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れた金額１億７４７万円︑ 加など当初なかったもの

伴う潜水士船︑人員の増
イビングでできるものと

のアクアラングによるダ

積もる中では︑ダイバー

のは︑想定できなかった

石がたくさんあるという

きなかったのであれば︑

して石にあたり調査がで

そういうところも目を配

仕様書︑積算の積み上げ︑

金額はもちろん︑中身の

約が１０００万円です︒

９月議会で承認さ
に追加が発生するものと

想定した設計です︒

岩本
この中で改築が出来ない
考えています︒

はないですか︒

調査の結果報告に基づく

も調査地点のボーリング

さい︑と国から来ていま

一ヵ所ボーリングをしな

うなのか︑３００平米に

ング調査で石に当たった

くてはいけない︑ボーリ

れを掘って地盤改良しな

黒岩

たと聞いています︒

いので︑そのまま執行し

問書が出てくるはず︒な

た石の数を伺います︒

いうことですが︑出てき

が出てくる事をあらかじ

整地した場所であり︑石

７２２万７０００円が限

更契約で出てくる１億１

億１８００円と今回の変

イビングより潜水士の方

部から海中作業等は︑ダ

産業観光課長

たのですか︒

地耐力が出なかったのか︑ 森

があるのか︑ボーリング

に石なのか︑たくさん石

力が取れなかった︒本当

たま石に当たった︑地耐

もいいんじゃないかと︑

ということで変えました︒ ボーリング二ヵ所やって

でたまたま石にあたって

見積を上げた業者がいる

ました︒

きるものと判断し設計し

ころで︑ダイバーで︑で

海中に埋設するというと

産業観光課長

央付近で行い︑マイナス

グは建物建設予定地の中

産業観光課長

ついて答えて下さい︒

れたわけで︑数で言えば

ても石があるのは予測さ

たということは︑誰が見

黒岩

満５２０個です︒

した︒何個出るかという

ボーリン

予測できなかったことに

中には︑現場を見て︑ ８５０個ぐらい︑それが

指針に則った

１億の工事で変更契
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２月臨時会・審議結果

２月６日
臨時会開催
か折衝はしましたか︒
町長

町長

町長

２月臨時会は工事請負
天野

土地の地質調査があるは

らないじゃないですか︒

に︑相手方からここ少し

らなければいけないので

産業観光課長
と磯地で︑掘削すれば大

ずです︒地質調査により

掘らないと地耐力が取れ

おかしいなというと︑質

家を建てるときは︑ のですか︒

法がアクアラングから潜
きな石がゴロゴロあると

埋まっている土が何か︑

ず︑地耐力がなければそ

建築場所はもとも

契約の変更︑ケープ真鶴
水士船となり︑船の曳航
いうのは大概予想できる

それに対する地耐力がど

今回︑工

の指定管理者の指定が行
費︑ダイバー等の日数の
と思うのですが︒

岩本

わけで︑掘った方が早い

石が出てきてその費用と

掘らなければ分か

われました︒
増加︑石等の除去などは
産業観光課長

一番安い金額を提示した

す︒時々︑大きな石に当

じゃないですか︒

仕様書を出した時

工事請負契約の変更
調整後に発生しました︒

度岩牡蠣出荷施設整備工

設計でございます︒

たると︑それ以上できな

天野

落札者がおらず︑

事︶
業者と折衝し︑１億７４
天野

いのです︒地耐力が分か

の仕事ができないと分か

産業観光課長

ボーリング調査で

賛成多数
７万円で決まった事に間

方法変更で︑ダイバー式

から潜水式に変えたのは︑ りませんから掘るしかな

っていて︑なぜダイバー

海水取水管敷設の

岩牡蠣出荷施設整備工
違いないでしょうか︒
間違いござい

いのです︒ボーリング調

め予想されて契約したの

りなく近く︑追加工事１

を︑という指導が入り︑

潜水夫は︑ダイバーはボ

か確認しましたか︒

２・８ｍの所まで当たら

㎝未

ではないですか︒

０００万円︑これが尋常

漁協との協議では︑ダイ

ンベを背負って潜り︑調

総務課長

㎝２６０個

１ｍ以上
漁協と海上保安庁からど

で積算したのですか︒

産業観光課長

なものなのか︑もとの金

バーで行いますと漁船等

査はできますが︑下で仕

中で一ヵ所というところ

ない地山と思われるとこ

ダイバーでは潜水

事の設計変更に伴う請負
契約の変更を行いました︒ 総務課長
ません︒

査をしたところが︑たま

設計指針では建築面積３

額でできないのか折衝す

の曳航にも支障があり︑

事はできないはずで︑海

でしたので︑あえて二ヵ

個
ういう話が来て︑変更し

００平米につき１本程度

る余地はないですか︒

安全性︑漁業への支障を

上保安部から指摘され︑

当初予算の金額１

のボーリング調査となっ

産業観光課長

再度調査させていただい

下で仕事ができる潜水夫

岩本

ており︑建設予定面積が

天野

は安定の地盤が予想され︑ たものです︒

では︑ボーリング調査で

方式で積算しなかったの

相当な数が出てき

約１４０平米であり︑一

それに除去工事追加プラ

地盤調査

ヵ所のボーリング調査を

ス工法で行うもの︑海中

当初設計

行いました︒障害物の発

なぜ初めから潜水

生がなかったので︑当初

所の確認はしていません︒ ろに︑その箇所がありま
森

になったと思います︒
ボーリング調査を

ですか︒

天野

の敷設作業は船の曳航や

経費を見

敷設管を

50

設計においては︑石等の

海上保安

80
産業観光課長

60

設計を入れませんでした︒ 日数︑ダイバー︑それに

岩本 工事場所は磯地を

あくまで

について︵令和元年

２月臨時会

できませんでした︒

のは掘ってみないと想定
が大きなものと考えてい

発生します︒来年度まで

いった購入費には補助が

ので︑指定管理にあたり︑ この協定は妥当だと思い

で︑運営していただくも

は町の目的︑使い方の中

産業観光課長
負担でやっていますが︑

修繕はほとんど全て町の

況を見ていると︑大規模

ます︒

きるような方を含めてい

る︑町全体の中で判断で

長など︑観光運営に携わ

観光協会の役員︑事務局

しれません︒指定管理料

いった事が発生するかも

が出た場合︑補填すると

行いますので︑逆に赤字

指定管理は対等な立場で

産業観光課長

ますか︒

て予想されるものがあり

ついて︑かかるものとし

蠣の事業を続けていくに

黒岩

する予定です︒

事業債をできるだけ活用

企画調整課長

うということですか︒

財源は国庫補助で全部賄

か︒

て家賃を取らないのです

プ真鶴︑指定管理に限っ

天野 なぜ︑魚座・ケー

いう形は発生しません︒

たな運営会社も︑家賃と

せん︒４月１日からの新

いう事で︑家賃はありま

ープ真鶴とも指定管理と

産業観光課長

魚座・ケ

の家賃はいくらですか︒

天野 魚座・ケープ真鶴

者の指定を行いました︒

ケープ真鶴の指定管理

賛成多数

理者の指定について

ケープ真鶴の指定管

指定管理者に与え︑駐車

０万円︑その収入をなぜ

００万円５年間で１５０

天野

集しました︒

そういった条件の中で募

産業観光課長

のですか︒

いう公募はできなかった

ると思います︒現状でと

を取っているところはあ

天野

ています︒

２００万円を限度と考え

それ以上かかるところは

修繕して使ってもらい︑

去する︑修繕できる物は

使えない物はこちらで撤

必要な物は発生します︒

運営募集等を行っていま

指針を元に︑指定管理の

神奈川県等の指定管理の

産業観光課長

知ですか︒

らがやるべきと考えます︒ が示されましたが︑ご存

前に必要な部分は︑こち

す︒

者制度の運営上の留意点

００８年６月に指定管理

天野

負担と考えています︒

かかるところは︑町側の

大きな規模の建物全体に

てもらいます︒貸付と違

って指定管理者に運営し

していく︑その目的に従

も町の施設で︑町が運営

産業観光課長

ますか︒

産業観光課長

益配分の取り決めを︑な

ます︒利益が出た時の利

かにしているか﹂があり

して︑可能な範囲で明ら

のあり方を公募の条件と

益が出た場合の利益配分

に関する留意事項に︑﹁利

天野

入るものと考えます︒

建物の火災保険料は町で

すか︒

自分達で加入しないので

すが︑なぜ指定管理者が

入っているということで

天野

務省から示されています︒

内容や質︑人材育成を軽

効率やコスト︑サービス

退となった施設の理由は︑

天野

ています︒

は応募できませんとなっ

の中に反社会勢力的な方

産業観光課長

ていますか︒

ことの確約や確認はでき

に運営をしてもらうので︑ 天野

産業観光課長

前の指定業者は︑町のモ

ぜ行わなかったのですか︒ 視した結果としたと︑総

づいて運営するものです︒ すわけではなく︑代わり

うところは町の条例に基

定管理料は払いませんと

ニタリング調査でも良︑

わせていただきます︒

ので︑その中で協議は行

かい年度協定もあります

できます︒協議自体は細

ちらの収入とすることが

だし儲けが出た場合はそ

はお支払いしません︑た

指定管理

黒岩
ます︒

１０００万円もの

追加工事費は︑積算が甘

ら本格出荷していく予定

産業観光課長

天野

いう募集であり︑そのか

可で︑不という判断はな

かったと思います︒この

です︒本格出荷につきま

につきましては︑通常︑

場が壊れたとき︑町が修

員は施設の行政サービス

わり運営自体はそちら側

あと半分は一般財

２分の１です︒
黒岩
源でまかなうことになる
のですか︒
過疎対策

これからこの岩牡

来年度か

令和３年春の本格

貸し出す

駐車場収入年間３

総務省︑

留意点に︑選定委

今回︑指

委託料等の支払い

建物を貸

火災保険等は町が

しては︑出荷用の種苗購

繕するのかを伺います︒

等に応じた専門家が確保

かったのですが︑撤退し

あくまで

入は来年度で︑大きな物

家賃は発生しないと考え

３００万

の収入とできます︒町の

てしまいました︒行政の

国庫補助

は来年度までと考えてい

ます︒

産業観光課長

されているか︑という項

かわりに運営していくに

直営に戻してなぜ町の直

企画調整課長

ます︒

天野 修繕費や撤去費用

円の想定は︑電気料の負

目があります︒今回の選

は︑それ相応の経費もか

指定管理でも家賃

黒岩

に上限で２００万円支出

担等が半分近くです︒ま

定委員の中に︑専門家は

募集要項

指定取り消しや撤

な事をいれませんでした︒ 理由を伺います︒

営で営業しないのですか︒
産業観光課長

かると想定され︑金額的
指定管理施設の状

きなものが考えられます︒ いますか︒
天野

商工会・

反社会勢力でない

出荷までに︑予想される

するということですが︑

た修繕は︑崖崩れとか大

総務省の通知で２

ものはないと考えていい

家賃発生しない業者に２
厚遇するのですか︒

種苗購入︑ ００万円︑何故そこまで

指定管理

のですか︒
産業観光課長

垂下用のロープ等︑こう
２月臨時会・審議結果
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したじゃないですか︒そ

前々から指定管理に移行
るべきだと思います︒町

もっと公募の仕方を考え

公募するものであれば︑

無理だと︑議会にも諮り︑ 天野 多種多様な業者を

町長

民もほとんど知りません︒ 利益が出たら町にくださ

ですから︑町と相手方︑

出ています︒対等の立場

払いますかという問題が

に赤字が出たら︑それを

ています︒貸したところ

ういう風になったことは︑ 蠣小屋やジビエ料理など︑ 究明の説明もなく︑今回

とされていたところがそ

黒岩

評価委員会で良い

ったデータがあります︒

はいえませんが︑そうい

に相手方の要因とまでと

うことです︒これが完全

主ということですが︑牡

と思います︒中華料理が

うイメージを持っている

林ということで︑魚とい

黒岩

ています︒

たかの検証︑精査︑原因

るにあたり︑なぜ撤退し

③前指定管理者が撤退す

上を図るべきだ︒

進する目的のサービス向

総務省からの通達に従っ

ます︒静岡県の小山町は

もあります︒やればでき

１年間プラスになった時

両施設は︑真鶴町のシン

で︑４件応募がありまし

たが︑ホームページだけ

森 過去に直営であって︑ きましては︑短期間でし

から︑その時には話をし

天野 魚座︑ケープ真鶴︑ 利益が何年後には出ます

た︒

ていきたいと思います︒

してあります︒計画では

たらどうですかとは︑話

ろがあります︒利益が出

今は少し揉めているとこ

ますか︑というところで

導はないということです

うということ︑特別な指

黒岩

的︑協定に基づく内容︑

産業観光課長

ですか︒

うな指導として生かすの

す︒イベント等はその年

検討されていくと思いま

ので︑中華も一部やりな

魚のイメージがあります

華というよりは︑真鶴は

産業観光課長

ですか︒

具体的にどんなイメージ

町の利益︑集客︑利便性

は基本的には町の負担で︑

す︒町メニュー等︑今後︑ 理者の収入となり︑修繕

の遵守は求めていきます︒ がらという考えのようで

募集要項の内容︑こちら

度ごとの事業計画の中で︑ を考えると納得できない︒

⑤駐車場の収益は指定管

ない︒

ついて︑不安が払拭でき

ても特約事項等の記載に

業用賃貸借契約書と比べ

④基本協定書は民間の事

も同様の懸念が残る︒

こちらの方針に従

ておらず町民から見て透

明性が確保されていない︒︻賛成討論︼ なし
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れでも応募がこない︑今
い︑相手方は︑赤字にな

今後の指定管理にどのよ

携を図り︑住民福祉を増

回１件だけです︒選定委
他に公募の仕方を考えな
ったら町は保証してくれ

て指定管理者に︑一定の
ボル的な施設だと思いま

協定書や契約書にはそれ

か︒

判断していきます︒

民がいるが︑どの施設よ

施設に貸料を支払い︑経

ケープ真

完全な中

割合をオーバーした収益
す︒真剣に良い業者に来

を入れられないところが

魚座につ

があった場合は︑町に入
てもらいたいと思うので

申請の目

ってきます︒小山町はそ

産業観光課長

天野

りも大型の施設を︑町外

鶴の設置目的があります

⑥町の所有する他の商業
あります︒

林半島を訪れる観光客の

ープ真鶴の指定管理者の

営努力し運営している町
の町の広報で募集をかけ

利便性を図ること︑自然

に本拠地を置く法人に無

ので︑飲食の提供や︑お ︻反対討論︼

町のホームページだけで

ています︒

公園としての拠点の活用︑ 指定を反対します︒

償で貸し出すことは︑町

月号

定管理を条件で運営し︑

公募すのですか︒

黒岩

そういったところの遵守

民の理解を得られない︒

産業観光課長

破綻しています︒町直営

産業観光課長

なりますが︑評価報告書

はお願いしてまいります︒ 報公開等が十分に行われ

の募集は令和元年

に戻したところも結構あ

募する場合には広報等も

的によかったと思えます︒ 町長

の結果から見れば︑全体

営だけではなく︑町をい

物販店であり︑本来であ

かにして活性化させるか︑ ②ケープ真鶴は飲食店・

募の仕方を考えるべきだ

ります︒そこを踏まえて

研究しながら進めていこ

継続しなかったことにつ

お客さんが訪れるのか︑

と思います︒これからも

留意事項として運営して

うと思います︒

いては︑どのように考え

あそこも観光施設です︒

いるところもある事をも

町長 小山町は道の駅で

ますか︒

れば行政が管理運営をし︑

この通達が来た原因は指

う一度考えてください︒

普通の観光施設と違いま

そういう事も全部を含ん
ケープ真

次の理由によりケ

公募して１件しか

す︒総務省から来た利益

集客を高める施設であり

３月一杯で撤退に

天野

が出たら町に払いなさい︑ 産業観光課長

でいます︒そういったこ

今後︑公

応募がありません︒町の

鶴の運営に関しまして収

①募集方法について︑情

ホームページ以外で公募

確かにそういう言葉があ

町立遠藤貝類博物館と連

指定管理はその経

は行いましたか︒

とも指定管理には含まれ
町のホー

益が出ていなかったとい
産業観光課長

りますが︑今は問題が出

10

指定管理

ういう形でやっています︒ あれば︑もっと多様な公

お林は魚つき保安

員会をつくり︑選定委員
かったのですか︒

ムページのみです︒

からいいじゃないですか
産業観光課長

町が営業しても︑

と連絡がありました︒

２月臨時会

嚴

健

青 木
繁

青 木
青 木
海野弘幸
板垣由美子
田中俊一
岩本克美
敦

３月３日〜

日

定例会開催
３月定例会は条例の制
定 令
･ 和元年度補正予算

令
･ 和２年度当初予算の
審議などが行なわれまし
た︒

予算審査特別委員会
ついて
全員賛成
令和２年度全会計の当

定めました︒

を基本的な想定と考え︑

激甚災害などで稼働日数

１日の預かり保育

天野

が著しく少なかった場合

岩本

条の現状回復に

で報告しながら進めます︒

えていきます︒委員会等

時間と週に何日預かる予

時

など一件審査のなかで考

時から

定ですか︒

教育課長

までの平日︑月曜日から

金曜日までです︒

産業観光課長

ついて伺います︒

真鶴町岩ガキ出荷セ

は現状回復に入らないと

通年劣化

ンター条令の制定に

考えます︒

青木嚴

宣誓に関する条例の

真鶴町職員の服務の

途中でやめる場合

査特別委員会を︑委員数

額１００万円とする清算

初予算を審査する予算審
６名で設置しました︒

定について

一部を改正する条例の制

年経過後の減額はあり

ませんか︒

真鶴町国民健康保険

会計年度任用職員の服

全員賛成

根拠について︑耐用年数
公益的法人等への職
員の派遣等に関する

稼働日数︑

年過ぎても使用

産業観光課長

用年数

税条例の一部を改正

する条例の制定について

料の支払いは継続します︒
青木嚴

使用料１００万
真鶴町立幼稚園預か

資産税割額が０に

なるための財源を伺いま

黒岩

めました︒

国民健康保険税の見直

全員賛成

り保育料徴収条例の

円の減額 免
･ 除や使用停
制定について

か︒

しを行なう条例改正を定
全員賛成
令和２年度より真鶴町

産業観光課長

万
立幼稚園の預かり保育事

個又は稼働日数１００日
３月定例会

業を実施するため条例を

年間

止 取
･ り消しが該当する
のはどんな場合でしょう

定めました︒

第５条使用料年

ついて

務の宣言の取り扱いを定

設置に関する決議に

条例の制定について

販売額に関係してきます

めました︒

岩本

全員賛成

が︑大型修繕も発生する

経済文教常任委員会付託

公益的法人等への職員

ことも考えられます︒耐

の原状回復はきちんとし

の派遣等に関する条例を

真鶴町岩ガキ出荷センタ

認 = 認定

ておくべきです︒

承 = 承認

ー条例を定めました︒

否 = 否決

高 橋
黒岩範子
天野雅樹
敦 彦
対

17

【議決結果】可 = 可決

報 = 報告

森
反
成

14

13

欠 = 欠席（遅刻・早退を含む） 除 = 除斥
同 = 同意

議決結果
賛

10

不 = 不採決
退 = 退席

15

決
に
加
わ
り
10 6 ４ 可 × × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ま
せ
ん

議案第２号 ケープ真鶴の指定管理者の指定について

趣 = 趣旨採択
× = 反対

15

採決者数

２月臨時会・審議結果

5

案
議
議案番号

会期：２月６日

令和２年 ２月臨時会 審議結果

採 = 採択

【採決結果】○ = 賛成

10

Vol.67
議会だより まなづる

質疑応答

長
工事請負契約の変更について（令和元年度
議案第1号
10 6 ４ 可 × × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ は
裁
岩牡蠣出荷施設整備工事）

議

2020年６月1日発行

般経費で車両購入事業は

る条例の制定について

お林展望公園管理

企画費の庁内０Ａ

理由を伺います︒

％を当

風疹の予

防接種対象者の

％前後の接種

児童福祉費負担金

万２０００

当初は︑

円減っていますが︒

健康福祉課長

人分の負担金を計上し

人でした︒

ていましたが︑最終的に

は︑

児童手当支給事業

万５０００円のマイ

当初予算

ナスになっていますが︑

健康福祉課長

産業観光課長

総務課長

ます︒

に︑主に関東周辺におい

ど町が対応できないとき

団体︑研修会や発表会な

が関の各省庁やその関係

ーゼや病院の医療費以外

費で︑例えば点眼用のガ

担を軽減するための援助

傷した児童生徒の経済負

教育課長

す︒

に限っては延

健康福祉課長

に多いということですか︒

ったというのが︑そんな

黒岩

ています︒

８３人のマイナスになっ

９８４万２０００円とし

今年度分

人分とい

万

災害対策費の防災

備蓄事業で食料費が

５０００円のマイナスに

6

３月定例会

や電話交換器の改修や介

万９０００円は何

どこの分団に配備したの

旅費

護システムのインターネ

考えて行

名がどちらにいかれたの

ことですか︒

を伺います︒

産業観光課長

総務課長

い事案が発生し︑身元引

壁紙︑介護ベット６床を

防ポンプ車を配備予定で︑

広域化等
ます︒

新しいものに交換し︑そ

入札の執行残です︒

受人などの対応策を講じ

す︒

政策課長

の他医薬材料費等を購入

黒岩

町民生活課長

政策課に国の外郭団体の

するためです︒

の放課後児童クラブ保護

ですか︒また減額の理由

ンター設備等使用料はオ

シンクタンクにいる方に

天野

者負担金が

ット回線とＬＡＮ工事や

ープンしてから月決めで

来 て い た だ き ま し た︒

７３万３０００円は何名

かまた︑その目的を伺い

借りている人がいません

産業観光課につきまして

の減ですか︒また︑その

きたいと思っています︒

には６組の申し込みがあ
が︑これからどのように

は︑岩牡蠣事業をはじめ

るため︑その間の使用を

り親子３人が移住されま
募集をかけていこうと考

産業のための支援という

支援基金の返還金が令和

した︒
えていますか︒

ことで︑また政策課には︑ 健康福祉課長

全員賛成
町の広報

お林展望公園パー

真鶴産業活性化セ

天野
産業観光課長

初見込んでいましたが︑

天野

棟店舗の利用者募集はど

時かけています︒目的︑

プロポーザル事業等の支

実際は︑

黒岩

停止したために減額した

のような形で募集をかけ

援はじめ国の知見もお借

率でしたので︑最終的に

で

元年度に終っているので

真鶴町水道事業給水

ていますか︒

使い方等で難しいところ

りし︑行いました︒旅費

は︑２０８名分の減とし

その内容について伺いま

第４分団に消

条例の一部を改正す

産業観光課長

がありますが︑協議はし

はプロジェクトマネージ

ました︒

す︒

事務局費の扶助費

万円の内容を伺いま

新しく施設ができたこと

薄の状態で品物がなかな

ての旅費として活動を行

でどうしても日常生活で

う計算になります︒

産業観光課と

指定給水装置工事事業
とホームページで募集を

ています︒

ャーとして主に遠方へ出

天野

４号︶

月に再開後

者制度への更新制の導入
しまして︑４月から借り
天野

張する時の旅費で︑通常

で学校事故児童生徒援助

ものです︒

に対応するため︑条例を
る意向の方がいます︒

化機器借り上げ料３２１

の通勤の旅費とは別にお

費

た︒

定めました︒
天野

万８０００円の減額はパ

認めいただきましたので

予防接種委託料２

令和元年度真鶴町一
クゴルフ場使用料は年々

ソコンの導入を先送りに

昨年度は両者とも主に霞

が要因のひとつです︒対

か手に入らないというこ

って頂きました︒

負傷したことによって生

の見込み人数から延べ５

策としては︑利用者のア

とで︑今年度先送りにな

天野

じる物品の購入費や通院

隣町にも

募集は随

般会計補正予算︵第

減少しています︒その要

したということですが︑

全員賛成
歳入歳出それぞれ３６

ました︒

ンケート︑町民の意見を

りました︒来年度のでき

模多機能型居宅介護施設

億３

青木嚴 くらしかる真鶴

聞き来年度中をめどに運

るだけ早い段階で導入を

開設準備事業が７００万

し︑予算の総額を

参加料の減額について︑

営方針を決めていきたい

していきたいと考えてい

非常備消防の一

現況届けが︑なか

お試し暮らし体験事業の

と思います︒

黒岩

繰出金で看護小規

一般経費減額については

円プラスになりましたが︑ にかかった経費的な費用
まち・ひと・しご

理由を伺います︒

パークゴルフ場を

と創生費の地方創生プロ

青木繁

17

したのですか︒

ような公園にするという

健康福祉課長

試住体験滞在

政策課長

ジェクトマネージャーの

お風呂場
ことも考えられるという

60

40

期間を越えても退去しな

を援助するものです︒

ます︒

１１万７０００円を減額

16

天野

学校事故で負

16

50

天野

メーカーが品

17

62

12

廃止して子どもが遊べる

21

11

どのような理由から減額

す︒

先送りにした理由を伺い

13

因と今後の対策を伺いま

その財源が充てられまし

３月定例会

総務課長

伺います︒

なっていますが︑内容を

ます︒

来年度は考えたいと思い

し︑絵はがき等の更新を

グッズ販売の売上も関係

らの本数が減ったことや

ます︒

な計画で行うのかを伺い

どこの工事計画を︑どん

岩本

た︒

見積もりを取り安いほう

につきましては︑町でも

見込みです︒この撤去費

設に入る方は︑安くなる

つきましては︑新たな施

産業観光課長

の協議等は進めさせてい

ません︒その間︑相手方

ないというわけではあり

産業観光課長

のですか︒

万円の負担金を計上した

の中で再考せずに２００

歳入歳出それぞれ１６

保険事業

あります︒

の備蓄食料で細かな内容
まちづくり課長

で行います︒そのほか︑

ただいている中で︑やは

９８万３０００円を追加

撤去等に

はアルファ化米２６５０
高橋 ２月の臨時会で岩
３５号線沿いのタカ・ヤ

大型冷凍庫等の修繕につ

り準備に対する負担は必

繰越明許費ですが

食︑ペットボトルの５０
牡蠣の出荷施設の工事の
ナイの横を上がりまして

きましても基本的には相

し︑予算の総額を９億５

上しました︒

１５３万１０００円とし

全員賛成

補正予算︵第４号︶

護保険事業特別会計

令和元年度真鶴町介

０ミリリットルの常備保
設計見直しが可決されま
左折しますと高橋荘とい

要なものということで計

帰宅困難者用

存水が１４４０本と粉ミ
した︒それに伴う補正予

うアパートがありますが︑ 手方に行ってもらった方
が安くなる見込みですの

検討をし

缶を購入した執行
算が計上されていません

そこまでの工事で延長は

介護サービス事業

ました︒

天野

金という協定を結びます︒ たということは︑相手方

相手方と協議をし
で︑そちらの場合は負担

の事業費分と現場管理費

歳入歳出それぞれ

したということですか︒

３０００円を減額し︑予

当初予算

産業観光課長

には︑原状でという話も

万

まったということですか︒ ２２４メートルで︑それ

国道１

残の余りによる整理で︑
が︑当初予算の枠内で収

ルク
減額をしたものです︒
万５

教育振興費の児童

生徒就学援助費で

岩本

借りていただく方がやる

算の総額を５８９万１０

相手方というのは

分の合計４０００万円を

本来ですと︑貸す

繰り越すものです︒

内の中で収まります︒

町長

００円としました︒

ますが︑この内容を伺い

という意味ですか︑相手

ときには︑全て町できれ

令和元年度真鶴町国

側からこのくらいで撤去

ます︒

令和元年度真鶴町真

要保護及び準

令和元年度真鶴町後

民健康保険事業特別

教育課長

前ですが︑指定管理者委

期高齢者医療特別会

いにして貸すのが当たり
うことですか︒

託の場合は相手と協議を

しますと言ってきたとい
特別会計補正予算︵第４

産業観光課長

新たな指
号︶

します︒相手がどういう

鶴魚座・ケープ真鶴

全員賛成

定管理の予定者が専門業

歳入歳出それぞれ

万

全員賛成

計補正予算︵第２号︶
賛成多数

会計︵事業勘定︶補正予

見込み人数が減少見込み

歳入歳出それぞれ８４

機械が欲しい︑また︑機
歳入歳出それぞれ

者から見積もりを徴し︑

要保護の児童生徒の援助

であることと︑また新学

８万円を追加し︑予算の

万

算︵第３号︶

年用品費の前年度前倒し

械が現場に入ったら壊れ

４０００円を減額し︑予

円を追加し予算の総額を

ているので︑この機械を

算の総額を１億２０７７

支給分が少なかったので︑ 総額を 億３７２０万円

処分してくれますかとい

が︑先日行われた臨時会

ら貸すというのが筋です

です︒町が全部直してか

道事業会計補正予算

令和元年度真鶴町水

この負担金が可決

万９０００円としました︒

ました︒
天野

う協議をし︑お互い協議

２５６６万８０００円と

されれば︑協定の締結作
する備品等の撤去が必要

の質疑の中で︑町が２０

が︑指定管理者の場合は︑︵第２号︶

ケープ真鶴負担金

しました︒
岩本

をした中で決まった事柄
なものと使うもの︑それ

０万円もの負担金を払わ

お互いで協議をしながら

美術館観覧料が１
令和元年度真鶴町下

業に入るということです
全員賛成

らの振り分け作業を次に

ないで︑原状で再考でき

決めていくのが︑指定管

天野

６０万円のマイナスにな

について伺います︒現存

歳入歳出それぞれ１４

借りていただける方にや

ないかという質疑をしま

マイナスになっていまが︑ 正予算︵第３号︶

１万１０００円を追加し

ってもらうということで

ます︒
台風による臨

今後の対策や対応を伺い
教育課長

予算の総額を２億５２４

万円

を減額し︑資本的収入か

収益的収入から

全員賛成

時休館が多くなったり︑

理者の一つのあり方でも
すか︒

したが︑その後に執行部
２万８０００円としまし

としました︒

37
水道事業特別会計補

12

っています︒毎年補正で

補正減をしました︒

そちらを協議の材料とし

費で︑１月時点での対象

０００円の減となってい

94

黒岩

48

バスのダイヤ改正で駅か

３月定例会

7
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ら４４３３万６０００円
交付金ですか︒

交付金は何をするための
分は生産者の収入になり

になりますが︑本格出荷
か︒

い空き家は何件あります

天野

にあまり影響しません︒

に比べて少ないため税額

化総合補助金２３４０万

天野

００円の増です︒

に係る立入調査８万９０

るものの額を伺います︒

総務課長

います︒

から６年生まで受け入れ︑ ます︒家︑屋敷分で町県

０万円を見込んで計上し

月に交付され１億６００

外となるためです︒

務委託事業等が補助対象

事業︑ＩＣＴ教育推進業

費１億３２２０万円︑岩

民税均等割５３００円を

ています︒令和２年度は

に︑災害時の避難場所へ

大きな事務は︑鳥獣捕獲

年度変動します︒増減の

可能になりました︒

できましたので︑利用が

ＯＡ化推進事

8

３月定例会

を減額︑支出では︑４６
税務収納課長

交付税︑額が確定してい

円のマイナスの理由を伺

地方交付税が

市町村自治基盤強

６８軒の中に相続人が確

るものと見込計上してい

ます︒令和３年度からは

総務課長

普通交付税と特別

ます︒

件あり

空き家５

教育課長
板垣
定しないために

拡大ですか︑希望者はほ

使用者を所有者とみなし

４月６月９月

牡蠣出荷施設整備工事事

小学校と体育

３８万円の減額としまし
館のトイレ改修工事のた
保護者負担金増は学年の

天野
ぼ全員入れますか︒

て課税することが出来る

され︑令和元年度は約９

業費１億２９００万円︑

水産業強化支援事

全会計の予算は
業補助金︑前年比３１８
健康福祉課長

ようになります︒町に住

億８９００万円︑特別交

コミュニティーバス運行

し尿処理事業

予算審査特別委員会へ付
０万円の増となっている
では３年生までで︑長期

所を持たない方の家が３

月とこれから３

浚渫が必要となったとこ

３名の増を見込んでいま

課税しています︒

月に交付

理由はなんですか︒
休業中は６年生まで受け

付税が

ろへの国庫補助です︒

す︒また条件が整えば受

土地建物貸付収入

天野

昨年度ま

託しました︒
産業観光課長

２８軒あり別荘と思われ

億４２００

天野

ます︒

が︑今年度について伺い

広 報 事 業︑ 昨 年

今年度の見込額プラス過
青木嚴

滞納繰越収納対

け入れます︒

疎債等の償還に係る普通
策を伺います︒

交付税と合わせ︑

不用物品売払収入

板垣

税務収納課長

５００万円計上していま

件︑採石場

の徴収の専門知識を有す

す︒

は土捨て場

は何を売るのですか︒

る職員から町収納係が指

金の権限の事務の積算と

の導入の検討をしました

令和元年度中

万の理由を

総務課長

約マイナス

町村移譲事務交付
の差し押さえ手続きを実

件数は昨年同

億２
総務課長

導を受け生命保険︑預金︑ 天野

神奈川県

件数を伺います︒

ンプ車と第１分団の可搬

不動産などの滞納処分額

件でしたが︑今年度の

天野 子ども子育て支援
総務課長

積載車が新しくなり︑両
ますのでインターネット

第４分団のポ

事業補助金は︑何をする

方とも旧車が不要になり

いますので︑金額の変更

月

保育料の無償化に伴う一

施しました︒

リアできず︑見送りまし

が︑電源の確保問題がク

で販売します︒

総務課長

た︒今年度︑情報センタ

伺います︒

があります︒

青木嚴

り扱い件数の見直しを元

年度ごとの取
額の増額の根拠と加熱式

ーは災害時の電源確保が
税務収納課長

の許可に関する事務

町たばこ税予算
天野

料︑送料はどうなります

たばこの税額を伺います︒ に積算しているため︑毎

ネット販売の手数

助です︒

万円︑本格出荷になった

か︒

本数は減っても税率が上

２０００円の減︑県立自

イナスの理由を伺います︒

板垣

天野 感染症予防事業等

場合にも町の収入として

総務課長

がっているので予算額は

総務課長

たばこの
トの場合は手数料がかか

上がっています︒加熱式

然公園内における行為の

インターネッ
りますので︑歳出に計上

たばこは︑たばこの本数

計上するのですか︒
産業観光課長

し︑送料は購入者がすべ

３年間︑
町が試験垂下を行ったも

て払います︒

昨年度よ

健康福祉課長

ので︑令和２年５月後半

許可８万４０００円の減︑ 業の中の神奈川県市町村

ＯＡ化推進事業マ

り三カ年を通じて︑大人

から６月にかけ試験的に

に換算し︑税として計算

情報システム共同事業組

天野

の風疹の追加対策に関す

青木嚴

有害図書類の陳列方法等

万

る予防接種︑抗体検査に

出荷を行います︒これを

されますが紙巻きたばこ

固定資産税家屋
係る国庫補助です︒

について︑税収納できな

27

策のためですか︒

国庫負担金は︑コロナ対

昨年

11

般事務費等についての補

18

協議会の方に販売する形

岩牡蠣販売収入

40

10

天野 学校施設環境改善

20

健康福祉課長

様ですが︑土捨て場につ

を観光施設に設
Wi-Fi
置するという説明でした

の石丁場の貸付料︑昨年

漁港の機

令和２年度真鶴町一

能保全計画検査した結果︑ 入れましが︑通年１年生

出それぞれ
万円としました︒

11

いては実績を見積もって

︻歳入︼

12

ための補助金ですか︒

11

36

予算の総額を︑歳入歳

般会計予算

11

放課後児童クラブ

た︒
めです︒

３月定例会

金は︑石材組合及び商工

材等の更なる利活用はじ

伴う事務費で補助され︑

と考えています︒設置場

りますので︑シュレッタ

公売が見送られた経緯が

ー︑１台を検討していま

合負担金︑増減の大きな

な商品開発・販路開拓事

個人情報の取扱い等があ

業を観光協会に委託し行

め︑国内外を含めた新た

立された真鶴町石の彫刻

会︑観光協会を中心に設
祭実行委員会への負担金

す︒

あり︑今回計上しました︒ 所は自治会とも協議しま
す︒

ってもらうものです︒

ものは︑新規の地域福祉
支援システム導入運用経

です︒文化芸術推進事業

ＩＣＴ教育推進事

天野

天野

天野

増になっているのは︑昨

業はいつまで続くのです

天野 総務費一般管理費

は県との連携事業で︑石

な建物にするのか︑伺い

年とは別のところが調査

費の増︑国保医療広域化 ︻歳出︼
に伴うシステム改修費の
か︒

彫祭に合わせ︑集客イベ

ます︒

号

町内に１

対象なのですか︒

地下水対策事業で︑

のその他の保険料は︑ど
教育課長

ントを県と合同で行うた

台風

真崎荘をどのよう

増︑コンビニ交付導入完
のような保証になってい
金をベースに行っていま

３カ年の補助

了による減︑会計年度任
ますか︒

用職員制度システム対応

健康福祉課長

総合賠償保険

めの事業です︒

総務課長

町民生活課長

ていますので︑補助金は

年度までの計画を策定し

り︑石彫祭にも誘客して

きイベントを検討してお

政策課長

防災等の拠点にもなるよ

設規模を維持しながら︑

ようにしたり︑既存の施

うな事業を行うのですか︒ 修し︑緊急車両が入れる

昨年に比べ１５０万ほど

天野

査し同じ地点です︒

号による被害を受け改

公共施設すべてについて

終了しても︑令和４年ま

う︑整備していきたいと

県と合同でどのよ

何かあった場合に賠償し

で継続して推進していき

行いたいと思います︒

天野

すが︑ＩＣＴを活用した

改修の完了による減で︑
万円減の主な理由です︒ で︑町がやっている事業︑ 教育推進計画は︑令和４

健康福祉課長
ていくものです︒
ます︒

２０点ほど調査地点があ

支援計画の内容について
天野 県市町村専門職員

考えています︒

の先この金額は続くので

地域商社推進事業

箇所ほどを調

は︑災害対策基本法の一
派遣︑目的と︑どのよう

天野

天野

すか︒

令和２年

多くなっていますが︑こ

し尿の業務委託料︑

り︑毎年

部改正に伴い︑名簿作成
天野

委託料︑産業文化推進事

型居宅施設︑交付金と貸

周遊型の謎解

及び管理が義務化され︑
な方が派遣されるのです

金移住定住推進事業︑昨

業委託料︑地場産業販路

地方創生推進交付

ペーパーベースの管理を
か︒

年より減になっている理

町民生活課長

看護小規模多機能

システム化することで︑
総務課長

付金の返済計画について

更新が自動的に行われる

派遣されます︒当町では

れに伴う同意書の通知や︑ 積んだ上で︑各市町村に

メリットがあります︒そ

保健師１名です︒

一括して採用し︑経験を

採用ができず︑県の方で

など小事業については再

創作拠点施設の活用事業

ュニティＭＩＣＥ事業︑

略も見直す予定で︑コミ

定計画変更に伴い総合戦

政策課長

を対象とした無料試食会

パンフレット作成︑町民

産業観光課長

ます︒

が︑返金等は考えていま

実績に伴う精算はします

交付金は︑その年度の必

健康福祉課長

伺います︒

天野

していくと考えます︒

そ３千万円ぐらいで推移

試験出荷に対する経費や︑ 要経費を処置したもので︑ 海市への負担金はおおよ

推進事業委託料は岩牡蠣

せん︒運転資金の貸付金

捗状況と︑今後について

が増になっています︒熱

が開始され︑その経費分

度より熱海市で共同処理

津波警戒区域情報も含め

天野 庁舎維持管理の内

の経費︑マニュアル作成

は光熱費や人件費で︑年

総合計画の策

て管理し︑自力で避難で

検討するため組み入れて

費です︒地域商社を設立

管理運営

きない方についての︑避

容を伺います︒

いません︒

度内で清算し︑返納して

伺います︒

磯崎の貯留槽の進

難行動計画︑個別計画を

総務課長

庁舎の維持管

加えていくシステムを導

し岩牡蠣を本格出荷する

もらいます︒

いや︑候補地を検討して

います︒隣町との兼ね合

老朽化が
ための準備︑プレゼンテ

進んでいて︑早い段階で

無償化に

町民生活課長
鶴魅力化事業と︑文化芸

天野

石と芸術の町・真

天野

共有土地売払収入︑ 修繕はありません︒

ーション︑イベント等の

移設することも検討して

のですか︒

児童福祉費の備品
術推進事業は同一事業で

購入費はなにを購入する

健康福祉課長

天野 防犯カメラ工事

開催を含めたものです︒
万円は︑１台ですか︒

政策課長

すか︒

いません︒値下げは考え

開拓委託料は︑墓石や建

地場産業販路
政策課長

石と芸術の
総務課長

安価なもので
ていますか︒

町・真鶴魅力化事業負担
諸事情により

あれば︑２台購入できる

この土地はずっと売れて

天野

理の通常経費で︑大きな

地域商社

55

入する予定です︒

どこの市町村

住基の移動情報がリアル

開拓委託料について伺い

地域福祉

15

由を伺います︒

19

タイムに反映されること︑ も今︑技術員︑保健師の

55
総務課長

３月定例会
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お母さん方にパソコンを

は働く意欲のある町内の

総務課長

すか︒

何人ずついるか分かりま

ネットクライミングなど

検で︑ブランコ︑滑り台︑

委託料は︑遊具の保守点

ています︒遊具保守点検

っている人といない人は︑ 側と︑管理棟前を予定し

板垣

台風

琴ヶ浜研修センタ

総務課長

た︒

設

町にある

棟の個別計画を作成

ふるさと応援基

県土地改良事業団

土地改良

けかかるのですか︒

一人暮らし高齢者

した︒

います︒

年度と３年度で計画して

号線の狭隘部分で令和２

天野

ます︒

などの設置を予定してい

ドレール︑カーブミラー

全施設整備工事は︑ガー

消防委託費からマタニテ

経費負担額については︑

町長

す︒

でこの金額になっていま

しますが︑装備品の関係

年度内に工事が

青木嚴

青木繁

栽剪定委託料︑遊具保守

ィサポートまでは添付資

ですか︒

いますが︑通知はいつ頃

コノミー活用推進事業の

運転免許取得費補助金は

点検委託料︑公園管理委

料にあります︒

年目に入り︑新たに購入

対象者に届きますか︒

今後の経過について伺い

何人分ですか︒

託料︑浄化槽清掃委託料

担金に︑災害時のドロー

が予算増になった理由と︑ 天野

交通安

健康福祉課長

ます︒

総務課長

範囲について伺います︒

入院など

疹対策につきましては︑

政策課長

許取得に係る経費の２分

す︒
まなママケアサー

伺います︒
産後ケア

昨年度︑町内

町道１

今年度から３ヵ年の時限

にテレワークの仕事を出

の１︑上限

ンの購入費も︑含まれて
公共施設等マネ

万円を計上

４名分で︑免

しています︒

無人航空機講習負

ドローンの購

10
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使用してテレワークでス

ていません︒

です︒公園管理委託料は︑

荒井城址北側の一方通行

キルアップする講座を進

天野

生きがい事業団への委託

いる中で︑限定解除を持

めていきます︒企業から

体連合会特別賦課金につ

料で︑消費税関係の増で

ました︒来年度について

中です︒国に報告書を提

の受注の開拓とサテライ

いて伺います︒

すが︑どのような内容に

出します︒

トオフィスとの連携を進

産業観光課長

なるのですか︒

板垣 高齢者肺炎球菌ワ
青木嚴

め︑就労の拠点づくりを

事業を当町で行った場合︑ 消費税が上がった事によ

しています︒産後のお母

クチン︑接種する方が少
金元金積立金が昨年度１

柱として︑来年度はより

さんの状態や悩みなどの

ー︑屋根の修理はいつ頃
なく︑町の広報２月号で
千万円から８００万円に

真鶴に合った働き方を進

入っていきたいと思いま

を予定されていますか︒
も周知されていますが︑
減額している理由を伺い

施

号 号
高齢者の集まるところな
ます︒

総務課長

の影響で屋根が一部めく
どで︑声かけなどしてい

解消のため︑措置しまし

れ雨漏りの原因となりま
ますか︒

ります︒

めていきたいと思います︒ 県補助等の事業を行った

昨年は団体か

政策課長

５歳刻みの方が対象で︑

まちづくり課長

天野

総務課長

歳から

す︒

すので︑そこと正面入り
健康福祉課長

人数は把握し

口の柱が腐食しています

す︒浄化槽清掃委託料は︑

ので修繕します︒入札後

て出すものです︒今回は︑ 担金は３５０８万円プラ

個別にハガキにより周知

年度につきましては︑総

です︒

工事は︑今回も昨年と同

真鶴分署のポンプ車が

いと思います︒
しています︒介護予防事

青木繁

様の内容ですか︒

消防委託事務費負
青木繁

スですが︑消防ポンプ車

板垣

務省が地元産品で且つ返

工事完了は年度内ですか︒ まちづくり課長

天野

らの大きな寄付が入り１

１３０万円計上されてい

広域農道の工事が該当し

１台購入で︑なぜこれだ
と徹底したことから︑一

まちづくり課長

件あたりの寄付額が減り︑ 始まるかと思いますが︑

う情報提供の時間があり︑ 礼品は寄付額の３割以下

業では︑包括タイムとい

分散化してきていること

２件分

等緊急通報システム委託

ます︒

などを勘案し︑減としま

交通安全施設整備

料を減とした理由はなん

板垣 風疹については︑

湯河原消防署

健康福祉課長

広報３月号に周知されて

板垣

立法で︑３月末までには

せる事業者があるかどう

植栽剪

利用者は

ビス講師等謝礼について

未接種︑抗体検査をやっ

か調査しました︒人材育

まちづくり課長

績をもとに積算していま

健康福祉課長

ていない方に対し︑通知

成事業については町内

いるのですか︒

シェアリングエ

事業について︑今まで親

を出す予定です︒

定委託料は︑公園から出
現在の各分団か

消防事務の真鶴町

子教室︑両親教室︑育児

青木嚴

青木繁

ている枝を落とすもので︑ 総務課長

追加の風

セミナーを展開してきま

名の方が応募され︑テレ

ら機関員として登録して

10

荒井城址公園の植

したが︑それを見直しア

ジメント委託料︑令和２

ワークの試行事業を行い

消防団員準中型

ウトリーチ型の助産師と

年が国に提出する期限で

必要な情報を提供してい

名で︑その実

道路用地購入費︑ 場合に特別事業費に応じ

千万円を超えました︒来

ますが何件分ですか︒

ています︒

48

で減少があり︑今年度末

６月ぐらいから実施した

19

専門職による事業を検討

11

26

19

65

15

35

から︑湯河原との調整に

３月定例会

町長

県道の上り線交差

ていくということですか︒ 点信号で２・３台止まり︑

ては︑これから利活用し

等が主な仕事内容です︒

入費は計上していません︒ 分け勤務し︑掃除︑受付
あくまでも講習会の負担
教育課長

予算の総額を︑歳入歳

億８９００

納付︑口座振替を推進し

ていき︑税の公平性を進

めていきます︒

療費が高いですが︑受診

出それぞれ
青木嚴

の交通担当に話しました︒ 万円としました︒

率︑医療費について何か

構内に入れないことを県

板垣 農業総務費の普通

追加して横断歩道︑道路

滞納繰越は不納欠損も含

活用すべきと

です︒災害時︑役場から
思っていますので︑要望

め年々増加していますが︑ 対策を考えていますか︒

信の進捗状況を伺います︒ から３００万円ぐらいの

しました︒

被保険者

一人当たりの医

等があれば複写したもの

照明灯についても県に要

町民生活課長

人︑前年の所得がゼロの

の比較では

青木嚴

を貸し出し︑閲覧するよ

望します︒

滞納に対する対策︑対応

が減少している中で医療

人で︑滞納者の半分を占

国保の滞

医療給付費分︑

由を伺います︒
うな形で町民の方に提供

青木嚴

について伺います︒

費は上下しています︒入

万円増やした理

を一刻も早く把握するた
産業観光課長
したいと思っています︒

守点検委託料で︑防災無

税務収納課長

院︑外来数にしても同様
総務課長

めています︒滞納解消の

旅費︑

め︑若手職員２名が講習
リーブ協議会に属してい
青木嚴

線が聞こえにくい地域が

納は︑所得が１００万円

ドローンを飛ばし︑災害

を受けます︒
ます︒２年に一度オリー
策事業で被害木伐倒木駆

あります︒自動メール配

除費用７６２万９千円で

め︑令和２年４月からメ

当町はオ

天野
ブサミットが予定され︑
年度駆

被害木伐倒費が６２８万

ール配信を行うシステム

防災行政無線保

プはいつ頃できて︑町民
来年度は鹿児島県日置市
除については︑

津波ハザードマッ

にはどのように周知しま
での開催で︑２名の旅費

４千円でした︒松くい虫

に増加しています︒

すると

年度で比較

駆除を増加すると被害木

方法としては︑滞納処分

人が

人に減少

人

年令和元年

人から

年

年度で一人当たり

教育課長

こを行いますか︒

天野

デオ複写委託料はどうい

板垣 文化財資料録画ビ

となりました︒

１４８人と見込んで︑増

事業の託児延べ人数を︑

を神奈川県に補助要望を

ていく中で樹幹注入駆除

まい︑お林調査を継続し

松の老木が多く枯れてし

にはＡＥＤが配置されて

青木嚴

よる入力が不要になりま

町民生活課長

国保税滞

推移について伺います︒

受診率︑入院患者数等の

す︒広報でも周知します︒ 養給付費の入院︑外来の

４００本に処理しました︒ が必要な情報の︑職員に

剤は６年間の効能で︑２

いますが︑避難所の体育

険税の設定をしていきま

どの増加の推移を見て保

があります︒慢性疾患な

かわらず同じような傾向

者が減少しているにもか

年

年

団体委託料︑増になって

警戒区域を指定しました︒ 板垣 託児ボランティア

総務課長

いる理由を伺います︒

を導入し︑放送の内容を

です︒

それに基づいてハザード

は減少するのですか︒

をしていく︑コンビニ納

を見込んでいます︒

マップを作成します︒５
教育課長

メールで配信します︒こ

の医療費を比較すると

修繕︑体育館のアンプ取

う内容ですか︒

していくことも検討しま

納については︑所得が１

す︒

％占めています︒ 青木嚴

年度

医療費を下げる

万４６３４円で被保険

万５７６５円

年

替︑廊下等の修繕︑構内

教育課長

館には設置されていませ

００万円から３００万円

町立体育館の会計

の人が

います︒普通町県民税に

滞納者の約半分を占めて

保健指導を受けていただ

の受診率を上げることや︑

町民生活課長

対策はありますか︒
令和２年度真鶴町国

も言えることで滞納処分

特定健診
民健康保険事業特別
会計︵事業勘定︶予算

くことを進めて早期健康

％で︑

29

30

をしていく事︑コンビニ

育館に設置していきます︒ 所得が０の人も

リースで各体

万７９８７円

テレビケーブルの取替︑

す︒

ん︒

状況改善のた

０００部ほど作成し︑各

ボランティアの報償費で︑ 産業観光課長

付︑口座振替を推進し滞

年が

消防設備︑屋外遊具など

てあった︑例えば貴船祭

青木嚴

総務課長

託児にかかる

家庭に自治会を通じお配

れまでの安全安心メール

納処分︑整理を更に進め

の修繕が主です︒

の昭和年代にテレビ放映

町民から夜間︑駅前交差

一般被保険者療

天野

された番組や独自に作ら

点の横断歩道を渡る歩行

青木嚴

年度任用職員報酬は︑何

れたビデオ等︑教育委員

者が見え辛く危険で事故

破損ガラスの

名でどんな仕事をするの

会にあるものを ＤＶＤ

を予防するために道路照
朝の開館から

要望がありますが︒

まなづる小学校

ですか︒

等に記録して︑後世に伝

明灯の設置をしてほしい

テープ録画し

教育課長

える様にするものです︒
残したものについ

街灯新設事業で

夜の夜間使用まで︑任用

１年間の

りしたいと考えています︒ １時間あたり１０２０円︑ 松くい虫防除で樹幹注入

との違いは︑即時に伝達

度

30

13

13 30

板垣

30

38

37

42

小学校の修繕はど

ていきます︒

県の方で津波

松くい虫被害対

すか︒

11
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算

令和２年度真鶴町下
水道事業特別会計予

令和２年度真鶴町介
護保険事業特別会計
予算

ことは大切だと思います︒
具体策を伺います︒
今年度ま

予算審査特別委員会

令和２年度

健康福祉課長

では卒業を迎える中学３

た︑消費税増税分２％も

個人番号カード事

含まれています︒

岩本

務費補助金の新規８万９

カード交

円についてを伺い

ます︒

町民生活課長

う地方交付税増の推移デ

です︒

間外手当にかかる補助金

・５％

資本的収入及び支出は︑

るかを把握すべきです︒

制度に無かった配管撤去

これまで
収入６６００万円︑支出

費用を上乗せ計上したも
健康福祉課長

天野

した︒

し開示してください︒

すので適切な時期に作成

財政に大きな影響を及ぼ

ますが︑県から移譲され

付金が約

岩本

のです︒

万円減ってい

思います︒減らした理由

12

３月定例会

年度までの

指導を実施しています︒

特定健診は

３年間で３割くらいの受

診率でした︒さらにその

真鶴町一般会計予算

賛成少数

年生を中心に行なってき
ました︒次年度は︑行政

保険事業勘定予算の総
額を︑歳入歳出それぞれ

予算の総額を︑歳入歳

出それぞれ１億９７８０

相談や民事相談︑人権相 ︻歳入︼

中で指導が必要な人が

人いて︑保健指導を受け
８億８９３０万円としま

認知症のサポーター養成

ータはありますか︒

付率向上に必要な職員時

介護保険サービス事業

研修を受けて頂き︑一般

過疎債発行増に伴

令和２年度真鶴町真
勘定予算の総額を︑歳入

企画情報係長

談をされている方達にも︑ 高橋

鶴魚座ケープ・真鶴

はまだ作成していません︒ 発行数について伺います︒

した︒

万円としました︒

一般被保険者高

の方も含め︑広く認知症

３月１日

個人番号カードの
サポーターとして活躍し

町民生活課長

黒岩

歳出それぞれ５２０万円

年度

現時点で

としました︒

特別会計予算

過疎債発行は平成

支え合い分かち合

ていただきたいと思いま

板垣

現在で１２１９枚︑町の

予算の総額を︑歳入歳出

から始まり発行総額は増

令和元年

い体制づくり委員会運営

発行率は

す︒

それぞれ３２５０万円と

えていますので来年度作

万円

令和２年度真鶴町水

成する予定です︒

人が

補助の内容について伺い

道事業会計予算

度 月分で
しました︒

ます︒

・９％︑県は

天野 魚座の修繕積立金

人間ドック利用助

を超えています︒
天野

田中

３
･ ％︑国は
です︒

助金の増額理由を伺いま

割負

担のところ︑過疎債は交

す︒

一般債は町

付税措置される７割分が

町民生活課長

高橋

健康福祉課長

所︑地域サロンを運営し︑ 収益的収入及び支出は︑

負担軽減されるので︑過

現在５ヵ

１２０万円の根拠︑協定

収入２億４０００万円︑

疎債の効果がどの程度出

合併処理浄化槽補
コーディネーターの賃金

支出２億１３００万円︑

た取り組みについて伺い

です︒
具体的にどのような形で

また︑今後の返済計画は

基本協定

産業観光課長

板垣

対し月額修繕積立金を納

１億４３８０万円としま

ます︒

書では︑乙︵魚座指定管

の納付書に通知し︑ホー

考えていますか︒
墓の掃除や︑自分でした

いるにもかかわらず︑毎

黒岩

た事務の処理に対する費

例えばお
において定めるものとす

いけどできない︑そのよ

年湯河原町への受水費が

等使用料が昨年より多く

になったためですか︒

市町村移譲事務交
るとなっています︒年度

うな気持ちが負担であれ

増えている理由を伺いま

給水収益が減って

令和２年度真鶴町国

協定では︑基本協定に基

ば支援に入るべきと考え

用負担に対する補助だと

企画情報係長

を伺います︒

まちづくり課長

今回より

が︑昨年は９月までは８

消費税

板垣

企画情報係長

前年に比

施設と設備の使用料がい

べて仕事量が減ったこと

養成事業では︑町の高齢

％にな

40

っしょになったため︒ま

％で︑それ以降
ったためです︒

化率を考えると認知症に

10

情報センター施設

民健康保険事業特別

づき︑乙が支払う修繕積

％

会計︵施設勘定︶予算

なったのは消費税が
万円と

す︒

立金の額は月額

万円

し︑毎月末まで甲に支払
うと規定され月額

10

予算の総額を︑歳入歳

10
の ヶ月分です︒

対する正しい理解が進む

10

出それぞれ９５１０万円
としました︒

12

認知症サポーター

ています︒

などで増やしていきます︒ ついては︑別途年度協定

付するものとし︑金額に

サポーターとして

理者︶は甲︵真鶴町︶に

15

16

ムページ︑窓口での勧奨

人間ドッ

内容を伺います︒

成費で︑受診率増に向け

町民生活課長

要因を伺います︒

額医療費が増額している

青木嚴

す方策を進めていきます︒

今後︑健診受診者を増や

ている人が９人います︒

70

町民生活課長

19

30

０
０
０

30
11

クのお知らせは︑保険料

10
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によります︒

ので︑一般職同様︑所属
下すれば今まで以上に広

高橋
の要望に対する支援方法

と設置場所・事業者から

います︒平成

年９月議

全面改修をすると聞いて

準備のために行うのです

業はギガスクール構想の

後改修費が増えるのでは

等の検討を続けています︒ 会で﹁中古の建物で︑今

とは別に︑ＩＣＴ教育推

教育課長

さらに加入率が低

毎に計上すべきです︒

ないか︒自治会︑社会教

仕事量は︑年度に
高橋

岩本
報が難しくなることが懸

るルートは限られていま

か︒

総務課長
念されるので︑これまで

補助金等に基

よって増減があるという
とは異なった角度から対

算統計等の作成の都度振

策を検討ください︒

ば支援をしていきます︒

町長

希望事業者があれ

会に報告してください︒

す︒検討状況を所管委員

対し﹁通常経費はかかる

いか﹂と言う私の質問に

らに多くかかるのではな

画通り進めれば経費がさ

育などの諸活動を当初計

算提出を考えています︒

いては６月議会で補正予

町長

ます︒

進計画に基づいてすすめ

ギガスクール

づく人件費以外は総務費

り分けています︒ご指摘

高橋
整備予算は
Wi-Fi
計上されていますか︒

ＩＣＴ教育推進事

黒岩

町内で観光客が通

に一括計上しており︑決

黒岩
の通り︑当初から事業毎
企画情報係長

田中

が︑その他の経費は発生

その通り

金１億９０００万円は何
に計上すれば分かりやす
難場所への整備を検討し

業委託料２１１万６千円

しない﹂と答弁されたが︑ 人番号カードを使ってコ

月から個

話会社が電源も含め

高橋

ための経費が盛り込まれ

ギガスクール構想︑その

波の問題もあり︑今後も

がかかって来ました︒津

その利用内容と予算で見

るようになりましたが︑

ンビニで住民票等が取れ

昨年の

企画情報係長

です︒

に使うのですか︒
く手間も省けますので検

ていますが︑大規模災害

について︑国が行う学校

財政調整基金繰入

企画情報係長
討します︒

時電源確保の問題が解決

実際にはつぎつぎと経費

ギガスクールにつ

かではなく︑歳入・歳出
高橋 自治会連合会補助

しておらず見送りました︒ 現場のＩＣＴ化を進める

今後の担い手育成を目的

災害時避

のバランスをとるための
金増額理由を伺います︒

髙橋

ましたが︑学校の整備状

施設の利用を続けますか︑ 込んだ内容について伺い

ます︒

見直すべきではありませ

町民生活課長

件︑見込み件
台を整備する

台整備し︑令和２年度に

繕であり︑引続き利用し

も増え︑今回は単発の修

印鑑証明が２５０件です︒

数は住民票が３４０件︑

の実績は

月から

況を伺います︒

んか︒

総務課長
との町長答弁がありまし

中学校用

施設の利用者

当 委 員 会 で 観 光 Wi-Fi 教育課長 タブレットを
の整備を積極的に進める 令和元年度に小学校用

災害時には携帯電

路改修工事に公共事業等
に︑防災関連の視察を行

環境を提供する
Wi-Fi
計画もあります︒昨年の

自治会の

債ではなく過疎債を充て
うための増額要請があり
措置したものです︒

当該工事

企画情報係長

高橋 自治会の加入率は
％程度で︑残りの非加

区間は︑過疎債の発行要
件である延長１００ｍを

たが︑災害・観光両方に

ていきます︒現在のとこ

浜研修センター取得時が

工事請負費について琴ヶ

岩本

入世帯に自治会に委託し

ろこれ以外の修繕の必要
黒岩
パートタイマ

総務課長

財産管理費の中の
黒岩

予定です︒
対 応 し う る Wi-Fi
整備
に係る予算計上はしない

の内訳について伺います︒ はないと思います︒

会計年度任用職員

物が届かない実態があり

のですか︒

年３月︑取得費２４０
企画情報係長

町長はどの様に考

ます︒この点をどのよう

していま

に解決しようと考えてい

えますか︒

０万円︑以降修繕工事等

も重ねてきて︑ここでま

ーのみで１０１名です︒

町長

普通財産なので︑
黒岩

た新たな工事費がかかる

琴ヶ浜研修センタ
高橋

町が困った時は売りに出

町内の商店や一般

企画情報係長

ー改修工事の内容につい

ようですが︑取得時点の

高橋

例会に町からも参加し︑

します︒琴ヶ浜を研修や

件費は所属毎に計上され

て伺います︒この建物は

活動の見直しや勧誘に関

家 庭 に 広 ま る Wi-Fi
機
器のネットワーク化に補

ているのに対し︑会計年

利用目的に達することに
今年で築

観光などのために今後も
する検討を行っています︒ 助を行うことで︑安価に

年となり︑屋

度任用職員人件費の多く

町民その他の

方々の集会場的なもので︑

総務課長

なるのか伺います︒

ＩＣＴ教育推進事

利用していきたいと思い

自治会定

29
号等で一部が

根は台風

町としても広報が十分で

ます︒
あるので︑門柱とともに︑ 黒岩

整備を行う検討の状況は

は総務費に一括計上され

ないと認識しており︑対

観光協会

はがれて雨漏りの懸念も
ていますが︑各事業の費

応が必要と考えています︒ 産業観光課長

19 30
用対効果検証が困難です

どうなっていますか︒

一般職・特別職人

︻歳出︼

満たしておらず︑公共事

10
せん︒

ている様々な事業や配布

21

町道真１号線の道

ることはできませんか︒

10

何に使う

処置です︒

企画情報係長

ことですか︒

29

ますか︒

業等債を充てています︒

40

︵総務費︶

40
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寄附金の謝礼は何

森

かながわ海岸美化財

年間清掃

補助金増額理由を伺いま

の二分の一の負担金で１

理由を伺います︒

自立支援医療費
進地である岐阜県下呂市

健康福祉課長

高橋

す︒来年度は真鶴の特産

へ競技運営・式典運営・

名増と

割対象者２名増

環境係長

台風被害等に

ついては予算計上してい

考えています︒

泊施設にして行きたいと

ない状況です︒いずれ宿

繕で済ませて行きたいで

今のところは小規模な修

えなければいけないが︑

町長 いずれ建替えも考

えたらどうですか︒

︵民生費︶

政策課長

内で抑えていますか︒

海野

います︒

依頼もあり︑当町で実施

健康福祉課長

２団体︑季節利用３団体

健康福祉課長

の市町村が不参加ですが︑ と︑建替に伴う使途等の

高橋

で︑より良い使用環境の

太陽光発電装置の設置は︑

０円の増となっています︒

ついて前年比２万５００

岩本

ます︒

ません︒随時︑県と国と

岩本
す︒

森

県内の約４分の１
その通りです︒ 当町が参加するとした理

高橋

真崎荘の利用状況

変更はありますか︒

住宅太陽光発電導

すが増額した要因は何か

てきているという印象で

ひところより下火になっ

入促進事業補助金予算に

を伺います︒

常時利用

整備と︑災害避難時に畳

町民生活課長

県からの

から︑主たる利用者の老

火 で 推 移 し て い ま す︒

由を伺います︒

人クラブと協議します︒

グ競技を実施するもので︑ の上で休めるといった面

可能なオリエンテーリン

常時畳を敷いた和

補助事業内容を調べたと

ひとり親家庭医療費

前実施した町内文化財を

高橋

ころ︑今までの補助対象

平成

世帯︑人数

26
まなづる学童保育

は１１１人を見込んでい

世帯︑合計

22

３・５ＫＷ３万５０００

円補助でしたが︑これを

14
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海野

一部機器

団予算の内訳を伺います︒

町民生活課長

へ移行するのに伴う予算

税増税分などです︒

健康福祉課長

委託費が２６０万６００

万６０００円︑合計額

金は実行委員会に直接交

５２万１０００円を予算

老人クラブ連合会

特産品である干物︑折り

す︒

予算措置

上の影響はありますか︒

を使っていて︑新年度は
高橋

のリース料が減となる以

０円︑財団職員の人件費

せ改正︑おやつ代や消費

ようになればと考えてい
何か新しいものを考えて

助金は一般財源ですか︒

外は変わりません︒

施設を有効利用が出来る
ます︒
いますか︒
健康福祉課長

高橋

で利用されています︒

岩本
岩本 取得時２４００万
政策課長

分は一般財源で︑県補助

全国健康福祉祭補

施設にしたいというもの
円ですが︑土地の広さが
は９品目あります︒町の

差し引いた金額かと思っ

付されます︒

取得時に泊まれる

がありましたが︑その時
あり︑建物の解体費用を

と思います︒今後も泊ま
鶴のオーナメント︑旅行

計上しています︒

ていました︒土地を有効

周

れる施設にはしないとい

設立
高橋

健康福祉課長

とセットした釣り体験︑

対する補助金ですか︒

く発生しましたが︑その

どのような事業に

活用するには︑建物の取
真鶴での食事︑磯料理と

辺の考慮はしましたか︒

プリンクラーの設置が必
強固な三階建てにして︑

である石材を使った返礼

おもてなし等の視察を実

昨年は台風被害が多

り壊し費用を考慮した値

宿泊など︑観光協会を中

健康福祉課長

要になります︒設備投資
屋上が一時避難場所に利

品も試作・検討を行って

経ち︑その間︑予想津波

助成の対象者数を伺いま

で調整していただいてい

高が変わってしまったた

高橋 ふるさと応援事業

す︒

巡るオリエンテーリング

室が良いのか︑用途に応

１軒当たり平均発電量
社会福祉協議会デ

健康的な活動であり︑以

につなげることも可能で︑ じて畳を敷ける様式が良

等︑高齢者介護予防事業

いのか等︑より多くの使

世帯︑社会保険

ます︒

途に対応できる設計を検

30

国民健康

によるものです︒

め︑宿泊施設に適さない

について︑当町への寄附

健康福祉課長

施する予定です︒

ものになってしまったと

と︑他自治体に町民が寄

保険

返戻割合は３割以

いう印象です︒この先も

附された額との比較はさ

黒岩

費用面も抑えられること

れていますか︒
町への寄附額から諸経費

運営補助金が昨年より増

ならば︑これだけの費用

を除いた額は約５８０万

えている理由を伺います︒ から参加としました︒

48

指導員の

確かに下

こと取り壊して︑もっと

円︑他自治体への寄附に

討してください︒
総務課長

っています︒

今そのような
考えはなく︑今のままで

年度当

強固な建物に造り替える

伴う控除額が約４６３万

高橋

︵衛生費︶

政策課長

という考えには至らない

健康福祉課長

イサービス事業が診療所

をかけるより︑いっその

のですか︒

円で︑若干の歳入増とな

人件費を最低賃金に合わ

取得から既に３年

宿泊可能な施設にしたい

10

森

段と思っていました︒修

会メンバーを対象に︑先 ︵ 更 生 医 療 ︶ 支 給 費 増 額

年記念事業予算です︒

総務課長

繕よりむしろ取り壊して︑ 心に返礼品を作っていま

費が多額になることもあ
用できるような建物を考

実行委員

施設は消防法の関係でス

55

対象者３

り︑現在は夜間利用でき

宿泊のための

うことですか︒

43

現在の返礼品

の目的と違ってきている

現在もそうした目的の中

３月定例会

そのような取

蓄食料購入費の内容につ

とで︑今まで５年生から

ランス対象に繋ぎ資金の

総務課長

利子補給などを行なえま

スを運行するための実証

だった外国語教育が３年

６ＫＷ６万円に引き上げ
いて伺います︒

り組みについて承知して

せんか︒

実験をバス会社と協議し

生からに変わります︒こ

て利用促進を図ろうとし

アルファ米を

総務課長

健康福祉課長

おり︑検討します︒

を見ながら検討します︒

ています︒

れに向けての考え方を伺

たものです︒

います︒

９６万円は海岸沿線を３

岩本 地籍調査委託料３

す︒

納者が増えているためで

まちづくり課長

プの配布時期と方法は決

高橋

難時に使用した毛布を再

総務課長

が︒

ているのですか︒

方のための食料は用意し

すが︑持参できなかった

入と比べ安価で済みます︒ で持ってくるのが原則で

利用する費用で︑新規購

総務課長

は食料などは個人の責任

避難した場合︑避難所で

黒岩

缶を予算計上し

５００㎖１４４０本︑粉

清掃作業をおこないます︒ ます︒

していましたが︑令和２

近所の方に掃除をお願い

生涯学習係長

礼

営費の中の清掃協力者謝

森

です︒

に基づいて変更するもの

教育課長

者の減少と資産税をなく

時のために残しているの

予算が急に必要となった

町長

国の動向

年保存水

年程かけてやってきてい

まっていますか︒

︵予備費︶

し︑国保税を引下げたた

２５００食︑

高橋

ますが︑その調査と同じ
総務課長

黒岩

めです︒

湯河原町

１台購入・所有し︑当町
がし尿搬送量に応じた
％を負担します︒
︵商工観光費︶
公衆便所清掃委託

化がありますか︒
回数等の

免許返

同じ内

大ヶ窪

無人航空機講習費

利用処理料が２２０枚で

町民生活課長

ですか︒

︵教育費︶

スの収束が見とうせない

黒岩

災害時使用毛布再

黒岩 コミニュティバス

が ㌧バキュームカーを

まちづくり課長

０部作成し︑自治会経由

黒岩

現状で︑予備費を使って

によれば滞納額の

利用補助金が増えている

岩本

容の調査です︒

での配布および自治会未

事業の要保護及び準要保

コロナ対策をすべきでは

％が所得３００万円未満

し尿運搬車両の購

料３０５万８０００円に

岩本 場所は何処になり

加入世帯には窓口配布し

護児童生徒援助費 特
･別
支援教育就学奨励費が昨

ないですか︒小学生対象

となっています︒

高橋

ついて︑令和２年度では

ますか︒

ます︒
未加入世帯の中に

の学童保育は無料になっ

入先・所有形態・台数を

清掃の方法・内容等に変

まちづくり課長

高橋

年より減っている理由と

ています︑そこで

昨年の台風避

津波ハザードマッ

今夏に５００

ました︒
台風などの災害で

岩ふれあい館管理運

万円は何か伺います︒

従前はご

新型コロナウイル

方々に依頼して︑月２回

備えています︒ 年度からは︑利用団体の
児童生徒就学援助

昨年より児童

予算

国保税が昨年より

被保険

・８

税務収納課の報告

町民生活課係長

少なくなった理由を伺い

黒岩

全員賛成

別会計︵事業勘定︶

国民健康保険事業特

です︒

予備費の使途は︑

産業観光課長
一帯です︒

教育課長

いので町広報が届かない︑ 内訳を伺います︒

は︑新聞を購入していな

数が減っています︒要保

学習指導要領

変更はありませんが︑当
︵消防費︶

町ＨＰも見ないので窓口

護小学校０名︑中学校１

と考えています︒
︵土木費︶

このことについての見解
総務課長

コロナはお年寄りがか

黒岩

のような機器が適当かを

考えていますか︒

名︑中学

ス運行委託料は前年と同

聞き取り検討します︒

多いと言うことは国保税

所得が３００万円

その層の

じですが︑増便やその他

田中

英語力向上推進事

総務課長

黒岩

全戸直接配布
高橋

業３８５万２０００円︑

消毒液の配布をおこなえ

未満の低所得者の滞納が

災害時に無人航空

の改革はありませんか︒

が最善の方法ですが︑難

４月から新学習指導要領

ませんか︒

中小零細業者・フリー

います︒
機を運用する民間企業と

しい面もあり︑引き続き

により小学校においては
全面実施されるというこ

歳以上にマスクや

まちづくり課長

協力協定を結ぶ県内自治

検討します︒
防災備蓄事業の備

では

伊豆箱根バスの運行が早

体もありますが︑検討し

町中の

く終わってしまうので︑

黒岩

受講者からど

48

ていますか︒

66

その後にコミュニティバ

コミュニテイーバ

ミルク

課における定期的な調査
高橋

配布を知らない方もいま

を伺います︒

万円と比較的高額です

を行い︑事業者と打合せ

が計上されていますが︑

す︒土砂災害や津波等︑

名︑準要保護

かると重症化しやすいと

税務収納課長

のは何故ですか︒

を行っています︒チェッ

機器の導入予定はありま

直接人命に大きく関わる

校８名︑特別支援学校５

いわれています︒高齢化

方々の滞納が多くなって

10

を伺います︒

ク機能が働いているもの

すか︒

広報物の配布方法をどう

名︑中学校３名です︒

率が県下で一番高い当町

50
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修繕はケープ真鶴

産業観光課長

５年前︑

当町で初めて募集を行っ

岩本

も将来的にはあり得る話

万円

た時に情報を集めたもの

としたものです︒

です︑これから折衝する

上で見る限り不公平に見

介護保険事業

です︒軽微な部分

えますが︒

魚座に関

とは言ってもこの予算書

岩本

産業観光課長

特別会計予算

使用料です︒
国民健康保険事業特

料等は︑それぞれの店で

しては運営で黒字が見込

使用料・店舗貸付

別会計︵施設勘定︶

営業している方々から受

予算

今営業している店舗から

真鶴魚座修繕積立金は︑

るという約束がなかなか

ら修繕積立金を積み立て

見込めないとの見通しか

１月末現在︑要支援１が

健康福祉課長

利用料等を伺います︒

黒岩

全員賛成

将来発生する修繕等に対

できなかったところから

け取る貸店舗賃料等です︒ めます︒ケープは黒字が

下水道事業特別会計

する積立金としてありま

当初は難しい︑運営に関

全員賛成

予算
賛成多数

すが︑本予算にはケープ

令和２年

が１１３名︑２が

名︑

名︑介護１

する基本協定は５年間で

３が

名︑２が

介護認定の内訳

下水道使用料が昨

年より多くなった理由と︑ 真鶴からの修繕積立金は

すが︑年度協定は毎年結

が

黒岩

計上されていませんが︑

ぶことになっています︒

名︑５
消費税２％増税分はいく

これは徴収しないことに

名︑合計５０５名︒

名︑４が
らになりますか︒

運営していく中で協議を

える修繕の

いていますが︑運営状況

集しました︒

す︒今回も同じように募

名３割負担が

名です︒

２割負担

利用者は２７１名︒利用

･

したのですか︒

し出があったものです︒

を伺います︒

募集の中

万円としたもので
の見通しが立っていない

黒岩

後期高齢者医療

特別会計予算

全員賛成

水道事業会計予算

賛成多数

水道使用料が昨年

より減っている理由と消

費税増税２％は幾らを見

減って

込んでいますか ︒

まちづくり課長

16

３月定例会

増やすことは課題と認識
か︒

税務収納課長

駐車場横

６店舗の店舗使用料です

しており︑来年度から町

滞納整理をどのよ

より 名増えました︒

国保税を下げることが出
送付︑差押予告通知︑差

高橋
産業観光課長

が高いことを示している

と思います︒今回︑資産
ＨＰ︑通知等の方法で推

来ましたが︑均等割りの
押を行っています︒

を認める等の方策も検討
人間ドック利用助

してください︒
高橋
成実績と来年度見込みを
２月末実

進することを検討します︒ にあります６店舗の店舗

割をなくすことによって︑ うに進めていますか︒

減免などを行い︑さらに
高橋

催告書の

引下げるべきです︒
付けだけでなく︑事前納

名

納税に関する意識

短期証の発行数について
付や細かく分納すること
１ヶ月

伺います︒

町民生活課長
世帯

名︑３ヶ月９世帯

世帯 名です︒

名︑６ヶ月

世帯
合計
伺います︒

普通交付金と特別

黒岩
町民生活課長
名です︒

件︑来年度見込みは

交付金の中身と昨年より
普

増やした理由を伺います︒ 績
町民生活課主任主事

多くな

高橋

まちづくり課長

通交付金は給付費と同額

先ず魚座

万円を超

指定管理基本協定書

ケープ真鶴の募集に際し

産業観光課長

条︑年間

て︑修繕積立金について

で決めたことなので意味

万円の根拠
真鶴魚座・ケープ真

募集要項に入っていませ

は特にありません︒当初

件見込んだのと消費税

引続き行ってまいります︒ 料︑１割負担が２１８名︑

間ドック利用助成につい

です︒消費税増税分は１

産業観光課長

て︑一人あたりのコスト

った理由は新規接続数を

を見込み増額となりまし

比較は行っていますか︒

２２万３０００円です︒

森

た︒特別交付金は︑令和

特定健

の

２年度に新たに行う特定

町民生活課主事

80
に関しては︑募集をかけ

健診未受診者対策事業の

康診査は基本健診１万５
鶴特別会計予算

ん︒応募者側から修繕積

その通り

森

すか︒

他の状況とは︑何で
ことから決定に至ってい
魚座店舗貸付料は︑ ません︒

26

特定健康診査と人

20

87

64
たところ︑申請者から申

費用が交付されます︒３

百円＋追加での眼底検査
２５００円︑喀痰検査２

４０万円を見込みまし
た︒

賛成少数

２００円です︒人間ドッ

特定健診について

黒岩

募集をかける中でいろい
岩本

立の申し出が無かったも

ク助成は費用額の半額か

ケープ真鶴使用料

伺います︒決められた日

の内︑店舗使用料

ろな他の状況等を調べた
は︑シーフロントの賃料

のです︒協議の中でそう

つ上限２万円です︒

ですか︒

万円

程で受ける場合と受診者

高橋

産業観光課長

中で
勧めることによって︑全

いった話はさせていただ

の都合により診療所で受

体の受診者数︑受診率が

です︒

人間ドック受診を

ける場合の成果はどうな

高まると思われますが︒

っていますか︒
町民生活課主任主事

診

64

33

27

40

55

29

27

16

岩本

20

21

31
町民生活課長

90

20

78

14

29
44

18
療所での個別健診は昨年

受診者を

13

20
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１３７万１０００円の半
めくれてしまい︑雨漏り

を使って住民票などが取

ニでマイナンバーカード

あってもよいのではない

策として予備費の活用が

進んでいると解釈してい
の可能性もあるので全面

いる理由は給水戸数の減
分以上が湯河原町からの

いですか︒

でしょうか︒

です︒消費税２％増税分

れるようになりました︒

水道係長

その通りです︒ 受水費で占められていて︑ 改修をするとの事です︒

は１４５万３０００円で

便利になったという報告

個人情報の漏洩などの不

マイナンバー制度が持つ

工事において︑５２１万

①総務費の公有財産改修

天野

がありました︒しかし︑ ︻反対討論︼

議会では︑私は﹁購入費

安が払拭されないのでは

９０００円が予算化され

年経っている中

購入したときはすでに

も含めそのときまでかか

ないでしょうか︒マイナ

ましたが︑事業説明では︑

年から

った経費は２７２９万７

ンバー制度の撤回を求め

琴ヶ浜研修センターの屋
るのではないか﹂と質問

題です︒新型コロナウィ

は新型コロナウィルス問

町民の今一番の関心事

また︑屋根については昨

うとの説明がありました︒

しい門柱の改修工事を行

追加日程第１

全員賛成

万８８

したところ︑光熱費など

年の９月

８２３円であることを示

ます︒

根の総張替え︑痛みの激

金に格差があります︒ま

真鶴町岩ガキ出荷セン

古建物です︒

し︑今後予想される経費

④予備費について

議会︑最終日

真鶴町岩ガキ出荷セ

についてもっと多くかか

い︒

来るように進めてくださ

岩本 広域化という以上︑ 将来に向かって一緒に出
目指すものと期待してい

将来的に一つの企業体を

円は︑給水責任水量分で
ますが︑湯河原町民と真

受水費５６２１万

す︒

すが︑この負担はいつま
鶴町民の水道使用料が一

岩本

続きますか︒
進まないと思います︒見

これは︑ 緒にならないと広域化は

湯河原町からの水道受水
通しはありますか︒

まちづくり課長
分ですので︑受水してい

ンター条例の制定

た︑料金体系も︑真鶴町

今のところ料

岩本
は口径別料金体系を採用

る以上支払いは続きます︒ 水道係長
化の準備はどの程度進ん
しているのに対して︑湯

の経費は発生しないと言

２３円はかかるがその他

いし︑暮らしや健康が今

ルスの収束は見とうせな

た部分があるため補修が

年の台風により︑破損し

ター条例を制定しました︒ の通常年間経費

でいますか︒
まちづくり課長

令和２年度真鶴町一

台風による一部破損であ

河原町は口径別ではあり

多くの町民が不安に感じ

湯河原町と機器について

題もあり︑今後︑宿泊や

必要との説明でしたが︑
賛成多数

後どうなってしまうのか

行くのは難しいため︑現

う回答でした︒津波の問

同一の事業化については

れば︑その部分だけの補

修で十分だと思います︒

ています︒町として新型

コロナウィルスに対する

また︑台風による風害で

うべきではありません︒

あれば火災保険での補修

億４２００万

子どもの交流事業は行な
それぞれ

予算の総額を歳入歳出

通しは立っていません︒

時点では両町広域化の見

広域化の話は︑共

正確な情報を伝え︑相談

も出来ると思います︒屋

②消費税増税について

に乗る体制が出来つつあ

の協同購入︑会計システ

水道係長

です︒水道使用料金が湯

黒岩

体になっていただきたい ︻反対討論︼

合と同じ様に一つの企業

①琴ヶ浜研修センターに

ます︒情報センターの使

家計や営業を直撃してい

なうべきであると考えま

コロナウィルス対策を行

備費から︑町として新型

費しかかからず︑大規模

おいても︑今後は通常経

われます︒以前の説明に

は︑経年劣化が原因と思

円としました︒

ると聞いています︒そこ

根全体の改修ということ

ムを同じシステムを使用

河原町民と真鶴町民では

ついて

用料などは消費税増税分

す︒今こそ町民に寄り添

補修は予定にないとのこ

岩本 将来的には衛生組

月より消費税が

で︑一歩踏み込んで︑予

して︑今年度真鶴町が導

大きな隔たりがあり︑真

琴ヶ浜研修センター改

が町民に転嫁されるので

い︑要望に答え︑財政の

とでしたが︑５２１万９

昨年

％になり

入予定の管路システムも

鶴の水道料金が高いのは︑

修工事として︑５２１万

反対します︒

裏づけを持った具体的な

０００円もの予算をかけ︑

両町の広域化については︑ 多額になっているため︑

にしようとしています︒

原価が高くなってしまい

修と門柱の改修です︒屋

います︒内容は屋根の改

いて

％への増税が

10

月より︑コンビ
10

ました︒

具体的にはまだ進んでい

ます︒予算書にある原水

昨年

ません︒

号で一部
19

10

２％増税され

湯河原町と同じシステム

湯河原町からの受水費が

９０００円が計上されて

③マイナンバー制度につ

新形コロナ対策を行なう

補修を行うことは購入時

今はメーター

同購入だけですか︒

岩本

まだです︒

般会計予算

今は︑

湯河原町との広域

25

共同購入はしていますが︑ ません︒格差を解消して

94

べきであります︒その対
・

根は台風

事務レベルの話が

配水及び給水費総額１億
岩本

３月定例会
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その他の委託料も含め︑

賛成多数

ウハウをお持ちの事業者

食店を経営され︑経営ノ

指定管理予定者も共に飲

予算の総額を歳入歳出

であると認識しますが︑

鶴特別会計予算

それぞれ３２５０万円と

本予算書で見ると︑真鶴

億８９００

業務委託金であり︑事業

しました︒

予算の総額を︑歳入歳

０円が予算計上されまし
内容の費用対効果と必然

令和２年度真鶴町

魚座からは修繕積立金名

出それぞれ

の使用目的である宿泊施
た︒その中で︑地域商社
性が見えません︒

国民健康保険事業特 ︻反対討論︼

それぞれ高額な負担金︑

設としての利用をするた
推進事業委託金︑９３４
その他︑細かな予算につ

別会計予算︵施設勘定︶

目で年間１２０万円の収

産業販路委託金︑３３０

します︒

管理運営業務に関する

条にありま

す管理施設の維持保全に

協定書の第

プ 真 鶴 の 両 施 設 は︑﹁ 指

一方︑真鶴魚座とケー
それぞれ１億９７８０万

ついて︑

万円を超える

定管理﹂であり︑観光客

しない予算が提出されま

からとして使用料を徴収

を集客するための施設だ

ますが︑一階店舗フロア

負担を定めるとなってい

定管理者と協議して費用

修繕等については町と指
令和２年度真鶴町

黒岩

した︒両施設の指定管理

︻反対討論︼

円としました︒

予算の総額を歳入歳出

賛成多数

でしょうか︒両事業者に

岩本

万円は︑岩ガキ養殖の先

とって︑修繕積立金を拠

入を見込んでいます︒こ

すると︑６１６０万３０

進地である海士町からの

当然です︒それぞれの事

使用して︑そこで収益を

００円もの予算を計上し

技術指導費や研修費とな

下水道事業特別会計予算

者及び指定管理予定者は︑ ーやトイレ︑食堂等で修

繕が必要となった場合︑

に反対いたします︒

いずれも収益を目的とす

所有土地建物を使用する

町が２００万円もの資金

町民の暮らしと営業を

万円以内で収まるとは

にあたって︑使用料を徴

を交付するのであれば︑

る事業者であり︑同じ町
料に消費税増税分２％を

収する︑しないの差は何

修繕を見込んだ積立金に

守る立場から下水道使用
町民に転嫁することには

か︑不公平ではないのか

到底思えません︒
反対します︒

と思われます︒

管理者も︑ケープ真鶴の

また︑真鶴魚座の指定

が出来れば︑この点につ

ついて理解を求めること

開店準備負担金として
︻賛成討論︼ なし
令和２年度真鶴町
真鶴魚座・ケープ真

18
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交付金産業振興事業にお

めに必要な工事は︑消防
万円の事業説明では︑岩
いても事業の進捗状況︑

全員賛成

いて︑４４４６万１００

署とのデジタル通信の整
ガキの試験出荷経費︑試
費用対効果において賛成

れます︒また︑購入当初

備︑スプリンクラー設備
食会のプロモーション費

ています︒決算額におい

っています︒

業者の経営努力により︑

れに対しケープ真鶴から

ても︑４５５４万円が使

石と芸術の町・真鶴魅力

出するか︑しないかは︑

あげる事業者から︑使用

われています︒これだけ

化事業負担金は現在進行

収益を上げ︑観光振興・

予算の総額を歳入歳出

万円としました︒

の設置等が不可欠と伺い
用︑パンフレット作成費︑ できない予算があります︒

の予算を使いながら費用

中の石の彫刻祭の負担金

令和２年度真鶴町

はそれがなしです︒なぜ

対効果の点また︑同事業

として８００万円︒

資金繰りから見た場合︑

料を徴収することは至極

である空き家再生事業と

また文化芸術推進事業委
令和２年度真鶴町

町の活性化に寄与してい

それぞれ９５１０万円と

の連携︑整合性も取られ

託金︑１５０万円の事業
国民健康保険事業特

下水道事業特別会計

地域商社設立の支援金︑ ︻賛成討論︼ なし
ュアル作成費が主な費用

ていません︒また︑効果

説明では︑石彫を使い周

不公平ではないですか︒

衛生管理を行う専門マニ

が予測されます︒
となっています︒産業・

も上がらず進捗状況も見

遊型なぞときイベント等

ただいているものと推察

維持︑管理するには多額

②総務費の地方創生推進
文化振興事業委託金︑１

えません︒見直しをし︑

別会計予算︵事業勘定︶

予算

しました︒

交付金移住定住推進事業
００万円の事業説明では︑

の予算が必要であること

において︑８０５万円が
年ぶりに開催される石

祭りへの助成︑小松石の

予算計上されましたが︑
移住定住推進事業では︑
利活用︑販路開拓︒地場

事業終了に至った事業も

の実施を計画していると

13

20

年度からの予算を合算

複数あります︒

全員賛成

の説明ですが︑

20

20

③総務費の地方創生推進

ケープ真鶴

岩牡蠣出荷センター

28

町所有土地建物を

ました︒今後この施設を

11

の積算が甘かったと思わ
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Vol.67

質疑応答
いての公平性は担保され

ると考えます︒

もう一点は︑指定管理

者管理運営状況評価が年

一回実施されるにあたっ

ては︑立地条件の違いは

あったとしても︑同じ指

定管理として︑同じ飲食

店経営︑同じ指定管理者

管理運営状況評価基準の

下で平等に評価が行われ

るべきです︒

︻賛成討論︼ なし

３月定例会
審議結果

荒井城址公園

真鶴

魚座

民俗資料館

青 木

青 木

繁

健

海野弘幸

板垣由美子

嚴

田中俊一

青 木

敦

会期：３月３日～13日

高 橋

黒岩範子

敦 彦

天野雅樹

森

岩本克美

対

議決結果

反

案

成

発委第1号

議

賛

議案番号

採決者数

令和２年 ３月定例会 審議結果

防犯カメラ

予算審査特別委員会設置に関する決議につ
10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
いて

公益的法人等への職員の派遣等に関する条
10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議
長
例の制定について
は
裁
真鶴町立幼稚園預かり保育料徴収条例の制
議案第４号
10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 決
定について
に
加
真鶴町岩ガキ出荷センター条例の制定につ
議案第5号
９ ９ 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 わ
いて
り
ま
真鶴町職員の服務の宣誓に関する条例の一
せ
議案第6号
10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ん
部を改正する条例の制定について
議案第３号

議案第７号

真鶴町国民健康保険税条例の一部を改正す
10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
る条例の制定について

【採決結果】○ = 賛成

× = 反対

退 = 退席

欠 = 欠席（遅刻・早退を含む） 除 = 除斥

【議決結果】可 = 可決

否 = 否決

承 = 承認

認 = 認定
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青 木

青 木

繁

健

海野弘幸

板垣由美子

嚴

田中俊一

青 木

敦

会期：３月３日～13日

高 橋

黒岩範子

敦 彦

天野雅樹

森

岩本克美

対

議決結果

反

案

成

議

賛

議案番号

採決者数

令和２年 ３月定例会 審議結果

真鶴町水道事業給水条例の一部を改正する
10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
条例の制定について

議案第９号

令和元年度真鶴町一般会計補正予算（第４
10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
号）

議案第10号

令和元年度真鶴町国民健康保険事業特別会
10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計（事業勘定）補正予算（第３号）

議案第11号

令和元年度真鶴町下水道事業特別会計補正
10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
予算（第３号）

議案第12号

令和元年度真鶴町真鶴魚座・ケープ真鶴特
10 6 4 可 × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○
別会計補正予算（第４号）

議案第13号

令和元年真鶴町介護保険事業特別会計補正
10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
予算（第４号）

審議結果

議案第８号

令和元年度真鶴町後期高齢者医療特別会計
10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議
長
補正予算（第２号）
は
裁
令和元年度真鶴町水道事業会計補正予算
議案第15号
10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 決
（第２号）
に
加
議案第16号 令和２年度真鶴町一般会計予算
9 5 4 可 × × × × ○ ○ ○ ○ ○ 欠 わ
り
ま
令和２年度真鶴町国民健康保険事業特別会
せ
議案第17号
9 9 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ん
計（事業勘定）予算
議案第14号

議案第18号

令和２年度真鶴町国民健康保険事業特別会
9 9 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠
計（施設勘定）予算

議案第19号 令和２年度真鶴町下水道事業特別会計予算 9 8 1 可 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 欠
議案第20号

令和２年度真鶴町真鶴魚座・ケープ真鶴特
9 5 4 可 × × × × ○ ○ ○ ○ ○ 欠
別会計予算

議案第21号

令和２年度真鶴町介護保険事業特別会計予
9 9 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠
算

議案第22号

令和２年度真鶴町後期高齢者医療特別会計
9 9 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠
予算

議案第23号 令和２年度真鶴町水道事業会計予算

9 8 1 可 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 欠

【採決結果】○ = 賛成

× = 反対

退 = 退席

欠 = 欠席（遅刻・早退を含む） 除 = 除斥

【議決結果】可 = 可決

否 = 否決

承 = 承認

認 = 認定

同 = 同意

報 = 報告

採 = 採択

趣 = 趣旨採択

不 = 不採決
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森

敦彦
議員

民俗資料館について

今回︑神奈川県の津
波警戒区域に町の海

エレベーター設置も着実 学生による町のイベント

いています︒学校と地域

教育活動を支えていただ

みなさんにより︑学校の

動︑スクールサポートの

町は津波のハザード

ます︒

に進めていく旨聞いてい などでのボランティア活

俊一

かって進んでいくという

田中

ＪＲ跨線橋・南側エレベ

取り組みは︑今後の課題

がともに一つの目的に向

警戒区域に入ってい 考えていないし計画性が

ーターの進捗状況につい

議員

マップの作成だけで

岸線が指定されましたが はなく︑いかに災害に対
民俗資料館は︑その津波 して被害が最小になるか
警戒区域に入っているか を考え実行することで︑
どうかをお聞きします︒ 今回︑購入したことは︑
民俗資料館は︑津波 余りにもそういうことを
なく早すぎたと思います︒

ます︒
集会場を求めるならば

地域特有の教育によ どの取り組みや︑学校運

レベーターの進捗状 活性化について
況に関し︑ボーリング調

年経って︑老朽化が

って︑地域の衰退を 営協議会の設置などを検

学校の活性化と地域

の活性化は車の両輪

設置両方の予算を確保し︑ができます︒例えば︑中

補修工事とエレベーター つのかたちで考えること

ます︒県としても︑この 校と地域というような３

遽来年度に補修工事をし から学校へ︑そして︑学

落下したことを受け︑急 から地域へ︑次に︑地域

小さいコンクリート片が 域の関係は︑まず︑学校

進んでおり︑ホーム上に のような関係︒学校と地

約

跨線橋が建設されてから

実施していきます︒また︑ます︒

と神奈川県︶を速やかに えますが︑ご所見を伺い

に協定締結︵ＪＲ東日本 性化の可能性が開くと考 点から考えていきます︒

施予定等について来年度 が︑学校を中心とした活 性化は車の両輪という視

に向け協議中で︑工事実 り︑絆を深めていくこと 学校の活性化と地域の活

終了しており︑現在着手 者も含め︑様々なつなが 性化につながるという︑

細設計は事業実施に向け 地域にあって住民や保護 域にとっても︑両者の活

成

年度に終了︒詳 の育ちを軸に据えながら て︑学校にとっても︑地

ボーリング調査は平 められています︒子ども た活性化の可能性につい

予定について伺います︒ 和らげる学校づくりが求 討して︑学校を中心とし

査︑詳細設計︑工事実施

に地域・学校共同活動な

ＪＲ跨線橋︑南側エ 教育の魅力化による町の は︑この課題解決のため

と認識しています︒今後

一 般 質 問

て

昨年の３月議会で民
俗資料館を町で購入 購入した金額３４８０万

館者数と既に修繕をした する理由の１つに︑岩地 円でほかに安全な場所が
箇所や︑今後の具体的な 区の集会場としたいとの 確保できたと思いますの
発言がありましたが︑津 で︑残念です︒

令和元年７月に購入 波警戒区域に指定された 結局のところ︑町がこの

修繕計画を伺います︒

してから現在までの ことで︑岩地区の集会場 数年で購入した琴ヶ浜と

入館者数は２６２人で修 とすることはいかがなも 真鶴港のところと岩の民
警戒区域に指定されてし

繕をした箇所は１箇所で のかと思いますがその点 俗資料館全て︑県の津波

な機能を果たすもの

防災上や町民の安心・

歴史文化センター的 まいました︒

門柱補修を行いました︒ はどうですか︒
今後の具体的な修繕計
画については︑次の２つ

の移転も含めて審議され 集めての利用については︑

の柱で取り組んでまいり を作るかどうかは︑場所 安全の観点から︑町民を
ます︒

１つ目の柱は︑入館者 ましたが︑現在のところ 今まで以上に慎重になら
その辺をよく考えてい

問

答

等の安全確保のために急 は庭も含めて︑あの場所 ざるを得ないと思います︒
を要する修理は︑応急修 で今の建物の雰囲気を残

望ましいが︑どこかの時 そういうものについては

理を含めて速やかに対処 した形で考えていくのが ただいて︑イベントとか
します︒

２つ目の柱は︑大規模 点で地域の住民に計画の 慎重にしていただきたい

30

民俗資料館を購入し

問

改 修 を 含 め た 修 理 で︑ 説明を行う予定です︒ご と思います︒

﹁ 岩 地 区 の 歴 史 文 化 の 保 指摘の部分についても再
護と活用の基本計画﹂に 度検討する必要があると
考えています︒

問

てから現在までの入

問
答
問
答

答

50

問
答
基づいて行います︒

一般質問
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天野

雅樹
議員

年度に実施し

一般質問

﹁子ども１１０番の

す︒その他︑防犯カメラ す︒

家﹂運動をお願いし

朝夕の見守り活動によっ

つきましては︑現在どの 者への抑止効果になって

防犯対策の効果検証に て︑犯罪を犯そうとする

行ってまいります︒

順次︑町内各所に設置を ています︒

を順次設置しており︑現

克美

町が解体︑撤去する

岩本

在までに５ヵ所に設置し︑

費用等もかかり︑で
きれば代執行をせず

厚木市では財産管理

境造りとその施策につい 無く︑それぞれの対策を

の３年間で６７９万 執行を行い撤去費用は売

検証する作業部会を

少が著しい当町では

保護司会活動と︑ま

た︑被害者人権擁護

例えば交通事故︑思

真鶴町の安全・安心 ます︒

している施策につい ると考えております︒

の皆様に協力いただ
日の防犯パト

詐欺などの防止を啓発す た︒
るチラシを配布する活動

わぬ突発事故は︑残

従来︑自治会連合会 去 り に 逃 走 す る ケ ー ス

防犯カメラの補助に

関して︑一定程度の

して直接見える活動 機能の備えが必要でした

ふれあいスポーツ大 ったので加速化も可能に

会を通じて︑振り込 なると思われます︒

内一斉放送を行っていま の呼びかけを行っていま

署と連絡を密にして︑町 政無線を使った注意喚起

ます︒また︑小田原警察 防止する活動や︑防災行

の啓発活動を実施してい め詐欺などの特殊詐欺を

などでも︑特殊詐欺防止

高齢者が多く集まる場所

れ合いスポーツ大会など はどのくらいありますか︒ が︑自由選択が可能とな

を行い︑スーパーや︑ふ

犯罪者や加害者に対

個所の見回りや振り込め 設置に取り組んで来まし 加速化してはどうですか︒

を実施して︑町内の危険 町としては防犯カメラの す︒防犯カメラの設置を

は︑夜間防犯パトロール 願いしているところと︑ 捕に防犯カメラが有効で

ロールや︑夏季について などの防犯取り組みをお は︑運転していた犯人逮

き︑毎月

防犯に関する取組は︑交通事故︑被害者を置き

町に住みたいと考える人 念ながら防ぐことが出来
う︒
自治会や防犯指導員 が増えると思いますが︒ ません︒夜間の道路での

な取り組みが充実し
示していただき︑その効
果︑検証結果について伺 ていることにより︑この

て︑把握している内容を

キャンペーンを行ってい

防犯対策として実施 全体として犯罪が減少す の観点から駅頭での啓発

出来る限り行うことで︑
て︒

真鶴町の安全安心な住環 対策も十分ということは いると思われます︒

議員

ことが出来る略式代

業とは違い積極的に情報 ていきます︒
公開を行うには限界があ
り︑発信方法は今後の検
討事項になる﹂との意見 執行を行う考えはありま
年であり︑空

がありました︒また︑計 すか︒
画期間が
き家が増加傾向となるた
との意見もありました︒
後期基本計画ではこ

一 般 質 問

人を設定し︑略式代

空き家再生事業について めフォローアップが必要 進めていきたいです︒
平成
た空き家実態調査を

経て策定された空き家対 ９０００円の予算を使い 却益から回収する方法を

町村の方法等を検討

厚木市も含め他の市

策計画の進捗状況と空き 過去 年間では８６８万 行っていますが︒
けてきましたが私が見た

家対策協議会での協議内 ４０００円もの予算をか
容を伺います︒

能な空き家が多数あ

町内には再建築不可

空き家実態調査の結 限り全く進んでいないよ し進めていきたいです︒
果︑空き家が５６８ うに感じますが︑今後

軒︑周辺に悪影響を及ぼ 年間でどのような対策を

りますが再建築可能にで

空き家バンクにのせ きるよう︑まちづくり条

す恐れのある特定空き家 行いますか︒
等候補が１４８軒ありま
す︒空き家対策協議会の

令和６年度に向けて

りますか︒

てもいい方を県西空 例を改正する選択肢はあ

進捗状況は︑所有者が再 き家バンクに掲載し︑

確認できた１８０軒に対 年後に向けて次期の計画
し意向調査を行い︑町の を策定するか検討します︒

少子高齢化︑人口減

昨年の台風でも空き 設置する予定です︒
家の屋根が飛ばされ

軒が利活用し たという被害が発生して

軒に再調

空き家情報に掲載しても
よいと答えた
査を行い

てもよいと回答を受け協 いますが︑特定空き家等 空き家対策︑利活用は重
議 し︑
﹁ 町 独 自 で 行 っ た の候補となっている空き 要な動力です︒住環境や

ような取り組みをし

策をお願いします︒

ほうがよい﹂
﹁ 真 鶴 町 に 家はどのような対策を行 景観を守るため早急な対
空き家が少なくなる

しかない良さ︑新しい考 いますか︒
えで伝えるほうがよい﹂
との意見と共に﹁不動産

問

答

10

答

答

問

答

問
答
問
答
問

答

問

問

10
10

27

問
10

答
問

答

答

39

問

30
17

答

問
答

22

板垣由美子

引き続き町内各所に順次
設置をしていきます︒

住民同士の支えあい

限りある財源の中で

が全体の収支のバランス

金の活用が考えられます

範子

を

ちなみに︑現在の国

保税で３子と２子以

見回りは公園の管理

を委託している生き

遊具の壊れたものは

修繕し︑遊具を増や

遊具の修繕は行いま

した︒公園遊具は高

当町では︑資産割課 降を対象にした場合︑均 額で安全基準も厳しく︑

保険税の均等割りの減免

子どもを対象に国民健康 ことと考えております︒ すことは出来ませんか︒

減らすことは大変重要な

は︑子育て世代の負担を

ちづくりを進めるために ラは検討します︒

を見ながら検討していき 事業団が週４回朝夕︑行

黒岩

によって日常生活の困り

事故などの解決に効 れ︑その後の事故処理が 祉計画のスローガン﹁家

議員

ます︒子育てしやすいま なっています︒防犯カメ

一 般 質 問

﹁公用車へのドライブレ ごとを解消するこの体制
コーダーの搭載について﹂ の強化が大切ではないか
町内外において公用 と思います︒そこで次の
車が活用されていま 点を伺います︒

地域の安全・安心の更な すが︑交通事故やあるい ①これまでの利用状況︒
はあおり運転などに遭遇 ②これからの展開は︒
町独自の有償ボラン
ティア︑真鶴協力隊

犯罪の抑止や︑事件 故発生時の映像が記録さ まなサポは真鶴町地域福

への適正配置について﹂ す︒搭載することで︑事

﹁防犯カメラの公共施設 す る こ と も 考 え ら れ ま

る推進を！

答

問

答

税廃止に向け高すぎ 等割りの全体の金額はい どういった遊具を希望さ

れているかを確認しなが

人で ら︑増やすことを検討し

人で２３１

ちびっ子広場のよう

万９９１０円︑２ ます︒

３子の場合は

る国民健康保険税を少し くらになりますか︒
でも引下げる方向で取り
組んでこられ︑昨日の本

現在の制度では高所

伺います︒

財源としては財政調整基

にご近所の方が草刈

せめて︑３子以降か 清掃を行い︑整備されて

ら均等割りの減免を い る と こ ろ も あ り ま す

にかかる懸念があります︒置は出来ないですか︒

中間層にいる子育て世代 増やし︑防犯カメラの設

ため負担増のしわ寄せが 声もあり︑見回り回数を

減制度が設定されている るが︑安全面で心配﹂の

り︑低所得者には負担軽 公園は緑も多く遊具もあ

のところも多く見られま

す︒防災用具の置き場・

町として出来るだけ

の限度額が設定されてお て み ま し た︒﹁ 荒 井 城 址 することは出来ませんか︒

得者には年間保険税 所あり︑私はすべて歩い 草刈や手入れをし︑整備

園・広場などが

ヶ どもの遊び場として町が

当町には公園・小公 切な役割を持つ広場を子

割りの減免が出来ないか 子どもの遊び場の充実を 一時避難所にもなって大

もを対象に国保税の均等

支援する立場から︑子ど 援をはかるべきです︒

子育て世代の負担軽減を 実施し︑子育て世代の支 が︑草ボーボーで未整備

げてきました︒そこで︑

題を議会で何回も取り上

なりました︒私はこの問 万１２９０円です︒

会議で資産割課税は０と 子の場合は

71

果を発揮している防犯カ スムーズに運ぶことや︑ に住むのではなくこの町

識及び運転マナーの ②全世代型の生活支援を

61

メラの設置について︑町 ドライバーの安全運転へ に住む﹂の理念に基づき
民の方からも︑設置要望 の意識を高めることにも オール真鶴の精神で支え

人

の声をお聞きします︒そ つながると考えます︒公 合いながら支援していく
こで防犯カメラの公共施 用車へのドライブレコー 事としたものです︒
設 へ の 適 正 配 置 に つ い ダーの搭載について︑町 ①生活支援対象者は

が登録︑掃除︑草むしり︑

職員の安全運転の意 ゴミ出しなどです︒

て︑次の点を伺います︒ の考えを伺います︒
①現在の公共施設への設
置状況は︒

②設置計画を策定して進 向上︑並びに交通事故等 目指し︑地域づくりの互
における責任の明確化︑ 助支援︑地域のつながり

①現在の防犯カメラ 及び処理の迅速化を図る を生み出す支援はボトム

めることについては︒

の設置状況につきま ために︑公用車に順次ド アップで︑住民にサービ

しては︑神奈川県の補助 ライブレコーダーを設置 スを肩代わりしてもらう
し合いをしていくこと︑

のではなく︑日常の支え

輪場︑情報センター︑消

住民が今できることから

金を活用し︑真鶴駅前駐 していきます︒
防真鶴分署︑小・中学校 オール真鶴で！

真鶴協力隊まなサポにつ くの４点を大切に全世代
型の支援を目指します︒

問

議員

問
答

の５ヵ所に各１台ずつ整 ﹁住民同士の支え合い︑ 地域づくりを支援してい
備しています︒

②設置計画を策定して︑ いて﹂

一般質問

対応していきます︒

23

16

18

37

答

問

問

問
答

問

答

問
答

問

答
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議会運営委員会
委員長

した︒
青木

嚴

年から稼働して

見てもらいました︒

通知が発せられたとの報

休園・休校措置が取られ︑

③まなづる小学校の学校

﹁産業観光課﹂

施設整備工事について

に対し︑感染予防のため︑ ②令和元年度岩牡蠣出荷

日

24

委員会等報告

令和２年１月
①ケープ真鶴の指定管理

平成
いる空調設備の不調が

について﹁産業観光課﹂
令和２年２月６日

度々発生することから︑
更新に向けた準備を進め

らの意見等に対する対

①議会報告会での住民か

た︒

応について

たいとの報告を受けまし

令和２年２月６日
④委員会が調査研究すべ

聖籠町議員から活発な質

告を受けました︒

森敦彦

①住民からの意見等に対

日

疑応答と意見交換で予定

事 故 に つ い て﹁ 教 育

委員長

き事案について確認とス

議会報告の際に当委員

ケジュールについて意見

会活性化について意見交
調整を計りました︒

月

経済文教常任委員会

岩本克美

会に関する質疑で︑公開
整すべき事項の有無につ

換 を 行 い ま し た︒ 視 察

会から︑①議会基本条例
いて︑委員間協議を行い

委員長

に基づいて実践している
ました︒

議事録作成にあたって調

こと②真鶴町議会基本条

令和元年

委員会を開催し次の議

３月６日
①真鶴町第２期子ども・

例及び議会運営基準の説
明をしました︒③意見交

て﹁まちづくり課﹂

題の報告を受け審査をし

②まなづる小学校の学校

子育て支援事業計画につ

本事業計画について︑

換会︵報告会︶の実績に

町民アンケートが実施さ

ました︒

議会広報特別委員会から

事 故 に つ い て﹁ 教 育

いて︵令和２年度から令

は︑先進的改革している

れるに伴い︑議員からの

課﹂

ついて議会報告会につい

ことでは︑議会だよりの

意見も同時募集するとの

令和２年１月

①西湘ホール新設につい

説明から︑本会議のライ

報告を受けました︒

①ケープ真鶴の指定管理

日

ブ中継について説明︑Ｑ

②新型コロナウイルス感

に つ い て﹁ 産 業 観 光

した美術館見学を実施し

③真鶴聖苑空調設備の更

課﹂

ないで︑次の視察地であ

課﹂

幼・小・中学校保護者

24
新について

月議会本会議の画像を

トフォンで読んでもらい︑ 染症について

Ｒコードを各自のスマー

和６年度︶

10

ての説明をしました︒

12

る箱根町役場に向かいま

12

31

する対応について

総務民生常任委員会

12

内容について議会運営員

委員と真鶴町の改革・議

聖籠町議会運営委員会

令和２年２月４日

修

会広報特別委員会視察研

町議会運営委員会及び議

委員会等報告
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議会運営委員会
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開催日数

各議員の委員会等への出席・傍聴
（令和元年12月～令和２年２月）※１白枠は出席対象
※２傍聴は自由です。

出

議会だより まなづる
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新潟県聖籠町議会運営委員会視察

議会研修会
町の花「ハマユウ」

議会を傍聴してみませんか
次の議会は
定例会６月４日㈭ ５日㈮ 12日㈮
の予定です。

真鶴地域情報センター・
インターネットでも
議会中継をしてます。

公式チャンネル真鶴町
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議会広報特別委員会

YouTube 真鶴町

検索

真鶴町議会ホームページ
アクセスはこちらから
▼

雅 樹
由美子
克 美
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