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平生町告示第４７号 

    令和２年第８回平生町議会定例会を、次のとおり招集する。 

令和２年８月２８日 

                             平生町長 浅本 邦裕 

   １ 期 日  令和２年９月１０日 

   ２ 場 所  平生町議会議事堂 

────────────────────────────── 

   ○開会日に応招した議員 

中丸 和則君         中村 武央君 

中本 敦子さん         松本 武士君 

赤松 義生君         河藤 泰明君 

岩本ひろ子さん         細田留美子さん 

河内山宏充君         平岡 正一君 

村中 仁司君         中川 裕之君 

      ────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

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

令和２年 第８回（定例）平 生 町 議 会 会 議 録（第１日） 

令和２年９月１０日（木曜日） 

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

議事日程（第１号） 

令和２年９月１０日 午前９時００分開会 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

日程第４ 行政報告 

日程第５ 議案第４４号 令和２年度平生町一般会計補正予算 

日程第６ 議案第４５号 令和２年度平生町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算 

日程第７ 議案第４６号 令和２年度平生町介護保険事業勘定特別会計補正予算 

日程第８ 議案第４７号 地域再生法に係る固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改

正する条例 

日程第９ 議案第４８号 平生町基金条例の一部を改正する条例 

日程第10 議案第４９号 平生町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例 

日程第11 認定第１号 ２０１９年度平生町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第12 認定第２号 ２０１９年度平生町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第13 認定第３号 ２０１９年度平生町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第14 認定第４号 ２０１９年度平生町漁業集落環境整備事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第15 認定第５号 ２０１９年度熊南地域介護認定審査会事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第16 認定第６号 ２０１９年度平生町介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

日程第17 認定第７号 ２０１９年度平生町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第18 報告第５号 ２０１９年度平生町財政基金の運営及び収支会計の状況報告 

日程第19 報告第６号 ２０１９年度平生町育英基金の運営及び収支会計の状況報告 



- 3 - 

日程第20 報告第７号 ２０１９年度平生町土地開発基金の運営及び収支会計の状況報告 

日程第21 報告第８号 ２０１９年度平生町公共施設建設基金の運営及び収支会計の状況報告 

日程第22 報告第９号 ２０１９年度平生町ふるさと振興基金の運営及び収支会計の状況報告 

日程第23 報告第１０号 ２０１９年度平生町減債基金の運営及び収支会計の状況報告 

日程第24 報告第１１号 ２０１９年度平生町まちづくり基金の運営及び収支会計の状況報告 

日程第25 報告第１２号 ２０１９年度平生町国民健康保険事業基金の運営及び収支会計の状

況報告 

日程第26 報告第１３号 ２０１９年度平生町介護給付費準備基金の運営及び収支会計の状況

報告 

日程第27 報告第１４号 ２０１９年度平生町地球温暖化対策推進基金の運営及び収支会計の

状況報告 

日程第28 報告第１５号 ２０１９年度ボートパーク管理基金の運営及び収支会計の状況報告 

日程第29 報告第１６号 ２０１９年度平生町森林環境整備基金の運営及び収支会計の状況報

告 

日程第30 報告第１７号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律における健全化判断比率

及び公営企業会計の資金不足比率の報告 

日程第31 一般質問・行政報告及び提出議案に対する質疑 

日程第32 決算特別委員会の設置 

日程第33 委員会付託 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

日程第４ 行政報告 

日程第５ 議案第４４号 令和２年度平生町一般会計補正予算 

日程第６ 議案第４５号 令和２年度平生町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算 

日程第７ 議案第４６号 令和２年度平生町介護保険事業勘定特別会計補正予算 

日程第８ 議案第４７号 地域再生法に係る固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改

正する条例 

日程第９ 議案第４８号 平生町基金条例の一部を改正する条例 

日程第10 議案第４９号 平生町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例 
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日程第11 認定第１号 ２０１９年度平生町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第12 認定第２号 ２０１９年度平生町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第13 認定第３号 ２０１９年度平生町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第14 認定第４号 ２０１９年度平生町漁業集落環境整備事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第15 認定第５号 ２０１９年度熊南地域介護認定審査会事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第16 認定第６号 ２０１９年度平生町介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

日程第17 認定第７号 ２０１９年度平生町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第18 報告第５号 ２０１９年度平生町財政基金の運営及び収支会計の状況報告 

日程第19 報告第６号 ２０１９年度平生町育英基金の運営及び収支会計の状況報告 

日程第20 報告第７号 ２０１９年度平生町土地開発基金の運営及び収支会計の状況報告 

日程第21 報告第８号 ２０１９年度平生町公共施設建設基金の運営及び収支会計の状況報告 

日程第22 報告第９号 ２０１９年度平生町ふるさと振興基金の運営及び収支会計の状況報告 

日程第23 報告第１０号 ２０１９年度平生町減債基金の運営及び収支会計の状況報告 

日程第24 報告第１１号 ２０１９年度平生町まちづくり基金の運営及び収支会計の状況報告 

日程第25 報告第１２号 ２０１９年度平生町国民健康保険事業基金の運営及び収支会計の状

況報告 

日程第26 報告第１３号 ２０１９年度平生町介護給付費準備基金の運営及び収支会計の状況

報告 

日程第27 報告第１４号 ２０１９年度平生町地球温暖化対策推進基金の運営及び収支会計の

状況報告 

日程第28 報告第１５号 ２０１９年度ボートパーク管理基金の運営及び収支会計の状況報告 

日程第29 報告第１６号 ２０１９年度平生町森林環境整備基金の運営及び収支会計の状況報

告 

日程第30 報告第１７号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律における健全化判断比率

及び公営企業会計の資金不足比率の報告 

日程第31 一般質問・行政報告及び提出議案に対する質疑 

日程第32 決算特別委員会の設置 
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日程第33 委員会付託 

────────────────────────────── 

出席議員（１２名） 

１番 中丸 和則君       ２番 中村 武央君 

３番 中本 敦子さん       ５番 松本 武士君 

６番 赤松 義生君       ７番 河藤 泰明君 

８番 岩本ひろ子さん       ９番 細田留美子さん 

10番 河内山宏充君       11番 平岡 正一君 

12番 村中 仁司君       13番 中川 裕之君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 金岡 泰史君       書記 河村 勇汰君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 浅本 邦裕君  副町長 ………………… 髙木 哲夫君 

教育長 ………………… 清時 崇文君    会計管理者 …………… 田坂 孝友君 

総務課長兼選挙管理委員会事務局長 …………………………………… 中尾 和正君 

地域振興課長 ………… 友田  隆君    町民福祉課長 ………… 淵上万理子さん 

税務課長 ……………… 池田 真治君  健康保険課長 ………… 川口 龍哉君 

産業課長兼農業委員会事務局長 ………………………………………… 吉岡 文博君 

建設課長 ……………… 高岡 浩行君    学校教育課長 ………… 河島  建君 

社会教育課長 ………… 三村 直子さん    総務課財務班長 ……… 久保 秀幸君 

────────────────────────────── 

午前９時００分開会・開議 

○議長（中川 裕之君）  ただいまの出席議員は１２名であります。定足数に達しておりますので、

これより令和２年第８回平生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布したとおりであります。 
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────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（中川 裕之君）  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１１６条の規定により、議長において松本武士議員、赤松義生

議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（中川 裕之君）  日程第２、会期の決定の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から９月２４日までの１５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〕 

○議長（中川 裕之君）  御異議なしと認めます。よって、会期は本日から９月２４日までの

１５日間と決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（中川 裕之君）  日程第３、諸般の報告をいたします。 

 お手元に配布しております議会日誌、例月出納検査の結果報告並びに地方自治法第１２１条第

１項の規定による本定例会における議案等の説明のため出席を求めた者及び委任を受けた者の職

氏名の写しをもって諸般の報告といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．行政報告 

○議長（中川 裕之君）  日程第４、行政報告を行います。 

 町長に行政報告を求めます。浅本町長。 

○町長（浅本 邦裕君）  議員の皆様、おはようございます。 

例年であれば、秋の気配を感じる時期となりますが、まだまだ３０度を超える暑い日が続いて

おります。 

本町におきましては、５月から９月末までをクールビズ期間として、軽装での執務を許可して

いるところです。そのため、この期間は職員の多くがイタリアーノひらおポロシャツを着用して

おりますが、本日は、議会の御理解と御協力をいただき、議員の皆様とともにカラフルなポロシ

ャツを着用して本会議に臨んでおります。６月定例会の初日に続きましてイタリアーノひらお事

業のＰＲに御協力いただき、感謝申しあげます。 

今年度は、事業推進の２年次として佳境に入って参りました。本日提案いたします補正予算に
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も関連予算を計上させていただいておりますように、まちづくりの一つとして、一所懸命努力を

続けていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

この夏は、梅雨明けが平年に比べてかなり遅かったこともあり、７月は長期間にわたって大雨

となりました。各地で記録的大雨となり、河川の氾濫や土砂災害などの甚大な災害が発生いたし

ております。また、７月の日照時間が少なく、例年に比べて気温の低い日が続きました。 

その一方で、８月は猛暑が続くこととなり、身体が暑さに慣れない中でのマスクの着用は、い

つもの夏以上に熱中症への注意が必要となりました。 

９月に入ってから本格的な台風シーズンを迎え、台風９号、１０号が相次いで発生し、九州地

方に接近いたしました。特に台風１０号は、発生当初より特別警報級の勢力に発達するとされ、

気象庁が最大級の警戒を呼び掛けていたこともあり、町としても複数回にわたる対策会議を開催

いたしました。自主避難所の開設情報などを防災メールや町ホームページ、防災行政無線により

早期に情報提供を行うなど、台風災害に備えるべく取り組んできたところです。また、避難所の

開設にあたっては、受付での検温、ソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染

予防対策に取り組みました。 

幸いにも人的被害など大きな災害の発生の報告は受けておりませんが、台風シーズンは、まだ

まだ続きます。町といたしましても、最悪の事態を想定しながら、常に危機管理意識を持って災

害に備えてまいりたいと考えております。 

秋は、実りの秋、文化・芸術の秋、読書の秋、スポーツの秋、行楽の秋、そして、食欲の秋と

枕詞の多い季節でもあります。しかし、今年の秋は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策とし

て、多くの行事が縮小・中止となっております。来年の秋には、このコロナ危機を乗り越え、い

つもと変わらぬ実り豊かな秋を実感したいものであります。 

そのさなか、定められました令和２年度第８回平生町議会定例会を開催いたしましたところ、

議員の皆様におかれましてはご多忙中にもかかわりませず全員の御出席を賜り、まことにありが

とうございます。   

行政報告に入ります前に少し、国・地方を取り巻く情勢について、触れてみたいと思います。 

先月２８日、安倍首相は官邸で記者会見し、辞任する意向を表明されました。首相として連続

在任日数が歴代最長となった矢先の辞意表明でありましたので、大変驚くとともに残念に感じた

ところです。体調の悪化が原因ということですので、治療に専念頂き、一日も早く回復されます

ことを祈念いたしております。 

つぎに新型コロナウイルス感染症の状況です。 

まずは、全国の状況です。新規の感染者数については、ここ最近減少傾向にあります。これは

何よりも、医療従事者の方々をはじめ、多くの関係者の努力の賜物であり、改めて感謝申しあげ
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ます。 

これからインフルエンザの流行期を迎えますが、国において、季節性インフルエンザの検査体

制の確保に加えまして、新型コロナウイルスの検査についても地域の医療機関で簡易かつ迅速に

行える簡易キットの確保やＰＣＲ検査機器の整備をすすめ、必要な検査体制の確保が図られるこ

ととなります。 

また、ワクチンについて、来年前半までに全国民に提供できる数量の確保を目指すとともに国

が主導して身近な地域で接種できる仕組みを構築していくこととされております。 

山口県におきましては、山陽小野田市においてクラスターが発生するなど県西部地域で感染が

急速に拡大いたしました。県では、検査体制の強化を図っており、必要な者が迅速かつスムーズ

に検査を受けられる体制が整備されつつあります。県全域に感染が拡大することのないよう、こ

れまで同様に新しい生活様式の実践が重要です。町民の皆さまには、一層の御協力をお願いいた

します。 

最後に、来年度の概算要求についてです。 

政府は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止ならびに事業と雇用を守るため、補正予

算の迅速かつ適切な執行など、感染症への対応が喫緊の課題であること、また、来年度予算にお

ける新型コロナウイルス感染症への対応について、現時点で予見することには限界があることか

ら、令和３年度予算の概算要求については、政府、与党、地方など多くの関係者の作業負担を極

力減らす観点も踏まえ、要求期限を１か月遅らせて９月３０日とされたところです。 

要求額については、基本的に対前年度同額とした上で、新型コロナウイルス感染症への対応な

ど緊要な経費については、別途、要望できることとされています。 

そのため、これから各省庁から概算要求が行われることとなりますが、これまでも全国町村会

や地方６団体において来年度予算要求に向けて要望をしているところであります。 

特に地方交付税は、地方自治体にとって固有の確保されるべき財源であり、新型コロナウイル

ス感染症の影響により、地方交付税がもし減額されるということになれば、財政力の弱い市町村

にとって、行政運営や行政サービスに加えて感染症対策にも支障の出ることが懸念されます。 

私といたしましても、今後もいろいろな機会をとらえて、議会の皆様と一緒になって、精一杯、

町の声や地方の声を県や国に上げていきたいと考えておりますので、引き続き、御指導、御協力

のほどよろしくお願い申しあげるものであります。 

それでは、これからは６月定例会以降の諸般のことを中心に、行政報告として触れてみたいと

思います。 

まずは、第５次平生町総合計画の策定に向けたまちづくり懇談会等の実施状況について、御報

告いたします。 
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第１回目の懇談会を６月２７日、平生中学校体育館を会場に開催いたしました。新型コロナウ

イルス感染症拡大防止のため、参加者の検温やマスク着用の徹底、換気をするなどの配慮を行い

ながら実施したところです。町内外から１００名の方に参加いただき、「本町の強み・弱み」、

「１０年後のまちの姿」について、平生小学校・中学校での学校アンケートを踏まえて、活発な

議論を交わしていただきました。 

第２回目は７月２５日、会場を町武道館に移し、６８名の方々に参加いただき開催いたしまし

た。第１回懇談会で議論いただいた「１０年後のまちの姿」や６月２４日、７月１日に実施いた

しました熊毛南高校出前講座、７月３日に実施した町若手職員による総合計画策定委員会部会で

考案された将来像案などをもとに議論いただきました。 

続きまして、総合計画審議会についてです。去る８月７日、第２回平生町総合計画審議会を開

催いたしました。会議では、総合計画の体系、将来像案、基本目標案、将来人口の考え方につい

て、活発な議論をいただきました。 

これら総合計画策定のプロセスにおきまして、様々な世代の皆様から、たくさんの御意見をい

ただきながら策定を進めているところであり、平生町の未来につながる総合計画を策定していき

たいと考えております。 

次に、新型コロナウイルス感染症対策事業について、事業を完了したものを御報告いたします。 

まずは、国の緊急経済対策として、一人当たり１０万円を給付する特別定額給付金事業につい

てです。当該事業の申請期限につきましては、国の補助金交付要綱により郵送による申請受付開

始日から３か月以内とされておりますので、８月６日に受付を締め切りまして、８月２０日に、

対象となる町民の９９.８５％に当たる１１，６８５人に給付が完了いたしました。 

次に、町独自事業であります、介護保険サービス事業者に１０万円を給付いたします高齢者等 

介護保険サービス事業継続支援事業について、６月２２日に対象となる町内９事業者すべてに対

して給付が完了しております。 

また、障害者等福祉サービス事業継続支援事業につきましても、６月３０日に対象４事業者す

べてに対しまして給付が完了しております。 

その他の事業につきましてもすべての対象者等への給付を目指し、取り組んで参りますので、

よろしくお願いいたします。 

以上で、行政報告を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（中川 裕之君）  次に、教育行政に関する報告を求めます。清時教育長。 

○教育長（清時 崇文君）  おはようございます。それでは、６月定例会以降の教育行政に関する

御報告を申しあげます。 
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まず、教科書採択についてです。 

公立学校で使用される教科書は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の規定

によりまして、その採択の権限は学校を設置する市町の教育委員会にあるとされております。 

今年度は、令和３年度から使用する中学校の教科用図書の採択の年でございます。 

まず、５月２６日に、同一の教科書を使用することが適当であるとして指定されている採択地

区を構成しております熊毛郡３町で、採択に当たっての調査研究を進めるための熊毛郡採択地区

協議会を開催いたしました。 

その後、熊毛郡、柳井市、大島郡の共同で、柳井地区教科用図書研究調査員による教科用図書

の調査研究が行われ、７月１７日には、その研究調査の結果報告会が開かれたところです。その

結果報告を受けて、同日に熊毛郡採択地区協議会を開催いたしまして、熊毛郡としての教科用図

書を選定いたしました。その後、８月４日、本町教育委員会会議におきまして、協議会での選定

のとおり採択することを決したところでございます。 

次に、町内小中学校の動向等について御報告を申しあげます。コロナ感染症の関係で、４月・

５月に臨時休業措置を取ったため、今年度は従来の夏休み期間に授業を行うこととなり、８月

７日に一学期の終業式、８月２５日に２学期の始業式を行いまいした。 

元来、本町の学校教育法施行細則では、８月３１日までを一学期とすると、このようにされて

いますので、一学期の８月２５日に二学期の始業式を行うと、このようなことになります。 

そのため、８月２５日からを二学期とできるよう、７月の教育委員会会議において、本細則に

「教育上必要があれば、校長の教育委員会への届出により学期の始期及び終期の変更ができる」

旨の条文を追加することに決し、今年度は一学期の終期を８月２４日、二学期の始期を８月

２５日と、このようにしましたことを御報告させていただきます。 

子供たちには大変な暑さの中での通学という異例の夏になりましたけども、大きな事故もなく

二学期をスムースに迎えることができているという状況でございます。 

続きまして、コロナ禍での町内の社会教育施設及びスポーツ施設についてでございます。 

社会教育及びスポーツ施設につきましては、５月２６日から条件開館をしておりまして、全

１１施設の内、体育館やスポーツセンター、ハートランドひらおスポーツレクリエーション公園

キャンプ場など７施設については、利用を町民に限るとしておりましたが、７月１日からは県民

に限るとするなど、条件を緩和しているところでございます。 

また、行事につきましても、感染防止対策を徹底した上で、参加人数の上限等を設けるなどし

た上で８月に二つの行事を開催することができました。 

一つは、８月３日から５日まで３日間開催いたしました平生町人権学習講座です。山口市の法

界寺というお寺の住職、辻田昌次氏による「いのちを唄う」と題した講演、岩国市のコミュニテ
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ィアドバイザーセンター行本匡子氏による「地域に笑顔をひろげましょう－幸せを決めるのはあ

なたです－」と題した講演及びワークショップ、そして、山口市立中央小学校、古屋伸浩校長に

よる「今子供たちが危ない－ネット社会と人権侵害－」と題した講演の３つの内容で実施いたし

ました。 

行事のもう一つは、８月１８日に阿多田交流館で行いました「ふれあい天体観測会」です。

１４家族３９名の方が参加され、講師から星座や惑星などについての話や親子での天体観測を楽

しみました。 

今後も感染状況を踏まえながら、行事ごとに適切な感染防止対策を徹底することや開催にあた

ってのリスクの対応等、丁寧に協議することを通しまして、行事等の取扱いについてしっかりと

考えてまいりたいと考えております。 

最後に、平生町教育大綱及び平生町教育振興基本計画について御報告いたします。 

この教育大綱及び教育振興基本計画は、法律に基づきまして教育の振興に関する施策の総合的

かつ計画的な振興を図る目的で策定するもので、本町では平成２７年度に基本計画を策定しまし

て、これをもって大綱と替えているところでございます。 

このたび、基本計画が今年度をもって計画年度が終了いたしますことから、次期計画の策定作

業に入っておりますが、本来、この大綱と基本計画は策定の根拠法令が違いますことから、今回

は同一のものとせず、別々に策定することを８月に開催いたしました総合教育会議で確認をした

ところでございます。 

今後は、現在策定中の第五次平生町総合計画とも並行させながら大綱と基本計画の策定作業を

進めてまいります。 

以上をもちまして、教育行政の報告を終わらせていただきます。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（中川 裕之君）  これをもって、行政報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第４４号 

日程第６．議案第４５号 

日程第７．議案第４６号 

日程第８．議案第４７号 

日程第９．議案第４８号 

日程第１０．議案第４９号 

日程第１１．認定第１号 

日程第１２．認定第２号 
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日程第１３．認定第３号 

日程第１４．認定第４号 

日程第１５．認定第５号 

日程第１６．認定第６号 

日程第１７．認定第７号 

日程第１８．報告第５号 

日程第１９．報告第６号 

日程第２０．報告第７号 

日程第２１．報告第８号 

日程第２２．報告第９号 

日程第２３．報告第１０号 

日程第２４．報告第１１号 

日程第２５．報告第１２号 

日程第２６．報告第１３号 

日程第２７．報告第１４号 

日程第２８．報告第１５号 

日程第２９．報告第１６号 

日程第３０．報告第１７号 

○議長（中川 裕之君）  日程第５、議案第４４号「令和２年度平生町一般会計補正予算」から日

程第１０、議案第４９号「平生町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例」及び日程第１１、認定第１号「２０１９年度平生町一般

会計歳入歳出決算の認定について」から日程第１７、認定第７号「２０１９年度平生町後期高齢

者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について」までの件を一括議題といたします。 

それでは、町長から提案理由の説明並びに日程第１８、報告第５号「２０１９年度平生町財政

基金の運営及び収支会計の状況報告」から日程第３０、報告第１7号「地方公共団体の財政の健

全化に関する法律における健全化判断比率及び公営企業会計の資金不足比率の報告」までの報告

を求めます。浅本町長。 

○町長（浅本 邦裕君）  それでは、御提案をいたします、予算３件、条例３件、認定７件の議案

につきまして、順を追って説明を申しあげます。 

議案第４４号、令和２年度平生町一般会計補正予算であります。 

今回の補正額は１億７，８４１万１，０００円を追加いたしまして、予算総額は６９億

１８１万円となるものであります。 
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まず、歳出の主なものより申しあげます。 

歳出につきましては１１ページからであります。 

一般管理費の委託料では、新庁舎移行に際し、文書管理の見直しを見据え、文書削減の取り組

みに要する経費を計上いたしております。 

財産管理費では、２０１９年度決算に伴い繰越金を計上いたしますことから、今後の財政需要

にも対応するため、財政基金への積立金を計上いたしております。 

地域振興費では、地域の課題に対応するため、今年度から始まる第４期対策として実施される

やまぐち森林づくり県民税の地域が育む森林づくり推進事業を活用し、大星山周辺整備事業に取

り組むほか、赤子山周辺整備を実施する地域のコミュニティ協議会へ財政支援を行う所要額を委

託料、交付金へそれぞれ計上いたしております。 

また、大星山周辺整備に伴う樹木の伐採の樹木補償として補償金に所要額を計上いたしており

ます。 

新庁舎整備事業費におきましては、県道から町道中央線への水道管の敷設に伴い分岐工事に要

する経費や水道加入金などを計上いたしております。 

また、オフィス環境改善支援業務につきましては、新庁舎整備の進捗にあわせ、今年度の事業

費を減額するほか、債務負担を設定し、複数年での取り組みを進めることとしております。 

１２ページの賦課徴収費では、申告会場を分散して申告業務を行う場合にデータの送信が可能

となり申告業務の利便性が高まるシステムの運用に要する経費を計上いたしております。 

戸籍住民基本台帳費では、マイナンバーカードの取扱いにおきまして、国外に転出された場合

に電算システムの機能を充実させるための必要な改修費を計上いたしております。 

社会福祉総務費の繰出金では、普通交付税の確定によりまして、国民健康保険事業における財

政安定化支援事業に係る措置額を追加計上いたすものであります。 

１３ページの障害者福祉費では、２０１９年度の障害者自立支援事業をはじめとする事業費の

精算に伴う国・県への返還金を計上いたしております。 

高齢者保健対策費では、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業の取り組みに要する経

費を計上いたしております。 

清掃費では、新型コロナウイルス感染症拡大対策として住民生活に支障を来さないよう将来の

ごみ袋の生産体制を見据え田布施町と合同でごみ袋の購入に要する経費として熊南総合事務組合

に追加の負担金を計上いたすものであります。 

１４ページの土地改良事業費では、全額国庫補助金を活用して令和３年度に施工を予定してお

りました薮下ため池の切開工事におきまして、国の配分額が前倒しで内示されましたので施工の

実施にあたり所要額を追加計上いたすものであります。 
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また、貯水量の規模が小さいため池につきまして県の補助金を活用した、ため池切開工事に要

する経費を計上いたしております。 

林業総務費では、やまぐち森林づくり県民税の地域が育む森林づくり推進事業を活用して町内

の繁茂竹林を伐採する経費に対して助成する財政支援を行うこととしており、所要額を計上いた

しております。 

１４ページから１５ページにかけての観光費では、昨年度は雨天で実施のかなわなかった阿多

田公園でのオリーブの植樹イベントを今年度については実施いたしたく、必要な経費を計上いた

しております。 

また、公園敷地内の樹根が植樹作業に支障を来すことから根を取り除く除根作業に要する経費

を工事請負費に計上いたしております。 

さらに、丸山海浜パーク防波堤手すり改修事業の継続分として所要額を工事請負費に計上いた

しております。 

１５ページの土木総務費では、要緊急建築物耐震化補助事業が新型コロナウイルス感染拡大防

止の観点から施工が困難であると判断され、今年度の事業執行が見送られることとなり、減額の

補正をいたすものであります。なお、今後の施工の見通しとしては不透明な状況であり、関係機

関と協議を進めていくこととなります。 

１６ページの河川維持改良費では、河川の浚渫に要する経費を計上いたしております。 

河川の氾濫等を未然に防ぐ防災事業として新たに創設された緊急浚渫推進事業を活用いたしま

す。本事業は、令和２年度から６年度までの５か年の事業年度であり、地方債の発行が可能で交

付税措置がある特例措置でございます。 

本町では、緊急度・優先度を踏まえ、佐賀地区の久保田川、曽根地区の塩浜入川、和田川の

３河川を５か年の事業計画に位置付け、年次的な計画に基づき測量の後、堆積土砂の撤去等を行

い、適切な河川維持管理に努めてまいります。 

今年度は測量業務に要する経費を委託料に計上いたしております。 

非常備消防費では、宝くじ助成事業として申請しておりました地域防災組織育成助成事業によ

り消防団員の編上げ靴の購入を計画しておりましたが、残念ながら不採択となり減額の補正をい

たすものであります。 

消防施設費では、県道から町道中央線への水道管の敷設事業にあわせて防災拠点として消火栓

を設置する経費を計上いたしております。 

１７ページの諸支出金の上水道企業費では新庁舎、隣接地への上水道供給のため水道管の敷設

に要する経費を計上いたしております。 

続きまして、歳入について御説明申しあげます。７ページからであります。 
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地方特例交付金につきましては、交付金額の確定に伴いまして減額補正をいたすものでありま

す。 

地方交付税につきましては、普通交付税額の確定に伴いまして増額補正をいたすものでありま

す。 

増額の要因といたしましては、地域社会再生事業費の創設や子ども・子育て支援の充実に向け

た算定がなされ基準財政需要額が増額になったことが主な要因であります。 

７ページから８ページにかけての分担金、国庫支出金、県支出金につきましては、主に歳出に

おいて御説明いたしました事業に伴います特定財源を増額あるいは減額補正いたすものでありま

す。 

９ページの繰越金につきましては、１億５１２万９，７９９円を追加いたしまして、総額が

１億３，５１２万９，７９９円になるものであります。 

雑入につきましては、後期高齢者医療療養給付費負担金における過年度分返還金の計上のほか、

障害福祉費の精算に伴う増額補正、広域連合特別対策事業の増額補正や宝くじ助成事業の減額補

正を計上いたしております。 

町債の商工債、河川債につきましては、主に歳出において御説明いたしました事業に伴います

財源として借入を行うものであります。 

臨時財政対策債につきましては、発行額の確定によりまして、増額補正をいたすものでありま

す。 

前に戻りまして、４ページの第２表、債務負担行為補正では、オフィス環境改善支援業務につ

きまして、新庁舎整備の進捗にあわせ、今年度の事業費を減額いたし、債務負担を設定し、複数

年での取り組みを進めることとしております。 

第３表、地方債補正につきましては、歳入で御説明いたしました町債の計上によりまして起債

額を変更いたすものであります。 

なお、１８ページから給与費明細書を、２０ページに債務負担行為の設定による支出予定額を、

２１ページに地方債に関する調書をそれぞれ添付いたしておりますので、御参考に供していただ

きたいと思います。 

以上で、議案第４４号「令和２年度平生町一般会計補正予算」の説明を終わらせていただきま

す。 

続きまして、議案第４５号「令和２年度平生町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算」につ

いて御説明申しあげます。 

今回の補正額は、６，７８８万９，０００円を追加いたしまして、予算総額は１６億

８,０４９万５，０００円となるものであります。 
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歳出につきましては、７ページでございます。 

総務費の賦課徴収費では、会計年度任用職員であります徴収員の費用弁償を増額補正いたすも

のであります。 

基金積立金につきましては、２０１９年度の繰越金等を国民健康保険事業基金へ積み立てるも

のであります。 

歳入につきましては、６ページでございます。 

県補助金の保険給付費等交付金では、特別調整交付金分として徴収員の費用弁償に対する特定

財源を計上いたしております。 

繰入金につきましては、普通交付税の確定に伴います財政安定化支援事業費の増額補正をいた

すものであります。 

繰越金につきましては、２０１９年度決算に伴います繰越金でございます。 

続きまして、議案第４６号「令和２年度平生町介護保険事業勘定特別会計補正予算」について

であります。 

今回の補正額は３，９８４万８，０００円を追加いたしまして、予算総額１４億３，２６６万

３，０００円となるものでございます。 

歳出につきましては７ページでございます。精算による余剰金の介護給付費準備基金への積立

金、過年度分の保険料還付金や国庫支出金等の返還金を計上いたしております。 

歳入につきましては６ページでございます。過年度分の介護給付費交付金分として支払基金交

付金の増額補正、２０１９年度繰越金を計上いたしております。 

議案第４７号「地域再生法に係る固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条

例」について御説明申しあげます。 

本条例につきましては、地域再生法第１７条の６の地方公共団体等を定める省令の一部改正に

伴い、山口県から認定を受けた事業者が、首都圏から本町に移転する場合及び本町で本社機能を

拡充する場合の固定資産税の不均一課税の適用について、従前の適用期限を２年延長するもので

あります。 

また、本町経済の活性化を実現するため、首都圏から本町の区域に移転する事業者において、

対象となる固定資産税を課すべきこととなる最初の年度の支援を拡充し、課税免除とするもので

す。 

施行日につきましては、公布日といたします。 

続きまして、議案第４８号「平生町基金条例の一部を改正する条例」について御説明申しあげ

ます。 

本条例につきましては、寄附金など基金の設置目的のために臨時で入った収入金のある場合や、



- 17 - 

見込み通り収入が確保できなかった場合に適正な額の積立てを可能とするために関係条文を改正

いたすものでございます。 

施行日につきましては、公布日といたします。 

続きまして、議案第４９号「平生町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例」について御説明申しあげます。 

本条例につきましては、令和元年１０月１日に子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が

施行され、幼児教育・保育の無償化実施に当たり、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、所要の改正をいたすものであります。 

なお、条例改正の実施時期につきましては、経過措置が設けられ、国の基準改正の施行の日か

ら起算して１年を超えない期間内とされているところであります。 

主な改正の内容といたしましては、保育園等を利用する保護者から、支払を受けることができ

る食事の提供に要する費用の取扱いの変更及び国の基準で改められた用語の整理であります。 

施行日につきましては、公布日といたします。 

以上をもちまして、本日御提案申しあげております議案の予算３件、条例３件につきましての

提案理由説明を終わらせていただきますが、次の２０１９年度一般会計ほか６つの特別会計の歳

入歳出決算の内容につきましては、髙木副会長から説明をさせていただきますので、どうぞよろ

しくお願い申しあげたいと思います。 

終わりに報告１３件でございますが、まず、基金に関する報告が１２件でございます。議案の

末尾に本町の基金であります財政基金のほか１０基金の２０１９年度の運営状況、これに伴いま

す収支の状況を、地方自治法の規定に基づきましてそれぞれ報告させていただいております。 

最後に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づいた健全化判断比率と公営企業会

計の資金不足比率の報告が１件ございます。同法律に基づき、監査委員の意見を付して、実質赤

字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の健全化判断比率と公営企業会計の

資金不足比率を報告するものでございます。 

なお、説明不足の点につきましては、副町長の決算についての説明が終わりました後、皆様方

の御質問によりまして、私並びに説明出席者よりお答えさせていただきますので、よろしく御審

議をいただきまして、御議決、あるいは御認定を賜りますよう、よろしくお願いを申しあげます。 

○議長（中川 裕之君）  髙木副町長。 

○町長（髙木 哲夫君）  それでは、２０１９年度の決算報告を申しあげます。 

  先ほど、町長が私の役職名を会長と申しあげましたが、副町長でございますので、御了承いた

だきたいと思います。 

各会計の決算につきまして、令和２年５月末に出納閉鎖を終えて調製の後、監査委員さんに審
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査をお願いしたものであります。監査委員さんにおかれましては、７月２２日から８月１３日に

かけて、財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の管理などについて、直接担当課に説明

を求め、日時を費やしての審査をなされました。 

その後、８月２６日に審査の講評を受けましたので、これらの意見を付して、地方自治法第

２３３条第３項の規定に基づく認定を受けるにあたり、その概要を、主に決算の附属資料を基に

一般会計から順を追って御説明申しあげます。 

なお、財産に関する調書は、地方自治法施行令第１６６条第２項の規定に基づき作成しており

ますが、別冊としておりますので申し添えます。 

最初に、認定第１号「２０１９年度平生町一般会計歳入歳出決算について」御説明申しあげま

す。決算書９ページの前のページ、実質収支に関する調書と監査委員さんの審査意見書３ページ

をご覧ください。 

歳入総額は５１億６，１６６万２,２０７円、歳出総額は４９億７,８８８万３，１６８円であ

りまして、歳入歳出差引額が１億８，２７７万９,０３９円となっております。 

令和２年度へ繰越すべき財源につきましては、繰越明許費繰越額が４,７６４万９，２４０円

でありますので、実質収支額につきましては１億３,５１２万９,７９９円となるものでございま

す。 

単年度収支につきましては、２,２４８万６,３６０円の赤字となっております。 

実質単年度収支につきましては、財政基金の積立額が取崩額を６,５２２万６,４５７円上回っ

ており、また取崩額が前年度を下回ったことなどにより黒字となっております。 

歳入歳出の前年度対比につきましては、歳入が１．０％の増、歳出が２．２％の増となってお

ります。 

主な歳入歳出の増額要因といたしまして、歳入におきましては地方創生推進交付金事業やプレ

ミアム付商品券発行事業の国庫支出金、災害復旧事業の県支出金、佐賀若者定住促進住宅の不動

産売払収入のほか、普通交付税や子ども子育て支援臨時交付金の増加が主な要因であります。 

歳出におきましては、武道館屋根改修事業、地方創生推進事業のイタリアーノひらお推進事業、

プレミアム付商品券発行事業、繰越明許費の災害復旧事業費の増加が主な要因であります。 

それでは、各予算費目の順に主要な施策等の成果を中心に御説明申しあげます。 

歳入からでありますが、決算書の９ページをご覧いただきたいと思います。 

町税につきましては、平成３０年度決算額と比較して、法人町民税額は景気低迷などから減少

しておりますが、太陽光発電設備への投資により固定資産税が増加となっており、町税全体では

前年度から微増の額となっております。 

１０ページの森林環境譲与税は新たに創設された譲与税であります。２０１９年度につきまし
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ては今後の森林環境整備事業に充てるため基金を設置し、積立を行っております。 

１１ページの環境性能割交付金につきましては、税制改正により自動車取得税交付金の廃止と

ともに、新たに導入されたものであります。 

地方特例交付金の子ども・子育て支援臨時交付金は、消費税率の引上げに伴い新たに創設され

た交付金であります。 

地方交付税の普通交付税は、子ども子育て支援の充実により、前年度対比では２，２０５万円

の増加となっており、特別交付税とあわせて地方交付税全体では３,５９２万４,０００円、１．

９％増加しております。 

１２ページの分担金及び負担金につきましては、昨年の１０月から実施されました幼児教育・

保育の無償化により法人保育園分の保育料が減少しております。 

法人保育園の保育料につきましては、督促や臨戸徴収を進めておりましたが、やむを得ず時効

による不納欠損処分を行っております。 

１２ページから１４ページにかけての使用料及び手数料につきましても、同様に幼児教育・保

育の無償化により佐賀保育園、平生幼稚園分の使用料が減少しております。 

１５ページから１６ページにかけての国庫支出金の国庫補助金につきましては、主に地方創生

推進交付金事業費、プレミアム付商品券発行事業費、幼児教育・保育無償化事業費の増額により、

前年度との比較では、７５０万７,４２１円、１２．８％の増加となっております。 

１８ページから１９ページにかけての県支出金の県補助金につきましては、主に農業用施設災

害復旧事業費、畜産クラスター事業費の増額により、３,３６２万６,０３１円、２８．０％の増

加となっております。 

１９ページから２０ページにかけての県委託金につきましては、主に参議院議員選挙費の増額

により、１，０６０万５，４９９円、３５．２％の増加となっております。 

２０ページから２１ページにかけての財産収入の不動産売払収入につきましては、賃貸借契約

が終了した佐賀地区若者定住促進住宅の土地、建物の払下げ収入が主な要因で大幅な増加となっ

ております。 

２１ページの寄附金につきましては、ふるさと納税額が３，３９９万５,０００円となり、前

年度との比較では約１，４７０万円の減額となっております。新庁舎建設分としましては、ふる

さと納税額１１８万円とあわせて６６５万３，０００円をお寄せいただき、公共施設建設基金へ

積立てております。ふるさと納税につきましては、地域振興の観点からも更なる充実を図り、財

源確保の一助となればと考えております。 

次の繰入金につきましては、財政基金からの繰入額が２４３万３，０００円、３．４％減少し

ております。主に老朽化した公共施設の維持補修など多種多様な財政需要に対応する一般財源の
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確保のため、やむを得ず財政基金からの繰入を行ったものであります。基金残高を確保し、将来

の財政需要に備えていきたいと考えております。 

２１ページから２４ページにかけての諸収入につきましては、前年度との比較では２，

６４４万１，１１８円、２１．４％の減少となっております。 

平成３０年におきまして、熊南総合事務組合に積み立ててきた周東環境衛生組合清掃センター

第２工場の解体に要する経費について、いったん雑入で受け、周東環境衛生組合への負担金とし

て支出しておりましたが、これが完了したことが減少の主な要因であります。 

２４ページから２５ページにかけての町債につきましては、２,２２８万８,０００円、８．

２％の減少となっております。武道館屋根改修事業費など増加の部分もありますが、臨時財政対

策債が４，１４８万円８，０００円減額となっているのが要因であります。今後におきましても

後年度の負担軽減のため、新規借入抑制に努めてまいります。 

続きまして、歳出であります。 

２６ページの議会費は総額６,３７４万２,４２１円となっております。前年度と比較して

３２７万５,８８３円、５．４％の増加となっております。 

議員定数の充足による報酬等の増加が主な要因であります。 

次の総務費は、総額で９億４，５７７万８,９１２円となっております。前年度と比較して

３,９８５万４，８４１円、４．４％の増加となっております。 

佐合島浮桟橋整備事業費、参議院議員選挙費、財政基金への積立額の増額が増加の主な要因で

あります。 

２６ページから２８ページにかけての一般管理費では、自治大学校の研修に職員を派遣し、職

務遂行能力の向上を図りました。 

２８ページから３０ページにかけての情報通信費では、社会保障・税番号制度におけるシステ

ム改修や改元に伴う住民情報のシステム改修業務、マイナンバーカードを活用したマイナポイン

ト事業に取り組んでまいりました。 

社会保障・税番号制度におけるシステム改修では、健康管理システムにおける個人情報の情報

連携にかかわるプログラム開発に時間を要したことが要因で一部の事業が翌年度へ繰越となって

おります。 

３０ページから３１ページにかけての財産管理費は、主に危険ブロック塀対策のほか、町有建

物の解体に取り組んでまいりました。 

また、繰越事業として新庁舎建設用地測量業務に取り組んだほか、公共施設建設基金への積立

てを行い、新庁舎整備や公共施設の老朽化対策の財源確保を図ってまいりました。 

さらに、町有地等に存在する共同墓地が自然災害の被害を受けた際の復旧工事に要する経費に
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つきまして新たに財政支援を行ってまいりました。 

３１ページから３２ページにかけての地域振興費は、主に新たな事業として佐合島浮桟橋整備

事業、総合計画及び未来戦略の新しい計画を策定するにあたり、基礎データの収集、分析、アン

ケート調査に取り組み、準備を進めてまいりました。 

また、ひらおファンクラブ交流会を東京で開催し、ひらおファンクラブ会員の拡大と本町との

絆を深めてまいりました。 

継続事業ではありますが、ふるさと納税や若者定住促進住宅補助事業のほか、協働のまちづく

りの推進として集落支援員を引き続き配置し、地域の実情や課題の把握に努めてまいりました。

今後も地域の課題解決や地域力の向上に取り組む活動を支援してまいります。 

地域おこし協力隊員につきましては、地元農産物を使った特産品の開発業務に取り組んだほか、

新たに地域おこし協力隊員を１人雇用して、イタリアーノひらおプロジェクトの推進を図り、オ

リーブの特産品化に向けた取り組みを進めてまいりました。 

３３ページの交通安全対策費では、地域の安全・安心対策としてカーブミラーの修繕や街路灯

の設置補助事業に取り組んでまいりました。施設整備としてガードパイプ設置工事では、入札の

不調により工事施工が翌年度へ繰越となっております。 

３３ページから３４ページにかけての地域交流センター運営費では、まち・むら地域交流セン

ターの危険ブロック塀対策や宇佐木地域交流センターの外壁等改修事業に取り組んでまいりまし

た。 

また、９月の台風により被災した施設の補修等を行い、地域の活動拠点づくりとして施設整備

に努めてまいりました。 

３４ページの新庁舎整備事業費は目の新設であり、新庁舎整備にあたり、デザインビルド方式

を採用して、業者を公募型のプロポーザルにより選定いたし、１月の臨時議会で設計から工事ま

で債務負担を設定し、計画的な整備を進めることといたしたところでございます。 

３５ページの賦課徴収費では、申告支援システムを導入し、確定申告相談や住民税の賦課に関

する事務の効率化を図ってまいりました。 

３５ページから３６ページにかけての戸籍住民基本台帳費では、マイナンバー関連事業として

住民基本台帳ネットワークシステムを更新するほか、戸籍システムの更新を進めてまいりました。 

３６ページから３８ページにかけての選挙費では、山口県議会議員選挙のほか、町議会議員選

挙、参議院議員選挙などを実施しております。 

３８ページの統計調査総務費では、主な統計調査として農林業センサスなどに取り組んでまい

りました。 

３９ページからの民生費では、総額で１６億５８万９,８４８円となり、前年度対比では 
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６,４３３万１,３９８円、４．２％の増加となっております。増額の主な要因は、消費税増税対

策として実施されたプレミアム付商品券発行事業費であります。社会福祉総務費では、成年後見

制度利用促進基本計画を策定し、制度の利用促進を図ってまいりました。 

４０ページの老人福祉総務費では、平生町社会福祉協議会が建設された通所介護施設の借入金

に対する財政支援を行ってまいりました。 

４０ページから４１ページにかけての福祉医療対策費では、医療費助成対象をこれまでの小学

校３年生から６年生までに拡充をして、一定の要件に該当する児童を対象に保険適用医療費の自

己負担分の助成事業に取り組んでまいりました。また、後期高齢者医療制度の被保険者を対象と

して、人間ドックの費用助成を進めてまいりました。 

４１ページから４２ページにかけての障害者福祉費では、障害福祉サービス費、障害児給付費

は利用者への相談支援の充実などにより給付費が増加しております。就学前障害児発達支援の無

償化に伴うシステム改修や成年後見制度の利用にあたり必要となる費用の財政支援を行ってまい

りました。 

４２ページのプレミアム付商品券発行事業費では、上限額２万円に対して２５％のプレミアム

付商品券が付与される事業に取り組んでまいりました。 

４２ページから４３ページにかけての児童福祉総務費では、幼児教育・保育の無償化が実施さ

れ、システム改修を行い子ども・子育て支援の取り組みを進めてまいりました。 

４３ページの児童環境づくり推進事業費では、第二期子ども・子育て支援事業計画の策定を完

了したところであります。 

夏休みには臨時的な措置として平生小学校に児童クラブを開設し、利用者の増加に対して支援

員を増員して受入体制を強化いたしました。 

また、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として３月に臨時的に開設いたしました児童クラ

ブに地域子ども・子育て支援事業として児童クラブ支援員を配置いたしました。 

４３ページから４５ページにかけての保育所運営費では、新型コロナウイルス感染拡大防止対

策として消毒液や空気清浄機の購入のほか、町内の法人保育園に対しましては、保育環境改善等

事業として財政支援を行ってまいりました。 

また、幼児教育・保育の無償化が実施され、子ども・子育て支援体制の充実を図ってまいりま

した。 

継続事業ではありますが、広島広域都市圏の協定により一時預かり保育事業の広域利用が可能

となる体制整備に取り組んでまいりました。 

佐賀保育園では嘱託園長を配置して、きめ細やかな子ども・子育て支援の充実を図ってまいり

ました。 
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さらに、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成を図るため病

児・病後児保育事業を隣接する市町と共同で取り組んでまいりました。 

○議長（中川 裕之君）  ここで暫時休憩します。再開を１０時１０分といたします。 

午前１０時００分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前１０時１０分再開 

○議長（中川 裕之君）  再開いたします。 

 髙木副町長。 

○町長（髙木 哲夫君）  引き続き御説明申しあげます。 

４５ページからの衛生費であります。総額で３億２,０６７万６，５７６円で、前年度対比で

は２,５８７万１，６８１円、７．５％の減となっております。平成３０年に実施いたしました

周東環境衛生組合清掃センター第２工場の解体に要する周東環境衛生組合への負担金の減額が減

少の主な要因であります。 

４５ページから４６ページにかけての保健衛生総務費では、事業主体は県でありますが、救急

車の適正な利用や救急医療機関の負担軽減などを目的とした電話相談事業を実施する救急安心セ

ンターの運営に取り組んでまいりました。 

継続事業ではありますが、周産期医療支援事業として、産科医療体制の支援を関係する柳井医

療圏１市４町で取り組んでまいりました。 

４６ページから４７ページにかけての母子衛生費では、保健センター内に開設しております子

育て世代包括支援センターカンガルームの運営を通じて、子育て支援や医療等の関係機関と連携

し、妊娠期から子育て期にわたり総合的相談支援を行い、きめ細やかで切れ目のない支援体制に

取り組んでまいりました。 

また、安心して子育てができる支援体制の充実を図る妊娠・出産包括支援事業と産後の初期段

階における母子に対する支援体制を強化する産婦健康診査事業に取り組んでまいりました。 

さらに、ことばの遅れをもつ乳幼児を対象に言語指導教室を開催し、幼児の言語発達に不安を

抱える保護者の皆さんを支援してまいりました。 

４７ページの予防費では、抗体保有率が低い一定の年齢の男性に対して、風しんの感染症予防

対策として抗体検査の受診などの取り組みを進めてまいりました。 

４７ページから４８ページにかけての健康づくり推進事業費では、若い世代の定期的な健康診

断の受診を勧奨し、健康意識の高揚を図ってまいりました。 

４８ページから４９ページにかけての環境衛生費では、浄化槽設置整備事業の補助を引き続き

行ってまいりました。 
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また、旧高須、八海花壇において国道敷地内に敷設しておりました給水管を国との約定により

撤去いたしました。 

４９ページの環境保全費では、深刻化している適切な管理がされていない空家等への対策とし

て、特定空家等の選定等について審議会を開催するなど具体的に取り組んでまいりました。 

清掃費では、先ほども申しあげましたように清掃処理施設の解体に要する周東環境衛生組合へ

の負担金が減少したことが主なものであります。 

４９ページからの労働費では、総額２６６万４，０００円でありまして、前年度対比８１６万

４，５６５円、７５．４％の減となっております。減少の主な要因といたしまして、勤労青少年

ホーム運営費を廃目し、運営事業費を地域交流センター運営費と社会教育総務費にそれぞれ移行

したことによるものです。 

５０ページからの農林水産業費では、総額２億３，１６０万１，１７１円でありまして、前年

度対比３,６１２万２,９５３円、１３．５％の減となっております。漁港海岸保全施設整備事業

費の減少が主な要因であります。 

５０ページの農業委員会費では、農地情報公開システムと住民基本台帳及び固定資産台帳デー

タの突合アプリ用のデータ作成を行うため、基幹システムの改修を行いました。 

５０ページから５１ページにかけての農業振興費では、就農前準備研修事業として新規就農に

必要な技術取得のために研修を受講する人に財政支援を行ってまいりました。 

また、委託料の農業振興地域整備計画付図作成業務におきましては、現地確認などに時間を要

し、翌年度への繰越事業となっております。 

５１ページの畜産業費では、繰越事業でありますが、クラスター計画に基づき牛舎及び堆肥舎

等の改修を行い、生産性、収益性の向上に向けた取り組みを実施する畜産クラスター事業を行っ

てまいりました。 

５２ページの土地改良事業費では、ため池緊急防災体制整備促進事業として事業計画の策定に

取り組むほか、県事業ではありますが、農免農道における洪水等災害防止機能の維持を図ってま

いりました。 

また、単独土地改良事業として水路整備工事に取り組んでまいりました。 

５２ページから５３ページにかけてのひらおハートピアセンター運営費では、バルコニーの手

すりの補修が主なものであります。 

５３ページから５４ページにかけての林業総務費では、新たに創設された森林環境譲与税を今

後の森林環境整備事業に充てるため森林環境整備基金として積立を行いました。 

また、有害獣防除柵等設置事業、鳥獣被害防止対策事業を実施し、生活環境や農産物等への被

害防止対策に引き続き取り組んでまいりました。 
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５４ページの水産業振興費では、漁業研修終了後に漁業経営を始められた新規漁業者に対し財

政支援を行ってまいりました。 

５４ページから５５ページにかけての漁港建設事業費では、漁港海岸保全施設整備事業として

実施設計や胸壁工事、水産物供給基盤整備事業として物揚場の改修工事に取り組んでまいりまし

た。 

漁港海岸保全施設整備事業におきましては、地元との調整に時間を要し、一部の事業が翌年度

への繰越事業となっております。 

５５ページからの商工費では、総額３,０１７万１９円となり、前年度対比９５８万９，

２１５円、４６．６％の増加となっております。主な要因はイタリアーノひらお推進事業費の増

加です。 

５５ページから５６ページにかけての商工振興費では、イタリアーノひらお推進関連事業とし

てオリーブ街並み創造事業を商工会と連携して取り組んでまいりました。 

町内の産業間の連携と活性化を目的としたひらお産業まつりへの支援を引き続き行ってまいり

ました。 

また、専門相談員を配置した消費者相談窓口として設置されている、柳井地区広域消費生活セ

ンター業務の利用促進に管内１市４町共同で取り組んでまいりました。 

５６ページの観光費では、イタリアーノひらお推進事業としてイタリア人プロ自転車レーサー

の招へいやイタリアーノひらおフェスタの開催、オリーブの植樹など住民の皆さんの機運醸成を

図ってまいりました。 

また、かんぷうくんのイタリアバージョンの作成など観光協会と連携した取り組みも行ってま

いりました。 

さらに、丸山海浜パークのブロック塀改修や大星山展望台の滑り台を撤去するなど老朽化した

施設整備にも取り組んだところであります。 

５７ページからの土木費は、総額４億６,６１４万４，０８３円となりまして、前年度対比

７８４万１９２円、１．７％の減少となっております。減少の主な要因といたしましては、大内

川総合流域防災事業費の減少によるものであります。 

土木総務費では、耐震診断や民間建築物アスベスト対策事業などに取り組んでまいりました。 

道路橋梁維持費では、社会資本整備総合交付金を活用して橋梁長寿命化計画の策定や舗装補修

を実施し、道路維持管理に努めてまいりました。 

また、平生小学校前の横断歩道橋撤去事業の実施設計業務を行い、歩行者の安全対策に努めて

まいりました。 

委託料の橋梁補修設計業務につきまして、地元との調整や道路利用者への周知に時間を要し、
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翌年度への繰越事業となっております。 

工事請負費の横断歩道橋撤去工事や町道曽根大野南線舗装工事では、通行規制や関係者との調

整に時間を要し、翌年度への繰越事業となっております。 

５８ページの道路橋梁新設改良費では、道路改良工事３件を実施し、道路整備に努めてまいり

ました。 

河川維持改良費では、１件の老朽護岸改良工事を実施し、河川整備に取り組んでまいりました。 

５９ページの都市計画総務費では、国道１８８号柳井平生バイパスの整備促進に係る調査等を

柳井市と共同で取り組んでまいりました。 

６０ページの住宅管理費では、礒崎団地の屋根、外壁を改修し、長寿命化対策に取り組んでま

いりました。また、引き続き火災警報器の取替工事を実施したほか、町営住宅の維持管理のため、

施設の補修に努めてまいりました。 

６０ページからの消防費は、総額で２億６,８７１万６，８７１円となりまして、前年度対比

３３３万７，６０１円、１．３％の増加となっております。年次計画的に消防ポンプ積載車を購

入し、消防施設整備に努めております。 

６２ページからの教育費は、総額３億４，３５０万８，４８１円となりまして、前年度対比３，

１９４万１，５９３円、１０．３％の増加となっております。増加の主な要因といたしましては、

武道館屋根改修事業費の増加によるものであります。 

６２ページから６３ページにかけての事務局費では、幼児教育・保育の無償化の取り組みや継

続事業としていじめ問題対策、ＩＣＴを活用したわかる授業の実践や児童生徒の情報活用能力の

育成に取り組んでまいりました。 

国の補正予算に伴うタブレット端末等の購入や情報機器環境整備支援業務は、翌年度への繰越

事業となっております。 

６３ページから６４ページにかけての小学校費の学校管理費では、国の補正予算に伴う校内通

信ネットワーク整備工事が翌年度への繰越事業となっております。 

６４ページから６５ページにかけての小学校費の教育振興費では、遠距離通学費や就学援助費

の支援のほか、佐賀小学校においては、補助教員を配置して複式学級の設置に伴う不安解消とき

め細やかな教育の推進に取り組んでまいりました。 

６５ページから６６ページにかけての中学校費の学校管理費では、管理特別教室棟防水工事や

給水設備改修工事などを実施し、安心して学習できる環境づくりに取り組んでまいりました。 

国の補正予算に伴う校内通信ネットワーク整備工事が翌年度への繰越事業となっております。 

６６ページから６７ページにかけての中学校費の教育振興費では、新たに部活動指導員を配置

して、部活動の充実、教職員の負担軽減への取り組みを行ったほか、継続事業ではありますが、
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小学校同様に遠距離通学費や就学援助費の支援に取り組んでまいりました。 

６７ページから６８ページにかけての幼稚園費では、幼児教育・保育の無償化が実施され、子

ども・子育て支援の充実に努めてまいりました。 

６８ページから６９ページにかけての社会教育総務費では、一部翌年度への繰越事業となりま

したが、文化財の保護や老朽化した文化財案内看板の更新などに取り組んでまいりました。 

また、勤労青少年ホーム運営費の廃目に伴い、報償費等振替計上をいたし、教養講座の開催に

取り組んでまいりました。 

６９ページから７０ページにかけての図書館費では、図書等の購入に役立てていただきたいと

の特定寄附金により図書と書架を購入いたしております。 

７０ページから７１ページにかけての民具館費では、施設案内用パンフレットを追加作成する

などの取り組みを進めてまいりました。 

７２ページから７３ページにかけての保健体育施設費では、武道館の屋根を改修し、施設の長

寿命化に取り組んでまいりました。 

また、堀川公園に遊具を設置し、利用促進を図ってまいりました。 

７３ページからの災害復旧費は総額１億１６２万７，９４３円となりまして、前年度対比５，

００４万５，７０５円、大幅な増加となっております。 

７月の梅雨時期の豪雨などにより被災いたしました農林業用施設、土木施設におきまして復旧 

工事を実施いたしましたが、地元調整等に時間を要するなど、余儀なく繰越となっている工事も

ございます。 

復旧事業は地域の安全確保のため緊急を要することから、早急に補修を要する箇所につきまし

ては予備費を充用して対応いたしたところであります。 

７４ページの公債費につきましては、５億２００万２，７９９円となりまして、前年度対比１，

２３６万８，２５８円、２．４％の減少となっております。新規借入抑制効果が表れたものと考

えております。 

諸支出金は、１億１６６万４４円となりまして、前年度対比５１９万６,３１１円、４．９％

の減少となっております。減少の主な要因といたしましては、水道料金低減対策事業の負担金額

が減少したことによるものであります。 

以上が一般会計における決算概要でありますが、各種財政数値につきましては、経常収支比率

が臨時財政対策債の減額が主な要因で９１．８％となり、０．３％増加しております。 

また、実質公債費比率につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律により算定

した数値において、１２．７％となり、０．６％改善しております。 

将来負担比率につきましても、１４８．２％となり、６．９％減少しております。新規借入の
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抑制による、地方債現在高の減少や充当可能基金の増加が比率改善の主な要因でありますが、依

然として数値は高く、今後も財政運営に注意を払い、各種指標が悪化することのないよう、最重

点課題として取り組むこととしております。 

財政基金の残高は、３０年度末と比較いたしますと６，５２２万６,４５７円の増額となって

おり、２０１９年度末残高は４億８，６３３万７，６３１円となっております。残高については、

増額したとはいえ、非常時への備えとしては十分な水準にあるとはいえませんが、総合計画の指

標数値であります５億円以上の実現は近いものであると判断しております。 

町の一大プロジェクトであります新庁舎整備事業への備えと公共施設の老朽化対策への備えと

して、公共施設建設基金への積立ても計画的に進めております。 

財政基金と公共施設建設基金において将来への備えが構築されつつあると考えております。 

財政状況は、今後、高齢化による医療給付費や介護給付費が増加することが予想され、社会保

障関係経費の上昇や老朽化した公共施設の維持補修費、人口減少に伴う納税義務者の減少による

税収をはじめとする一般財源の確保の困難さなど、地方財政を取り巻く環境は予断を許さない状

況であることに変わりありません。今後も行財政改革を推し進め、引き続き財政健全化に取り組

むことが必要不可欠であると認識しております。 

なお、２０１９年度当初予算審議の際、御指摘をいただきました職員適正化計画との職員数の

かい離の件は、今年度当初予算審議におきましても解消できず、努力不足とともに早期の計画の

見直しに迫られていることを認識しております。 

また、基本政策を展開していく基本政策の方向とその実現に向けた基本施策及び基本目標の継

続性が担保されていないという御指摘もいただいております。総合計画に掲げる町の将来像の実

現に向けての施策の展開とは言えないということもありました。 

年度における位置付けを考慮しながらの１年でありましたが、御指摘を教訓として第五次の総

合計画も策定中でありますので、今後の予算編成、予算執行にあたっては、総合計画の基本構想、

基本目標を基軸に真摯に取り組み、決算認定という御判断を仰ぎたいと考えております。 

以上で一般会計の説明を終わらせていただきます。 

続きまして、特別会計について御説明申しあげます。  

認定第２号「２０１９年度平生町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算について」御説

明申しあげます。 

歳入総額は１６億６,４１３万８，６８６円、歳出総額は１６億９６４万７，７２２円、歳入

歳出差引残額は５,４４９万９６４円でありまして、これにつきましては、令和２年度へ繰り越

すものであります。２０１９年度末における国民健康保険加入被保険者数は、３０年度末と比較

して９５人減少して２，７１９人となっております。 
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それでは、歳入から御説明申しあげます。 

４ページの国民健康保険税につきまして、２０１９年度の保険税収入額は前年度と比較いたし

ますと、現年課税分と滞納繰越分をあわせて２，３９９万５，０００円減少して、２億

３,４９７万３,０００円となっております。 

現年分国民健康保険税額は、主に保険税率の引き下げにより減額となっております。 

平成３０年度から県が財政運営の主体となっており、療養給付費にかかる国庫支出金、療養給

付費交付金等は県の歳入に移行しております。保険給付費にかかる費用につきまして、県から

１１億８,３０７万９,２４４円が交付されております。 

次に歳出でありますが、８ページからの保険給付費の一般被保険者療養給付費は２，１９８万 

６，２３４円減少し、９億６，０４６万５，１０７円となり、前年度対比では２．２％減少して

おります。 

退職被保険者等療養給付費は、被保険者数の減少により１,３４８万７,７８５円減少し､

２９万９，１５９円となり、前年度対比では９７．８％減少しております。 

一般被保険者の高額療養費は、３８７万４，６８６円減少し、１億５，７２５万９，０２３円

となり、前年度対比で２．４％の減少となっております。 

保険給付費全般では、４，６１５万５,２３３円減少し、１１億２，７９４万１，５３８円と

なっております。 

今後も被保険者数は減少すると見込まれますが、計画的な基金の活用を踏まえ適切な事業運営

を進めていきたいと考えております。 

医療費の抑制に向けて、生活習慣病など健康づくりに対する意識の向上、重症化を招かない予

防事業を推進するなど、医療費の抑制に引き続き取り組んでまいります。 

次に、認定第３号「２０１９年度平生町下水道事業特別会計歳入歳出決算について」でありま

す。 

歳入総額は、６億５，７８８万８，６９７円、歳出総額は６億５，５５３万６，６９７円、歳

入歳出差引残額は２３５万２，０００円でありまして、これにつきましては、令和２年度へ繰り

越すものであります。 

２０１９年度の管渠整備につきましては、宇佐木地区では上殿、平生村地区では坂の下、大野

北地区では今井、大野南地区では中村南、竪ヶ浜地区では荒木において実施しております。これ

により、２０１９年度末の整備面積は全体では２７３．３５ヘクタールとなっており、普及率は

６０．９％、下水道接続率は８２．５％となっております。 

３ページからの歳入の主な内訳といたしましては、下水道使用料でありますが、１億      

２，５６６万１，０４４円となりまして、前年度から微減となっております。収納率は、上下水
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道使用料の賦課徴収事務の一元化により、高い収納率を維持しており、現年度は９９．９％とな

っております。 

受益者負担金と下水道使用料につきましては、督促や臨戸徴収を進めておりましたが、やむを

得ず時効による不納欠損処分を行っております。 

国庫支出金は、国庫補助金が４，３１０万円となりまして、前年度対比２，１３９万

３,０００円、９８．６％の増加となっております。 

一般会計繰入金は、０．５％増加して、２億７，５６１万６，９１３円となっております。再

評価検討業務費等の増額が主な要因です。 

諸収入の雑入につきましては、過年度における消費税の更正請求による還付金が増額となって

おります。 

５ページからの歳出ですが、下水道管理費につきましては、公営企業法適用化支援業務費や公

課費の減額が主な要因で５４８万１２５円減少しております。 

なお、委託料の公営企業会計システム構築事業につきましては、システムや機能の内容の精査

に時間を要し翌年度への繰越事業となっております。 

６ページの下水道整備費の工事請負費では、公共下水道管渠布設工事や公共ます設置工事など

１５件の事業を実施しております。 

なお、宇佐木地区と曽根地区での管渠布設工事では安全対策など地元との調整に時間を要し翌

年度への繰越事業となっております。 

公債費は、依然として３億円を大きく超えるものとなっております。この傾向は当面は続くと

認識しており、公債費の適正な管理に引き続き努めていくことにしております。 

次に、認定第４号「２０１９年度平生町漁業集落環境整備事業特別会計歳入歳出決算につい

て」であります。 

歳入・歳出ともに１億１，７１６万３０５円でありまして、実質収支額もゼロとなるものであ

ります。前年度対比では１３．１％の増加となっております。 

管渠整備につきましては、平成１９年度に完了しており、２０１９年度末の水洗化世帯数は

４０４世帯、下水道接続率は７３．９％となっております。 

処理区域内人口が減少しており、流入量も減少することが予測され、処理施設の維持管理費の

確保が大きな問題となります。引き続き、水洗化の促進に取り組み、財源確保の点からも使用料

収入の確保に努めてまいりたいと考えております。 

３ページの使用料につきましては、１,５７７万２，３１６円となりまして、前年度対比５万

３，５９１円、０．３％の減少となっております。 

一般会計からの繰入金につきましては、７，１６８万６，０８９円となりまして、前年度対比
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１８万７，１５６円、０．３％の減少となっております。過年度分消費税還付金の増額が主な要

因であります。 

公債費では、引き続き適正な管理に努めていきたいと思います。 

続きまして、認定第５号「２０１９年度熊南地域介護認定審査会事業特別会計歳入歳出決算に

ついて」であります。 

歳入・歳出総額ともに２，５００万９,１５５円となっております。実質収支額もゼロとなる

ものであります。 

介護認定審査会は毎週２回の開催を基本としており、総開催回数は６８回で、審査判定件数は  

１，８２３件で前年度と比較して３５０件減少しております。更新にかかる認定有効期間の上限

が２年から３年に変更となっていることが要因であります。 

３ページの歳入につきましては、これまで同様、審査会の構成町であります、田布施町と上関

町からの負担金と平生町からの運営費としての繰入金により審査会事業を運営しております。 

４ページの歳出につきましては、認定審査会運営業務に要する経費を支出しております。運営

業務につきましては、前年度と内容に変更点はありません。 

続きまして、認定第６号「２０１９年度平生町介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算につい

て」であります。 

歳入総額は１４億１，０４０万９，０４９円、歳出総額が１３億７，１３９万１，６１８円と

なりまして、歳入歳出差引残高３，９０１万７，４３１円を令和２年度へ繰り越すものでありま

す。 

高齢者数の増加により、２０１９年度末の第１号被保険者数は４，５５５人で前年度と比較し

て１８人増加しております。 

５ページからの歳入につきましては、介護給付費に要する財源として保険料、国庫支出金、支

払基金交付金、県支出金などで構成しております。 

歳出の１０ページから１１ページにかけての保険給付費につきましては、給付費総額が１２億

４，５７８万３，２４９円となりまして、前年度と比較して３９４万７，９５６円、０．３％の

増額となっております。介護保険施設である老人保健施設への入所者が増えたことによる給付費

の増加が主な要因であります。 

要介護者に対する給付であります介護サービス等諸費では１１億４，６７４万１，０５４円と

なりまして、前年度と比較して３６６万３,３３８円の増額となっております。 

要支援者に対する給付であります介護予防サービス等諸費では１，５７０万１，２４２円とな

りまして、前年度と比較して１９９万５８８円の減額となっております。 

ちなみに２０１９年度末の高齢化率は３９．２％となっております。 
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介護保険事業計画に沿って、一人でも多くの高齢者の皆さんがふるさと平生町で元気に暮らし

ていけるよう介護予防の取り組みを進めてまいります。 

また、引き続き高齢者を地域で支える地域包括ケアシステムの構築に努めるとともに、生活支

援体制整備事業及び認知症総合支援事業に取り組んでまいります。 

次に、認定第７号「２０１９年度平生町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算について」

であります。 

歳入・歳出総額ともに２億４，３４９万８，９３５円となりまして、実質収支額もゼロとなる

ものであります。 

３ページからの歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料で、歳入総額は１億７，３３８万２，

１９８円となり、歳入決算総額全体の７１．２％を占めており、収納率は現年度分で９９．９％

であります。 

５ページからの歳出の主なものは、山口県後期高齢者医療広域連合への納付金でありまして、

総額で２億３，１３３万３，００１円となっており、歳出決算額全体の９５．０％を占めており

ます。 

以上で、一般会計と６つの特別会計の歳入歳出決算についての説明を終わらせていただきます

が、別冊の財産に関する調書、２０１９年度決算の附属資料及び決算審査意見書を御参考に、御

審議を賜りますよう、お願いを申しあげまして決算報告を終わります。 

○議長（中川 裕之君）  これをもって提案理由の説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第３１．一般質問・行政報告及び提出議案に対する質疑 

○議長（中川 裕之君）  日程第３１、一般質問・行政報告及び提出議案に対する質疑を行います。 

 まず、一般質問を行います。 

 質問の通告順により順次発言を許します。細田留美子議員。 

○議員（９番 細田留美子さん）  それでは、通告いたしました地方分権の推進について質問いた

します。 

 ご存じのように、地方分権一括法が２０００年４月に施行され、丸２０年が過ぎました。それ

までは国の方針で全国一律、同じような政策で各自治体が治められていたところです。 

しかし、この法律ができたことで、地方は実情に合った政策が取れるようになりました。自分

たちのことは自分たちで決めることができるようになったのです。また、機関委任事務が全廃さ

れ、国と地方は対等の立場になったとも言われています。 

 自治体が自ら考え判断できるということは、結果についても責任を取ることです。それぞれの

自治体の力量が問われるところですが、この一括法後の２０年で平生町行政はどんな変化が生ま
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れたのか質問いたします。 

 ２番目に、これについて町長の見識をお尋ねいたします。 

 町長は総務省に在籍されていた経験から、地方分権については自分なりの理想をお持ちだと思

います。中央で考えることと地方での実際には差があったことでしょう。平生町の現状をどう見

て、どのように評価されたでしょうか、お伺いいたします。 

 以上２つ、地方分権一括法による平生町政の変化と町長の地方分権に対する理念と現場の評価

を質問いたします。 

○議長（中川 裕之君）  浅本町長。 

○町長（浅本 邦裕君）  細田議員にお答えいたします。 

 平成１１年７月１６日に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律、いわゆ

る地方分権一括法が公布され、平成１２年４月に施行されました。 

 この法律は、変動する国際社会への対応、東京一極集中の是正、個性豊かな地域社会の形成、

少子高齢化社会への対応、これらの国内外の環境の変化に対し、明治以来形成されてきました中

央集権型行政システムでは的確な対応が困難であるため、地方分権型行政システムへと変革する

ものであります。 

 制度改革の主な内容といたしましては、機関委任事務制度の廃止、権限移譲の推進、行政体制

の整備・確立などがあり、これらは地域の実情や住民のニーズ等を的確に反映させた自主的な行

政運営を行うことができるようにするためのものであります。 

 これまでの変化といたしましては、市町村合併の推進により多くの市町村が合併し、自主的な

行政運営を行うことができるよう、地方行財政基盤が強化されてきました。 

 また、地方分権の先駆けと位置づけられた介護保険制度が市町村を主体とし、平成１２年４月

から始まりました。本町では、平成１１年４月１日に組織体制の強化を図り、介護認定審査会に

ついては、当時は田布施町、上関町及び旧大和町の４町で、現在は旧大和町を除く３町による広

域連携で取り組んでいます。提供するサービスの種類及び量については町の判断で決定すること

ができることとなっておりますが、国の制度に縛られることとなり、独自の施策展開はまだ難し

い状態です。 

 権限移譲の推進により、本町への移譲事務は旅券の発給に関する事務や有害鳥獣の捕獲許可等、

２８事務となっております。移譲により住民の利便性の向上が図られたことや、地域課題の解決

に資する取り組みなどが可能となりました。 

 自主的な政策を展開するためには、政策形成能力及び組織力が必要であると認識しておりまし

て、職員の能力向上や広域行政での取り組みについて検討していく必要があると考えております。 

 私としての評価でございますけども、基本的にこのように地方分権という形でなりましたが、
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実際問題として、結局各省庁といいますか国のほうはいろんな権限をまだまだ持っていて、本当

に自由にできるかというと、いろんなところでまだまだできないこともあります。 

 ただ、できることも多くなりまして、今、本当にやろうと思えばできるものもございますし、

特区制度というものもございますし、あとは私が思うのはやはり財源です。財源があれば、ある

程度、各市町村でやれると思いますが、何分財源がない、特に私ども小さな町村ではなかなか財

源が豊かではありません。 

 したがって、この財源をどうやって持ってくるかというのは考えていかないといけないと思っ

ております。もちろんいろんな制度、いろんな国の施策を早く知り、それにいかに上手に乗って

やっていくか、また財源につきましても地方債、要するに借金をするにしても、借金の返済の際

に交付税措置がされるものもございます。こういう有利な財源を使って、いかに施策をしていく

かというのが、最も私は重要な課題だろうというふうに思っております。 

 来年度に向けて、いろんな施策を勉強しながら、いいものがあればどんどんやっていきたいと

いうふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（中川 裕之君）  細田留美子議員。 

○議員（９番 細田留美子さん）  まだまだ国の制度に縛られていることも多い、でも、できるこ

とも多いと今町長さんはおっしゃいました。国の制度に縛られていることが多い、例えば条例を

利用して地域の課題を解決している自治体がございます。 

 平生町でも空き家の対策にすごく頭を悩ませたときがございました。今国が空家法をつくって

いますので、平生町もそれに準じて条例をつくっております。この空家法ができる前に、もう既

にそういったことをしている、条例をつくって、そういったことに対応している自治体もござい

ました。いろんなことを、条例をつくることでクリアしている、または法の解釈をどうするかと

いうことでクリアして、地域の課題を解決している手法を使っているところもあるように聞いて

おります。 

 そういったお考えはないかというのと、それからさっき財源の話がございました。本当に悩ま

しい話で、権限も財源も国はやるやると言いながらやっていない。機関委任事務制度も廃止した

ものの、結構自治事務に対しての口入れもある。法定受託事務ももちろんありますし、なかなか

大変です。 

 財源不足をそのいろんな補助制度に乗っかってやるという方法もあるんですけれど、国と地方

の税財源も５対５にすべきだという話も以前ございましたよね。そういったものをしっかり国に

伝えていく。消費税の引き上げに伴う増税分のうち、地方は３０％余りしかもらえませんでした。

税財源の分権が進んでいません。地方税の偏在是正に国と地方の税源交換案もございました。 
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 そういったこともしっかり町長には、いろんなところで国のほうへ、県のほうへ、いろんな機

会、あらゆる機会にそのことを伝えていただきたいと思っております。 

 先ほど言いましたように、条例とそれから法の解釈でできることが平生町はないかどうか、そ

のあたりと、それから行政の自立と住民の自立は車の両輪です。平生町のコミュニティ協議会が

中心的役割を担っていますが、やらされ感があると聞きます。自分たちの暮らしを自分たちで地

域を守るために行政との協働が必要不可欠であると、町長はあらゆるチャンネルを使って町民に

伝えてほしいという思いもございます。 

 今、この前、１０年の計画を立てるときに住民の説明会とかいろんな手法を使って、住民の参

加を求めているものもありました。ああいった形をどんどん進められたらよろしいんじゃないか

と思うのですけれど、この前やられてみていかがでしたか。分析をお伺いいたします。 

 今、丸２０年たったところですけれど、次の２０年で平生町はどのような姿に変化するのでし

ょうか。今後の分権改革の方向性をお尋ねいたします。 

 以上です。 

○議長（中川 裕之君）  浅本町長。 

○町長（浅本 邦裕君）  財源につきましては、本当にまだまだ移譲といいますか、国から来てい

ないと思いますが、私、三位一体改革のときにちょうど予算を担当していたんですけれども、切

るところは切られて、財源についてはほとんど、だから補助金なんかはどんどん切られて、その

分が財源に来たかというと来ないんですね。もう、そういうのを見ていて、やっぱり国としても

ちゃんと削った分は市町村に全部出すというぐらいの気がないと、なかなか市町村はやっていけ

ないというのはもちろん分かっています。 

 したがって、いろんな機会を捉えて市町村のほうにもう少し財源をいただくように、上京する

際にはぜひともお願いをしていきたいというふうに思っておりますし、私どもだけじゃなくて、

町村会や市長会も通じまして、山口県の町村会、市長会だけではなく、全国市長会、全国町村会

も含めまして、そういう財源の移譲といいますか、財源がもう少し市町村のほうに回ってくるよ

うにお願いしていきたいというふうに思っております。 

 それから、私いつも言っている協働のまちづくり、まちづくりというのは行政だけじゃ本当に

できません。行政と町民が一緒になってまちづくりはやっていくものだというふうに思っており

ますし、したがって、まちづくりの懇談会とか２回やらせてもらいました。本当にたくさんの方

に来ていただきまして、熱心にいろんな意見を交わされました。ワークショップ形式でやったん

ですけど、やっぱりそのほうが皆さんも話しやすいし、いろんなことを話して、将来の平生町が

こんなになったらいいなということをいろいろお聞きしましたし、まとめてもいただきました。 

 また、小学校、中学校にもアンケート調査をさせていただきまして、先日、読ませていただい
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たんですけども、小学生の皆さんもやっぱりいろいろ考えていただいております。 

それから、熊毛南高等学校も出前講座をさせていただいて、熱心に話をさせていただいたとこ

ろでございます。 

 おっしゃるとおり、町民みんなで、全員で総合計画、今後１０年をつくり上げていく必要があ

ると私も思っております。これが協働のまちづくり、いつも言っているとおりでございます。お

っしゃるとおり１０年というのは、これは長いんですね。だから大きな計画をつくっても１０年

後にはどうなっているかわからない。第一、昨年こんなふうになっているって誰が思いました、

こんなコロナ禍になって出歩けないなんていうのを誰も想定している人はいないわけです。 

 ですから、１０年間の計画つくります、つくるけれども、これはあくまでも目指す道々でやれ

ることをやっていくと。ただ、その中にいろんな、こんなコロナ禍みたいな話が出てくる可能性

もあります。だから、その都度その都度修正しながら１０年間をやっていく必要があると私は思

っております。計画というのは、つくればそれにのっとってやればいいというんじゃなくて、計

画は計画として、それをどんどんどんどん見直していくというのが、あるべき姿だと私は思って

おります。 

 いずれにいたしましても、将来像を、１０年後の将来像を見据えた計画をつくっていきたいと

思っておりますので、町民の皆さんにも協力を頂きたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（中川 裕之君）  細田留美子議員。 

○議員（９番 細田留美子さん）  今回の総合計画のワークショップなんかはとてもよかったと高

く評価したいと思います。また、小学校、中学校、それから熊毛、専門学校あたりにもいろいろ

アンケートを取られました。これも高く評価したいと思います。そういったものを一歩一歩進め

ることで、住民の参画が進んでくると思いますので、これからもより一層の取り組みを町長さん

に期待したいと思います。また、国、県への要望はぜひお願いしたいと思います。 

 次に、２番目の広域連携について質問いたします。 

 広域連携とは、各自治体の自主性、自立性を尊重しながら、１つの自治体で行うよりも幾つか

集まって広域で取り組むほうが効率的なものや、小さな単位ではなかなか対応することが難しい

ものを広域で連携して解決していく手法です。定住自立圏構想や連携中枢都市圏構想などがあり

ます。 

 平生町では、柳井広域で取り組んでいるものと広島広域で取り組んでいるものがあります。取

り組み内容と効果などの現状を質問いたします。 

 また、職員の能力アップの取り組みとして広域で行っていることがあればお聞かせください。 

 以上、広域での取り組みを質問いたします。 
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○議長（中川 裕之君）  ここで暫時休憩します。再開を１１時１５分といたします。 

午前１１時０５分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前１１時１４分再開 

○議長（中川 裕之君）  再開いたします。浅本町長。 

○町長（浅本 邦裕君）  お答えいたします。 

 本町における広島広域都市圏域での広域連携につきましては、国の連携中枢都市圏制度に基づ

きまして、平成２７年４月に広島市の都心部からおおむね６０キロメートルの圏内にある広島県、

山口県東部の２４市町で構成する広島広域都市圏協議会に参画しております。 

 広島広域都市圏の一体的な発展に向けた交流・連携を推進するため、広島広域都市圏発展ビジ

ョンを平成２８年３月に策定し、圏域経済の活性化と圏域内人口２００万人超を目指す

「２００万人広域都市圏構想」の実現を図っているところでございます。 

 現在、２０１６年度から２０２０年度までの５か年を計画期限とした広島広域都市圏発展ビジ

ョンに基づき、年２回の連携市町の首長が一堂に会しての広島広域都市圏協議会において、所要

の見直しを実施しながら取り組みを行っており、当初６３事業であった事業数が、現在９２事業

に増え、様々な分野で効果が得られております。 

 ビジョンに位置づけられている全９２事業のうち、平生町は６７事業について連携し、事業内

容に応じて関係課において実施しているところでございます。具体的には、圏域内連携交流促進

事業としてイベント情報誌の発行やホームページ、ＳＮＳ等のインターネットを活用した情報発

信、平成３０年４月に広島市佐伯区にオープンした「ジ アウトレット広島」内の圏域情報発信

拠点ＶＢＡＳＥを活用した情報発信、ふるさとの魅力発見ツアーと称した日帰りツアーの企画・

実施、プロスポーツ共同応援、各種圏域内イベントのＰＲブース出展・参加などの取り組みを行

っております。 

 また、移住定住促進にかかる広域連携事業や外国人観光客の誘致に向けた取り組み、圏域内の

島しょ部の観光資源を活用した観光振興、課税のための航空写真撮影や下水道指定工事店の指定

制度の広域的運用においても、広域連携による効率的かつ効果的な事業実施を実現し、実績が上

がっております。 

 次に、柳井地区広域行政連絡協議会についてでございますが、平成２０年１２月２６日に総務

事務次官通知において、それまでの広域行政圏施策は廃止され、その後の広域連携については関

係市町の自主的な協議に基づき取り組むこととなりました。 

 そこで、これまであった柳井地区広域事務組合は平成２１年３月３１日をもって解散し、柳井

市、周防大島町、上関町、田布施町及び平生町において平成２３年４月１日に市町間の連絡調整
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を図り、地方公共団体の円滑な運営と地方自治の振興発展に努めることを目的とした任意の協議

会、柳井地区広域行政連絡協議会の設立に至りました。 

 協議会として実施しています事業につきましては、若者の出会いの場を提供し、柳井地域の定

住促進を図る目的としてサザンセトカップリングパーティの開催、サイクリングのまちづくりの

取り組みとして「サザンセト・ロングライドin山口」の大会運営への参加、広域観光の取り組み

として広島マツダスタジアムでのプロ野球公式戦において物産品販売や観光パンフレット配布等

の観光ＰＲ活動を実施、また、合同就職面接会の取り組みとして、国・県と連携し地域内の定住

促進を目的として柳井地域合同就職面接会を開催しております。 

なお、今年度におきましても新型コロナウイルス感染症のため延期や中止となったイベントも

ありますが、関係市町が知恵を出し合い、各市町が持つ資源を持ちより、効率的かつ効果的な広

域連携の取り組みを検討しながら進めてまいりたいというふうに考えております。 

 次に、広域での職員の能力アップの取り組みについての御質問がございました。 

 平成２８年３月に締結しました広島市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約に基づき、平成

２８年度から広島市が実施する研修に協約締結市町の職員も受講できることとなり、昨年度まで

の４年間で延べ１４名が受講しております。この研修は、圏域内市町職員の圏域マネジメント能

力の向上を図ることを目的としております。 

 研修内容といたしましては、職員階層別に必要な一般研修と各種業務に必要な専門研修となっ

ており、本町におきましては主に専門研修にその業務に関わる職員が受講し、業務に生かしてい

るところでございます。 

また、併せて、同じく平成２８年度から圏域の職員共同交流研修にも参加できることとなり、

毎年１名ずつ延べ４名が参加している状況でございます。この研修は、職員の政策形成能力の向

上と職員間の交流を通じた圏域内市町の相互理解の促進を図ることを目的としております。 

 研修内容といたしましては、圏域内での課題などをテーマとした施策等を研修生がグループで

企画立案するもので、毎月１回程度の協議を重ね、約１年をかけて企画立案し、最後にその立案

した企画を発表してもらうものであります。 

 本町におきましても、年齢３０代の中堅職員を参加対象としており、約１年間の研修による交

流により参加職員においては、参加職員間の人脈作りと圏域内市町の相互理解が図れていること

に加え、政策形成能力の向上にもつながり効果のあるものと認識をしております。 

 現在、山口県市長会及び山口県町村会が公共財団法人山口県人づくり財団に委託し、実施され

る山口県内市町職員を対象とした職員階層別研修及び業務専門研修に、年間約５０名弱の職員が

受講しております。引き続き山口県人づくり財団研修及び広島広域研修を積極的に活用し、職員

の能力向上に努めてまいりたいと考えております。 
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 以上です。 

○議長（中川 裕之君）  細田留美子議員。 

○議員（９番 細田留美子さん）  今おっしゃったように広島広域都市圏協議会でビジョンを策定

して、今９２事業があって、そのうち６７平生町がかんでおります。この６７もある中で、どう

やってこれを効果的に使えるのかなという、ちょっとそれは心配をしております。 

 中にはいろいろ面白い事業もございますので、まあ、地産地消のこととか販路の開拓支援とか、

企業の誘致、Ｉターン・Ｕターン、そういったものもございますし、連携はしていないんですけ

れど神楽を使った町おこしというような事業もございます。うちはオリーブを使った町おこし、

イタリアを使った町おこしぐらいを提案して、江田島がオリーブを栽培しますよね。そういった

連携が考えられないか、せっかくこういった事業に参加していますので、年２回町長さん２４市

町の方たちとお会いしていらっしゃるわけですから、いろんな連携をとる機会になると思います

ので、その辺りのことをお願いしたいと思います。 

平生町から新しい提案、さっき言った「イタリアーノひらお」をどうアピールするのかという

あたりの目線から考えられないか。ちょうど５か年の計画が終わるころですので、提案をしてい

くということも考えられるのではないかと思います。 

 このパンフレットもたくさん作ったり、いろんな情報発信をしているというお話がございまし

た。私もちょっと２つほどパンフレットを今手元に持っているんですけれど、このパンフレット

の中で平生町が目立つかどうかというお話をさせていただきたいと思います。 

例えば、一番下に平生町の項があるんですけど、一番下というのは目立つところですので、こ

れはここの場所でよかったなとは思いますが、何分地味。平生町は夕焼けがきれいですから、ど

うしても風景を使いたいのなら、夕焼けのオレンジを持ってくるとか、そういった一つ一つの事

業を大事にして、効果的に使っていただけたらと思います。 

 周防大島町なんかは、面白いですよね。サービス依存にはこれが効くという薬のパッケージみ

たいなものを出して、「島暮らし」とやっております。こういったちょっとひねった面白い取り

組みがございますので、そういったものも参考にされたらと思います。こういったものを作ると

きに平生町でどこまで思い入れがあるか、そういったものが如実に現れるような形で、せっかく

のパンフレットを使っていただきたいと思います。 

 また、こちらの広島、宮島、岩国の周遊ガイドブック、平生町は阿多田交流館と寄り道スポッ

トで大星山があります。これも大星山から見るさっきと一緒で風景でございます。どうせなら

「歴史を徹底追跡」というコーナーにあるので、うちはいろんな遺跡とか前方後円墳とか古墳も

ございます。そういったものをアピールしていくのも一つの方法かと思います。歴女といって、

女性が目を付けるものは大体当たってきますので、そういったいろんな思いをこういったものの
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中に、作るときには平生愛いっぱいのものを作っていただきたいと思っております。 

 先ほどの、今は広島広域の話でしたけれど、柳井地域の広域での取り組みはいろいろ事務組合

なんかでやっておりますけれど、まずはそういった形で何かできるものはないか。これから人口

減少も進んできて職員の数も減ります。現在でも業務量が増えて職員の健康問題まで発展してい

ますので、広域でできることはそこで取り組み、事務の効率を図られることが大事だと思います。

情報通信機器や人工知能の利用により、事務の環境も大きく変化してくるとは思います。しっか

り広域での取り組みをできないか、これ以上の取り組み予定はないかをお伺いいたします。 

 また、職員の能力アップについては、日常的な業務をされている皆さんもしっかりよそとつな

がれるような形で、情報機器を使われてもいいですので、毎年１人だったり、４年で１４名だっ

たりではなくて日常的に職員がほかのところとつながって、自分のスキルアップができるような

形の制度設計ができないかお尋ねいたします。 

 以上です。 

○議長（中川 裕之君）  浅本町長。 

○町長（浅本 邦裕君）  お答えいたします。 

 まず初めに、広島都市圏の発展ビジョンの中に、「イタリアーノひらお」なんかを入れたらど

うかなという話もございました。実は、神楽につきましては７団体ぐらい実際にやっておられる

のでそういうまとまりがあるんですが、「イタリアーノひらお」はよそのところで、上関とか柳

井と一緒にやりませんかぐらいはあるんだろうとは思いますが、よそのほかの２４の中のほかの

町はあまりなじみがないというか、一緒にやりましょうというのはなかなか難しいんじゃないか

なというふうに思っています。一応、声はかけてまいります。 

 あと写真とかの掲載、これについてはやっぱりよく考えます。やっぱりありきたりな写真を使

ったりしているのが実際だと思いますので、よくその辺は注意しながら写真とかそういう掲載物

については確認しながら、もっといいのはないのかなというのを探して載せるようにいたします。 

 それから、研修でございますけども、先ほど言いましたように広島県とはやっておりますが、

実は柳井市とは職員相互で行ったり来たりしておりまして、やっぱりそれに伴って隣の市ではご

ざいますが、柳井市のやり方、平生町のやり方がそれぞれ柳井で平生町のやり方はこうだ、平生

で柳井市のやり方はこうだというんで、いろいろ勉強になると思うんで、そういうのはずっと続

けていきたいなというふうに思っておりますし、研修につきましても先日、うちのほうで例の持

続可能な、ＳＤＧｓの関係で職員研修をやりました。 

有名な方を呼んで、午前中と午後に３時間半ずつみっちりとワークショップ形式でやりました。

午前中に２６人、午後は２３名の方々に出てもらって、みっちりとＳＤＧｓをやりました。今後

に生かすためにやっぱり研修は必要だということで、やらせていただきました。 
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これから先も、そういうふうにいろんなテーマを作って、いろんな研修を職員にしていきたい

なというふうに思っております。 

 また、昨年度は自治大に行かせてもらったんですけど、今年はそういう研修があるんで、今回

やめましたけど、来年度以降も自治大学校もしくは市町村アカデミーのほうにも、ぜひとも職員

を派遣して全国の地方公務員はこんなんだというのを勉強してきてほしい。やり方もいろいろ違

う、ところ変われば違うでしょうし、この中国地方でのやり方と東北地方のやり方は全く違うか

もしれない。そういうのも勉強をしてもらって、それがいいものがあれば持ち帰ってもらって取

り入れて行きたいというように思っておりますので、研修もしっかりやっていこうと思っており

ますので、よろしくお願いを申しあげます。 

 以上です。 

○議長（中川 裕之君）  細田留美子議員。 

○議員（９番 細田留美子さん）  人材育成にはすごく熱心に取り組んでいらっしゃる町長さんの

ことですので、ぜひその辺りのことを点ではなくて面で、この職員をこっち、あの職員をこっち

じゃなくて、日常的な業務に携わっている職員たちが同じような職の他の田布施とか柳井とか大

島とか、そういったところの人とつながることでミスも少なくなるでしょうし、いろいろ勉強す

ることも多いと思います。だから、上のほうの方じゃなくて、面で取り組んでいただけたらとい

うのをお願いしておきます。 

 あと、さっきちょっと忘れていたんですけれど、柳井地区で取り組んだ、例えばサザンセトカ

ップリングパーティ、これ定員が２０名なんですけれど、各々２０名、だから４０名ですね、

１回目が２５名、２回目が３４、３回目が１３人という形なんですけれど、参加資格は２０から

４５歳の男性は柳井広域在住で、女性は住所要件なしという形で１回目、２回目、３回目とやら

れていて、これ馬島でやられたり果子乃季でやられたり、瀬里家でやられたり面白い取り組みだ

と思うんですが、なかなか参加者がきっちりいないと。参加料４,０００円が男女４,０００円が

高いのか、２回目は３,０００円でしたから少し人数が増えているから参加料の問題なのか、内

容の問題なのか、分析をされましたか。もっと効果的な取り組みをされる必要があるんじゃない

かと思うんですよ。事業費２５万円使っていますね。あと、ロングライドは一所懸命取り組んで

いるところで、これがどれだけ平生町に効果があるのかなというのは、効果があるといいなとい

う気持ちでいっぱいでございます。 

 マツダスタジアムのプロ野球の公式戦に、平生町からも５名行っております。平生町はソルベ

とブルーベリーわらび餅の販売をしていますけれど、こういった特産品をもっと開発していかな

いといけないかなと、これを見ながら思いました。 

 あと合同就職面接会、これがもっともっとたくさんの参加企業があって、求人件数ももっと
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１２０件でしたけれどあって、参加人数ももっとあれば広がりがあればいいなと思います。この

辺りも柳井地域で取り組むのに、山口県で取り組んでいることもあるんですけれど、近いほうが

やっぱり皆さん就職するぞという気になるでしょうから、この辺りももう少し進めていただきた

いと思うんです。こういったものをより効果的に取り組む、分析はどうだったかというのを最後

にお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（中川 裕之君）  浅本町長。 

○町長（浅本 邦裕君）  お答えします。 

 取り組みは多分、いろんなのがあるんだろうと思いますが、差し向き今、必要なそういうカッ

プリングとかいろんなＰＲを行っていく、もしくは就職、共同で就職の面接会をするというのは、

みんなでやったほうがいいのに決まっておりますし、今後も続けていかなきゃいけないだろうと

いうふうに思っております。 

 また、結局私は周知だろうと思うんです。本当にそういうカップリングパーティがあるという

のを知っている人が何人いらっしゃるのだろうかと。私どもはインターネットでホームページに

載せていますというけど、ホームページを見てから、「こんなのがあるんか」という人はそんな

にないと思うんで、やっぱり周知は必要なんだろうなと。若い者たちが、未婚の方が、「今度こ

んなのがあるんだけど一緒に行くか」とか、そういう話ができるような周知をやっていかないと、

なかなか人も集まらないだろうなというふうに思います。 

 ですので、こういう周知の仕方をもう少し研究していきたいなと思いますし、こういうものだ

けじゃなく、もっと例えば柳井圏内だけじゃなくて、先ほどもおっしゃったとおり山口県内だけ

でできるものはないんだろうかというようなことも含めてやっていきたいなというふうに思って

おります。 

 特産品を各市町で一つずつ作るというのをやっておりまして、ようやく全市町がそろってこれ

からどういう販売をやっていくかというのも検討しているみたいでございますが、平生町もブ

ルーベリーバターというのを一品作りまして、これから周知を図っていきたいと思っております。

やっぱりこれも周知といいますか宣伝といいますか、それが大事だろうなと思っておりますので

それも含めて、また山口県内でも連携できるものは連携していきたいなというふうに思っており

ますので、よろしくお願い申しあげます。 

 以上です。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（中川 裕之君）  次に、中本敦子議員。 

○議員（３番 中本 敦子さん）  それでは質問させていただきます。 

 毎月発行の平生町広報を見ると、毎月人口がここ何年も前から減少が続いています。平生町を
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どうにかせんにゃいけんとの思いはありますが、簡単に手立てはありません。私は隅田団地そば

を、まだ住宅がたくさん建っていたころから毎日行き来していますが、この荒廃地がどうにかな

らないのか不安を抱いています。道にふと、下水道と思われるんですが、マンホールの蓋を見つ

け、分譲地として売却できないか、若者たちの集落にできないのかと思ったところです。素人考

えです。専門的な方には笑われるかもしれませんが、平生町を何とかしたい思いでの質問ですの

で、少しでも考えるところがあればよろしくお願いします。隅田団地はこのままのあらかた荒廃

地の状態では負の遺産です。活用次第では大きな財産ではないでしょうか。 

 そこで１つ目の質問です。隅田住宅の解体が始まったのは何年からで、現在の２棟になって何

年たつでしょうか。 

 ２つ目は、銀行、役場、小中学校に近く、バス停もあります。若者に魅力ある環境が整ってい

るように感じます。例えば、安く分譲地にしても人口が増加すれば交付税、固定資産、町民税な

ど増加し、静かな高齢者の町から子供の声の聞こえるにぎやかな若者の町になるのではないだろ

うか。人口減少の歯どめ、または増加につなげることはできないのかお尋ねします。 

○議長（中川 裕之君）  浅本町長。 

○町長（浅本 邦裕君）  お答えいたします。 

 平生町営隅田団地は昭和３７年度に３０戸建設され、築後６５年が経過をしております。平成

８年度から整備を行ったホームタウン平生団地へ任意での移転を行い、平成１１年度から空き家

となった住戸を解体し、平成３０年度末までで２８戸の解体を行い、現在も２戸の管理を行って

おります。木造住宅であり、老朽化し、耐用年数も過ぎていることから、現在も移転または退去

を依頼しているところでございます。 

 町では平成２６年３月に、平生町公営住宅長寿命化計画を策定し、隅田団地は周辺環境、交通

の利便性、まとまった広い敷地でもあり、他の老朽化した団地も含めた建て替え整備する方針と

しておりまして、地域の需要を考慮して検討することとしております。 

 公営住宅は、住宅に困窮する若者を含む低所得者の方を対象とした住宅であり、今後において

も町全体の施策を見極めながら、老朽化した団地を考慮しつつ建て替え整備を行える時期になり

ましたら、計画を実行したいと考えております。 

なお、平生町公営住宅等長寿命化計画においては、現行の計画実行の中間でありまして、次回

の見直しは令和５年度を予定しております。その時に、今、建て替えをするという集約的にあそ

こに持っていきたいということで考えておりますが、この次の見直しの時に今おっしゃられたよ

うな宅地にしていったらどうかというふうなことも含めて検討をしてまいりたいと思います。お

っしゃるとおり場所的には大変いいところだと思っておりますので、そういうことも含めて検討

させていただきたいというふうに思っております。 
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 以上です。 

○議長（中川 裕之君）  中本敦子議員。 

○議員（３番 中本 敦子さん）  思わないことは起こりませんので、平生町活性化に考慮した私

なりの思いを述べさせていただきました。具体的に今すぐどうこう言うわけではありません。町

長さんの主とするお考えを伺いましたので、次の質問に移ります。 

 行政と町民の対話についてです。コロナの収束が見えない現在、各種行事、集会、イベント等

の中止が続き、人々と接する機会が減少しています。少し私の周りの現状をお話してみます。 

 先日、後期高齢者で独居の方ですが、「今年は敬老会も中止なんじゃねえ。２,０００円の商

品券が届くらしい。楽しみなんよ」と笑顔で話され、「でも私は会うことがないので敬老会に参

加して新しい町長に会えるのを楽しみにしていたんよ」と残念がってもいました。私は「コロナ

収束後には、イベントに一緒に行こうね」と言っておきました。 

 また、毎週土曜日、近くの市に住んでいる子供がスーパーに買い物に連れて行ってくれていた

が、３月から子供が買い物をしてくるので、医者以外どこにも出かけたことがないという人もい

ます。また、「毎年決まって行われていた行事、イベントが、盆踊りまでが中止となり、楽しみ

がなくなって寂しいねえ」と、これは毎年忙しい、忙しいとせんながっているのかと思っていま

したが、お世話をしてくれている人たちの会話です。 

 また、小学校低学年の子供たちが見守り隊の人と一緒に暑い中、マスクをして歩いて帰宅をし

ている姿に身をつまされる思いがしました。子供は子供で大変なんだなあと、車の中から見た様

子ですが、なぜか涙が出そうになりました。 

長年商店を営んでいた人が、「これほどの打撃はいまだかつてない」と嘆いています。 

 これらの状況を踏まえ、行政も支援策を行い、ご苦労いただきありがとうございます。８月

２８日発行のコロナウイルス感染症支援策のパンフレットは、実践が見える形で町民に伝えるこ

とができてよかったと思います。 

 それから、コロナ禍で受けた町民の痛みを少しでも分かち合いたいとの思いから、町３役の給

料がカット、また議員の皆さんの給料がカットなどされ、それらを合わせて平生町の未来を担う

小中学校の子供たち全員に給食の時に果物、また運動会等で飲み物などに使われることはうれし

いことです。 

 町長に就任され間がないのにコロナの時代です。大変と思います。でも集会も小人数から徐々

に増えているようです。コロナの時代を行政と町民がより一体となって平生町を守り、盛り上げ

る対策を改めてお聞かせください。 

○議長（中川 裕之君）  浅本町長。 

○町長（浅本 邦裕君）  御承知のとおり新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、全国的に
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各種行事やイベントは中止や延期になっております。 

 本町におきましても、年度当初の行政協力員会議に始まり、秋には敬老会や各種文化行事が軒

並み中止となっております。行事やイベントを楽しみにしていらっしゃいました皆様におかれま

しては、大変心苦しい思いでございます。 

また、町内施設におきましても、利用人数や使用時間による制限を行っており、４月からは使

用時間の制限は撤廃しているものの、利用者の方々にはご迷惑をおかけしているところでありま

す。 

 町では対話の機会の減少を防ごうと敬老会の中止に際しましては、外出の機会を提供するため

対象の皆様に商品券を送付したり、ひらお産業まつりにおいては実行委員会におきまして、いわ

ゆる３密を避ける形での開催を検討していると聞き及んでおります。 

 また、実施した行事としては総合計画の策定のため、このコロナ対策に配慮しながらまちづく

り懇談会を開催し、多くの町民の皆様との対話に取り組んだところであり、直接町長と話す機会

である「町長と語る会」や目安箱については、コロナ禍にありましても十分な配慮のもとで継続

して行ってまいりました。 

 町では協働のまちづくりを推進しておりますが、協働の始まりは対話からと考えておりまして、

今後におきましても町民の皆様との対話を重視してまいる所存でございます。 

また、コロナ禍で、大体コロナの、これまでたって特徴が少しずつ分かってまいりました。こ

れから先、今もワクチンとか特効薬とかも出てくると思います。したがって、そういうのができ

た暁にはこういう行事、イベントは前以上にやっていきたいなと思っております。 

ただ、これがいつ収束するかというのは私どもも分かりません。徐々に徐々にその３密を避け

る対策を行いながら、新しい生活様式というのを取り入れながら、どういうイベントの仕方があ

るかというのも含めて、私ども行政としても検討していかなければいけないというふうに思って

おります。 

 スポーツ観戦も観客を増やすという話も出ておりますので、私どものイベントもどういう形で

やれば実行できるんだろうかというのも考えながら、考えていきたいと思います。皆さんと本当

に一緒に話ができる機会をぜひとも作っていきたいなと、協働のまちづくりはお互いに話し合う

ことから始まりますので、これを取り上げたら協働でなくなります。本当に一所懸命頑張ります

ので、皆様よろしくお願い申しあげます。 

 以上です。 

○議長（中川 裕之君）  清時教育長。 

○教育長（清時 崇文君）  行政と町民との対話についての御質問にお答えをいたします。 

 全国で新型コロナウイルス感染者が連日確認されておりますけれども、本県においても７月中
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旬以降、連日感染者が確認され先の見えない状況が続いています。 

また、有効な治療薬が現れない限り、このウィズコロナこの時代は続くということも言われて

いるところです。 

そのような中にあって、感染防止対策を徹底していく必要から今年開催予定の町の主催行事を

はじめ、各種団体の行事、集会、イベント等については多くが相次いで中止となってきており、

議員御指摘のとおりこれまでどおりに集まることができず、対話し、かかわりを広げていく機会

が減少していると、このことが現状でございます。 

 そのような中ではございますが、平生町人権学習講座やふれあい天体観測会などでは、広い会

場の確保や入場者数の制限、受講者の座席配置の配慮など開催方法を工夫して開催してまいりま

した。 

また、各種の会議や集会等にあっては、参加者を制限したり、開催時間を短縮したり、書面議

決の方法をとったり、それぞれその方法をそれぞれで丁寧に協議をし、実施をしてきているとこ

ろでございます。 

 つながりを持つこと、これが基本となります学校教育であったり生涯学習であったり、これと

接触しないことが基本になります。このコロナ禍、この２つはとてもアンバランスで相反するも

ののように思います。 

しかしながら、どちらも決してあきらめるわけにいかないということで、今後は感染状況や新

しい生活様式を踏まえつつ、各種団体とも協力しながら関係する方々からいろんな知恵を頂いて、

行事等の取扱いについて丁寧に協議を進めるとともに、今年、中止や縮小したものについて、そ

の判断した経緯等を記録することで次年度以降の取り組みにもつなげていこうというふうに考え

ているところでございます。 

 また、学校の行事等、これも大きな影響を受けています。そんな中で学校というのもやはりつ

ながりを持つことを教える現場、仲間と直接的に対話、共同できる、これが学校の特徴といいま

すか、学校の存在価値であるというふうに私自身思っております。 

しかし、コロナ禍の中で大変大きな影響を受けているというのも事実でございますが、先ほど

申しあげましたとおり、どちらも、つながりも接触しないコロナ禍の対応というのも、どちらも

あきらめるわけにはいけないことでございまして、現在は、学校運営協議会であるとか保護者の

方々であるとか、ボランティアの方々であるとかそういった方々の御意見や、あるいは子供の意

見をしっかり反映させながら行事等を行っているわけでございますが、これからも感染状況等を

見極めながら学校においてもしっかり協議をして、学校運営協議会を中心に進めていきたいとこ

のように思っているところでございます。 

 以上でございます。 
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○議長（中川 裕之君）  中本敦子議員。 

○議員（３番 中本 敦子さん）  ありがとうございました。思いは重々わかってはいたのですが、

お尋ねして、すみません。全国どこでも危機感を感じていて平生町だけのことではないので、国

の方針もあるでしょうし、町民への思いもあるでしょうし、ジレンマがあると思われますが、コ

ロナが収束したときはいろんなことがあるとは思いますが、例えば、例として就職したお祝いの

イベントをするなど前向きに事を運び、夢を持って取り組んでいけたらいいがなあとそんな思い

でおります。ありがとうございました。 

 １つ目の質問を終わりまして、引き続いて２番目に信頼感を築く方法は、現在どのように配慮

されているかについてお尋ねします。 

○議長（中川 裕之君）  ここで暫時休憩します。再開を午後１時といたします。 

午後０時０１分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後０時５９分再開 

○議長（中川 裕之君）  再開いたします。中本敦子議員。 

○議員（３番 中本 敦子さん）  コロナ禍においても、会話が大切と、町長、教育長も申されま

したが、対話は信頼があってこそと思われます。 

 今、窓口での対応は、笑顔の挨拶と親切に担当者まで誘導していただき、頭が下がります。信

頼しているからこそ、町民は多種多様な意見や依頼を、多くの町民が来訪していると思われます。 

 しかし、時には、これが町民目線なのかというような思いで対応されていることもあり、違和

感を抱くこともあります。 

 例として、質問の答弁に、その時代の資料がない、今からつくる、退職している、他の課に異

動している、忙しい、このような対応では、町民は不信感を抱き、信頼感が薄れてしまいます。 

 一生懸命やっているのに、お互い信頼感や誤解が生じないよう、私は出過ぎかもしれませんが、

私なりの提案をちょっとしてみたいと思います。 

 窓口にお尋ねになられたとき、いつ、誰が、何の要件で来庁したのか、分かる資料、規定の資

料を設置したらどうかなと思います。 

また、町民の要件を傾聴したとき、できる頃はいつ頃、できないことは理由を町民に納得する

説明、このような配慮はどうでしょうか。ほかにも何かよい手だてはあるでしょうか。 

 本当に対話と信頼は、コロナ禍においても大切ですし、日常においても大切です。私は、オー

ル平生町で頑張りたいと思いますので、今日ここで発言させていただきました。よろしくお願い

します。 

○議長（中川 裕之君）  浅本町長。 
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○町長（浅本 邦裕君）  お答えいたします。 

 本町では、住民と行政の協働の推進を図るため、住民の参加と協働によるまちづくりに取り組

んでおります。協働によるまちづくりを推進するためには、両者の信頼関係を築くことが大切で

あり、信頼関係は両者のふだんからの円滑なコミュニケーションを取ることで高めていくものと

認識をしております。 

 コミュニケーションは、お互いに意見を素直に受け止め、素直に伝える、バランスのよい双方

向の関係性の中で深めていくものとすれば、町民の皆様からの御意見やご依頼につきましても、

同様であると考えております。 

 そのためにも、皆様の御意見にしっかりと耳を傾け、誠意ある対応に努めるよう、職員には課

長会議などを通じて呼びかけているところでございますし、職員もそのように心がけているもの

と認識をしております。 

 そのような対応がもしもあったとすれば、それは直していかないといけないと、私も思ってお

りますし、また、課長会議等において、そのようなことがないように伝えていきたいというふう

に考えております。 

 以上です。 

○議長（中川 裕之君）  いいですか。終わりですね。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（中川 裕之君）  次に、赤松義生議員。 

○議員（６番 赤松 義生君）  ９月も１０日ということで、今朝も少し冷えましたし、日差しも

随分和らいできて、少し秋という雰囲気が感じられるような季節となりました。日本共産党の赤

松義生です。 

 それでは、通告順に従って質問をいたします。 

 １つ目に、コロナ危機をのりこえ新しい社会をということで質問いたします。 

 新型コロナ感染症の新規感染者数が、８月中旬以降減少しつつありますが、中川日本医師会会

長は、「減少傾向だが、収束には向かっていない。医療現場は逼迫状況にある」と語っており、

なお予断を許さない状況にあります。 

 また、世界では感染が拡大しており、極めて憂慮すべき状況にあると言えると思います。 

 そうした中で、世界的に見たとき、コロナを経験をして、こんな政治でいいのか、こんな社会

でいいのかという問いかけが起こっているのも事実です。 

 １９８０年頃、アメリカではレーガン大統領、その前の年には、イギリスではサッチャー首相

が誕生し、そこを震源地とする新自由主義政策は、規制緩和、福祉削減、緊縮財政を特徴とし、

小さな政府という言い方がされました。 
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 要するに市場の規制を外し、大企業を優遇すれば、経済は活性化し、経済規模が拡大し、全体

の暮らし向きはよくなるという理屈でした。 

 この路線は、日本も含めて今日まで続いていますが、読売新聞では、４月の２６日に新自由主

義の名の下に、富裕層が強欲な利己主義を発揮しただけだと主張しました。 

 アメリカのコロンビア大学のジョセフ・スティグリッツ教授は、世界一豊かなアメリカですら、

医療現場は人工呼吸器、防護服、マスク、検査薬などの必需品が不足しているという惨めな現実

でした。米国が右往左往しているのは、政府を弱くし過ぎたからですと述べています。 

 ４月１３日、ミラノ、アムステルダム、バルセロナ、パリの４市長は、リーマン・ショック後

の緊縮政策は公共サービスを脆弱にし、経済成長を遅らせ、社会的な不平等をつくりだした。

我々は失敗に終わった処方箋に戻ってはならないとのアピールを発表しました。 

 サッチャー首相と同じ保守党のイギリスの首相のジョンソン首相は、サッチャー首相が、社会

なんていうものは存在しない、自分の面倒は自分で見てくれなければ困ると言っていたのに対し、

コロナウイルスは社会というものが存在することを証明した、我々の国民健康保険サービスを守

れと発言しました。 

 今、世界では、新自由主義への反省の声が聞かれますが、町長の見解はいかがでしょうか。 

 ２つ目に、ポストコロナを展望したとき、我が党の志位委員長は、経済効率のみを最優先して

きた政治から、人間のケア、雇用、教育、文化、芸術など、人間が生きていく上で必要不可欠な

ものを最優先する政治に切り替えよう、人々の間に分断を持ち込む自己責任の押しつけでなく、

人々が支え合う社会、連帯を大切にする社会をつくろうと提案しています。 

 また、立憲民主党の枝野代表は、自己責任社会から抜け出し、人々が支え合い、適切な再配分

を行う社会と政治が必要ですと述べておられます。 

 そして多くの皆さんは、よりよい未来をつくりたいと考えておられると思います。私は、自己

責任ではなく、人々が支え合う社会を目指すべきと思いますが、町長の思いをお聞かせください。 

○議長（中川 裕之君）  浅本町長。 

○町長（浅本 邦裕君）  お答えいたします。 

 新自由主義とは、政府による個人や市場への介入は最小限にすべきと考える経済思想でありま

して、赤松議員おっしゃるとおり、１９８０年代のイギリスにおけるマーガレット・サッチャー

首相によるサッチャリズム、同じく８０年代のアメリカ合衆国におけるロナルド・レーガン大統

領によるレーガノミクスが新自由主義等による代表的な経済政策と言えます。 

 日本においては、１９８０年から８７年の中曽根内閣において、民活プロジェクト推進を掲げ

て行われた、３公社の民営化をはじめとする、行政の民営化や２００１年から２００６年の小泉

内閣で行われました郵政民営化、三位一体改革といった小泉構造改革が上げられます。 
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 新自由主義は、規則の緩和による自由な企業間競争と経済の活性化、小さな政府による税収の

向上と税金の低減といったメリットがありますが、貧富の格差を生むというリスクのデメリット

もあります。行き過ぎた自由競争は、勝者が弱者を搾取する社会構造となりかねません。 

 自己責任という言葉で象徴される新自由主義による政策では、社会保障や福祉が切り捨てられ

る傾向がありますが、これでは、現在進行形のコロナ危機は乗り越えられないといった考え方が

あることも承知しております。 

 政府の在り方はいつの時代も、大きな政府と小さな政府の間で揺れ動いているのではないでし

ょうか。 

ただ、現在のコロナ禍の状況を鑑みると、小さすぎる政府に傾き過ぎないことが、大事なので

はないかと感じているところでございます。 

 それから、人々が支え合う社会を目指すべきという御意見がございました。 

 新自由主義とは、国民の政府の社会保障といったセーフティーネットと引換えに自由と責任を

受け取る経済思想であり、健康で経済についての知識や仕事の能力がある人にとっては理想の考

え方かもしれません。 

 しかし、現実には障害や病気、介護や子育て、教育の機会が与えられないなど、様々な事情を

抱えた人がいます。年齢や性別、障害の有無や病気の有無にかかわりなく、お互いの個性や価値

観を認め合い共に支え合い、助け合いながら、安心して生活できる地域社会の実現を目指してい

かなければならないと思っております。 

 活力と魅力のあるまちは、地域住民だけでも、行政だけでもつくることはできません。町民と

行政がそれぞれの役割を分担しながら、つくり上げていかなければならないと考えております。 

 行政だけでなく、地域住民のお一人お一人が地域の生活課題に主体的に関わり、地域福祉の担

い手としても参画していく協働のまちづくりに、これからも取り組んでまいりますので、御協力

を賜りますようよろしくお願い申しあげます。 

○議長（中川 裕之君）  赤松義生議員。 

○議員（６番 赤松 義生君）  町長の答弁をいただきまして、認識は、ほぼ一致ができているん

ではないかというふうに思っております。 

 町長も取り上げられましたけど、中曽根内閣の中での臨調行革路線です。２０年前にも、一時

期議員をしてきたことがありますが、あの頃やっぱり国民健康保険のことが議論になるときに、

医療費の５割を国が見ていたものが、そうした中で３８.５％に引き下げられて、そのことから

国保のいろんな問題がずっと今日まで続いてきておるわけなんですが、特に今日は、国の補助金

が全体の２５％程度に下がっているんじゃないかというふうには言われております。 

 だから、そういう福祉とか、医療とかに使うお金を削ってきた政治が、いろんなところにしわ
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寄せがきて、今日のコロナに対して、非常に脆弱な状況を生み出したんじゃないかというふうに

は思っております。 

 特に、山口県の保健所の数とか、それから職員の方の人数だとかを考えてみたときに、全国的

もそうなんですが、８５０あった保健所が４７５に少なくなって、やっぱりコロナでの対応とい

うことでは、本当に保健所の方々が苦労されておるということもよく聞いております。 

 そうした意味では、ぜひ町長、今答弁された方向で頑張っていただきたいと思っております。 

 それでは、２つ目に、ＰＣＲの検査の体制についてお尋ねをいたします。 

 新型コロナのウイルスの感染拡大を防ぐには、ＰＣＲ検査を大規模に行い、陽性者を隔離保護

する必要があります。 

 ６月の県議会では、県は８つの医療圏に検査機関を設置するとの方針の下、予算化されたとい

うふうに私は認識をしておりますが、また６月のここの議会で、私は町長にお尋ねしたところ、

医師会や近隣の自治体とも相談して取り組みたいと、町長も言っておられました。 

 このことは、あくまでの県の仕事にということになろうかと思いますが、この柳井の医療圏の

中で、検査機関を設置すると、こういうことについて、今、その後現状はどういうふうになって

いますか、その後の経緯についてお尋ねをいたします。 

○議長（中川 裕之君）  浅本町長。 

○町長（浅本 邦裕君）  お答えいたします。 

 山口県では、３月３日に下関市で１例目の感染者が確認されましたが、その時点での１日当た

りのＰＣＲ検査の可能件数は６０件でした。 

 感染拡大を防止するには、検査体制の強化が必要不可欠であることから、４月３０日には１日

当たり１６０件の検査が可能となり、検査体制の強化が図られてきました。 

 今般、厚生労働省より示された新たな流行シナリオを踏まえた患者推計に基づき、県も感染拡

大の局面を見据えた新たな医療提供体制を整備することといたしました。 

 その中で、ＰＣＲ検査体制につきましては、１日最大１,０００件の検査体制を確保するため、

従来の帰国者・接触者外来に加え、必要な患者が迅速かつスムーズに検査が受けられるように、

主に検体採取を行う地域外来・検査センターを８医療圏ごとに１カ所以上設置することとし、協

議を進めてきました。 

 柳井医療圏でも、県、関係市町、医師会及び関係医療機関と設置に向けた協議を行っておりま

す。現時点の状況でございますが、関係医師会の協力の下、９月中に柳井市に１カ所設置に向け

た準備が行われております。 

 また、周防大島町でも９月下旬から１０月上旬を目途に、設置に向けた協議が進められており、

柳井医療圏で２カ所の検査センターが設置される予定です。 
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 なお、柳井市に設置予定の検査センターについてですが、設置場所は、柳井市役所敷地内にい

たしておりまして、検査日時といたしましては、祝日を除く毎週火曜日と木曜日の午後１時から、

１時間程度を予定しております。 

 この検査センターの運営が開始されますと、検査センターに登録しているかかりつけ医の判断

で検査が必要と認めた場合、検査センターに検査予約をし、ＰＣＲ検査を受けることが可能とな

ります。 

 なお、現在も関係医療機関と協議中であり、詳細については、今のところまだ公にできないと

いうことでございますので、御了承いただけたらと思います。 

 以上です。 

○議長（中川 裕之君）  赤松義生議員。 

○議員（６番 赤松 義生君）  分かりました。協議中ということで、再質問は控えさせていただ

きます。 

 それでは、３番目に、福祉医療対策についてお尋ねをいたします。 

 昨年９月の議会でこの問題を取り上げましたが、町長は子育てについては熱意を持って取り組

んでおられるように、私は思います。 

 新年度予算での、乳幼児医療費の無料制度での所得制限の撤廃や、新型コロナウイルスの消毒

時の第１弾の施策などからは、そのように伺うことができます。 

 しかし、新庁舎建設など、町の状況を考えると、町長の熱意をもってしても限界はあるように

思います。どうしても、県の協力が必要と思いますが、あのときの議会では、県へ強く働きかけ

ていくということで、答弁をいただきましたが、その後どのようになっているのか、お尋ねをい

たします。 

○議長（中川 裕之君）  浅本町長。 

○町長（浅本 邦裕君）  お答えいたします。 

 山口県の福祉医療費助成制度につきましては、毎年山口県町村会を通じて、県の予算編成並び

に施策に関する要望として、対象年齢の拡大や所得制限の撤廃等を含め、特に、子ども医療費助

成制度の拡充について要望をしているところであり、また政党に対しても同様の要請を行ってい

るところでございます。 

 これに対し、県からは、厳しい財政状況の中、次世代にしっかりとこの制度を引き継いでいけ

るよう、現行水準を維持することが基本と考えていますとの回答を得ております。 

 また、山口県市長会においても引き続き要望されておりますが、同様の回答となっております。 

 子どもの医療費助成制度につきましては、市町ごとに助成内容が異なり、財政力により地域に

格差が生じている現状から、県に対して平準化を図ることに対する要望をしており、県としては、
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全国の地方自治体において、それぞれ単独事業として実施されている状況を踏まえると、抜本的

な少子化対策の一環として、子育ての経済的負担を軽減する観点から、国が統一的に実施すべき

であると考えており、全国知事会等を通じて国へ要望を行っています、と回答がありました。 

 全国町村会としても、国の少子化社会対策推進の観点から、子どもの医療費助成制度について

は、国の制度として無料化を実施することとして要望していることから、町としても、引き続き

要望をしてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（中川 裕之君）  赤松義生議員。 

○議員（６番 赤松 義生君）  今、全国的に見たときに、子どもの医療費の助成制度は、小学校

卒業前というのがほとんど一般的なことになっています。所得制限まで撤廃されているかどうか

というのは、私もよく分かんないんですが、そういう現状でございますので、引き続き町長のほ

うでよく県や国に働きかけて、町の負担ができるだけ少なくてすむように、努力していただけた

らと思います。 

 それでは、４番目に、水道料金のことについて質問をいたします。 

 昨年６月の議会で、水道料金の問題を取り上げましたが、平生町の場合、２０トン使って

４,６２２円。次に県内で高い下関、宇部が３,０００円程度なので、異常な料金と言わざるを得

ないと思います。 

 それに加えて、本町の場合は田布施川流域下水道ということで、下水が設置をされております

が、これが３,８６０円程度の値段でなかったかと思います。２０トン使って。ですから、

２０トン水道を使ったら、下水道料金も３,８６０円程度の下水道料金もかかってきますんで、

両方合わせると九千幾らちゅうことになろうかと思いますので、そういう点では、かなり日常的

に生活していく上での負担は、耐え難いものがあると思います。 

 私も去年の６月議会で取り上げましたが、町長にもぜひ県に働きかけてほしいというお願いを

いたしまして、私も我が党の県議さんにお願いして、委員会で柳井広域の窮状を訴えていただき、

ダムの建設費の償還や導水管の償還について、令和１２年には終わるが、その後の補助の在り方

について、補助を継続する方向で、関係市町と協議をすべきではないか、あるいはまた広域で使

われてない２万トンの部分について、その解決のために、県としても支援すべきではないか、そ

うした提言をしていただきました。 

 そこで、次の３点についてお尋ねをいたします。 

 県のほうでは、水道ビジョンを策定するということで、検討委員会も開かれたと聞いておりま

すが、分かる範囲でお答えをいただきたいと思います。 

 また、県のほうでは、ダムの建設費の償還の５分の２、導水管に対しては２分の１補助を出し
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ていて、その償還は令和２年に終わると言っているようですが、今年度の補助金の実績とその償

還の終わりについては、本町はどのようになるのでしょうか。 

 ３番目に、高料金対策として４３３万７,０００円、今年度の予算では、県から補助金が入っ

ていますが、そのことによって、高い水道料金がどの程度引き下げになっているのか、分かる範

囲でお答えいただけたらと思います。 

 以上です。 

○議長（中川 裕之君）  浅本町長。 

○町長（浅本 邦裕君）  御質問のありました、山口県の水道ビジョン策定と広域化の現状につい

て、御説明申しあげます。 

 水道事業は人口減少に伴う水の需要の減少、水道施設の老朽化、深刻化する人材不足等、多く

の課題に直面をしております。このような水道事業を取り巻く環境の変化に対応するため、国は、

新水道ビジョンを平成２５年３月に策定いたしました。 

 また、水道事業の基盤強化を目的に、平成３０年１２月に水道法が改正され、都道府県に対し、

水道の基盤強化のために、広域的な連携を推進する役割が与えられました。 

 これは広域化により事業規模が拡大され、事業の効率化や技術力の強化、経営の安定化が見込

まれることによるものであります。 

 これらを踏まえ、山口県は、県内の水道事業者が維持可能な水道供給の基盤を確立することを

目的として、今後の県内の水道料金の指針となる山口県水道ビジョンを令和２年７月に策定しま

した。 

 県水道ビジョンでは、県民が求める水道を実現するために、「安心・安全な水道を未来へつな

ぐ」を基本理念とし、安心・安全な水道、災害に強い水道、持続可能な水道事業の３つを基本方

針に定めております。 

 この基本方針に基づき、水道事業者が実施すべき方策が示されており、その全ての方策につい

て、広域的な連携の推進を図るとされております。 

 当柳井地域におきましても、広域化に向けて、平成２９年６月に柳井地域水道事業広域化検討

委員会を立ち上げ、同年８月には専門部会を設置し、事業統合、事務の共同化など、検討協議に

取り組んでおりまして、本取り組みは県水道ビジョンに広域連携状況の事例として掲載されてお

ります。 

 広域化の現状につきましては、災害相互応援に関する協定の締結、物品及び包括外部委託の共

同発注にしておりまして、現在は広域化による効果、課題を検証するための基本計画作成につい

ての協議を進めている状況であります。 

 次に、県から交付されます補助金でございますが、令和２年度における県から交付される柳井
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地域広域水道用水供給事業水源地補助金につきまして、御説明いたします。 

 ダム建設費の償還額が１,１６９万６,５２０円であり、これに対する補助金額は２３３万

７,０００円であります。導水管整備の償還額は４,６９５万７４１円であり、これに対する補助

金額は１,１７１万１,０００円であります。償還額合計５,８６４万７,２６１円に対しまして、

１,４０４万８,０００円の補助金の交付を予定しております。 

 続きまして、ダム建設費導水管整備の償還完了につきましては、令和１２年度を償還完了とし

ております。令和３年度から償還完了の令和１２年度までの償還金総額は、２億３,３０７万

１,７０９円でございまして、県から交付される補助金の総額は５,５７９万７,０００円を予定

しております。 

 それから、最後に、高料金対策として県の補助金をいただいているが、効果はどの程度かとい

う御質問がございました。 

 御質問のありました、山口県の水道事業高料金対策の補助金について御説明を申しあげます。 

 現在、県から交付されております補助金は、平成３０年度に創設された水道料金安定化対策費

補助金に基づき交付されております。 

 当柳井地域の水道料金は、遠距離導水のための高額投資により、水の供給単価が高額と、県平

均を大きく上回る水道料金であり、それを住民が負担する状況にあります。 

 このような柳井地域の特殊事情を配慮し、水道料金の上昇抑制を図り、県内の料金格差の拡大

を抑える目的から、県が補助金を交付しております。 

 この補助金につきましては、高料金対策として田布施・平生水道企業団に全額を繰り出してお

りまして、２０１９年度が４３３万７,０００円、高料金対策として繰り出した総額は

４,２５４万７,０００円の１０.２％の割合であることから、効果はあると考えておりますが、

依然として企業団の経営状況が厳しい状況が続いております。 

 このことから、柳井地域の構成市町団体と連携して、支援制度の継続、拡充に向けて引き続き

取り組んでいきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（中川 裕之君）  赤松義生議員。 

○議員（６番 赤松 義生君）  引き続き関係市町とともに取り組んでいきたいということでござ

いましたので、それでよろしいかと思います。 

 あと、細々としたことも聞きたいことがあるんですけど、それはまた決算のときにでもお尋ね

をしたいと思います。 

 以上で、私の質問は終わります。 

○議長（中川 裕之君）  答弁はいいですね。 
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……………………………………………………………………………… 

○議長（中川 裕之君）  次に、松本武士議員。 

○議員（５番 松本 武士君）  それでは、最後に一般質問を立たせていただきます。 

 ちょっと立憲民主党のほうでいろいろごたごたがあるんですが、恐らくこれからも立憲民主党

と言うと思っています、松本武士です。よろしくお願いします。 

 一般質問のほうさせていただきます。 

 まず、１つ目はソサエティ５.０に向けてです。まず、ソサエティ５.０という言葉を知らない

方が多いと思われますので、簡単に説明します。 

 内閣府のホームページを見ると、ソサエティ５.０とは、仮想空間と現実空間を高度に融合さ

せたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会であると書かれて

います。 

 簡単にと言って、これ簡単じゃないんで、もうちょっと簡単に説明しますと、人工知能とかＡ

Ｉとか、ビッグデータ、ロボットです、そういうものを活用して、いわゆる超スマート社会とい

うものをつくった社会というものをソサエティ５.０。５.０があるんだったら、その下の

４.０は何かというと、情報化社会ということになります。 

 国のほうでは、ソサエティ５.０の社会に向けて、第５期科学技術基本計画において、我が国

が目指すべき未来の社会の姿として初めて提唱しております。 

 国のほうは超スマート社会に向けて取り組んでおるんですが、県のほうも、先日配られたふれ

あい山口８月号ですか、この中でソサエティ５.０というのを説明しております。 

 それで、質問のほうなんですが、４つ聞きたいと思います。 

 まず、１つ目ですが、超高齢化社会を迎えている平生町では、なるべく早くこれらに関わる技

術を使用し、効率を高め、少子化高齢化や過疎化などの課題を軽減しなければならないと考えて

いますが、早期に取り組む考えはありますでしょうか。町長の考えをお聞かせください。 

 あと、２つ目の質問です。先ほど言いました県の広報誌、これの中には、ルビを振ってもらえ

ばよかったんですが、ＭａａＳといいます。ＭａａＳをすぐに導入できないというか。 

 山口市において、ＭａａＳというサービスを提供して、移動しやすい環境整備を行っていると、

これには載っているんですが、簡単にといってあれなんですけど、要は、複数の公共機関、鉄道

とかバス、タクシー、あとシェアサイクルとか、そういったものをスマホとかアプリで簡単につ

なげて検索、予約、決済を一括で行うことができるサービスだそうです。いろんなやり方がある

らしいんですけど、とにかく山口市のほうはそんな感じのようです。あとクーポン券の提供も行

えるとこれには書かれています。 

 そういったサービスなんですが、平生町、高齢化が進むに連れて、移動手段の確保、こういう
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要望が増えてきていると思います。 

 先日のまちづくり懇談会とかでも、佐賀の地方のほうは、そういう移動が困難で買い物が大変

だという意見も出てましたし、今後、高齢になって免許を返された方が増えれば、ますます必要

になってくるんじゃないかなと思います。 

 このＭａａＳというものを、すぐに導入できるように、国や県に要望、ちょっと気の早い話か

もしれませんけど、要望したらどうかと、お聞きしたいのでお願いします。 

 ３つ目なんですが、新型コロナの影響でオンライン化が進んでいるようですが、高齢の方には、

パソコンはちょっとという方がかなり多いと思うんです。それで、そういうオンラインのもので、

会議とかをやろうとしてもやり方が分からないという方、かなりいらっしゃるんじゃないかなと

思うんです。 

 そういう超スマート社会の道具であるＩＣＴ機器というものを教育する場というものをつくっ

ていただければ、今後も、先ほども言ったＭａａＳとか、そういったものもちゃんと利用してい

ただけるんじゃないかなと思うので、そういう場をつくっていただけないかということをお聞き

したいです。 

 ４つ目のほうですが、これもすみません。ルビを振ればよかったんですが、ＲＥＳＡＳという

ものです。いわゆる産業構造や人口動態とか、人の流れをビッグデータで把握するようにしたも

のなんですが、これは、ちょっと私の記憶が定かでない、結構前から、もう１年以上たっている

と思うんですが、出てきているもんなんで、これ実際にやって、町のほうでは、どんな活用され

ているのか、それをお聞かせください。 

 このＲＥＳＡＳのホームページみたいなのがあって、そこで見ると、山口大学の学生がＲＥＳ

ＡＳを使って、山口市のほうにレンタサイクルで活性化をしたらいいんじゃないかという提案を

されて、賞まで取っているようなものが、私は見ました。 

 こういうものを使ってやれば、今まで見えてこなかったものが見えてきて、今、総合計画つく

られています、そういったものに反映してうまくやっていけるんじゃないかなと思うんですが、

ＲＥＳＡＳの活用の状況をお答えください。お願いします。 

○議長（中川 裕之君）  浅本町長。 

○町長（浅本 邦裕君）  お答えいたします。 

 ソサエティ５.０でございますが、松本議員が御説明したとおり、サイバー空間、仮想空間と

フィジカル空間、現実空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を

両立する、人間中心の社会でございまして、人間中心の社会で、狩猟社会、これがソサエティ

１.０です。農耕社会ソサエティ２.０です。工業社会ソサエティ３.０です。情報社会ソサエテ

ィ４.０に続く、新たな社会を目指すもので、平成２８年１月２２日に閣議決定された第５期科
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学技術基本計画において、我が国が目指すべき未来社会の姿として初めて提唱されました。 

 これまでの情報社会ソサエティ４.０では、知識や情報が共有されず、分野横断的な連携が不

十分であるという問題がありましたが、ソサエティ５.０で、実現する社会はＩｏＴで全ての人

とモノがつながり、様々な知識や情報が共有されることになります。 

 また、人工知能、ＡＩにより、必要な情報が必要な時に提供されるようになり、ロボットや自

動走行車などの技術で、少子高齢化、地方の過疎化、貧富の格差などの課題が克服されると期待

されております。 

 国の第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略において、第１期の成果と課題等を踏まえて、政

策体系を見直し、横断的な目標として「多様な人材の活躍を維持し推進する」、「新しい時代の

流れを力にする」の２つを掲げました。 

 「新しい時代の流れを力にする」には、地域におけるソサエティ５.０の推進、地方創生ＳＤ

Ｇｓの実現などの持続可能なまちづくりが盛り込まれています。 

 県においては、ソサエティ５.０が盛り込まれた国の第２期総合戦略を勘案して、５年間の目

標、施策の基本的方針、方向、具体的な施策を定めた総合戦略を策定し、人口減少の克服に向け

て地方創生の取り組みを進めていくことにしております。 

 本町におきましても、ソサエティ５.０が盛り込まれた国及び県の計画を勘案して、総合戦略

を包含した総合計画の策定に努め、実効性のある取り組みを進めていきたいと考えております。 

 次に、ＭａａＳでございますが、ＭａａＳとは、総務省によると、電車や飛行機など複数の交

通手段を乗り継いで移動する際、手元のスマートフォン等から検索、予約、支払いを一度に行え

るようにするサービスとされております。 

 ＭａａＳとして提供されるサービスの進行状況については、レベルゼロから４の５段階で分類

され、日本におけるＭａａＳの現状はレベルゼロから１、移動に関する一定の情報が統合されて

いるというところまでとされておりまして、海外の先進地と比較して後れを取っております。 

 国の取り組みとしては、国土交通省により地域の課題解決に資するＭａａＳのモデル構築を図

る日本版ＭａａＳ推進・支援事業について、事業にかかる経費の２分の１以内を補助する支援を

行っており、全国で令和元年度に１９事業、今年度には３８事業を支援することとしています。 

 山口県の取り組みとしては、本年度、県産業戦略部により、山口市産業交流拠点施設、来年度

供用開始予定を軸に交流人口の拡大や観光振興等につなげるため、ＭａａＳや移動手段と多様な

サービスを組み合わせた新たな付加価値創出のビジネスモデルを構築する調査、実証事業を実施

することとしています。 

 ＭａａＳが実現することで、移動手段の効率化のみならず、交通渋滞や環境問題、交通弱者対

策などの問題解決へ進むと思われますが、総務省によると、ＭａａＳの実現及び提供には、ス
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マートフォンやデジタルインフラの整備、普及のほか、鉄道やバスの運行情報、タクシーの位置

情報、道路の交通情報など移動、交通に関する大規模なデータをオープン化し、整備、連携する

ことが必要としております。 

 導入につきましては、様々な課題を整理し検討していきたいと考えております。 

 次に、高齢者の方に向けてのＩＣＴ教育をすべきではないかという御質問でございますが、御

指摘のとおり、新型コロナウイルス感染症対策のため、人々が外出を控え、様々な手続のオンラ

イン化が推奨される中で、インターネット利用で可能な手続が、パソコンやスマートフォンを使

用して行っている人も多いのではないかと思います。 

 本町においても、新型コロナウイルス感染症対策における情報発信については、町ホームペー

ジを活用して、迅速な情報提供に努めており、このような情報取得には、パソコンやスマートフ

ォンが必要となります。 

 ２０１９年の統計データでは、個人のインターネット利用率は約９０％となっております。端

末別では、スマートフォンが約６３％、パソコンが約５０％となっており、中でも８０歳以上の

インターネットの利用率が約５７％と、高齢者の利用率は前年に比べて大きく上昇しています。 

 利用目的については、６０歳以上の利用者においては、電子メール、情報検索、ＳＮＳの利用

が上位となっており、中でもＳＮＳの利用は前年に比べて１.５倍以上増加しております。 

 高齢者がスマートフォン等を使うことで、家族や友人とのコミュニケーションが増えれば、生

活の中での励みや喜びが増え、より活動的に生活を送ることもできると思います。 

 一方で、インターネット利用者が感じている不安もあります。特に、個人情報やインターネッ

ト利用履歴の漏えいに不安があると感じている人が多いようでございます。 

 今後も各種手続のオンライン化が進む中で、スマートフォン等の利用に不慣れで不安を感じて

いる高齢者がいれば、適切な学習機会を設けてサポートすることは必要だと思います。 

 どのような機会を設けて支援するかにつきましては、関係部署で検討していきたいと考えてお

ります。 

 次に、ＲＥＳＡＳでございますが、ＲＥＳＡＳとは、地域経済分析システムのことで、平成

２７年４月より、経済産業省と内閣官房、まち・ひと・しごと創生本部事務局の連携で、イン

ターネットでの提供が開始されました。 

 地域経済に関する官民の様々なデータを、地図やグラフ等で分かりやすく見える化しているシ

ステムであり、各地域が、自らの課題を発見し、その解決策を検討することを後押しするツール

として使用されております。 

 特徴としては、パソコンを操作するだけで、簡単に地域経済にかかるグラフや地図が表示可能

で、政府のデータだけでなく、民間企業のデータも保有しております。 
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 ただ、ＲＥＳＡＳは気づきを教えてくれるツールであり、答えが即座に出るものではなく、全

てを網羅しているわけではありませんので、他のデータと組み合わせることが有効となります。 

 昨年１１月２６日に地域振興課職員に対し、中国経済産業局の職員によるＲＥＳＡＳの操作方

法と分析についての講習を実施しております。 

このたび、策定される総合計画にかかる本町の基礎調査においても、システムを活用し報告書

を作成しており、また、今後も施策立案に対し、活用していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（中川 裕之君）  松本武士議員。 

○議員（５番 松本 武士君）  ありがとうございました。 

 全体的に、最初の早期に取り組む考えだというところも、実効性のあるものを作成していきた

いとか、かなり町長も注目されておるんだなということで、いいと思っております。 

 ＭａａＳのほうも、ちゃんとやっていくような感じが、これからも取り組んでいくような御答

弁いただいたので、あとの２つもやっていただけるんだなという御答弁があったので、１問目の

質問はこれでおしまいにしたいと思います。 

 先ほど、前の質問の中でも、町長が触れられて、ＳＤＧｓ、あれでもソサエティ５.０という

のは、かなりの要になるような話も出ていますので、なるべく積極的に取り組んでいただければ

と思います。 

 次の質問に行かせていただきます。 

 続きまして、２問目のほうなんですが、イタリアーノひらおプロジェクトの実績と今後はとい

うことです。 

 これは５つほどお聞きします。 

 イタリアーノひらおプロジェクト、１年過ぎました。それで単純に、実績と評価、町のほうは

どんなふうに捉えておるんでしょうか。地域再生計画の中には、数値目標みたいなのがあるんで

すが、クリアできているんでしょうか。 

 そして、その結果から、今後の具体的な対策は何か考えられているのでしょうか。お答えくだ

さい。 

 ２つ目なんですが、これこの旗の中の地図は、室津半島が描かれているわけで、室津半島は、

平生と上関と柳井、その１市２町で構成されています。 

 地域再生計画のほうにも、連携してやっていくというふうに書かれているんですが、以前にも、

私質問していますが、３自治体で話し合う場が、３自治体の連携状況はすごい気にしているんで

すが、今、現状どういう話し合いをしているんですか。そういう話し合う場ができていたりする

んでしょうか。そこら辺お答えください。 
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 あと、オリーブとかレモンとか、果樹を植え始めているわけですが、オリーブとか収穫できる

のは３年以降、この地域再生計画が終わってからの話でありまして、そうすると、その後どうな

るんだろうかなと私は思うんですけど、計画が終わったから終わりじゃちょっと困るなと思うの

で、法的根拠として条例をつくってみてはどうかなと、名前は何てつけるか、私も分からない。

イタリアーノ条例なんていう名前なのかな、勝手に思っていたんですが。 

 あと、観光大使の方１名、今任命されていると思いますが、もっと波及効果を出せるために、

もっと増員の考えはないかということをお聞きかせください。 

 あと、４つ目なんですが、３年目以降の計画、地域再生計画、３年で一応終わるということに

なっていますけども、木は３年以降もずっと残るわけで、プロジェクトとしては、ずっともしか

したら１０年先、２０年、３０年とやっていかないといけないのかななんて思っているわけで、

とりあえず３年目以降、計画が終わる３年目以降の計画はもうそろそろ考え始めなきゃいけない

んじゃないかなと思っております。 

 その３年目以降の計画はどんなふうにつくっていくのか。人、予算、どのように確保する考え

なのか。人の確保でいえば、地域おこし協力隊員の方、今頼んでやっておられるような感じなん

ですが、地域おこし協力隊の任期は最高で確か３年のはずでして、その後の人も探さなきゃいけ

ないという現実があるわけです。 

 総務省は、そういう隊員がすぐに辞めてしまったり、引き継ぎがうまくいかなかったりする対

策として協力隊マネージャーを、２０２１年に創設するようです。マネージャーを置く必要が平

生町もあると思われるんですが、協力隊マネージャーに対する考えをお聞かせください。 

 あと、最後の５つ目なんですが、イタリアモデルというものを、本を読んでたら見かけたので、

ちょっとできないかなと思って、平生でも。 

 先ほどの最初の質問、ソサエティ５.０なんですが、いろいろな機械やそういう便利なものが

表れていくと、一方便利にただなるだけならいいですが、雇用を奪われてしまうという面もある

んで。 

 例えば、ソサエティ５.０っていうふうになるか分からないですけど、スーパーでハーフレジ

やセルフレジが出始めたら、１人、２人雇わなくても済むというふうになってくると、人員削減、

雇い主によっては人員削減は一定メリットあるかもしれないんですけど、雇用されるほうの人は、

首切られちゃうんだという話になります。 

 そういう面でいったら、人間の価値を高める働き方みたいなのが必要になってくるんじゃない

かなということで、そういう面でいうのが、イタリアの働き方が、そういう高付加価値の製品づ

くりをしている国ということでイタリアモデルというのがあるらしいんです。そういうのを平生

町も目指してみたらどうかなという思いで、ちょっと質問させてもらいます。 
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 自治体でできることといったら、そういった面を、補助金を出したり、認証してあげたりとか、

そういうことしかできないかとは思いますけども、そのイタリアモデルについて、町長のお考え

ありましたらお聞かせください。お願いします。 

○議長（中川 裕之君）  ここで暫時休憩します。 

 再開を２時１０分といたします。 

午後２時０１分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時１０分再開 

○議長（中川 裕之君）  再開いたします。 

 浅本町長。 

○町長（浅本 邦裕君）  お答えいたします。 

 議員の皆様も既に御承知のとおり、室津半島の地形、気候がイタリア半島に酷似していること

にヒントを得て、平成３０年１１月にイタリアーノひらお宣言をさせていただき、イタリアを

テーマとしてまちづくりを進めさせていただいております。 

 宣言から約２年が経過しておりますが、メディアからの問い合わせ、取材等も増え、確実に知

名度が向上していると感じているところでございます。 

 議員の皆様方にも６月に引き続き、この９月定例会でも、ポロシャツを着用していただくなど、

様々な形でＰＲ活動に、御協力賜り感謝申しあげます。 

 御質問のありました、イタリアーノひらおプロジェクトでございますが、国の地方創生推進交

付金事業を活用し、イタリアをテーマとしたまちづくりを行うための手段の一つとして、観光・

産業分野を中心に３年間の事業計画を立て、平成３１年４月からひらおオリジナルブランドのＰ

Ｒ事業、特産品開発事業、産業活性化事業として実施しているものでございます。 

 この事業の１年目を終えた実績及び評価でございますが、まず、ひらおオリジナルブランドＰ

Ｒ事業でございますが、イタリアーノひらお啓発用グッズの試作、かんぷうくんのイタリアバー

ジョン作成、啓発用ピンバッジの作成、大星山サイクルフェスタへのイタリア人プロ自転車レー

サーの招聘、イタリアーノひらおフェスタの開催などにより、イタリアーノひらおのＰＲを行っ

てまいりました。 

 啓発用グッズ作成については、イタリアーノひらおのロゴをあしらったシャープペンシル、

ボールペンなど作成して、啓発用として役場受付窓口に配置しております。 

 かんぷうくんのイタリアバージョンの作成については、観光協会の協力により行ったものです

が、イベントチラシや観光協会のポロシャツに採用するなどして、ＰＲ効果を上げていると感じ

ております。 
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 サイクルフェスタでのプロ自転車レーサーの招聘については、イベントの前、当日の参加に加

え、イタリアーノひらおに関することを自身のＳＮＳ等で発信いただき、自転車愛好家を中心と

して、広範囲にＰＲの成果があがったと感じています。 

 また、産業まつりと同時開催したイタリアーノひらおフェスタでは、イタリアのスーパーカー

の展示などにより、イベント全体で過去最高の集客をあげることができました。 

 特産品開発事業では、地域おこし協力隊員によるオリーブの栽培を行ってまいりました。 

 ２０１９年５月に着任しました、地域おこし協力隊員にオリーブ研修を受講させ、知識・技術

の習得を図ることと併せ、阿多田公園の植栽環境を整備し、専門事業者によるコンサルティング

の下、１７３本のオリーブを植栽いたしました。 

 植栽した阿多田公園は、阿多田オリーブパークの愛称をつけ、中学生による看板制作を行うな

ど、住民参加型の事業とすることで、町民への周知も図ってまいりました。 

 また、オリーブの栽培に併せ、イタリア色の濃いかんきつ系としてレモンの栽培研究にも取り

組んでまいりました。取り組み規模の大小を問わず、興味のある人を対象に参加者を募り、広島

県へ栽培視察研修を行い、その後植栽の講習についても行ってまいりました。 

 これらの取り組みにより、オリーブやレモンといったイタリアを連想させる作物の栽培ノウハ

ウの習得ができていったと考えています。 

 産業活性化事業につきましては、特産品センターにイタリアーノひらおのロゴマークの掲示や

企業紹介フェアの開催を行ってまいりました。 

 集客施設である特産品センターでのイタリアーノひらおのロゴマークの掲示については、イタ

リア野菜の販売も併せ、平生町の新たなブランドイメージが広がってきていると感じております。 

 企業紹介フェアについては、産業まつりと同時開催することで、その集客を利用し、町内企業

の紹介が広く住民に周知できたものと感じているところでございます。 

 続きまして、地域再生計画の数値目標でございますが、この数値目標は、この事業実施が、現

在の観光・産業分野で抱える課題解決に寄与したことを活動指標ではなく、成果指標として設定

したものでございます。 

 イタリアーノひらおプロジェクトの場合、どれだけ知名度が上がったか、どれだけ農業、特産

品販売の振興が図られたかということを特産品センターの集客や売上げ、ひらおファンクラブの

会員登録数という成果指標で図ろうというものです。 

 活動指標ではなく、そこから導き出される成果を表現可能な数値で表わしているということも

あり、この数字だけで見れば十分とは言えないものですが、平成３１年３月定例会の一般質問の

際に、松本議員からローマは一日にしてならずというお言葉もいただいておりますように、事業

実施を足がかりに観光・産業分野については、それぞれが自立していくことを意識し、継続した
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取り組みが行えるよう努めてまいりたいと考えております。 

 次に、柳井市と上関町との連携でございますが、柳井市と上関町との連携につきましては、こ

ちらも平成３１年３月の議会定例会の際に申しあげましたとおりでございまして、イタリアーノ

ひらお宣言を行う際、周辺自治体へは一定の理解は頂いているところでございます。 

 今後、同地域で周遊性を高めた効果的なプロモーションを行うためにも、周辺自治体との連携

は必要なことでございまして、本町ではイタリアーノひらおの取り組みが進む経過において、協

調してまいりたいと考えております。 

 それから、地域再生計画におきましては、平成３１年度から令和３年度までの３年間を計画期

間として、イタリアーノひらおプロジェクトの取り組みを進めているものでございます。 

 現在、本計画に沿ってオリーブやレモンの栽培に取り組んでおり、収穫は計画終了後になると

見込んでいることから、計画終了後も継続して事業を行っていく予定であります。 

 地域再生計画終了後における、イタリアーノひらおのまちづくりの推進については、第五次総

合計画の策定の過程において、多方面での推進を検討しながら、方向性を定めていくものと考え

ております。 

 観光大使でございますが、イタリアーノひらおの観光大使につきましては、令和元年８月に制

度を創設し、令和２年３月１９日に平生町出身のテノール歌手中井亮一氏をイタリアーノひらお

観光大使第１号として委嘱したところでございます。中井氏におかれましては、現在、講演活動

等が制約された中ではありますが、様々な形でイタリアーノひらおのＰＲに当たっていただいて

おります。 

 イタリアーノひらお観光大使には、町にゆかりのある人で、町内外において、町の魅力及び情

報を発信する機会を有する人や、イタリアーノひらお推進事業を実施する上で、効果的な技術や

経験を有する人を選任することになります。 

今後、イタリアーノひらおのまちづくりを進めていく中において、適任者がいらっしゃいまし

たら、積極的にアプローチしていきたいと考えております。 

 先ほどお伝えしましたように、地域再生計画の終了後におきましても、収穫は計画終了後にな

ると見込んでいることから、計画終了後も継続して事業を行っていく予定であります。 

 計画終了後のイタリアーノひらおのまちづくりの推進については、現在策定中の第五次総合計

画において、取り組みの人員や予算についても検討していくものと考えております。 

 現在、同プロジェクトの推進には、地域おこし協力隊員か大きく関わっている状況であります。

今後の取り組みを進めていく上でも、地域おこし協力隊員は、引き続き有効な制度の一つだと認

識しております。 

 議員からの御指摘の地域おこし協力隊マネージャーについては、総務省が令和３年度に新たに
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創設すると聞き及んでおりますが、これは民間等での職務経験があり、高度な専門スキルを有す

る地域おこし協力隊員について、受入れ自治体が任命するものであります。 

 今後、総合計画の策定の過程におきまして、イタリアーノひらおのまちづくりの方向性を定め

ていくこととなりますが、地域おこし協力隊や地域おこし協力隊マネージャーの活用につきまし

ても、その方向性に沿って検討をしてまいります。 

 イタリアモデルでございます。議員から御指摘のございましたイタリアモデルについてでござ

いますが、日本のジャーナリストの方がその著書の中で言われていると聞き及んでおります。 

 要は付加価値の高い世界ナンバーワンの製品をつくる企業、町としてそこを誘致してはどうか

という御提案であろうかと思います。 

 確かに、イタリアをテーマとしたまちづくりを進めていく中で、町内にそのような企業が存在

することは、先駆的なことであると考えておりますが、町として保護、誘致を行ったとしても、

日本の産業構造そのものが変わっていかないと、存続が困難な面もあると考えております。 

 労働人口が減少する中で、企業の動向等も見極めながら、町としての取り組みについても、研

究してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（中川 裕之君）  松本武士議員。 

○議員（５番 松本 武士君）  御答弁ありがとうございます。 

 １年目の実績と評価ということで、地域再生計画に書かれている数値目標は、成果指標であっ

て活動指標ではないということで、確かに、これをつくる際に、いろいろ難しかったんだったな

と思うんですが、いろいろ観光交流拠点指数、来場者数を１年目５,０００人に上げなきゃいけ

ないと、売上げも４００万円上げるような計画だったと書いてあるんですけど、いろんな要因が

あって、ここの特産品センターですよね、ここが今回は１年目の指標を見ると、減少はしている

んですけど、いろんな要因があって下がるし、何とも言えない指標だなと思って、私は思ってい

たんですが、分かりました。 

 ただ、こういう数字の面で、今回、今年は下がったかなと思ってはいるとこなんです。ひらお

ファンクラブの会員数は増えているということは、私も言っておきたいと思うんですけど、ただ、

先日のまちづくり懇談会、あのときは、結構イタリアーノという言葉が散見されて、こういう指

標値ではないですけど、平生町に浸透してきたなと思って、こういうグッズやら国道沿いの看板、

あと１０月に販売されるバイクにつけるナンバープレートとか、ああいうものが出来上がって、

できて阿多田公園にもオリーブが実際に植わっている場所なんかがあると、実際に動いてきたん

だなと、雰囲気が、人も動き始めたなという感じは持っております。そういう面で評価できるか

なと、私思いますので、評価できます。 
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 対策ということで、今後いろいろと地域おこし協力隊の方にも頑張っていただいて、先日も何

か研修みたいなのがあったんですかね、やっていただいているんですけど、ただ、私ちょっと不

安に思うんで。やっぱり木を植えて、それからどんなふうに計画立てて、ちゃんとその計画どお

りに行くかというと、虫はつくし、病気にはなるし、先日のあの台風でも塩をかぶったような話

を聞いておりますし、いろんなもの、要因がある、そういうものやり始めて、いろんな事業、絶

対にリスクはあるわけで、それで、そういうものをちゃんと計画立てて、計画立てても計画どお

り行かないのが常なんですけど、実際にやろうと思ったら、一応目標は立てますよね。 

 総合計画の中でやられているそうなんですけど、私の考える限りだと、その目標はオリーブと

レモンが町内で何本植えてもらったとか、収穫量とかですよね。イタリア野菜のほうは特産品の

ほうになるかもしれんですけど、イタリア野菜の販売数がこれだけあったとか、あと、イタリ

アーノひらおの登録してくれたサポーター店舗みたいなのがあるんだったら、その数とか、観光

大使の数、こういうのも総合計画のほうでうたわれるということでいいということですね。ちょ

っと確認させてください。 

 あと、柳井市と上関町との連携状況です。これ私ずっと言って、始まったときから、失礼かも

しれないけど、イタリアーノひらおってつけちゃった、あれ、ほかの市町とどうするんだろうと

思いました。 

 まず、平生から気運を盛り上げてやっていくんだということだったとは思うんですけど、柳井

市さんと上関町さんが、これからどうやって入っていくんだろうと思います。とにかく、なるべ

く早く話し合う場をつくったほうがいいんじゃないかなと思います。３年目以降連携してやって

いくつもりなら、早めにお願いしたいと思います。 

 あと、条例のほうは総合計画で１０年間担保するということだと思いますんで、それでもいい

と思いますが、あと、ひらお観光大使のほう、積極的にアプローチという、お願いしたいんです

けど、その観光大使の登録に関する要綱というのを見させてもらうと、大使の対象者は町にゆか

りのある、次の各号のいずれかに該当する人とするということあるんです。 

 町にゆかりのあるということは、町出身じゃなきゃいけないとか、そういうこと、町に住んだ

ことがあるという方、対象しかないということですよね。そしたら結構狭まったような気がする

んですけど、これは対象者をもっと、町にゆかりのあるじゃなくても、その後３つ条件があるん

ですけど、それでいいんじゃないかなと、ここら辺、緩和してみたらいかがですか。 

 もっと、柳井市のほうだとこういった関係のすごい人数がいらっしゃるんです。そうするとや

っぱり波及効果も高いと思いますし、この辺ちょっと緩和の考えが、何かあるかどうかをお聞き

したいです。 

 あと、３年目以降の計画です。先ほど言いましたとおり、ちゃんと目標値等を決めて人員と予
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算と確保していただけることをやっていただきたいと思います。 

 あと、イタリアモデル、ちょっと無茶があったかなと思ったので、すみませんでした。 

 あと、もう一つ、あそこの阿多田のところ、２０１３年の６月議会に、阿多田交流館の横に元

水産大学校の田名臨海実験実習場があるんですけど、あそこ、私、有効活用できないか、町に払

下げの話ないかということを、２０１３年の６月議会の一般質問に言わせてもらって、国のほう

が取り壊すというふうな答弁いただいたんですが、取り壊しもせず、しばらくしたら売却にかか

ってて、今も売出しにかかっているんですけど、国の事業でこういった阿多田にオリーブパーク

つくられて、あの横に売れない建物と土地があるわけなんですけど、あれを活用、売れもしない、

町のほうで阿多田オリーブパークというのをつくったんで、建物が活用できたらもっと面白い展

開になるんじゃないかなとふと思ったんで、そこら辺がもし町長にお考えがあったら、お聞かせ

願いたいんですが。 

 以上よろしくお願いします。 

○議長（中川 裕之君）  浅本町長。 

○町長（浅本 邦裕君）  お答えいたします。 

 総合計画の中でどのように書くかということでございますが、これ審議会のほうで諮ってやっ

ておりますので、私は、こう書け、ああ書けとは申しあげられないので、それについては、事務

局のほうによく言っておきます。 

 それから、柳井、上関と連携をということでございます。当然、始める前には、上関も柳井も、

こういう形でイタリアーノひらおを立ち上げるけどもという話はさせてもらっております。 

 実際問題として、私もよくちょくちょく柳井市長、上関町長とお会いするんですけども、向こ

うから、どうかね、イタリアーノひらおはどんなって、気にはなっておられるみたいです。私も

答えるんですが、せっかくなんで一緒にやりましょうよと言うんですけど、そこには乗っては来

られてないと。 

 ただ、これがいいＰＲができて、イタリアーノひらおが広まっていくと、当然向こうのほうか

ら、うちも一緒にやりたいと言ってこられるんじゃないかなと、私は思っているんですけど、そ

ういうことは、こちらがそれだけのＰＲして浸透させない限り、なかなか柳井市さんも上関町さ

んも乗ってこられないのかなというふうに思っております。ものすごく意識はされております。

必ず、お会いすると、どんな状況って聞かれますから、意識はされていると思います。 

 それから、観光大使でございますが、ゆかりがあればでございますので、別に平生町に住んで

たとか、そういうあれは必要ないと思います。何かのゆかりがあればいいわけですから、うちは

このようなゆかりがありますと言えば、そういうゆかりがあったのかということになりますんで、

そこはそんなぎすぎす、住所があったとか、そんなところまで調べるつもりもありませんし、当
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然向こうの申告でございますので、平生町さんとうちはこういうゆかりがあるんですって言われ

れば、その方が全国に発信されることが多い方でございましたら、ぜひともやっていただきたい

と、私は思っております。 

 それから、水産大学でしたか、あそこの件について、私おりませんでしたので、ちょっと何と

も申しあげようが、状況が分からないんですが、私が聞いた話ですが、これ本当に合っているか

どうか知りません。 

 あそこをやめるときに、平生町さんにも声をかけたんじゃないんかなと。多分そのときに使え

るかどうか、また逆に負債にならないかとかを考えて、やっぱりそれをもらってそのまま負債と

して持っていてもと思われたんじゃないかなと、私の推察です。そう思っています。 

 ただ、あのときに、イタリアーノひらおがやっていれば、当然使わせてくださいという話にな

ったと思いますけど、あのときはそういう阿多田公園ですか、あそこをどういうふうに活用する

というのはまだ決まってなかったので、あそこにああいう土地を持って、それをずっと持ってお

くというのは一つの負債だろうというふうに考えられたのではないかなと推察しているところで

ございます。 

 以上です。 

○議長（中川 裕之君）  もう、答弁いいですね。 

 これをもって一般質問を終了いたします。 

────────────・────・──────────── 

○議長（中川 裕之君）  これより、行政報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 平岡正一議員。 

○議員（１１番 平岡 正一君）  行政報告の中で、総合計画の取り組み状況について報告をいた

だきました。 

 さきの全員協議会では、１２月の議会に基本構想の議決案を提出したいと、３月に完成品を報

告したいと、こういうお話だったと思います。 

 それで、このことについてお話を、今、取り組みの過程についてお話をいたします。 

 まず、１つは、第五次総合計画は令和３年、２０２１年から始まることになっていますが、も

し令和３年、２０２１年度の予算にそこが出発になるんなら、１２月中に全部つくられたほうが

いいんじゃないかと。そうでないと３月につくられたら、もう予算できてますから、その考え方

が一つ。 

 それと、もう一つ、１２月の議会に、基本構想を提案をしたいという方針についてです。町の

条例を見ますと、総合計画は、基本構想と実行計画及び総合戦略からなるものとして、３つで成

り立っておるというぐあいに書いてあります。そうして、下のほうで、議会に基本構想の議決を
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求めると、こうなっておるわけです。 

 それで、１２月に議会の、私は今までの概念でおりますから、第四次総合計画までのことが頭

の中にありますんで、次に変わったことをされるんなら別ですけど、基本構想、第四次総合計画

は、基本構想は約６ページ、ページ数でいえば８ページなんです、この厚い本の中で。全体で

１５０ページあるんですが、この基本構想は第１章から第６章までありまして、目的年度とか将

来像だとか、人口指標だとか、基本目標、基本政策、土地利用構想とか、こういうもので、あら

ゆる一般論で成り立っておるんです。 

 それを１２月の議会に、基本構想だけを議決してくださいという話なら、なかなかちょっと全

体像が見えないなと、あと実行計画と総合戦略はどのようになっていくのかと。考え方に基本構

想を議決しなければ、次に進めませんという考え方もあるかもしれませんが、私が考えれば、基

本構想だけ持ってこられても、基本計画や総合戦略がないとよく分かりませんよということにも

なります。 

 ここのとこの取り合いです。これはどう考えておられるんですか。もう間近ですから、できた

ら、２０２１年、令和３年から出発されるんなら１２月までに全部を終えられたのがいいのでは

ないか。 

 予定どおりにされるんなら、こちらも１２月議会で基本構想だけ議決するというのも、困った

なと思っておるんですが、お考えを聞いておきたいと思います。 

○議長（中川 裕之君）  浅本町長。 

○町長（浅本 邦裕君）  詳細につきましては、地域振興課長から答えさせてもらいますが、御承

知のとおり、総合計画の審議会をつくっておりまして、そっちでの話にも影響がありますんで、

その状況も踏まえて地域振興課長からお答えさせていただきたいと思います。 

○議長（中川 裕之君）  友田地域振興課長。 

○地域振興課長（友田  隆君）  平岡議員の御質問に対してお答えしたいと思います。 

 ２点ほどあったかと思います。１点目が、令和３年度の予算を策定する際に、総合計画の進捗

状況等を踏まえて、令和３年度予算に間に合わないのじゃないかというようなことだったと思い

ます。 

 これについては、まず、スケジュールをおさらいさせていただきますと、８月３１日にも申し

あげましたように、まずは基本構想の審議会での審議を終えて、１０月からパブリックコメント、

また、その状況を踏まえて審議会から町長への答申というのが１１月末ぐらいに予定しておりま

す。その後に、１２月議会への上程ということで、基本構想を御議決いただくようにスケジュー

ルを考えております。 

 それと同時に、同時進行でこの月末から実行計画についても、関係課を招集いたしまして協議



- 70 - 

を考えております。 

そういった中で、令和３年の予算にも間に合えばというようなことは考えておりますが、これ

もコロナ禍でかなり遅れている部分もありますが、同時進行でさせていただければというふうに

思っています。 

 それと、もう一点が、１２月議会で議決する平生町総合計画条例にあります、議会の議決事項

でございます。こちら、基本構想を策定して議会の議決を、町長は得なければいけないというふ

うに条例のほうに書いております。こちらのほうにつきましても、１２月議会議決ということで

ございますが、内容が、全容が見えないというようなことがございました。 

 こちらについては、基本構想のほうは、基本理念、将来像、基本目標という３点から構成され

た基本構想でございます。こちらについて、特に基本理念については、まちづくりを進める上で

の基本的な考え方、そして将来像については、基本理念の実践によって実現を目指すテーマ、ま

た、基本目標はまちづくりの方向性を示すものということで、こちらの大枠で御議決をいただけ

ればと思っております。 

 実行計画も随時進めておりますので、折に触れ随時報告させていただきます。その中で、御判

断いただければと考えております。 

○議長（中川 裕之君）  平岡正一議員。 

○議員（１１番 平岡 正一君）  私、この総合計画条例、これのときに考えておったのは、今ま

でどおりの頭の考え方です。先ほど言いましたように、総合計画とは、基本構想、実行計画及び

総合戦略からなるものをいうと、こう条例に書いておるわけです。 

 したがって、その中の基本構想だけは議決をしますよと、あとは議決は得ませんよというよう

に、私は解釈をしておるんです。なぜかというと、ちょっと昔のこともありますが、いわゆる議

会の権能を強化するために総合計画については、基本構想だけではなくて、基本計画、実行計画

も議決すべきだという議論が、随分活発にされた時期がありました。２０年ぐらいなりますが。 

 実際に、基本計画まで議決した議会もあって、全国的に議会権能強化ということで、大変高く

評価された時期があるんです。私は賛成じゃないんです。基本計画というのは、いろいろ変わり

ますから、一々議会の議決の変更というのは大変ですから。 

 それで、基本構想部分は議決をしましょうよというように理解をしておりましたらから、全部

何ができたうちの基本構想部分を議会は議決をすると、こういう私は解釈をしております。 

 事務的な取り組みが、ぎりぎり３月、年度末がぎりぎりだと言われるんでしたら、むしろ早め

に、令和３年、２０２１年の予算に間に合うように総合計画をつくってこなかったほうが、一つ

の問題として残ってくるんじゃないかと思うんですけど。 

 今までのパターンで来たということです。一応まだ進行形ですから、私の意見は置いておいて、
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ぜひこういったことも、考え方ありますから、検討していただきたいと思います。答弁はいいで

す。 

○議長（中川 裕之君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中川 裕之君）  質疑なしと認めます。これをもって、行政報告に対する質疑を終了いた

します。 

 次に、提出議案に対する質疑に入ります。 

 まず、議案第４４号「令和２年度平生町一般会計補正予算」から議案第４６号「令和２年度平

生町介護保険事業勘定特別会計補正予算」までの件について、一括して質疑を行います。質疑は

ありませんか。 

 赤松義生議員。 

○議員（６番 赤松 義生君）  それでは、補正予算について、１２ページなんですけど、説明は

町長がされたんですが、ちょっとよく分からなかったんで、改めて教えていただければと思いま

すが、住民基本台帳の電算システムの改修について、１２ページの総務費の戸籍住民基本台帳費

の中の住民基本台帳電算システム改修ということで４９３万４,０００円の予算が組んでありま

すが、どういうシステムの改修がなされて、その結果どういうふうになるのか、その辺を教えて

いただけたらと思います。 

 それから、特別会計のほうの国民健康保険についてなんですが、国保の歳出の３ページ、基金

積立金が６,７８８万１,０００円補正されて、結局６,７９１万４,０００円基金に積み立てると

いうことになるんですけど、今年基金を１億円取り崩して国民健康保険税の大幅な引き下げがな

されて、県下でも断然安い国保税にはなっています。 

 水道料金は高いけど、国保は一番安くて、次に安いところとの１０万円ぐらいの差がつくよう

な、年収３００万円で夫婦で子供２人の家庭で試算をして、そういう結果が出るんですけど、そ

れで、今、基金が恐らく１億２,０００万円ぐらいは残っているんじゃないかというふうには思

っています。これに補正でこれだけ積むと、大体１億９,０００万円ぐらいの基金残高になろう

かと思いますが、それで、正解なのかどうなのか、お願いいたします。 

○議長（中川 裕之君）  浅本町長。 

○町長（浅本 邦裕君）  詳細につきましては、担当課から説明させていただきます。間違うとい

けませんので、お願いします。 

○議長（中川 裕之君）  淵上町民福祉課長。 

○町民福祉課長（淵上万理子さん）  住民基本台帳費の住民基本台帳電算システムの改修について

御説明をさせていただきます。 
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 こちらは、マイナンバーカードや公的個人認証の利用は、現在国内だけの方について可能とな

っております。それを国外に転出した方にも利用できるようにするための改修になります。 

 現在、国内で転居された場合は、住基ネットシステムでどちらに転居されたというのが分かり

ますけれども、国外に転居、転出された場合には、例えば平生町から国外に転出されましたら、

もうそこで、こちらには、今住所がどちらにあるかとか、そういうことは分かりませんので、住

基ネットで連携することで、国外におられる方にもマイナンバーカードや公的個人認証が利用で

きるようにシステムを改修するものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（中川 裕之君）  川口健康保険課長。 

○健康保険課長（川口 龍哉君）  赤松議員さんの国民健康保険特別会計の補正予算についての御

質問にお答えいたします。 

 今回の上程のほうに、報告の１２号といたしまして、２０１９年度平生町国民健康保険事業基

金の運営及び収支会計状況という資料のほう、報告としてお付けしております。 

 こちらにつきまして、２０１９年度末の現在の基金の残高等が、こちらの資料のほうにお示し

をしているところでございます。 

 ２０１９年度末現在の基金の残高でございますが、２億１,９８０万６,７０６円でございます。

今回補正予算で、補正額としては６,７８８万１,０００円ですが、当初予算のほうで３万

３,０００円計上しておりますので、基金の積立金につきましては６,７９１万４,０００円とな

ります。 

 令和２年度予算で定めた基金の繰入金、先ほども、赤松議員さんのほうから説明がありました

ように、１億７００万円を基金から繰り入れる予定としております。 

 ですので、この繰入れを、現在、２０１９年度末現在の基金残高から引いて、さらに今回の補

正額と当初予算を足して、その残りが令和２年度末の基金残高となりますが、これには利息をプ

ラスするようになりますが、予定でしたら約１億８,０７０万強になるのではないかという見込

みをしております。１億８,０７０万強ということです。 

 以上です。 

○議長（中川 裕之君）  ほかにありませんか質疑はありませんか。 

 平岡正一議員。 

○議員（１１番 平岡 正一君）  今度の補正予算の中身に、庁舎関係の金額を足してみました。

令和２年度の庁舎関係の新しい一般財源の合計額を出してみると、１,１５４万４,０００円なん

です。全部これ一般財源です。 

 聞いてみましたら、庁舎建設に伴って、周辺の方々に迷惑をかけることもあるし、その方々の
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水道施設の改修で生活環境の整備だとか、安全対策だとかということにも配慮しておられるよう

ですから、それはそれで理解はするんですけど、とにかくだんだんだんだん、庁舎の本体の金額

より、この前も庁舎整備特別委員会で、２,３５０万円ですか、増額になりますよという話がご

ざいました。 

 今度も今年の予算で１,１５４万円です。これ全部一般財源です。こういう具合にだんだん膨

らんでいくんです。一番心配しておったこと、前にも申しましたけど。今後どういうものがどの

ように要るのか、早めに検討されて、予算額、財源対策等を説明をできるようにしてほしいと、

そうでないと、ずるずる、ずるずる庁舎関係の一般財源なり借入れが増えてくると、こういうこ

とを一番心配しておりますので、このことについての見解だけお伺いしておきたいと思います。 

○議長（中川 裕之君）  浅本町長。 

○町長（浅本 邦裕君）  御承知のとおり、進めていく上で、整備に対する見込めない事業ってい

うの、やはりどうしてもちょくちょくは出てくるかと思います。 

 これは仕方がないと言い方はあれなんですけど、やっぱりよく見込んで予算というのを組んで

いかないと、このような形になろうかと思いますんで、ようやく実施設計を始める段階ですんで、

ほとんどほかには、何か新しい、必要なことがあるのかどうかも含めて、そろそろ全体像という

のは固まってくるはずでございますので、皆様方に、その実態に合わせた形で、必要なものは、

これが必要になりましたとか、初めに見込んだものにこういう形で増えましたというのはお示し

して、実際にどれだけかかるのかっていうのは、はっきり皆様方のほうにもお示しさせていただ

きますので、もう少し時間を頂きたいなと思っていますが、庁舎特別委員会でも、またうちのほ

うである程度めどがついて、業者ともいろいろ相談させてもらって、できましたらそこで御説明

をさしあげるような形にしたいと思います。 

 いつ頃というのは申しあげられないんですけども、いずれにしても、なるべく早く業者との打

ち合わせも含めて、全体像を明らかにさせていただきたいなと思っております。 

 以上です。 

○議長（中川 裕之君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中川 裕之君）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第４７号「地域再生法に係る固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正す

る条例」から議案第４９号「平生町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例」について、一括して質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

 赤松義生議員。 
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○議員（６番 赤松 義生君）  議案第４９号についてお尋ねをします。 

 資料を頂いて、主な改正の内容ということで解説を頂いておりますが、去年の１０月１日から

消費税の増税に伴って、保育料とか幼稚園の授業料が無料になるということがあります。その代

わり、給食費はお金がかかるよということであったと思うんですが、これよく読んでみると、副

食費の提供に要する費用が追加をされたと、こういうふうになっております。 

 私の知っている、もう今は違うんかもしれませんけど、以前は、幼稚園は授業料ですから、こ

れは全部一律幾らという金額だったと思うんですが、保育園の場合は所得によって保育料が違っ

ていて、保育料がかからない家庭もあったと思うんです。 

 それは今でも存在しているとしたら、その人たちに対しても、副食費とか、主食のお金とかは

徴収するようになるのか、どうなのかということをお尋ねしたいのと、保育料を５万円も６万円

も払っておられた方々にとっては、大して負担にはならないと思いますけど、そういう人たちが

どうなるのかということをお尋ねいたします。 

○議長（中川 裕之君）  浅本町長。 

○町長（浅本 邦裕君）  担当課長から説明させていただきます。 

○議長（中川 裕之君）  淵上町民福祉課長。 

○町民福祉課長（淵上万理子さん）  ただいまの御質問にお答えします。 

 今までは、１０月から保育料が無償になりましたが、今までは保育料の中に副食費というもの

は含まれておりましたので、保護者は実際には負担をしていただいておりました。副食費のほう

についてもです。 

 ただ、３歳児から５歳児までは、１０月１日から無償化になりまして、保育料の支払いがなく

なりましたので、その代わりに副食費を別に徴収してもいいという規定になったものでございま

す。 

 食事は家庭で保育施設等に来ておられない方も、食事は子供さんは食べられますので、食費と

いうのは、やはり徴収するものということが国の考え方でございますので、そういうふうに基準

が設けられました。 

 ただ、所得の制限によって免除になるという規定もございますので、今までどおり、副食費、

保育料を納めておられなかった、免除されておられた方につきましては、免除規定というものが

ございますので、副食費の負担もされないで大丈夫ということになります。 

 以上で御説明を終わります。 

○議長（中川 裕之君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中川 裕之君）  質疑なしと認めます。 
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 続きまして、決算認定についての質疑を行います。 

 認定第１号「２０１９年度平生町一般会計歳入歳出決算の認定について」であります。質疑は

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中川 裕之君）  質疑なしと認めます。 

 続きまして、認定第２号「２０１９年度平生町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の

認定について」から認定第７号「２０１９年度平生町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

の認定について」を一括して質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中川 裕之君）  質疑なしと認めます。 

 続きまして、報告第５号「２０１９年度平生町財政基金の運営及び収支会計の状況報告」から

報告第１７号「地方公共団体の財政の健全化に関する法律における健全化判断比率及び公営企業

会計の資金不足比率の報告」について一括して質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中川 裕之君）  質疑なしと認めます。 

 これをもって一般質問、行政報告及び提出議案に対する質疑を終了いたします。 

 ここで日程の変更についてお諮りいたします。一般質問、行政報告及び提出議案に対する質疑

が終了いたしましたので、９月１１日の本会議は休会としたいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中川 裕之君）  御異議なしと認めます。よって、日程を変更することに決しました。 

 したがいまして、本日の議事日程に日程第３２、決算特別委員会の設置、日程第３３、委員会

付託を追加いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第３２．決算特別委員会の設置 

○議長（中川 裕之君）  日程第３２「決算特別委員会の設置」についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。認定第１号から認定第７号までの件を審査するため、議長及び議会選出の

監査委員を除く１０名の議員を委員とする決算特別委員会を設置したいと思います。これに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中川 裕之君）  御異議なしと認めます。よって認定第１号から認定第７号までの件を審

査するため、決算特別委員会を設置することに決しました。 
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 お諮りいたします。ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会

条例第５条第４項の規定により、議長において、河内山宏充議員、細田留美子議員、岩本ひろ子

議員、河藤泰明議員、村中仁司議員、赤松義生議員、松本武士議員、中本敦子議員、中村武央議

員、中丸和則議員を指名したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中川 裕之君）  御異議なしと認めます。よって、ただいまの１０名が、決算特別委員会

の委員に選任されました。 

 ここで、暫時休憩いたします。再開は３時２０分を再開といたします。 

 委員会室のほうへ、ただいまの委員の皆さんはご移動をお願いいたします。 

午後３時０７分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時１９分再開 

○議長（中川 裕之君）  再開をいたします。 

 ただいま、決算特別委員会を開催し、委員長に岩本ひろ子委員、副委員長に中本敦子委員を互

選したとの申し出がありましたので報告いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第３３．委員会付託 

○議長（中川 裕之君）  日程第３３、お諮りいたします。議案第４４号から議案第４９号及び認

定第１号から認定第７号は、会議規則第３５条第１項の規定により、お手元に配布の付託表のと

おり、各常任委員会及び決算特別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〕 

○議長（中川 裕之君）  御異議なしと認めます。よって、お手元に配布の付託表のとおり、各常

任委員会及び決算特別委員会に付託することに決しました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（中川 裕之君）  本日はこれにて散会いたします。 

 次の本会議は、９月２４日、午前９時から行います。 

午後３時２０分散会 

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

令和２年 第８回（定例）平 生 町 議 会 会 議 録（第２日） 

令和２年９月２４日（木曜日） 

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

議事日程（第２号） 

令和２年９月２４日 午前９時００分開会 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 議案第４４号 令和２年度平生町一般会計補正予算 

日程第３ 議案第４５号 令和２年度平生町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算 

日程第４ 議案第４６号 令和２年度平生町介護保険事業勘定特別会計補正予算 

日程第５ 議案第４７号 地域再生法に係る固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改

正する条例 

日程第６ 議案第４８号 平生町基金条例の一部を改正する条例 

日程第７ 議案第４９号 平生町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例 

日程第８ 認定第１号 ２０１９年度平生町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第９ 認定第２号 ２０１９年度平生町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第10 認定第３号 ２０１９年度平生町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第11 認定第４号 ２０１９年度平生町漁業集落環境整備事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第12 認定第５号 ２０１９年度熊南地域介護認定審査会事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第13 認定第６号 ２０１９年度平生町介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

日程第14 認定第７号 ２０１９年度平生町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第15 同意第９号 平生町教育委員会委員の任命について 

追加日程第１ 発委第３号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に

対し地方税財源の確保を求める意見書 

日程第16 議員派遣について 

日程第17 委員会の閉会中の所管事務等の調査について 
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────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

日程第２ 議案第４４号 令和２年度平生町一般会計補正予算 

日程第３ 議案第４５号 令和２年度平生町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算 

日程第４ 議案第４６号 令和２年度平生町介護保険事業勘定特別会計補正予算 

日程第５ 議案第４７号 地域再生法に係る固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改

正する条例 

日程第６ 議案第４８号 平生町基金条例の一部を改正する条例 

日程第７ 議案第４９号 平生町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例 

日程第８ 認定第１号 ２０１９年度平生町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第９ 認定第２号 ２０１９年度平生町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第10 認定第３号 ２０１９年度平生町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第11 認定第４号 ２０１９年度平生町漁業集落環境整備事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第12 認定第５号 ２０１９年度熊南地域介護認定審査会事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第13 認定第６号 ２０１９年度平生町介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

日程第14 認定第７号 ２０１９年度平生町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第15 同意第９号 平生町教育委員会委員の任命について 

追加日程第１ 発委第３号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に

対し地方税財源の確保を求める意見書 

日程第16 議員派遣について 

日程第17 委員会の閉会中の所管事務等の調査について 

────────────────────────────── 

出席議員（１２名） 

１番 中丸 和則君       ２番 中村 武央君 

３番 中本 敦子さん       ５番 松本 武士君 

６番 赤松 義生君       ７番 河藤 泰明君 
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８番 岩本ひろ子さん       ９番 細田留美子さん 

10番 河内山宏充君       11番 平岡 正一君 

12番 村中 仁司君       13番 中川 裕之君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 金岡 泰史君       書記 河村 勇汰君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 浅本 邦裕君  副町長 ………………… 髙木 哲夫君 

教育長 ………………… 清時 崇文君    会計管理者 …………… 田坂 孝友君 

総務課長兼選挙管理委員会事務局長 …………………………………… 中尾 和正君 

地域振興課長 ………… 友田  隆君    町民福祉課長 ………… 淵上万理子さん 

税務課長 ……………… 池田 真治君  健康保険課長 ………… 川口 龍哉君 

産業課長兼農業委員会事務局長 ………………………………………… 吉岡 文博君 

建設課長 ……………… 高岡 浩行君    学校教育課長 ………… 河島  建君 

社会教育課長 ………… 三村 直子さん    総務課財務班長 ……… 久保 秀幸君 

────────────────────────────── 

午前９時００分開議 

○議長（中川 裕之君）  ただいまの出席議員は１２名であります。定足数に達しておりますので、

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布したとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（中川 裕之君）  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１１６条の規定により、議長において河藤泰明議員、岩本ひろ

子議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第４４号 
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日程第３．議案第４５号 

日程第４．議案第４６号 

日程第５．議案第４７号 

日程第６．議案第４８号 

日程第７．議案第４９号 

日程第８．認定第１号 

日程第９．認定第２号 

日程第１０．認定第３号 

日程第１１．認定第４号 

日程第１２．認定第５号 

日程第１３．認定第６号 

日程第１４．認定第７号 

○議長（中川 裕之君）  日程第２、議案第４４号「令和２年度平生町一般会計補正予算」から、

日程第７、議案第４９号「平生町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例」及び日程第８、認定第１号「２０１９年度平生町一般会

計歳入歳出決算の認定について」から日程第１４、認定第７号「２０１９年度平生町後期高齢者

医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について」までの件を一括議題といたします。 

これより所管委員会における審査の経過並びに結果に関し、委員長の報告を求めますが、認定

第１号から認定第７号までの件を付託した決算特別委員会の報告は省略することに御異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中川 裕之君）  御異議なしと認めます。それでは、岩本ひろ子総務厚生常任委員長。 

○総務厚生常任委員長（岩本 ひろ子さん） 皆様おはようございます。総務厚生常任委員会の

御報告をいたします。 

総務厚生常任委員会は９月１６日に委員会を開催し、本会議から付託された議案の審査を行い

ました。それぞれの議案について執行部に説明を求め、質疑を行いました。採決の結果、お手元

の資料にありますように、全ての議案が全会一致で可決すべきとなりました。 

主だった質疑を申しあげます。 

議案第４４号「令和２年度平生町一般会計補正予算」の非常備消防費について、宝くじ助成事

業を活用した消防団の網上げ靴が不採択となったが、それに代わる装備品を考えていないかとい

う質疑に対して、それに代わる装備品は今年度は考えていない、引き続き助成金を使って網上げ

靴の更新を要望してまいりたいとの回答がありました。 
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議案第４５号は、質疑はありませんでした。 

議案第４６号「令和２年度平生町介護保険事業勘定特別会計補正予算」について、決算の時に

介護保険事業は横ばいであるという説明があったが、団塊の世代が高齢化していく中で介護保険

事業の今後の事業の推移について質疑がなされ、一人当たりの給付費については、大きな増減は

ないが、高齢者数が増加しているので、それに伴って、要介護認定者が増加する見込みであるが、

給付費が大きく増加することはないと予測しているとの回答がありました。 

議案第４８号と議案第４９号は、質疑はありませんでした。 

以上が主だった内容です。以上で報告を終わります。 

○議長（中川 裕之君）  次に、中本敦子産業文教常任委員長。 

○産業文教常任委員長（中本 敦子さん）  産業文教常任委員会は９月１７日に委員会を開催し、

本会議から付託された議案の審査を行いました。それぞれの議案について執行部に説明を求め、

質疑を行いました。採決の結果、お手元の資料にありますように、全会一致で全ての議案が可決

すべきとなりました。 

 主だった質疑を申しあげます。 

議案第４４号「令和２年度平生町一般会計補正予算」の林業総務費の繁茂竹林整備事業の趣旨

と事業実施箇所について質疑がなされ、繁茂竹林整備のため、山口森林づくり県民税を財源とし

て行う補助事業であること、そして今から広報で募集するため、場所については特定されていな

い旨回答がありました。 

観光費の工事請負費の丸山海浜パーク防波堤手摺修繕について質疑がなされ、当初、本年度と

来年度の２か年で整備の予定だったが、今年度実施分については完了しているが、入札差金も発

生し、また地元要望もあり、今年度について、残りの部分を実施するため補正するものであると

の回答がありました。 

同じく、阿多田公園の除根の内容について質疑がなされ、オリーブを作付けする国有地部分の

樹木とソテツの除根に要する経費であるとの回答がありました。 

 上下水道事業費の負担金の新庁舎への水道の引き込みについて質疑がなされ、現在役場の裏側

の７５ｍｍの本管から供給を受けているが、工事等の仮設水道の設置のため、近隣民家への供給

量が不足することが予定されるため、前面の県道から１５０ｍｍの管を７９ｍ敷設し、さらに、

役場前の民家への供給管も取り換えることも予定しているとの回答がありました。 

 議案第４７号「地域再生法に係る固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条

例」について、固定資産税が減額された場合の国の措置について質疑があり、法の適用を受ける

固定資産税の不均一課税につきましては、国の方で交付税の減収補填措置があるという回答があ

りました。 
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 以上が主だった内容です。御報告を終わります。 

○議長（中川 裕之君）  以上で委員長報告を終わります。 

 これより委員長報告に対する質疑を一括で行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中川 裕之君）  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。 

 これより討論に入ります。 

まず、議案第４４号から第４６号に対する反対討論の発言を許します。 

赤松義生議員。 

○議員（６番 赤松 義生君）  それでは、議案第４４号「令和２年度平生町一般会計補正予算」

について、反対の討論をいたします。 

 これまでマイナンバーカードの所有者が国外に転出してもカードの機能が利用できませんでし

たが、それをできるようにするためのシステムの改修との説明がありました。国の補助金が

２５９万４，０００円、一般財源が２３４万円計上されていますが、カードの所有は、決算審議

の中でも住民の１５％に満たない現状が明らかになりました。 

 国家による国民の監視、個人情報の漏洩など様々な問題をはらんだまま２０１６年１月にス

タートし、やがて５年になろうとしていますが、普及は進んでいないのが現状です。 

私は、既に破綻しているこの制度に貴重な財源を使うよりは、子育て支援などに使うほうが住

民のためになるということを訴えて私の討論といたします。 

○議長（中川 裕之君）  次に、賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中川 裕之君）  次に、反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中川 裕之君）  以上で、第４４号から第４６号に対する討論を終了いたします。 

  続きまして、議案第４７号から第４９号に対する反対の討論を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中川 裕之君）  次に、賛成の討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中川 裕之君）  以上で、議案第４７号から第４９号に対する討論を終了いたします。 

  続きまして、認定第１号から第７号に対する反対討論の発言を許します。 

赤松義生議員。 

○議員（６番 赤松 義生君）  それでは、認定１号、一般会計歳入歳出決算について反対の討論

をいたします。 
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 この年の地方財政計画と見ると、地方交付税の増額となる、まち・ひと・しごと創生事業費

１兆円が継続され、一般財源総額も消費税増税に伴う諸施策の財政需要の増加分も含め、前年度

を上回って計上されており、住民の要求を実現する財源は十分とはいえないものの基本的に確保

されているといえます。 

それでは、私の反対理由の第１は、消費税増税で今度の決算でも当然ですが、使用料などに消

費税増税分が上乗せされ、改定が行われました。１０月１日から増税されたわけですが、増税で

きる経済情勢であったのかという問題です。 

安倍首相は過去２回増税を延期していますが、そのときと比べても経済情勢はよくありません

でした。その結果、直後の１０月から１２月期の経済成長率は、ＧＤＰ年率換算で７．１％と大

きな落ち込みとなりました。２０１４年４月に消費税が８％に引き上げられて、この間、実質賃

金は１０万円低下していました。 

また、家計の消費も年間１５万円落ち込んでいました。しかも軽減税率分を差し引いても一家

庭平均４万３，０００円の増税になります。 

さらに、軽減税率を導入しても逆進性はますますひどくなり、低所得者ほど重い税負担を強い

られます。経済界や高額所得者の求めに応じ、消費税の増税で財源確保を行う政策では財政もよ

くなりません。 

第２にマイナンバーカード、個人番号カード関連事務として支出されていますが、先ほども補

正予算の討論で申しましたが、セキュリティーなどにも問題があり、事業が始まって４年が経過

している事業であるにもかかわらず交付の進まない事業であり、事業を中止すべきです。 

第３に森林環境整備基金の積み立てがありますが、目的などについては問題はありませんが、

２０２４年から税の徴収が始まりますが、東日本復興特別住民税を名前を変えての税の徴収であ

り、しかも個人住民税の均等割のみを払う方にも税がかかり、逆進性の強い税の徴収となります。 

なお、この年の補正予算の中で、決算の最後の補正の時にはＧＩＧＡスクール構想に基づく補

正がありました。そのときは反対しましたが、その後の予算ではコロナ禍のもとで、特に反対理

由としておりませんでしたので、今回の反対理由には含めませんでした。 

以上の３点を理由として私の反対の立場での討論を終わります。 

○議長（中川 裕之君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中川 裕之君）  次に、反対討論の発言を許します。 

 河内山宏充議員。 

○議員（１０番 河内山 宏充君）  認定第１号、２０１９年度平生町一般会計歳入歳出決算の認

定において、反対の立場からではありますが、評価する点も申しあげて私の反対の立場からの討
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論といたします。 

 それではまず先に評価する点を申しあげます。 

 地方公共団体の財政健全化に関する法律による健全化判断比率の指標、実質公債費率及び将来

負担比率の指標数値の改善については評価をいたします。 

 次に評価しない点を申しあげます。 

 ２０１９年度一般会計歳入歳出決算書の説明の最後に、「２０１９年度当初予算審議の際、職

員適正化計画とのかい離をご指摘いただきましたが、今年度当初予算審議におきましてもそれは

解消できず、努力不足とともに早期の見直しに迫られていることを認識しています。以下途中省

略をいたします。今後の予算編成、予算執行にあたっては基本構想、基本目標を基軸に真摯に取

り組み、今後決算認定という判断を仰ぎたい」との説明がございました。 

 職員適正化計画の数値目標は、その数字を達成することで成し遂げようとする状態、つまり、

行革大綱における行政改革推進計画で規定している、行政の簡素化・効率化等を通じた持続可能

なまちづくりであるのではないでしょうか。その状態を作り出すことこそが本来の目的であり、

数値目標は本来の目的を達成しているかどうかを確認するための指標に過ぎないものと私自身は

判断しております。 

 決算にあたり、当初予算からの職員数のかい離についてを例として、執行に対する取り組み姿

勢、また、この間の休職者並びに退職者の発生から職場労働環境等にも問題があると推測、判断

いたし、２０１９年度平生町一般会計歳入歳出決算の認定に対し反対するものです。 

 理由を詳しく申しあげます。２０１９年３月の当初予算審議の際、当初の職員実数は１１３人

とフルタイム勤務の再任用者２人、予算上はフルタイム勤務の再任用者３人で計上しているので

当初の職員実数は１１６人との説明でありました。 

年度当初の職員実数は、第６次行革大綱、平生町職員適正化計画において平成２８年から平成

３２年の５年間、年度目標として自ら定め、公表されています。 

２０１９年度決算審査においては、年度末時点の職員数は１１１人プラスフルタイム勤務の再

任用者２人の計１１３人でありました。この間の職員数には、休職者並びに退職者等が含まれて

いるものとも推測をいたします。 

 年度当初と年度末の職員数の相違について、一年間、適切に行政サービスが行われ、住民への

福祉の向上に努めることができたのか疑問であります。年度末決算における職員数を定めた計画

はありません。決算にあたり、当初予算からの職員数のかい離についてを例としてあげましたが、

執行に対する取り組み姿勢、また、予期せぬ休職者・退職者の発生は、先ほど申しあげましたよ

うに労働環境などに問題が発生していると推測、判断をします。 

行政の簡素化・効率化等を通じた持続可能なまちづくりに向けた指標は守れなかったのか、守
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らなかったのか、どちらなのでしょうか。何のために職員適正化計画を定めたのか、それがなぜ

計画通りにいかないのか、どこかへ相当な無理を強いているのではないでしょうか。 

職員適正化計画を検証し、改善すべきことを強く申しあげて、２０１９年度平生町一般会計歳

入歳出決算の認定に対する私の反対討論といたします。 

○議長（中川 裕之君）  次に、賛成討論を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中川 裕之君）  次に、反対討論を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中川 裕之君）  以上で、認定第１号から第７号に対する討論を終了いたします。 

ここで暫時休憩します。 

午前９時２２分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前９時２８分再開 

○議長（中川 裕之君）  再開いたします。これより採決に入ります。 

 まず、議案第４４号「令和２年度平生町一般会計補正予算」を採決いたします。 

議案第４４号を両委員会に分割して付託した結果、両委員会とも可決との報告でありました。

議案第４４号は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中川 裕之君）  起立多数であります。よって、議案第４４号は委員長の報告のとおり可

決いたしました。 

 次に、議案第４５号「令和２年度平生町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算」を採決いた

します。 

議案第４５号に対する委員長の報告は、可決であります。 

議案第４５号は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中川 裕之君）  起立全員であります。よって、議案第４５号は委員長の報告のとおり可

決いたしました。 

 続きまして、議案第４６号「令和２年度平生町介護保険事業勘定特別会計補正予算」を採決い

たします。 

議案第４６号に対する委員長の報告は、可決であります。 

議案第４６号は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（中川 裕之君）  起立全員であります。よって、議案第４６号は委員長の報告のとおり可

決いたしました。 

 続きまして、議案第４７号「地域再生法に係る固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を

改正する条例」の件を採決いたします。 

議案第４７号に対する委員長の報告は、可決であります。 

議案第４７号は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中川 裕之君）  起立全員であります。よって、議案第４７号は委員長の報告のとおり可

決いたしました。 

 続きまして、議案第４８号「平生町基金条例の一部を改正する条例」の件を採決いたします。 

議案第４８号に対する委員長の報告は、可決であります。 

議案第４８号は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中川 裕之君）  起立全員であります。よって、議案第４８号は委員長の報告のとおり可

決いたしました。 

 続きまして、議案第４９号「平生町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例」の件を採決いたします。 

議案第４９号に対する委員長の報告は、可決であります。 

議案第４９号は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中川 裕之君）  起立全員であります。よって、議案第４９号は委員長の報告のとおり可

決いたしました。 

 続きまして、認定第１号「２０１９年度平生町一般会計歳入歳出決算の認定について」を採決

いたします。 

本案に対する委員長の報告は、認定であります。 

本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中川 裕之君）  起立多数であります。よって、本案は委員長の報告のとおり認定いたし

ました。 

 続きまして、認定第２号「２０１９年度平生町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の

認定について」から認定第７号「２０１９年度平生町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

の認定について」を採決いたします。 
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本案に対する委員長の報告は、認定であります。 

本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中川 裕之君）  起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり認定いたし

ました。 

 これより人事案件を議題といたします。この人事案件については討論を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中川 裕之君）  御異議なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．同意第９号 

○議長（中川 裕之君）  日程第１５、同意第９号「平生町教育委員会教育委員の任命について」

を議題といたします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。浅本町長。 

○町長（浅本 邦裕君）  議員の皆様、おはようございます。 

去る９月１０日に御提案申しあげました議案につきまして、本会議並びに付託常任委員会及び

決算特別委員会におきまして慎重に御審議賜りましたこと、まずもって厚くお礼申しあげます。 

  そして、ただ今は予算３件、条例３件、認定７件につきまして御議決を賜りまして誠にありが

とうございました。 

今後、間もなく下半期に入りますので、事務事業の進捗に注意を払いますとともに、財政運営

を含め行政の効率化に努め、住民生活の向上に全力を挙げて取り組んでまいる所存でありますの

で、議員の皆様方におかれましても、よろしく御指導いただきますようお願い申しあげます。 

  それでは、本日御提案申しあげますのは、人事案件１件でございます。 

同意第９号「平生町教育委員会委員の任命について」の御説明を申しあげます。 

  ９月３０日をもちまして任期が満了いたしますのは、現在教育委員を務めていただいておりま

す村川真弓氏でございます。 

村川氏におかれましては、平成２４年１０月１日に教育委員として、任命いたしております。

２期８年間、教育に関する幅広いご識見により、本町の教育・文化の振興に貢献してこられまし

た。このたび任期を迎えるにあたり、引き続き、教育行政にお力添えをいただきたいとの申し出

をいたしましたが、ご本人から後進に道を譲りたいとの申し出があり、この任期に際し、ご勇退

となったわけでございます。 

  後任につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第５項により、このた
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びは今村富士乃氏を任命いたしたいと思います。 

今村氏の略歴は資料として添付いたしておりますが、昭和２８年３月２４日生まれの６７歳で

ございまして、昭和４９年３月に中部女子短期大学幼児教育学科をご卒業後、平生町の保育士及

び幼稚園教諭として、平成２５年に退職されるまで３９年間勤められました。 

退職後におきましては、平成２５年１２月から民生委員・児童委員、特に主任児童委員として、

子どもたちが安心して豊かに暮らせる地域づくりの推進にご尽力いただいております。 

また、地域におきましても、住民の方々のよき指導者として、また、教育に対する強い熱意も

お持ちであり、本町の教育委員として適任であると判断するものであります。 

  以上、御説明申しあげましたように、教育委員としての識見を十分備えておられ、適任者とし

て任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定によりまして、 

町議会の御同意を賜りますようお願いを申しあげます。 

以上をもちまして、同意第９号につきましての御説明を終わらせていただきますが、説明不足

の点につきましては、皆様方の御質問によりまして、私並びに説明出席者よりお答え申しあげた

いと存じますので、よろしく御審議をいただきますようお願いを申しあげます。 

○議長（中川 裕之君）  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより提出議案に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中川 裕之君）  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。 

 これより同意第９号を採決いたします。 

本案について、同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中川 裕之君）  起立全員であります。よって本案は原案のとおり同意されました。 

ここで暫時休憩いたします。議員による全員協議会を開きたいと思います。議員の皆さんは委

員会室のほうへ御移動ください。再開は全員協議会終了ということにさせていただきます。 

午前９時３９分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前９時４９分再開 

○議長（中川 裕之君）  再開いたします。 

お諮りいたします。ただいま、河藤議会運営委員会委員長より「新型コロナウイルス感染症の

影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書」の提出がなされまし

た。 

これを発委第３号として日程に追加し、追加日程第１として議題にいたしたいと思います。 
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これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中川 裕之君）  御異議なしと認めます。よって、この議案を日程に追加し、追加日程第

１として議題とすることに決しました。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第１．発委第３号 

○議長（中川 裕之君）  追加日程第１、発委第３号「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地

方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書」についての件を議題といたします。 

  河藤議会運営委員会委員長に提案理由の説明を求めます。河藤泰明議員。 

○議員（７番 河藤 泰明君）  発委第３号「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の

急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書」についての提案理由の説明をいたします。 

新型コロナウイルス感染症の拡大は、甚大な経済的、社会的影響をもたらし、国民生活への不

安が続いている中で、地方税・地方交付税等の一般財源の激減が避けがたくなっています。 

地方自治体は、福祉・医療、教育・子育て、防災・減災、地方創生、地域経済活性化、雇用対

策など喫緊の財政需要への対応をはじめ、長期化する感染症対策にも迫られ、今後の地方財政は

かつてない厳しい状況になることが予想されています。 

そこで、本委員会はこのような状況の中で行政サービスを安定的に提供していくために、①地

方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税等の一般財源総額を確保・充実すること、②

地方交付税の財源保障機能と財源調整機能が適切に発揮できるよう総額を確保すること、③地方

税収の減少に対して万全の減収補填措置を講じるとともに、減収補填債の対象税目について弾力

的に対応すること、④税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築に努めること、⑤

市町村の極めて重要な基幹税である固定資産税の制度の根幹を揺るがす見直しは断じて行わない

ことを強く国に要望するものであります。 

平生町議会議員全員の強い意志をもって意見書を提出するものでありますのでよろしくお願い

いたします。 

以上で提案理由の説明を終わります。 

○議長（中川 裕之君）  これをもって提案理由の説明を終わります。 

次に提出議案に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中川 裕之君）  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。 

続きまして討論に入ります。まず、本案に対する反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（中川 裕之君）  次に賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中川 裕之君）  以上で討論を終わります。 

これより採決に入ります。 

発委第３号「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源

の確保を求める意見書」を起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中川 裕之君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．議員派遣について 

○議長（中川 裕之君）  日程第１６、「議員派遣について」の件を議題といたします。 

お諮りいたします。議員派遣についての件は、お手元に配布の文書のとおりといたしたいと思

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〕 

○議長（中川 裕之君）  御異議なしと認めます。よって議員派遣についての件は、お手元に配布

の文書のとおりとすることに決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．委員会の閉会中の所管事務等の調査について 

○議長（中川 裕之君）  日程第１７、「委員会の閉会中の所管事務等の調査について」の件を

議題といたします。 

会議規則第６７条第１項の規定により、総務厚生常任委員長、産業文教常任委員長及び議会運

営委員長からお手元に配布のとおり、閉会中の継続調査の申し出がありました。 

 お諮りいたします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中川 裕之君）  御異議なしと認めます。したがいまして、各委員長からの申し出のと

おり、閉会中の継続調査とすることに決しました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（中川 裕之君）  以上をもって、本定例会に付議されました案件の審議は、全て終了いた

しました。 

 これをもって、令和２年第８回平生町議会定例会を閉会いたします。 
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午前１０時０７分閉会 

────────────────────────────── 
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