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３ 議員の出欠席状況 

 出席議員 （１２名） 

    １番  山 本 優 作        ２番  鈴 木 浩 二 

    ３番  片 山 陽 市        ４番  小 嶋 完 作 

    ５番  内 田   保        ６番  石 垣 菊 蔵 

    ７番  服 部 光 男        ８番  藤 井 満 久 

    ９番  吉 原 一 治        10番  松 本   保 

    11番  榎 戸 陵 友        12番  石 黒 充 明 

 

 欠席議員 （なし） 

 

４ 説明のため出席した者の職・氏名 

  町 長  石 黒 和 彦   副 町 長  北 川 眞木夫 

  総 務 部 長  中 川 昌 一   総 務 課 長  山 下 雅 弘 
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  建 設 経 済 部 長  鈴 木 良 一   建 設 課 長  鈴 木 淳 二 

  産 業 振 興 課 長  川 端 徳 法   水 道 課 長  相 川   徹 

  厚 生 部 長  柴 田 幸 員   住 民 課 長  宮 地 利 佳 

  福 祉 課 長  神 谷 和 伸   環 境 課 長  宮 地 廣 二 

  保 健 介 護 課 長  鈴 木 茂 夫   教 育 長  大 森 宏 隆 

  教 育 部 長 兼 
  学 校 教 育 課 長  内 田 静 治   社 会 教 育 課 長  森   崇 史 
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  学 校 教 育 課 
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５ 職務のため出席した者の職・氏名 

  議 会 事 務 局 長  相 川 博 運   主     幹  大久保 美 保 
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 〔 開会 ９時３０分 〕 

○議長（藤井満久君） 

 皆さん、おはようございます。 

 本日は、大変御多用の中を12月定例町議会に御出席をいただきまして、まことにあり

がとうございます。 

 師走を迎え慌ただしい日々をお過ごしの中、寒さも一段と厳しくなってまいりました。

皆様におかれましては、健康にはくれぐれも御留意いただき、12月定例町議会の運営に

御協力をお願いいたします。 

 ただいまの出席議員は12名であり、定足数に達しておりますので、これより平成29年

第５回南知多町議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。日程に従い、議

案の審議を逐次行ってまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 また、法令を遵守し、良識と節度を持って議会運営に心がけてください。 

 日程に先立ちまして、報告させていただきます。 

 監査委員より例月出納検査結果報告がありましたので、その写しをお手元に配付して

おります。 

 また、教育委員会教育長より南知多町教育委員会活動の点検及び評価の結果に関する

報告がありましたので、その報告書をあわせて配付しておりますので、御了承をお願い

いたします。 

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

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（藤井満久君） 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第125条の規定により、議長において５番、内田保議員、

６番、石垣菊蔵議員を指名いたします。 

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

 日程第２ 会期の決定 

○議長（藤井満久君） 

 日程第２、会期の決定の件を議題といたします。 
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 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から12月15日までの11日間といたしたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって、会期は11日間と決定しました。 

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

 日程第３ 町長諸般報告並びに提出案件の概要説明 

○議長（藤井満久君） 

 日程第３、町長諸般報告並びに提出案件の概要説明を求めます。 

 町長。 

○町長（石黒和彦君） 

 皆さん、おはようございます。 

 本日、ここに12月定例町議会を招集いたしましたところ、町議会議員の皆様におかれ

ましては御出席を賜り、深く感謝申し上げます。 

 それでは、初めに諸般報告をさせていただきます。 

 まず台風21号の被害につきまして御報告申し上げます。 

 10月22日に襲来しました台風21号によりまして、内海、篠島地区において11世帯の床

下浸水が発生いたしました。また、内海地内の広域農道におきまして、のり面約40メー

トルにわたり土砂崩れが発生するなどの被害がありました。人的な被害こそありません

でしたが、こうした自然災害に対する予防防災の難しさと大切さを改めて実感いたしま

した。 

 次に、飲酒運転検挙者数の実態に関しまして御報告申し上げます。 

 本町においては、平成27年12月１日から南知多町飲酒運転根絶に関する条例を施行し

ており、条例制定後２年が経過いたしました。この間、飲酒運転根絶のための啓発活動

を行ってまいりましたが、残念なことに９月末現在、愛知県内で免許人口１万人当たり

の検挙者数が3.91と、本町は県内ワースト３位になっています。この不名誉な記録は一

日でも早く払拭しなければなりません。今後、年末年始にかけてお酒を飲む機会もふえ

てまいると存じますが、飲酒運転根絶の活動推進に対しまして御協力をお願い申し上げ

ます。 

 以上で諸般報告を終わります。 

 続きまして、提出案件の概要を御説明申し上げます。 
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 本日、提出させていただきます案件は、専決処分の承認を求めることについてをはじ

め12議案でございます。 

 それでは、順を追って提出案件の概要を御説明申し上げます。 

 議案第47号の専決処分の承認を求めることにつきましては、平成29年度南知多町一般

会計補正予算（第３号）であります。 

 その内容としましては、本年９月28日の衆議院の解散に伴いまして、10月22日に執行

いたしました衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に要する費用につきまし

て、地方自治法第179条第１項の規定に基づき専決処分をしたもので、同条第３項の規

定により議会に報告し、その承認を求めるものであります。 

 歳入歳出それぞれ 1,346万 9,000円を追加し、補正後の歳入歳出の予算総額を 71億

4,445万5,000円としたものであります。予算の内容としましては、歳出におきまして、

総務費1,346万9,000円を追加し、歳入におきまして、県支出金1,346万9,000円を追加し

たものであります。 

 議案第48号の南知多町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める

条例の制定につきましては、農業委員会等に関する法律の一部改正が平成28年４月１日

に施行されたことによりまして、南知多町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委

員の定数を定めるため、新たに条例を制定するものであります。 

 議案第49号の南知多町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の

一部を改正する条例、議案第50号の南知多町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費

に関する条例の一部を改正する条例、議案第51号の南知多町職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例の３議案につきましては、人事院勧告に基づき、国家公務員の給与

改定にあわせ、議会議員及び特別職の職員の期末手当支給割合の改定並びに一般職の職

員の給与改定を実施するため、現行条例の一部を改正するものであります。 

 議案第52号の南知多町の職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につき

ましては、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律が平成29年10月

１日に施行されたことに伴いまして、現行条例の一部を改正するものであります。 

 議案第53号の南知多町母子家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例に

つきましては、所得税法の一部改正が平成30年１月１日に施行されることによりまして、

現行条例の一部を改正するものであります。 

 議案第54号の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例につ
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きましては、篠島地区の保育所運営を委託しております社会福祉法人篠島保育園につい

て、保育士の不足を解消し、保育所運営を継続させることを目的としまして、町から職

員を派遣できるようにするため、現行条例の一部を改正するものであります。 

 議案第55号は、平成29年度南知多町一般会計補正予算（第４号）であります。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ1,400万2,000円を追加し、補正後の歳入歳出の予算

総額を71億5,845万7,000円とするものであります。歳入歳出予算の補正をお願いします

内容としましては、歳出におきまして、議会費104万6,000円、総務費1,136万7,000円、

民生費1,070万4,000円、商工費409万9,000円及び土木費436万4,000円をそれぞれ追加し、

衛生費1,477万7,000円、農林水産業費233万6,000円及び教育費46万5,000円をそれぞれ

減額するものであります。 

 また、歳入におきましては、地方交付税5,610万2,000円、国庫支出金397万1,000円及

び寄附金50万円をそれぞれ追加し、繰入金2,609万4,000円及び町債2,047万7,000円をそ

れぞれ減額するものであります。 

 議案第56号は、平成29年度南知多町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）であ

ります。 

 今回の補正は、歳入歳出をそれぞれ43万7,000円を追加し、補正後の歳人歳出の予算

総額を２億6,634万5,000円とするものであります。歳入歳出予算の補正をお願いします

内容としましては、歳出におきまして、諸支出金43万7,000円を追加し、歳入におきま

しては、諸収入43万7,000円を追加するものであります。 

 議案第57号は、平成29年度南知多町介護保険特別会計補正予算（第２号）であります。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ1,480万3,000円を追加し、補正後の歳入歳出の予算

総額を20億818万8,000円とするものであります。歳入歳出予算の補正をお願いします内

容としましては、歳出におきまして、地域支援事業費1,477万6,000円及び基金積立金２

万7,000円をそれぞれ追加し、歳入におきましては、国庫支出金286万8,000円、支払基

金交付金249万6,000円、県支出金217万2,000円、財産収入２万7,000円、繰入金716万

5,000円及び介護予防サービス計画等収入７万5,000円をそれぞれ追加するものでありま

す。 

 議案第58号は、平成29年度南知多町水道事業会計補正予算（第１号）であります。 

 今回の補正は、収益的支出を143万2,000円増額し７億9,681万5,000円に、また資本的

支出を810万9,000円減額し３億4,176万5,000円とするものであります。 
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 以上で提出案件の概要説明を終わらせていただきます。円満かつ速やかに御可決を賜

りますようお願い申し上げます。 

○議長（藤井満久君） 

 これをもって、町長諸般報告並びに提出案件の概要説明を終わります。 

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

 日程第４ 議案第47号 専決処分の承認を求めることについて（平成29年度南知多町

一般会計補正予算（第３号）） 

○議長（藤井満久君） 

 日程第４、議案第47号 専決処分の承認を求めることについて（平成29年度南知多町

一般会計補正予算（第３号））の件を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

○副町長（北川眞木夫君） 

 議案第47号 専決処分の承認を求めることにつきまして、提案理由の説明をいたしま

す。 

 平成29年度南知多町一般会計補正予算（第３号）につきまして、地方自治法第179条

第１項の規定に基づき専決処分をしましたので、同条第３項の規定により御報告申し上

げ、承認をお願いするものであります。 

 それでは、補正予算書の１ページをごらんください。 

 今回の補正は、歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ1,346万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ71億4,445万5,000

円としたものであります。 

 本年９月28日の衆議院の解散に伴いまして、10月22日に執行いたしました衆議院議員

総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に要する経費を追加したものであります。 

 補正の内容であります。 

 まず歳出から御説明いたします。 

 ８ページ、９ページをごらんください。 

 ３．歳出です。２款総務費、４項選挙費、５目衆議院議員選挙費1,335万6,000円の増

額補正であります。これは、衆議院議員総選挙の執行経費としまして、投票管理者等の

報酬、ポスター掲示場設置・撤去委託料、職員の時間外勤務手当などに要する経費であ
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ります。 

 次に、10ページ、11ページをごらんください。 

 ６目最高裁判所裁判官国民審査費は11万3,000円の増額補正であります。 

 以上で歳出の説明を終わり、次に歳入の御説明を申し上げます。 

 ６ページ、７ページをごらんください。 

 歳入です。14款県支出金、３項委託金、１目総務費委託金1,346万9,000円の増額補正

であります。歳出で御説明しました衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に

係る県委託金であります。 

 12ページから14ページは、補正予算給与費明細書であります。説明は省略させていた

だきます。 

 以上で提案理由の説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（藤井満久君） 

 これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

 内田議員。 

○５番（内田 保君） 

 よろしくお願いします。 

 専決処分なので、少し細かいところまでお諮りしたいというふうに思います。 

 ９ページを見てください。 

 節の項目ですが、そこで衆議院議員の選挙費ということで報酬が書かれております。

私、ちょっと計算してみたところですが、選挙管理者と開票立会人及び期日前投票立会

人は割り切れます。9,500円、8,800円、１万1,000円と。投票管理者と投票立会人と、

それからあと期日前投票管理者が割り切れないんですね、この数では。これはなぜなの

かということをお諮りしたい。 

 それから２点目、臨時職員が雇われておりますけど、これが約51万2,000円ですけれ

ど、何人で１人幾らで雇ったんですか。これもお諮りしたいです。 

 それから８の報償費のところですが、ポスターの掲示場設置協力者謝礼と。これは一

体何人で幾らなのかと。多分普通のおうちに頼んだと思うんですが、何件の幾らあるの
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かということをお諮りしたいです。 

 あわせて報償費のところで、個人演説会協力者謝礼ということで、個人演説会をやっ

て謝礼を出したのかということで、ちょっと私も余りよくわからないものですから、こ

こについて詳しく報告していただきたいと思います。 

 それから、12の役務費でクリーニング代が出ておりますが、これはなぜ２万円ばかク

リーニング代が出るのかということ。 

 あと２つですが、14の使用料及び賃借料のところですが、扇風機借り上げ料が入って

おるんですね、１万6,000円で。この時期、扇風機を使ったのかなとちょっと私思った

んですけど、借り上げをするにしても１万6,000万は高いなと。そこら辺のところの事

情について説明してください。 

 それから、最後に職員の給与のところですが、時間外勤務手当が、いわゆる国民審査

の関係と、それから一般の衆議院選挙の２つあるわけですよね、時間外勤務手当が。こ

れは別々で計上しているのか。どういう形でわざわざこれを出しているのかということ

なんですが、私も立会人で一緒に参加しましたけれど、あえてこれを分ける必要がある

のかどうかということも含めて御説明願いたいと思います。以上です。 

○議長（藤井満久君） 

 総務課長。 

○総務課長（山下雅弘君） 

 それでは、内田議員の御質問に対しまして答弁をさせていただきます。 

 まず１点目ですが、報酬のところです。報酬の投票管理者、投票立会人、それから期

日前の投票立会人の単価というところだと思います。 

 １点目、投票管理者につきましては１人であります。単価は１万600円の単価です。

投票立会人は20人であります。１人8,800円の単価であります。それから、期日前投票

の管理者は19人であります。こちらにつきまして、単価が１万1,100円であります。こ

ちらの人数につきましては19人であります。 

 本町の期日前投票が11人、両島につきましては、４日間の期日前投票期間ですので、

４日間が２投票所の１人ということで８人になっています。 

 それから、期日前投票の立会人が38人であります。こちらにつきましても、期日前投

票の本町の分、単価は9,500円ですが、これが２人で11日分あります。それから、期日

前投票の立会人の両島分につきましては、これは２人で両島は４日間ですので、４日間
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の２投票所というふうになっております。この報酬単価につきましては、条例によって

決められておる単価であります。 

 それから、２点目の臨時職員の賃金につきましてであります。 

 こちらにつきましては、臨時職員の賃金、トータルの人数では66人分を計上しており

ます。66人分の賃金と通勤手当をここでは計上してございます。 

 賃金の単価につきましては、平日の分につきましては、時間875円であります。それ

から休日があります。休日の分については930円で計上させていただいております。 

 それから３点目ですが、報償費の中のポスター掲示場設置協力者謝礼というところで

す。 

 こちらのポスター掲示場につきまして、御自宅の壁ですとかというところに掲示させ

ていただいておる場合がございますので、そういう方につきまして謝礼を出しておりま

す。こちら予算上では60カ所で１カ所当たり2,000円の計上をしております。 

 それから、個人演説会の協力者謝礼というところでございます。 

 こちらにつきまして、公共施設、公営の施設を個人演説会で使用する場合に限るわけ

ですが、その場合に鍵のあけ閉めですとか、電気の照明の点検ですとか、そういうとこ

ろをお願いする場合に、その方に謝礼として3,000円の５人分を予算の中では計上をし

ております。 

 それから、役務費の中のクリーニング代というところです。 

 こちらは２万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、概算で２

万円という額を計上してあるんですが、こちらは投票所ですとか開票所で使います白布

ですとか、開票所では黒布も使いますが、そちらのクリーニング代を計上させていただ

いております。 

 それから、使用料及び賃借料の中の扇風機の借り上げ料であります。 

 こちらにつきまして１万6,000円を計上してございます。投票所によりまして、こう

いった冷房設備ですとか暖房設備とかがない投票所が中にはございます。その季節によ

って扇風機を借り上げしたり、あとはストーブ等を借り上げしたりして投票所の環境を

よくしようということを行っておりまして、そこの施設にないものですから、個人から

借り上げをいたします。その場合の借り上げ料をここで計上させていただいております。

これは１カ所2,000円で、そういう設備がないところが８投票所ありますので、８投票

所分を計上しております。 
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 時期的に10月22日の期日日でありましたので、暑い日もあるか、寒い日もあるかとち

ょっと微妙なところでございましたが、扇風機はもしかしたら使うということで、予算

上は計上をさせていただいております。 

 それから、職員の時間外勤務手当につきまして、国民審査の審査費と衆議院議員の選

挙費と２カ所に分けてあるということでございます。 

 この理由でございますが、実は選挙の執行経費につきまして、国からいただけるわけ

ですが、執行経費が衆議院議員の通常選挙分と国民審査の審査分というふうに分かれて

おりまして、算定もそれぞれ分かれております。その関係で国民審査分については、こ

れぐらいの給与費ですよというふうに明確に予算上分けてございます。国民審査の時間

外勤務手当ということで、その準備にかかわるものですとか、当日の国民審査にかかわ

る時間、それの時間外勤務手当をこちらのほうでは概算で計上してあります。 

 以上になるかと思いますが、よろしくお願いします。 

○議長（藤井満久君） 

 ほかに質疑はありませんか。 

 総務課長。 

○総務課長（山下雅弘君） 

 済みません。先ほど答弁した中で１カ所漏れておった部分というのがあるかと思いま

す。 

 報酬の部分ですが、投票管理者につきまして11人分ございます。こちらの単価ですが、

１万2,600円になりまして、これが11投票所あります。合計で13万9,000円という金額に

なります。済みませんでした。 

○議長（藤井満久君） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって質疑を終了いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終了いたします。 
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 これより議案第47号の件を採決いたします。 

 本件は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり承認されました。 

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

 日程第５ 議案第48号 南知多町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定

数を定める条例の制定について 

○議長（藤井満久君） 

 日程第５、議案第48号 南知多町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定

数を定める条例の制定についての件を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 建設経済部長。 

○建設経済部長（鈴木良一君） 

 それでは、議案第48号 南知多町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定

数を定める条例の制定の理由につきまして、御説明を申し上げます。 

 制定理由の説明をごらんください。 

 １の制定の理由につきましては、農業委員会等に関する法律の一部改正が平成28年４

月１日に施行されたことに伴い、農業委員会等に関する法律第８条第２項及び第18条第

２項の規定に基づき、南知多町農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の定数を条

例において定める必要があるからでございます。 

 ２の制定の内容といたしましては、第２条におきまして、農業委員会委員の定数を７

人、第３条におきまして、農地利用最適化推進委員の定数を６人とするものであります。 

 ３の施行期日等につきましては、(1)の施行期日は、公布の日から施行するものでご

ざいます。 

 (2)の南知多町農業委員会の選挙による委員の定数を定める条例及び(3)の南知多町農

業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数を定める条例につきましては、

農業委員会等に関する法律の改正に伴い、委員の選出方法が公選制及び選任制から任命

制に変更されたため廃止するものでございます。 

 (4)の経過措置は、農業協同組合等の一部を改正する等の法律、附則第29条第２項の

規定により、現委員の在任期間の定数について経過措置を定めたものでございます。 
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 (5)の南知多町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

改正につきましては、新設される農地利用最適化推進委員の報酬額を現行の農業委員会

委員と同額の１万1,700円と新たに定めるものとなっております。 

 以上で提案理由の説明を終わります。御審議のほど、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（藤井満久君） 

 これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

 内田議員。 

○５番（内田 保君） 

 複数にわたって質問します。 

 まず第１点、さきの全員協議会の資料の中で、農業委員会の委員と農地利用最適化推

進委員は同等であり格差はないとの見解を示していると、国はこのような形で示されま

した。にもかかわらず、今回の報酬が農業委員会のメンバーについては１万1,700円、

そして農業委員会の会長が１万3,900円と、こういう形でわざわざ分けてあると。会長

だからというふうなこともあるかもしれませんけれど、そういうような形で、なぜ月額

報酬は会長だけ高くするかと、こういう点が１点。 

 それから２点目ですが、農業委員会の任命が、いわゆる過半数を認定農業委員と、さ

きにお聞きしたところ、現在43人おるそうであります、南知多町に。それで、このメン

バーがいるわけでございますので、いわゆる過半数は認定農業委員で構成するというの

は法の原則です。先ほど全員協議会の中で４分の１云々ということをおっしゃられまし

たけど、これは２分の１をしっかりと確保しながら、それがあえて努力できない場合に

４分の１でもいいと、これはこういう限定規定になっております。なので、しっかりと

２分の１を確保する、その原則を貫くつもりがあるかということです。 

 それから３点目です。農業委員以外の、いわゆる中立委員を必ず出さなきゃならない

と書いてあります。なので、これについても曖昧にすることなくしっかりと確保するか

と、こういう質問でございます。 

 それから４点目でございますが、いわゆる性別、年齢についても配慮すると、このよ



－１４－ 

うに法律でうたっております。著しい偏りがないように女性・青年の任命に配慮すると

いうことをうたってありますので、これについてもしっかりそこら辺については配慮す

るか。 

 そして、今回の最大の問題点でございますけど、本来、農業委員会は教育委員会制度

と同じように独立した行政委員会です。だから、これまでは公選制でやられてきたわけ

でございますけど、今回、議会の同意もありますけれど、町長が任命するということは、

親戚だとか、血縁だとか、後援会関係者だとか、いわゆる中立委員にならないような、

町当局の偏った人選がされるおそれもあるわけでございます。そういう点で、そのよう

な人選がされないようなトラブルというか、そういうことを覚悟して、公平・中立な運

営ができるか、こういうことを含めてその点についてお伺いしたい。よろしくお願いし

ます。 

○議長（藤井満久君） 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（川端徳法君） 

 ただいまの内田議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず報酬の件でございます。 

 農業委員会長、月額１万3,900円、農業委員もしくは最適化推進委員は１万1,700円の

月額報酬という形になっております。農業委員会長が高いということにつきましては、

農業委員会長は県の農業会議とか全国の会議等に出張していただくこともありますため

に報酬のほうを高くしております。 

 その次の認定農業者、全協のほうで、私、最低でも４分の１というふうにお答えさせ

ていただきましたけれども、これにつきましては２分の１が原則でございますので、２

分の１ですので、４名の方が確保できるように努めてまいります。 

 続きまして、中立委員の確保も同じように農業委員会、農業経営者以外の方も確保す

るように努めてまいります。 

 続きまして、女性だとか青年の農業士につきましても、国のほうから努力するという

ように言われておりますので、これに関しても配慮してまいります。 

 続きまして、その選定の方法でございます。 

 これにつきましても、町で決めることのないように前職の農業委員さんの御意見だと

か、さまざまな意見をお聞きしながら選定していくように努めます。以上でございます。 
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○議長（藤井満久君） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終了いたします。 

 お諮りいたします。本件については、会議規則第37条の規定により総務建設委員会に

付託したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって、議案第48号の件については、総務建設委員会に付託

することに決定しました。 

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

 日程第６ 議案第49号 南知多町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関

する条例の一部を改正する条例について 

 日程第７ 議案第50号 南知多町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する

条例の一部を改正する条例について 

 日程第８ 議案第51号 南知多町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

○議長（藤井満久君） 

 日程第６、議案第49号 南知多町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関

する条例の一部を改正する条例について、日程第７、議案第50号 南知多町特別職の職

員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について、日程第８、

議案第51号 南知多町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についての３件は

関連がありますので、一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 

○総務部長（中川昌一君） 

 議案第49号の次に提案理由の説明をつけてございますので、ごらんください。 

 それでは、議案第49号 南知多町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関

する条例の一部を改正する条例、議案第50号 南知多町特別職の職員で常勤のものの給

与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例、議案第51号 南知多町職員の給与に関
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する条例の一部を改正する条例の３議案につきましては、一括して提案理由の御説明を

申し上げます。 

 １の改正の理由でございます。 

 人事院は、平成29年８月８日に民間給与との格差を埋めるため、平均0.2％の俸給表

の水準を引き上げるなどの給与勧告を行いました。これにより、本町においても国家公

務員の給与改定にあわせまして、議会議員及び特別職の職員の期末手当支給割合の改定

並びに一般職の職員の給与改定を実施するため、現行条例の一部を改正する必要がある

からでございます。 

 ２の改正の主な内容は、(1)南知多町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当

に関する条例の一部を改正する条例は、第６条第２項関係の改正となります。 

 (2)南知多町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正す

る条例は、第４条関係の改正となります。 

 改正の内容は、期末手当の支給割合について、平成29年12月期は0.05月分引き上げ、

また平成30年６月期と12月期は現行との比較におきまして、それぞれ0.025月分引き上

げるものであります。表は、期末手当の６月期、12月期を区分ごとに年間の合計支給割

合をあらわしたものでございます。 

 次に、(3)南知多町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。 

 アといたしまして、給料表の改正は、初任給と若年層に重点を置いて給料月額を平均

0.2％引き上げるもので、別表第１、別表第２の給料表をそれぞれ改正するものでござ

います。 

 イといたしまして、勤勉手当の支給割合の改正は、まず再任用職員以外の職員の勤勉

手当の支給割合は、平成29年12月期は0.10月分引き上げ、また平成30年６月期と12月期

は現行との比較におきまして、それぞれ0.05月分引き上げるもので、第21条第２項関係

の改正でございます。表は期末手当の６月期、12月期を区分ごとに年間の合計支給割合

をあらわしたものでございます。 

 次に、再任用職員の勤勉手当の支給割合は、平成29年12月期は0.05月分引き上げ、ま

た平成30年６月期と12月期は、現行との比較におきまして、それぞれ0.025月分引き上

げるものでございます。表は、期末手当の６月期、12月期を区分ごとに年間の合計支給

割合をあらわしたものでございます。 

 ウといたしまして、行政職給料表６級以上の55歳を超える職員の給料等の1.5％減額
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支給措置の廃止で、附則第15項から第19項関係の改正でございます。 

 ３の施行期日等は、(1)南知多町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関

する条例の一部を改正する条例、(2)南知多町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅

費に関する条例の一部を改正する条例の２議案は、公布の日から施行となります。 

 ただし、第２条の平成30年度における期末手当に係る支給割合の改正規定は、平成30

年４月１日から施行し、第１条の平成29年度の期末手当に係る支給割合の改正規定は、

平成29年12月１日から適用するものでございます。 

 (3)南知多町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、平成29年12月22日か

ら施行となります。ただし、第２条並びに附則第４条及び第５条の規定は、平成30年４

月１日から施行となります。また、第１条の規定は、平成29年４月１日から適用するも

のでございます。 

 提案理由の次のページに各条例の新旧対照表をつけてございます。ごらんいただきた

いと思います。 

 以上で３議案の提案理由の説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いをいた

します。 

○議長（藤井満久君） 

 これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

 内田議員。 

○５番（内田 保君） 

 給与の引き上げ問題について御質問します。 

 まず最初に、一般職員の行政職の給与の引き上げについては、大いにしなきゃいけな

いと思います。少し調べてみますと、南知多町のラスパイレスは26年が92.7、27年が92、

28年が93.6です。非常に低いんですね。南知多町の職員の皆さんは非常に頑張っておら

れて、ほかの自治体と比べても大変少ない給料で頑張っていると、こういうことがよく

見えてきます。 

 それで、やはり職員の頑張りに応えるためにも、例えば武豊町なんかは地域手当を本

来３％つけない地域でございますけれど、あえて頑張ってつけているんですよね。やは
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り南知多町においても、給料をこれ以上上げろということは、なかなか難しい部分があ

るかと思います。それで、例えば地域手当の0.1％、１％だというと大変な額になって

しまいますので、0.1％の地域手当をつけるというような施策をして、やはり職員の頑

張りに応えるような形にすべきではないかというふうに思います。それについての見解

をぜひとも伺いたい。 

 ２点目、議員や、それから町長・副町長、教育長の今回、期末手当を上げるという形

になっておりますけれど、28万1,000円、そういう形で提案になっておりますけど、こ

の引き上げは、やはり町民の理解が得られるかどうかと、そこら辺を私は大変疑問だと

いうふうに思っております。なので、やはりこの部分について、町当局はどのように考

えているかと。 

 やはりここは我慢すべきではないかというふうなことも思うわけでございますが、例

えばこのお金はサッカーボールが100個も買えると、子どもたちのために。そういうふ

うな形でのお金にもなるわけでございますね。そういう点で、やはり議員と、そして副

町長、町長、教育長の引き上げについては、やはり具体的に踏みとどまるべきではない

かと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（藤井満久君） 

 総務部長。 

○総務部長（中川昌一君） 

 それでは、内田議員の御質問につきましての答弁をさせていただきます。 

 まず１点目でございますが、大変ありがたい御意見をいただきました。町の職員が頑

張っているから、ほかに倣って地域手当、そういったところを見たらどうかということ

でございますが、一応本町におきましては、国の基準に従いまして、それに準じまして

やっております。また、今後、本町におきましても、地域手当の支給できる地域という

ことで、そういったことを県のほうにまた要望していきたいと思います。大変財政が厳

しい中、職員を上げるというのは、今、現段階では考えておりません。 

 次に特別職の関係でございますが、給与勧告がございまして、国におきましても国家

公務員と特別職の改定を行っております。こうした時期に上げていかないと、一般職を

上げておりますので、そこら辺のバランスもございますので、今回、この改定に倣って

特別職も上げておりますので、御理解のほど、よろしくお願いしたいと思います。以上

です。 



－１９－ 

○議長（藤井満久君） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって質疑を終了いたします。 

 お諮りいたします。本件については、会議規則第37条の規定により総務建設委員会に

付託したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって、議案第49号と議案第50号及び議案第51号の３件につ

いては、総務建設委員会に付託することに決定しました。 

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

 日程第９ 議案第52号 南知多町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例について 

○議長（藤井満久君） 

 日程第９、議案第52号 南知多町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例についての件を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 

○総務部長（中川昌一君） 

 議案第52号 南知多町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の提案理

由の御説明を申し上げます。 

 １の改正の理由でございます。 

 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律が平成29年10月１日に施

行されたことに伴いまして、非常勤職員の育児休業に関し、必要な事項を定めるため、

現行条例の一部を改正する必要があるからでございます。 

 ２の改正の主な内容は、(1)育児休業を取得している非常勤職員について、継続的な

勤務のために特に必要と認められる場合には、育児休業の期間をその養育する子が２歳

に達する日までとするもので、第２条関係の改正でございます。 

 (2)、(1)に関連いたしまして、非常勤職員に関する育児休業期間の延長が可能な場合

として、１歳６カ月到達日の翌日を育児休業の延長の初日とする場合など具体的に規定

するもので、第２条の４関係の改正でございます。 
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 第２条の３及び第２条の５につきましては、これに伴う規定の整備でございます。 

 (3)育児休業の再度の取得をすることができる特別な事情に係る規定の整備が第３条

関係、育児休業の再度の延長をすることができる特別な事情に係る規定の整備が第４条

関係、育児短時間勤務の就労の日から起算して１年を経過しない場合に、育児短時間勤

務をすることができる特別な事情に係る規定の整備が第10条関係の改正でございます。 

 ３の施行期日は、公布の日から施行するものでございます。 

 提案理由の次のページに新旧対照表をつけてございますので、ごらんいただきたいと

思います。 

 以上で提案理由の御説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いをいたします。 

○議長（藤井満久君） 

 これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

 内田議員。 

○５番（内田 保君） 

 １点だけお諮りしたいと思います。 

 育児休業が拡張されるということは大変いいことだと思います。ただ、この南知多町

はそれがないということでございますけど、非常勤の職員がもし育児休業を取得して、

そしていわゆる拡張をするということをしたときに、この南知多町においては、非常勤

の方の代替措置というのは、きちっとした形で確保していくということを考えていると

いうことを確認したいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

 非常勤の方がもし育児休業に入った場合に、その方がやっていた職務をほかの人たち

に同じ課の中に押しつけるんではなくて、いわゆる別の方を採用して、そしてその代替

を与えるということです。 

 これは、教員の世界でも大変問題になっておりまして、なかなかそこへ配置しないん

ですね。そういう点では、あらかじめこの法案が出てきている中で、やはり今後のこと

についてもちょっとお諮りしておきたいと、こういうふうに思います。以上です。 

○議長（藤井満久君） 

 総務課長。 
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○総務課長（山下雅弘君） 

 内田議員の御質問に対します答弁をさせていただきます。 

 先ほどおっしゃられたとおり、非常勤の育児休業については、南知多町では今のとこ

ろ実施をされたことはございません。ですので、今後の想定の中のことだとは思うんで

すが、非常勤職員につきまして、当然その業務については、特別に必要な業務というと

ころで非常勤職員を雇用しておりますので、その非常勤職員が育児休業に入った場合、

その業務を円滑に進めるためには何らかの措置が必要というふうには考えておりますの

で、非常勤職員の応募等は行っていきたいとは考えております。 

○議長（藤井満久君） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって質疑を終了いたします。 

 お諮りいたします。本件については、会議規則第37条の規定により総務建設委員会に

付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって、第52号の件については、総務建設委員会に付託する

ことに決定しました。 

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

 日程第10 議案第53号 南知多町母子家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正

する条例について 

○議長（藤井満久君） 

 日程第10、議案第53号 南知多町母子家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正

する条例についての件を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 厚生部長。 

○厚生部長（柴田幸員君） 

 議案第53号 南知多町母子家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例に

つきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 

 提案理由の説明書をごらんください。 

 １．改正の理由は、所得税法の一部改正が平成30年１月１日に施行されることに伴い、



－２２－ 

現行条例の一部改正する必要があるからでございます。 

 ２．改正の内容は、受給資格者の修正で「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に

改めるもので、第２条関係でございます。 

 ３．施行期日は、平成30年１月１日であります。 

 次のページにこの条例の新旧対照表を添付してございますので、後ほどごらんいただ

きたいと思います。 

 以上で提案理由の説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（藤井満久君） 

 これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

 内田議員。 

○５番（内田 保君） 

 これは１点だけ、少しお願いします。 

 控除対象配偶者と同一生計配偶者の言葉上の違いですね。かなりこれ、多分いろいろ

違うと思うんですが、それについてお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（藤井満久君） 

 内田議員に申し上げます。 

 所属の委員会の範囲に入りますので、委員会で質問してください。 

○５番（内田 保君） 

 はい、わかりました。 

○議長（藤井満久君） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって質疑を終了いたします。 

 お諮りいたします。本件については、会議規則第37条の規定により文教厚生委員会に

付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって、議案第53号の件については、文教厚生委員会に付託
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することに決定しました。 

 ここで暫時休憩いたします。休憩は10時40分までといたします。 

 〔 休憩 １０時２７分 〕 

 〔 再開 １０時４０分 〕 

○議長（藤井満久君） 

 休憩を解きまして、本会議を再開いたします。 

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

 日程第11 議案第54号 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正す

る条例について 

○議長（藤井満久君） 

 日程第11、議案第54号 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正す

る条例についての件を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 厚生部長。 

○厚生部長（柴田幸員君） 

 議案第54号 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例につ

きまして、提案理由の御説明を申し上げます。 

 提案理由の説明書をごらんください。 

 １．改正の理由は、篠島地区の保育所運営を委託しています社会福祉法人篠島保育園

について、保育士の不足を解消し、保育所運営を継続させることを目的として、町から

職員を派遣できるようにするため、現行条例の一部を改正する必要があるからでありま

す。 

 ２．改正の主な内容は、(1)職員を派遣できる団体に、社会福祉法人篠島保育園を追

加する。第２条関係でございます。 

 (2)派遣職員に支給することができる給与を「給料、扶養手当、住居手当及び期末手

当」から「南知多町職員の給与に関する条例第２条第１項に規定する給与」に改める。

第５条関係でございます。 

 ３．施行期日は、平成30年４月１日であります。 

 なお、改正条分の新旧対照表が次のページに添付してございますので、ごらんいただ

きたいと思います。 
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 以上で提案理由の説明を終わます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（藤井満久君） 

 これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本件については、会議規則第37条の規定により文教厚生委員会に

付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって、議案第54号の件については、文教厚生委員会に付託

することに決定しました。 

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

 日程第12 議案第55号 平成29年度南知多町一般会計補正予算（第４号） 

○議長（藤井満久君） 

 日程第12、議案第55号 平成29年度南知多町一般会計補正予算（第４号）の件を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

○副町長（北川眞木夫君） 

 議案第55号 平成29年度南知多町一般会計補正予算（第４号）につきまして、提案理

由の御説明を申し上げます。 

 補正予算書の１ページをごらんください。 

 歳入歳出予算の補正、第１条は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,400万

2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ71億5,845万7,000円とする

ものであります。 

 第２条は地方債の補正で、地方債の変更をお願いするものであります。 

 補正をお願いする内容は、大きく分けますと給与改定及び人事異動などに伴います人

件費と当面の行政運営上必要となりました人件費以外の経費の２つになります。人件費

につきましては、補正予算給与費明細書で御説明させていただき、科目ごとの説明は省
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略させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、歳出の人件費から御説明いたします。 

 40ページ、41ページの補正予算給与費明細書をごらんください。 

 左ページの１．特別職の表の一番下段にあります比較の計欄をごらんください。 

 給与費のうち、期末手当につきましては、支給月数は増加しますが、当初予算額は若

干多く見込んでいましたので、 31万 5,000円を減額し、共済費につきましては、４万

6,000円を増額するものであります。合わせて26万9,000円の減額とするものであります。 

 次に、右のページをごらんください。 

 一般職の給与費及び共済費の補正であります。 

 (1)総括の表をごらんください。 

 職員数につきましては、職員異動によりまして１人の増となっています。 

 次に、給与費のうち給料は、比較の欄710万5,000円の減額であります。これは、職員

の育児休業等によるものであります。職員手当の479万7,000円の増額は、下段の表に内

訳がございますが、主に勤勉手当の月数の増により増額となっています。共済費につき

ましては724万円の増額となっています。 

 次の42ページは、今回の補正の増減額の明細、43ページと44ページは、補正後の給料

及び職員手当の状況をあらわしたものであります。説明は省略させていただきます。 

 次に、人件費以外の補正内容について御説明させていただきます。 

 16ページ、17ページをごらんください。 

 下段になります。２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住民基本台帳費で

す。戸籍住民基本台帳一般管理費276万1,000円の増額補正であります。これは、平成28

年度国の第２次補正予算による女性の活躍推進を加速する取り組みの一環として、マイ

ナンバーカード及び住民票等に旧姓の併記を可能とするようシステム改修する経費であ

ります。 

 22ページ、23ページをごらんください。 

 上段になります。３款民生費、１項社会福祉費、５目社会福祉医療費です。子ども医

療費669万円の増額補正であります。これは、今年度から子ども医療制度を拡充し、中

学校、高校生等の通院医療費の２分の１助成から全額助成としましたが、当初見込み額

より助成額が伸びているため、子ども医療給付費を増額するものであります。 

 中段になります。６目介護保険費です。介護保険特別会計繰出金217万2,000円の増額
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補正は、介護保険特別会計における地域支援事業費を増額補正するため、一般会計から

の繰出金であります。 

 下段になります。７目障害者福祉費242万円の増額補正であります。これは、障害者

総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律が平成30年４月１日に施行されること

に伴い、現行の障害福祉サービスシステムを改修する経費であります。 

 次に、26ページ、27ページをごらんください。 

 中段になります。４款衛生費、１項保健衛生費、５目知多南部衛生組合費633万9,000

円の減額補正であります。これは、平成28年のごみ処理量等に基づき、繰越金の精算な

どにより分担金を減額するものであります。 

 34ページ、35ページをごらんください。 

 中段になります。10款教育費、２項小学校費、２目教育振興費50万円の増額補正であ

ります。これは、寄附金を財源として小学校図書を充実するため、購入費を増額するも

のであります。 

 38ページ、39ページをごらんください。 

 上段になります。５項保健体育費、３目体育施設費106万5,000円の増額補正でありま

す。これは、総合体育館の空調設備が平成３年の運用開始から26年が経過し、本年度は

停止する故障がたびたび発生しており、設備を良好な状態に維持するための試運転に要

する費用として、燃料費、光熱水費の増額をお願いするものであります。 

 以上で歳出の説明を終わり、次に、歳入の説明を申し上げます。 

 12ページ、13ページをごらんください。 

 ２．歳入です。９款地方交付税、１項地方交付税、１目地方交付税は5,610万2,000円

の増額補正であります。これは、平成29年度分の普通交付税額の確定に伴いまして、予

算計上額との差額分を追加計上するものであります。 

 13款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金は276万1,000円の増額補正

であります。これは、歳出で説明しました旧姓併記住基システムの改修に対する国の補

助金であります。 

 ２目民生費国庫補助金は121万円の増額補正であります。歳出で御説明しました障害

福祉サービスシステムの改修に対する国の補助金であります。 

 16款寄附金、１項寄附金、４目教育費寄附金は50万円の増額補正であります。これは、

歳出で御説明しました小学校図書購入費の財源としていただきました寄附金であります。
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この寄附金は、知多信用金庫様から小学校の図書の充実のために役立ててほしいと御寄

附をいただいたものでございます。 

 17款繰入金、１項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金は2,609万4,000円の減額補正

であります。これは、今回の歳入歳出補正の財源調整であります。 

 20款町債、１項町債、４目臨時財政対策債は2,047万7,000円の減額補正であります。

これは、平成29年度分の普通交付税額の算定により、本町が借り入れすることができる

臨時財政対策債の額が確定しましたので、その限度額と同額を借り入れするために減額

するものであります。 

 以上で歳入の説明を終わります。 

 次に、５ページをごらんください。 

 歳入の20款町債にて御説明させていただきました地方債の変更で、臨時財政対策債

2,047万7,000円の減額補正であります。一般会計の地方債残高は、この補正予算書の45

ページにありますので、ごらんいただきたいと思います。 

 表の一番下段の右側になりますが、平成29年度末現在高見込額は66億8,718万8,000円

であります。 

 以上で提案理由の御説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（藤井満久君） 

 これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本件については、会議規則第37条の規定により各委員会に付託い

たしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって、議案第55号の件については、各委員会に付託するこ

とに決定しました。 

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

 日程第13 議案第56号 平成29年度南知多町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号） 
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○議長（藤井満久君） 

 日程第13、議案第56号 平成29年度南知多町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）の件を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 厚生部長。 

○厚生部長（柴田幸員君） 

 議案第56号 平成29年度南知多町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につき

まして、提案理由の御説明を申し上げます。 

 補正予算書の１ページをごらんください。 

 歳入歳出予算の補正の第１条は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ43万7,000

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億6,634万5,000円とするもので

あります。 

 補正をお願いします内容につきましては、歳出から御説明申し上げます。 

 ６ページ、７ページの中段をごらんください。 

 ３．歳出、３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目還付金は39万円の増額補

正でございます。これは、後期高齢者医療保険料の均等割額の軽減判定における国のシ

ステム誤りに伴う還付金の増額でございます。 

 次に、下段の２目還付加算金は４万7,000円の増額補正でございます。これは、後期

高齢者医療保険料の均等割額の軽減判定における国のシステム誤りに伴う還付金を支払

うに当たりまして、必要となる還付加算金の増額でございます。 

 次に、歳入につきまして御説明申し上げます。同じページの上段の表をごらんくださ

い。 

 ２．歳入、４款諸収入、２項１目償還金及び還付加算金は43万7,000円の増額補正で

ございます。これは、先ほど歳出で御説明申し上げました還付金及び還付加算金の財源

とするものでございます。 

 以上で提案理由の説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（藤井満久君） 

 これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本件については、会議規則第37条の規定により文教厚生委員会に

付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって、議案第56号の件については、文教厚生委員会に付託

することに決定しました。 

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

 日程第14 議案第57号 平成29年度南知多町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

○議長（藤井満久君） 

 日程第14、議案第57号 平成29年度南知多町介護保険特別会計補正予算（第２号）の

件を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 厚生部長。 

○厚生部長（柴田幸員君） 

 議案第57号 平成29年度南知多町介護保険特別会計補正予算（第２号）の提案理由の

御説明を申し上げます。 

 補正予算書の１ページをごらんください。 

 歳入歳出予算の補正の第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,480万3,000

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20億818万8,000円とするものでご

ざいます。 

 補正をお願いいたします内容につきましては、歳出から御説明申し上げます。 

 12ページ、13ページをごらんください。 

 ３．歳出、３款地域支援事業費、１項介護予防・生活支援サービス事業費、１目介護

予防・生活支援サービス事業費につきましては、1,470万1,000円の増額補正でございま

す。これは、本町が平成29年４月から総合事業を開始したことに伴い、２款保険給付費

のうち居宅支援介護予防サービス給付費の訪問介護及び通所介護が、３款地域支援事業

費の介護予防・生活支援サービス事業費に移りましたが、当初見込んだ必要額を超える

見込みとなったため増額補正をするものでございます。 

 次に、３項包括的支援事業・任意事業費、１目包括的支援事業費につきましては、７
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万5,000円の増額補正でございます。これは、給与改定に伴う人件費の増額補正でござ

います。 

 次に、２目任意事業費でございますが、これは、財源内訳の更正でございます。 

 次に、５款基金積立金、１項基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金につきまし

ては、２万7,000円の増額補正でございます。これは、介護給付費準備基金の自主収入

増額見込み分の増額補正でございます。 

 次に、歳入について御説明申し上げます。 

 ８ページ、９ページをごらんください。 

 ２．歳入、２款国庫支出金、２項国庫補助金、２目地域支援事業交付金（介護予防・

日常生活支援総合事業）につきましては、75万3,000円の増額補正でございます。これ

は、歳出で御説明いたしました介護予防・生活支援サービス事業費の増額に伴う国の負

担分に応じた交付金の増額補正でございます。 

 次に、３目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）につきまし

ては、211万5,000円の増額補正でございます。これは、交付金算定における上限額を見

直したことによる増額補正でございます。 

 次に、３款支払基金交付金、１項支払基金交付金、２目地域支援事業支援交付金につ

きましては249万6,000円の増額補正でございます。これは、歳出で御説明いたしました

介護予防・生活支援サービス事業費の増額に伴う第２号被保険者の負担分である社会保

険診療報酬支払基金の負担分に応じた交付金の増額補正でございます。 

 次に、４款県支出金、２項県補助金、１目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活

支援総合事業）につきましては111万5,000円の増額補正でございます。これは、歳出で

御説明いたしました介護予防・生活支援サービス事業費の増額に伴う県の負担分に応じ

た交付金の増額補正でございます。 

 次に、２目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）につきまし

ては105万7,000円の増額補正でございます。これは、交付金算定における上限額を見直

したことによる増額補正でございます。 

 次に、５款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金につきましては２万

7,000円の増額補正でございます。これは、歳出で御説明いたしました介護給付費準備

基金の利子収入増額見込み分の増額補正でございます。 

 10ページ、11ページをごらんください。 
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 ６款繰入金、１項一般会計繰入金、２目地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支

援総合事業）につきましては111万5,000円の増額補正であります。これは、歳出で御説

明いたしました介護予防・生活支援サービス事業費の増額に伴う町の負担分に応じた一

般会計繰入金の増額補正でございます。 

 次に、３目地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）につきまし

ては105万7,000円の増額補正であります。これは、一般会計繰入金算定における上限額

を見直したことによる増額補正でございます。 

 次に、６款繰入金、２項基金繰入金、１目介護給付費準備基金繰入金につきましては、

499万3,000円の増額補正でございます。これは、歳出で御説明いたしました地域支援事

業費等の増額補正分の不足する財源分として基金繰入金を増額補正したものでございま

す。 

 次に、９款介護サービス計画等収入、１項介護予防サービス計画費等収入、１目介護

サービス計画費収入につきましては、７万5,000円の増額補正でございます。これは、

歳出で御説明いたしました給与改定に伴う人件費の増額補正に係る特定財源の一部とし

て増額補正するものでございます。 

 14ページから17ページは、補正予算給与費明細書でございます。説明は省略させてい

ただきます。 

 以上で提案理由の説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（藤井満久君） 

 これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本件については、会議規則第37条の規定により文教厚生委員会に

付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって、議案第57号の件については、文教厚生委員会に付託

することに決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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 日程第15 議案第58号 平成29年度南知多町水道事業特別会計補正予算（第１号） 

○議長（藤井満久君） 

 日程第15、議案第58号 平成29年度南知多町水道事業会計補正予算（第１号）の件を

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 建設経済部長。 

○建設経済部長（鈴木良一君） 

 それでは、議案第58号 平成29年度南知多町水道事業会計補正予算（第１号）につき

まして、提案理由の御説明を申し上げます。 

 補正予算書の１ページをごらんください。 

 収益的収入及び支出の第２条は、予算第３条に定めた収益的収入及び支出として第１

款水道事業費用を143万2,000円増額し、その総額を７億9,681万5,000円とするものであ

ります。 

 次に、資本的収入及び支出の第３条は、予算第４条本文括弧書き中、資本的収入額が

資本的支出額に対し不足する額「２億4,609万7,000円」を「２億3,798万8,000円」に改

め、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,194万8,000円、過年度分損益

勘定留保資金7,606万7,000円及び当年度分損益勘定留保資金１億 5,808万2,000円」を

「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,193万7,000円、過年度分損益勘定

留保資金7,340万8,000円及び当年度分損益勘定留保資金１億5,264万3,000円」に改める

ものであります。 

 また、支出として、第１款資本的支出を810万9,000円減額し、その総額を３億4,176

万5,000円とするものであります。 

 次に、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の第４条は、予算第６条

に定めた(1)職員給与費を668万8,000円減額し、その総額を5,809万1,000円とするもの

であります。 

 今回の補正は機構改革による職員数の減、人事異動及び人事院勧告に基づく給与改定

に伴い減額補正するものであります。 

 次に、６ページをお開きください。 

 補正予算給与費明細書であります。 

 １．総括の下段、比較の合計をごらんください。 
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 機構改革により上水道係と下水道係を統合して工務係に名称変更し、職員が１名減と

なったため、給与費593万5,000円、法定福利費75万3,000円、合計668万8,000円の減額

をするものであります。 

 次の７ページから９ページは、今回の補正に伴う増減額の明細、給料及び手当の状況

をあらわしたものです。説明は省略させていただきます。 

 次に、16、17ページをお開きください。 

 補正予算事項別明細書であります。 

 収益的収入及び支出の支出として、第１款水道事業費用、第１項営業費用、第１目配

水及び給水費123万円の増額、３目総係費19万1,000円の増額及び第２項営業外費用、第

２目消費税及び地方消費税１万1,000円の増額を補正するものでございます。 

 次に、18、19ページをお開きください。 

 資本的収入及び支出の支出として、第１款資本的支出、第１項建設改良費、第１目配

水設備新設改良費810万9,000円の減額補正をするものであります。 

 以上で提案理由の説明を終わります。御審議のほど、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（藤井満久君） 

 これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

 内田議員。 

○５番（内田 保君） 

 よろしくお願いします。 

 ６ページのところですね。補正の人数が入っておりましたが、先ほど上水道・下水道

の業務を一括してやるということで１人減にしたということだそうです、私も初めて知

りましたが。このことの影響によって、ほかの職員に対しての業務の偏りというか、そ

ういうふうな不満だとか、そういうことは出ておりませんか。１名減というふうな対応

になっておりますので、そこら辺のところをお聞きしたいということ、これが１点目。 

 ２点目ですが、これの14ページ、そこにちょっと私も知っていなかったんですが、貸

倒引当金の問題で、いわゆる1,929万8,000円が不納欠損になっていると。そのために貸
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倒引当金からそれを充当したということが書いてあるんですが、この具体的な内容を教

えてください。以上です。 

○議長（藤井満久君） 

 水道課長。 

○水道課長（相川 徹君） 

 失礼いたします。 

 それでは、内田議員の御質問に対しまして答弁させていただきます。 

 係の統合ということで、職員が１名減になっております。係の統合につきましては、

ことしの２月の全協のときに説明させていただいておりまして、その内容で１名減にな

っておりますけれども、現のメンバーで何とか仕事は処理をしておるところでございま

す。 

 それから、不納欠損に充てるため貸倒引当金ということでございますけれども、不納

欠損につきましては、倒産した会社だとか、取れない部分につきまして不納欠損させて

いただいております。以上です。 

○議長（藤井満久君） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本件については、会議規則第37条の規定により総務建設委員会に

付託したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって、議案第58号の件については、総務建設委員会に付託

することに決定しました。 

 ここで暫時休憩といたします。休憩は午後１時までということでよろしくお願いしま

す。 

 〔 休憩 １１時１６分 〕 

 〔 再開 １３時００分 〕 

○議長（藤井満久君） 

 休憩を解きまして、本会議を再開いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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 日程第16 一般質問 

○議長（藤井満久君） 

 日程第16、一般質問を行います。 

 質問の時間は答弁を含めて１時間までとし、関連質問は認めません。 

 なお、念のため申し上げます。自席からの再質問については細分化してもよいことと

いたします。また、法令を遵守し、良識と節度を持って議会運営に心がけてください。 

 ６番、石垣菊蔵議員。 

○６番（石垣菊蔵君） 

 議長の許可を得ましたので、一般質問をさせていただきます。 

 質問事項の１として、ミックスペーパーの収集が開始、10月１日からされたことにつ

いて質問をいたします。 

 南知多町の家庭系ごみの１人１日当たりの排出量は、愛知県下54市町村のうちワース

ト２位と不名誉な順位であることを、今回の町主催の住民説明会や町の広報などで情報

を得ましたが、なぜ今減量するのか、大した問題ではないと思っている人がいるのも現

状ではないかと思っております。 

 今回の説明会では、家庭系ごみの排出量が多い理由として、南知多町の地域性や特性

として、魚や野菜がそのままの姿で持ち込まれ、調理する過程であらや野菜くずなどが

生ごみとして大量に排出されること。また、他の市町村では既に再生可能な資源として

回収している紙類やプラスチック類などが可燃ごみとして処理されていること。そして、

平成34年度の知多南部広域環境組合のごみ処理施設の供用開始までに、目標として約３

割のごみの減量、資源化を組合構成市町の２市３町に広域環境組合は求めていることな

どの理由を受け、説明会に参加された住民の方々もうなずいたり、私自身も数字的な知

識がなく、若干の反省をしております。 

 そこでミックスペーパーの分別収集は、スタートしてまだ２カ月余りでまとめるデー

タは少ないと思いますが、これまでの経過や問題点、そして今後の展開、方向性につい

て質問をいたします。 

 １として、本年10月よりミックスペーパーの分別収集を開始するに当たって、町は住

民の皆さんにどのように周知し、説明を行ってきたのか。 

 ２として、ミックスペーパーの収集は10月から始まり、これまでに10回以上の収集が

行われたと思うが、実績として、本町のミックスペーパーはどのくらい収集をされたか。
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また、可燃ごみの減量の効果はどうか。 

 ３として、ミックスペーパーの収集日、水曜・金曜におけるごみの集積所等での問題

点やトラブルなど、何か改善したほうがよいといったことはあるか。 

 ４として、町では家庭系ごみの減量化の目標を平成26年度実績から知多南部広域環境

組合のごみ処理施設が完成し、供用が開始される平成34年度までに３割の減量をとして

おり、まずはミックスペーパーの分別収集を始めたところであるが、これだけでは目標

値に届かないことが推測される。そのため、何かほかに減量につながる施策はあるのか。 

 ５として、ごみの減量化・資源化に向けては、町内各区をはじめ、町民の皆さんもミ

ックスペーパーの分別収集に協力するなど、各方面で協力しているところであるが、平

成34年度までには、さらに一層の減量化に努めなければならない。そこで、こうしたご

み減量化・資源化の向上につなげるためにも、頑張って協力している地域、地区には、

例えばごみ減量化・資源化推進活動協力金を支給するなどの支援をしてはどうか。 

 次に、質問事項の２として、自主防災会等津波避難路整備事業費補助金について質問

をいたします。 

 津波一次避難場所は町内各所に指定され、町道、県道、国道を避難路とする条件のよ

い避難場所から裏山を登る滑りやすく急斜面で狭い幅員、未舗装のあぜ道の先に避難場

所があるなど、さまざまな場所が指定をされています。特に条件の悪いあぜ道を利用す

る避難場所は町の土木改修も及ばない場所であったり、指定外であっても地域では利用

できる避難路も存在をしております。 

 そこで、この補助金が地域の要望に応えられるよう、次の質問をいたします。 

 １として、この補助金の制度発足後の補助件数と補助対象経費として、機器類とそれ

以外に分類した場合の割合はどうか。また、地区別（５地区）の補助件数の状況はどう

か。 

 ２として、補助は津波避難防災マップに掲載された津波一次避難場所以外の地域が任

意に選んだり管理している避難路でも活用できるのか。 

 ３として、補助金の使途に請負による経費は認められていないが、その理由は何か。

資機材や備品は別として、自分たちでできる作業には請負や人件費補助は不要だが、急

斜面などでは、安全を求めるため階段等の設置が必要な施工箇所もあることから、一定

の条件をつけてでも請負経費も対象に加え、活用できるようにしてはどうか。 

 なお、再質問がある場合には自席にて行いますので、よろしくお願いをいたします。 
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○議長（藤井満久君） 

 厚生部長。 

○厚生部長（柴田幸員君） 

 御質問１－１、ミックスペーパーの分別収集を開始するに当たって、町は住民の皆さ

んにどのように周知し、説明会を行ってきたのかについて、答弁させていただきます。 

 本町では、ごみの減量と限りある資源の有効活用を図るため、本年10月よりミックス

ペーパーの収集を開始させていただきました。このミックスペーパーとは、家庭から排

出される紙類の中から使用したティッシュペーパー、紙おむつなどの汚れた紙や、洗剤

の紙箱など、においの強い紙を除くほか、新聞やダンボール、雑誌、紙パックといった

資源物として分別収集をお願いしていたものを除く全ての紙を対象としております。 

 こうしたミックスペーパーは、リサイクル可能なごみの中でも比較的容易に分別する

ことができるものであるため、このたび収集を始めることにいたしました。 

 このミックスペーパーの分別収集を開始するに当たって、町としましては、ミックス

ペーパーの収集開始に伴う住民説明会の開催案内やミックスペーパーの具体的な分け方、

出し方についてのチラシなどを作成し、本年５月初旬に全戸配付をしていただくよう区

長さんにお願いいたしました。 

 また、町内各地での住民説明会等は、６月６日から11月23日までの約半年間にわたり、

合計40回開催し、延べ約2,400人の住民の皆さんに御説明をさせていただきました。 

 このほかにも、役場職員によるひとり暮らし高齢者見守り事業の際に、ミックスペー

パーの分け方や出し方について御説明させていただいたり、町内全てのごみ集積所に８

月から９月末まで事前周知の看板を設置し、また10月からはミックスペーパーの収集日

を含む新たな可燃ごみの収集日の記載した看板への交換を行うとともに、町広報や町公

式ホームページでの周知、またケーブルテレビの行政情報「役場ＮＯＷ」に出演し説明

するなど、ミックスペーパーの収集開始に伴う住民周知を図ってきたところでございま

す。以上です。 

（６番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 石垣菊蔵議員。 

○６番（石垣菊蔵君） 

 住民説明会に加え、各地区などの要望に応えた出前講座の開催をしていただいており
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ますが、今後においても、町民の皆さんや各種団体などからミックスペーパーの収集に

関する説明会、出前講座などをやってもらいたい、そういった声があったら引き続き応

えてもらえますか。やってもらえるか、お願いいたします。 

○議長（藤井満久君） 

 厚生部長。 

○厚生部長（柴田幸員君） 

 住民の皆様から、今後においてもミックスペーパーの収集に関する説明会などをやっ

てもらいたいという声があったら、町としてやるかという御質問でございます。それに

お答えさせていただきます。 

 本年10月よりミックスペーパーの収集を開始するに当たり、６月６日から９月25日ま

で、各地区において住民説明会を開催し周知を図ってまいりましたが、実際にミックス

ペーパーの収集が始まった10月以降におきましても、ミックスペーパーの排出状況を心

配されるなどの理由から、各地区や老人会よりお誘いをいただき、10月５日から11月23

日までに７回の説明会を行わせていただきました。 

 今後におきましても、各地区や老人会などよりお誘いをいただきましたなら、一人で

も多くの住民の皆さんにミックスペーパーの分別収集についての御理解と御協力をさせ

ていただきたいというふうに考えております。出前講座的に出向かせていただくと考え

ておりますので、ぜひお声がけをいただきますようお願いをいたします。以上です。 

（６番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 石垣議員。 

○６番（石垣菊蔵君） 

 可能な限り要望に応えていただければと思います。よろしくお願いをいたします。 

 ところで住民説明会を開催し、直接住民の方々と接することによりごみの減量化・資

源化には、何が一番大切で効果が期待できると感じましたか、お願いいたします。 

○議長（藤井満久君） 

 厚生部長。 

○厚生部長（柴田幸員君） 

 今回の住民説明会等に幾度か私も出席をさせていただき、そこで皆さんにお願いした

こと、また強く感じたことは、ごみの減量化・資源化を推進していくためには、やはり
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ごみを出される住民の皆さん一人一人にこれまでのごみに対する意識を変えていただく

ことが大切で、それこそごみ減量の効果が最も期待できるものではないかと感じており

ます。 

 平成27年度の家庭系ごみの１人１日当たりの排出量においては、愛知県下54市町村に

おける少ない順の第１位は、額田郡幸田町でございましたが、取り組みや要因をお聞き

しましたところ、特にこれはといって自慢のできるものはなく、ほかの市町村が取り組

んでいることと大きな違いはございません。ただ、一つだけ自信を持って言えることは、

ごみ処理にかける経費を少なくし、減らした経費で行政サービスの向上を図ってほしい

と考え、積極的にごみの減量、資源化に取り組んでくれている住民の方が多いからでは

ないでしょうかとのことでございました。 

 本町におきましても、住民の皆さんにさまざまな御協力をいただいておりますが、自

宅からごみ集積所へ出したら終わりではなく、各家庭においてどうしたらごみとして出

さないで過ごせるかというようなごみに対する意識を変えていただけたら、随分減量、

資源化が図れるのではないかと思っているところでございます。 

 なお、平成34年度より知多南部の２市３町において共同でごみ処理を行う予定でござ

いますが、ごみ処理経費に対する市町の負担割合は、各市町から持ち込まれた家庭系の

ごみの処理費を案分して算出する予定としています。住民の皆さんが積極的に減量に努

めていただくことにより、ごみ処理経費として本町が負担する分担金が少なくなるわけ

でございます。ごみを減量化することで、今後のサービス向上につながればと願ってお

ります。以上です。 

（６番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 石垣議員。 

○６番（石垣菊蔵君） 

 私も町の主催と地元主催の２会場に出席をさせていただきました。当初の説明会では

参加者も少なく、住民の皆さんは十分できているのかなと環境課の職員の皆様と同様に

分別に不安を感じるところがありましたが、地元中洲区での開催には、多くの区民の皆

さんが参加され、ほっとしたところでございます。 

 問題は、参加しない方や家庭内でのミックスペーパーの会話がない、されないことだ

と思いますので、引き続き機会を捉え、住民への周知、よろしくお願いをいたします。 
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 次の質問をお願いいたします。 

○議長（藤井満久君） 

 厚生部長。 

○厚生部長（柴田幸員君） 

 御質問１－２、ミックスペーパーの収集は10月から始まり、これまでに10回以上の収

集が行われたと思うが、実際として本町のミックスペーパーはどのぐらい収集されたの

か。また、可燃ごみの減量の効果はどうかについて答弁をさせていただきます。 

 ミックスペーパーは、金曜日に山海の全地区と豊浜の半月区、中洲区を収集し、それ

ら以外の地区は水曜日に収集をしております。ミックスペーパーの収集実績といたしま

しては、10月から11月の２カ月間で17回の収集が行われ、収集量は本町全体で 10月は

5.92トン、11月は10.67トンの２カ月間合計で16.59トンでございました。 

 なお、その間の本町の家庭系ごみの処理実績といたしましては、前年の10月及び11月

と比較しまして、本年10月は43.15トン、11月は46.5トンの２カ月間合計で89.65トンの

減少となっております。以上です。 

（６番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 石垣議員。 

○６番（石垣菊蔵君） 

 先ほどは失礼しました。 

 ちなみに、地区毎（５地区）のミックスペーパーの収集量はどのようになっておりま

すか。 

○議長（藤井満久君） 

 環境課長。 

○環境課長（宮地廣二君） 

 それではただいまの御質問、地域ごとのミックスペーパーの収集量はどのようになっ

ているかということについてお答えさせていただきます。 

 ミックスペーパーの収集は、本年10月より水曜日と金曜日の週２回に分け、両島を含

む町内全地区において一斉に開始させていただきました。 

 現在、開始から２カ月が過ぎ、知多南部衛生組合より10月、11月分の収集実績につい

ての報告がございましたので、地域ごとにミックスペーパーの収集実績を御紹介させて
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いただきます。 

 まず10月分といたしましては、内海地区が1,990キログラム、豊浜地区が1,340キログ

ラム、師崎地区が1,440キログラム、篠島地区が760キログラム、日間賀島地区が390キ

ログラムの本町全体で5,920キログラム、5.92トンでございました。 

 次に、11月分といたしましては、内海地区が3,050キログラム、豊浜地区が2,740キロ

グラム、師崎地区が2,830キログラム、篠島地区が 1,210キログラム、日間賀島地区が

840キログラムの本町全体で１万670キログラム、10.67トンで、10月より4,750キログラ

ム、4.75トンふえております。以上でございます。 

（６番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 石垣議員。 

○６番（石垣菊蔵君） 

 次に、町としてミックスペーパーの収集量をどのぐらい見込んでおりますか、お願い

いたします。 

○議長（藤井満久君） 

 環境課長。 

○環境課長（宮地廣二君） 

 ただいまの町としてはミックスペーパーの収集量など、どのくらい見込んでいるかと

いうことについてお答えさせていただきます。 

 ミックスペーパーの収集量の見込みにつきましては、先進自治体の事例からいきます

と、人口１万人当たり年間約100トンということが言われておりますので、本年９月末

現在の本町の人口が１万8,468人でございましたので、年間で約190トン、今年度は10月

から来年３月までの半年間でございますので、約95トン、９万5,000キログラムのミッ

クスペーパーの収集量を目標として見込んでおります。以上でございます。 

（６番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 石垣議員。 

○６番（石垣菊蔵君） 

 まだ２カ月余りの短い期間で種分けが浸透していないこともあり、見込みと実績とは

乖離しているのかなあと思っております。ミックスペーパーの収集を週１回行うに当た
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り、可燃ごみの収集が週３日から週２日へと１回減ったことにより、住民の皆さんから

不安の声が上がっていることはありませんか。 

○議長（藤井満久君） 

 厚生部長。 

○厚生部長（柴田幸員君） 

 これまで本町では可燃ごみの収集を週３回行ってきましたが、10月より２回に変更し、

あいた１回を利用してミックスペーパーの分別収集を始めることにいたしました。 

 可燃ごみの収集が２回に減ったことによりまして、これまでは収集日が祝日のときは

収集をお休みとさせていただいておりましたが、10月からは確実に週２回の収集日を確

保するため、収集日が祝日であっても収集することにいたしました。 

 また、年末の12月30日と年始の１月４日は曜日に関係なく町内の全地区におきまして、

可燃ごみの特別収集日として行うことにいたしました。住民説明会におきましても、こ

うした可燃ごみの収集が週２回に減ってしまうことについては、どの会場においても心

配される方がお見えになりましたことは事実でございます。ただ、可燃ごみの収集を週

３回していた市町は、県内54市町村中、本町と美浜町の２町だけでございました。 

 住民の皆さんには御負担をおかけいたしますが、できる限りの分別と生ごみの水切り

の徹底をお願いするとともに、アスパを利用しての生ごみの堆肥化など、ごみの減量に

御協力をいただきますようお願い申し上げます。 

 また、週２回の可燃ごみの収集日まで、生ごみにつきましては、においが漏れないよ

う、できる限り密閉することのできる容器などに入れて保管をしていただきますようお

願いいたします。以上です。 

（６番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 石垣議員。 

○６番（石垣菊蔵君） 

 県下の状況をお聞きすると、本町はよく言えば週３回可燃ごみの収集があり、いつで

も出せる、家に保管することなく収集してくれる、そういった甘えがあったかなあと思

っております。今後も住民の皆さんの理解を得ながら減量の効果を上げていただきたい

と思います。 

 次の質問をお願いいたします。 



－４３－ 

○議長（藤井満久君） 

 厚生部長。 

○厚生部長（柴田幸員君） 

 御質問１－３、ミックスペーパーの収集日におけるごみ集積所等での問題点やトラブ

ルなど、何か改善したほうがいいといったことはあるのかについて答弁をさせていただ

きます。 

 10月にミックスペーパーの収集が始まったことを受け、環境課の職員がミックスペー

パーの収集日の朝７時から収集の始まる８時までの間で、数回、排出状況を確認させて

いただきました。その状況はおおむね良好でしたが、本来、出されてはいけない黄色い

可燃ごみの指定袋が10袋から20袋ほど出されているところもございました。 

 こうしたごみ集積所では、最初のころだけではなく、現在も同じような状況にあり、

早々にごみ集積所を管理する区長さん方と対策を協議し、適正な排出に努めていただけ

ますよう、住民の皆さんに対してさらなる周知を図っていきたいと考えております。以

上です。 

（６番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 石垣議員。 

○６番（石垣菊蔵君） 

 環境課の職員の皆さんには、早朝より現状確認を御苦労さまでございます。これから

も可能な限り問題点などを確認し、あわせて対応をよろしくお願いいたします。 

 さて、今後、町として具体的にどのような方法で適正なごみ処理の排出を住民の皆さ

んに周知していきますか、考えなどあったらお示しください。お願いします。 

○議長（藤井満久君） 

 環境課長。 

○環境課長（宮地廣二君） 

 ただいまの石垣議員より、町としては、具体的にどのような方法で適正なごみの排出

を住民の皆さんに周知していくのかということでございます。そのことについてお答え

させていただきます。 

 環境課では、町内の一部で可燃ごみとミックスペーパーが混在して排出されているご

み集積所の現状を私も含め担当の職員数名で排出指導と、また現状の写真を撮るために
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早朝より数回にわたり現地のほうへ行かせていただきました。 

 ミックスペーパーの収集日に黄色の可燃ごみの指定ごみ袋が出されていましても、処

理先がそれぞれ異なりますので、可燃ごみの収集はできずにそのまま集積所に置いてお

くということになりますので、こうした状況が改善されなければ、当然に混乱が生じる

ことが予想されますし、また、ごみの出し方の徹底が図れませんので、早急にそうした

状況、問題を抱える区長さん方と対策を協議しまして、まずはそうした状況写真を添付

した地区の回覧板、そういったもので皆さんに周知をさせていただけたらなあというこ

とで、適正な排出に努めていただきますよう周知を図っていきたいなというふうに考え

ております。 

 なお、それでも効果が上がらないといった場合には、ごみ集積所の入り口に鍵をかけ

るなどして、収集日の徹底を図っていっていただきたいなというふうに思っております

ので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

（６番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 石垣議員。 

○６番（石垣菊蔵君） 

 いろんな施策を実施していただき、成果を上げていただければと思いますが、集積所

の施錠などについては、既に地域によっては実施している情報を得ておりますが、全て

の地域に了解を得ることはなかなか難しいところがあると思いますので、地域性や地域

住民と協働しながら、よりベストな方策で問題解決を図っていただきたいと思います。 

 次の質問をお願いいたします。 

○議長（藤井満久君） 

 厚生部長。 

○厚生部長（柴田幸員君） 

 御質問１－４、家庭系ごみの減量化目標を平成34年度までに３割のごみの減量をとし

ており、まずはミックスペーパーの分別収集を始めたとのことであるが、何かほかに減

量につながる施策はあるのかについて、答弁させていただきます。 

 本町の家庭系ごみの１人１日当たりの排出量は、平成27年度実績において746グラム

で、愛知県下で54市町村中53位となっており、これを県の平均536グラムに減量するた

めには、その差210グラム、つまり約３割の減量が必要となります。 
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 また、平成34年度から供用開始が予定されている知多南部広域環境組合のごみ処理施

設の規模も、現在の３つのクリーンセンターを合計した１日当たりのごみ処理能力

412.5トンの約７割、283トンとしており、こちらも約３割、129.5トンの減量に努めな

ければなりません。 

 この目標値である３割を達成するためには、今回始めたミックスペーパーの収集のみ

ではとても困難と思われ、今後は刈り草の堆肥化や剪定した枝の資源化による減量をは

じめ、再生可能な資源であるプラスチック類の分別収集による減量を検討してまいりま

す。また、さらには、家庭系可燃ごみの有料化も行っていかなければならないものと考

えております。以上です。 

（６番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 石垣議員。 

○６番（石垣菊蔵君） 

 今、答弁のありました家庭系ごみの有料化について再質問をいたします。 

 知多南部広域環境組合の構成市町である半田市、常滑市、そして武豊町では、家庭系

ごみの有料化はどのようになっていますか。また、知多半島内のほかの市町の動向はど

のように進んでいますか。なお、有料化の単価も含め、各市町の状況を公表できたらお

願いをいたします。 

○議長（藤井満久君） 

 環境課長。 

○環境課長（宮地廣二君） 

 ただいまの石垣議員の再質問、知多南部広域環境組合の構成市町である半田市、常滑

市、そして武豊町では、家庭系ごみの有料化はどのようになっているか。また、知多半

島のほかの市町はどのような動向になっているかといったような御質問だったと思いま

す。それについてお答えさせていただきます。 

 知多南部広域環境組合の構成市町のうち、現在、既に家庭系ごみの有料化を実施して

いるところは常滑市の１市のみとなっております。常滑市は、平成24年10月から市内の

ごみ集積所へ出される家庭系可燃ごみだけを有料化の対象としてスタートしております。

これは、これまでのごみ処理費用の全てを税金で賄ってきたため、ごみの減量に努力し

ている人も、そうでない人も負担感に変化は生じませんので、有料化を導入することに
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より、ごみを出す量に応じて手数料を負担することになり、ごみ処理費用の負担の公平

化を図られるとしたものでございます。 

 常滑市では、新しく指定ごみ袋を作成しまして、購入価格に手数料を上乗せさせてお

ります。そして、袋を購入することによって手数料を支払ったという仕組みになってお

ります。例えば、袋１リットル当たり１円を基本としまして、20リットルの小の袋の価

格は、10枚当たり200円、また30リットルの中の袋は300円、45リットルの大の袋は500

円と、45リットルの袋だけが少し割高になっております。 

 なお、常滑市は武豊町と一部事務組合を組織しておりまして、常武クリーンセンター

へ直接搬入する家庭系可燃ごみは、現在、両市ともに無料で受け入れをしておりますが、

同クリーンセンターへの搬入車両の渋滞緩和と施設の延命化を目的としまして、来年４

月１日より両市町ともに直接搬入する家庭系可燃ごみは、10キログラム当たり100円、

またそれを超える場合は10キロごとに100円の持ち込み手数料をいただくとした有料化

を実施することが、本年10月の常滑武豊衛生組合議会において決まったということでご

ざいます。 

 武豊町につきましては、常武クリーンセンターへ直接搬入する家庭系可燃ごみを有料

化するほかは、現在のところ未定となっております。また、半田市においては、有料化

の全てにおいて現在のところはまだ未定ということをお聞きしております。 

 このほか知多半島内では、知多市が本年４月から家庭系ごみの有料化を実施いたしま

した。また、平成31年度に新しいごみ焼却施設ができます、供用開始は31年度からは始

まる予定でございます東部知多衛生組合管内の大府市、東浦町及び阿久比町、この１市

２町におきましては、31年度からの有料化を検討しているという情報がございます。以

上でございます。 

（６番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 石垣議員。 

○６番（石垣菊蔵君） 

 知多半島の動向を踏まえますと、減量に加え、家庭系ごみの有料化は避けられないと

思いますが、家庭系ごみ全般の有料化を行っていかなければならないといった答弁があ

ったことから、家庭系ごみの有料化目標年度、これは南知多町の場合、どのように考え、

予定しておりますか。また、知多南部衛生組合構成町の美浜町の動向は、即答はできな
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いと思いますが、当然調整しながら進めていくのか、お尋ねいたします。 

○議長（藤井満久君） 

 厚生部長。 

○厚生部長（柴田幸員君） 

 本町、美浜町及び半田市におきましては、有料化の正式決定はしておりませんが、知

多南部広域環境組合のほかの構成市町の動向を踏まえ、平成34年度には２市３町がごみ

質の統一化と同一の取り扱いを行うとした基本方針から、各市町の実績をもとに手数料

の設定をしなければなりませんので、現時点では、平成32年度中には知多南部クリーン

センターへの直接持ち込みを含む家庭系可燃ごみの有料化の導入が必要かと考えており

ます。 

 もちろん美浜町とは、現在、知多南部衛生組合におきましても同じ構成市町でありま

すので、当然に両町と衛生組合の３者で調整をしながら、同時実施を基本として進めて

いくものであると認識しております。以上です。 

（６番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 石垣議員。 

○６番（石垣菊蔵君） 

 しっかり両町と衛生組合の３者で調整をしながら進めてください。なお、有料化に向

けての基準単価は、最終的に２市３町の知多南部広域環境組合とのバランスを図るため、

統一とか横並びとか、または独自の方向性を出すのか、単価は別として方向性はどのよ

うに考えておりますか、お願いします。 

○議長（藤井満久君） 

 厚生部長。 

○厚生部長（柴田幸員君） 

 両町の家庭系ごみの有料化につきましては、現在のところ正式なものは何も決まって

おりませんので、当然手数料となる単価や方向性も決定はいたしておりません。仮に有

料化となり、両町の手数料に差異がございますと、手数料の安いまちへごみが持ち込ま

れる危険性や、知多南部クリーンセンターへ直接持ち込む家庭系ごみの料金徴収などで

受付が混乱することも予想されます。手数料は同一にすべきかと考えます。 

 なお、仮に平成34年度から知多南部広域環境組合のごみ処理施設が供用開始されたと
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きに、構成市町におきまして、有料化を実施する市町と無料のままという市町があった

としたならば、やはり無料の市町へごみが持ち込まれる危険性がございます。 

 また、知多南部広域環境組合のごみ処理施設へ直接持ち込む家庭系ごみの料金徴収な

どで受付において混乱が生じることが予想されますので、平成34年度の供用開始時には、

構成市町である２市３町の全部が有料化を実施し、ごみ集積所及びごみ処理施設へ出す

家庭系ごみについては、２市３町が同一の手数料にしなければならないものと考えてお

ります。以上です。 

（６番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 石垣議員。 

○６番（石垣菊蔵君） 

 有料化の導入においては、住民に新たな負担を求めることから、住民に混乱を招かぬ

よう十分な説明と理解を深め、町と住民がともに協力できるよう要請をしておきます。 

 次の質問をお願いいたします。 

○議長（藤井満久君） 

 厚生部長。 

○厚生部長（柴田幸員君） 

 御質問１－５、ごみ減量化・資源化の向上にもつなげるためにも頑張って協力してい

る地域、地区には、例えばごみ減量化・資源化推進活動協力金を支給するなどの支援を

してはどうかについて答弁をさせていただきます。 

 本町では、以前より学校ＰＴＡや老人会などに行っていただいている資源回収に対し

まして、約300万円をお支払いし、また各地区には分別収集推進事業報償として町内全

体で約150万円をお支払いしております。 

 議員のおっしゃるように、ミックスペーパー収集開始に伴う各地区住民説明会の中で

も、自分の出している地域、地区の収集状況や町内他地区との比較情報などを提供して

はどうか。また、３割の減量に向かって頑張って成果を出しているところには、協力支

援金などを交付してはどうかといった御意見もございました。 

 本町でもこうした声を受け、頑張って減量化・資源化に協力していただける地域、地

区においては、実績に応じて何らかの支援ができるよう、先進市町や近隣市町の状況や

動向などを確認し、検討していきたいと考えております。以上です。 
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（６番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 石垣議員。 

○６番（石垣菊蔵君） 

 地域の活動に対し、支援、協力、よろしくお願いをいたします。 

 これからも、町は各区へのごみの減量化に向けて多様な協力依頼や要請をすることが

想定されますので、答弁や説明のありました各種の活動報償のように、努力すれば報わ

れる補助や可能な限り最大限の支援をお願いし、この質問を終わります。 

 次の質問をお願いいたします。 

○議長（藤井満久君） 

 総務部長。 

○総務部長（中川昌一君） 

 それでは御質問２－１、この補助金の制度発足後の補助件数と補助対象経費として、

機器類とそれ以外に分類した場合の割合はどうか。地区別（５地区）の補助件数の状況

はどうかにつきまして、答弁をさせていただきます。 

 自主防災会等津波避難路整備事業補助金につきましては、平成25年４月の制度発足後、

平成28年度までの補助件数につきましては、平成25年度２件、平成26年度１件、平成27

年度７件、平成28年度10件の計20件ございました。 

 その中での補助対象経費の割合でございますが、草刈り機やチェーンソーなどの機器

類が65％、それ以外が35％でございます。また、地区別の補助件数につきましては、内

海地区９件、豊浜地区４件、師崎地区５件、篠島地区１件、日間賀島地区１件となって

おります。以上でございます。 

（６番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 石垣議員。 

○６番（石垣菊蔵君） 

 初年度からの補助件数は増加傾向にありますが、４年間で20件余り、補助金の活用は、

町内が32区ある中での利用では少ないように思いますが、町内の多くの地域が背後に山

を抱えており、補助分類として舗装整備の砕石などや周辺整備としての機器、草刈り機、

チェーンソー燃料、さらには手すりや防護柵、避難路ソーラー照明など、補助を利用で
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きる箇所のメニューは多くあると思っております。もっともっと利用しやすいように、

周知の徹底や案内をしっかりしていただいて利用拡大を図っていただければと思ってお

ります。 

 次の質問をお願いします。 

○議長（藤井満久君） 

 総務部長。 

○総務部長（中川昌一君） 

 それでは御質問２－２、補助は津波避難防災マップに掲載された津波一次避難場所以

外の地域が任意に選んだり管理している避難路でも活用できるのかについて、答弁をさ

せていただきます。 

 現在、津波一次避難場所以外の地域が任意に選んだり管理している避難路におきまし

ても補助対象としております。以上でございます。 

（６番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 石垣議員。 

○６番（石垣菊蔵君） 

 この点につきましては、補助対象である確認ができましたので、次の質問をお願いい

たします。 

○議長（藤井満久君） 

 総務部長。 

○総務部長（中川昌一君） 

 それでは御質問２－３、補助金の使途に請負による経費は認められていないが、その

理由は何か。また、一定の条件をつけてでも請負経費を対象に加え、活用できるように

してはどうかにつきまして答弁をさせていただきます。 

 自主防災会が自分たちでできる範囲の活動を想定しての補助制度のため、請負経費に

ついては、現在対象としておりません。請負経費を補助対象に加えるかどうかにつきま

しては、今後検討していきたいと思っております。以上でございます。 

（６番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 石垣議員。 
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○６番（石垣菊蔵君） 

 中洲区におきまして、東西２キロ余りの北側全面が山に面しており、東海・東南海・

南海の想定津波高をクリアでき、特別な急斜面でなければ立ち木、伐採、草刈り、そう

いったところに手を加えれば、どこにでも避難することが可能な地域でございます。 

 しかしながら、町の津波避難防災マップには３カ所しか掲載されていないことから、

中間地点、中途半端な場所では、どちらに避難しても山に登り始めるまでの移動距離が

長いことや、津波避難場所が少ないなどの苦情や要望を受け、昨年、町の防護柵修繕に

あわせ、この補助メニューを活用しまして、階段などの整備を実施したところでござい

ます。 

 しかしながら、町から交付される補助の使途は、原材料、資機材、備品購入費などに

制限されていることなどから、資機材のみ補助を受け、請負に係る作業工事は地元業者

にお願いをし、実施したところでございます。 

 この整備には、避難路近隣50世帯余りから自主的な協力金の寄附や作業支援を受け、

安心できる避難用の階段の整備ができ、身近に応急避難場所の数もふえ、補助金の有効

活用が図られたと思っております。しかし、補助の条件である支出の使途の拡充が図ら

れれば、さらに整備範囲や補助の活用頻度も増加することが予想されますので、１年10

万円と少額ではありますが、区にとっては特別財源を生むものでありませんので、貴重

な財源でもあり、もっともっと多くの地域が利用できる補助制度になるよう、ぜひとも

検討をお願いし、活用拡大が図られることを望みます。 

 最後に、この補助金をはじめ防犯灯のＬＥＤ補助の拡充が図られたことも聞いており

ますので、これらを含め地域に対する補助金、自治区に対する補助メニューについてお

願いをさせていただきます。 

 町の補助を活用するに際し、営利・非営利などの法人等の団体では、事務局や組織の

運営がしっかりしているため、町の団体等の補助金は有効に活用されていると思ってお

ります。 

 しかし、自治区においては、事務局はあるものの、補助金処理までお願いできる区は

少ないでしょうし、地域によっては１年で区長が交代し、町の各種多様な補助メニュー

を理解や満足がいくように活用できず、地域の諸行事や役場からの依頼事業に追われ、

あっという間に１年が終わってしまうのが現実でございます。 

 役場の各課や区長全体会の説明を聞いても全てを理解するのは難しく、また、その説
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明におきましても、要請や要望、依頼事項が多く、時間だけが過ぎていくように思いま

す。私自身も行政で区長会事務局の担当、また区長を経験しており、どちらの立場も中

途半端で終わりましたので、今回、町当局にお願いをするものでございます。 

 今回の質問の補助金をはじめとする町の補助メニューについて、特に自治区にかかわ

る補助金制度について、補助申請に係るマニュアル、わかりやすい説明書を作成してい

ただき、特に毎年改選される地域の区長さんには、配付や引き継ぎがしっかりできるよ

うに周知をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（藤井満久君） 

 総務部長。 

○総務部長（中川昌一君） 

 ただいまの各地区が利用される補助金制度について、引き継ぎができるようにわかり

やすいマニュアル、説明書の作成をという御意見だと思います。この件に関しまして御

答弁させていただきます。 

 まず区長さん方への補助金の関係の周知でございますが、とりあえずといいますか、

年度はじめの区長全体会のほうで、町全体の補助金ではございませんが、一部の補助金

について説明してございます。 

 本年度におきましては、環境課においてはごみ集積所の整備補助金、また補助金では

ございませんが、報償費でございます分別収集の推進報償費、また総務課におきまして

は自治振興費、そして防災安全課におきましては、今回御質問をいただいております自

主防災会等避難路整備事業補助金など、こういったものにつきまして、一部ではござい

ますが、区長全体会の場で周知といいますか、説明をしております。 

 ただし、区長全体会は、先ほど議員が言われたように議題が多く、時間がないという

こともございまして、概要程度の説明となっておるのも現状でございます。現時点にお

きまして、町全体、区のほうが使う全ての補助金についてマニュアルをつくるというこ

とは、今ちょっと考えておりませんが、今後におきましては、わかりやすい資料提供に

努めていきたいと考えておりますし、今後、区長代表者会のほうでまた意見を賜りたい

と考えております。特に、今回の避難路整備事業補助金につきましては、多くの区で活

用していただくためにもＰＲが必要だというふうに考えております。 

 例えば、避難路整備の事例として、これまで実施された地区の整備内容などの紹介な

どをしていきたいと考えております。 
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 また、先月でございますが、内海・山海地区のほうで合同防災訓練がございました。

その際、内海・山海防災連絡協議会の会長さんがその場で地区の避難路整備状況をスラ

イドで紹介し、そしてまた町の補助金も紹介をしていただきました。こうした取り組み

などにつきましても、今後、地区のほうにお願いをしていきたいと思っております。 

 また、町が主催しております地域防災リーダー養成講座の中でもこういった事例を紹

介いたしまして、周知を図って補助金の推進を図っていきたいと思っておりますので、

よろしくお願いします。以上でございます。 

（６番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 石垣議員。 

○６番（石垣菊蔵君） 

 ありがとうございました。 

 なかなかマニュアルまではという回答はいただけませんでしたが、もう３カ月したら、

また新しい年度がスタートしてまいります。特に先ほども言いましたように、１年生区

長さんにこれもあれも利用できると、こういったようにわかりやすいマニュアルがなく

ても説明周知、そういったものを区長全体会を通しまして、全区の区長さんに情報が伝

達できるような方法をこれからも考えていっていただければと思いますので、よろしく

お願いをいたします。 

 以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（藤井満久君） 

 以上で石垣菊蔵議員の一般質問を終了いたします。 

 ここで暫時休憩をいたします。休憩は２時５分までといたします。 

 〔 休憩 １３時５３分 〕 

 〔 再開 １４時０５分 〕 

○議長（藤井満久君） 

 休憩を解きまして、本会議を再開いたします。 

 ３番、片山陽市議員。 

○３番（片山陽市君） 

 ただいま議長より許可をいただきましたので、一般質問をさせていただきます。 

 なお、壇上では通告書の朗読とさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げ



－５４－ 

ます。 

 １番、内海地区の水害被害について。 

 去る10月22日から23日にかけて襲来した台風21号により、内海地区では床下浸水や道

路の冠水等による通行どめの被害が報告されています。被災された方々には心よりお見

舞いを申し上げるとともに、通行どめ等により対応した町職員及び消防団員、その他関

係者の方々には感謝を申し上げます。被害状況の確認と今後の水害を未然に防ぐために

質問をします。 

 １．台風21号による総雨量と最も降ったときの時間雨量、また翌週の台風22号による

総雨量はどれだけか。 

 ２．床下浸水の被害を受けた家屋の件数とその地区はどこか。 

 ３．10月22日午後４時ごろ内海川樋門を閉鎖した理由は何か。 

 ４．閉鎖するに当たって住民への周知がなされなかった理由は何か。また、過去に氾

濫や浸水の被害を受けた地区に人員を配備し、連絡体制を構築しなかった理由は何か。 

 ５．道路の冠水等による通行どめ箇所と通行どめを実施した時間と開放時間について

はどうであったか。また、通行どめの指示系統と開放時の指示系統はどうであったか。 

 ６．繰り返し起こる水害を未然に防ぐ具体的な対策を行うことは緊急性があると思わ

れますが、町当局の考えはどうか。 

 ２番、②として内海千鳥ケ浜の飛砂防止対策について。 

 内海千鳥ケ浜は秋から春にかけて強い北西風により細かな砂が飛びます。そのため、

各地区が分担して砂が飛んでも遠くまで行かないようにネットを張ったりして対策を講

じています。この砂は、すぐ東側を流れる内海川河口にも当然のことながら堆積するこ

とになります。 

 そのことを踏まえて質問します。 

 １．内海川河口に堆積した砂の影響が、海に流出する土砂を河川内に堆積させて河川

の断面を縮小させ、内海地区の水害の原因の一つになると考えられないか。 

 ２．関係区に設置させている防砂ネットを町で一括して発注し、対策を講じることは

できないか。 

 壇上での質問は以上です。 

 なお、再質問につきましては自席にて行いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（藤井満久君） 
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 総務部長。 

○総務部長（中川昌一君） 

 それでは御質問１．内海地区の水害被害についての御質問のうち、１－１から１－５

までは、私、総務部長から、１－６につきましては、建設経済部長から答弁させていた

だきます。 

 まず御質問１－１、台風21号による総雨量と最も降ったときの時間雨量、また翌週の

台風22号による総雨量はどれだけかにつきまして、答弁をさせていただきます。 

 気象庁が南知多町地内に設置しております観測所の計測によりますと、まず台風21号

に関して、10月21日０時から23日24時までの間に降った降水量は317ミリでございます。

また、この間の最大時間雨量は、23日０時から１時の間に記録した47.5ミリでございま

す。 

 台風22号に関しては、10月27日０時から30日24時までの間に降った降水量は80.5ミリ

でございます。また、この間の最大の時間雨量は、29日14時から15時までの間に記録し

た28.5ミリです。以上でございます。 

（３番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 片山議員。 

○３番（片山陽市君） 

 テレビ等の気象情報などによりまして、降り始めからの予想雨量等々かなり頻繁にや

っておるようですので、想定の範囲内であったと思われるんですけど、その中でも浸水

の被害があったということが確認できておりますので、その次に行ってください。 

○議長（藤井満久君） 

 総務部長。 

○総務部長（中川昌一君） 

 それでは御質問１－２、床下浸水の被害を受けた家屋の件数とその地区はどこかにつ

いて答弁させていただきます。 

 内海地区において、台風22号での床下浸水の被害はありませんでしたが、台風21号で

の床下浸水の被害を受けた家屋の件数は、区長さんより報告していただき取りまとめた

結果、10件ございました。地区別の内訳でございますが、内海地区の楠区７件、東端区

３件となっております。以上でございます。 
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（３番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 片山議員。 

○３番（片山陽市君） 

 台風21号により被災された方については、改めてお見舞いを申し上げますが、10月23

日早朝、台風が行った後ですけど、中之郷地区において、床下浸水を受けましたという

ような話を住民から直接聞くことができました。今の答弁の中では、楠と東端地区の被

害状況だったわけですけど、調査の指示系統というのは一体どうだったのかということ

をお答えください。 

○議長（藤井満久君） 

 防災安全課長。 

○防災安全課長（大岩幹治君） 

 調査の指示系統はどうだったかという御質問ですが、調査につきましては、年度初め

の４月上旬、区長代表者会議、区長全体会議におきまして、災害における被害が発生し

た場合におきましては、電話、あるいは書面にて区長さんから町へ報告していただくよ

う御依頼をしております。以上です。 

（３番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 片山議員。 

○３番（片山陽市君） 

 ４月の区長全体会議で連絡したということでございますけど、先ほど石垣議員の質問

の中でもあったように、やはり量が多いということでなかなか伝わらなかったというの

が現状だったと思います。先ほどの総務部長の答弁でもありましたので、この後、追求

は避けますけど。 

 あと、被災された家屋についてですが、税の減免だとか、徴収猶予だとか、そういっ

た申し出があったのかどうか。また、もし申し出があったのであれば、町当局としては

どのように対応する予定なのかということをお聞かせください。 

○議長（藤井満久君） 

 税務課長。 

○税務課長（石黒廣輝君） 
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 税のほうの減免や徴収猶予等の申し出があったか。また、申し出があった場合の町の

対応について答弁させていただきます。 

 まず、税の減免や徴収猶予等の申し出は、今回ございませんでした。もし申し出があ

った場合には、基本、税務課職員が被災現場へ訪問いたしまして、その状況を調査、確

認に出向くこととなります。 

 なお、減免等の対象になります内容につきましては、例えば家屋の固定資産税の減免

対象につきましては、徴税条例におきまして、震災、風水害、火災、その他これらに類

する災害により被害を受けた固定資産と規定され、町税の減免に関する規則によりまし

て、被害の程度が下壁、畳等に損傷を受け、居住または使用目的を損じ、修理または取

りかえを必要とする場合に、当該家屋の価格の10分の２以上の価格を減じたときと規定

されております。以上でございます。 

（３番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 片山議員。 

○３番（片山陽市君） 

 今、具体的に説明をいただきました。幸いにも今回の被災者の方々は、今の規定に達

するまでの被害がなかったということで、よかったとは言えませんけれども、今後もも

しそういうことがあれば、随時対応をよろしくお願いします。 

 それでは、次の質問に行ってください。 

○議長（藤井満久君） 

 総務部長。 

○総務部長（中川昌一君） 

 それでは御質問１－３、10月22日午後４時ごろ内海川樋門を閉鎖した理由は何か、及

び御質問１－４、閉鎖するに当たって住民への周知がされなかった理由は何か。また、

過去に氾濫や浸水の被害を受けた地区に人数を配備し、連絡体制を構築しなかった理由

は何かにつきましては、関連がございますので、一括して答弁をさせていただきます。 

 台風21号の接近に伴い、内海川にかかる水門の操作方針を協議するため、10月20日午

前11時30分に町公民館内海分館におきまして、内海地区区長会長、東端区長、西端区長、

漁協理事、消防副団長と役場職員を構成員といたします内海川水門操作協議会を開催い

たしました。西端区長、消防副団長は都合により欠席をされましたが、協議の結果、水
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門の閉鎖については、時間は未定だが、一旦閉めて内水位・外水位の様子を見て判断す

るという方針になりました。 

 この方針を受けまして、10月22日午後１時36分に南知多町に大雨、暴風、波浪、高潮

警報が発令され、降雨の継続による河川水位の状況を見るために、10月22日午後４時に

水門を閉鎖いたしました。しかし、急速に内水位が上昇したため、即時全開をいたしま

した。 

 この閉鎖については、閉鎖した時点で協議会委員に連絡をいたしましたが、住民の方

には周知しておりません。その理由といたしましては、水門閉鎖が必要かどうかを確認

するための閉鎖であったためでございます。 

 また、過去に氾濫や浸水の被害を受けた地区に人員を配備しなかったのは、浸水実績

等がある全ての場所にあらかじめ人員を配置するのは、職員配備の編成上人数に限りが

あり困難であるためでございます。ただし、現地状況を把握、確認するために災害対策

本部から現地確認班を派遣し、現場の情報収集は行っておりました。以上でございます。 

（３番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 片山議員。 

○３番（片山陽市君） 

 10月22日午後４時ごろですけど、まさに樋門の閉鎖、何で閉めておるんだというよう

な一報を受けまして、４時ごろだったと思うんですが、私、現場に行きました。行った

ところで、樋門の前の橋の上には誰もいなくて私１人で、樋門の両側に立っておる高い

操作するところ、あそこに消防団員が１人だけお見えになりました。 

 消防副団長が協議会を欠席されておったということですけれども、都合により欠席さ

れたというのは理由があって、それはやむを得んという話だと思いますけど、消防団員

に対して周知徹底が本当にされておったのかどうか。あるいは、どのように指示が行き

渡っておったのかということが確認できたらお願いします。 

○議長（藤井満久君） 

 防災安全課長。 

○防災安全課長（大岩幹治君） 

 樋門の操作につきましては、役場の津波防災ステーションから遠隔操作で行っており

ました。 



－５９－ 

 消防団員につきましては、当初２人で行く予定をしておったんですが、急遽１人行け

なくなったために、現場のほうでは１人での対応となってしまいました。 

 消防団員に対しての指示系統につきましては、消防団長、副団長、分団長、団員とい

う流れになっておりまして、当時現場での消防団員には、現場の状況確認という指示を

出しておりました。以上です。 

（３番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 片山議員。 

○３番（片山陽市君） 

 消防団の方も都合が悪くて１人でということでしたけれども、やっぱり現実、水門を

閉めるという行為は、電気系統の故障だとか、停電だとか、そういったことが考えられ

るわけで、まさにたくさん雨が降っていて、先ほど一番最初に聞きましたトータル 317

ミリ降っておるような状況の中で、果たして本当に水門を閉めて内水位・外水位を確認

する必要があったのかどうかということは、ちょっと疑問に思うわけでございますけれ

ども、後の人員の配備についてでも、いわゆる浸水が過去にあったところに配備するん

ではなくて、あるいは何班かの編成をして巡回をさせるかということにすれば、人数も

確かに少なく済むし、また周知徹底についても、当日は衆議院議員の選挙があって、投

票へ行ってください、行ってくださいというのが何回も無線でやられておったわけです

けど、その間に、じゃあ、今から水門を閉めますよといって、皆さんが聞いておるかど

うかは別としても、やることは可能であったんじゃなかろうかと、そういうふうに思っ

ております。 

 これを機会に内海川の樋門操作協議会のあり方について、再検討したほうがいいんじ

ゃなかろうかとちょっと思うわけですが、その辺についてお考えをお聞かせください。 

○議長（藤井満久君） 

 防災安全課長。 

○防災安全課長（大岩幹治君） 

 ただいまの内海川の樋門操作協議会については、再検討したらどうかという御意見で

ございますが、協議会につきましては、これまでの運用の実態などを振り返って、見直

すべき点があれば、皆さんの御意見をいただきながら見直していきたいと考えておりま

す。以上です。 
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（３番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 片山議員。 

○３番（片山陽市君） 

 ぜひ再検討していただくようにお願いをいたします。 

 それでは、次の質問に行ってください。 

○議長（藤井満久君） 

 総務部長。 

○総務部長（中川昌一君） 

 それでは御質問１－５、道路の冠水等による通行どめ箇所と通行どめを実施した時間

と開放時間についてはどうであったか。また、通行どめの指示系統と開放時の指示系統

はどうであったかについて答弁させていただきます。 

 内海地区における台風21号による通行どめについては５カ所行いました。１つ目、町

道内海山海線は、内海名切から山海西村の区間について、風雨が強まり土砂災害等のお

それがあるため、10月22日午後２時30分から通行どめを実施し、23日午後４時30分に解

除いたしました。 

 ２つ目、町道1622号線（すいせんロード）は、内海樫木交差点から美浜町古布の区間

について、土砂崩れのため、10月23日午前８時から通行どめを実施し、11月２日午後３

時30分に解除いたしました。 

 ３つ目、国道247号は、内海交差点から内海西交差点付近について、10月22日午後５

時50分から通行どめを実施し、午後９時55分解除。同じく10月23日午前３時から通行ど

めを実施し、午前４時に解除いたしました。 

 ４つ目、内海字亥新田地内では、10月22日午後５時50分から通行どめを実施し、午後

11時40分解除いたしました。 

 ５つ目、内海字城下周辺では、10月22日午後10時から通行どめを実施し、10月23日午

前８時に解除しております。 

 通行どめ開放時の指示系統につきましては、警報発令に伴い災害対策本部を設置して

いる間は、災害対策本部長から本部班長、対策本部土木担当への流れとなっております。

以上でございます。 

（３番議員挙手） 
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○議長（藤井満久君） 

 片山議員。 

○３番（片山陽市君） 

 これ、消防団員から直接話を聞いたんですけど、現地で通行どめをしておって、解除

するタイミングだとか、そういったのがわからなくて困ったというような話がありまし

たので、消防団員への連絡系統、先ほどあった答弁の中でも、消防団長から副団長とい

うような経緯があったと思うんですけど、通行どめに関しても全く同じなのかどうかを

お聞かせください。 

○議長（藤井満久君） 

 防災安全課長。 

○防災安全課長（大岩幹治君） 

 通行どめに関しても、消防団員が動く命令系統というのは、先ほどお話しさせていた

だいたように上からの指示によるものでございます。以上です。 

（３番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 片山議員。 

○３番（片山陽市君） 

 通行どめの情報についてですけど、今、南知多町ではメールサービスということで、

一番最初、さっきおっしゃった町道内海山海線の通行どめに関しては、相当早い時間に

通行どめにしますというようなメールサービスでメールが飛んできたわけなんですけど、

ほかの箇所については、メールサービスによる配信がなされなかったと思うんですけど、

その理由は何かあるんでしょうか。 

○議長（藤井満久君） 

 防災安全課長。 

○防災安全課長（大岩幹治君） 

 メールによる配信を行わなかった理由といたしましては、当日、気象状況が刻々と変

わる中で迅速な対応がとれなかったというのが実情です。 

 今後この反省を生かしまして、災害の情報に関するメールの運用につきまして、改善

すべき点は改めまして見直しをしていくことが必要と考えております。以上です。 

（３番議員挙手） 
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○議長（藤井満久君） 

 片山議員。 

○３番（片山陽市君） 

 ぜひ漏れのないように、住民の皆さんが情報を共有できるようにメールサービスを活

用していただきたいと思います。 

 それでは、次の質問に移ってください。 

○議長（藤井満久君） 

 建設経済部長。 

○建設経済部長（鈴木良一君） 

 それでは御質問１－６、繰り返し起こる水害を未然に防ぐ具体的な対策を行うことは

緊急性があると思われるが、町当局の考えはどうかにつきまして答弁させていただきま

す。 

 まず、いつ起こるかわからない台風や大雨、高潮などが起因となり発生する水害被害

を最小限に抑えるためには、河川、水門、砂防施設、ため池の整備など、行政としての

取り組みである公助、自分自身や家族を守る個人の取り組みである自助、そして地域コ

ミュニティーなどの取り組みである共助の連携が水害対策には必要不可欠であります。 

 議員の御質問にあります具体的な対策として、行政の取り組みである公助に当たる部

分は、さきに述べた施設の整備になりますが、大規模な河川改修や排水施設の整備を行

うには多大な費用が見込まれ、また長い年月が必要になります。 

 現在、内海地区においては、愛知県が平成28年６月に策定した２級河川内海川水系河

川整備計画に基づき、今後、おおむね30年の計画で整備を進めており、町としましては、

その計画実現が最優先であると考えております。 

 早期に実施が可能な水害を未然に防ぐ具体的な対策としましては、町においては、ハ

ード対策として９月議会の一般質問でも答弁させていただきましたが、河川護岸のかさ

上げ工事や河川に堆積した土砂の定期的なしゅんせつなどを考えています。 

 また、ソフト対策として、満水時に決壊のおそれがあるため池を農業用水として利用

しない時期は、平常時から水を抜き、低水管理を行い、台風、大雨時には一時的な貯水

機能を持たせ、下流域へ流れ出る水量を減らすこと、地域住民がふだんから土のう製作

や適切な積み方などを学ぶこと、高潮・大雨浸水被害、ため池ハザードマップを活用し、

家や地域の水害リスクを知るなど、いざというときの備えを徹底することが上げられま
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す。 

 今後も、公助・自助・共助の連携を強化することで水防対策を図ってまいりたいと考

えております。以上でございます。 

（３番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 片山議員。 

○３番（片山陽市君） 

 この件につきましては、先ほどの答弁にもありましたとおり、９月議会でもやりまし

たので、余り言いませんけれども、問題なのは数年、あるいは数十年にわたってたびた

び起こっておる水害を本当になくすことができるかどうかということなんですが、内海

川の改修が一番大きな課題だと思いますが、これが30年もかかって改修するということ

では、我々が30年後、幾つになっておるか考えればどうなのかなあというような気にな

りますけど、いずれにしても子どもや孫、次の世代にわたって内海地区がもう少し住み

やすいまちになっていくように、愛知県に対してもしっかりしつこく計画を前倒しして

もらえるようにお願いするといいますか、その御決意・御覚悟というのがあるのかどう

か、今の町としてはどうでしょうか。 

○議長（藤井満久君） 

 建設経済部長。 

○建設経済部長（鈴木良一君） 

 それでは、御質問の愛知県に対して計画を前倒しするように提言、覚悟と決意がある

かどうかにつきまして答弁させていただきます。 

 内海川の河川の改修計画につきましては、河川の抜本的な改修のため30年という長い

年月を必要としております。しかし、議員のおっしゃるとおり水害は待ってはくれませ

ん。一刻でも早く事業を実施、完成できるように、愛知県に対し、引き続き強く要望し

ていきたいと思っております。以上でございます。 

（３番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 片山議員。 

○３番（片山陽市君） 

 ぜひしっかりと繰り返し要望をしてください。 
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 それでは、次に２番の質問に移ってください。 

○議長（藤井満久君） 

 建設経済部長。 

○建設経済部長（鈴木良一君） 

 それでは御質問２－１、内海川河口に堆積した砂の影響が海に流出する土砂を河川内

に堆積させて河川の断面を縮小させ、内海地区の水害の原因の一つになると考えられな

いかと、御質問２－２、関係の地区に設置させている防砂ネット、内海千鳥ケ浜につい

て、町で一括して発注し、対策を講じることはできないかにつきましては、関連があり

ますので、一括して答弁させていただきます。 

 内海川河口に堆積した砂の影響につきましては、内海川水門地点の河床の高さよりも

異常に高く砂が堆積し、流水をせきとめたり、河川内への土砂堆積を助長するような状

況になれば、水門の開閉に支障を来したり、河川断面の縮小など、水害の原因の一つに

なると考えられますので、内海川河口付近への飛砂対策や堆積した砂の除去が必要とな

ってまいります。 

 河川管理者である愛知県においては、27年度に河口に堆積した砂の除去、28年度には

飛砂防止のための突堤のかさ上げなど施設改良を実施しております。また、港湾管理者

である町においては、内海川河口の物揚場施設や航路への適正な施設管理として防砂ネ

ットの設置を実施しており、今年度においても既に飛砂防砂ネットを設置済みでありま

す。 

 今後は県と連携し、定期的な監視パトロールを実施し、その防止効果を検証すること

で、より有効な飛砂、堆積した砂の対策を検討してまいりたいと考えております。 

 なお、議員の御質問にあります千鳥ケ浜における飛砂防止対策として、防砂ネットを

町で一括して発注し、対策を講じてはどうかということでございますが、現在、防砂ネ

ットの設置につきましては、関係各区が設置したものに対しまして、海水浴場保護及び

浴客安全対策事業補助金として南知多町観光協会を通じて補助を行っております。 

 防砂ネットの設置に当たっては、各区により設置方法などが異なっており、町での防

砂ネット設置の一括発注は難しいと考えておりますので、現行どおり設置に対する補助

として対応してまいりたいと考えております。以上でございます。 

（３番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 
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 片山議員。 

○３番（片山陽市君） 

 現状の内海川河口を１週間ほど前から見に行っておるんですけど、砂が堆積しておる

のが見ただけでもわかります。ことしはこの後、水害があるかどうかわからないし、来

年の梅雨どきまで水害はないかもしれないですけど、その間に砂撤去の計画等々がある

のかどうか。これ、愛知県の仕事になると思うので、愛知県に確認ができておるかどう

かをお聞かせください。 

○議長（藤井満久君） 

 建設課長。 

○建設課長（鈴木淳二君） 

 質問にあります来年の台風シーズンまでに内海川河口に堆積している砂の撤去計画が

あるか。また、愛知県にそのような撤去の要望をしているかどうかという質問に対して

御答弁させていただきます。 

 先ほど答弁しましたとおり、愛知県において、平成27年度に河口に堆積した砂の撤去

を実施しており、現時点では内海川河口に堆積した砂の撤去計画はございません。 

 また、愛知県への要望につきましては、撤去が必要な土砂堆積箇所が確認できた場合

には、しゅんせつをお願いしたいと以前より継続的に要望しており、愛知県からも今ま

で同様に、今後も河川管理上必要な場合には、堆積した砂のしゅんせつを行うなどの適

切な管理をしていくと返事をいただいております。 

 今後も内海川河口での飛砂、堆積した砂対策につきましては、県と町で連携して対策

を講じてまいりたいと考えております。以上でございます。 

（３番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 片山議員。 

○３番（片山陽市君） 

 よろしくお願いします。 

 昨日、先ほど部長の答弁にもありました防砂ネットというのが、西端区駐車場という

んですかね、そんなところに気持ちよく新しく設置されて、まだ風が吹いていないのか、

全く砂はたまってはおりませんでしたけれども、ことしは内海川に飛ばないのかな、飛

ぶ量が減るのかなというような感じで見させていただきました。 



－６６－ 

 それからあと、平成26年２月に愛知県の河川整備計画流域委員会というところが内海

川の現地視察に訪れております。その中で、砂の堆積しておる状況だとか、もろもろの

平成24年９月の浸水被害などについても、愛知県のほうではしっかり把握をしておるよ

うに思われます。これはネットでも調べて、誰でも見られるようなところにページがあ

りますけど、それについて見ると、本当に愛知県はもう既に内海川のことをわかってい

るんだなと。わかっていてなかなか工事をやっていただけないというのが、ちょっと寂

しい気はします。 

 これから先、前回も言いましたけれども、内海地区の住民が安心して生活できるよう

に、一刻も早く水害の被害がなくなる、そんな内海をつくっていっていただきたいと強

くお願いをさせていただきまして、一般質問を終わらせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

○議長（藤井満久君） 

 以上で、片山陽市議員の一般質問を終了いたします。 

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

○議長（藤井満久君） 

 本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。どうも御苦労さまでした。 

 〔 散会 １４時３８分 〕 


