78人増えると、見込みで、

いうことがありますから、それらが影響をしてくるという内容であります。

それから、５ページ目の一番下、保健事業につきましては、令和４年度につきま

しても人間ドック費用助成金１万5,000円を継続をしていきたいということであり

ます。これについては、従来１万円広域連合から補助金をいただき、5,000円を一
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般会計で負担していただきまして対応しておりましたが、広域連合のほう、この金

額を6,237円まで引き下げております。その差額分については一般会計から負担を

していただいているという状況でございます。

、 、後期の予算については 以上で説明のほう終わらせていただきたいと思いますが

６ページ目を御覧いただきたいと思います。主な後期高齢者医療に関する制度改正

の状況になります。保険料率につきましては、今ほど説明をさせていただいたとお

り剰余金を30億円ずつ各年充てるということで据置きということで、ここはよかっ

たのでありますが、その下の令和４年度の制度改正というところでございます。ま

ず、①として、保険料の１人当たり賦課限度額が現行の64万円から66万円に引き上

げられるという制度改正がなされるところであります。これにつきましては、国保

についてもこれからそのような改正がなされるところでありますけれども、この２

万円引き上がることで田上町で影響を受ける方が、広域連合の見込みでは１人いら

っしゃるということであります。その方が今まで64万円だったのが、２万円余計に

負担していただくという状況になるということであります。それから、②というこ

とで、窓口負担割合２割制が導入されることによりまして、令和４年10月１日から

一定以上の所得のある方、窓口負担割合３割の方はそのまんまという形になります

が、医療費の窓口負担割合が２割になるということであります。田上町の２割負担

の対象となる方は、全体の被保険者のうち300人程度、14％の方が恐らく少し引き

上がるだろうという見込みを広域連合のほうでは立てているということでありま

す。では、どのような人がその２割負担になるのかというのが、一番下のところに

表があるかと思いますが……その前に、すみません、何でこの２割負担が導入され

るのだという理由についてでありますが、少子高齢化が進展し、令和４年度以降い

わゆる団塊の世代が75歳以上の高齢者になり始める中で、現役世代の負担上昇を抑

え、国民皆保険を未来につないでいくことが喫緊の課題になると。このため、給付

は高齢者中心、負担は現役中心というこれまでの社会保障の構造を見直し、全ての

世代で広く安心を支えていく必要があるということであります。これ国が言ってい

ることです。国では、令和２年12月13日に全世代型社会保障改革の方針が閣議決定

をされ、令和３年通常国会におきまして、窓口負担割合の見直し等を内容とする改

正法案が可決、成立をし、２割負担の導入が正式に決定したという状況であります

ので、よろしくお願いいたします。

それで、参考資料に戻っていただきまして、６ページ目の一番下の表を見ていた

だきたいと思いますが、まず１割負担の方というのは、課税所得が28万円未満の世



- 294 -

帯は10月以降１割になると それで 現役並み所得者ということで課税所得が145万。 、

円以上の方及び同じ世代の方は３割負担、これは変わらないわけでありますが、そ

の間に、まず課税所得が28万円以上の後期高齢者がいる世帯で１人だけの場合につ

いては、年金収入プラスその他の合計所得金額が200万円以上の方。それから２人

以上の世帯、これは２人以上ですから、３人いても４人いてもこの基準は一緒にな

ります。年金収入プラスその他の合計所得金額が320万円以上の方と。この部分が

新たに令和４年10月１日から２割負担になるということであります。ただ、これ単

純に２割になるかといいますと、そうではなくて、単純に窓口で4,000円支払って

いた方が２割になれば8,000円になりますよね。ですけれども、そこはその増える

分が3,000円を超えた場合は、3,000円を限度にお金を取るということでありますの

で、本来２割になれば8,000円もらうところを7,000円ということで、そういう時限

立法的な３年間、令和７年９月30日までそういうふうな措置を適用し、負担増の軽

減を少し図っていきたいということで国のほう制度設計しておりますので、一気に

4,000円窓口で払っていた方が8,000円に上がるかといったら、7,000円が限度にな

るよというようなことでありますので、よろしくお願いしたいと思います。

私のほうの説明、簡単でありますが、以上で終わります。

委員長（渡邊勝 君） 説明が終わりました。

ただいま説明のありました案件について質疑に入ります。ご質疑のある方、ご発

言願います。

６番（中野和美君） 今の課長の一番最後の説明のところをもう少し確認させてくださ

い。そうしますと、では4,000円ではなくて2,000円負担が２割負担で4,000円にな

った場合といえばどういうふうに考えたらいいのでしょうか。

町民課長（田中國明君） それは4,000円に。上がる分としては本来倍になるのだけれ

ども、倍になるのではなくて3,000円が限度だよということに。一定の計算式があ

るのです。

６番（中野和美君） では、そんなにかからないと思うのですけれども、6,000円かか

っていた人は、倍の１万2,000円ではなくて9,000円ということ。ありがとうござい

ます。

委員長（渡邊勝 君） ほかにありませんか。

（なしの声あり）

（ ） 、 。委員長 渡邊勝 君 ないようですので 議案第25号について質疑は終了いたします

ここで暫時休憩といたします。
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午前 ９時５５分 休 憩

午前１０時１５分 再 開

委員長（渡邊勝 君） それでは、再開いたします。

まず最初に、依頼された書類が提出されておりますので、その書類について説明

をいただきます。

（ ） 。 。保健福祉課長補佐 棚橋康夫君 おはようございます 保健福祉課の棚橋と申します

よろしくお願いいたします。

はじめに、３月18日金曜日、２日目の日に資料提出を求められていたもの４点ご

ざいましたので、そちらのほうを今ほど机のほうにお配りさせていただきました。

それぞれ１ページずつ、一つのものになっています。

、 、 、まず初め １ページ目ですが 田上町社会福祉協議会に対します補助金ですとか

委託料を一覧にしたものをということでしたので、それぞれ、四角い表の中になり

ますが、４項目ありまして、一番上が先日ご説明申し上げました社会福祉協議会に

対します補助金になります。あと、そのほか障がい者の関係ですけれども、相談支

援事業の委託料ということでございますし、あと本日説明いたしますが、介護保険

特別会計のほうで運営委託料、これはコミュニティーデイホームの関係であります

が、こちらの委託料。それから最後に生活支援コーディネーター事業の委託料とい

、 、うことで この４種類が社会福祉協議会に対します補助金及び委託になりますので

よろしくお願いいたします。

それから、今回その社会福祉協議会の補助金を減額させていただいたのですが、

その減額に至った見直しの考え方をということでございましたので、一番下のほう

に米印で記載させていただいております。それぞれ流れとしましては①、②、③と

いうことで、このような経過ということで決めさせていただいたものでございます

ので、よろしくお願いいたします。

それから、ページをはぐっていただきまして２ページ目をお願いいたします。こ

ちらは、地域たすけあい事業につきまして、単価を４月１日から変えるということ

、 。 、で その単価の変わった金額 それからあとボランティア活動の保険につきまして

無償ボランティアではないけれども、保険の対象になるかどうか確認をせよという

ことでしたので、確認した結果をこちらのほうに記載させていただいております。

まず、委託料の改正内容につきましては、右側がこの３月31日までの現在の単価に

、 。 、なっておりますし その隣が４月１日からの単価の内容となっております 中には
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新設ということで、ガソリン代がかかるような、そういった業務も追加ということ

で、金額を上乗せしたものを載せさせていただいておりますので、よろしくお願い

いたします。

それから、下ですけれども、ボランティア活動保険につきましては、社会福祉協

議会のほうに確認しましたところ、基本的には対象というのは無償ボランティアで

はあるのですけれども、その無償の定義といたしましては、最低賃金以下というも

のはボランティアの対象ということで確認をいたしましたので、よろしくお願いい

たします。

それから、続きまして３ページをお願いいたします。３ページのほうは、自殺者

数の田上町の人数を明示せよということでしたので、こちら県の人口動態統計とい

うものが町のほうにも参りますけれども、そこに県内各市町村の、令和２年ですけ

れども、令和２年の自殺者数ということで、一番下のところにそれぞれ市町村別の

自殺者数が載っておりますので、よろしくお願いいたします。

それから、最後のページになりますが、４ページ目ですけれども、すみません、

表題がなくて申し訳なかったのですが、高齢者のみ世帯数を明示しなさいというこ

とでしたので、こちらが田上町高齢者福祉計画、介護保険の第８期計画の中にある

ものなのですけれども、高齢者のみ世帯というのを集計するのがなかなか大変なも

のでして、それで国勢調査のときの数字を使ったものをこの計画の中でも載せさせ

ていただいておりまして、その計画の中のページをそのままコピーいたしましてこ

ちらに出させていただきましたので、よろしくお願いいたします。

以上です。

委員長（渡邊勝 君） 今ほど４項目に対して説明がありました。

ただいま説明のありました件について質疑に入ります。質疑はありますか。

６番（中野和美君） 保険についてですが、ボランティア保険、調べてくださってあり

がとうございました。私もそれとても心配していまして、ボランティア団体に私も

入っているわけなのですが、それに関連する同じＮＰＯのメンバーなんかも、有償

にしてしまうと保険が適用にならないのではないかと、いつもその辺で心配してい

るところがありましたので、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

１番（小野澤健一君） 私は、１ページ目の社会福祉協議会の件でお聞きをします。

注釈の一番最後のところに「積算の結果1,800万円より大幅に少ない額」とあり

ますけれども、実際幾らで出たのか、これが１つ。

それから、この文章の最後のほうに「激変を緩和するため、令和４年度について
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は1,800万円」というふうに記載がありますけれども、激変を緩和するためという

ことになると、次年度以降もっと引下げ要求を、要求というか、引下げをしていく

、 。のかどうなのか これらの方向性をお聞かせをいただきたいというふうに思います

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） 今ほどのご質問ですが、積算した結果、約1,650万

円くらいになりました。それで、令和３年度で約2,200万円だったものをそこまで

下げると。さすがに大きな下げ幅ということで、協議した中で今回1,800万円とい

うことで決めさせていただいたものでありまして、次年度、令和５年度以降につき

ましては、町の方針としましては最終的には1,650万円というところを目指して行

、 、っていきたいとは思っているのですが その辺もまた今後の社会情勢といいますか

社協の運営等も含めた中でよく注視しながら、また協議した上での決定ということ

になるということで、今のところそういった方向でいきたいというふうには思って

おりますので、よろしくお願いいたします。

13番（髙橋秀昌君） 単年度でも社会福祉協議会に対して400万円余りの減額を行うと

いうのは、率直に言ってものすごい額なのだ。つまり、あなた方は社会福祉協議会

が400万円無駄遣いしているという認定をしているのと同じなのです。しかも、社

会福祉に関する現場の仕事を、今まで過去に町がやっていたのをみんな社会福祉協

議会に出していったわけでしょう。その活動の中で増えたわけではないですか。役

場の賃金よりはるかに低い賃金なのでしょう。ただ、私、これ単純にこんなことを

して今後も下げていきますなんて言わないで、実際に下げる根拠を明確にしてもら

いたい。いいですか。町長が言ったから、はい、なんかと単純に言うべきでないの

だ。実際にどういうところとどういうところに無駄があったのか、ここは削られる

からこうしたのだということを議会に明確に出さないで、ただ単に社協と協議をし

まして社協がうんと言ったからやりますなどという。受け取る側は、あなたたちが

出さないと言えば最後にうんと言わざるを得ないわけでしょう。それは実態を明確

にすべきだと。こんな400万円も単年度で下げて、さらにまだ下げますなんていう

のは絶対許すわけないと。そこ直してください。私が言っているのは、根拠を示し

なさいと言っているの。文書で。

（ ） 。 。保健福祉課長補佐 棚橋康夫君 すみません 説明が足りず申し訳ありませんでした

基本的な町の考えといたしましては、ほかの補助金と同じように対象経費の３分の

２、町の交付要綱の中で３分の２が基本的には補助金の上限ということになってお

りますので、社会福祉協議会につきましても、ほかの補助金と同じように、まずそ

の３分の２ということを基準に考えるということで、今回こういった経緯に至りま
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した。根拠といいますか、基準といたしましてはそこを考えましたので、よろしく

お願いいたします。

13番（髙橋秀昌君） それは、前のときにそう言ったわけでしょう。基準は３分の２な

のだから。では、その３分の２というのは一体何を指して言っているのか。そのこ

とで社協が十分活動できるのかと、そういうものを示さなければ駄目なのです。あ

なたはご存じだと思うのだが、歴史的には社会福祉協議会の会長って田上町長がや

っていたのだ。神田卓爾氏の町長のときに兼務することをやめてほかに移したわけ

。 、 、 。だ しかも そこには理事会があって 評議会があって運営しているわけでしょう

それは事務局長がいて全体を、事務を取り仕切るわけではないですか。それの何が

多過ぎるのか。単純に３分の２で決めているのだから、３分の２をこういうものは

切りますよなんて誰でも言える、そんなの。官僚的に。大事な点は社会福祉協議会

が福祉の現場を担っているというところで、あなた方が下げるということの根拠を

明確にしろと言っているのだ。それを一気に３分の２が基準なので下げますなんて

、 、 。いうのは 事実上 役場が社会福祉協議会の活動を切るのと同じではないのですか

それとも、社会福祉協議会は今まで事務局長なんかが非常に強くてお金を出し過ぎ

ていて、無駄があったということなのですか。その根拠を示しなさいと言っている

の。文書で。分かる。そうでないとそんなのとても認められないよ。

副町長（吉澤深雪君） 前にもお話ししましたが、社会福祉協議会の決算内容等を見た

中で、ここまでは大丈夫ではないかということで、お願いしてきたということであ

りますので、今日というわけにいきませんので、また改めて資料等を用意した中で

提出したいと思います。

13番（髙橋秀昌君） いいですか。社会福祉協議会の決算状況を見たら1,600万円まで

下げることができるとあなた方踏んだのでしょう。600万円も無駄があったという

ことになるでしょう。しかしながら、今回そこまではやらないよと、取りあえず

1,800万円で何とか収めたよということになるのですか。だから、私は、では具体

的に中身を示しなさいと。本当にこうやって社会福祉協議会の補助金をどんどん減

らしていいのかということを、議会の皆さんも、いや、これなら町の町長の言うと

おりではないかという、そういう根拠を示してくれと言っているのです。安易に３

分の２だから削るなんて認めないよと言っているのです。大問題だ、400万円も削

るなんて。単年度。

（委員長、整理しての声あり）

委員長（渡邊勝 君） 暫時休憩します。
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午前１０時２８分 休 憩

午前１０時３０分 再 開

委員長（渡邊勝 君） 再開します。

副町長（吉澤深雪君） まず、口頭でお話しさせてください。資料については、これか

らまた整理した中で、お話ししたいと思います。

まず、令和２年度の社会福祉協議会の決算を見る中で、まず事業安定積立て資産

、 。 。ということで いわゆる積立金が2,000万円あります 2,051万5,000円ありました

令和２年度末ですね それ以外に 令和２年度の決算として 法人全体としては906万。 、 、

1,000円の利益があったと。こういう中であるのであれば、このぐらいいけるだろ

うということで、お願いをしてきたということであります。

委員長（渡邊勝 君） すみませんけれども、副町長、今ほどのものを書類で提出でき

ませんか。その前にこれから議案第26号とか議案第27号を進めておりますので。

13番（髙橋秀昌君） 社会福祉協議会は、相当前から独立経営体にならねば駄目だと言

われて、場合によっては潰れる社協もあるのだよという話を私聞いているのだ。そ

れは、これまでの首長、いわゆる田上町長が社協の会長をしているものをやめて別

な人を立てるという、そこから始まったのだ。それで、私はそのときにそこの理事

の一部から聞いたのだが、これは、それ自体を否定しないけれども、今後は社会福

。 、 、祉協議会でも全国で潰れるところもあると つまり 自治体が支えていかなければ

そこの社会福祉協議会やっていけないのだと話聞いているのです。だから、社会福

祉協議会は少しでもお金を残して基金としてためるというのは普通なのです。田上

町だってそうでしょう。国がどんなことを言ってくるか分からないから、基金をた

めて、いざというときには使うようにすると。それは同じでしょう、考え方。だと

したら、その基金をためる何が、どこに無駄があるのかも明確にして、全議員がこ

れならやむを得ないでしょうと言えるようなものを出してもらいたいの。そうでな

くて、ただ基金がいっぱいあるから、利益がいっぱいあるから駄目だなんていった

ら、田上町、年度末になったら２億円の基金があるわけでしょう。あれ駄目だと、

、 。 。 、使い方を考えろと 否定することになるではないですか そう言いたいよ だから

分かるように、これ副町長の言うことも一理あるなというのを出してもらいたい。

口頭ではないのだ。文書を出すのだ。資料。

副町長（吉澤深雪君） すみません。内部的な資料なのでありますが、どういうふうに

判断したかという資料を配付し、説明したいと思いますので、しばらく時間いただ
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けますか。

委員長（渡邊勝 君） 委員、いいですか。今ほど副町長から話があったわけですが、

委員の方、いいですか。

（はいの声あり）

（午後一でね。議事終わってからねの声あり）

委員長（渡邊勝 君） そうそう、終わってから。

（ ） 、 、 、８番 椿 一春君 私 これ関連してなのですが 今３つの委託事業があるのですが

この今のも開始された年度をまずお聞きしたいです。相談支援業務が平成何年から

始まった事業、運営のコミュニティーデイホームが何年から、生活支援業務が何年

からというのをおのおの、開始された時期を教えてください。

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） すみません、今持ち合わせておりませんので、後ほ

ど併せてご報告をお願いいたします。

８番（椿 一春君） それでは、これ金額が、委託業務が、生活支援コーディネーター

なんかも４年ぐらい前から開始されたものだと思いますし、相談支援事業なんかも

４年ぐらい前。運営委託のコミュニティーデイホームがこれ私は何年ぐらいか分か

らないですけれども、近年委託された事業が多いかと思います。それで、実際にこ

の委託の事業費で向こうに委託料がたくさん行っているけれども、向こうにそれだ

けの人員が増えてやっているのか、今日も後で質問しようと思っているところある

のですが、生活支援コーディネーター600万円行くようになっているのですけれど

も、実際は社協の人は１名で、何かどういう方向性をつけるかという会議がありま

したけれども、その会議だけのもので600万円使っているので、毎年毎年どのよう

なことをしているのかを聞いているのですが、実際にここにかかる委託料に見合っ

たような人件費がかかっているのか。ただ委託料が増えて、それらが使い切れない

。 、から総体的に余ったという見方をされたのか その辺が分からないというところで

それで社会福祉協議会の補助金が減っても大丈夫なのかなというところの見方もあ

るのですが、それともう一個、康養園の指定管理、あれ康養園が事業やっているの

で、そこで最近ですけれども、利用者が順番待ちをしているぐらい忙しいというと

ころで、そういった康養園の収益が上がっていて、上がっているから委託料を減ら

しても大丈夫なのかという、そういうところが知りたいのですが。一緒に、では資

料出してくれるか、もし分かったらお教えください。

（何事か声あり）

８番（椿 一春君） １点は、業務の委託料が近年３事業社協のほうと契約を行ってい
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ますが、そこに見合った分の人員が増えてこの委託料が消化されているのでしょう

か。

それで、生活支援コーディネーター、これ４年ぐらい前からやっているのですけ

れども、調査、調査ということで具体的な動きがないように私は今感じているので

すが、それで600万円の委託料を払われているようになっているのですが、これで

も予算が余っているから、補助金のほうを減らしても大丈夫なのかというふうに考

えているのか、そういったところが知りたいのと。あとは指定管理で行っている康

養園の委託料、事業収益ですね、そちらがとても高くなっているから補助金を減ら

して大丈夫なのか、そういったところを教えてください。

副町長（吉澤深雪君） 整理します。すみません。まず、相談支援というのは、これ相

談者の相談支援であります。これみんなそれぞれ別々の目的があって、それぞれに

応じて委託料なり補助金等ありますが、支出しているということであります。相談

支援については、今後議会のほうにまた、新たなメンバーが入ってからご相談させ

てもらいたいというふうに思っていたのですが、大分スタッフのほうが疲弊してい

る関係もありまして、またお願いしなければいけないなと実は思っていました。今

の体制ではもうとても無理だというふうなことで、３月に入ってからそういう相談

を受けたものですから、今後、新年度が始まった後でまた協議させてもらいたいと

いうことであります。相談支援のほうは、障がい者の関係はかなり大変な状況なも

のですから、スタッフを増やさなければいけないなと思っております。

それから、その下の２つ、コミュニティーデイと生活支援については、これから

審議していただく介護保険の中で、それぞれ受けていきたいなというふうに思って

、 、 、 、おりますので 特に最近増えたというわけではなくて それぞれの委託料 経費等

スタッフの、コミュニティーデイというのは有償ボランティアの関係でやっている

ものですから、その辺で特に人数を増やすとかそういうわけではなくて、それぞれ

見合う形の委託をしているようなことであります。生活支援については、おおむね

１人、また詳しい話はこの後の介護保険で説明しますので、その後またご質問を受

けたいと思います。康養園については、確かに数年前、10年ぐらい前はかなり利用

者が減っていて厳しいという話でいろいろお話は受けていましたが、近年は今度大

分利用が今、順番待ちですか、というふうなことで、施設の不足のある関係で今は

、 、 、やっているというふうなことで 実はその中で 前はお荷物な状態だったのですが

今はこれがかなり社会福祉協議会の稼ぎ頭にもなってはいるのですが、それらも含

めて今、椿委員の言うとおりに、大分そういう意味では社会福祉協議会全体として
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の経営は、今好転しているというふうな状況というのは確かにあります。よろしい

ですか。

以上であります。

委員長（渡邊勝 君） ほかにありませんか。

（なしの声あり）

委員長（渡邊勝 君） なければ、これで次の議案第26号に進みたいと思いますので、

よろしくお願いします。

、 、 。それでは 議案第26号 訪問看護事業特別会計について説明をお願いいたします

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） それでは、訪問看護事業のご説明を申し上げます。

予算書297ページのほうをお願いいたします。あわせまして、保健福祉課のほう

で当初予算参考資料ということで、訪問看護事業特別会計と介護保険特別会計が一

緒になったＡ４の２枚つづりの参考資料ということでお配りしておりますので、こ

ちらのほうもよろしくお願いいたします。

、 、 。それでは 297ページですが 令和４年度田上町訪問看護事業特別会計予算です

歳入歳出それぞれ4,100万円と定めるものでございます。令和３年度当初予算と比

較いたしまして200万円、5.1％の増額とさせていただきました。この訪問看護事業

につきましては、病気や障がいなどがあっても住み慣れた家で暮らしたい、人生の

最期を自宅で迎えたいという方たちの生活の場、つまり自宅のほうへ看護師が訪問

いたしまして、医師の指示の下、看護を実施するものでございます。看護師のほう

で病状の観察、在宅療養のお世話、薬の相談ですとか指導、それから医師の指示に

よる医療処置、ご家族への介護支援、相談、ターミナルケアなどを行っておるもの

でございます。

それでは、302ページのほうをお開き願います。302ページ、歳入のほうに入らさ

せていただきます。まず、この訪問看護事業を大きく言いますと、訪問看護師が在

宅のほうにお伺いしまして、その訪問看護を提供いたします。その提供に対して、

利用のご本人からの利用料、それから医療保険ですとか介護保険のほうからの保険

給付ということで、それが収入になって、それを人件費のほうに充てて行っている

というふうな、大まかに言いますとそういった事業になっておりまして、歳入の１

款が訪問看護料になりますが、こちらにつきましては、医療保険分、医療保険から

、 、入る部分と 医療保険に対しての１割ですとか３割の自己負担がありますけれども

そういった利用料ということでいただくものになりますし、その次の２款のところ

に介護給付費とありますが、こちらが介護保険のほうで利用した訪問看護というこ
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とで、介護保険のほうからの給付、それから介護のほうの利用料ということでご本

人のほうからいただく、そういったものが歳入になっておりますので、よろしくお

願いいたします。

１款１項１目療養費につきまして 令和４年度予算891万円 令和３年度比で12万、 、

円の減額となっておりますが、こちらは医療保険、保険証ですね、保険のほうから

７割、保険から入って７割ですとか、後期高齢ですと９割とか、そういった部分が

収入として入ってくるものになっておりまして、それが891万円。

、 、 、それから ２目のほうに利用料ということでありますが こちらが医療保険７割

保険のほうから出ますと３割自己負担になりますけれども、その３割分ですとか、

後期高齢ですと医療保険から９割出ますので、その残りの１割分がご本人の利用料

ということで、その利用料をいただいたものがこちら、基本利用料ということで、

209万1,000円ということで計上させていただいております。令和４年度につきまし

ては、月90件、年間で1,080件を見込まさせていただきました。令和３年度につき

ましては、この医療保険分、１款のほうにつきましては月100件、年間1,200件で見

ておりましたが、この医療保険のほうは若干少なくなっているということで見込ま

させていただきまして、次にご説明いたします２款介護給付費のほうで増を見込み

まして、トータルで若干件数は増ということで見込んでおります。

２款１項１目居宅介護サービス費、令和４年度予算2,361万3,000円、対令和３年

度比で138万3,000円の増額を見込みました。こちらは、今ほどご説明申し上げまし

たように介護保険のほうから９割、介護保険は今、自己負担額が１割とか２割とい

うのもありますので、８割という方もいらっしゃるかもしれませんが、保険給付の

ほうから９割をいただくものです。こちらは、月290件、年間3,480件ということで

令和４年度は見込みました。予算の参考資料のほうにありますけれども、令和３年

度につきましては月275件、年間3,300件ということで見込んでおりましたので、若

干の増を見込んでおります。

次、２款２項１目です。利用料。こちらが介護保険の自己負担分になりますが、

、 。令和４年度264万6,000円 対令和３年度比で15万3,000円の増を見込んでおります

それから、次のページ、303ページをお願いいたします。４款まで飛んでいただ

きまして、４款繰入金、１項１目繰入金です。令和４年度予算272万5,000円という

、 。 、ことで 令和３年度比172万5,000円の増額を見込みました こちらにつきましては

訪問看護事業財政調整基金の繰入金ということで、財源調整のための繰入れとなり

ます。参考までに、令和４年度当初予算で作成いたしました272万5,000円を繰り入
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、 。れた後の基金残高が約1,600万円ほどとなりますので よろしくお願いいたします

あとは、歳入のほうは例年どおりとなっておりますので、歳入につきましては以

上でお願いいたします。

続きまして、ページをはぐっていただきまして305ページ、歳出のほうをお願い

いたします。歳出ですが、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、令和４

年度予算3,988万6,000円ということで、令和３年度比229万2,000円の増額をお願い

するものです。右側のほうの説明欄のほうでご説明申し上げますが、まずこちらの

事業としましては訪問看護事業です。この訪問看護事業につきましては、訪問看護

師職員４人分の人件費ですとか、あと訪問の際に使用します衛生用品、それから訪

問の際に利用します訪問車の維持管理費等を計上しております。対令和３年度比と

しまして、この訪問看護事業3,098万6,000円ということで、対令和３年度比143万

9,000円の増額となっております。その主な要因といたしましては、職員の定期昇

給ですとか、あと住居手当ということで、職員の引っ越しの関係で住居手当が50万

1,000円の増額になっているものですとか、あとページをはぐっていただきまして

306ページ、この訪問看護事業の一番最後になりますけれども、27節繰出金141万

7,000円ということで、一般会計から繰り出しをしていただいておりますが、こち

らにつきましては、例年、保健福祉課長の人件費、訪問看護のほうに係る部分とい

うことで、案分いたしますと１割相当分、それから訪問看護ステーションが入って

おります保健センターのほうの光熱水費ということで、その維持管理費のほうを一

般会計のほうで繰り出しておりますので、そちらが141万7,000円ということで、こ

ちらも若干、15万円ほど維持管理費等の関係で増となっておりますので、よろしく

お願いいたします。

それから、その次の事業、訪問看護その他事業です。こちらにつきましては、訪

、 、問看護を行うに当たりまして 正職員４名だけですと訪問が不足しておりますので

会計年度任用職員ということで、訪問看護師５名、それから事務補助員ということ

で１名お願いしておりますので、その合計６名分の報酬。それからあと、令和３年

度も訪問車ということで大分古くなったものを１台購入させていただいたのです

が、令和４年度につきましても、やはりもうエアコンも効かないという車が１台あ

りまして、修理もお金がなかなかかかるということで、307ページ、17節ですけれ

ども、備品購入費、庁用自動車ということで120万円、１台分、軽自動車分を計上

させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。

あと、２款、３款、４款につきましては例年どおりとなっておりますので、説明
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のほうは以上とさせていただきます。

委員長（渡邊勝 君） 説明が終わりました。

ただいま説明のありました案件について質疑に入ります。ご質疑のある方、ご発

言願います。ありませんか。

（なしの声あり）

（ ） 、 。委員長 渡邊勝 君 ないようですので 議案第26号について質疑は終了いたします

続きまして、議案第27号について説明をお願いいたします。

（ ） 、 。保健福祉課長補佐 棚橋康夫君 続きまして 介護保険のほうをご説明申し上げます

予算書321ページのほうをお願いいたします。321ページです。令和４年度田上町

介護保険特別会計予算、歳入歳出それぞれ14億2,600万円と定めるものでございま

す。令和３年度当初予算額と比較いたしまして2,100万円、1.5％の増額とさせてい

ただきました。この介護保険事業につきましては、介護保険法に基づく介護保険サ

ービスによる適正な介護給付、総合事業の実施、それから要介護状態にならないよ

う介護予防や認知症予防等に取り組み、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせ

るための地域包括ケアシステムの推進に引き続き努めてまいります。

それでは、説明のほうに入らさせていただきます。328ページのほうをお願いい

たします。328ページ、歳入のほうです。まず、歳入、１款保険料ですが、この保

険料につきましては、第８期介護保険事業計画の令和４年度が２年度目になります

ので、よろしくお願いいたします。１款１項１目第１号被保険者保険料ということ

で、令和４年度２億9,769万2,000円で、対令和３年度比で33万2,000円の減額予算

とさせていただきました。１節現年度分特別徴収保険料２億8,282万5,000円という

ことで、特別徴収、年金のほうから天引きをさせていただくほうの保険料になりま

すが、こちら全体の94.8％分ということで見込まさせていただきました。それに対

しまして、２節現年度分普通徴収保険料1,473万7,000円ということで、こちら天引

きではない口座振替ですとか、現金納付による普通徴収になりますが、5.2％分と

いうことで見込まさせていただきました。全体といたしましては、高齢者の数は多

くなってきてはいるのですが、当初見込んでいたよりも令和３年度中にお亡くなり

になった方が割と多くて、介護認定者自体もそうなのですけれども、思っていた数

字ほど認定者等が伸びなかった関係もありまして、保険料のほうも若干ですが、減

額ということで今回計上させていただいておりますので、よろしくお願いいたしま

す。

それから、２款使用料及び手数料につきましては例年どおりとなりますので、割
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愛させていただきまして、３款国庫支出金のほうをお願いいたします。この国庫支

出金につきましては、介護保険の財政としまして、全体の給付に対しまして公費が

50％、それから保険者の方から負担していただくものが50％あるのですけれども、

その公費の50％のうち約25％分が国、それから残りのその半分、12.5％を県、それ

からまたその残りの12.5％が一般会計のほうから負担していただくというようなも

のになっておりまして、その25％分、国庫分がこちらの３款のほうに計上させてい

ただいておるものです。３款１項１目介護給付費負担金につきましては、２億

3,687万1,000円ということで、対令和３年度比341万5,000円の増額予算とさせてい

ただきました。こちらにつきましては、歳出のほうで介護給付費を見込んだものに

対しまして、それぞれ負担割合でということで計上させていただいております。

それから、次のページに移りまして、３款２項１目調整交付金ですが、こちらに

つきましては、おおむね国のほうで、全国の財政力等によって不均衡が生じないよ

うに、後期高齢者への加入率ですとか、あと所得段階別の被保険者割合数を全国一

律に近いような形になるようにということで調整をした中で、調整交付金というこ

とで交付されるものです。対令和３年度比で118万5,000円の増額を見込まさせてい

ただきました。

それから、続きまして２目地域支援事業交付金のうちの介護予防・日常生活支援

総合事業につきましては、914万2,000円を見込まさせていただきました。こちらに

つきましては、また後ほど歳出のほうでご説明申し上げますが、主に歳出の３款１

項と２項のほうの事業に対しまして25％分ということで、その負担割合で見込まさ

せていただきましたので、よろしくお願いいたします。

それから、その次、３目地域支援事業交付金のうちの介護予防・日常生活支援総

合事業以外の地域支援分ということで、こちら447万3,000円ということで、こちら

はその負担割合が多くなっていまして、国のほうで38.5％分を見ていただけるので

すが、こちらは歳出のほうでいいますと３款３項ですとか４項、そちらのほうの項

目がこちらのほうに該当いたします。

それから、４目保険者機能強化推進交付金200万円ということで、先ほどの令和

３年度の実績から同額を見込まさせていただきました。

５目介護保険保険者努力支援交付金につきましても、同様に実績から同額を見込

まさせていただきました。

続きまして ４款支払基金交付金です この支払基金交付金につきましては 40歳、 。 、

から64歳の方に医療保険の保険料をいただくときに介護保険料分ということで、一
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緒に納めていただいているのですけれども、その納めていただいた分を支払基金の

ほうから介護給付費交付金ということで、第８期計画につきましては27％分の負担

になりますけれども、それを保険者のほうにいただくようなお金になっております

ので よろしくお願いいたします 令和４年度につきましては ３億6,687万1,000円、 。 、

ということで、令和３年度比572万4,000円の増額を見込まさせていただきました。

ページをめくっていただきまして、４款１項２目地域支援事業交付金につきまし

ても、支払基金交付金の負担割合27％分ということで、987万3,000円を見込まさせ

ていただきました。

続きまして、５款県支出金です。こちらにつきましても、先ほど３款国庫支出金

のほうでご説明申し上げたものの県負担分ということで、１目から次の５款２項の

ほうまで、それぞれ負担割合分ということで見込まさせていただきましたので、よ

ろしくお願いいたします。

それから、次、331ページに移っていただきまして、下のほう、６款飛ばさせて

いただきまして、７款繰入金です。１項１目介護給付費繰入金ということで、こち

ら一般会計からの繰入れとなりますが、１億6,984万9,000円を計上させていただき

ました。こちらにつきましても、一般会計からの分ということで、12.5％分を見込

まさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。

以下、その次、２目地域支援事業繰入金、それから３目地域支援事業繰入金、そ

れからページをめくっていただきまして４目低所得者保険料軽減繰入金、この４目

につきましては、1,248万5,000円ということで計上しておりますが、保険料の第１

段階から第３段階の低所得者の方に対しまして、消費税の財源等を使って保険料の

軽減制度ということで国のほうで創設されましたが、その分を一般会計のほうで繰

り入れて、一般会計からその分を繰り出すものになっておりますが、計上しており

ますので、よろしくお願いいたします。

それから、５目その他一般会計繰入金ということで996万4,000円ですが、こちら

、 、は後ほど歳出のほうで 歳出の１款が事務費に係る部分の歳出となりますけれども

その事務費分を一般会計のほうから全額繰り出していただくものとなっております

ので、よろしくお願いいたします。

続きまして、７款２項１目介護給付費準備基金繰入金1,376万6,000円、対令和３

年度比423万4,000円の増額をお願いするものです。こちらにつきましては、財源調

整のための不足分を繰入れをするものでして、この当初予算の繰入れを行った後の

基金残高といたしましては１億7,140万円ほどとなりますので、よろしくお願いい
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たします。

以下、８款、９款につきましては例年どおりとなっておりますので、よろしくお

願いいたします。

続きまして、歳出のほうに入らさせていただきたいと思います。334ページのほ

うをお願いいたします。歳出の１款総務費です。１款総務費につきましては、介護

保険特別会計の運営に係る事務的な経費を計上しているものでして、全額を一般会

計からの繰入れで賄っていただいているものとなっております。１款１項１目一般

管理費401万5,000円をお願いするものです。右側の説明欄ですが、一般管理費とい

うことで、こちらにつきましては、介護保険の運営協議会の委員の経費ですとか。

あと12節委託料のところの２番目の項目に介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務

委託料 それからその下に在宅介護実態調査業務委託料ということで それぞれ91万。 、

7,000円と57万8,000円を計上させていただいておりますが、介護保険事業計画が３

年に１回作成となりますが、令和５年が作成の年になりまして、その作成の前の年

に実態調査、アンケート調査等を行いまして計画作成のための資料とする、その３

年に１度の調査を行う、全国的に行うのですけれども、その調査を行う年がもう令

和４年度となりますので、こちらにそのアンケート調査を行うための委託料という

ことで計上させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。

次、335ページのほうをお願いいたします。１款２項介護認定審査会費、１目介

護認定審査会費です。184万8,000円ということで、前年同額を計上いたしました。

こちらにつきましては、説明欄ですが、介護認定審査会費ということで、介護保険

を使うに当たりまして、介護度を出すための審査会というものを月に２回行ってお

ります。その２回行うための委員の経費ということで、計上させていただいており

ません。

それから次です。２目認定調査等費412万1,000円をお願いするものです。説明欄

ですが、認定調査等費ということで、こちらその認定調査を行うに当たりまして、

11節役務費、手数料ということで、審査会にかけるためにはお医者さんのほうから

主治医意見書というものを書いていただくのですけれども、その主治医意見書代、

手数料ということで311万3,000円。それから、一番下のところからになりますが、

12節委託料67万1,000円ということで、施設に入所している方ですとか、あと居宅

事業所のほうに認定調査をお願いする分の経費ということで、こちらに計上させて

いただいております。

では、ページをめくっていただきまして336ページです。今度２款のほうに入り
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ます。２款保険給付費ですが、この保険給付費が介護保険の一番大きな部分、本体

の部分になりますが、介護保険サービスに係る保険給付費でして、この２款１項介

護サービス等諸費、その１項が要介護１から５の方の経費になりますし、ページ先

に行きますけれども、340ページ、２款２項介護予防サービス等諸費、この予防と

入るところが要支援１、２の方の経費ということで、１項と２項でそれぞれ要介護

者と要支援者の経費ということで分かれておりますので、よろしくお願いいたしま

す。

それでは、336ページに戻っていただきまして、２款１項１目居宅介護サービス

給付費５億1,100万円ということで、前年同額を計上いたしました。こちらにつき

ましては、居宅、在宅の方のサービスということで、ヘルパーですとか、あとショ

ートステイの利用に係るもの、あと先ほどの特別会計の訪問看護を利用するそうい

ったものの経費を見込まさせていただいております。

次、２目地域密着型介護サービス給付費6,600万円ということで、令和３年度比

300万円の増額を見込んでおります。こちらにつきましては、町内でいいますと小

規模多機能型居宅介護サービス、それから認知症グループホーム、そういったとこ

ろの利用料のほうを、利用といいますか、サービス給付費のほうをこちらで見込ま

させていただいております。

それから、次のページです。３目施設介護サービス給付費６億2,000万円という

ことで、2,000万円の増額をお願いしております。こちらにつきましては、町内で

いいますと特別養護老人ホームですとか、あと老人保健施設ということで、施設給

付に係るサービス費のほうを見込まさせていただいております。

ページをめくっていただきまして 338ページ ４目居宅介護福祉用具購入費170万、 、

円をお願いするものです。こちらにつきましては、在宅の生活をされる上で必要と

なる福祉用具、例えばポータブルトイレですとか、あと入浴補助用具などの購入の

補助ということで見込まさせていただいております。

続きまして、５目居宅介護住宅改修費450万円ということで、同額を見込んでお

ります。こちらにつきましても、ご自宅のほうの改修ということで、段差改修です

とか、あと手すりの設置工事等、そういった経費のほうを見込まさせていただいて

おります。

次のページに移っていただきまして、６目居宅介護サービス計画給付費5,700万

円、前年同額を見込みました。こちらにつきましては、介護サービスを使うに際し

ましてケアマネジャーが皆さんつかれて、そのケアマネジャーがサービス調整です
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とか、計画のほうを作成するのですけれども、そのケアマネジャーの経費というこ

とで、こちらのほうで見込まさせていただいております。

ページをめくっていただきまして、340ページです。ここからは２款２項介護予

防サービス等諸費ということで、要支援者の経費となりますが、それぞれ１項と同

じように、２項につきましても１目、２目、３目、４目、５目と同様の内容でそれ

ぞれ見込まさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。

次に、343ページの下のほうをお願いいたします。２款３項その他諸費です。こ

のその他諸費につきましては、１目のところに内容がありますが、審査支払手数料

ということで、今ほど説明申し上げましたそれぞれの介護給付費の支払いにつきま

、 、 、しては 国保連合会を通じて請求があって介護給付費をお支払いしますが その際

国保連合会のほうに審査支払手数料ということで必要になりますので、そちらをこ

の３項のほうで計上させていただいております。

それから、次、ページをはぐっていただきまして344ページです。今度２款４項

です。高額介護サービス等費ということで、こちらにつきましては、その利用料に

つきまして、一月ごとに支払った利用者負担というのを見まして、その一月ごとの

合計額が負担の限度額を超えた場合に、その超えた部分をお戻しする、支払うとい

いますか、お返しするための経費をこちらのほうで計上しております。１目のほう

は高額介護サービス費になっておりますし、２目のほうは高額介護予防サービス費

ということで、１目が要介護者、２目が要支援者ということでそれぞれ経費を見込

んでおりますので、よろしくお願いいたします。

それから、345ページ、今度は下のほうをお願いいたします。２款５項です。こ

ちら高額医療合算介護サービス等費ということで、こちらは今介護保険の特別会計

になるのですけれども、介護保険のほかに医療保険というのも皆さんお使いになっ

ておりまして、そうした場合に、１年間に自己負担額、介護保険と医療保険のほう

を合算しまして、その合算したものが限度額を超えた場合に、その超えた部分をお

支払いというか、お戻しするその経費をこちらの５項のほうで計上しております。

こちらにつきましても、１目と２目でそれぞれ介護サービス費と２目が介護予防サ

ービス費ということで分けて計上しておりますので、よろしくお願いいたします。

次、347ページをお願いいたします。今度２款６項です。特定入所者介護サービ

ス等費ということで、この特定入所者介護サービス費というのは低所得者の負担軽

減制度でありまして、施設の居住費、いわゆる滞在費、それから食費に係る利用者

の負担を軽減する制度になっておりまして、在宅のサービスになりますので、ショ
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ートステイの方も含まれますけれども、そちらに係る経費をそれぞれ計上させてい

ただいております。こちらにつきましても、それぞれ１目が要介護の方について、

それから２目が介護予防ということで、要支援者の方についての経費をそれぞれ計

上させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。

ページをめくっていただきまして、348ページです。今度ここから３款地域支援

事業費になります。この３款地域支援事業費につきましては、要介護状態となるこ

とを予防するとともに、要介護状態になった場合においても可能な限り地域におい

て自立した日常生活を営むことができるよう支援するというふうな事業となってお

ります。１目介護予防・生活支援サービス事業費です。3,303万9,000円ということ

で、対令和３年度比48万3,000円の減額を見込んでおります。右端説明欄ですが、

まず訪問型サービス事業費ということで、いわゆる総合事業と言われるもの、認定

を受けるか受けないかぐらいの方に対する訪問ということで、ヘルパーの費用等を

こちらで見込んでおります。

それから、２番目のひし形ですが、通所型サービス事業費2,513万9,000円という

ことで、こちらの中の12節の２番目のところに運営委託料ということで、先ほどご

説明した社会福祉協議会へのコミュニティーデイホームの委託料ということで、

1,144万8,000円をこちらで計上しております。こちらにつきましては、中店にあり

ますふれあいの家、それから原ケ崎にありますくつろぎの家、こちらのほうの運営

委託を社会福祉協議会のほうにお願いしておりまして、それぞれ運営に係るボラン

ティアスタッフへの支払いの経費ですとか、あと施設の軽微的な維持管理費、それ

からそれに係る事務職員の経費ということで、その２名分なのですけれども、丸々

ではないのですけれども、そこに係る部分ということで、すみません、後ほど率を

言いますけれども、２名分の何％分、人件費の何％分ということを合計したものを

1,144万8,000円ということで委託料としてお願いしているものです。それから、次

のページに移っていただきまして、18節960万円。通所型サービス事業費につきま

しては、通所に係るデイサービスのほうへ総合事業の認定を受けた方が使われるデ

イサービス等の経費をこちらで見込んでおります。

それから、その下、介護予防ケアマネジメント費ということで18節の150万円で

すが、こちらは総合事業を使われる方のケアプランを作成する関係の経費というこ

とで、こちらで見込んでおります。

それから、２目のほうをお願いいたします。２目介護予防・生活支援サービス事

業費（第１号介護予防支援事業費）です。説明欄ですが、こちらが包括支援センタ
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ーの中に認定調査ですとかそういった業務をお願いしている会計年度任用職員、看

護師１名の経費ということで、こちらのほうで計上させていただいておりません。

ページをめくっていただきまして、350ページです。下のところ、３款２項１目

一般介護予防事業604万1,000円をお願いするものです。こちらにつきましては、説

明欄ですが、まず介護予防普及啓発事業費ということで、この中に転倒予防教室、

けんこつ教室ですとか、あと認知症予防教室、いわゆる元気はつらつ教室、それか

ら７節報償費のところの一番下のところに通いの場サポーター養成事業報償８万

1,000円ということで計上しておりますが、これ令和４年度から新しく取り組む事

業となっておりまして、内容を簡単に説明申し上げますと、地域における高齢者の

居場所づくり、それから健康づくりのために今後住民主体の通いの場を立ち上げる

必要があるというふうに考えておりまして、高齢者の生きがいづくりの支援ですと

か、活動の場を創設するために、まずはその通いの場で活動するサポーターの養成

、 、 、 、を行う必要があるということで 町のほうで運動指導員 歯科衛生士 管理栄養士

介護予防アドバイザーなどから来ていただきまして、リーダーとなるような方にサ

ポーターということで令和４年度は養成ということで行って、その後、今度そのリ

ーダーの方が地域に行ってそういった考え方をどんどん広げていければいいなとい

、 、うことで 令和４年度からそういった取り組みをしてみたいと思っておりますので

新規ということでよろしくお願いいたします。

それから、次のページ、351ページの12節委託料、一般高齢者事業委託料429万円

ですが、ここにアクティブシニア教室ということで、スポーツ協会のほうに委託を

して拠出を行っております額の経費をこちらで計上しております。

それから、その次、地域リハビリテーション活動支援事業費ということで、これ

令和３年度からでしたでしょうか、それほど介護度の重くない方に対しまして、作

業療法士がご自宅のほうに訪問いたしまして、運動の仕方ですとか、そういったの

をアドバイスを行うということで、令和４年度もこちらの経費を計上させていただ

いております。

次に移りまして、３款３項１目任意事業費ということで、それぞれ成年後見制度

利用支援事業費、それからページをはぐっていただきまして352ページ、認知症サ

ポーター等養成事業費ということで、こちらにつきましても引き続き行っていきた

いと思います。

それから、２目在宅医療・介護連携推進事業費ということで、在宅医療・介護連

携推進事業ということで、こちらも引き続き加茂市等と一緒になった中で、医療、
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介護の関係者等が連携を取りながら地域として進めていくための事業ということ

で、引き続き行っていきたいと思います。

次のページ、353ページ、３目です。認知症総合支援事業費53万2,000円ですが、

右の説明欄に２つ事業がありますが、１つは認知症初期集中支援推進事業費という

ことで、お医者さんを含めた中でそういった認知症の初期の方に対してのアプロー

チということで行っていきたいと思いますし、それから２番目の認知症地域支援・

ケア向上事業費ということで、例えば認知症の方ですとか、ご家族の方を対象に、

いろんな話を聞いたりですとか、そういった場を設けるということで事業を行って

おります。

続きまして、４目地域ケア会議推進事業費です。こちらにつきましては、町です

とか介護事業者、それからケアマネの事業所ですとか、いろんな関係者が集まって

情報共有しながら、また地域包括ケアということで、どういった形で進めていった

らいいかということで、会議等を通じた中で意思疎通等を行っている事業となりま

す。

ページをはぐっていただきまして、354ページ、５目です。生活支援体制整備事

業費608万4,000円ということで、27万8,000円の増額をお願いするものです。説明

欄のところにありますが、12節委託料ということで、生活支援コーディネーター事

業委託料です。こちらは、先ほど椿委員のほうからお話のありました社会福祉協議

会への委託事業ということで行っている内容、何年かやっているけれども、なかな

か成果がということでお話ありましたが、毎年これたしかご質問いただいておりま

して、令和３年度事業の実績といたしまして、社会福祉協議会のほうから提出され

ているものといたしましては、なかなか例えば新しいボランティアの体制が、新し

いのができたというところはやっぱり令和３年度はなかなかなかったのですけれど

も、その中で社協として力を入れて行っているということで、大きく言うと２つ。

１つがまず参加、つながりを持つための環境づくりということで、孤立させない、

介護予防に取り組むということで、そういった環境づくり。それから、もう一つの

視点が生活支援を行うための基盤づくりということで、ご近所を中心とした支え合

い、そういった体制づくりをまずは進めて、そこに力を入れて進めていきたいとい

うことで、それぞれ例えば集いの場、通いの場ということで、社協のほうで関係し

てやっております地域のサロンの場ですとかそういったところに出向いて、区長、

民生委員に、そういったつながりを持って孤立させない、そういったことができな

いかということで働きかけを実際令和３年度に行っておりますし、あとコロナの関
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係で令和３年度はサロンを開催しない地区等もあって、なかなか思うようには進ま

なかった部分はあるのですけれども、民生委員、あとサロンのスタッフ等と連携し

ながら、自宅のほうにチラシをお配りしたりしながらということで、実際そういっ

た取り組みをしております。それから、見守り活動の推進ということで、高齢者の

孤立を防ぐために、老人クラブのほうと連携した中で、手を挙げていただいた単位

老人クラブのほうに説明に伺いまして、そういったいろんな活動、こういったのが

ありますよということで周知に実際取り組みましたし、あと町民の方への協力依頼

ということで全戸配布等を行った中で、進めてきているというふうに報告のほうを

いただいております。それから、生活支援を行うための基盤づくりということで、

助け合い、支え合い活動の普及ということで、地域たすけあい事業、そういったも

のが、地区は限られてはいますけれども、そういったものがありますので、こうい

ったのありますよということで、社協、コーディネーターのほうからも、そういっ

たものがあるということで、いろんなそういった会合、サロンですとか、いろんな

場でまたお話をした中で、中店のほうで新しい会の立ち上げ準備をしているという

ような話も聞いておるところです。あとは、社会資源の可視化ということで、生活

支援ですとか、あとこういう活動をしているという情報紙ということで、９月です

けれども、１回だけですけれども、全戸配布で今こういった活動がありますよとい

うことで情報発信をしたりとか。目に見えてこれという成果は確かにまだ出ていな

いといいますか、そういった部分があることはあるかもしれないのですけれども、

そういった形で地道に活動というのは行っているところですので、よろしくお願い

いたします。

すみません、長くなりましたが、あとは、355ページ、356ページ、357ページに

つきましては例年どおりのものとなっておりますので、説明は以上とさせていただ

きます。

委員長（渡邊勝 君） 説明が終わりました。

ただいま説明のありました案件について質疑に入ります。ご質疑のある方、ご発

言願います。

６番（中野和美君） 保健福祉課、日々の作業の業務のほう、本当に頑張ってくださっ

てありがとうございます。今回この予算の中で、新しい予算の中で通いの場サポー

ター養成事業というのが350ページにあるのですけれども、今回、令和４年度は通

いの場サポーターを養成するという事業にこの予算を、８万1,000円をお使いにな

るということでこの前保健師のほうに伺ったのですけれども、どんなふうになるの
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かなと思って。それで、今回は養成するとして、その後、養成した方に、やはり無

償ボランティアというわけにはいかないと思うので、費用弁償等は今後考えられて

いるのかということをお尋ね１つしたいのと。それともう一つ、351ページの成年

後見制度利用支援事業費というのがあるのですけれども、この成年後見制度、とて

もいい制度だと思っていたら、家庭裁判所で家族以外の方が成年後見人になること

が多くて、そうするとその方の資産を他人の、他人、司法書士だったりはするわけ

なのですけれども、他人の方が管理してしまって家族が手を出せない、家族がその

人の支援に誘導できないという制度になっていて不便が生じているということで、

新しい法律ができまして、家族信託という制度ができたそうなので、この家族信託

ですと、もちろん家族がその方の公正証書をちゃんと作って、その方の資産をちゃ

んと運用する、もしくは信託制度を一緒に取り入れて、成年後見制度も取り入れた

ような形を取り入れて、うまくその方の資産を家族が運用できるという制度ができ

ましたので、その辺の成年後見制度のデメリットの部分をカバーできるようになっ

た家族信託ということを、今後支援していかれるのかどうかということがもし分か

っていたら教えていただきたいのですけれども。

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） まず、１点目のご質問の通いの場の次年度以降の報

償等につきましては、今回サポーターということでまず養成しまして、その方たち

から地域に入ってリーダーといいますか、そういった形で進めていっていただきた

いというふうに考えていまして、難しい部分もあるとは思うのですけれども、基本

的にはそのサポーターの方が今度そこでリーダーとなって、町がお願いしてという

よりも、今度その方自身がその地域でまたそういった形で介護予防等を進めていく

ということをお願いしたいというのを考えると。必ずしも報償等をお出ししなくて

も、逆に言うと、そういったのがなくても地域で率先して進めていっていただける

ような形になれば、一番理想的かなというふうには私個人的には思っているのです

けれども、その辺はまた令和４年度、サポーターの方から受講していただいて、い

ろんな話を聞いた中でということになるかなと思いますので、今どうかというのは

お答えできないのですが、そういうふうに考えておりますので、よろしくお願いい

たします。

それから、成年後見制度の家族信託についてなのですけれども、まず成年後見制

度で、ご家族のほうで成年後見人になられるという場合は、ご家族がなることがで

きるので、必ず家族以外の誰かが後見人になるということではないので、成年後見

人として家族が利用できれば一番いい形かなと思いますし、先ほどおっしゃった家
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族信託については、私も不勉強な部分はあるのですけれども、そういったのがあっ

て、実際民生委員の定例会の中でも講師の方を招いて家族信託についてお聞きした

こともあるのですけれども、まだ私も全てを承知してはいないのですけれども、そ

ういったいい制度があればまたそういったほうも利用をお知らせするという中でや

っていければいいなと思いますので、もうちょっと研究をしたいと思います。よろ

しくお願いします。

６番（中野和美君） ありがとうございます。通いの場のサポーター、ただサポーター

にお任せするのではなくて、そういうサポーターの事業をするにしても多少の経費

はかかると思うので、その辺のサポートもよろしくお願いいたします。

それから、家族信託の制度なのですけれども、これ成年後見制度のデメリット部

分をかなりカバーされて新しくできた法律ですので、この辺を支援の一部に加えて

いただいて、特に今認知症がとても多かったりするので、認知症になってからでは

もう自分で判断できなくなってくるので、その辺を家族がサポートする、管理する

という、ちゃんとそれも公正証書を作るので、全くただ家族が何とかするというこ

、 。とはないと思うので その辺のメリットも加えて支援していただきたいと思います

よろしくお願いいたします。

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） ありがとうございました。研究してまいりたいと思

います。

７番（今井幸代君） １款総務費のあたりにかかってくる部分になるのですけれども、

介護認定審査会、認定調査、この辺りに係る部分になってくるのだというふうに理

解しています。町のほうで障がい者控除対象者認定証の交付をしておられると思い

ます。おおよそ今、町の制度の中では、要介護２以上の方を対象にするような形に

なっているというふうに思いますが、要介護の認定を受けていなくとも、そのよう

な状態にあるケースもあると思います。これ基準日が12月31日の状態で障がい者に

近いような方に関しては、認定をして税控除を受けられるように認定証を町のほう

が出すという制度だと思いますけれども、これ今町は要介護認定を受けている方に

限定していると思いますので、これは医師の診断等を受けて、医師の意見書等をも

ってそういった審査対象にできるように、ぜひ事業の見直しをお願いしたいなとい

うふうに思っています。なぜこういったことを言うかというと、介護認定というの

は月２回ですよね。例えば、基準日これ12月31日なので、認定に間に合わない方で

あったり、例えば12月に入って急遽大きなけがをしてしまってそのような状態にな

ってしまうケースもあると思います。そういった方、対象となる方を漏れないよう
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にする形できちんと包括できるような形で運用していただけるように、しっかりと

見直しをしていただいて、その周知も含めて対応できるように令和４年度からお願

いしたいなというふうに思うのですが、その辺りいかがでしょうか。

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） 今ほどのご質問ですが、以前今井委員のほうからこ

ういった制度があるよということで教えていただいたもので、ありがとうございま

した。それで、今現在は、町のほうでは要介護認定を受けた方を対象に、おっしゃ

、 、ったように障がい者控除の通知をお出ししていますけれども これ調べてみますと

この辺、近隣では医師の意見書でというところはなかったのですが、全国的に見る

とそういったところもありまして、国のほうから出ているものも、こういったのも

例の、例というか、一つ例というふうに出ていましたので、また研究、確認を進め

て対応できるように勉強したいと思います。

13番（髙橋秀昌君） 今の今井委員の関連なのですが、これまでは介護度３で町長が認

めたら障がい者認定を出すという制度になっているのだが、今度介護度２で医師の

診断が要る。そんなことはないはずなのだけれども、どう。

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） 要介護度が１以上で、ただし認定調査の際の項目と

いうのがありまして、障がいの自立度というのと認知症……そういう項目がありま

して、これに該当すると、要介護１以上の方でこれに該当すれば障がい者……

（１以上でいいんだねの声あり）

（ ） 。 、 、 、保健福祉課長補佐 棚橋康夫君 １以上なのです ただ その項目 障がい自立度と

すみません、認知症自立度だったか、そういった２項目基準がありまして、それに

合致していれば、要介護１以上の方は対象とすることができるのですけれども、た

だそれ以外に、国のほうで出ている通知の中で、要介護度がなくても医師の診断書

があればそういったのを市町村のほうの判断で出してもいいですというような通知

というかが出ていたものでして、それ私ども分からなかったものですので、今その

お話しさせていただきました。

13番（髙橋秀昌君） 町長の認定は要らないの。以前だと町長の認定が必要だったと。

今はどうなの。

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） すみません、説明が足りませんでした。今ほど言っ

た基準を基に、それに該当しているということで町長が認めるということになりま

すので。

（町長の認定が必要の声あり）

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） はい。
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２番（品田政敏君） １つ、338ページ、介護の住宅の改修費がありますよね。この辺

は何か今ほかの課にもサービスがある、いわゆる介護ではないですけれども、リフ

ォームとか何かというのではあるのだろうと思う。これの違いはどういう、私も実

はよく自宅で介護したことがあったのですが、全然そういうふうなアドバイスとい

うか、もらえなかったものですから、これ通常の改修費用というのとどこが違うの

かお聞かせください。

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） こちら介護保険の中の制度になりますので、要介護

認定、要支援でもいいですけれども、要支援認定及び要介護認定を受けている方が

使える制度になりますので、地域整備課のほうは介護認定を受けていない一般の方

といいますか、そういった方が使える制度だと思いますので、よろしくお願いいた

します。

委員長（渡邊勝 君） ほかにありませんか。

（なしの声あり）

（ ） 、 。委員長 渡邊勝 君 ないようですので 議案第27号に対する質疑は終了いたします

本日の審査はこれで終了いたしました。

執行の皆様、お疲れさまでした。委員の皆さんはしばらくお待ちください。

ここで暫時休憩いたします。

午前１１時４２分 休 憩

午前１１時４５分 再 開

委員長（渡邊勝 君） 再開いたします。

本日の審査報告ですが、質問数と総括質疑について副委員長から報告をお願いい

たします。

副委員長（藤田直一君） ご苦労さまでした。それでは、質疑、総括質疑の数について

ご報告をいたします。

３月17日、質疑77、総括１。３月18日、質疑79、総括ゼロ。３月22日、質疑73、

。 、 、 。 。 、 、 。総括３ 本日 質疑20 総括ゼロ 合計でございます ４日間 質疑249 総括４

以上でございます。

委員長（渡邊勝 君） ありがとうございました。

これで午前中終わります。

お昼のため休憩いたします。

午前１１時４６分 休 憩
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午後 １時３０分 再 開

委員長（渡邊勝 君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

新潟日報社、三條新聞社より傍聴の申出があり、これを許可しますので、報告い

たします。

午前中に依頼された令和２年度田上町社会福祉協議会の決算についてご説明をい

ただきたいと思います。

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） それでは、私のほうから、午前中資料の提出を求め

られました田上町社会福祉協議会の補助金の削減の関係で、その根拠となった資料

と内容ということで、お手元にＡ４の紙、表裏のものを１枚配らさせていただきま

したので、こちらに基づきましてご説明申し上げます。この資料につきましては、

私どもが積算するに当たりまして使っていました内部的な資料でして、表題のとこ

ろですとか、そういったところ、すみません、そのまま出してありまして、令和２

年度田上町社会福祉協議会の決算についてということになっておりますが、この決

算内容に基づいて私どもが積算したものになりますので、そういった意味でこの説

明資料そのままぴったり合わない部分はあるかと思いますが、よろしくお願いいた

します。

それでは、中のほうに入らさせていただきますが、まず参考としました資料につ

きましては、こちらに記載のとおり、社会福祉協議会のほうから頂きました財産目

録から始まりまして、それぞれ法人の関係がずっとこちらに書いてある決算書、活

動計算書等をお出しいただきまして、その内容を私どものほうで見させていただき

まして、中を分析させていただきました。概要を説明申し上げますと、まず１番と

しまして積立金ということで、社会福祉協議会の事業運営安定積立て資産、財源調

整のための基金に当たるものになりますが、そちらが令和２年度末で2,051万

5,481円の残高があります。それから、それ以外に特定目的基金ということで、例

えば車を買うための基金とか目的基金というのも別にございます。

２番としまして、拠点区分ごとの収支ということです。社協の中で部門が幾つか

分かれておりますが、まず （１）番で法人運営事業拠点区分ということで、こち、

らが今回私どもが田上町社会福祉協議会への人件費の補助ということで出している

法人部門、総務的な部門になりますが、そちらの令和２年度につきましては、収支

としてマイナスの818万8,158円の収支でした。それに対しまして、社協の中でほか

のいろいろな会計がありますので、ほかの会計から拠点区分間繰入金収益というこ



- 320 -

とで1,150万円。その内訳としましては、２つありまして、１つは、介護保険事業

拠点区分事業会計から300万円の繰入れ、それから障がい者支援事業拠点区分から

850万円、合計1,150万円の繰入れをして収支マイナス818万円というところを相殺

して、プラスというような形で決算を迎えております （２）番としまして、まず。

介護保険事業拠点区分につきましては、収支としましてプラスの400万4,209円の黒

字でした。そのうちの300万円を法人部門へ繰り出ししております。それから、同

じように ３ 番 障がい者支援事業拠点区分につきましては 収支として1,324万（ ） 、 、

5,832円の黒字でした。そのうち850万円を繰り出しということで行っております。

（４）番については、そのうち介護保険事業の中の今度収益、歳入の部分がどうい

うふうに伸びているかというものを分析したものですので、裏のページに行ってい

ただきまして、主な増減要因ということで、令和元年度と令和２年度を比べますと

収益、歳入が増えておりましたので、その主な要因ということでそれぞれこちらに

記載のとおり、まず通所介護事業、康養園デイサービス事業で370万円ほど利用者

の増の関係で多かった。それから、訪問看護事業、ヘルパー事業で350万円ほど多

かった。それから、新型コロナウイルス感染症に関する助成金ということで、新型

コロナウイルスの関係で事業所のほうに助成金が出ている関係で、190万4,000円ほ

どありましたので、この分が増の要因となっております。その下、米印ですけれど

も、合計した額660万円のうち、コロナの関係は特別な部分ということになります

ので、それを除いたとしても400万円ほどの収益となっております。同じように、

障がい者福祉事業につきましても、それぞれ令和２年度、令和元年度と比べまして

300万円ほどの増となっております。主な要因としましては、居宅介護事業、ヘル

パーのほうで70万円ほど増。それから就労継続支援Ｂ型事業で130万円ほど増。そ

れからこちらも新型コロナウイルスの関係で72万7,000円のプラスがありました。

同じように、約300万のうち、コロナを引きますと200万円ほどこちらのほうでは収

益があるというふうな形になっております。一番最後、下の米印のところですけれ

ども、令和２年度につきましては、ここには数字ないのですけれども、決算書のほ

うから拾いますと、法人全体として906万1,882円の利益がありました。町からは、

すみません、ここは最初のほうの事業で2,000万円と書いてあるのですが、毎年

2,000万円から2,150万円くらいの補助金が、年度によって若干上下がありますけれ

ども、町から約2,000万円を交付して、さらに今ほどの介護保険事業、それから障

がい福祉事業の分を全部トータルしまして、単年度、令和２年度のみだった新型コ

ロナウイルスの分を引きましても643万円ほどの利益が出ます。そのうち、今回こ
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こでは500万円と書いてありますけれども、例えば2,100万円から500万円引いて例

えば1,600万円程度の町からの補助金となったとしても、令和２年度の収支のまま

いけば、それなりに社協としても事業は成り立つということで私どもで積算させて

いただきまして、このような形で予算をお願いしたところです。

あと、すみません、もう一点、申し訳ありません。この場をお借りしまして、よ

ろしいですか。先ほど椿委員のほうから社協の４つの事業、委託と補助金の表、先

ほどの１ページ目の表で、何年度から事業が始まったかということでお問いがあり

まして、資料を準備しなくて申し訳ありませんが、今口頭で何年度から始まったか

を申し上げてもよろしいですか。

（はいの声あり）

保健福祉課長補佐（棚橋康夫君） では、まず４つのうち、一番上が社会福祉協議会の

補助金となっておりますので、その次の２番目、障がい者の相談支援事業委託料に

つきましては平成25年７月から開始しております。平成25年７月からです。それか

ら、その次の運営委託料（コミュニティーデイホーム）につきましては平成29年４

月からです。それから、最後、生活支援コーディネーター事業につきましては平成

30年４月からとなっております。

説明は以上です。

委員長（渡邊勝 君） 説明が終わりました。

ただいま説明のありました案件について質疑に入ります。ご質疑のある方、ご発

言願います。

13番（髙橋秀昌君） 読んだだけでは分からないので、伺いたいのだけれども、康養園

はたしか町、何だったっけ。何ていうのだっけ。委託ではなくて。

（指定管理の声あり）

13番（髙橋秀昌君） 指定管理にしたわけだよね。つまり指定管理にして利益、その契

約はどうなのかよく分からないのだ。指定管理にして、利益が出たらその一定部分

の利益は町に還元するという契約ではないのか。そんなことはなくて、ただ指定管

理して、どれだけ利益が出ても一切町に還元する必要はないという契約なのだね。

なるほど。ということは、康養園の利益というものは社会福祉協議会の利益なのだ

から、町としては一切関与しないという考え方になるわけだね。そこで聞きたいの

だけれども、指定管理で、言ってみれば頑張って黒字になったわけだね。その黒字

になったものは収入なのだからと言って、その分町が収入部分としてこれが余るで

はないかと言って差し引くということは、補助を出す、指定管理ではない、全体と
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して補助を減らすということは、指定管理での運営による努力について、出れば出

るほど町が助成を減らすということになるわけだから、指定管理そのものの意味を

失うことになりはしないのか。

副町長（吉澤深雪君） 康養園デイサービスについての指定管理料については、実は無

料としております。無料なのです。指定管理料としては一銭も払っていないという

ことなのです。

（いや、もちろん町は出していないとの声あり）

副町長（吉澤深雪君） うん、出していないです。

（じゃ、あくまでもそこでの努力の結果としての黒字なん

だとの声あり）

副町長（吉澤深雪君） はい。当初というか、指定管理の契約として、康養園について

は、収益、収入があれば、それは全て社会福祉協議会のものとすると。特に町のほ

うに還元するというようなことにはなってはおりません。だから、そういう意味で

いえば、康養園でどんどん、どんどん頑張ってもらえれば、それはもう社会福祉協

議会の収入になるということなのであります。そうなのでありますが、そういう面

で収入ともなっているものだから、法人部門の補助金を今回減額しても経営的には

行き詰まらないだろうという範囲で、お願いできないかなということで協力をお願

いしたということであります。

13番（髙橋秀昌君） そういう趣旨は伝わってきたのだ。ただ、私自身が思うのは、指

定管理をさせて、そこで頑張って黒字になっているわけだから、それらも計算に入

れて町がお金出さないでもやっていかれるではないかということは、受け取る側か

らすれば、努力して黒字にさせないで赤にすればいいのかという理屈になりはしな

いかというのがあるのだ。非常に単純な構図なのだけれども、それなりに努力をし

て黒字を出しているのに、これだけいっぱいあるから、そんなにいっぱいあるわけ

ではないのだけれども、100万円単位でしかないのだけれども、そういうのをみん

な加算して、あなたのところ十分やっていけるではないかと言って補助金を500万

円も減らすというのは、それは彼らの努力の足引っ張りになりはしないかという、

そういう不安があるのです。何だ、町は、私たちが指定管理で頑張ってこれだけの

収入を得れば、もうそれは収入が増えたのだからいいではないかと言って結局補助

金を減らすというふうに、そういう構造になってしまうのではないかという、それ

を心配しているのだ。この説明は分かりました。それによる弊害というものについ

て気になっているのだけれども、この点いかがですか。
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副町長（吉澤深雪君） おっしゃるとおり、そういう心配もありますので、そういうふ

うに受け取られないように協議していく予定であります。

（ ） 、 、 。13番 髙橋秀昌君 私は 指定管理制度ってあまり 正直言って好きではないのです

好きではないのだけれども、実際に指定管理制度を使っているわけですから、そこ

のところは強引にこちらの支援策を引き揚げるのではなくて、十分協議をして、社

協の側も納得をして、これなら私たちもやっていけるのだということを前提にして

物事を進めるべきだと考えています。なぜかというと、冒頭、今の冒頭ではなくて

先ほど言いましたように、これまでほとんどが保健福祉課が実際にやってきたこと

の多くの部分を社会福祉協議会に委託して、そして彼らの努力によってできたわけ

でしょう。例えば賃金を見ても明らかに田上町の職員の給与よりも低いわけだ。そ

ういう中で頑張ってきているものを、おまえさん、もうかったではないか、よこし

なさいよという、そういう関係にならぬように努力してもらいたいということを強

く求めておきたいと思います。お答えをどうぞ。

副町長（吉澤深雪君） 髙橋委員のご意見を踏まえて、そういうふうな対応でやってい

きたいと、やっていく予定でありますので、お願いいたします。

委員長（渡邊勝 君） ほかにありませんか。

（なしの声あり）

委員長（渡邊勝 君） ないようですので、これに対する質疑は終了いたします。

それでは、総括質疑を行います。

予算審査特別委員会に付託されました12案件、４日間審査し、委員の皆さんから

249件の質問、４件の総括質疑がございました。

それでは、総括質疑を行います。

11番（池井 豊君） では、私から指定寄附、ふるさと納税もっと頑張れという質問を

させていただきます。

今回、歳入のところで指定寄附金が1,800万円です。はっきり言って１桁足りま

せん。これは私の意見だけではなくて、議員控室でみんなの話を聞いていると、１

桁足りないとか、丸を１個忘れたのではないかとか、そういう意見がほとんどでご

ざいました。もっと積極的に取り組む姿勢が見られません。道の駅と連携して多品

目化や、担当者を増やして体制も充実をしたり、他市町村に学び、もっと強化して

くださいという話ですが、その後私も調べさせていただきました。加茂市は、令和

、 。３年度の見込みで５億1,000万円 令和４年の歳入予算は６億円を設定しています

あれほど前市長のときには、田上町より指定寄附が少なかった団体が今や田上町の
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何倍もいくような状況になっています。政策推進室、加茂市は炊飯器がと言ってい

ましたけれども、実は今、炊飯器だけではないです。炊飯器も非常に人気なのです

けれども、６万5,000円から16万円の寄附が対象になるのですが、今はリーガルの

靴、チヨダシューズがやっているリーガルの靴が８万8,000円から９万9,000円とい

うことで、それが大人気になっているそうです。ポータルサイトを見ると、米の数

がやっぱり田上より非常に豊富。いろいろ七谷米だとか、何とか米だとか、個人で

ブランド化しているような米の数が非常に多いです。それから、田上町と同規模の

阿賀町。阿賀町も令和４年度の予算額は４億円組んでいるそうです。それで、田上

町、ではなぜこんなに指定寄附少ないのかというか、消極的にいっているのかなと

私も気になってポータルサイトを調べさせていただきました。ちなみに、ふるさと

チョイスにおいては、田上町が品目75品目に対して加茂市は719品目。10倍。阿賀

町は171品目。倍。阿賀町でもそれでも頑張っているなと思ったら、今度さとふる

というサイトに行くと、田上町が43品目に対して、加茂市は689品目、阿賀町は何

と836品目ということで、多くの品目をポータルサイトに出して、それによって選

択してもらうということの努力をしっかりしているということが明らかになりまし

た。予算審議の中でも担当者が１人でやっているとか、そんなこともありましたけ

れども、強化すれば最低でも２億円ぐらいはいけるのではないかなというような感

じがしています。半分の１億円が自由に使えるお金があれば、何か１つの事業が、

護摩堂山に水洗トイレを造るとか、そんなのがぱっと誰のお金でもなくできるわけ

ですので、ぜひここは頑張って、ふるさと納税を多く獲得するという姿勢を職員に

町長から示してもらいたいと思います。

以上です。

町長（佐野恒雄君） それでは、池井委員の総括質疑にお答えをさせていただきます。

指定寄附金、ふるさと納税についてのご質問であります。金額について１桁足り

ない、積極的に取りに行く姿勢が見られないというご指摘でございます。確かに近

隣市町村と比べて決して多いと言える金額ではありません。令和３年度は、それで

も過去最高額を更新する見込みとなっておるところであります。以前、池井議員の

一般質問でも回答させていただきましたけれども、返礼品につきましては、令和元

年６月以前は返礼品に対する特に厳しい規制はありませんでした。しかし、一部の

市町村で本来のふるさと納税の目的である地域貢献からかけ離れた取扱いがされ、

大きな社会問題となったのは承知のとおりでございます。こうしたことから、総務

省は、令和元年６月から返礼品は寄附額の３割以内、その地域で作っているものに
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限るというふうに厳しく規制するようになりました。町もこの規制を遵守し、ルー

ルにのっとった形での返礼品となるように、返礼品の見直しを行ったところであり

ます。また、農家や商店などに改めて呼びかけ、特に人気の高いお米などの返礼品

を増やしてきたところであります。しかしながら、町内から出品できるものは季節

物の農産物が多く、数量にも限りがあり、返礼品の品ぞろえを増やすことがなかな

かできませんでした。そうした中で、令和３年度に入りまして、他市町村でも人気

の高い工業製品について、各事業所を訪問し、出品の依頼を行ったところでありま

すが、自社製品を取り扱っているところが少なく、返礼品として取り扱うことが難

しいとして断られました。その際には、製品ではなく部品にも着目をして、ねじの

詰め合わせといったようなレア的なものについても打診をしてみたわけであります

が、これらも残念ながら断られたという状況でありました。やはり他市町村のよう

に大きな工場で大量生産できるような事業所でないと、なかなか難しいというのが

現実でありました。

こうした状況ではありましたけれども、返礼品の数については、お米の定期便な

ど人気の出るラインナップを増やすなど行ってきまして、令和２年６月で50品目、

さらに工業製品を含め10品目を追加して、令和４年３月現在60品目まで増やしてお

るところであります。また、寄附者にとっての窓口となるポータルサイトにつきま

しても、令和２年度の４つから２つ増やして、現在６つのサイトを用意しておりま

す。こうした職員の地道な努力の結果が令和３年度に表れているものと考えており

まして、委員の職員の姿勢が見られないといった指摘については、あくまでも国の

制度を遵守した中で、今現在職員としてできることを一生懸命取り組んでおります

ので、ご理解願いたいと思います。しかしながら、これまでの議会においても様々

な議員よりご指摘をいただいているように、私自身もこのふるさと納税については

自主財源の確保の一つとして、非常に重要なものであるというふうに考えておりま

す。今後は、１担当課のみでなくて、全庁を挙げた取り組みを行うようにしっかり

と指示をしていきますし、引き続き他市町村の状況等も把握をしながら行ってまい

りたいと思っております。

以上でございます。

11番（池井 豊君） さっき言うのを忘れましたけれども、３月22日の三條新聞紙で三

条市においても、ふるさと納税推進担当を新設するというような報道もありました

し、町長今言うように全庁を挙げてやると。もっと勉強してもらいたいのです、ほ

かの市町村がどんなふうに出しているか。例えばお墓参り、お墓の掃除代行サービ
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スだとか、あと電気工事１万円分券がとかという電気工事屋の引換えであったりと

か、アイデア次第ではいろいろあると。あと、田上町にはないのは、商品の組合せ

がないのです。単純な言い方で申し訳ないですけれども、阿賀町では麒麟山とお米

とかという、そういう組合せで勝負しているのがあったり、そういうアイデアを入

れながら、ただ田上のお米と何かおいしいおかずみたいなのをセットにするとか。

そういうアイデア、ほかのサイトを見ながら、どんな商品を上げていて、どんなの

がいいのかなというアイデアと、あと研究です、やっぱり。どこの事業所がどんな

ものを作っているのかというところをよく研究してやるには、少ない人数での対応

だったり、１つの課だけに任せていても無理だと思うので、全課挙げてそういう商

品づくりとＰＲに励んでもらいたいと思います。

以上です。

町長（佐野恒雄君） ありがとうございます。今、池井委員からご指摘いただいたよう

に、他の市町村、これ非常に参考になるといいますか、参考にしていかなければな

らないと思います。確かにそうした組合せというのも非常に面白いというか、そう

したことも含めて、今の道の駅とのそうした連携を組みながら、その返礼品の品目

をいかに増やしていくかということになろうかと思います。そういう意味で、先ほ

ども申し上げましたけれども、全庁的な形で取り組んでいきたいなと考えておりま

す。

委員長（渡邊勝 君） 池井委員の総括質疑を終わります。

続きまして、小野澤委員。

１番（小野澤健一君） では、総括質疑をさせていただきます。

質問項目は、プール入館料10万9,000円についてであります。既存中学校プール

は、義務教育における教育施設としてかけがえのない大切なものである。その施設

管理者は教育委員会である。当該施設は、経年劣化による修繕を長期にわたり放置

した結果により、ろ過装置の交換等が必要な状態となっている。教育委員会が当該

施設管理者として公共施設における予防的保全どころか、事後的保全をも棚上げに

し、修繕計画を示すことをしないまま、安易に隣接する加茂市が所有する市民プー

ルを使用する決定をし、予算計上したことは、事実上のプールの閉鎖を意味し、許

されるものではない。中学校のプールは、その性格上、現役生徒だけのものではな

く、今後中学校に入学してくる子どもたちのものでもあり、さらに町民全体の共有

財産でもある。このような義務教育の資産として尊い価値を有する施設をないがし

ろにすることは到底許されるものではない。教育委員会は、議会側へ修繕計画を示
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し、十分な議論とコンセンサスを経て、しっかりと修繕を行うことで自らの管理義

務を履行し、町民への説明責任と結果責任を果たさなければならない。町長に以下

についてお伺いをいたします。

１つ目、議会側と修繕計画等の事前協議をしなかった理由は何か。しなくてよい

とした根拠は何か。なぜこのようなイレギュラーな事態となったのか。

２番目、修繕が必要と認識した時期はいつか。修繕の見積りを依頼した時期はい

つか。

３番目、修繕を優先することなく、加茂市の市民プールを利用するという発想は

誰が提起したものか。財政担当部署と修繕費について十分な交渉を行った結果なの

か。庁議で諮ったものなのか。

以上です。

町長（佐野恒雄君） それでは、小野澤委員の総括質疑にお答えさせていただきます。

小野澤委員のプールの入館料についてお答えいたします。令和４年度、田上中学

校のプールを修繕しないで加茂市の温水プールを利用することについて、１点目の

議会側との事前協議をしなかった理由につきましては、学校と教育委員会が協議を

して決めた内容であり、通常の修繕の範囲内であると判断したためであります。

２点目の修繕が必要と認識した時期と見積り依頼の時期でありますが、プール授

業が始まる前に６月下旬の段階で点検をしたところ、ろ過装置等に不具合がある旨

報告があり、見積りが７月16日に提出されたところです。給水管につきましては、

プール授業が始まった段階で漏水を確認しており、修繕が必要なことを認識し、見

積りを依頼したところ、８月27日に提出をされました。

３点目の加茂市のプールを利用するという発想は誰が提起したものかにつきまし

ては、園・校長会の中で、令和元年の猛暑と令和２年のコロナ禍で２年間プールを

ほとんど使わなかったことによって各校のプールの問題点を検討している中で、加

茂市の温水プールの利用が選択肢の一つとして出てきたと聞いております。修繕費

につきましては、当初予算に計上したもので、財政担当も修繕箇所の確認を行うな

ど調整した上で要求しておりますが、予算査定の段階で令和４年度は加茂市の温水

プールの利用で対応することと判断し、ろ過器の修繕料の計上を見送ったものであ

ります。なお、ろ過器の修繕は通常の修繕と判断したもので、別に庁議には諮って

おりません。新年度に入りましたら、もう一度生徒や学校側の要望等を再確認をし

た中で判断したいと思っております。

１番（小野澤健一君） 今のお話だと、今後の例えば修繕計画、こういったものを議会
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に諮る必要はないという意味合いで私捉えたのですけれども、まずそれについては

町長としてはどのようにお考えになっているのか、それをお聞きをしたい。

（ ） 、 、 、 、町長 佐野恒雄君 今回 加茂の市民プールを利用する そのことと ろ過器の修繕

このことについては分けて考えております。当然ろ過器の修繕等については新年度

でまた別に修繕として議会のほうにもご相談といいますか、ろ過器だけではなくて

いろんな箇所の修繕もあります。例えば外からプールが見えて女子生徒が嫌がって

いるとか、そうしたフェンスの関係だとか、いろんな形でありますが、それはそれ

で修繕として、あくまでも別の形で議会の中にご相談させてもらいたいなと、こう

思っております。

１番（小野澤健一君） 分けて考えるではなくて、同じですよね。だって、ろ過器がプ

ールが始まるまでの間に修理ができればプール使えるわけですから、加茂市の市民

プールに行く必要はない。ただ、今から例えば工事をやるに当たって夏までに間に

合わない、だから市民プールに行くのだとか、そういう形であって、間に合うので

あれば直して加茂市の市民プールに行かなければいいだけの話であって、別なもの

では決してないということ。今また明言されていないのですけれども、今後プール

をどこまで修繕するかも含めて我々議員に、議員の例えば全協であるとか、そうい

ったところにおいて十分討議あるいは協議をし、コンセンサスを得る、そういう今

予定、あるいはそういう意思があるのかないのか、それをお聞きをしたい。

町長（佐野恒雄君） 今回、今年度は加茂の市民プールを利用させていただきたいとい

うふうに考えております。先ほど申し上げましたけれども、このろ過器等を含めた

、 。いろんな修繕のことについては 議会のほうにまたご相談申し上げたいと思います

１番（小野澤健一君） 私は、さっき申し上げたように、これ義務教育における教育資

産ということで、大事なものだろうと思うのです。だから、町長が冒頭言われたよ

うに学校と教育委員会だけで決めればいいのだという、そういうものでは決してな

いということ。私が言っているように、実質的に今回、田上中学校のプールを使わ

なければ、あるいはそういった形で代替で加茂市の市民プールを使えば、実質的に

、 。 。 、今年一年 田上中学校のプールはいわゆる閉鎖をしている 状態として 並走して

では再開を本当にするつもりがあるのかないのかと、こういう話になるわけです。

だから、そもそもの話、たらればの話になるのかもしれないけれども、さっささっ

さとこういう修繕計画を議会に諮って、ろ過器と配管と水漏れ、この３点セットで

直せば、この夏場からプールは使えるわけですよね。着がえる場所が雨漏りすると

か、云々とか、それは別にして、プールとしての機能はそこで担保されるわけです
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から。だから、そこが一番大事だろうと。そして、田上中学校のプールは現役生徒

のものだけではない。これから中学校に入ってくる人たちのものでもあるし、公共

施設ということであれば、我々田上町民全員の共有財産でもある。そういったもの

が学校と教育委員会だけで方向性、あるいはある程度大きな修繕のものについて決

めていいのだろうかと 甚だ疑問です 昨日の話では ろ過器を交換するのに260万。 。 、

円。交渉したのですかという話の中で、いや、ああだこうだ、配管と水漏れについ

てはこうなのだけれども、ろ過器のほうは交渉どころかそれ以前の段階で取り下げ

たと、こういう話があったわけです。３点セットでなければプールが使えないとい

う状況であれば、３点セットで要求すればいい。その中で財政当局から駄目だと言

われても、最後は町長査定なのだから、そこまでもいっていない中で取り下げると

いうことは、それはあまりにも無責任ではないのですかという話から、昨日は詳し

く聞いていったらそういう結論になった。だから、本来であれば公共施設等総合管

理計画というのがあるわけですよね。そして、今回町長が主体になってこれをおつ

くりになった。この中にも書いてあるではないですか。田上の12か年教育の推進、

施策の展開というところで教育環境の整備というところがある。施設設備の劣化の

進行状況に伴う計画的、効率的な整備に努め、よりよい教育環境を維持しますと、

こう書いてある。言っていることとやっていること違うではないですか。だから、

教育のほうの教育長あたりもこれ書いてある。自分がやっていることと書いている

こと違う。それは田上の最上位計画だと言っている。これではこの計画の意味何で

すかという話です。だから、今回は時間的に間に合わないので加茂市のプールを使

うこと、これはやむを得ないと思うのです。ただ、至急そのプールについての方向

性、いわゆる修繕計画、これを我々に示す中で議論しましょうよ。町民も巻き込む

。 、のであれば町民巻き込んで議論しましょうよ 教育委員会と学校だけで決められる

そんなものではないというふうに私は思う。教育施設ってそういうものだろうと思

うのです。現役生徒ではなくて今後、あるいはこれから生まれてくる子どもたちの

大切な資産ではないですか。そういったものをしっかりと議論しないで、安直な形

で決めてもらいたくない。これについて、町長、どう思われますか。

町長（佐野恒雄君） このプールの加茂市民プールを利用させてもらう、このことにつ

いては学校側と教育委員会で決めたことでありますので、今年度については加茂市

民プールを利用させていただきたいなと、こう思っております。プールの修繕、こ

れについては、もう繰り返しになりますけれども、当然ろ過器だけでなくていろん

な面での修繕があります。そうしたことを議会の皆さんと協議をさせていただきた
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いと思っております。

１番（小野澤健一君） 分かりました。では、議会とそういったものについて十分討議

をしましょう。町民を巻き込むのであれば町民を巻き込んで、教育資産として我々

はしっかりと後世に伝えていかないと駄目だというふうに思っていますので、その

辺、安直なことではなくてしっかりと議論してコンセンサスを取っていきたいとい

うふうに思いますので、速やかなる修繕計画の提示、それから全協の開催、これを

要求して私は終わります。

委員長（渡邊勝 君） これで小野澤委員の総括質疑を終わります。

続きまして、今井委員の総括質疑をお願いします。

７番（今井幸代君） それでは、私は、町が実施をしております子育て支援の一環であ

ります、多子世帯の給食費の軽減について総括質疑をお願いしたいというふうに思

います。

子育ての世帯、子育て世代とも言えると思いますが、この世代の可処分所得が非

常に伸び悩んでいる中、また社会情勢も非常に不安定な状況になりまして、これか

らさらなる物価高という部分も予見がされる中で、そういった子育て世帯への経済

的支援という部分は、非常に重要な部分にさらになってくるだろうというふうに考

えております。幼児園の受入れ等も大分余裕が出てきて、そういった意味での子育

てと仕事の両立支援というところは、非常に優位性が出てきたなというふうには思

っております。評価もしたいと思っています。今後さらに子育て世帯への経済的支

援として重要な位置づけもされている多子世帯の給食費の軽減なのですが、現在は

町内の学校に在籍をしている児童もしくは特別支援学校に在籍をする児童に限定を

しているもので、町外に、中学校に進学をする生徒、児童というものは対象には含

まれておりません。そうするとどういったことが起きるかというと、小学校で兄弟

２人で在籍をしていた。そして、上の子が志を持って町外の学校に進学をすること

になった。そうなっていると、下のお子さんは給食費の軽減の対象になっていたけ

れども、上のお子さんが進学するに当たって対象から外れてしまうというケースが

実際に出ています。この制度を始められて数年たつ中で、学期ごとに返還をして助

成額として戻ってくるという中で、新学期用品の準備であるとかそういったところ

に利用させていただいているということで、保護者の方からも評価の声を私自身も

聞いております。そういった中で、どういった生徒であっても、町内であろうが、

町外の学校であろうが、しっかりと子どもそれぞれに支援をしていくというのは非

常に重要なことであると思いますし、町長が実施をされたコロナ交付金を活用した
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子育て世帯の臨時応援金、こういった部分を考えると、町長はしっかりと子どもそ

れぞれに区別なく支援をしていくという、そのお考えはおありなのだろうというふ

うに推察をしております。そういった中で、まずは町外の中学校に進学をされる児

童生徒は、また子どもを産む感覚といいましょうか、これはなかなか思うように実

際にかなわないケースもたくさんあります。そうなると、同時在学という限られた

期間に縛るというのはいかがなものかなという部分も出てきます。子ども一人ひと

りにかかる養育費というものは変わりませんし、そこの同時在学という枠組みを設

けることが、果たして子育て支援として適切なのかという疑問も残ります。そうい

った中で、今後この事業の方向性といいましょうか、しっかりと子育て世帯への経

済的な支援をやっていくというふうに立ったならば、やはり同時在学であるとか、

もしくは町内学校というような枠組みを取っていくということも、重要な視点では

ないかなというふうに私自身は今捉えておるのですけれども、町長の考え方、今後

のこの事業に対する対応の方向性をお聞かせ願いたいというふうに思います。

町長（佐野恒雄君） それでは、今井委員の多子世帯の給食費軽減、これについてお答

えをしたいと思います。

現在、この事業の対象者は、町立学校及び特別支援学校に同時在籍する小中学生

の給食費を第２子は半額、第３子は全額を補助しているものであります。委員お尋

ねの事業拡大についてでありますが、町立学校または特別支援学校に限定している

対象を広げることについては、見直しを検討したいというふうに考えております。

もう一点の同時在籍の枠組みを外して世帯で第２子以降を支援してはとの考え方

につきましては、対象者数の拾い出しができていないために具体的な数は不明です

が、相当数の増となる見込みであります。この事業は、当初から義務教育段階にお

ける同時在籍者を対象に第２子、第３子の判定をしておりましたので、現段階では

その判定方法を拡大することは考えてはおりませんけれども、今後の検討課題と考

えております。

７番（今井幸代君） 前向きな答弁をいただいたというふうに思います。

まず、町外中学校に進学をする児童の場合は見直しをするというふうに明言をし

ていただきましたので、ぜひ、今年度中の対応をしていただきたいなというふうに

思います。恐らく対象者はそう多くはないはずだと思いますので、これはすぐにぜ

ひ対応して、この令和４年度から含めた形で早急な対応をお願いしたいというふう

に思います。

今ほど町長のほうから検討課題だと、今対象者の拾い出しができていないという
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ことなのですけれども、まずはその数が実際どの程度になっていくのかということ

が分からなければ、では財政的にどの程度必要になるかというのも見えてこないわ

けです。例えば第２子に該当する子たちが実際どの程度いるのか、第３子に該当す

る子がどの程度いるのかというまず数字をしっかりと拾って、その中でこれぐらい

の費用がかかる、だからなかなか財政的にそこはやりくりできないのだなというふ

うな話しされればまだ……でも、検討してください。言い訳をつくるわけではない

ですから。すみません、私がこんなことを言うのも変なのですけれども、まずはし

っかりと対象者を拾い出していただいて、お子さんが特にお二人は皆さんしっかり

と持てるケースが多いですけれども、言っても３人だってハードルが非常に高いわ

けです。経済的な支援をしっかりしていくのは重要だというふうに思いますので、

その辺りしっかり数の拾い出しをしていただいて、子どもの出生数でいえば減って

いるわけです。そういうこと、実際にこの事業を始めた当初に比べれば、実際の費

用でいうと毎年下がってきています。そう考えれば、年次的に考えていくと、対象

の拡大ということもいずれ考えて実施していけるのだろうというふうにも思うので

す。そもそもの分母が残念ながら減ってきている部分があるわけですから、そうい

った部分も含めて数字の拾い出しをし、その費用がどの程度かかるのか分からない

ままの検討はないと思いますので、ぜひそういった具体的な検討を進めていただき

たいなというふうに思いますが、いかがでしょうか。

町長（佐野恒雄君） 町立学校、特別支援学校、これにこの対象、これを広げることは

先ほど申し上げました。見直しを検討したいというふうに考えておりますし、枠を

外すということについては、もうちょっと検討してみる必要があると思っておりま

すので、ぜひ検討させてください。

７番（今井幸代君） 最後に、高校、義務教育下での経済的支援をしていくのだという

ふうに町長おっしゃられたのですけれども、99.何％、99％ぐらいですか、もうほ

ぼ皆さん高校進学するわけです。義務教育ではないけれども、ほぼ全てのと言って

いいほどのお子さんが高校に進学をされます。そういった中でも経済的な支援、こ

ういった可処分所得が上がっていかない。子育て世代のなかなか所得上がっていか

ない。こういった中で、しっかりとした経済的な支援というのは重要かと思います

ので、ぜひ義務教育下にこだわらずに幅広く子どもたち、そしてその後ろにいる保

護者の皆さんたちも支援していくことがひいては町の出生数ですとか、子育てへの

満足度ですとか、そういったところにつながるのだろうというふうにも思いますの

で、ぜひ前向きな検討をお願いしたいというふうに思います。
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以上です。ありがとうございました。

委員長（渡邊勝 君） 今井委員の総括質疑を終わります。

続きまして、池井委員、お願いします。

11番（池井 豊君） 下水道事業特別会計の中で、汚水処理率が相変わらずワーストツ

ーの現状、今後の進め方について質問いたします。

県内30市町村の中で汚水処理率が58.5％のワーストツーのままです。この現状を

見て、町長はこの状態でいいと思っているのかどうなのかというところのまず所見

をお伺いしたいですし、処理率向上のための方向性と、あと下水道事業全体の計画

の方向性、これに関しては佐野町長が強くこの処理率についたり、下水道の方向性

についたり、事業再開だとか、していないとかというのを強く表明したことはない

と思うのですけれども、その方向性をはっきりとお示しください。

町長（佐野恒雄君） それでは、池井委員の総括質疑に対してお答えさせていただきま

す。

汚水処理率ワーストツーの現状、今後の進め方についてでありますが、町の下水

道事業につきましては、度重なる水害への対策を優先的に行う方向で、汚水整備は

休止のままとし、雨水対策を進めてきたことから、下水道汚水整備、いわゆる才歩

川以南でありますけれども そこにつきましては 平成13年５月から休止をして20年、 、

が経過をいたしております。委員がおっしゃられるように、汚水処理人口普及率、

これは県下30市町村中29番目であります。本来であれば計画のとおり汚水整備を進

める予定であったわけでありますけれども、さきに申し上げました雨水事業への対

応と、下水道供用開始から32年を経過していることから、施設の老朽化に伴う長寿

命化計画などに多額の事業費がかかり、下水道整備の再開に至ることができません

でした。平成25年に行いました下水道全体計画の見直しの中では、未整備区域の汚

水を既存の処理場へ流入させる場合にかかる事業費としてシミュレーションを行っ

た結果、管渠整備工事だけでも100億円を超える試算が出ております。汚水処理率

を向上させるためには、下水道整備及び集落排水事業のほかに合併浄化槽、これに

よる汚水処理も含まれます。単独浄化槽の更新を予定されているところ、整備が困

難な地域等の様々な事情があるかと思いますので、今後は下水道区域の見直しや合

併浄化槽区域へ方針等の検討を行う必要があると考えております。町の公共水域を

守ることは非常に大事なことであり、処理方法については、財政状況も十分検討し

た中で、住民意向調査や関係者の皆様と十分な意見交換を行う必要があるというふ

うに考えております。令和４年度に下水道全体計画の見直しを予定しておりました
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ので、その内容を踏まえ、内部検討を行いながら下水道整備の方向性を示してまい

りたいと考えております。

以上であります。

11番（池井 豊君） 何となく分かりました。何となく分かりますが、ぜひそれは担当

課と調整して早く町民にしっかりと示していただきたいと思います。私も下水道を

整備するというのは、汚水の整備はもうするべきではないなと私は個人的に思って

います。合併浄化槽も高性能になってきているので、合併浄化槽をうまく使いなが

ら、ただともかく58.5％というのはいただけないので、これこのＳＤＧｓな世の中

で河川の環境、海の環境を持続可能な世界をつくっていかなければ、きれいにして

いかなければならないと思っていますので、いち早く新たな汚水処理計画をつくっ

、 。てそれを実行し この不名誉な記録を早くもう脱出するようにお願いしておきます

以上です。

町長（佐野恒雄君） 池井委員おっしゃられるとおり、汚水処理が30市町村中29番とい

うこの普及率、本当に不名誉な話でありまして、何とか普及率は上げたい、この気

持ちは池井委員と全く一緒であります。しかしながら、先ほど申し上げたように

100億円という現実離れした数字も試算の中に出ておりまして、なかなか難しい状

況はひとつご理解を賜りたいなと思っております。そういう中で、合併浄化槽、こ

うしたことをしっかりとまた町民の皆さん方にお話をさせてもらう中で、何とかこ

の普及率を少しでも向上させていきたいなという思いでございます。

以上です。

委員長（渡邊勝 君） 以上で総括質疑を終わります。

執行の皆様、お疲れさまでした。委員の皆さんはしばらくお待ちください。

委員の皆様は、ここで暫時休憩をいたします。

午後２時２９分 休 憩

午後２時４０分 再 開

委員長（渡邊勝 君） 再開いたします。

これより、本委員会に付託されました議案第１号から議案第４号、議案第21号か

ら議案第28号までの12案件につきまして、順次討論及び採決を行います。

、 。 、 。最初に 議案第１号について討論に入ります ご意見のある方 ご発言願います

しばらくにしてご意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより議案第１号の採決を行います。
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お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

委員長（渡邊勝 君） 異議なしと認めます。よって、議案第１号は原案のとおり決定

されました。

次に、議案第２号について討論に入ります。ご意見のある方、ご発言願います。

しばらくにしてご意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより議案第２号の採決を行います。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

委員長（渡邊勝 君） 異議なしと認めます。よって、議案第２号は原案のとおり決定

されました。

次に、議案第３号について討論に入ります。ご意見のある方、ご発言願います。

しばらくにしてご意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより議案第３号の採決を行います。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

委員長（渡邊勝 君） 異議なしと認めます。よって、議案第３号は原案のとおり決定

されました。

次に、議案第４号について討論に入ります。ご意見のある方、ご発言願います。

しばらくにしてご意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより議案第４号の採決を行います。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

委員長（渡邊勝 君） 異議なしと認めます。よって、議案第４号は原案のとおり決定

されました。

次に、議案第21号について討論に入ります。ご意見のある方、ご発言願います。

１番（小野澤健一君） 私は、本議案には強い抗議の意味を込めて、ただやむなく賛成

をいたします。

義務教育における学校施設の管理義務に重大な問題と不履行がある予算でありま

すが、先ほど町長からも約束をいただいたように、速やかに全協等で我々議会と十

分な議論、コンセンサスを得ることが約されました。本来、物事の順番は逆という

ふうに思って、極めて遺憾ではありますけれども、町民の生活に直結する大切な予
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算でもある。その予算に反対することは、コロナ禍の混乱している、あるいは疲弊

している田上の社会経済にさらなる悪影響を及ぼすと考え、やむなく賛成の立場で

上げたいというふうに思います。

13番（髙橋秀昌君） 私は、賛成の立場での討論に参加です。

賛成の第１の理由は、佐野町長がこの県央医療圏域の県知事の改悪に対してしっ

かりと住民の立場に立って住民に寄り添った方針を掲げていること。普通大体、町

長が一人であんなことを言うと、いろんな圧力が来て変わるものなのですが、この

人は変わらなかった。これを第１に評価したいと思います。

第２に評価すべき点は、コロナに関する、これは令和３年度やるつもりが令和４

、 、 、年に動いただけではありますけれども コロナに関して 議会の意見をよく聞いて

そして全体としてほかの市町村に負けないような施策を出したと。額自体はそんな

に大きくないのですが、この２つの点を評価して賛成したいと思います。

もう一つ特に指摘をしたいのは、学校でコロナの感染者が生まれていながら、せ

いぜいやったのは濃厚接触者の検査で終わると。これははっきり言って無策です。

これでは感染の広がりを抑えられないのです。やっぱりＰＣＲ検査であろうが、そ

れからもう一つの方法の検査であろうが、繰り返してやって無症状の子どもたちを

いち早く見つけ、保護し、病院に送るということが大事なのです。これは何度も言

っても全く聞く耳持たないのが今の教育委員会です。このことは強く指摘をして、

改めるよう求めまして賛成の討論としたいと思います。

委員長（渡邊勝 君） ほかにありませんか。

しばらくにしてご意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより議案第21号の採決を行います。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

委員長（渡邊勝 君） 異議なしと認めます。よって、議案第21号は原案のとおり決定

されました。

、 。 、 。次に 議案第22号について討論に入ります ご意見のある方 ご発言を願います

しばらくにしてご意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより議案第22号の採決を行います。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

委員長（渡邊勝 君） 異議なしと認めます。よって、議案第22号は原案のとおり決定
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されました。

次に、議案第23号について討論に入ります。ご意見のある方、ご発言願います。

しばらくにしてご意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより議案第23号の採決を行います。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

委員長（渡邊勝 君） 異議なしと認めます。よって、議案第23号は原案のとおり決定

されました。

次に、議案第24号について討論に入ります。ご意見のある方、ご発言願います。

しばらくにしてご意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより議案第24号の採決を行います。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

委員長（渡邊勝 君） 異議なしと認めます。よって、議案第24号は原案のとおり決定

されました。

次に、議案第25号について討論に入ります。ご意見のある方、ご発言願います。

13番（髙橋秀昌君） 後期高齢者医療特別会計についてですが、私はこれは反対の立場

で討論に参加します。

理由は、10月から利用者負担が２倍になることです。この件は、誰が町長になっ

ても、これ自治体では予算を変えることはできないのです。しかしながら、国がそ

ういうふうにしたことに私は怒りを持っていますので、そういう意味で反対の討論

であります。

終わり。

11番（池井 豊君） 私は、賛成の立場で討論いたします。

令和４年度は、団塊の世代の大量な人数がこの後期高齢者の医療制度に加入して

くることが分かりました。これに対して、支える層の負担軽減をすることによって

この制度の維持をするものなので、賛成といたします。

委員長（渡邊勝 君） ほかにありませんか。

しばらくにしてご意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより議案第25号の採決を行います。

本案は起立採決といたします。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
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（起立多数）

委員長（渡邊勝 君） 起立多数であります。よって、議案第25号は原案のとおり決定

されました。

次に、議案第26号について討論に入ります。ご意見のある方、ご発言願います。

しばらくにしてご意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより議案第26号の採決を行います。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

委員長（渡邊勝 君） 異議なしと認めます。よって、議案第26号は原案のとおり決定

されました。

次に、議案第27号について討論に入ります。ご意見のある方、ご発言願います。

しばらくにしてご意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより議案第27号の採決を行います。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

委員長（渡邊勝 君） 異議なしと認めます。よって、議案第27号は原案のとおり決定

されました。

、 。 、 。最後に 議案第28号について討論に入ります ご意見のある方 ご発言願います

しばらくにしてご意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより議案第28号の採決を行います。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

委員長（渡邊勝 君） 異議なしと認めます。よって、議案第28号は原案のとおり決定

されました。

これをもちまして本委員会に付託されました案件の審査は全て終了いたしまし

た。

本会議における委員長報告につきましては、副委員長と相談の上取りまとめを行

いたいと思いますので、委員長にご一任願います。

これで本日の会議を閉じます。これをもちまして閉会といたします。

大変ご苦労さまでございました。

午後２時５３分 閉 会
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田上町議会委員会条例第２７条の規定により、ここに署名する。

令和４年３月２３日

予算審査特別委員長 渡 邊 勝
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