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９月定例会は︑任命・

これは財政調整基金から

財源という話です

個人番号の通知カードが

応援基金からの１０００

５０００万円とふるさと
真鶴町町営住宅条例

万円を使って町独自で︑

廃止されたことに伴う改
正をしました︒

の一部を改正する条

ナンバーカードの推進が

全員賛成

思いますが︑その時この

か︑という時の事業だと

今回の改正はマイ

目的だというふうに見え

民法の一部を改正する

１万円の商品券配布も一

黒岩
真鶴町常勤特別職職

るのですが︑なぜそうす

法律の施行に伴い︑不正

緒にできたと思います︒

まだ国の補助が出てくる

員の給与及び旅費に

る必要があるのですか︒

入居者への請求に用いる

例の制定について

関する条例の一部を改正

マイナン

億２８１

岩本

財源がどうかとい

うことを考えますと︑財

政調整基金はまだ５００

ドの発行率はまだ全体に

黒岩

ますが︑町民にもあった

は商品券の配布だと思い

う額だったはずですが︑

れも入れると十分間に合

いて︑当時の予備費︑こ

０万円残っていた︒それ

か︒

らいいなという話は私も

どうして予算がないとい

感染症対策生活支

町長 別段意味はありま

低いという状態で︑無理

随分聞いているんですけ

2

９月定例会

ど︑この時期にした理由

を伺います︒

国からの

町民生活課長

企画調整課長

しょうか︒

真鶴町手数料条例の

通知に基づき改正をして

込みが立ったのがこの時

なりました︒

います︒当町の通知カー

期でございますのでこの

日
一部を改正する条例

ドの再発行件数は年々減

補正にあげました︒

８月 日 〜

賛成多数

っており︑マイナンバー

岩本

議が行われました︒

財源の見

行政手続きにおける特

の確認は住民票等で行え

と５月に町内商工業者あ

定例会開催

締結・条例の改正・補正
定の個人を識別するため

ることから廃止しても問

教育委員会委員の任
全員賛成

命について
瀧本朝光氏の任期が満
了となるため同氏を再任
しました︒
する条例の制定について

町民生活課長

何故しなかったのか伺い

全員賛成

令和２年度真鶴町一

工事請負契約の締結

利率及び敷金の取扱いに

新型コロナウイルス感

バーカードの国の普及率

について︵真鶴聖苑

われていないというとこ

を伺います︒

それだけ

ます︒
ろから︑通知カードでも

企画調整課長

般会計補正予算︵第

済や住民生活等に多大な

健康福祉課長

不正入居者の定義

影響を与えていることに

足りるという世間的な解

３７３０万円を追加し︑

天野

鑑み︑特別職の給料及び

身なのに二人で暮らして

予算の総額を

は

ついて改正をしました︒

染症の感染拡大が地域経

％でいまだ普及が行

自立・分散型エネルギー
全員賛成

期末手当を減額しました︒ 釈がある中でこれを廃止

いたとか︑課税情報に不

１万１０００円としまし

の財源確保が難しかった

真鶴聖苑自立・分散型

するというところです︒

正申告があったとか︑申

た︒

と︑ふるさと応援基金も

全員賛成

エネルギー設備等導入事

天野 ５月の臨時会にお

当町の通知カードの再

請書に明らかな不正記述

岩本

３号︶

業の請負契約に当たり︑

いて議員の期末手当を減

発行件数は令和元年度２

があった場合︑そういっ

ためできませんでした︒

議会の議決に付すべき契

額しました︒何故その時

件︑２年度は今のところ

１６００万円ほど残って

歳入歳出それぞれ２億

約及び財産の取得又は処

に特別職も減額しないで

援交付金の７１５７万円

せん︒６月定例会に間に

に進める必要があるので

例えば単

分に関する条例第２条の

たケースになります︒

48
合わなかったので９月に

マイナンバーカー

０件です︒

16

規定により議決しました︒ ９月からになったのです

設備等導入事業︶

の制定について

予算・決算の認定等の審
の番号の利用等に関する

ての６０００万円の給付︑

21

題がないと思われます︒

18

法律の一部改正により︑

９月定例会

天野

天野

シート︑収納バック︑段

の段ボール間仕切り︑畳

感染症対策生活支

で︑対象数は何件になり

援商品券発行委託料の委

自動車借上料２１

うことになるのか︑そこ
１万８０００円︑借上げ

ボールベッドの購入費と

ますか︒

期間はいつ頃までですか︒ 託先とその内容について

を伺います︒
対象総数

伺います︒

を購入する費用です︒

健康福祉課長

６月の補

産業観光課長

企画調整課長
まちづくり課長

天野

それを収納する倉庫１基

ィ号は窓が運転席しか開

総務課長

券７１５０人分の印刷費︑ るのですか︒

商工会です︒内容は商品

敷地に今一つありますが︑

委託先は

かないので︑密を避ける

参加店への通知や確認の

その隣にもう一つ置きま

マナテ

ため窓の開くバスを今年

ための発送費︑参加加盟

す︒

％で

ます︒

度いっぱい借上げます︒

店が貼るステッカー制作

天野

一般町民はどうなるのか

者だけ救済︑交付を受け
産業観光課長

岩海水浴場管理委

人分を見込んでい

染症対策の事業ばかりで
天野

実際の借上げ日数にて精

費︑事業者のための換金

会の委員の人数は何名で︑

１６０人︑接種率

なく︑災害等も見越した
託料はライフセーバーだ

算します︒

手数料と人件費です︒

現在も継続中ですか︒

一応

財源の確保が必要であり︑
と思いますが︑いつから

天野

天野

教育課長

と思いますが︑コロナ感

財政調整基金を全て使わ
いつまでで︑人数とまた

マナティ号は全く使わな

ー代でいくらになるので

産業観光課長

４名お願いし

学校事故調査委員

町立体育館の

倉庫はどこに建て

ずに対応しました︒

どのような形で監視をし

いということですか︑町

すか︒

です︒自然海岸について

れますがダイヤは変わっ

刷代

今まで使っていた

岩本 町民の中には事業

ているか伺います︒

民から走っていない︑ど

月

は県の方で看板設置や警

ていないのですか︒

テッカー印刷代３万８０

日から８月

と︑ここでやると言う事
になり︑町民からすると

備員の配置を手配します

まちづくり課長

００円です︒

令和２年度真鶴町国

者に対することは分かり

いうことで中小企業事業

岩本 地域経済のことと

企業を優先致しました︒

第一と考え︑あの時には

企業の方を支援するのが

もそこは上限額でして︑

企画調整課長

何ですか︒

万円になっている理由は

０万円︑これが１０００

院に４００万円で１１０

などを行いますが海水浴

危険な行為への注意喚起

備員として配置しました︒

それ以外は１名体制で警

日までと土日は２名体制︑ しては一切変更ありませ

ました︒８月１日から

ます︒

７０００円を見込んでい

末までの人件費１２９万

それと９月上旬から３月

の総額を

５５万円を追加し︑予算

て行なっています︒

ますが︑地域内の経済と

予算の範囲内でこの上限

場を開設しておりません

天野

その印刷代と手数

ています︒現在も継続し

なぜあの時にということ
黒岩

が︑岩海岸は漁港区域で

ィ号は伊豆箱根の車庫に

天野

民健康保険事業特別

商品券印

になるのですが︑その辺

療機関支援金１０００万

管理者は町になります︒

置いてあります︒今︑町

料合わせても４４８万円

会計︵事業勘定︶補正予

万１０００円︑ス

はいかがでしょうか︒

円は医療機関に支援する

他の自然海岸同様看板の

内を走っている白いバス

にはならないのですが︒

いうことになれば当時も

額をもとに支援をしてい

ので警備員の配置につい

７万６０００円の内容に

16

ん︒

円で２１６万円︑

他に︑換金手数料が１枚
当たり

備品購入費１１９

ついて伺います︒

億９６４５万

歳入歳出それぞれ７４

算︵第２号︶

商品券にすればいいわけ

くという考え方です︒

てはあまり公表していま

感染症児童・生徒

印刷代の

で︑５月の決定で６月頃

黒岩

せん︒

避難所用

全員賛成

から流通していれば経済

の予防接種助成金︑今度

15

企画調整課長

５０００円としました︒

11

あくまで

効果は既に出ているはず

マナテ

企画調整課長

ということですが︑法人

設置や整備員の配置が必

の点検等の時は走らせて

産業観光課長

84

高校生も対象ということ

地域経済

を活性化するには︑まず

に７００万円︑四つの医

要だということで手配し

います︒ダイヤにつきま

30

印刷代とステッカ

期間は７

うなっているのかと言わ

50
日まで

正のときに御説明したか

感染症対策地域医

80

23

だと思います︒
９月定例会
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決算成果概要説明
の見直しを行い︑行財政

良好でしたが︑常に事業

るよう望みます︒

点としての役割が果たせ

︵令和元年度真鶴町

決算の認定について

計︼訪問調査・要介護認

個人町民税現年課税

で支え合い︑分かち合う

町﹂を目指す﹁ほほ笑み

で築く未来︑美しく輝く

い中︑町税︑各種未収金

また︑町の財政は依然

本構成比率及び固定資産

主財源の増加が見込めな ︻ 水 道 事 業 会 計 ︼ 自 己 資

として厳しく︑今後も自

対長期資本比率は︑共に

みます︒

ける各事業への活用を望

得額を伺います︒

森

です︒

人︑均等割で３９６１人

元年度︑所得割３２３４

税につきましては︑令和

個人町民

令和２年度真鶴町介

地域社会﹂の実現に向け

解消に鋭意努力されるこ

年鑑指標を大きく下回っ

正予算︵第１号︶

ており︑早急なる事業見

元年度で２７６万７９０

税務収納課長

努力をされると共に︑診

率的な事業運営に一層の

医療費の抑制︑健全で効

益の大幅な増収は見込め

識が一段と進み︑給水収

給水人口の減少や節水意

数を伺います︒

それぞれ筆数︑棟数︑件

分の土地家屋償却資産︑

森

平均所得︑

計及び水道事業会計ごと ︻ 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別

直しを望みます︒

療所指定管理者による運

ないと思われ︑現有施設

税務収納課長

会計︼保険事業の充実︑

営体制のもと︑健全な財

政需要が見込まれるなど︑ 税の筆数は︑土地で令和

の維持管理にも相当の財

元年１万３９１筆︑家屋

に説明がありました︒

令和元年度一般会計︑

政運営と保険・医療・介

環境は一層厳しさを増す

の棟数で４４１５棟︑償

予算の総額を５６７万円
としました︒
令和２年度真鶴町後

鶴魚座・ケープ真鶴
特別会計補正予算︵第２

期高齢者医療特別会
計補正予算︵第１号︶

号︶
万

全員賛成
歳入歳出それぞれ

森

固定資産

を図るなど︑経営の更な

軽自動車税の現年課

向上に努め︑使用料の確
５万３０００円を追加し︑ れており︑契約書類等も

税分で︑原動機付自転車︑

軽自動車︑小型特殊︑二

望みます︒

輪の小型自動車︑それぞ

算の総額を３３４４万１

保を図ることを望みます︒ る安定化に努めることを

後藤賀津子

れの台数を伺います︒

よく整理保管され︑各所

監査委員

高橋敦

管の対応も十分でした︒ ︻ 真 鶴 魚 座・ ケ ー プ 真 鶴
特別会計︼指定管理者と

監査委員

予算の総額を１億４７４

︻一般会計︼概ね計画通

の連携を密にし︑観光拠

５万３０００円としまし
た︒

り執行され︑成果は概ね

4

９月定例会

令和２年度真鶴町国
民健康保険事業特別

定事務の公平効率化を目

森

一般会計決算︶

金等の利活用による財源

指し︑サービスの充実・

分の納税義務者数を伺い

改革の更なる推進︑補助 ︻ 介 護 保 険 事 業 特 別 会

前年度に比べて増加して

確保︑過疎対策事業債の

確保への一層の努力と︑

ます︒

町長より︑財政規模は

や様々な助成金や交付金︑ 有効活用による後年度負

いますが︑行財政の改革

担の軽減︑行政の簡素・

介護保険計画策定アンケ

税務収納課長

賛成多数

基金の活用︑過疎対策事

効率化に一層努力される

ート結果を︑全所管にお

算︵第１号︶

６万３０００円を追加し︑
業債などを有効活用し︑

ことを望みます︒

全員賛成

予算の総額を９７１６万
施政方針に基づき﹁信頼

護保険事業特別会計

て取り組んだ成果につい

とを望みます︒

令和２年度真鶴町下
全員賛成

て︑一般会計他６特別会

補正予算︵第１号︶
保険事業は歳入歳出そ

水道事業特別会計補
全員賛成
れぞれ３４９２万円を追

４万５０００円を追加し︑ 加し︑予算の総額を９億

特別会計︑水道事業会計

護の連携に引き続きの努

ものと考えますので︑事

却資産の納税義務者数は

今後の水需要について︑ ２円です︒

予算の総額を２億１２４

決算について︑監査委員

力を望みます︒

務事業の見直しを徹底す

１１２件です︒

47

０００円としました︒

１０００円を追加し︑予

94

固定資産税現年課税

万５０００円としました︒ サービス事業は歳入歳出

各会計共に計数的に正 ︻ 下 水 道 事 業 特 別 会 計 ︼

より報告がありました︒

事業計画区域の面整備を

ると共に︑料金の見直し

万円を追加し︑ 決算監査報告

確で︑予算執行及び事務

進めると共に︑普及率の

それぞれ

全員賛成

事業は概ね適正に処理さ

令和２年度真鶴町真

歳入歳出それぞれ６３

２４２２万円とし︑介護

一人当たりの平均所

歳入歳出それぞれ３４

歳入歳出それぞれ２０

３０００円としました︒

会計︵施設勘定︶補正予

９月定例会

万４９１２円と

ありますので︑月平均に

いう普通交付税が入って

まれるということで︑こ

当たり

います︒これをくらしか

れぐらいの消費はあるの

ました︒今年に入りコロ

名に合

営方針を今年度中に定め
ナが発生したため︑５件

る真鶴の移住者

原動機付
のキャンセルが出た為︑

わせると︑昨年度分で２

税務収納課長
ていきたいと考えていま

昨年度の実際の利用は２

万円の消費が生

自転車は７６２台︑軽自
す︒

件にとどまりましたが︑

すると

動車は１７６９台︑小型
天野

９６万８０６４円という

す︒ただ︑所得税や︑地

ではないかと思っていま

美術館の入館料も

マイナスですが︑その理

うち１件︑３名が移住し

台で
由とこれからの対策を伺

の小型自動車は︑
す︒

ませんので︑純粋に国の

方税はカウントされてい

せると約３０００万円の

ことで︑消費効果と合わ
年度３件
年度３件７

とは分かっていますが︑

また︑ホームページの充

ークゴルフ場の使用料は︑ があると考えています︒

天野 お林展望公園のパ

実等も図っていきます︒

費用対効果については︑

名の移住となっています︒

サテライトオフィ

前年比と実績を伺います︒

ス誘致利用事業について︑

天野

なと考えています︒

ういった数字ではないか

全国調査の中で出てきた

ていただきました︒移住
件数は︑平成
名︑平成

ます︒

移住者による効果がある

います︒
今後

の対策は︑パンフレット

名︑平成

係で地域商社推進事業委
等は作りますがそれをど

２名︑平成

年度移住２件

託料︑これは販売のノウ

こに配るか︑その辺をち

元年度︶合わせて９件

年度︵令和

ハウを学ぶ事業というこ

ゃんと取捨選択する必要

参加した人数と︑開催し
毎年減っていて︑毎年同

くらしかる真鶴のこれま

じ質問していますが︑減

産業観光課長

での移住者

フィスの誘致事業関係は︑

２名を中心に︑その他に

ていく中心である漁業者

水産業︑実際事業を担っ

推進協議会のメンバーで

利用していた方がだんだ

あります︒実際に今まで

で若干流れていることも

が開設したというところ

では近隣になかったもの

産業観光課長

をしていますが︑くらし

員会で報告と資料の提出

た地方創生等検討特別委

政策課長

ます︒

のと考えられます︒これ

消費が町内で行われたも

分として２７５０万円の

名の年間消費額︑昨年度

で︑これを掛けますと

については全国平均で総

平均になっており︑これ

２５万円というのが全国

政策課長

お考えですか︒

真鶴町でも当てはまると

業された方が２件の実績

これまで誘致が６件︑起

資料提出していますが︑

も︑先の特別委員会でも

オフィスの状況について

代の若

つきましては食農共創プ

ん少なくなり集客が望め

し暮らし体験事業ですが︑ と合わせて︑元年分の普

かる真鶴を活用したお試

通交付税が９億８９３０

務省が調査していますの

です︒

昨年度︑町内の

ロデューサーズでのアド

ません︒町内の常連さん

万９０００円︑国から入

で︑厳密な精査はしてい

年に

サテライトオ
天野

見てみると︑平成

手男性を雇用常駐してい

政策課長

っている理由と今後どの

事業︑この事業の利用人

総務省が発表している定
天野

ただき︑サテライトオフ

名を対象に

人数につきましては︑産
ような対策があるか伺い

数︑前年度との対比︑そ

住人口一人当たりの年間

万円の経済効果という総

ィスの視察︑官民合同の

バイス︑また町関係それ

が中心となって行ってい

前年度において︑退去し

ってきていますが︑この

ませんが︑一つの指標と

お試し暮らし体験

業観光課のほか︑実際に
ます︒

れに費用対効果はどのよ

消費額は︑１２５万円と

務省から出ているという

ら含めて︑推進協議会を

ましたが︑コースの変更

ていただけなかった方が

年の

開きました︒

６月に開催し

行ったものですが︑回数

等も考えています︒対策

発生し︑上半期は制度改

ベースとなる平成

11

国勢人口調査７３３３人

しては真鶴町よりももっ

ッチングイベント等に参

イトオフィスのためのマ

その他は都内のサテラ

これまでのサテライト

いただきました︒

20

と小さい町︑過疎の町も

22
で割りますと︑住民一人

年間消費額１
回

としては︑利用者増が難

正を行い︑受付を停止し
月から再
開し︑申込みが７件あり

27

につきましては延べ

しい中︑民間の方を含め
人の意見を聞きながら運

ていましたが

29

22

た会議を開催し︑外部の

数年前ま

うになっているかを伺い

いう試算が出ていますの

協議会の事務方を担って

指導した

た回数を伺います︒

22

31

説明ですが︑小さな町の

一人当たり１２５

数字ということで大方こ

森 まち・ひと・しごと

10

生涯学習担当課長

22

創生費︑負担金補助の関

特殊自動車は

台︑二輪

13

のではないかと考えてい

28

29

30

10

83

16
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天野

応をしました︒

った団体の視察来町の対

加し︑そこから関心を持

ワークによる主婦の雇用

からの会社で︑既にテレ

ィング会社︑これは関西

ず一つはウェブマーケテ

政策課長

り︑こちらも町内の方の

登録をしていただいてお

として東京の事業団体が

それから︑結婚相談事業

していただいています︒

テライトオフィスも掲載

よる実証事業採択をいた

総務省の１００％補助に

におきましては︑前年度

エコノミー活用推進事業

政策課長

ます︒

用対効果の説明お願いし

真鶴町に関心を持たれ︑

明媚で首都圏からも近い

ました︒その中から風光

象に調査をしていただき

営支援財団等の団体を対

公益財団法人横浜企業経

長として所属される︑日

アップの講座に７名︑課

昨年度はリーンスタート

門家による講座等を行い︑

年度として︑引き続き専

ったものです︒その最終

奈川県中小企業家同友会︑ があったものを複数年行

本テレワーク協会及び神

題発見対話力養成講座で

ムを商工会から通年要望

ジメントを学ぶプログラ

サテライトオ

思います︒この予算でで

に効果が上がっていると

人口づくりにおいて非常

サテライトオフィス並び

ーションを行い︑そこで

金を使い︑セルフリノベ

の空き家を国交省の補助

物件に進出し︑既に４名

している企業が︑民間の

福祉の求人サイトを運営

ました︒それを創生事業

ワークの試行事業を行い

うことの調査事業とテレ

ング会社で︑主に美容や︑ 仕事ができるのか︑とい

ます︒大手の人材マッチ

に上げ︑昨年度は総務省

テレワーク事業及び研修

す︒また︑活用推進人材

は見合わせになっていま

後のコロナ発生後の視察

応しました︒ただ︑その

スや商品を素早く試作し︑

クス神奈川に委託をして︑ 度に２名の起業︑サービ

育成事業は︑富士ゼロッ

顧客人数を基に修正改善

者８名のうち︑令和元年

たが︑平成

るために中止となりまし

てきたことから密を避け

てはコロナが顕著になっ

情報として広く展開して

飲食施設等をマッピング

雇用も増やす予定という

ていただいて︑間もなく

年度は首都圏及び横浜地

クセンターに委託し︑昨

を含め︑

名の参加があ

７名︑その他の見学者等

あり︑子育て主婦を含む

ていると思いますが︑講

強された結果の効果が出

るというプログラムを勉

ただいております︒ＩＯ

代の青年

のほか︑起業としては︑

真鶴町にサテライトオフ

４００社に対し︑実際に

ークの体験プログラムは︑ 用です︒

ったところです︒在宅ワ

間もなく上場される企業

立開業しています︒また

が役場近くでパン屋を独

しなくてもテレワーク等

があるか︑あるいは進出

ウン推進事業の具体的内

天野

りました︒

テレワークの参加者があ

野が産業振興︑移住定住

政策課長

伺います︒

リーンスター

明と費用対効果︑実績を

それぞれの分

6

９月定例会

でしょうか︒
を３名行って事業を展開
雇用︑あるいは町内企業

だき︑まず町内の働き手

視察希望が数社あり︑対

きたことは︑それなりに
にテレワークができる拠

の子育て世代の主婦を雇

事業に続く事業を行いま

ワークショップ︵２回︶

を行い︑ゴールに到達す

６件です︒ま

政策課長
しています︒次に︑地域
と提携して町内の行事に

がどの程度いるか︑ある

効果は出ている︑具体的
点を整備してくれていま

用してテレワークを展開

した︒日本初のテレワー

名の応募が

スの中には︑研究事業に

区︑京浜地区の大手企業

う方に対してどのような

な数字はまだ捉えていま
す︒ウェブ運営会社とし

していただいています︒

を実施し︑

シェアリング

フィスで進出していただ
間交流事業を行っている
参加し︑関係人口づくり

いは町内の働きたいとい

費用対効果はどう

いた企業の責任者が︑真
機構が首都圏から開設を
に関与していただいてい

せんが︑町内での消費等
て︑これは地図データに

ク会社のいわきテレワー

取り組む責任者が週に数

報告を受けています︒そ

ていますので︑今後は営

八王子からの
で︑ここが今︑エビの陸

先ほどの求人サイトと同

で仕事を出せるかどうか

容と実績を伺います︒

事業として複合していま

地方創生推進交付

ていただきましたら︑法

上養殖の実証実験事業を

じ民間物件に子育て主婦

の調査を行いました︒ヒ

政策課長

天野

人地方税等も期待できま

行っていて︑その拠点と

ロンの起業がありました︒ アリングも併せて行って

２名による美容エステサ

いただきました︒対象団

名の

すので︑引き続き取り組

してサテライトオフィス

天野

すので︑ひとくくりでは

回実施し︑述べ

んでいきたいと思ってい

を開設しています︒その

トアップジャパンという

金振興事業︑こちらの説

ます︒

企業のホームページにも

体としては︑いわきテレ

説明は難しいところです

スタートアップタ

天野

ノミー活用推進事業︑こ

新規事業立ち上げのマネ

シェアリングエコ

フィスですが︑具体的に

ロンドンや和歌山にある

ワークセンターが副理事

今のサテライトオ

どのような企業が来てい

ちらも前年度の実績︑費

ィスとして進出する意向

Ｔシステム開発会社で︑

13

拠点と合わせて真鶴のサ

46

20

ますか︒

10

業所等を設置し︑登記し

師料及び交通費が主な費

いくという企業が来てい

30

日町内に宿泊し︑活動し

11

年度の参加

につながっていると思い

町内あるいは近隣の宿泊︑ ここの責任者が移住をし

12

ます︒サテライトオフィ

ただきました︒また関係

名︑情報発信力につい

鶴町に既に移住をしてい
しており︑これは岩地区

９月定例会

が︑地方創生プロジェク
して出したもので最終的

そちらに対する補助金と
健康福祉課長

登録者数を伺います︒

徒の対応をしています︒

年

年度から

めに︑町外の小中学校に

で３０２件です︒前年度

板垣

ずつ配置し︑休み時間や

比で５件の増です︒月平

出向き︑平成

には２月に結果報告︑町
均で

放課後に相談室で児童生

民センターで報告を行い

延べ人数

トマネジャーにおいては︑
国立情報研究機構から専
ました︒

ありますか︒
平成

教育課長

行っている海の学校の内

小学校が延べ

プを行いました︒出前事

前・事後のフォローアッ

件︑中学校が延べ
です︒

た︒

板垣

で実施されましたか︒

県内の何校の学校

１９名レクチャーしまし

業として９件実施し︑９

件

件数は何件ですか︒ 容を事前に教えたり︑事

門の方に来ていただき︑

の月によって増減がある

件前後ですが︑そ

情報通信並びに町の基盤
整備等についてアドバイ

ので︑年間では述べ３０

天野 松くい虫被害対策

健康福祉課長

通報は何件ぐらい

料については︑町内にあ
事業は何本の松の木に樹

板垣

る︑既存の石造物の中か

に︑ＱＲコードをつけた

産業・教育各課資料を元
のアンプルを注入しまし

の松に対して３９７０本

産業観光課長

すか︒

いう説明でしたが何冊で

基準﹂の本を製本したと

５５２円︑これは﹁美の

健康福祉課長

板垣

います︒

件で２件の増加となって

税につきましては︑特別

町外の学

名盤を貼り付け︑町のホ
た︒

まちづくり課長

の要件に合致すれば︑無
板垣

徴収の推進で︑神奈川県

生涯学習課長

ームページと連動させて
天野 インバウンド対策

準を５００冊印刷したも

人材育成事業補助金の︑

統一基準等もありますの

れる形ですか︒
緊急通報
償対応ということで設置

青木嚴

町税収入の滞納

令和元年

対策を伺います︒

税務収納課長

度からコンビニでの納付

を導入︑それから町県民

天野
産業観光課長

向上に寄与していると思

人数は何名ですか︒
まちづくり課長

名で

コミュニティバス

昨年に比べて減っていま

等でお世話になりました

いますが︑何件ありまし

移動大学

すが︑減の理由を伺いま

横浜商科大学の羽田先生

たか︒

２０１９年４月１

校９件です︒

場所と石造物の説明が分

研究事業補助金５万円︑

のです︒

が可能です︒

中学校季刊誌﹁若い鶴﹂

で︑県と連携をしながら

希望すれば設置さ

かる︑石造物の見える化

こちらはもう成果物は出

板垣

板垣

でこの事業についての報

特別徴収の推進をしてい

美の基

事業を行いました︒

来上がっていますか︒

日からコンビニ納付が始

利用者助成金︑免許の返

告が載っていますが︑参

す︒

に今までは無償でインバ

付けていますか︒
心の教室相談

かというような要望もあ

機関が少ないのではない

ら口座振替をできる金融

ウンド対策講習会︑町内

教育課長

ですか︒

健康福祉課長

す︒
心の教室相談謝礼

種控え︑医療機関への通

したが︑横浜商科大学で

軽自動車税が８６４件で

対象者数

の減ですが︑新型コロナ

税務収納課長

行っています︒

りました︒現在︑ゆうち

所控えというものが大き

留学生を実際に連れてき

す︒

ついて伺います︒

はできません︒都市銀行

真鶴の海

海の学びミュージ

な要因として考えられま

て︑町内に宿泊をしてい

教育課長

生涯学習課長

ＬＩＮＥでも相談は受け

す︒

板垣

事業は︑小学校と中学校

の金融機関しか口座振替

ます︒外国人の方から見

暮らし高齢者と緊急通報

にも増やしてくれないか

老人福祉費の独り
た町に対する提言や︑発

の自然を情報発信するた

14
にそれぞれ相談員を１名

名の派遣を
事業者の方に対する講習

から町県民税が８９９件︑ 板垣

板垣

ょ銀行︑さがみ信用金庫︑

37
システム委託料ですが︑

去年４月

ウイルスの関係で予防接

会を２年ほど行ってきま

固定資産税が１６８８件︑ ですが︑これはメールや

アムサポート事業︵博学

かながわ西湘農協の三つ

予防接種委託料︑

まって︑町民の利便性の

納者への助成金ですが︑

ます︒また︑町民の方か

度が３件︑令和元年度５

注したのか伺います︒

産業文化振興事業委託

ス︑助言をいただきまし

万６

２件です︒

印刷製本費

ら主に産業・歴史遺産を

18

加を希望された方は何名

中学生グローバル

30

連携︶実施された内容に

４３９本

30

11

26

た︒

天野

63

表会の大学の事業です︒
９月定例会

7

Vol.69
議会だより まなづる

質疑応答

2020年11月1日発行

と要望もありましたので
したが︑何人の方がこの

が委託事業として行いま
性・便利性が良く︑防災

ールという︑非常に合理

これは真鶴町お知らせメ
がコロナの関係で中止と

ました︒今回貴船まつり

き︑令和元年度実施致し

年度は

万３２３１円の

れ額から引きますと︑昨

入れの費用を除いた受入

村へ寄附した金額の控除

また真鶴の方が他の市町

和元年度のふるさと納税

に則りまして督促状︑催

理方法ですが︑地方税法

います︒滞納に対する処

２人︒また︑６月１日時

が１０３６世帯の１４４

時点での非課税世帯の方

健康福祉課長

ではなくてもガラケーの

きます︒スマートフォン

防災︑防犯情報も入って

入ってきます︒気象情報

くても町の色々な情報が

ルで確認でき︑町にいな

ぐらいの利用率でしたか︒ 無線でこれならすぐメー

青木嚴

ればと思っています︒

お披露目させていただけ

合わせて町民の皆さんに

しされるときは︑周知も

来年度︑祭りが盛大に催

露目できませんでしたが

いうことだったのでお披

６万３０３２円︑率にし

寄附に受ける費用が３３

ほうは暦年ですので︑こ

出していますが︑控除の

これは受入れは年度で

ます︒

附受入れ額が７５７万円︒ の市町村へ寄附をしてい

れを暦年で換算すると寄

岩本

しまして

４０００円です︒人数に

しまった金額が４５５万

がよその市町村に行って

児童インフルエン

万５
の返礼品について新しい

が４４５万９７３８円に

円︒それに対し︑控除額

れ額が４２０万６９６８

健康福祉課長

％かを伺います︒

と対象者人数と比べて何

０５０円︑接種した人数

ザ予防接種費用︑
商品を開発したというこ

なりますので︑これを差

対象者は︑小学生は２回

青木嚴
金は昨年の

・８％です︒

船改修事補助金︑さらに

円で︑パーセンテージに

用等が３２５万３４９３

の石専門の業者とタイア

て︑全国展開をする大手

ったアクセサリーについ

師管内の医療機関と契約

健康福祉課長

種人数も教えてください︒

る︑また展示し︑町の重

９万６５０７円の寄附受

差し引きしますと︑３８

も採用していきたいと思

には︑ふるさと返礼品に

ます︒製品が完成した際

ップし︑試作を行ってい

です︒

の件数は︑元年度は５件

接種した場合の償還払い

していない域外の場所で

小田原医
組立図作成事業ですが︑

・５％︒これを
平均的な数字かの確認は

要文化財のものであると

入れ額になっています︒

8

９月定例会

横浜銀行︑小田原にある
商品券を活用され︑何％

告書の発布は当然ですが
点で３歳未満のお子さん
携帯をお持ちの方にも使

て

１月１日

それに加え︑預金や生命
を持つ子供たちが対象に

附金事業ですが︑寄附金

名の方が︑他

保険の財産調査を実施し
なりますので︑その子育

っていただけるようにＰ
総務課長

とですが︑工夫の内容︑

引きすると暦年では

接種で︑回数としては５

ふるさと応援寄

連絡のない場合には差押
世帯

土砂災害のマップのお知

さらに︑ふるさと応援基

２７５４円となっており

３７回です︒

・４％と実際の受入

て世帯については

でした︒最終的に４２５

らせにも入れさせていた

金と︑町民の方が町外に

若干マイナスという結果

Ｒを行えませんか︒

世帯６０１人の方が︑申

だいています︒操作が難

寄附を拠出して出て行く

になっています︒小松石

岩本

広報あるいは

地方消費税交付
請をされています︒申請

しい場合には︑窓口に来

お金の控除額等の兼ね合

に向け取り組んでいます︒ 帯１５２７人の方が対象
月に消費税
・ ％ということ

いを伺います︒

前年度の

が上がっていますが︑前
率は

ていただき︑その場で御

の端材等を有効活用とい

クチン接種費用等助成金

インフルエンザワ

う観点で︑念珠︑ブレス

接種率は

年度と同じ消費税確定額

になります︒子育て世帯

政策課長

からもＰＲしていきます︒ 年度︑７１５万円に対し

万

ということですが︑説明

自分の携帯に設置するこ

企画調整課長

ましたが︑実際にプレミ

レット︑ネックレスとい

地方消費

税交付金は国に納められ

まして︑募集に関わる費
％という

万７７９６円︑この接
青木嚴
・

すると

貴船まつり小早

アム商品券を購入された
青木嚴

・ ％です︒

た地方消費税の額に基づ
るものですが︑去年の

この装飾品を一部でも見

が配分されるのは︑令和

取れていますか︒

それに対し令和２年度課

数字は︑全国的に低いか

２年３月になってからな

いうことの位置付けを︑
全国的に

野猿対策協議会負

健康福祉課長

岩本
ていただけませんか︒
防災行政無線整

青木嚴

担金︑

24

プレミアム付商

税務収納課長

青木嚴

ものは︑４４２万９７３

万円︒有害鳥獣
教育課長
44

国・県の補助
備事業の自動メール配信
品券事業ですが︑この事

被害対策事業補助金の８
万円ですが

納税の町の控除分は︑令
設定委託料

８円です︒実際の募集受
業は国の事業として︑町

金︑ＪＲの補助をいただ

ふるさと

ので令和元年度はほとん

％に上がったもの

12

受入れ額が昨
ともやっています︒これ

67

と合わせて５０１世帯７

人︒合計で１１１２世

99

37

えを執行︑収納率の向上

予告通知書を送付して国

赤字です︒

53

２６人の方が申請をされ

44

をお願いします︒

76

っています︒

月に

31 29

税︑元年度に寄附された

45

29

31

どが８％の時のものです︒ 見て︑平均的な数字です︒ さらに高めることを考え

10

10

方は

48

10

いて算定されて配分され

41

22

85

税徴収法に基づいて差押

額︑真鶴に来るべきもの

みずほ銀行等も相談して

９月定例会

万円︒この２つは︑どん

て︑対策をぜひお願いし

ことですか︑予算は

万

した︒

査委託料︑２８９万３０
の中身を伺います︒

００円︒その一回の協議

その対象地域は︑県の土

だ﹂という回答があり︑

結ぶようにするつもり

以前の議会でも﹁協定を

センター改修工事は︑研

ます︒ただ︑今回の研修

ーゾーン︶に該当してい

砂災害警戒区域︵イエロ

区域についてですが︑土

２点目の土砂災害の警戒

て︑調整する予定です︒

面に行く車が何台あるの

点をどの方面からどの方

か︑また︑真鶴駅の交差

スを利用する方が多いの

る利用者が多いのか︑バ

の利用者等がどこから来

まちづくり課長

について伺います︒

況調査委託料の進捗状況

ので︑中には入れないと

ですが︑臨接する鉄工所

黒岩

００円︒測量をやった費
まちづくり課長

砂災害警戒区域内に敷地

修センターからより高い

か︑実際に数を数え︑実

真鶴駅周辺地区現

と協定は結ばれましたか︒ いうことを心配されてい

産業観光課長
用だと思いますが︑その
か開催されなかったとい

が入っているということ

ところへ逃げる津波の避

態調査を行っています︒

２０００円ありました︒

の活動費に対する助成︑
成果がどうなのかを伺い
うのは︑コロナの関係で

に つ い て︑ 議 論 の 中 で

難経路の選択肢を増やし

黒岩

たいと思います︒次に︑

また︑猿が出た時のロケ
ます︒

なかったということです︒﹁ 土 砂 災 害 特 別 区 域 内 で

なかなか会議が招集でき

はないから良いのではな

たものです︒

ついて伺いたます︒

な事業をやっていて効果

ット花火等の対策用品の
まちづくり課長

いか﹂みたいな議論があ

黒岩

空き家に関しては

ってくると思いますが︑
まちづくり課長

野猿に関してはほ

万円減らされ３万２０

購入が主なものです︒
周辺地区現況調査委託料
岩本

ったと記憶しています︒

等経費の中の証明書交付

まちづくり課長

真鶴駅周辺地区の現況調

有害鳥獣対策協議会は
ですが︑真鶴駅の利用者

真鶴町の将来をかなり左

町としてはどのように考

所センター運営費負担金

どういう対策をしている

は一回開催しました︒内

たいと思います︒

昨年度

か伺います︒

容は︑前年度に空家等対

万５５１０円となっ

委託をかけた調査結果を

周辺地区構想検討会議に

避難について︑協定の進

のある場合の鉄工所への

総務課長

より︑町が負担する負担

参加団体が増えたことに

少したことが要因です︒

まちづくり課長

かりません︒

まで進んでいるのかが分

検討に入っている

捗状況は︑内容について

金が減ったものです︒

当初予算は５１４団体

町グランドデザインの中

年度に作成しました真鶴

平成
の調整が済み︑書面で鉄

加盟する

ただいています︒

万

真鶴駅

その内容・経過に

真鶴駅

野猿対策協議会と同様で
調査︑商店主聞き取り調

右します︒空き家をいか

えていますか︒また一時

ていますが︑予算は

公表しながら︑駅のロー

猟友会等

主に猟友会の活動費の助
査︑真鶴駅周辺交通量調

は非常に大事な話で︑し

査等を委託したものです︒ に利用するかということ

５０００円でした︑これ

タリーの在り方︑駅周辺

伺います︒

成等が行われています︒
岩本 空家協議会委員謝

避難所として津波・地震

がマイナスになったのは

の在り方等を検討してい

産業観光課長

策計画案を作成しました

カラスに

対しましては︑真鶴では

ので︑それを令和元年度
月１日から１か
月間パブリックコメント

１回し

岩本

いう目的で通路ができる

いと困ると思っています︒ から町民の安全を守ると

っかり協議してもらわな

ということですが︑特別

どのような原因が考えら

黒岩

に庁内で内容の精査をし

真鶴駅

とんど追い払いだけだと
礼３万２０００円︒この

大事なことなので質問さ

区域でなくても土砂災害

れますか︒

ということですが︑どこ

あまりやっていません︒

その後

多くて︑そちらに対する

を実施しました︒空き家

戸籍住民基本台帳

思いますが︑有害鳥獣と
事業はどんなことをやっ

せてもらいました︒ぜひ

の警戒区域になっている

町民生活課長

真鶴・湯河原地域全体的

活動費が非常に多くなっ

の所有者にアンケートを

が

なると︑カラスなども入
たのかを伺います︒

しっかりやっていただき

ということが問題じゃな

参加団体への負担金が減

にイノシシの被害が大変

ています︒

工所のほうにお渡し︑内

の真鶴駅周辺地区で︑駅

実施し︑結果を空家協議

が加盟する計画でしたが

岩本

容を確認していただいて

会の委員さんのほうに報

ロータリーの利用実態調

いということですが︑港

その加盟団体が６０２団

告をしました︒

います︒その中で鉄工所

のほうではカモメも最近

査の結果や︑公共交通の
黒岩

体へ増えたことにより︑

岩本 その開かれた会議

のほうから土曜日︑日曜

害があるという話も聞い

日お休みになってしまう

活性化︑再生の考え方も
工事１０９万８９００円

万５５１０円となりま

が１回だけだったという

カラスはやってな

津波の可能性

いかなと思います︒

がどうなっているのかを

19

研修センター改修

45
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ています︒その辺も含め
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めに借りていました︒将

教育長

とおもいますが︒

だきました︒しかし︑大

会合にも︑出させていた

中で長期的に検討してい

検討会議の中で議論した

構想検討会議について︑

委託料︑真鶴駅周辺地区

は︑年間の給食回数かけ

の月額給食費４３００円

月額の給食費で︑昨年度

４３００円という値段は

で 決 ま っ て い ま す︒

一食２６０円ということ

土屋さんから私に相続に

でお借りしていましたが

町長

に伺います︒

のようにお考えか︑町長

います︒それについてど

の点が不十分だったと思

す︒この件についてはそ

べきではないかと思いま

の住民に事前に説明や意

なく︑やはりもっと地域

というような買い方では

待ったなしでそうなった

施設や︑事業を行う場合

は︑そういう多額の公共

黒岩

ら購入しました︒

点にしようという思いか

として岩地区の観光の拠

持っていました︒

というような大きな柱を

活用という視点でいこう

中で民俗資料館も保護と

り組んできました︒その

柱として数年来ずっと取

活用﹂というのを大きな

財 に つ い て は︑﹁ 保 護 と

体の岩地区を含めた文化

員会としては︑真鶴町全

題として地域にもあると

たせることが︑大きな課

震化や寿命をもっと︑も

共施設もあり︑そこの耐

の拠点にもなっている公

さんのよりどころで防災

れあい館という地域の皆

区には︑元岩小学校のふ

うのではなく︑特に岩地

ンドデザインの中だとい

真鶴駅周辺地区現況調査

それと土屋さんの石の関

町民の関係や山の関係︑

俗の全て入っています︒

資料館ですから︑町の民

きました︒あそこは民俗

思います︒お金のことで

も今後得られないように

います︒住民からの協力

を取らないとまずいと思

決めていくかという手続

り︑どういう意見の基に

開することをきちんとや

行くほうがいいのではな

て活用するという方向で

いうものを︑文化財とし

は︑岩地区の今あるああ

めて御意見を伺った中で

ついては︑住民の方を集

区のグランドデザインに

インの流れがあり︑岩地

一方で︑グランドデザ

ていとまがなかった︒で

り︑相手側から話があっ

町長

願いします︒

ます︒最後に町長一言お

つべきではないかと思い

るという姿勢を︑ぜひ持

具体的に説明をして決め

に見ながら地域の住民に

思います︒やはり全体的

ました︒そういうものを

いました︒これ決算です

て当初予算で通してもら

も議会全員協議会に話し

民俗資料館の３４８０万

黒岩 公有財産購入費︑

ました︒そういうことで

をさせて下げていただき

教育委員会に値段の交渉

やはり慎重に考え︑住民

将来にわたる訳ですから

くても

黒岩

入に踏み切りました︒

た︒その時に言ってくれ

当初予算で認めてもらっ

10

９月定例会

したし︑私もグランドデ

もっと計画性を持って行

来は建て直して︑ちゃん

いう視点で話をさせてい

きな事業や︑大きな公共

り行わなければいけない

の比較を伺います︒
わないといけないと思っ

とした民俗資料館プラス

ただきます︒ちょうどこ

施設を買うときは︑グラ

ザインのときの岩地区の

変更が︑短期事業に組み
の４月から保護者負担が
ています︒計画の段階か

岩住民の集会所にしよう

の話の前の段階で教育委

資料館が欲しく︑そのた

込まれています︒実際に
月額４１２０円から４３
ら住民に知らせ︑説明し

と思います︒一つの拠点

施設の購入については︑

駅ロータリーの利用実態
００円に値上がりし︑こ
住民の参加の下に進める

年

平成 年度と令和元年度

調査等を行っていなかっ
れは令和元年度も継続さ

かなければならないこと
る２６０円で計算してい

かかるので︑できれば買

見を聞いたり︑情報を公

係︑あの辺から江戸城の

言うと︑過疎債が使える

いかという意見が出され

含めて最終的に︑その民

よ︒終わったことです︒
円で購入された件につい

の意見をもっと大切にし

れば︑まだ話はできまし

給食の単価は

短期的にすぐに着手でき
ます︒一食当たりの単価

ってもらいたいと言って

報告書はできています︒ 教育課長

そうなことが記載されて
は２６０円で変わってい

石を持っていったという

％

は交付税で戻りますが︑

俗資料館に対する町の執

先ほど言ったとお
のは分かっています︒そ

といっても︑それは

％は借金です︒率が良

行部側の思いもあり︑購

黒岩

相手方から来た話です︒

たことは以前にも伺いま

給食事業費に関連

して伺います︒給食費は

て伺います︒公共施設等

ていき情報公開もしっか

今教育長が言われ
現在コロナで無償になり

どうしても町はあの民俗

も欲しく買い入れました︒

の民俗資料館がどうして

のような関係からあそこ

私が質問したいの

います︒長期的に検討し
ません︒

ことは︑北側と駐車場の
在り方について関係者と
の交渉等を押し進めるこ
とが求められています︒
一方︑短期的に着手で
きそうなことは︑ロータ
リー内の環境改善です︒
植栽︑線の引き方︑あと
ロータリー内のルールの
確認をすることが掲げら

％というのは︑

70
多額の資金が必要な公共

30

30

補助もされていますが︑

れました︒

これまで町が無料

ていかなければいけない

住民の意見をと

たので︑委託をかけて調
れています︒

30

査をしました︒

30

取り入れた利用ルールの

９月定例会

たが︒土屋さんから私に

事前の地域住民への説明

が

・

％しかなかった

ます︒

ナ対策で無償になってい

２９人です︒

数におきましては︑２２

岩地区には旧岩小学校

５０００円のプレミア

らなかったと考えます︒

世代への支援対策にはな

とはしていませんが︑住

町は名簿を提出というこ

巡る対応について︑真鶴

ましては︑５８７人です︒

金分の現年課税分につき

町民生活課長

というのは︑消費税増税

の岩ふれあい館という地

がついたとはいえ︑低所

民基本台帳から該当者を

や計画性が十分にあった

区の皆さんのよりどころ

得者と子育て世代に２万

抽出した名簿の一覧を認

同じく介護納付金分

しれないので︑相続の問

で︑防災の拠点にもなっ

円の負担を強いるのは︑

めているということです︒ 森

森

題でいろいろと難しい問

ている公共施設の耐震化

あまりにも厳し過ぎ︑購

付費分の件数をお聞きし

もし何かあったときに︑

自衛官の募集事務につ

題があるといけないとい

長寿命化も待ったなしの

入者の減少につながった

真鶴の若者の個人情報を

ます︒

に伴う低所得者と子育て

うことを私に話してくれ

課題です︒多額の購入費

のではないでしょうか︒

守る上でも︑住民基本台

介護納付

参加︑住民の協力の下に

に知らせ︑説明し︑住民

２０円から４３００円に

４月より保護者負担４１

台帳の閲覧を認めるよう

帳から該当者を抽出せず

険者医療給付費分の件数

町民生活課長

一般被保険者医療給

﹁歳出﹂

数をお聞きします︒

の現年課税分の被保険者

ました︒このことについ

もかかる公共施設や事業

年

私は令和元年度真鶴町

につきましては︑２１３

自治体の自衛官募集を

ては議会全員協議会で話

については︑計画の段階

給食費について︑

いて︒

したと思います︒
反対討論

から情報公開をして住民

一般会計決算に反対致し

に変更すべきではないか

町長の話は聞きま

した︒議会全員協議会で
黒岩

初予算のとき私も意見を

値上がりし︑令和元年も

０件で︑１件当たり

万

６５７４円となっており

と思います︒

以上︑反対討論と致し

この金額は継続されてい
るとしました︒値上げ幅

ょうか︒

一般被保

言いましたが︑あまりに

進めるべきではないでし
月より８％

ます︒
消費税が

琴ヶ浜研修センター改

小学生の数は真鶴の統計

険者等医療給付費分の件

森

ます︒
連絡階段の改修工事が

によれば１９８人で︑１

ます︒
１０９万８９００円かか

８０円かける

年から見ると

りました︒この地域は神

は︑その

奈川県の土砂災害警戒区

修工事について

保育料の無償化につい

域に入っているところだ

とは︑個人消費を冷え込

ては評価しますが︑町民

ということで︑地震・津

なやり方は︑相手との関

から出ている問題だと思

の暮らしと福祉を守る立

万２０４０円となりま

11

決算の認定について

町民生活課長

数をお聞きします︒

退職者被

︵令和元年度真鶴町

保険者等医療給付費分に
民俗資料館購入金額と比

ったものです︒

つきましては︑ゼロ件で
べると︑この金額の

森

森

国民健康保険事業特別会
波対策の一時避難のため

が民族資料館の購入にな

康保険税の医療給付費分

計︵事業勘定︶決算︶
に連絡通路を作って︑本

るような︑
小さな金額とし

防事業の中の生活習慣病

たことにより︑県に支払

ださい︒

０円は

一般被保険者国民健

ではなかったというふう

いて

次に︑プレミアム商品

歳以上を対象と

疾病予防費の疾病予

民俗資料館の持つ文化的・

したものですが︑何人で

に考えます︒現在はコロ

被保険者

券事業について︑購入者

町民生活課長

歴史的価値は認めますが

88

すが︑滞納繰越分があっ
当に危険はないのでしょ

て比較できると思います︒ 現年課税分の収入済額の

予防事業委託料８万２０

全員賛成

うか︒安全性についても

被保険者数をお聞かせく

﹁歳入﹂
民俗資料館の土地建物

っと考えるべきではない

この値上げは続けるべき

倍

を過疎債を使って３４８

でしょうか︒

民俗資料館の購入につ

０万円で購入しました︒

この金額というのは︑

す︒

39

同じく退職者の被保

います︒この小さな町で

場から︑主な反対理由を

ませ︑町民の暮らしに大

本当に有効な形で町民の

か月だと

協力を得ていくには︑計

係で時間が無かったとい

10

述べます︒

打撃を与えました︒

から ％に増税されたこ

10

いますが︑この問題は前

訳です︒つまりそのよう

った途端に採決になった

時間がなく︑案件が分か

30

黒岩
も聞きました︒しかし当

とは考えられません︒

31

売り買いができないかも

29
30

10

画の段階から住民に知ら
せ︑我々にも知らせても
らう形で︑進めることが
一番大事だと思います︒

９月定例会

11
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です︒
青木嚴

この交付金は予

賛成多数
歳入総額は２４８９万

今年度調

するのか伺います︒

産業観光課長

整させて頂きます︒相手

産業観光課長

使いみち

ても良いのではないかと

との連携をもっと密にし

備負担金２００万円の内

書かれています︒この周

辺機関との連携とはどう

訳を伺います︒

産業観光課長

いうことを意味するので

ケープ真

鶴につきましては︑平成

興を目的としていますの

産業観光課長

施設としての機能をもっ

６７円等︑合計しますと

総務課長

いうことですか︒

そういった部分が見受け

12

９月定例会

決算の認定について
５０００円で︑前年度対

︵令和元年度真鶴町
算要求する時に︑整備計

生活習慣
下水道事業特別会計決

確定していますので︑年

病予防事業委託料につき

の減︒歳出総額は２４３

度中に不能欠損処理扱い

方が倒産し裁判所の方も

て交付されると一部の資

９万２０００円で︑前年

になります︒

比１６０４万４０００円

料にありますが︑この約

度対比１０９０万７００

黒岩

画を出せばそれに基づい
全員賛成
３０００万円は管渠工事

０円の減となりました︒

は︑ケープ真鶴は人を呼

歳検診が
歳入総額は２億３２９
の整備規模が大きかった

天野

ぶ施設なので︑周辺機関

ったもので︑
０万１０００円で︑前年
ことによるものですか︒

金１００万円の使いみち

２人です︒
度対比１４７４万２００
まちづくり課長

等︑
町は把握していますか︒ 天野

年度に１７３０万円

評価結果報告書に

決算の認定について
０円の増︒歳出総額は２
本整備総合交付金は︑平

魚座開店準備負担

︵令和元年度真鶴町
億２９０５万７０００円
成

社会資

国民健康保険事業特別会
で前年度対比１２６４万

算︶

ケープ真鶴開店準

４０００円の増となりま

ありました︒令和元年度

８６９円︑グリストラッ

全員賛成

計︵施設勘定︶決算︶
した︒

は公共下水道管渠築造工

万６

黒岩 下水道使用料につ

プ︑排水管清掃

は︑厨房機器修理

﹁歳出﹂

事が約８０００万円あり

んど行われておらず︑厨

で︑例えば町内美術館︑

しょうか︒

房機器の修繕撤去などに

博物館︑観光協会等の機

年から食堂運営がほと

経費が掛かりました︒冷

関とも連携し︑観光振興

２０円︑フロアメンテナ
虫駆除５万４０００円︑

蔵庫２台︑冷凍庫１台の
入︑その他厨房のガス給

汚泥の処理︑排水管の洗

観光の振
不用品引取費５万４５４

撤去と処分に係る工事等

万４８２０円︑害

脚購
湯器の交換などで１００

そうしますと観光

しています︒

と充実させるべきと解釈

万円です︒

万円︑大型冷凍庫の

黒岩

協会とか美術館とかあま

万８８４６円︑

厨 房・ レ ス ト ラ ン の 壁

り連携を持たなかったと

３１９万９２０３円とな

す︒前年度以前の指定管
青木嚴

られたということで︑評

収入未済額の経

理的︑事務的処理をどう

００万円を負担しました︒ 理についての評価でして

補足いたしま

りますが︑協議により２

面・床面の清掃

万６７

修繕に

に

浄︑ネズミ等の駆除など

０円︑食堂の椅子

二分の一を受けています︒ ンス
︻反対討論︼

万２３

いて 月より消費税が８
が︑値上げ分の２％の消

まして︑補助対象事業の

森 施設管理費の一般管
ると思いますが︑診療所
費税分は幾らになります

％から ％になりました

の受診者数と分かれば初
か︒
の納付書から

８％から

︵令和元年度真鶴町

11

90

31

理費でコロナの影響があ

診をされた方の人数を教
町民生活課長

ました︒五か月分で約９

ということ︑増税された

月から

は１万２９２０人で全く

万７０００円です︒

ということで︑町民の暮

消費税が

の初診の方は︑３３４人

青木嚴 社会資本整備総

らしは全般的にも大変厳

黒岩

で︑３か月以上間が空い

合交付金の内容と前年度

しくなっています︒増税

％加算し

月分

まちづくり課長

てから受診された方が１

１７００万円ぐらいで今

分を使用料に転嫁するの

受診者数

えてください︒

８４２人で︑その方を含

年度３４００万円になっ

％に上がった

めると合計で︑２１７６

は反対いたします︒
下水道
分で︑補助対象事業の二

真鶴魚座・ケープ真鶴特

決算の認定について
分の一︑事業費の額によ

管の管渠築造工事に係る

まちづくり課長

た経緯を伺います︒
・

10

別会計決算︶

87

11

り変動があったという事

20

10

26

88

10

10

10

人を初診とみなしていま
す︒
率としましては︑
８％です︒

16

14

30

35

ましては︑福祉大会で行

町民生活課長

すか︒

９月定例会

価委員からはそこのとこ
万７０００円で︑前年度

歳出総額は９億２４７６

１１３万８０００円の増

したが︑今月から町民セ

サロンは休止としていま

ロナの関係で地域の地域

動はありません︒新型コ

介護認定者数は大きな変

第六︑第七段階の方の収

収入未済も多いのですが

います︒第一段階の方の

入未済の状況は分析して

健康福祉課長

い部分も増えたと思いま

後見人をつけないと難し

黒岩

を行いました︒

新たに１名新規申し立て

ますと約３割の方たちが

で︑高齢者の数から比べ

２人︑第三段階２２５人

５０５人︑第二段階２１

す︒対象人数は第一段階

滞納︑収

ろに力を入れたらどうか
対比４４５５万３０００

高齢者も多くなり

というアドバイスがあっ
円の増となりました︒

前指定管理者が指

たという意味です︒
黒岩

対象になっています︒

いするほうが安心感があ

すが︑役場を通じてお願

めています︒令和元年度

ると思いますが︒

％を占

いては︑予防対策を取り

のみの収入未済が︑増え

健康福祉課長

入未済も全体の

ながら再開しました︒介

てしまったということも

ンターの地域サロンにつ

の歳入総額は５８４万６
人ま

介護サービス事業勘定

や負担金の納入の遅れに
０００円で︑前年度対比
護予防教室は最大

摘されていた︑報告書類
ついては︑重々注意する
１０５万８０００円の減

あるわけですが︑このよ
００円で前年度対比

万

歳出総額は４６９万６０

開しました︒休止してい

でにグループ分けし︑再

め忘れとかがないよう︑

要因にありますので︑納

わけではなく︑まず親族

に町長申立でやるという

後期高齢者医療特別会計

︵令和元年度真鶴町

決算の認定について

全ての方

よう改めて申し添えると

40

うな事態がかなり生まれ

25

ターからは訪問︑電話相

た期間中は包括支援セン

い体制づくり委員会の運

黒岩

す︒

電話勧奨等に努めていま

青木嚴

ます︒

で後見人をしていただく

１万４０００円で︑前年

決算︶

８０００円の減となりま

談など︑そういったこと

ていたと理解していいの

をしながら︑それぞれの

低所得者保険料

歳入総額は１億２６９

円の増︒歳出総額は１億

今年１月１日現在

明と︑令和元年度低所得

報告義務

全員賛成

岩本

度対比６８３万１０００

親族後見をお願いしてい

の要支援１から介護５ま

軽減繰入金についての説

した︒

産業観光課長

営補助金︑昨年は１５９

ですか︒
等︑遅れていたというこ

での認定者数を伺います︒ 状態の確認を継続してき

万円で︑今年は１４５万

要支援１

支え合い分かち合

とはあります︒歳入面に
健康福祉課長

２０５６万円で︑前年度

現年度分普通徴収

者の軽減強化について第
人︒

４０００円︑減った理由

人︒要支援２︑

黒岩

管理の途中取り消しとな

対比１６６万１０００円

は何ですか︒

一段階︑第二段階︑第三
保険料の収入未済額が増

の増となりました︒

った一番大きなものです︒ 要介護１︑１１１人︒要

段階までの割合を下げる
減額の大

健康福祉課長

歳以上

ということで︑

算の認定について

剰余金の処分及び決

きな要因は生活支援コー

えている理由はなんです

介護２︑

か︒

人︒要介護３

出納閉鎖までに︑前年度

人︒

の方が全体の３割という

人︒要介護４︑

ディネーターの研修費の

この数字の変動について

分が納入されなかったと

税務収納課長

経費削減と老人デイサー

普通徴収

要介護５︑

の保険料につきましては

人で合計４

いうところを踏まえての

８５人となっています︒

伺います︒

ことだと思います︒

週

健康福祉課長

昨年度の ︵ 令 和 元 年 度 真 鶴 町 水 道

ビスの朝の送迎等︑

で人件費の積算をしてい

賛成多数

名と４

に伴う保険料は第一段階

収益的収入は２億２８

名︑今年度が

昨年の収入未済の人数が
岩本

０・３７５に半年間︑第

３７万５０００円で︑前
町長申立

10

階０・

に軽減されまし

万４０００

年度対比３２３万２００

事業会計決算︶

名増えたのが要因です︒

ことによる減額です︒

に︑第三段

月からの消費税の増税
て︑地域サロンが停止さ

黒岩

黒岩

二段階０・

週で積算した

決算の認定について

れ︑集合できる場所がな

とは年金をもらっている

支援事業が増えている理

ましが︑

︵令和元年度真鶴町

くなってきています︒介

方でも引き落とせないと

由は何ですか︒

０円の減︒支出は２億１
保険事業勘定の歳入総

普通徴収というこ

介護保険事業特別会計決

護予備軍と言われる人た

いうことで︑所得が低い

た︒影響額４７８万８０

０４２万９０００円で︑

健康福祉課長

１月１日
額は９億６６５５万１０

しょうか︒

62

成年後見制度利用

算︶

ちの状況については把握

健康福祉課長

００円の四分の一を一般

全員賛成

ということがこういう状

の後見人が３名ついてい

前年度対比

されていますか︒

態を引き出しているので

会計から繰り入れていま

コロナ騒ぎが出てきまし

54
ましたが︑令和元年度に

52

今年に入ってから

65

ました︒

おいても︑最終的に指定

74

62

現在から今日現在まで︑

13

51

48

39

75

87

58
53

００円で︑前年度対比２
９月定例会

39

72
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万３０００円で︑前年度

資本的収入は２６８６
３回ほど開いていただき

使用料について審議会を

町の水道料金及び下水道

いて︑いずれも早期健全

比率︑将来負担比率につ

質赤字比率︑実質公債費

実質赤字比率︑連結実

令和元年度決算に基

８％と

％の差は約１６

０万円です︒

が出ています︒

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

14

９月定例会

対比３４２５万８０００
ました︒その答申は基本
化判断基準を下回ってい

断比率について

円の減︒支出１億６５３
料金のみ５％の改定を実
るとの報告がありました︒

昨年︑

万５０００円で︑前年度
施することが望ましい︒

まちづくり課長

対比３２６６万円の減と
しかし新型コロナウイル
今後の住民生活において

づく真鶴町資金不足

スの経済への影響など︑
労働的な状況が懸念され

月から消費税が

そのような状況に鑑み料

下水道事業特別会計︑

黒岩

金改定の時期については

水道事業会計ともに︑資

％になったと

いうことで︑２％の増税

水道事業の問題解決のた

金不足はないとの報告が

８％から
分は幾らになりますか︒

め早期の料金改定の必要

ありました︒

銭で

銭で︑給

供給単

供給単価と給水

まちづくり課長
価は２４５円
水原価は２４３円

分を転嫁することに反対

ページ︶
に掲載
しています︒

︵

意見書は次ページ

全員賛成

対し地方税財源の確保を

黒岩 下水道と同様の理

青木嚴
が今２円低いと︑この給

由で消費税増税について

求める意見書について

水原価を下げるには今の

％

水道使用料に消費税

構無理があるように見え

づく真鶴町健全化判

令和元年度決算に基

で行いました︒

決算審査は本会議のみ

します︒

10

ます︒逆に供給単価を上
げることも少し考えてい
かなければいけないので
はと︑そう思うのですが
それについての見解を伺
います︒

15

町の置かれた状況から結

に対して作っている値段

す︒

比率について

消費税

性を認めつつも︑利用者

まちづくり課長

青木嚴
の立場に立ち慎重に判断

10
売っている値段 ︻反対討論︼

51

17

すべきである︒との答申

原価を伺います︒

10

10

なりました︒

円の減となりました︒

９月定例会

議会だより まなづる

Vol.69

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
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ており、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る。
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
意見書

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る。
よって、国においては、令和３年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現される
よう、強く要望する。
記
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。その際、
臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとともに、償還財源を確保すること。

２

地方交付税については、引き続き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

令和２年度の地方税収が大幅に減少することが予想されることから、万全の減収補填措置を講じるとと
もに、減収補填債の対象となる税目についても、地方消費税を含め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とともに、国税・地方税の政策税制
については、積極的な整理合理化を図り、新設・拡充・継続に当たっては、有効性・緊急性等を厳格に判
断すること。

５

特に、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直しは、家屋・償
却資産を含め、断じて行わないこと。また、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じられた特
例措置は、本来国庫補助金等により対応すべきものであり、今回限りの措置として、期限の到来をもって
確実に終了すること。
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
令和２年

月

日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
総務大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣
内閣官房長官
経済再生担当大臣
まち・ひと・しごと創生担当大臣
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青 木

青 木

繁

健

海野弘幸

嚴

板垣由美子

青 木

敦

田中俊一

高 橋

黒岩範子

敦 彦

天野雅樹

森

岩本克美

議決結果

議案第34号

対

同意第９号 教育委員会委員の任命について

反

案

成

議

賛

議案番号

会期：８月18日～21日
採決者数

令和２年 ９月定例会 審議結果

10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

工事請負契約の締結について（真鶴聖苑自
10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
立・分散型エネルギー設備等導入事業）

真鶴町常勤特別職職員の給与及び旅費に関
議案第35号 する条例の一部を改正する条例の制定につ 10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
いて
真鶴町手数料条例の一部を改正する条例の
10 9 1 可 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○
制定について

議案第37号

真鶴町町営住宅条例の一部を改正する条例
10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
の制定について

議案第38号

令和２年度真鶴町一般会計補正予算（第３
10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
号）

議案第39号

令和２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２号）

議案第40号

令和２年度真鶴町国民健康保険事業特別会
10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計（施設勘定）補正予算（第１号）

議案第41号

令和２年度真鶴町下水道事業特別会計補正
10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
予算（第１号）

議案第42号
議案第43号
議案第44号
認定第１号
認定第２号

審議結果

議案第36号

令和２年度真鶴町真鶴魚座・ケープ真鶴特
10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議
別会計補正予算（第２号）
長
令和２年度真鶴町介護保険事業特別会計補
は
10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 裁
正予算（第１号）
決
令和２年度真鶴町後期高齢者医療特別会計
10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ に
補正予算（第１号）
加
わ
決算の認定について（令和元年度真鶴町一
10 6 4 認 × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ り
般会計決算）
ま
せ
決算の認定について（令和元年度真鶴町国
10 10 0 認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ん
民健康保険事業特別会計（事業勘定）決算）

認定第３号

決算の認定について（令和元年度真鶴町国
10 10 0 認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
民健康保険事業特別会計（施設勘定）決算）

認定第４号

決算の認定について（令和元年度真鶴町下
10 9 1 認 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○
水道事業特別会計決算）

認定第５号

決算の認定について（令和元年度真鶴町真
10 6 4 認 × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○
鶴魚座・ケープ真鶴特別会計決算）

認定第６号

決算の認定について（令和元年度真鶴町介
10 10 0 認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
護保険事業特別会計決算）

認定第７号

決算の認定について（令和元年度真鶴町後
10 10 0 認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
期高齢者医療特別会計決算）

認定第８号

剰余金の処分及び決算の認定について（令
10 9 1 認 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○
和元年度真鶴町水道事業会計決算）

報告第4号

令和元年度決算に基づく真鶴町健全化判断
比率について

報

報告第5号

令和元年度決算に基づく真鶴町資金不足比
率について

報

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地
発委第2号 方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確 10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
保を求める意見書について
【採決結果】○ = 賛成
【議決結果】可 = 可決

× = 反対
否 = 否決

退 = 退席
承 = 承認

欠 = 欠席（遅刻・早退を含む） 除 = 除斥
認 = 認定 同 = 同意 報 = 報告 採 = 採択

趣 = 趣旨採択

不 = 不採決

16

議員

板垣由美子
オール真鶴で

に盛りこまれています︒

今後審議される補正予算

る考えです︒

トを１３５セット購入す

る避難所用間仕切りセッ

万円を町独自の給付金

種に対して利用可能 として給付し︑コロナウ

ＰＣＲ検査の充実として

①﹁町内の全ての業
な町全額負担の商品券を イルス感染予防への親の

今後の防災はコロナ

感染防止にも併せて

取り組む立場から︑教室

町内の医療機関での やテントを使用しての運

用は出来ませんか︒

スマートアンプ方式の活

神奈川県が発進している

黒岩 範子

日に第二次

導入は︑地域医療全 動場の活用が必要︒

分散型避難ということ

がら慎重に判断します︒ で自宅が避難所になる場

感染拡大を防止する 合は︑連絡や物資が届く

ために︑感染震源地 よう検討すべきです︒

収入が減少した小・中

才以上の高齢者へ優先 和し︑家計を支援できま

す︒小田原ＰＣＲセンタ

﹁真鶴町就学奨励交

付認定基準において

収入額にかかわらず︑認

町内でのＰＣＲ検査 定対象とすることが出来

は慎重に判断します︒る﹂との規定により︑﹁申

災害発生に備え︑衛 請月にかかわらずさかの

生用品や避難所での ぼって認定を行なう﹂対

段ボール間仕切り︑ 保護者に周知徹底します︒

畳シート︑収納バッ

員に商品券の支給などが 点が１セットとなってい

した︒その中で︑町民全 ク︑段ボールベッドの４

申し入れを町長に行いま

一次︑７月

策について５月１日に第 どの備蓄はできませんか︒ まったら全児童・生徒の

日本共産党はコロナ対 ３密を防ぐための備品な 応とします︒二学期が始

す︒

的な活用をはかるべきで

ます︒臨時交付金の積極

き先に不安を募らせてい

おり︑町民は暮らしの行 はないでしょうか︒

と多くの事業者は訴えて でのＰＣＲ検査が必要で 世帯については︑前年の

せず︑見通しが立たない 者は行きづらいので町内 く減少すると認められる

中で︑景気は一向に回復 ため︑車がない人や高齢 収入額等が前年より著し

全国的に感染が広がる ーはドライブスルー型の

民に喜ばれています︒

速に実行され︑多くの町 的なＰＣＲ検査が必要で せんか︒

給食費の補助﹂などが迅

素 酸 水 の 無 料 配 布 ﹂﹁ 保 施設 保
･ 育園 幼
･ 稚園学 学 生 が い る 家 庭 を 対 象
育園・幼稚園小中学校の 校などに勤務する職員や に︑就学援助の認定を緩

急 支 援 給 付 金 ﹂﹁ 次 亜 塩 を明確にし︑介護や福祉

や﹁中小企業者等緊

﹁特別定額給付金﹂

金の積極的な活用を

症対応地方創生臨時交付 体のバランスを勘案しな

新型コロナウイルス感染

議員

町民に配布することは︒
﹂ 負担を軽減すること
につきましては︑新型コ は︒﹂ に つ き ま し て は︑
ロナウイルス感染症拡大 新型コロナウイルス感染
により影響を受けている 症の拡大については︑世
町民の皆様の生活支援︑ 界的にも日本国内におい

乗 り 越 え よ う！ 営業自粛や観光客減少等 ても︑その終息が未だに
﹁ コ ロ ナ 禍 に お け る 町 民 で売上が落ちている町内 見い出せずにいるのが現
の事業者救済の一助とす 状であり︑経済的影響は

答

問

への支援について﹂
緊急事態宣言は解除 るため︑今回の補正予算 大きいと理解しています︒
されましたが︑町民 で関連の経費を計上して また︑当町の出生率の低

は 大 変 な 思 い を 抱 い て おり︑補正予算のご承認 下については︑大きな課
日々暮らしています︒そ を頂いた後には︑８月１ 題として︑子育て支援に
こで少しでも町民の皆様 日時点で住民登録のある ついては︑町の施策の大
の生活が安全・安心に進 全町民に対し︑町内協力 きな柱としているところ

月中旬ま 給付を行います︒
※コロナ禍での﹁３密﹂
日以 を回避するための避難所
生までの新生児に対して 問を行いました︒

問

答

む よ う︑ 次 の 点 に つ い 店で使用できる１万円分 でもあります︒新生児に
て︑町の考えを伺います︒ 商品券を配布致します︒ 対する給付金については
①町内の全ての業種に対 商品券は準備が整い次第 財政の中立性︑公平性を
して利用可能な町全額負 郵便書留で発送します︒ 考えれば︑給付していく

日までに

日 以 カーが貼ってある店舗で ありますので︑先ずは︑

したら︑協力店のステッ 町は単年度予算の原則が

担の商品券を町民に配布 お手元に商品券が届きま 必要性を感じております︒
することは︒
②令和２年４月

降︑令和３年４月１日誕 使用でき︑令和３年１月 令和３年３月

31

65

10

生 ま で の 新 生 児 に 対 し 末が使用期限です︒協力 誕生した新生児に対して
て︑国の特別定額給付金 店については

万円を町独自 で商工会が随時募集し

コロナウイルス感染予防 ②﹁令和２年４月

の給付金として給付し︑ ています︒

と同額の

12

答

問

答

28

への親の負担を軽減する 降︑令和３年４月１日誕 運営︑訓練についても質
ことは︒

22

問

問

答
特別定額給付金と同額の
一般質問

17

28

10
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議会運営委員会

７月６日

湯河原町議会運営委員会

から視察研修受け入れ

ました︒湯河原町議会に
とって映像中継に関する

総務民生常任委員会

地方創生等検討特別委員会

日

広域行政特別委員会

６月

海野

弘幸

18

委員会等報告

環境を考慮したサービス
の提供がなされている︒

日

令和２年度第１回湯河

６月

・令和元年度地方創生事

原町・真鶴町広域行政推

施設訪問をさせていた
だき︑現場で働く職員か

業報告及び令和２年度地

進協議会の案件である令

日

視察であったと思います︒ ナ ー シ ン グ ホ ー ム 真 鶴

ら施設利用上の問題点や

方創生事業計画

７月
︵看護小規模多機能型居

改善点などについて聴取

意見交換会は︑有意義な

宅介護施設︶の現状につ

７月 日

和元年度の協議会事業の

いて

・令和元年度過疎対策事

新型コロナウイルス感染

日

日

委員長

いて説明を受けました︒

尿等運搬車両の更新につ

系統の整備について︑し

ごみ処理広域化足柄下郡

進協議会の案件である︑

原町・真鶴町広域行政推

令和２年度第２回湯河

８月

選出しました︒

会水道専門部会の委員を

真鶴町広域行政推進協議

いて検討する湯河原町・

水道事業の広域化につ

７月

けました︒

させていただきました︒

湯河原町議会運営委員

敦

経過︑決算及び令和２年

診療所施設３階の利用

高橋

業報告及び令和２年度過

症拡大に伴う議会対応

委員長

度の協議会事業計画︑予

と︑訪問看護・訪問介護

財政の急激な悪化に対し

た︒

疎対策事業計画

12

算などについて説明を受

30

について協議を行いまし

日

意見書の提出について

令和２年８月

﹁新型コロナウイルス

事業を行う為︑４月より

うに決定しました︒

稼働始めた事業を進捗状

９月定例会の一般質問は︑ 況についての報告と質疑

一般質問関係は次のよ

会と真鶴町議会映像配信

︵ YouTube
︶について
意見交換を行いました︒

天野議会広報特別委員長

より説明があり︑真鶴町

地方税財源の確保を求め

感染症の影響に伴う地方

る意見書﹂を国︑関係機

を実施しました︒

以降は︑一問一答方式と ﹁ い つ も の 暮 ら し ﹂ を 支

べて答弁を求め︑２回目

える︒を運営理念に掲げ

関に求める意見書提出に

初めの質問は全項目を述

サービスを使用
Ustrem
してインターネットに接
する︒議員一人当たりの

スタートした﹁ナーシン

年から

続できる環境下なら誰で
質問時間は答弁も含め︑

の議会最終日に﹁発委﹂

慣れ親しんだ真鶴で︑

も閲覧できるように対応

ついて︑委員会において

利用者ニーズに応えて柔

克美

として追加議案に提出す
岩本

軟に対応できる施設とし

委員長

る旨の了解を得ました︒

用者一人ひとりの状態や

徐々に増えつつあり︑利

し い も の の︑ 利 用 者 は

の運営で︑収益的には厳

て︑３密を回避しながら

コロナ禍の現状におい

ました︒

て︑現状報告をいただき

時点での諸問題等につい

働後３ヵ月を経過した現

て動き始めています︒稼

日開催

グホーム真鶴﹂は︑通所

年新た

嚴

分以内で行うものとす

しました︒平成
青木

決議しました︒

30
る︒
委員長

利用に限らず︑在宅での

議会では平成

28

本件は︑８月

さ れ︑ Liveshell
で中継

し た YouTube
配信を
実施できることを確認し

配信について現状を説明

長からは︑議会内の映像

湯河原町議会︑山本委員

たマイクを設置しました︒

には委員会中継に対応し

新設しました︒令和元年

し︑議員控室にカメラを

響機械の一部変更を実施

た︒議場のカメラ及び音

上げ︑配信を開始しまし

に YouTube
に真鶴町
の公式チャンネルを立ち

30

16

28

看護・介護を可能とし︑

28

20
21

11
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傍聴
出席

1

1

2

2

1

1

0

傍聴
出席

2

2

傍聴
出席

3

傍聴
出席

2
3

3

3

3

田

海

青木

垣

中

野

繁

６月 例月出納検査

出

神奈川県町村議会議長会収支決算監査

出

決算審査
湯河原町議会視察来庁

健

板

嚴

本

月

青木

青木

橋

森

高

岩

委員会等報告

3

傍聴

諸般の報告（６月〜８月）

７月

議長はすべての委員会に出席します

出席

健

1

青木

2

2

繫

2

2

2

青木

傍聴

2

海野弘幸

2

2

板垣由美子

3

2

田中俊一

全員協議会

出席

嚴

3

2

青木

広域行政特別委員会
※湯河原町真鶴町広域行政推進協議会

1

岩

2

傍聴

黒

議会広報特別委員会

敦

1

高橋

地方創生等検討特別委員会

2

野

0

2

天

経済文教常任委員会

黒岩範子

2

2

天野雅樹

総務民生常任委員会

出席

森 敦彦

2

岩本克美

議会運営委員会

出・傍

委員会

開催日数

各議員の委員会等への出席・傍聴（令和２年６月～令和２年８月）※１白枠は出席対象
※２傍聴は自由です。

出
出

出

出

出

出

神奈川県町村議会議長会７月役員会

出

神奈川県町村議会議長会令和２年度第１回定期総会

出

例月出納検査

出

８月 例月出納検査

出

３月から５月にかけては、新型コロナウイルス感染症の影響で会議等が多数中止になったため、
件数が少なくなっております。

19

新型コロナウイルス感
染症の拡大防止のため︑
真鶴町議会では︑議会を
開催するにあたり次のよ
うに対策を講じています︒
名︶

①傍聴人数を制限する︒
︵先着
②議場内はマスク着用
③手指のアルコール消毒
④町側の出席者を最小限
にする︒
⑤一定時間ごとに換気す
る︒
※体調の優れない方は傍

検索

真鶴町議会ホームページ
アクセスはこちらから
▼

委 員 長
副委員長
委
員

天
板
岩
森
黒

岩

野
垣
本

議会広報特別委員会

YouTube 真鶴町

町の花「ハマユウ」
町の鳥「イソヒヨドリ」

10

聴をご遠慮ください

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

2020年11月1日発行
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議会を傍聴してみませんか

次の議会は
定例会12月3日㈭ 4日㈮ 11日㈮
の予定です。

雅 樹
由美子
克 美
敦 彦
範 子

20

