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パークゴルフ場の運

真鶴町お林展望公園
ている中の一つだと答え

ろいろなものが上げられ

もづいているのは、必要

企画調整課長

すか。人件費が一番多い

費用対効果が出せるので

ます。

民にも関心が高いと思い

公共施設の統廃合は、町

一般財源であろう

た評価になってきます。

収支ということも踏まえ

として項目に入るので、

財源についても評価材料

ていく段階では、実際の

たように記憶しています。 な経費ですが、評価をし

上されていなければ、両

あるはずです。歳出に計

充てる補助金、交付金も

ります。歳入で人件費に

僅かというケースも起こ

くと歳入が多くて歳出が

入歳出だけで人件費を除

事業もあるはずです。歳

予算とひ

日ですから

いますが、そこから仮契

企画調整課長

高橋

者を比較して正確なもの

約まで１月

計画では、４年間の目標

が補助金交付金であろう

算・令和３年度当初予算

制定・令和２年度補正予
と調整の上、金額等も含

町民生活課長

説明して下さい。
湯河原町

の審議などが行われまし

専決処分の承認を求

中旬に仕様、形式等を定

３月８日の経済文教常

算の款、項、目がベース

実施計画というのは、予

高橋

くということですか。

別にして、そこを見てい

るという表現があります。 になっているかどうかは

施計画を完全に連動させ

企画調整課長

対効果、それが経費以外

助金全てを含めて、費用

その事業のために雇って

任用職員ということで、

企画調整課長

ていくのですか。

そこはどのように処理し

のはできないはずですが、

事業ベースの評価という

なはずです。実施計画の

が出来ません）

補正で予算を定め、１月 （ 委 員 は 本 会 議 で は 質 疑

月

営について

として指標を記載してい

が、全てその事業に割り

ちょうど３ヵ月かかって

るもので、実施計画の中

当てられるものが歳入で、 が出せるのでしょうか。

めた上で仮契約を結び、

になっているという説明

ついては、小さい町です

いる職員の人件費は事業

持分割合

天野 湯河原と共同での、 た。

町民生活課長
は、２分の１ずつです。

補正予算を出し、

本採用職員は分け

ですか。

2

３月定例会

定例会開催

３月２日 ～ ９ 日


では毎年度取り組んでい

人件費、一人の職員が複

めることについて
（し尿等運搬車両購入事
業）
開始しました。

だったかと思いますが。

ので、一人の職員が１事

にはり付けましたが、職

タートして１月に本契約

鶴町自治基本条例第７条

目の中の

業にどれだけ携わってい

員のところまでは分割が

天野 所有権は真鶴町、

前年度の予算と実

に規定される基本構想等

企画調整課長

るのか、例えば私でした

難しい状況ですので、解
２分の１

湯河原町どちらにありま
すか。
町民生活課長

総合計画の説明の

を結ぼうとしていたとこ

について定めたいので、

事業です。

らこの事業に０．５、こ

消することを次年度以降

し尿等運搬車両の購入

真鶴町議会基本条例の規

高橋

の事業には０．３、０．

取り組んでいきます。

賛成多数

第５次真鶴町総合計画

定により、議会の議決を

ースで実施計画が作成さ

２ということで人件費に

高橋

ろ、コロナの影響で、で

求めたもので、議決され

れるという事ですか。予

ついては、分割しきれな

られない。任期付の職員

契約の締結を専決処分し

高橋

ました。

算との連動という事です

い面もありましたので、

を策定するにあたり、真

議会に説明をするからに

黒岩

が、事業に係る収支全て

人件費を除いた形での費

きなくなってしまいまし

し尿運搬に使われる車両

中でもあったと思います

について把握した上で、

ました。

だと思いますが、湯河原

は、導入へのスケジュー

が、目標指標を、一つ上

実施計画が作成され、評

ずつの所有権になります。
高橋 本件の説明が、

日の総務民生常任員

会計年度

町との金額の持分割合を

ル、議会議決も含めて行

げたことについて疑問を

用対効果と考えています。 は分けられるということ
月

人件費を除いて、

人件費に

伺います。

われるべきと思います。

言った時に、これはそれ

価が行われるという事で

高橋

10
会でされたと認識をして

15

目よりも細かいベ

に近いもの、これだけで

すか。

全員賛成

全員賛成

任委員会に付託されまし

く事を記載しています。

それに対して歳出は、事

数の仕事を担当して、割

います。この間の経緯を

た。

第５次真鶴町総合計

４年後の目標、最終的に

業を行うに必要な人件費

り振りができないと駄目

めた中で調整をし、

３月定例会は、条例の

１月中旬に使用、懸案等

画基本構想及び前期

公共施設の統廃合１施設

から諸経費、あるいは補



を進め、議決後に業務を

基本計画を定めることに

を目標としています。

12
はなく、それを含めたい


12

前期基本

月にス
ついて

15

た。

３月定例会

ては、人件費は管理のた

会計年度任用職員につい

ターの受付をやるような

企画調整課長

めることから、所要の改

険者の保険料を新たに定

の期間に係る第１号被保

年度から令和５年度まで

画の策定に伴い、令和３

ただきました。第８期だ

りぎりの積算をさせてい

軽減していくために、ぎ

したが、町民への負担を

を提示させていただきま

担を軽減するために一挙

がもちません。町民の負

持をしなければ財政運営

積立金は、ある程度の保

が生じます。そのために

にも研修を義務づけます。 て弾力化しました。

ス事業所に勤務される方

ます。それ以外のサービ

て、研修は免除されてい

を有しているものについ

策による減少等を踏まえ

配置の減少、感染防止対

コロナによる勤務の人数

の減少、従事者の減少、

情報セン

めに使われるということ

１段階から３段階までは、 額は年額で約３５６万１，

とが提案されていますが、 合、５，８００円の影響

する基準等を定める条例

人員、設備及び運営に関

型サービスの事業の

真鶴町指定地域密着

環境の現状と、これから

すが、テレビ電話装置の

ころで条例に入っていま

というのはいろいろなと

活用をすることができる

する評価ということにな

的には事業所の運営に対

出ないと思います。基本

件が起きなければ影響は

健康福祉課長

出ますか。

には、どのような影響が

０００円の影響額が出ま

テレビ電話装置の

外部評価基準を見

黒岩

研修費は私費です

直すということですが、

天野

か。公費ですか。

に増額するのではなく、
段階的に上げることは介

けではなく、先を見据え

護保険の運営をする上で、 健康福祉課長

正をしました。
た算定を心がけなくては

判断になります。

が明確ですので、その事
いけないということで、

１００円の増額をしまし

天野

業に貼り付けています。
黒岩
現行の５，７００円に据

た。

実際に事業所で働く職員

が、第５段階、平均の段
え置くという選択肢もあ

す。基金の残高が８，０

会議において、テレビ会

事故や事

国の施策で下がる形にな

の整備計画はありますか。 ります。

事業所の

真鶴町課設置条例の
階で１ヵ月１００円で年

りました。据え置いた場

っていますが、高齢者は

の一部を改正する条例の

８期で介護保険料

全部を改正する条例
額１，２００円上がるこ

の制定について
 全員賛成
真鶴町課設置条例の全
部を改正しました。

ほとんど年金暮らしです。 ００万円、そのうち４，

健康福祉課長

施設事業
制定について

差し引かれてしまいます。 にかけて繰り入れるので、

指定居宅サービス等の

議に変えることを新たに

７５０万円を令和３年度

基金の残高は３，２５０

事業の人員、設備及び運

規定し、面会等について

しかも介護保険は、自分

万円になります。据え置

もテレビでの面会を利用

真鶴町指定地域密着

真鶴町職員の給与に

コロナで、生活も大変厳

いた場合、計算では、１， 営に関する基準等の一部

者の家族等へ説明し、可

所は運営推進会議を年６

しくなっている中で、介

を改正する省令が公布さ

能とすることを法的に義

賛成多数

護保険料の値上げは１０

り入れることになります。 れ、令和３年４月１日か

０００万円を基金から繰

ら施行されることに伴う

型介護予防サービス

から令和５年度の３か年

改正する条例の制定につ

０円といえども、高齢者

残りが約２，０００万。

務づけたものです。

の事業の人員、設備及び

の手元に入る前に銀行で

いて

にとっては厳しいものに

所要の改正をしました。

黒岩

運営並びに指定地域密着

関する条例の一部を

職責に対する職務の不

なっていると思います。

今後介護報酬改定、介護

天野

わる基準の規定を見直す

る介護予防のための効果

オペレーターに関

回以上行います。例えば

明瞭を明確にし、職名の

様々な方からお金が払え

の事業所では介護職を確

症介護基礎研修の受講を



見直しに伴う所要の改正

ないという声も聞いてい

保するために、処遇改善

型介護予防サービスに係

 全員賛成

をしました。

ます。据置きはできませ

加算等が叫ばれています。 義務づけるとありますが、 というのは、例えば夜間

介護従事者に認知

真鶴町介護保険条例

んか。

も普通の看護職員の代わ

第７期でも、特定処遇改

部を改正する条例の制定

これは任用に当たり研修

健康福祉課長

現役世代

的な支援の方法に関する

健康福祉課長

りができるという形にな

善加算がされましたが、

既に資格

の資格の有無を条件にす

正に行うためですが、介

介護報酬が改定されると、 るのですか。
健康福祉課長

基準等を定める条例の一

護保険料の設定は、当初

介護給付費に一挙に影響

るということですか。
５，９００円という金額

運営を適

の一部を改正する条
例の制定について
 賛成多数
第８期介護保険事業計
３月定例会

3
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推進会議等での運営と管

申しましたとおり、運営
営に関する基準等の一部

事業の人員、設備及び運

指定居宅サービス等の

働省が定めた基準よりも

用が適正なのか。厚生労

れています。サービス利

めた数値というのが示さ

は介護支援専門員（主任

理由がある場合について

あるなど、やむを得ない

員の確保が著しく困難で

天野

中での研修等はなかなか

という事です。コロナの

引き続き置いてください

ている事業所においては、

任ケアマネジャーを置い

数が多い利用者の点検・

な事象はありませんが、

マネジャーは、このよう

いう事。当町の介護ケア

専門員（主任介護支援専

定に係わらず、介護支援

までは第６条第２項の規

確保できないという場合

たくても講習に行けない、

任ケアマネジャーを置き

るという事です。その理

加して、もう一度検討す

ているのか、オーバーし

ービスが適正に運用され

のか、介護度に応じたサ

介護者の介護度が適正な

か。

ができるという意味です

なくても管理者にする事

員の確保が著しく困難で

では、例えば、支援専門

ければならないという事

業所は、引き続き置かな

９年まで、置けている事

けていない事業所は令和

かれるような気がします。 までに主任ケアマネジャ

ですが、それが主眼に置

延長されます。今年度末

りです。

健康福祉課長

すか。

この附則は当てはまりま

主任ケアマネジャ

いるものが削られる場合

ーと言われる人です。主

お林展望公園条例の

健康福祉課長

その場合は令和９年まで

 異議なし

4

３月定例会

理体制については、町と
を改正する省令が公布さ

はるかに上回っている場

主任介護支援専門

しても状況把握をしてい
れ、令和３年４月１日か

について

指定居宅サービス等の
きますので、理解をいた

 賛成多数

事業の人員、設備及び運

できない状況で、資格取

得も難しくなっているケ

介護支援専門員を除く）

を同項に規定する管理者

合、利用者の介護度が本
当に適正なのか。そうい

ースもありますので、状

ら施行されることに伴う
所要の改正をしました。

とする事ができるとあり

だければと思います。

を改正する省令が公布さ

った二つの視点から点検

況によって、事業所が主

検証の仕組みを導入する

には令和９年までの期間

真鶴町指定介護予防

日

及び運営並びに指定介護

という事ですが、通常は

門 員 を 除 く。） を 同 条 第

を設けていると理解して

れ、令和３年４月１日か

ます。令和９年３月

予防支援等に係る介護予

全国各地いろいろな事業

１項に規定する管理者と

いただければと思います。

訪問介護の利用回

黒岩 高齢者の虐待防止、 防のための効果的な支援

ケアマネジャーの方が本

所ではそのような事例も

する事が出来るという事

黒岩

の方法に関する基準等を

人と家族がサービスを利

あるという事で、利用者

支援等の事業の人員

ハラスメント対策の強化
定める条例の一部を改正

用する状況で進めてきた

ら施行されることに伴う

という前進面があります
する条例の制定について

由と、ケアマネジャーが

ているときに検証しなさ

が、対応する必要人員が

指定居宅サービス等の

今までやっていた事がな

主任ケアマネジャーが置

は、令和９年３月

人員、設備及び運営に関

ぜ駄目なのか、今まで回

天野

日ま
支援につながるように、

ています。そういう状況

する基準等の一部を改正

健康福祉課長

ーがいる事業所も、辞め

緩和され、少なくても良

で設けた高齢者の虐待や

する省令が公布され、令

いという事です。

改正の時から延長がされ

たり、転職された場合も
があるのではないかと懸

利用者の状況がしっかり

任介護支援専門員が置け

一部を改正する条例

いというところが変わっ

防止、ハラスメント対策

数が多過ぎるから減らす

黒岩

ていますが、今回さらに

になります。

になりますか。人員が少

和３年４月１日から施行

のですか。そうなると利

場合を検証するという事

念しますが、その点はい

支援専門員として管理者

められるように求めます。 ない場合、管理者が介護

反映できるような形で進

になっているわけですが、

従前の法

なくなる事によって目が

されることに伴う所要の

用者の介護に求められて
真鶴町指定居宅介護

かがですか。

点検・検証の仕組みにつ

オーバーしている

届きにくくなるというよ

改正をしました。

支援等の事業の人員

健康福祉課長

いては、結局利用度を減

いかがですか。

及び運営に関する基準等

計画の回数適用について

らす役割を果たすと思い

伸ばせます。ただし、主

そのとお
を定める条例の一部を改

は厚生労働省の告示によ

それぞれ

の施設の中で配置基準は

正する条例の制定につい

り、全国の平均利用回数

ます。

サービス

できる規定ですので、利

て

プラス２の標準偏差で求

の制定について

用者や状況に応じて現状
らわなければならないと
思っています。先ほども

 賛成多数

の維持は確実に図っても

うか。その点については

うな事が出てこないかど

 賛成多数

と思いますが、確認、参

31

31

所要の改正をしました。

をしなければいけないと

営に関する基準等の一部

３月定例会

討されていたという事で

うではなく、以前から検

かなと思いましたが、そ

町長が変わり急に出たの

す。見直しに関しては、

ばいけなかったと思いま

とっくにやっていなけれ

理運営の方法の見直しを

ると思いますが、この管

約３，５００万超えてい

元年までの赤字の累計が

りました。

教常任委員会に付託とな

正を行うもので、経済文

しを行うため、所要の改

た管理・運営方法の見直

用を図ることを目的とし

については、地域経済の

葉が入っていて、改正後

正前は健康増進という言

対照表を読みますと、改

りますが、条例改正案の

います。本来の質問に入

ないという事が書かれて

り、検討しなくてはいけ

２年前の３月に事案があ

議員には、相談も提案も

います。私も含めて、全

す。という文言が入って

をして話を進めていきま

もって相談した上で協議

件については、議員に前

議事録を読むと、この案

う質問に対しての回答の

今後どうしますか。とい

参加者が減っています。

いて、お林展望公園でパ

ましたが、この案件につ

いう三つの利用が出てき

間に利用していただくと

の方に使ってもらい、民

けではなく、幅広く町民

青木嚴

検討しました。

経済の発展につなげて行

ト等を開催しながら地域

ルフだけでなく、イベン

が、展望公園はパークゴ

べきだという意見でした

して町の発展につなげる

経済の発展、有効活用を

し、有効活用する。地域

ルフ以外での方法を検討

経営は難しい、パークゴ

公園でのパークゴルフの

望公園のゴルフの入場者、 を立ち上げました。展望

例会で天野議員がお林展

ークゴルフをやっている

います。議事録を読むと、 く、そのような方向性を

無しに条例改正案が出て

方に話を聞くと、この案

場とバーベキューコーナ

を読むと、パークゴルフ

要だと思います。対照表

揃えて、十分な説明が必

ができるようなデータを

ークゴルフの利用者に話

効率化も考えた上で、パ

フ場の受付や、整備員の

明らかに今のパークゴル

そういうものを考えれば

いるという説明ですが、

えている、経費が増えて

額が年度ごとに赤字が増

より６８０万円という金

ルフを運営している事に

はわかります。パークゴ

がここに混在している事

化しようと。両方の意見

っとお林展望公園を活性

もう片方は地域経済でも

町民の片方は健康増進、

場については、半島内で

産業観光課長

突端の広

るのか説明して下さい。

活用はどれくらいで出来

を入れたという事の利用

しました。もう一つ質問

まうのかなという感じが

います。それに戻ってし

が開設される前から見て

が、例えば人件費、人員、 いう姿はパークゴルフ場

そういう事も分かります

も有数の景勝地です。そ

をする事や、経費の削減、 ですが、新たに展望広場

人員配置を改めて見直し

こでイベントを行いたい、 ます。そのための試行的

で休憩されている。そう

背負って、お林展望公園

観光客の方がリュックを

の週末になると、確かに

しかし、土曜日、日曜日

日もいる、明日もいる。

ているお年寄りの方が今

ば、パークゴルフをやっ

うのかと思います。例え

た同じ状況に戻ってしま

るのを見ていますが、ま

ている方が散策されてい

を考えて行きたいと思い

年度以降の本格的な運用

見をいただきながら、４

しながら、町民の方に意

あればそういった活用を

度中に活用ができるので

のです。また、令和３年

的なイベント等を行うも

３年度中に検討し、試行

ないかという事を、令和

もっと活用出来るのでは

題、こういう事をしたら

方が使った問題点や、課

再度町民の方や利用者の

のではないかと思います。

った事も試みとしてある

お客さんが来る、そうい

した場合、景勝地の中で

ンカフェみたいな形で貸

が、突端の広場にオープ

域の活性化、例えばです

らの場所でも開催して地

せん。イベント等をそち

貸し付けることは出来ま

平成 年から平成

町長

すか。

ういった話は以前からあ

いただきます。そもそも

昨年３月

会の委員により推進会議

産業観光課長

発展という言葉が入って

件が突然出てきた事で、

お林展望公園の有効活

の議会、本会議で質問が

います。地域経済の発展

岩本

あり、歳出超過が続いて

パークゴルフだ

いる状況で、令和３年度

その代わり占有する場所

り、ヨガ教室については

月の説明では、健康増
進のために楽しんでいる

について有効活用する。

試行的に使ったのですが、 パークゴルフ場が使えな

な期間と思っています。
についてもう一度説明し
て下さい。

場所が、突然３月末出来

これは分かりますが、こ

ーと軽食をともかく外し、 ヨガ教室を行いたい、そ

以降の方向性を見直して
いくという回答をしまし

産業観光課長

なくなるという話だった

等で意見を徴して方向性

するために、推進協議会

会、商工会、お林保全協

利用推進会議は、観光協

のですが、お林展望公園

るから要望書を出し、新

困っています。困ってい

という事です。皆さんが

の状態の時にイベントを

ができる前に、芝生広場

の状況はパークゴルフ場

てもそういったところに

ていないので、話があっ

で、条例で料金も定まっ

そのような要望がある中

少なくとも半分は使える

クゴルフ場は現状では、

で進んでいますが、パー

くなるというような話し

少し補足をさせて

た。それに基づき、令和

７月 日に立ち上げたも

を検討しました。
去年の３月の定

たに陳情書が出ています。 行ったり、犬を散歩させ
青木嚴

議会、観光デザイン協議

令和２年

２年度中に方向性を決定
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と展望公園の芝生広場だ

す。それが１点、もとも

解いただきたいと思いま

含めて考えている事を理

うな状況を維持する事も

ークゴルフ場を出来るよ

件とはいきませんが、パ

す。今までと全く同じ条

ていただくと思っていま

ると、やはり全体を借り

りにして大会を開くとな

です。ただ、完全に貸切

ただけるというのが１点

の条件の中で利用してい

れば今までと同じぐらい

れば、残りの半分を借り

で使いたいという話であ

イベントをやりたいとい

広場として利用したり、

通常では一般の方が芝生

す。残り半分の広場は、

状況を平時は保っていま

健康増進されている方か

ような条件も含めて、パ

青木嚴

えています。

に検討していきたいと考

くかという事を３年度中

ういう方に使っていただ

を募集、審査をして、ど

４年度以降にそういう方

見通しが立った暁には、

れるのではないかという

だき、町として採算がと

方に試行的に使っていた

ます。いろいろな業者の

していきたいと思ってい

てみようという事を検討

取った上でいろいろ試し

たので、一旦その制限を

上、展望公園の展望広場

以外として使うのに条例

場だけだとパークゴルフ

える時に、パークゴルフ

の展望公園の在り方を考

います。今の段階で今後

うに使っていくと、年間

ます。このまま平時のよ

ークゴルフを楽しまれて、 う大きな意味合いもあり

出す事を想定しています。 も含めて制限がありまし

う方がいれば有料で貸し

ら聞いている話だと、片

で９００万円ぐらいの赤

討し、赤字を減らすとい

法がないかという事で検

ますが、赤字を減らす方

わけにはいかないと思い

含めてすぐに黒字という

れからパークゴルフ場も

えば美術館、博物館、そ

事もありましたので、例

わけにはいかないという

での赤字を放置しておく

他の施設も含めてこれま

が無いかという事も検討

使い方の中で、いい方法

町長

だきたいと思います。

え、また努力をしていた

終着点に行けるように考

えていきながら、一つの

て平行して、もう少し考

なイベント、行事も含め

それから町民のいろいろ

町長

託するのですか。

来るのですか。これも付

文言を消してやる事は出

だ分からないのに。この

付託されてどうなるかま

を決めていいのですか。

ていて、ここでこの議案

すのか、陳情を付託され

ューコーナーの文言を消

ークゴルフ場とバーベキ

りますが、なぜここでパ

ゃ駄目だっていう事はあ

というか、話し合わなき

たら、なかなか潰せない

し条例の中にこれがあっ

が、予算編成をする中で、 えば潰せるわけです。も

させていただいたのです

ゴルフ場とバーベキュー

場はいつでも潰そうと思

あったら、パークゴルフ

パークゴルフ場が消して

ーナーという文言を消す。

ルフ場とバーベキューコ

あるのですか。パークゴ

の文言を消す意味は何か

半分残すというのは、こ

海野

ていただいています。

このような形で提案させ

続しながら、民間の活用、 至らなかったという事で、

場を排除するためではな

のですが、パークゴルフ

う事で、深い意味は無い

施設として変えたいとい

で、そういう事も出来る

お金を頂く方法がないの

こでやりたいという時に

案ですと、結婚式をあそ

した時に、例えば一つの

いますが、他の使い方を

０円は条例で定められて

ルフ場としての料金２０

という事です。パークゴ

が出来にくい、出来ない

を頂いて他の活用の仕方

の使い方をするのに料金

前提でやっていると、他

ーベキューという事が大

れども、半面が空いてい

するという事になったけ

という事は、そこは利用

る方が半面利用している

黒岩

というものです。

ても料金が徴収できない

はイベントとして開催し

料金定まっていない場合

ませんので、その他では

ルフ場でしか料金が取れ

使う時、それはパークゴ

方となります。その他で

ークゴルフ場のみの使い

産業観光課長

すか。

に構わないという意味で

海野

いと理解して下さい。

ルを今と同じような状況

条例の中でパーク

逆に、パ

パークゴルフをや

6
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った頃の状態に戻ってし

面だけでパークゴルフを

字が出てしまいます。運

くて、他の使い方を出来

る場合は個人で来たとき

１８

パークゴルフ場を

まうのではないかという

やるとか、全面使ってパ

事は出来ると思いますが、 コーナーを消す、なぜ無

ークゴルフが出来るとか、 営の仕方で若干は減らす

るような形にするために

や、また一緒にやる時に

ホー

ような話もありますが、

いろいろな話も聞いてい

くすのかという質問です

改正をさせていただきた

もし、全体として

例えば、結婚式場をやり

今回提案している赤字を

が、今パークゴルフとバ

そのような現状の

たいとか、キャンプ場に

ますが、出来ることなら

半減するような方策には

文言があっても別

してみたいという様々な

今のパークゴルフ場を継

やはり今言った

提案が産業観光課に来て

３月定例会

は無料になるという事で
すると４時間で１人４０

１万７，０００円で換算
人数に当てはめますと

０００円増額で、現在の

もう一度どうしてそのよ
話は、イメージしていた

ました、半分使うという

町長 １つ目に話のあり
ります。もう一つは、半

事が出来るという事にな

０円強の金額で占有する
りました。

万８，０００円の増にな

決め、規定も設けていく

すが、理解が出来ません。 計画です。

％減免

するような団体、それか

だきたいのが、まずパー

分は解放しているのでい 【一般会計予算】
全員賛成

す。

２人で積算をしていま

６筆です。

税務収納課長

１万３７

森

家屋２億９０２万８，

０００円の棟数は何棟で

滞納繰越分５５５万

森

すか。

４，３９

７，０００円の算出の根

税務収納課長

拠を伺います。

税務収納課長

４棟です。

令和２年

の現年繰越見込額に歳入

ですので、半分だけ占用

つでも無料で使えます。

していただいて、半分は ［ ３ 月 定 例 会 で は 新 型 コ

の見込額に徴収率

税務収納課長

団体、観光協会、商工会

文化事業団体、観光関係

で５割減免。また、町の

これは非営利活動ですの

ルフとして活用したい。

いる団体の方がパークゴ

に利用する、現在行って

ます。非営利活動のため

る場合は免除を考えてい

目的とする事業に利用す

場合。また公共の利益を

公共の町行政関係が行う

ますが、官公庁、行政、

いては、規則の中で定め

産業観光課長

説明して下さい。

て使う場合は、料金は半

全体を有料で全部貸切っ

が出来るという状況です。

由に無料でパークゴルフ

るかもしれませんが、自

半分は順番待ちなどがあ

なくても今の状態ですと

る方も含めてですが、少

ークゴルフをやられてい

一般の方が来られて、パ

います。それが平時の状

ては芝生の状態になって

います。湯河原側につい

フが出来る状態になって

複雑化に対応する消防団

近年の災害の多様化、

一部を改正する条例

真鶴町消防団条例の

メージをしています。

分は空いているというイ

して下さい。そうすると、 半分パークゴルフ場、半

態というふうにイメージ

員の処遇の改善を図る所

使えるっていうような事

と、半分の値段で全体を

足しまして、現年課税分

４５８万４，０００円を

職所得にかかる所得割額

者数３，１４１名、合計

税務収納課長

算出の根拠と人数を伺い

５７７万４，０００円の

になりますので、平時は 【歳入】

も想定できるという提案

の所得割の額を出してい

ました］

税務収納課長

かりますか。

法人の数と何号法人か分

森

を伺います。

３，０００円の事業者数

減免につ

等が使う場合も５割減免

分減免させていただき、

要の改正をしました。

 全員賛成

ます。

万７，０
％をかけて、それに退

００円に対して徴収率

所得金額３億

納税義務

法人税割の５０８万

税割、法

社です。

均等割１，７５７万

２２９社

万円の

９万円の法定免税点以上

は何人ですか。

１１５件

令和２年

滞納繰越分８４１万

を伺います。

税務収納課長

度の現年度の繰越見込額、

令和２年度の滞納繰越の

見込額、不納欠損を引き

軽自動車税現年課税

算出しています。

森

０円のそれぞれ原動機付

自転車と軽自動車、小型

特殊自動車、二輪の小型

自動車の台数を伺います。

原動機付

自転車が７３４台、軽自

税務収納課長

均等割５
森

森

積算しています。

の小型自動車

台、二輪

動車が１，８１３台、小
天野

３，０００円の人数を伺

台で積算

前年度からの軽自動

しています。

０円の筆数は何筆ですか。 森

億５，６５５万６，００

型特殊自動車

万円を
の年額手当ですが、増額

万円の４件分で

滞納繰越分

です。

． 税務収納課長

円の見込の数を伺います。 分１，６９７万５，００

森

人数で

税務収納課長

町民税所得割２億８， 森

しています。

を考えています。その他

約１万７，０００円で大

ます。
人２００円、それから一

均等割１，３１３万

12

現年課税分の土地１

どうしてもこれに当たら

います。
３，８２

分はどのくらいですか。

税務収納課長

日券で５００円という設

部長以下２，

ないようなケースもあり

改正後の消防団員

森

町長が特に必要と認めた

会が開けるという事にな

の制定について

場合については、別途そ

．

令和２年度の滞納繰越額

98

53
総務課長

の都度減免率を定めます。 ります。料金は今まで１

98

７５

定がありましたが、１日

87 16

18

償却資産の８，７５

ールが西側、東側にセッ

ロナウイルス対策のため

％をかけて引いたものの

分です。

％を引いたもの、 森

てはどのような規定を設
トされていますが、小田
自分達で貸し切り、半分

予算審査特別委員会は設

合計、不納欠損の見込額

森

見込額

けていくのかについても
原よりの所はパークゴル

は自由に使えると考える

置せず、本議会で審議し

を引き、滞納繰越分５５

ホ

クゴルフ場は全面に

下さい。例えば

うになるのかを説明して

１２

８，０００円の算出根拠

１８

５万７，０００円を算出
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収納率

原動機付

． ％をかけた

健康福祉課長

名分で

閉館しています。
水産評価支援事

考えるものです。地方交

算したものを財源として

費分が入りこの金額とな

鶴町で事務している人件

時点では４、５月分まで

ですが、相談にあがった

青木嚴

して今年度１億４，００

企画調整課長

に戻せますか。

チンが入ってないことで

子たばこについてはニコ

上げされる予定です。電

ですが６．５５２円に値

総務課長

ていますか。

ますがどのように積算し

ると１，０００万円減り

円です。半年分ないとな

が減っていると６００台

拠ですか。これだけ仕事

したか。それとも町の根

は、石材組合と相談しま

財政調整基金繰

税務収納課長

０万円、昨年度より１，

町の特殊

8

３月定例会

税務収納課長

億円になった場

は幾らか入ると聞いてい

付税が

っています。

業補助金については、今

合には、対策債の発行限

き、９月から何とか実施

す。
年度２５０万円で、前年

海野

自転車では昨年よりも
森 町営住宅使用料の９

度額が少なくなるので調

て、委託契約で継続がで

台増えています。小型特
度の予算は３，３５０万

土地建物貸付収入

５４万６，０００円です

５月が現状の場所に２ヵ

殊は増減はありません。

月、９月から３月の７ヵ

を見込んでいます。４、

っている残土捨て場が来

月で見ています。実績を

で町有土地貸地料、今行

海野

月ぐらいで終わります。

見ると、

たばこ税ですが、

理由を伺います。

今度新しくやらせてもら

を伺います。

補正で２００万円増やし

うところが半年かかると

整をしています。

増です。

て、ここで５００万円を

００台以上搬入していま

町の収入ゼロになります。 す。２年度は、軌道に乗

言われています。半年分

れば６００台ぐらいは見

岩漁港の

産業観光課長

増やすというのは値上げ

馬場住宅
浚渫工事を行いました。

した分だけで見ているの

万４， 健康福祉課長

０００円の、算出根拠を

森 滞納繰越分の
工事に対する補助金、額

年度で月に８

が２件、釈迦堂が１件、
が６，０００万円以上の

長坂住宅が現在

ですか、また、電子たば

組合はこんなもので収ま

込めると考え積算しまし

す。

％の補助があり

こも入りますか。

るかなと思っています。

た。

越の見込額、収納率

９．７％から６％に下が

課税はされません。

％をかけたものを合計

しています。

った３．７％分のうち２

０００万円の増を見てい

海野

工事の

税務収納課長

今年度３月を見込み、町

海野

町税は、３，７
ました。

に値上げをしました。ま

の収入は約２，１５０万

青木嚴
００万円ほどの減収です
青木嚴

月に現

税務収納課長

が、コロナ禍における環

入金１億７，０００万円

た令和３年度の

現年分の繰越見込額に

境条件でこういう形にな

ですが、昨年度のように

在１本辺り６．１２２円

森 地方交付税の特別交

％が国からの交付金とし

ます。さらに多く繰り越

共有土地管理事務負担金、

繰越金と

付税１億６，５００万円

て町に補塡されるという

すことが出来ましたら基

これは採石場の利用策定
美術館、博物館

減収分、

企画調整課長

予定になっています。

金に戻すことが出来ると

委託料の半分になってい

が、湯河原から半分いた

の根拠は出ないと思いま

な事情で交付されるもの

青木嚴

思います。

ますが、真鶴から湯河原
臨時財政対策債

が、増額して公債費等に

だけるのですか。
今年度の委託

37

残土の見込み

で、特に下水道事業の遅

の観覧については、館内

青木嚴

は主に何か伺います。

れや、衛生組合の負担金

の環境は密にならない環
と思いますが。

影響はないのですか。

．５％です
教育長

。約

ています。

を利用することが町内、

総務課長

分の

森 児童福祉費負担金の

企画調整課長

料の分もありますが、真

００万円増額しています

放課後児童クラブ保護者

町外から外出のきっかけ

税と臨時財政対策債の合

美術館、博物館

負担金１５４万８，００

となります。その理由で

地方交付
０円は何名分を見込みま

75

真鶴町・湯河原町

を申請し、額が認められ

１０

50

に払っているのは２００

月

もの、令和２年の滞納繰
ったと思いますが、足り

繰り入れた額を調整基金

去年

．
ない分をどのように補っ

55

が昨年度よりも、２，０

１０

２８

96

境ではないのではないか

３５
れることを想定し積算し

６００台というの

し、不納欠損見込額を差
ていきますか。

令和２年

30

し引いてこの数字を積算

伺います。

件で

円で開きがありますが、

36
が、入居されている戸数

24
23

42

二輪の小型自動車は１台

１０

車増減の理由を伺います。 したか。

３月定例会

すが。

新たな出荷予定者に買い

幅に減っているというこ

少なかったために額が大

ったということが要因で

分が令和２年度は大きか

れは空室が埋まらないと

ている補助金です。船の
取っていただき販売する

岩本

科学館からの補助金です。 いう結果ですか。

岩本

業交付金が前年に比べて

積算根拠につ

総務課長
高橋

業補助金が前年に比べて

万円減っています。目

青少年行政推進事

高橋 固定資産税ですが、 産業観光課長

貸付金元金収入は貸付け

す。

形ではなく１日使用を見

小児医療費助成事

込んだもので、この予算

とです。

こちらの減の根拠は評価

万円ほど減っています

的を伺います。

岩ガキ推進協議会

いては、過去の実績の平
額の下落を見ているので

が発生し年度内に戻って

計画です。

均値を使い組合と調整し
上では月単位の使用が見

が、減った原因を伺いま

生涯学習担当課長

月ごとの

ています。
すか。

くるという仕組みになっ

す。

岩ガキ出荷センタ
込んでないというもので

ていると思いますが、こ

年指導員の活動や、中学

天野
税務収納課長
す。

健康福祉課長

生グロ―バル人材育成事

令和３年

ー使用料、１１０万円の
度は評価替えの年で、土

の貸付け自体、どのよう

が減となり、令和２年度

ではと思います。年度が

産業観光課長

となっています。

行われるものでしょうか。 の当初予算と比べ

それがコロナの影響でで

高橋

ました。

事業減は、考え得る過疎

減となっています。対象

業、グリーンエイド真鶴

れに当たります。

実行委員会の補助金がこ

人減

青少

使用料を頂くということ
高橋

なエビデンスに基づいて

県が土砂災害特別警戒

スタートしてからの検討

対象人数

地の時点修正率も２．６
という時期にきているの

ったというのも踏まえて、
区域を指定しています。

要綱に基

使用料は徴収しますか。

災害対策費補助金

岩本

昨年から７００万円ほど

１１７万１，０００円。
岩ガキ推進協議会です

減った理由を伺います。

く予定です。

も引き続き行って下さい。 づく申請手続を行ってい
円計上されていますが、

が、年度中に会社組織に

総務課長

万

町の要綱で、減額をして
高橋 地方交付税の普通

今年度ゼロになっていま

移行するという説明でし

プ車の購入に充て、その

岩ガキの販売収入

減免は考えていますか。
る中で減免申請等が上が
交付税分が３，０００万

す。試験養殖を３年間や

たが、その状況はいかが

いる分です。

ってくると思いますが、
円ほど増えています。こ

って少なくとも最終年度

販売をす

減免は今年の現況、また

の分は過疎債の補塡分を

産業観光課長

きなくなった分はどうし
産業観光課長

対策がもうないというこ

消防団のポン

運営の助成を行わないよ

ですか。
分は交付金の措置率が

％、自主財源でやってい

岩ガキベースという名称

株式会社
るはずです。試験販売し

分考えられると思います。 か。
企画調整課長

て

見込まれていますので、

減免の申請があっ

天野

を行った結果、人口減が

万円の売上を見込み、 で会社設立し手続終了し

た場合、減免額というの

その減少分が基礎数値を

きませんでした町民の方

とですか、それとも国か

前年度から比べて大幅に

過疎債の発行額が

はどのぐらいを想定され

ますか。

の試食は中止となりまし

らの割当て見込みが減っ

１００％

減免の可能性があります。 すが、過疎債の元利償還

産業観光課長

２００万円が増となるこ

たが、今年度実施する予

たからですか。
海の

生涯学習担当課長

分 ％の見込みで約１，

アムサポート事業補助金

とを見込んでいます。

定です。今後発売に向け

企画調整課長

海の学びミュージ

３００万円の説明をお願

高橋 真鶴産業活性化セ

事業者へのプロモーショ

事業債を活用する事業が

年の当初予算から

天野

いします。

ンターの施設使用料が昨

ン活動とお披露目会、こ
学校と、海の学び教育普

過疎対策
万円

前年度で

下げると見込まれていま

国勢調査

見込んでいるのでしょう

産業観光課長

30

別の用途を考える

ですが、昨年度、５万個
％下がっています。

24

以上の岩ガキが駄目にな

40

うな状況を踏まえると十

20

50

ていますか。

20

ちらも検討しています。
減となっていますが、こ

70

及事業、この２つに充て
３月定例会
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態補足調査があります。

の理由を伺います。

ど上がっていますが、こ

３年前から３６０万円ほ

前々年から２３０万円、

前 年 か ら １ ３ ０ 万 円、

９６９万７，０００円。

田中

ずに自治会に関わってい

は、町職員が費用をかけ

もので、自治会担当制度

ものに対して補助をする

合会が自主的に活動する

企画調整課長

仕組みを伺います。

自治会担当制度を立ち上

づくりのために、職員の

かということも含めての

るもので、将来何をする

タールの事業計画を立て

になります。３．８ヘク

場所は一まとまりの箇所

利用計画ということで、

総務課長

くと伺いましたが、内容、 定委託料ですか。

げて連携強化を図ってい

委託料です。

うビジョンがあっての策

ようなものにしたいとい

的に丁場跡地をこういう

計画策定の委託料として

する必要が出てきます。

場合、新たな計画を策定

ら過疎法が適用になった

了します。令和３年度か

立促進過疎法が期間を満

度末で現行の過疎地域自

企画調整課長

伺います。

万９，０００円の内容を

計画策定委託料、２９５

天野

等になります。

の主な部分は測量と設計

大会消耗費４万７，００

発行電子証明等の経費で

理由を伺います。

にアップしていますが、

２万２，０００円、大幅

委任交付金、昨年が１６

番号カード関連事務費等

天野

ラボで使用しています。

旧富勢さん、現在テック

政策課長

すか。

しては、方法も含めて、

総務課長

て伺います。

カード作成に要する経費、 の人件費の取扱いについ

町民生活課長

早急に検討し、対応して

により増額となりました。 会計年度任用職員人件費

す。経費が上がったこと

いきたいと思っています。

計上しています。

ことにより、１００万円

ン等トラブルも多かった

故障が大変多く、エンジ

町民生活課長

ですか。

ずつ積み立てていくもの

ますが、毎年１００万円

ひとり親家庭と医

令和２年の説明で

場所は広大ですが

令和２年

ふるさと応援基金。 天野

通知カード・個人

個人番号

ふれあいスポーツ

高橋

昨年度も

会計年度任用職員

職員人件費、

をひもづけるかにつきま

す。聴取率等による効果

ＦＭ放送委託料で
ます。

検証を行った上で毎年同

パンの購入費しか障害者

踏まえて、次年度どうし

でいません。効果検証も

０個、毎年購入していま

できていません。約３０

事、設置場所を伺います。 障害者施設からの購入が

環境整備工事、５か所で

高橋

きたいと考えています。

ていくのかを反映してい
場所は未定で

す。

公衆無線ＬＡＮの
空き家利活用推進

１，０００万円というこ

10
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繕費負担金１００万円、

これは５年に一回行われ
くという事業です。
天野

計上したものです。

０円。パン食い競走のパ

はどこの場所の借上料で

るもので、今回こちらに
天野

２，３００万円は大変高

天野

ンの購入費ということで

高橋

いけないのですが、費用

追加しています。また、
は、観光施設から順次Ｗ

額な委託料です。町とし

発・研究をしているとい

というビジョンをたてず、 小松石を使った物品の開

てこういうものにしたい

う説明でした。既に出来

すが、高額な理由を伺い

計画ですか。また、将来

水質分析調査Ｂがありま
ｉ－Ｆｉを整備していく

計画策定委託料ですか。

上がっていますか。

新しく買う車の修繕費を

す。３年に一回行われる
ということでしたが、今

委託料には、

して自治会との連携体制

もので、追加されたもの
年度はどのような場所に

総務課長

観光協会の隣、 積み立てるものだと思い

です。
整備をしますか。

測量の経費と県等への申

健康福祉課長

ての測量だと思いますが、 になっています。

優先調達推進法に基づく

石材組合でサ
ンプルづくりをしていま

額の計上でしょうか。

天野

町民運動
のが含まれています。

会と一緒に事業を展開し

相談等については随時

総務課長

総務課長

庁用車管理事業、

天野

す。まだ最終的なものは

企画調整課長

事業箇所

過疎地域自立促進

田中
企画調整課長

旧採石場跡地

療費手数料２９７万１，

につきましては５か所を

政策課長

対象者数

自治会連

０００円。この対象者数

請の手続業務といったも

健康福祉課長

天野

ますが、障害者施設から

については全く取り組ん

行っています。コロナで

ライトエースバン、軽自

町としてのビジョンはな

す。

測量するというこ
庁用車の内訳を教えて下

出来ていませんが、新年

の購入費です。当町では

来庁される方、控えてお

デアを出してもらうため

リウス、ハイエースです。 く、計画策定業者にアイ

動車が５台と町長車、プ

ということですか。

世帯１０７人です。

とは通常こういうものに

度に入り出来上がる予定

られる方もいるので、そ

天野

効果検証
さい。

マイクロバス、 したいという計画があっ

ういうケースの場合は同

計画策定委託料２，３０

天野

天野

し尿運搬車車両修
万円。これ

防犯カメラ設置工

意を取り戸別訪問で対応

総務課長

事業借上料

旧採石場跡地利用

しています。

４万５，０００円、これ

含めて申請はしなければ

アイデア分も
田中

は丁場を全体的に見ての

48

自治会活動支援事
業１２２万円。防災に関

４７

水利用実

と世帯数、またコロナ禍

予定しています。

町民生活課長

での対応を伺います。

地下水対策事業、

【歳出】

３月定例会

ニューではありません。
企画調整課長

とでしょうか。

が必要ということですが、 青木嚴

労証明書の勤め先の押印

板垣

えていません。

電装置設置については考

を負担します。停電時発

により、秘書事業として

たが、今回総合計画事業

の経費に含まれていまし

い状況です。

とですが、防災拠点を中
と真鶴町のそれぞれで半

真鶴町はどうなっていま

レ号について、指定管理

糧費に関しては、賀詞交

保育所入所時に就

過疎債の活用のメニュー
分に分けて共同開催の形

歓会と貴船まつりの際の

湯河原町

心という説明でしたが、
の中に追加された折には
をとっています。市町村

業者に貸し出しています

予算を別にしました。食

財源として検討していき
すか。

福祉車両アモー

ほかに広げていく予定は
たいと思います。

企画調整課長
振興協会からの補助金と

懇親会も計上しています。

防災拠点

ありますか。
の５か所を考えています。 高橋 ご当地ナンバーを

が、車両にかかる経費を
国や県の

健康福祉課長

購入するということです

神奈川県からの補助金を

今後この拠点を広げてい

万

それぞれ賀詞交歓会

万円の事

町が負担する全額を指定

が、説明をお願いします。 合わせた総額

円、貴船まつりは

条例が改正された後、町

くことは次年度以降検討

管理業者に一部負担して

計上しています。

条例を改正して押印の廃

いただくことはできませ

森

業を実施し、本年度は真

止に進みます。今年度よ

んか。

デザイン

は公募等考えていますが、 鶴での開催になります。

り就労証明については押

税務収納課長
地域福祉計画評価

健康福祉課長

していきます。
板垣

印は不要ということで通

備品購入費、町長

高橋
例えば海や朝日の上って

委員報償費でのメンバー

万円

ンプル数を伺います。

円で、今回のエリアとア

託料６５１万１，０００

松くい虫防除事業委

が使用するモバイル端末
いるところ、そういう背

いては今後の課題になっ

活用につ

万

ということですが、

ています。所有権が町で
特定不妊治療費不

知をしました。

産業観光課長

板垣

健康福祉課長

あり、車両経費は町で負

３年に一

度事業評価をしています。 育症治療費助成金の内容

お林展望

と開催回数を伺います。

たものを図案化するとい

公園の周りと番場浦海岸

うものを考えています。

長時間稼

担していますが、指定管

の上です。アンプル数は、

企画調整課長

理の協定が令和４年度末

対象松３９１本に対し、

につて伺います。
健康福祉課長

で期限となりますので、

アンプル数３，１７４本

名程度の方が部
会となり、推進協議会で

娠に６回まで県は助成を

新たに指定管理を結ぶ際

総勢で

清掃費ですが、委託料の

全ての部会報告、評価を

しています。町がそれに

一回の妊

中には清掃状況の確認、

していただく予定で部会

を樹幹注入する予定です。

高橋 火葬場の委託料、

するモバイルパソコンを
導入するためです。

自動販売機の管理なども

に検討をしていきます。

高橋

特殊詐欺被害防止

上乗せを助成する形で考

含まれていますか。

年以上やっていま

員は８名で構成されてい

対策事業補助金。対象の

森
青木嚴
ます。

ひとり暮らし高
えています。不妊治療１

町民生活課長

清掃等も

台数というのは何台です

治療１件当たり

台、

昨年度は

人に対応しまし

健康福祉課長

象者を伺います。

すが、検証をしたことが
板垣

いうことで今要綱を作成

ありますか。
酬２万円。民生委員の推

齢者緊急通報システム委

含んだ委託です。自動販

薦は成り手が少ないとい

総務課長
台は対象者の

高齢化の進む真鶴

託料、去年と今年度の対

売機は無くなり次第補塡

しています。

高橋
において

公衆無線ＬＡＮ

た。今年度は２人減で、

台分です。

企画調整課長

総務課長

明をお願いします。

題等を鑑み、現在では木

いていましたが、環境問

プリンクラーで農薬をま

以前はス

万円です。不育

するように訴えかけてい

う話を聞いていますが、

青木嚴

回最大

きます。

真鶴町においてはどうで

環境整備工事、小学校他
４か所で回線使用料は含

海野

一昨年の

民生委員推薦会報

板垣 男女共同参画講演

すか。

か。

数パーセントです。過疎

会講師謝礼３万円。今年

健康福祉課長

まれますか。また、停電

業の食糧費の内訳につい

秘書事業という事
時発電装置設置について

月に委員会選がありま
分野から講師の方を招い

進事業の中で回線使用料

したが欠員があります。

源確保してこういったも

て
ないのは主任児童委員で

万円は高額ですが説
はどうなっていますか。
令和３年度についても湯

すが、後任が見つからな

今までは庶務
河原で開催するというこ

情報化推

て開催されていています。 早期に探さなければいけ
該当のメ

産業観光課長

万円と

債などの使い道がないと

１月に湯河原の防災コミ

台です。

いう話でしたが、そうい

ュニティセンターで広い

30

10

40

40

のに充てることも必要だ
と思いますが。
企画調整課長

15

50

12

働型のバッテリーを搭載

内容を伺います。

２，０００円は高額です。 景をナンバーに色がつい

５２

うものに有効活用し、財

26
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30
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クの設立ですが、詳しい

天野

空き家

る努力をせず、２年間の

実施で効果がないという

か結論に達しませんでし

た。研究課題として検討

のは判断が早過ぎると思

います。町長の公約に逆

します。
天野

行していると思いますが。

移動系防災行政無

線機器使用料と移動系防

を利活用したい方を結び

もつながれる、そんな取

地籍調査事業２９

産業観光課長

町の魅力、コアな情報、

今年度の予算書を見ると

予算がついていました。

教育課長

か。

業は中止になったのです

天野

います。

００円、以前から保護者

査委託料６５８万９，０

天野

たいと思います。

やＰＴＡ、町の有識者を

この事業は元

ことで中止しました。

る需要が低下したという

講しました。英検に対す

所に施設を建てるセンタ

に届ける親子方式、別の

校で作ったものを中学校

を建てる自校方式、小学

空き家等対策推進

12

３月定例会

を充填して保護します。

するときに町で補助金を
本工事の金額を伺います。 まちづくり課長

設計が５００万円、 事業内容を伺います。

幹注入が中心となってい
出す考えはありますか。
産業観光課長

者が、業者を頼んで伐採

ます。日大の先生に研究
町長 １本何万円で済む
５００万円以上かかると

恐らく２， を提供したい方と空き家

を行ってもらい検証も行
ものなのか、それも含め

ことだけが英語教育に力

英語検定を受ける

詳しい内容説明をお願い

を入れているという判断

町長

住民と一緒に推進する事

します。

つける仕組みを立ち上げ、 災行政無線回線使用料、

天野

業です。

思います。

今後の対応を考えていき
委託料、斬新な今までに

ナラ枯れ対策事業、 て検証させていただき、

１２０万円、対策箇所は
たいと思っています。

組も英語教育にとっては

観光資源魅力発信

決まっていますか。

総務課長

切り替えができるように

ではなく、ＩＣＴをフル

天野

まちづくり課長

なっていて、こちらを９

必要ではないかと思って

今回導入した

ないパンフレットを作成

のがＭＣＡとＩＰの機器、 活用して例えば外国人と
組織する団体に委託を考

台使用できるようにしま

います。いろいろな方法

住民で

民間との連携も考

天野 以前から提唱して

するということでしたが、 えていますか。

えています。

した。その際の使用料を

をこれから模索し、英語

半島内を
いる、お林内の看板設置

置場所が決まっていれば

天野

リースし、電波使用料が

教育には力を入れていき

産業観光課長
について、
問で早急に設置すると町

説明をお願いします。

２年度にドローンの講習

９台分のものにかかって

パンフレットの部数、配

昨年調査し６本確認しま

長は答弁されましたが、

産業観光課長

万４，０００円の

予算計上します。
岩本
予算に計上されていませ

パンフレットの作成を考

費に

災害対策費、令和

０万円、数年続けてきた
ん。いつ設置しますか。

えています。新たな真鶴

まちづくり課長
協議会等で看板等ルール

ていません。講習だけ受

ム、町のアクティビティ、 ドローンの購入費が入っ

アドベンチャーツーリズ

けてドローンは購入しな

デジタル

海岸線の調査ですか。
お林保全

大の近辺から岩の魚市場
づくりを着手していると

自然、食事等、真鶴らし

横浜国

にかけて行う予定です。

ころです。森林環境譲与

いほかでは体験できない

交えて中学校の給食実施

中学校給食実施調

真鶴港から琴ケ浜

税を活用し年度内年には

英語検定の補助事

岩本

補正等の対応により検討

年度、２年度の２ヵ年継

について検討してきたと

いのでしょうか。

続して行いました。元年

思います。多額な調査委

情報を新たなデジタルパ

度は、中学３年生が対象

で１１６人中、

講、令和２年度は１１５

企画調整課長

総務課長

天野

中学校に設備
産業観光課長

の屋根の修繕が大部分を

ろいろ学びましたが、購

教育課長
海側の岩大橋よりの物揚

占めています。

ー方式。三方針が検討さ

人が受

まちづくり課長

げ場です。延長１０８．

教育に力を入れるとあり

人対象に対し、

るのですか。

託料をかけて何を調査す

します。

改修工事実施設計委託料、 す。

万１，０００円。どこ

人が受

まちづくり課長

天野

ンフレットを考えていま

岩本

高額ですが、本工事の規

ー里海ＢＡＳＥ修繕費、

天野 岩漁港東物揚場の

借料の中に所有権移転、

模と内容の説明をお願い

外灯ＬＥＤ使用賃

４５２万円の説明をお願

します。

真鶴活性化センタ

いします。
年度までを使用料で、そ

３メートルの本体の劣化

入について考えると、ど

れています。それぞれ長

施設Ｂ棟

れ以降は町に移管されま

天野

ました。受講生が多くな

町長の公約で英語

す。

損傷に伴う、特に海中の

ういったものを購入する

ナラ枯れ対策費

青木繁

委託料、仮称空き家バン

東物揚場、 を修繕しますか。

23

17
充填工事、コンクリート

令和５

82

岩地区民有地、山林所有

飛行計画等い

方面はこれからです。

琴ケ浜

方面は、調査終わってい

12

ますか。

75

月の一般質

しました。来年度新たに

岩本

っています。

に直接アンプルを打つ樹

３月定例会

洗い出します。建設費等

短ありますので、課題を
うか。

何を借り上げるのでしょ

９，０００円の借上料は

にどのように啓発活動を

がありません。今後町民

ますが、過去数年は実績

ついては予算化されてい

助金と耐震診断補助金に

上がっています。計画に

計画の中で移転の計画が

町長

えを伺います。

をきたします。町長の考

にお願いを考えています。 址公園の利活用に対し、

地元に住んでいる方など

体に委託を考えています。 のですか。

まちづくり課長

を伺います。

のですか。委託料の内容

提案募集を公募で実施し

のをつくって、話し合い

ですか。協議会みたいな

荒井城

利活用の活動に補

まちづくり課長

をするのに補助金を出す

教育課長

絡めながら候補地の検討

業務としては、窓口での

ます。住民自らの活動で

青木嚴

町民団

についても設計、概算設
については、レンタルで
していきますか。

に入りたいと思います。

対応、真鶴町のＰＲ、ツ

荒井城址公園の利活用の

０００円、毎年計上され

業で真鶴港にある消防第

更生装置借上料

と思います。６６０万円
ていますが、説明をお願

調査委託料が高額過ぎる
も使って三方式を決める

現在、港湾の整備

計もこの調査では洗い出

まちづくり課長

私案ですが消防団の数の

イッターの生活情報等の

活動に補助するものです。

マイクロバス

す予定です。
運用していますので、レ
ページ、広報等で頻繁に

在り方を検討する時期と

真鶴暮らしの発信、物件

海野

三方式は当初から

天野
ンタル料金になります。
強くＰＲしていきます。

考え、トータル的に検討

案内や町案内等を考えて

助するということは、協

ホーム

計が入っているにしても、 天野 町民センター配管

検討されていました。設
万２，
消防施設管理事

します。

います。

津波が発生すると浸水に

ぜて話合いするというこ

委託料ですが、町民を混

に入っていますか。

海野

こに補助するのですか。

のではないのですか。ど

空き家等対策推進

より出動できません。現

とですが、協議会等をつ

１分団の消防ポンプ車は、 海野

いします。

在の場所を早急に移動し

議会みたいなのをつくる

水道管の汚れをマグネッ

日当も３３０万円

ト方式で付着させて汚れ

空調機、

教育課長

コンサル等に

何社か当たりましたが、

今後補

まちづくり課長

海野

会議等

まちづくり課長

は何年リースですか。

用推進補助金

の団体に補助金を出すの

団体や個人から意見のあ

助要綱等を作成していき

くり、そこに委託料払う

生涯学習課長

お林展望公園管

の日当でなく、そこの団

なければ消防活動に支障

た。高い安いというもの
青木嚴

ますが、荒井城址公園の

をキャッチする仕組みの

について、私どもは物差

理事業の中で植栽選定委

が決まっていないため今

体に委託する費用です。

一番安いところを参考に

しを持ち合わせていませ

託料が予算に組まれてい

天野

後検討します。パークゴ

利活用について住民の方

借上料です。

ん。事業の執行に当たっ

ませんが、どうなってい

６３万９，０００円、令

ルフ場を今後管理運営す

荒井城址公園利活

予算化しました。もっと

ては入札となりますが、

ますか。

万２，０００円

なるべく費用対効果が高

和２年度２１１万２，０

るためには同様の経費が

運営方針

００円で、バスが壊れて

必要です。決まりました

から提案募集を公募して

天野

い形で実施したいと思い

産業観光課長

年です。

ます。

いてリースで借りていた

ら予算処置を考えます。

自動車借上料の１

のですが、マイクロバス

生垣設置奨励補

万円。何

高いところ等もありまし

らすると理解できません。 生涯学習課長

というのは民間の考えか

72
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レット作製という説明で
したが、今まで植栽剪定

を維持するということで

を利用できるような環境

すと空き家情報発信事業

れています。この表現で

しくはという言葉を使わ

報発信事業の再稼働、も

事業、もしくは空き家情

肢から委託して検討して

どの説明でも三つの選択

調査委託料ですが、先ほ

高橋

ています。

含めて制度設計も検討し

スに、再稼働という形を

の減ですが、休館日が増

ら計画されている開館日

しています。４月１日か

のに対するコストは理解

その中で借用が必要なも

何回か特別展を計画して、

思います。令和３年度も

特別展が行われてきたと

２万円。今までも様々な

まちづくり課長

タルで流します。内容に

内容をつくり直し、デジ

ンフレットの題材、記載

ことですか。

全く違うイメージという

高橋

も今後考えていきます。

で、必要であれば委託料

は、半年間の計画ですの

産業観光課長

度はできるのですか。

うやり方ができなくて今

高橋

空き家等検索をしていま

ホームページに掲載して、 が、それを入れる考えは

まちづくり課長

と思います。

なにコストはかからない

載せていましたが、そん

売り物件、賃貸借物件を

業者の方が空き家情報や

ジが改修前には、不動産

ありますか。

のではないかと思います

発等、活用も検討できる

消の地産品のメニュー開

施設への配食や、地産地

ういう方が入所している

高齢者や障害者の方、そ

いかと思います。例えば

たいと思っています。開

開館日というものは設け

ー方式を選んだ場合には、 館日だけではなく、予約

教育課長

館日は半減しますが、来

は選びます。今までの繁

ます。ただし、開館の日

教育長

か。

はどの様に考えています

らず観覧者を増やすこと

館日が減ったにもかかわ

の特別展をやるのか。開

いきたいと考えています。 産業観光課長

設置当初

商店街街路灯改修

でしょうか。

が、平成

グリーン

空き家対策推進事

別の町民団体も公
要綱は

実施計画に書かれ

忙期、お客さんの多い日

を中心に開館します。開

14

３月定例会

したが、今までにもデジ
管理委託料の植栽の部分

はまだ稼働する可能性が

いくということですが、

品展示作業等委託料２６

タルパンフレットはあっ
の事業業務は誰がどのよ

あるということですか。

施設の在り方、形態では

えるわけです。多くの方

き家情報発信事業をベー

たはずです。営み美術館
うに行い、予算はどうす

空き家情報発信事業再稼

なく、施設を使ってほか

画書の中に空き家バンク

町が補助していくという

や半島まるごと美術館の
るのですか。

働だけであれば、コスト

東側部分はパークゴルフ

ことを考えています。

事業で、対象となるコン
産業観光課長

はこんなにかからないは

委託料はデジタルパンフ

助するのではなく、町民

テンツをホームページ上
消毒等、必要なメンテナ

万円を一括で補

からの意見を募集したこ

で開示して、近くで見て
ンスを町の職員でやる計

海野

とに対してお金を払うの

もらえば案内する仕組み

意見に対して

ついては今までにないよ

業。空き家等バンクの利

したが、この事業は窓口

場者は半減するかという

に見ていただくためにこ

うな内容を目指していま

活用の仕組みを稼働させ

つくる施設ですので、避

ジの掲載を考えています。 災害時において、給食を

的な案内や、ホームペー

難住民に対する配食セン

と、かなりの部分がそれ

のこともできるのではな

工事ですが、宿中商店街

す。

るということですが、想

ター的なものもできると

でカバーできるのではな

ずです。町のホームペー

の電球部分の撤去という

高橋 お林展望公園の植

定している町民団体は、

高橋

思います。給食に限定せ

いかなと思っています。

までにないということは、 画です。

ことですが、持ち主は誰

栽剪定管理委託料の件で

現在ある空き家等対策協

ていることは、もしくは

ずに、その機能が持つ利

なぜ今までそうい

でどういう目的で撤去を

すが、パークゴルフ場の

別です。 ではなくて、空き家バン

議会と一緒ですか。

ク事業の中に空き家情報

点や欠点を、一つ一つ検

万円なので

して、町が費用を払うの

グリーンのメンテナンス

まちづくり課長

発信事業の再稼働も含ま

す。予算が

産業観光課長

をするかしないかという

高橋

れているということです

予算の範囲内で交付して

は各商店街のものでした

高橋

年ぐらいから

ことですか。

募するのですか。

証して調査を行います。

新たにパ

各商店街から町に移管さ

産業観光課長

まちづくり課長

か。

当初予算

れました。電柱はそのま

のメンテナンス、高木の

これから作成しますが、

高橋

美術館のところで
まちづくり課長

以前行
公募で考えています。
という考えです。

総合計画の実施計

業務委託料特別展借用作
高橋

っていました、空き地空
高橋 パークゴルフ場の

開館日は半減し

ま残し、防犯灯の上部を

小枝取りの委託内容を作

観光資源魅力発信

24

従前は

外し水が入らないように

業員の中で対応していく

高橋

す。

25

例えばセンタ

台の改修工事を行いま

蓋をします。宿浜通りの

50

出するのではなく、いろ

中学校の給食実施

ですか。
一つの
があったと思います。今

50

いろな意見をいただきま

50

芝刈りや

万円を支

る方に申請してもらい、

３月定例会

岩地区集会所、岩ふれあ

付けるようにしています。 区の真崎荘や民俗資料館、

それ以外の時間帯につい

い館、全て含めて、岩地

２％当町は３月１日現在

受け付けるか検討中です。 区の再編検討会を立ち上

てはどういう風に相談を

げたところです。次年度

その通り
板垣

海野

健康福祉課長

が聞くところによると健

に配られた人のタイムラ
天野

康保険証と一体化が順次

以降検討し、できるだけ

令和２年度真鶴町一

委託料、真鶴町と箱根町

あまり良くない中、法人

早い段階で方向性を決め


歳入歳出それぞれ１億

．４％です。

回はタイムラグがひらか
の共同でやるということ

図られていくということ

割が増えている理由と軽

ていきたいと考えていま

っている場合というとこ

の方に読み取り機が備わ

法人が３社ほどありその

については業績が好調な

税務収納課長

は、今月いっぱいにやる

車場にすることについて

海野

保険証に

行委託料が１５５万５，

ろで、切り替える、切り

００円としました。

０００円プラスになって

で

ないような対策はとられ
ですが、分担割合はどう

でこの交付金は交付率の

自動車税が減った理由、

す。 利 用 者 の 安 全 性 等

です。

ていますか。
なっていますか。

上昇に使われるというこ

それと製造たばこで現在

を担保できるかどうか全

グが大分ありました。今

産業観光課長
健康福祉課長

とですか。

タバコをやめている人が

てを含めトータル的に検

般会計補正予算（第

ました商品券の配布につ
については応分負担にな

町民生活課長

多いと思いますが増えた

大体国と同じです

いては、選挙と重なり遅
っています。

ついては随時変更してい

討して行きます。

コールセンターの

くなってしまいました。
公共交通推進事業

理由について伺います。

５号）

４７６７万１，０００円

今回は前回のようなこと
天野

ただくものですが、病院

います。コロナ減による

コロナ禍で景気が

を追加し、予算の総額を

にはならないと考えてい

のコミュニティーバス運

全員賛成

億１，７５４万９，０

ます。
ロナウイルスワクチン接

と理解していいですか。

いていました。その後１

Ｋの三つ４ＤＫ一つが空

く同じ名前になっていま

５５万３，０００円は全

ルセンター委託料１，２

イルスワクチン接種コー

名の減で、合計１万２１

６名の減、子供が８４４

年度対比大人が９，３６

ら１月までの実績で、前

まちづくり課長

４月か

金額になったのですか。

何名プラスでこのような

接種コールセンター、町

コロナウイルスワクチン

方からも出ましたが新型

板垣

ません。

ますが、すぐにではあり

今後普及していくと思い

加しています。

の分で２００万円ほど増

２，０００本ほど増えそ

は本数が昨年に比べ

て い ま す。 製 造 た ば こ

り

台減っており、その

ましては当初の見込みよ

いうことになっています。 です。軽自動車税につき

るとしたら何台入って１

るのですね。駐車場にす

アスファルト、バリカー

ますが、今年度中に表層

旧小松会館下を駐

種コールセンター委託料

ぶんの１３０万円の増額

ＤＫ一つ退去３ＤＫ一つ
すが。

０人の減でこちらが運賃

民からの相談受付時間等

法人税割

減額していますが現在の

プラスということですが、 替えないは本人の希望と

ページの新型コ

前回行い

天野 町営住宅使用料、
天野

入居状況について伺いま
２７０万８，０００円と

入居があり、歳入確定、

健康福祉課長

収入の減に伴う町負担分

分で

万円の減額となっ

の撤去等整備を予定して

青写真は出来てい

います。

海野

出来ているということで

台いくらもらうとか全部
海野

万

大変遅れてい

調定確定を行い減額とな

に記載の方は令和２年度

についてはどうなってい

すか。

老人憩の家は一旦

の増です。

休止との事ですが、建て

ページの方

総務課長

りました。

中に執行する予定の経費

ページの新型コロナウ

天野 ということは今３

当初３Ｄ

ＤＫ二つ、４ＤＫ一つが

を計上し、

ますか。
私が昨日一般質問

戸籍住民基本台帳

板垣

総務課長

先ほど天野議員の

空いているという状況で

は令和３年度分を措置し

替えについて、町はどう

経営するような形は出来

天野

津波ハザ

メート

ルで浸水区域です。岩地

いていますが。では何を

駐車場にすると聞

駐車場として

健康福祉課長

考えているのですか。

ませんので、町有地を貸
令和３年

． ら５時という時間で受け

詳細はこ
等経費で通知カード・個

れから契約をしていきま

健康福祉課長

ました。

人番号カード、現在町の

す。基本的には平日・休

し出すと考えています。

ンターを箱根町と共同で

町民生活課長

その通り

です。

交付率はどのぐらいにな

ードマップが提示され、

１万円の商品券配布につ

やる委託料でよろしいで

健康福祉課長

天野 地域経済応援事業、 したワクチンのコールセ

日も含めて夜間は加算が

いて、昨年度実施の時は

２月１日現在で全国は

海野

っていますか。

64

真崎荘の海抜は

ページ

すか。

85

９０

健康福祉課長

す。

人件費等

１２２万７，０００円を

25

かかりますので、９時か

34

すか。

10

36

36

最初に配られた人と最後

15

34
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の補助は全て賄っていた

イナスして一般財源でプ

健康福祉課長

で通常過疎のソフト分３， 容になっていますか。

企画調整課長

に厳しい上限額を提示さ

ています。その中で柔軟

こに接種班の常駐も考え

が 引 か れ て い ま す。 そ

すでに３回線の電話回線

真鶴１９４７番地

のと

会場の情報センターには

16

３月定例会

も財源としてのあてがな

だける、また前回補助対

使用料、お林展望公園パ

くなったからの減額とい

当然真崎

ークゴルフ場使用料と雑

いのですか。
健康福祉課長

青木嚴 ふるさと応援基
金の積立金が２５０万円

ですか。

ところでも、柔軟に補助

象外経費と言われていた

していただけるというこ

うことです。

番号カード関連事務費等

とで安心しているところ

入として、電気使用料を

交付金は具体的にどのよ

です。

荘も含んだ中での検討会

がその他の分で減額にな

うな内容ですか。

あって、業務委託料や謝

っています。

町民生活課長

表層のアスフ

クゴルフ場等使用料のマ
岩本

通知書・個人番号カード

総務課長

イナス補正は、当初予算

からお林展望公園の運営

関連事務及び認証業務関

先ほども保険証の

です。

ーに電話する前に聞いて

見込額を

通知カード・個人

と比べてパークゴルフ場

費そのものも少なくしな

連事務に要する費用に相

黒岩

御寄付があり、またその
の収入は１７４万円にな

ければ行けないはずで、

当する金額です。

見込んでいて、その部分

他の方でも返礼品は不要
ります。それで減額され

その内訳の中では、会計

になります。

しては、駐車場というこ
という方がいて、寄付額
たのかと思いますが間違

年度職員の報酬の減や期

礼品は減額になっていま

とで以前から話をしてい
は増加していますが、返
いないですか。

黒岩

ァルトとバリカーの整備

て、海野議員の言う通り
礼品委託料は減額してい

末手当の減が含まれ、ト

問題が出ましたが、あく

お林展望公園パー

です。総務課長が駐車場
ます。
産業観光課長

ータルで差し引くと、一

までも強制ではなく個人

岩本

としては貸せないと言う

１７４万円と見込んだも

般財源の負担は１７８万

の意見で保険証の代わり

すが。

話をしたのは、駐車場と
青木嚴 業務委託料の地

のです。コロナによる休

９，０００円追加になっ

にしたい人、したくない

月に大口の

して料金を徴収するとな
域経済応援商品券発行委

場の関係での積算です。

たということでよろしい

コールセンターから始ま
黒岩

黒岩

りますが、コールセンタ
０００円で運営する予算

ント委託料がマイナスに

みたいことなどが相談で

政策課長

ると、条例を作って貸さ
託事業ですが、去年９月

お林展望公園の当

人、自由な形でよいとい

あの場所につきま

なければならず、目的は
に実行された商品券発行

岩本

ですか。

うことですね

その通り

産業観光課長

だ っ た と 思 い ま す。 今

なったということですが、 いて全て国庫補助と聞い

きる対策と周知について

町長

駐車場としても通常の貸
委託事業で、減額補正が

初予算ではその他の財源

その通り

収入が少なかった

地として進めています。
ないのは全ての商品券が

５０４万３，０００円で、 産業観光課長

町民生活課長

青木嚴

数字が固まり、最終的に

回の補正で特定財源から

ていますが、人件費その

公共施設マネジメ

個人番号

一般の町地を貸すという

消費されたという解釈で

一般財源から６５６万６， です。

入、５４１万円から減額

７，１０５件発行し換金

内容としてはどういうこ

２月末に

実際通知が行くと

ことで進めていこうと思

よろしいですか。

４３７万円で、この減額

２９５万７，０００円マ
ラス１７８万９，０００

５００万円が上限となっ

れましたが、三次補正後

はどうなりますか。
た。事業費の確定がこの

円。つまり特定財源の２

ているところを、増額の

の上限額の提示では十分

他も含めて全て最初から
補正に間に合いませんで

９５万７，０００円は使

協議をしましたが認めら

とですか。
した。

用料が少なくなったとの

れなかったため減額する

額したのですか。

青木嚴 先ほど質問が出

お林展望

解釈でよろしいですか。

窪３２６番地

集団接種

総務課長

た真崎荘、一旦中断し岩

企画調整課長

に相談を受け付けていき

健康福祉課長

０万円の部分に関しては

地区のいろいろな施設を

集団接種・個別接種併用

最後まで国が補助する内

ころで払い下げを減額し

総合的に協議会等で検討

ものです。事業費が確定

月補正

ま し た。 質 問 の あ っ た

公園管理経費の財源は、

たいと考えています。

29

当初予算５４

新たに売れた土地は岩ヶ

し、決めたいという話で

で当町が積算している分
です。

32

当初非常

のところ

したから減額というより

21

お林展望公園管理棟店舗

98

したが真崎荘は含まれな

12

率 ． ％で確定しまし

町有土地売払収

12

はどこの土地が売れて減

ワクチン事業につ

黒岩

っています。

をする予定です。

整備しようとしているの

３月定例会

事業は全て減額となって

黒岩

種会場を使用するにあた

使用料、これはどこの接

高橋 予備費の接種会場

ます。

説明でしたが、元々の計

額確定により減額という

施設に保守管理委託料が

の事業費、衛生空調換気

ことですか。次に火葬場

いては、減額補正という

その影響を他のものにつ

高橋

ならないケースというの

て休館日は増えています。 すが、期末手当の対象に

月、緊急事態宣言に伴っ

は、体系が変わり、その

うことはあると思うので

上されているということ

６１万５，０００円が計

ナンバーカードの作成３

黒岩

無く、報酬だけ減るとい 【賛成討論】

げますので、接種会場費

ターを約半年以上借り上
町民生活課長

理由を伺います。

すから皆減です。皆減の

万６，０００円で

ず、残り３ヶ月の２ヶ月

ることは想定されておら

緊急事態宣言が発令され

月補正ではその時点で

形で計上されています。

名の方を雇って体育館を

企画調整課長

当初は５

提供していただきます。

事であれば後ほど資料で

を受けているのだという

結果期末手当だけに影響

回の補正の中で町民全体

とだと考えています。今

ロナ対策こそが重要なこ

暮らしを守るために、コ

るのは、町民の命と健康

最も重要なことと思われ

には反対です。しかし今、

それ以降も１月２

いますが、人数の減やコ
って支払うのですか。

用について対象と判断し
自立分散型エネルギー設

はまるまる休館になって

運営する予定で、その内

に１万円の商品券を配り、

児童生徒就学援助

ロナの問題も関連がある

計上しました。

備等改修工事に伴いまし

いる、その影響は出ない

３名に期末手当が発生す

経済的な援助をし、オキ

私は先ほどのマイ

のか分かりませんが、就

教育課長

高橋 接種会場使用料に

て、今年度実施しません

のですか。

ることを見込んでいまし

シメーターなどの購入、

今回の減額は

名、中学校

小学校の対象者
食について

上が

健康福祉課長

主に給食費、修学旅行費

見合う歳入が計上される

でしたので皆減になって

生涯学習担当課長

た。しかし５名ではなく

情報セン

学援助金の申請条件はど

の企画等に伴う減額補正

ということですか。
います。

を立ち上げる時点では、

コロナの感染を防止する

うなっていますか。

となっています。状況は

健康福祉課長

６名で運営したことによ

ワクチン対策などが盛り

に基づき行っていきます。 今回載っていますか。

円の減額になっています

の接種事業費で補正した

中に執行見込みの予防費

す。上の段が令和２年度

こへ繰越す分の補助金で

庫補助金の３節です。そ

健康福祉課長

いかということです。他

補正が発生するのではな

いのですか。休館に伴っ

伴う人件費への影響はな

期末手当のみ減額になっ

育館施設管理運営事業で

影響を受けられるはずで、 解しておきます。町立体

て使用職員の勤務時間は

ていますが、報酬に影響

の減額が反映されると理

高橋

民健康保険事業特別

令和３年度真鶴町国

貝類博物館運営費

真鶴聖苑

名、給

です。

この先１月２月３月も休

り、時間数の関係で期末

込まれていることを強く

が、性能のダウン、設備

ところです。衛生費国庫

の施設も基本的にそうい

はないということですか。

衛生費国

されている機材、その他

負担金新型コロナウイル

う考え方で、貝類博物館

生涯学習担当課長

０万円としました。

第２分団の消防

が削られたということで

スワクチン接種対策費負

に会計年度任用職員がい

手当の減額については勤

天野

青木繁

総務課長

担金についは、接種費用

るのであれば、報酬に影

務体系が短くなったとい

２６万円。令和２年度は

すか。

減です。
入札で当初見込

仕様は変えて

万

いませんので入札による

の負担金を三本建てで計

響は出なかったのかとい

うことで減額しています。

ポンプ車購入事業で

青木繁

上しています。

うことです。

期末

最終的には決算で

んでいた、町側の予算の

高橋 使用料という形で

億２，００

全員賛成

予算の総額を、歳入歳

出それぞれ

出産育児一時金１

万円の８件で積算

されていましたが、今年

１件
末手当が減り、期末手当

報酬が減るから期

会計（事業勘定）予算

中で契約したらこれだけ

生涯学習担当課長

月補正で行

度は３件ということで、

高橋
抜き出して計上されてい

については

11
だけが減るということは

42

50

そうなってい

いのですか。
総務課長

減額

下がったという解釈でい

るのではなく、歳入に一

12

21

なっています。

補正

４名分の減額、修学旅行

高橋 計上はいつですか、 で講師等の謝礼は減額さ

館になる想定はされてお

手当を支払う必要が無い

重視しまして、賛成討論

12

括計上されているという

高橋

は、中学校３人分の減額

れていますが、コロナ感

らず、減額補正はあげて

方が生じ、ここで減額し

と致します。

その通り

です。必要な援助は規定

染症予防対策での休館に

いません。

ました。

12

３月定例会
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母子手帳

令和３年度真鶴町真
鶴魚座ケープ・真鶴
特別会計予算

入れていただくような協

ます。駐車場料金の収支
産業観光課長

駐車場の

について、どのような形

花等の工

めて行きますか。

議等はしています。現在、 を町は把握していますか。 で指定管理者との話を進
出せるという回答に至っ

産業観光課長

置しない。そこは私の責

任の中でやらせていただ

きたいと思いますし、何

か変更があって、こうい

めない。積立金も納めら

事前に協議をしながら、

いと考えています。

をつくり、進めていきた

した、年間を通しての有

月に一般質問

協定を進めていただくと

か。

せると理解していいです

きりさせた上で皆に知ら

段階で協議をして、はっ

持つということは事前の

黒岩

も協議の中に入れていた

ら頂いています。その点

のかという意見も皆様か

設置している状況でいい

無いのに、大きな看板を

の自然を宣伝する看板が



全員賛成

予算の総額を、歳入歳

認識としては、真鶴半島

駐車場等

目もありますので、町民

18

３月定例会

町民生活課長

を取得された方が３件確
収入は、

作物等は撤去されました。 うことなら良いのではな

月までで５６

ていません。初年度設備

いかという判断が出来れ

賛成多数

８万４，０００円という

計画の段階から協議・申

ば、事前に議員を初め、

認しましたので、今後出
投資等もあり、またコロ

報告を受けています。

請をしてから執行する事

町民から意見を伺う場面


ナ禍による収入等の状況
天野

を徹底します。引き続き

産予定３名を見込んでい
予算の総額を、歳入歳
は厳しいというところで

入があって、黒字が見込

ます。
出それぞれ１，５６０万
すが、引き続き協議は続
けて行きます。今後収支

黒岩

これだけ駐車場収

黒岩
円としました。

を伺います。

然公園の運営に関わるよ

れないということですか。 大きく景観等を変え、自

り口に大きな指定管理者

料駐車場の在り方も併せ

だきたい。観光客、町民

看板の事です。入
産業観光課長

うな事については、関係

現在そう

状況等の報告書が提出さ

いった収支状況を揃えて

天野 真鶴魚座には修繕

町民生活課長

れる見込みですので、そ

料の積立金があります。

ちらと合わせて協議は続

ケープ真鶴はなぜ無いの

世帯 名、３ヵ月

金の協議は進めましたか。 は、駐車場料金で潤って

て、町長には年度協定を

に見ていただきたいもの

進めて行きます。

いると経営者が話をして

町長

は、真鶴半島がどういう

修繕積立金の年次

産業観光課長

進めてもらい、町民、観

管理については、協定に

ものであるかという中身

ともに、

の運用収入・利益等から、 いるという話も聞いてい

光客の利便性が高い施設

基づいて運営していただ

の宣伝を示した看板だと

半島の静かな雰囲気の中

の良さをＰＲする看板が

ケープ真鶴のこと

では、異常な感じがする

や、観光客から「何だあ

優先だと思っています。

０万円拠出、ケープ真鶴

出それぞれ９，８５０万

にしていただきたいと思

いています。協定では、

思います。

算

その後、年度協定に積立

円としました。

います。

施設を丸ごと指定管理の

町長

会計（施設勘定）予算

令和３年度真鶴町下

黒岩

事業者が使える仕組みに

いては、他からも指摘を

出それぞれ３億４，４６

と、様々な意見が寄せら

れは」となるものは、設

ケープ真鶴の指定

水道事業特別会計予

ですが、ハスの花等の電

なっています。もし何か

いただいています。私の

０万円としました。

れました。今後その問題

半島内の看板につ
飾は、２月いっぱいで撤

と十分協議するという項

去したということですが、 変更がある場合には、町

ますと

は、
証は５世帯８名、６ヵ月

の看板があります。また、

けて行きます。

機関の意見等を伺いなが

か令和２年度予算のとき

いるところです。収支状

証は４世帯７名、合計し
天野

松の木にくくりつけられ

に質問しました。ケープ

営業が厳しいというのは

28

43

18
27

全員賛成

予算の総額を、歳入歳

12

いろいろな計画を

ら、決めていきたいと思

真鶴は黒字が見込めない

魚座も同じだと思います。 天野

コロナ禍において、 況により引き続き協議は

世帯 名です。
ので、年度協定で協議し

た看板もあります。半島

令和３年度真鶴町国

ますという答弁でしたが、 魚座の指定管理者は１２

います。

民健康保険事業特別

１ヵ月証

国民健康保険被保

険者証の短期証の発行数

12

その理由を伺います。

３月定例会

ながら、できる限り早く

ますので、そこと並行し

ルール化づくりをしてい

お林協議会等で半島内の

広告物については、公共

議済みです。まず、屋外

公園の看板等について協

屋外広告物の看板と自然

議して、指定管理者とは

だきたいと、申入れはし

もう一度調整させていた

も含めて、トータル的に

うことで、そういうこと

まず見させてほしいとい

り、会社の収支の現状を

に、食品営業の部分から

険は、区分するべきなの

通常の傷害保険や災害保

途のものではないですか。 算の総額を４５０万円と

青木嚴

担するものです。

により保険料の一部を負

事業における歳入歳出決

ものです。介護サービス

億１，８００万円とする

健康福祉課長

ていますか。

合については、どうなっ

用者の１割２割３割の割

負担割合の関係ですが、

１割が５１０人。２割が

黒岩

要支援１、２と介

人です。

保険料を上げたので、増

護の１、２、３、４、５

人。３割が

えたということですが、

のそれぞれを伺います。

介護保険料ですが、

すれば、ごちゃ混ぜにな

段階までの

黒岩

結までには、どういう形

っているようでおかしい

１段階から

食品営業とは別

町の半島をＰＲできる看
の施設を管理するという
ています。年度協定の締

介護保険

板作成をしながら、ケー
ことで対象外です。自然

するものです。

プの指定管理者の看板の
ことも含めて、検討して
になるか未定の部分もあ

と思いますが。
産業観光課長

健康福祉課長

人数は分かりますか。

公園内においても、工作

いきたいと思っています。 物の許可自体は、町に移
りますが、できる限り駐
車場のことも理解いただ

者が入っている主な保険

内の保安林地区に看板を

に問合せましたが、お林

保安林の件について、県

ます。

の協議の進捗状況を伺い

ての有料駐車場のあり方

しましたが、年間を通し

ないで、町が負担してい

て指定管理者が全部賄わ

していないのに、どうし

と少額ですが、町が営業

金額は１万９，０００円

青木嚴

ます。

食品賠償保険の分を負担

議を行っているもので、

ついて、町も負担する協

ですが、そちらの部分に

分は、保険料の

％程度

あり、施設、駐車場の部

魚座の負担金で、 保険。いろいろな項目が

の中身は、食品営業賠償

２３０人、第９段階

段階４２１人、第８段階

第６段階４７２人、第７

１人、第５段階４０１人、 ５、

２３０人、第４段階４２

段階２３５人、第３段階

１段階が４９３人、第２

度予算ベースですが、第

１、１２３名。要介護２、

要支援２、

在で、要支援１、

名。

名。要介護

名。要介護３、

名。要介護

名。事業対象者が

要介護４、

名。

可が必要だという話です。 町長 指定管理者とは駐

設置する場合は、県の許

車場の件で相談させてい

るのですか。

２月末現

看板の件に関して、 管されていますが、申請
許可行為は行われていま

けるように調整して行き

天野
ケープ真鶴指定管理者が
す。

神奈川県の許可を取って

ただきまして、産業観光

第

52

64

60

65

84

人、 れ、介護認定審査会を経

平成

年度に法が改正さ

名です。事業対象者は、

43

27

16

令和３年

立てている看板は保安林
天野

いますか。

しているわけではありま
魚座の指

産業観光課長

県とも協

課長からも回答したとお

産業観光課長

黒岩

黒岩

れるということです。

相当のサービスを受けら

０７５人です。

２００円、年で１，２０

第５段階で１ヵ月
います。１階の駐車場に

０円値上げするという事

人ということで、保険料

１割負担が５１０

令和３年度真鶴町介

を基準にして、第３段階
使用しています。駐車場

は保険事業勘定と介護サ

賛成多数

介護保険事業特別会計

の暮らしをこの保険料の

コロナ禍の中で、高齢者

ですか。

受けられない方はいるの

までは基準になりますが、 の関係で滞納や、利用が
での事故等については、

健康福祉課長

黒岩

値上げは認められません。 ん。

介護保険認定の内訳と利

総合計画の中では、

いくと考えられますので、 を受けている方はいませ

給付制限

値上げが非常に圧迫して
保険事業勘定における

ービス事業勘定に区分す
で、その部分の保険料に

歳入歳出決算の総額を９

それも含めた保険に指定

ついては協議の上、案分

るものです。

や、貸店舗のお客さんも

理者のみで無く、漁業者

護保険事業特別会計

トで判定ができ、要支援

段階１０１人、計３， なくても、チェックリス

71
ついては、２階の指定管

施設等の保険に加入して

１０

40
管理者が入っていますの

予算

せん。

月の一般質問で

の中にあると思います。

10

定管理者は、食品衛生・

12

健康福祉課長

23
指定管理

23

３月定例会
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その通

収入８００万円、支出８， ３７万３，０００円、水

道事業負担金ということ

で湯河原町に支払ってい

０８０件で、達成手段と

が、一番の課題です。４

黒岩

いものと想定されます。

当たり１００円プラス消

４００立米です。１立米

まちづくり課長

委託料及びアセットマネ

電気工作物保安管理業務

天野

も続きます。

令和元

に通われている方、要介
して地域包括センターが

職種が町の中に揃うので

があったからマイナスと

費税です。

委託料の件ですが、

進んでいるのか、状況を

思いますが、どの辺まで

緒だったという事ですが、 の広域化を進めていると

ジメント委託料は幾らに

ています、アセットマネ

ト業務委託料と合算され

り、アセットマネジメン

ジメント業務委託料とあ

伺います。

湯河原町との水道

年です。これから先

護認定に移行したという
直営で運営されているた

あれば直営でやることが

いう意味ですか。それと

岩本

予算で見ると１，７１０

図システム関係を湯河原

と同じシステムで進めて

システム的にはほ

令和２年度真鶴町水

岩本

います。
賛成多数

道事業会計予算

第５日

万１，０００円です。

３月９日

真鶴町お林展望公園

パークゴルフ場運営

全員賛成

継続についての陳情



20

３月定例会

支出２億２，０００万円、 りです。

収入２億３，７４０万円、 まちづくり課長

要素があるのかを伺いま

資本的収入及び支出は、

当町は、弾力的な規定が
あるので、３職種で良く
す。

という意味ですか。違う

社会福祉士か主任ケアマ
町民生活課長

定率の抑制を図っていき
たいと思っています。
ネジャー、看護師、保健

％以下に抑えてい
黒岩 介護予防教室は私

師の３職種を揃えるのが、 者医療保険料については、 ４７５万３，０００円と

しました。

います。５，６２１万円。 ますか。

岩本

まちづくり課長

では

くという計画ですが、基
も参加していて、大変有

広域連合の試算による数
円の増は広域連合からの

年から始まったもので、

る金額ですが、こちらは

地域包括支援事業ですが、 募集していますが、採用

数値によるもので、保険

湯河原町からの受水に対

約

万２，０００

負担金ですが、４

準はどの様になっていま
効な事業だと思っていま
厳しい状況で、ここ３年
値です。

岩本

すか。
す。きめ細かくやってい
職員募集で社会福祉士を

後期高齢

健康福祉課長
ただきたいと思います。
がありません。今後の人

料の改訂は３年ごとに決

する費用、この計算式を

認定率に

ついては、本年２月末で

ただいています。ここ２、 総合計画の実施計画書に
材育成も含め、人事担当

教えて下さい。

あと何年ぐらい残ってい

おいてこのように書いて

まるので、今回が３年目

受水費について伺

あります。目標指標は１， の総務課とも相談しなが

ということで伸び率が低

人は特別な事情がない限
め、相談員が介護申請、

ベストであると思ってい

も全体的に保険料は、一

％、努力をしてい

３年の間でも、当町で実

ら、どう対応していくか

り、一人もいないという
緊急訪問、権利擁護に伴

ます。

日量１

のが実状です。四つの予
う相談の迅速な対応が可

ったと思いますが、どの

なりますか。

歳になる人の数が変わ
ような変化があったのか

まちづくり課長

湯河原

伺います。

何か変わったこと

防介護教室を行っていま

定予算

期高齢者医療特別勘

令和３年度真鶴町後

能であって、ワンストッ
いうことです。近隣の情
がだんだん出来なくなり、

名、密を避けるために２

して

います。

万８，０００円増でした。

ぼ同じになってきたとい

７３８

まちづくり課長

３年度で据置きですので、 ですが、事務事業としま

グループにして、令和２

では、この直営を堅持し

黒岩

増えたものです。

健康福祉課長

歳以上の人の

20

との水道の広域化の関係

全員賛成

予算の総額を、歳入歳

しては湯河原と同じシス

２年度と

民間委託になってきてい

出それぞれ１億４，０２

単純に人数が増えた分と

年度は隔月にやっていた

ていただき、町民の介護

ですが、前年と比べます

町民生活課長

ると聞いています。真鶴

０万円としました。

ものを、利用者の生活リ

の要望に応えてきたいと

予算を立てました。今後

支援センターを運営する

万２，０００円増と

歳入の保険料の件

ズムを保つため、今年度

と

も予防介護教室、特に運

例えば、

29

収益的収入及び支出は、 うことですか。



思いますが、見通しを伺

動、口腔、社会参加、を

ためには、専門職を４職

なっていますが、昨年の

重点的に進めていきたい

種揃える必要があります。 増加がある程度鈍化した

76

地域包括

と思いますので、介護認

29

業会計と調定関係、管網

テムを入れています。企

75

万２，０００円が

60

は毎月実施できるように

ひとつの予防教室は約

ばいけないということで、 報を聞いてみると、直営

の中でも率を下げなけれ

すが、効果は高いと分析

．

施している介護予防教室

29

プの対応が出来ていると

14

をしています。コロナ禍

16

20

介護認定率を令和６年ま

３月定例会

真鶴町議会の議員の
員報酬は決算（

です。
年度）の歳入額の約

定数を定める条例の
一部を改正する条例の制

化を図るべきです。全員

を活発にし、議会の活性

名で構成し、委員会活動
題である人口減少や財政

を実現するため、町の課

が望む将来の真鶴町の姿

改善に取り組むために必
要最低限の人数とすべき

、 協議会の開催が増えてい

ますが全協はあくまで審

％の支出削
です。

、
議の場であり、意思決定

％に過ぎません。約

減のために、町民の多様
を行うことができないの

から

な声を代表し行政を監督

削減されるたびに、町議

にも乱暴です。

定数が

％も削減するのはあまり

なります。議員定数を９

ことで意思決定が可能に

査・検査を行い採決する

し、 そ の 場 で 協 議・ 調

全員賛成

お林展望公園の有効活

査

の制定についての継続調

一部を改正する条例

お林展望公園条例の

  

で、常任委員会を一つに

選の投票率が下がってい

名に削減することを主張

から

ます。議員選挙に対する

用を図ることを目的とし

する議員数を約

2

，

一人分の年間議

（3）

0

定について

名か

賛成多数

議員の定数を「 人」
を「 人」に改める
【反対討論】
黒岩 現状維持の

1 1

名と

２０

11

への逆行です。多様な人

する道を閉ざす民主主義

は町民の声を議会に反映

議論には反対です。削減

から減らすべきだという

減っているから、過疎だ

禍で大変だから、人口が

対です。理由は

コロナ

ら 名に削減するのは反

ってほしい」との要望が

される意見交換の場を持

前に、町民の意見が反映

の方から「定数が決まる

にくくなります。

町民

議会に町民の声が反映し

なぜ

意見が述べられるものの、

定数を一名減とするとの

隣町村の議員定数に絡み、 す。

が減少しているから、近

すべき委員からは、人口

町民の関心が薄くなれば、 してきましたが、

しに伴う、所要の改正で

た管理・運営方法の見直

名が適正な定数で

10

でしょうか。

議会は執

いくことが必要ではない

しながら町を活性化して

の集団の力で町民と協力

らこそ、より豊かな議員

ら集め、こういう時だか

さまざまな職業・階層か

員定数が適正であるかに

するかではなく何名の議

増減あるいは現状維持と

高橋 議員の定数は何名

つべきでした。

応え、必ずその機会を持

です。町民の方の要望に

ませんでした。大変残念

ケートでは定数８名との

員定数に関する町民アン

なお、過去に実施した議

らしていくのでしょうか。

された人口に比例し、減

定する将来人口推定に示

らすのであれば、町の策

もし人口減少を理由に減

拠は示されませんでした。

あるかについて明確な論

行部をチエックすること

よるべきです。常任委員

材、
女性・若者・年配者・ 出されましたが、実現し

10

（5）

つの

つに

分に行使するには、定数

会の調査権、審査権を十

付け加えます。議員定数

意見が最も多かったこと

が任務です。削減して
つの常任委員会を
するのではなく、

については、町民の皆様

2

９名とし、議長を除く８

2 1

常任委員会を堅持すべき
３月定例会
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岩本克美

対

議決結果

反

案

成

議

賛

議案番号

採決者数

令和３年 ３月定例会 審議結果

承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（し尿等運
10 10 0 承 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
搬車両購入事業）
10 9 1 可 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○
議案第１号 第５次真鶴町総合計画基本構想及び前期基本計画
を定めることについて
議案第２号 真鶴町課設置条例の全部を改正する条例の制定について 10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
審議結果

10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
議案第３号 真鶴町職員の給与に関する条例の一部を改正する
条例の制定について
10 9 1 可 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○
議案第４号 真鶴町介護保険条例の一部を改正する条例の制定
について
真鶴町指定地域密着型サービスの事業の人員、設

議案第５号 備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を 10 9 1 可 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○
改正する条例の制定について

真鶴町指定地域密着型介護予防サービスの事業の
人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予
議案第６号 防サービスに係る介護予防のための効果的な支援 10 9 1 可 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○
の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正
する条例の制定について
真鶴町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営
議案第７号 並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため
の効果的な支援の方法に関する基準等を定める条 10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
例の一部を改正する条例の制定について
真鶴町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営

議案第８号 に関する基準等を定める条例の一部を改正する条 10 9 1 可 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○
例の制定について

議案第10号 真鶴町消防団条例の一部を改正する条例の制定について 10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議
10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 長
は
令和２年度真鶴町国民健康保険事業特別会計（事
10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 裁
議案第12号 業勘定）補正予算（第４号）
決
に
令和２年度真鶴町下水道事業特別会計補正予算
10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 加
議案第13号 （第３号）
わ
令和２年度真鶴町介護保険事業特別会計補正予算
10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ り
議案第14号 （第３号）
ま
せ
10
10
0
可
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
議案第15号 令和２年度真鶴町後期高齢者医療特別会計補正予
算（第２号）
ん
令和２年度真鶴町水道事業会計補正予算（第２号）
10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
議案第16号
議案第11号 令和２年度真鶴町一般会計補正予算（第５号）

9 9 0 可 ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第17号 令和３年度真鶴町一般会計予算

10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
議案第18号 令和３年度真鶴町国民健康保険事業特別会計（事
業勘定）予算
10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
議案第19号 令和３年度真鶴町国民健康保険事業特別会計（施
設勘定）予算
議案第20号 令和３年度真鶴町下水道事業特別会計予算

10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第21号 令和３年度真鶴町真鶴魚座・ケープ真鶴特別会計予算 10 8 2 可 ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
議案第22号 令和３年度真鶴町介護保険事業特別会計予算

10 9 1 可 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第23号 令和３年度真鶴町後期高齢者医療特別会計予算

10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第24号 令和３年度真鶴町水道事業会計予算

10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 10 0 採 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
陳情第１号 真鶴町お林展望公園パークゴルフ場の運営継続に
ついて
10 7 3 可 ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○
発委第１号 真鶴町議会の議員の定数を定める条例の一部を改
正する条例の制定について
10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
発委第２号 真鶴町議会会議規則の一部を改正する規則の制定
について
議案第９号 お林展望公園条例の一部を改正する条例の制定について
【採決結果】○ = 賛成
【議決結果】可 = 可決

× = 反対
否 = 否決

退 = 退席
承 = 承認

経済文教常任委員会へ付託

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

継続審査

趣 = 趣旨了承

不 = 不採決
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森

 敦彦
議員

海士町への行政視察つい と想定しています。

０００円で視察経費の総

地 域 公 共 交 通「 町 民 の

母さん方、妊娠中でお腹 方を具体化してまいりま

ワゴン車は、細い道

路まで入れたので、

周辺住民の方にとって

地域公共交通につい は、大変重宝がられたも

ます。

すが、町長の所見を伺い

動手段の復活が望まれま

ワゴン車を使用しての移 おります。

の大きいお母さんのため す。対応方針等を整理し、

４つ目の海士町への行
人で１人あたり８万７，

て。参加人数や、視察費

内容を伺います。

５万個程度減少した

町民の方々は、決し

人口が減れば大型の

バスは不経済です。

今後の方向性につい

ては、一回目の答弁

を伴って外出する若いお 地域公共サービスのあり たいと思います。

っています。また、幼児 捉えながら、求められる 良い方向を模索して参り

にも増して大きな声とな からの検証等、総合的に を総合的に検討し、より

しいという要望は、以前 観光や福祉といった視点 当然出てきます。それら

院といった移動手段が欲 域公共交通機関との連携、で、それには費用の面も

ます。日常の買い物や通 ス・タクシーといった地 望が寄せられていますの

諦める方も増えて来てい る 等 の 課 題 と、 路 線 バ の移動の問題、色々な要

の低下など、車の運転を れる方が不便に感じてい 時間帯の問題や、観光客

され、足腰の衰えや視力 ている方や買い物に行か した。町民からの要望も

の経過とともにお年を召 早いため通勤・通学され で「総合的に」と申しま

ます。町民の方々は年月 地区の路線バス最終便が

ーバスの運行で賄ってい 行できない、また、真鶴

方面路線はコミュニティ スが道幅の狭い場所を運 うのですが。

半島上道、みさき自治会 ュニティーバスや路線バ いた運航がしやすいと思

れなくなった岩路線や、 ております。現在のコミ 道路も入れるし、行き届

行が一社に減り、運航さ 可能性を探りたいと考え 小型のワゴン車なら狭い

間バス会社の路線バス運 復活」を含め、あらゆる

ようになっています。民 を使用しての移動手段の

ティーバスが運行される そ の た め、「 旧 ワ ゴ ン 車 ぐわないと感じます。

ティー号によるコミュニ 充実」を掲げています。 望んでいるシステムにそ

いました。廃止後にマナ るコミュニティーバスの と思います。町民の方が

巡るバス運行が行われて 齢者の外出をサポートす て便利だと感じていない

車を使用して町内を になる町」に向けて、「高

現在のままですと、

ては、私の公約にお のでした。

年ほど前、ワゴン い て も、「 高 齢 者 が 元 気

足」整備計画を

の損失額を想定して

２００万円。２００

者に実際に生産・水

額２億円余りをすで

問

察費用の財源内訳と視察

の移動手段としても、旧 進めて参りたいと考えて

岩本 克美

議員

の１人あたりの金額、視 政視察は、合計５回延べ

一 般 質 問

その損失額を伺いま

年度から令 円です。

１つ目の事業の総額 額は２００万６，０８８
は平成

１８０万７，７２２円で

岩ガキ事業化補助事業に 和２年度までは２億４，
ついて
１，３２０万円程度

岩ガキの名称も「鶴 地方創生推進交付金と県 す。
宝（ か く ほ う ）
」 と 補助金で１億４８３９万

決まり、今後は、本格出 ８６８０円で、一般財源
海士町への視察費が

荷を待つ段階にきている が９３４０万９０４２円 います。
次に２つ目の水揚げか

と思いますが、販売に至 です。

月 ら販売までに要する日数 万円もの税金が使われま

るまでの課題が未だ多く
残っています。昨年

出荷販売予定の事業

会で台風等の影響も含め しています。３つ目の販 がありましたか。
た事業の概要説明があり 売ルート先と１個あたり
ましたが、この一般質問 の販売単価と予想してい

の場で、私が議員になる る利益率については、販 揚げ、磨きの工程を体験
岩ガキ事業には、総

前の事も含めて伺います。 売については、新たに立 してもらいました。
１つ目として、今まで ち上げた地域商社が卸売
に町の岩ガキ事業に充て りを中心に行い、Ｍサイ

万個出 に１，３２０万円もの多

た事業費の総額とその財 ズで１個４００円程度で に使っています。出荷前
源 の 内 訳。 ２ つ 目 と し 利益率は、当初

て、水揚げから販売する 荷を予定していましたが、額な損失が出ていますの
ま で の 洗 浄 を 含 め た 日 種苗管理が計画通りにい で、 そ の こ と も 踏 ま え
．３％ を経営感覚を持って、サ

数。３つ目として、販売 かず５万個程度減少する て、町長には、地域商社
ルート先の具体的な内容 ので、マイナス

と、１個あたりの販売単 と見込まれるため、令和 ポートしていただきたい。
価と予想している利益率 ３年度は国庫補助金や町

10

27

について、４つ目として 補助金を投入し３．６％

問

答

９日に経済文教常任委員 は、２日を要すると想定 したが、どのような成果

12

答

問

答

問

答

23

問
答
問
答

問
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天野 雅樹
議員

避難所がきちんと運

営され、最低限の避

っていても、避難所にた

避難介助ツールとして、どり着けない人は利用で

車いす、担架、リヤカー きないので、避難そのも

年に起きた

ていますが、緊急避難が 策定することが必要です。

大規模災害発生時におけ 等を町防災倉庫に備蓄し のに関する計画を早急に
る避難態勢について

大規模災害のうち、 必要となる津波災害時の 当町で平成

町民の生命に最も影 活用は困難なので、各自 防犯パトロール時の死亡

響があると想定されるの 治会防災倉庫や避難行動 事故の原因に「不明者発

が 巨 大 地 震 に 伴 う 津 波 要支援者のお宅に準備す 生時の対応方法なし、防

で、中でも相模トラフ地 る等の検討を進めます。 犯活動ルールなし」等が

大きな揺れを感じたら 挙げられていますが、ま

．５ｍ、最大津 迷わず高い所に避難する、さにリスクに対する備え

震では、真鶴港海岸最大
津波高

． ７ ず町民に最短の避難ルー 事故の原因であり、平時

波到達時間３分、岩漁港 健常者、要支援者を問わ が十分でなかったことが
海岸最大津波高

ｍ、最大津波到達時間３ トを考え準備いただける の活動で起こり得るリス
㎝

真鶴町地域防災計画 きなリスクになるとの認

分と予測されています。 よう働きかけていきます。クは、緊急時にはより大
また、津波浸水深

で死者が出始め、１ｍで

に避難計画の記載は 識を持ち、早急に計画を

避難介助ツールを配備

ほぼ全員が死亡するとさ ありますが、緊急避難に 策定してください。

れており、津波が１ｍに 関 す る 記 述 は わ ず か で

到着するまでに高台への す。津波避難計画の策定 している施設が津波浸水

避難が必要であり、命を 状況はどうなっています 想定域内といったケース

はありませんか。

町の防災倉庫は区域

外ですが、自治会の

要支援者以外の方につ 防災倉庫のどこに何が入

検討中です。

詳細についてはまだ

守るためには速やかな避 か。
難が何より重要です。
歳以上の高齢者

津波浸水想定区域内
の

のみの世帯や要介護認定 いても避難保護の検討が っているかを正確に把握

者等、災害時に自力避難 必要であり、津波に関す していないので、自治会

が困難な「避難行動要支 る教育や訓練に関しても と確認します。

24

一般質問

援者」について、民生委 併せて検討します。

員、児童委員、自治会、

国や県へ財源措置を引き は、町公式ホームページ、
続き要望していきます。 お知らせメール配信、自

の町民への周知は、

計画策定を進めます。

老人クラブ、役場等が連

感染予防策、支援策

今後行われるワクチ 治会回覧等、随時情報配

高橋  敦

議員

携し、避難に関する個別 難生活が出来る環境が整

一 般 質 問

ン接種をどのように 信します。

行いますか。
医師、看護師、薬剤
師、保健師などの医 ２・３月発行の町広報誌

新型コロナウイルス感染 療従事者の確保が課題と に全く掲載されていませ
なっており医師、看護師 ん。町民が情報難民にな

性を生かし、介護予

27

症の町の対応について
飲食店以外の町内事 は会計年度任用職員の募 ってしまう懸念がありま
小田原医師会、医師会真 染症に伴う各種支援策や

業者に対しての支援 集を随時行うとともに、 す。新型コロナウイル感

策はありますか。
町内店舗で使用可能 鶴班、小田原薬剤師会と 支援金は国、県から出さ
な１万円分商品券の 人材確保に向け調整をし れていますが、真鶴町は
歳以上の接 県内トップクラスの高齢

種については、医師の確 率。情報の多くはネット

配布事業を計画していま ています。
す。

一般町民に対しての 保ができれば、情報セン 上で配信されています。
し、週６日、集団接種し い高齢者もたくさんいる

経済的支援は考えて ターを診療所として開設 ネット環境に慣れていな

いますか。

幼稚園・小学校・中 ながら町内２つの医療機 とおもいます。生活に困
学校に通うお子さん 関での個別接種の併用を っている町民や事業活動

のいる子育て世代の保護 考えています。また、接 に影響が出ている事業者
者に対する給食費の全額 種券については、国の指 に対する支援策や感染予
公費負担を令和２年度の 示に従い対象者に発送し、防策などをもっと積極的
高齢者の多い町の特

事業として行っておりま 受付に関しては自宅でパ に周知して下さい。
すが、一般町民に対して ソコンで予約する方法と、
の経済的支援を実施する 箱根町と共同でコールセ

問

答

ためには、財源の確保が ンターを設置し、町民か 防教室、老人クラブで、
必要であり、町単独での らの質問や相談を含めて 現状について個々に説明
執行は町の財政基盤の維 対応します。また、未確 し新しい有効な事があれ
持に大きく影響が生じる 定の情報提供は、ワクチ ば、速やかに情報発信を
ことがあります。財源の ンの有効性を含めて混乱 していきます。

問

答

問
答

確保に努めるとともに、 を招くので確定した情報

14

30

問
答

16

65

65

問

答

問
答
問
答

黒岩 範子
議員

子どもを対象に国民健康
保険税の均等割りの減免
実施を

コロナ対策について でつないできたが、この

者施設入居者や職員
コロナの影響で町民 めたＰＣＲ検査を行う費

中学生を視野に入れ め細かく対応しています。に対し検体プール法も含

ながら、財政調整基金を
財源とすることを考慮し、

の生活が苦しくなっ 用の補助が今後予定され

５割軽減を令和３年度か ている実態が示されまし ています。
ら前向きにスピード感を た。ご商売をやっている
持って検討していきます。方から「今迄給付金など

総務民生常任委員会

に、町長はじめ議長・副

議長・総務民生常任委員

日

経済文教常任委員会

２月

委員会を開催し次の議

長が出席、士気高揚に努

めました。

月３日

真崎荘建替えについて

題の報告を受け審査をし

採石場跡地埋め戻し事

委員長

岩本克美

の報告を受けました。




令和３年度お林展

令和３年度真鶴町

令和３年度真鶴町

委員長

について

森

敦彦

立遠藤貝類博物館の運営

③

について

立中川一政美術館の運営

②

望公園の運営について

①

ました。

２月９日

旧採石場跡地利用計画

真崎荘の建替は、津波

区集会所を含め、次年度

業に基づき、県関係所管

について

以降で検討することとな

との協議により、埋め戻

日

間特別警戒の陣中見舞い

の実施にあわせ、歳末夜

全国一斉火災予防運動

中見舞い

消防団歳末特別警戒陣

月

告を受けました。

め募集を停止する旨の報

険商品販売を中止したた

取扱損保会社が傷害保

の停止

町民交通傷害保険募集

正が行われました。

右記と同様に追加・修

第８期介護保険事業計画

高齢者保健福祉計画・

した。

の追加・修正が行われま

わ」の理念のもと、計画

「ともに生きるかなが

計画について

及び第２期障がい児福祉

第６期障がい福祉計画、 し計画の届け出を行う旨

りました。

ため、民族資料館・岩地

被害想定区域内に存する

委員会等報告

委員会等報告

15

伺います。コロナの ３月が年度末で、事業の

影響で生じた健康上や生 廃業や休業を考えてしま
活上で町に持ち込まれた う」という訴えがありま
相談にはどのような内容 した。一人親世帯などや
援策を求めます。同時に

があり、どう対応してい 中小事業者に町独自の支
ますか。
健康福祉課での、令 県や国にも支援を要請し
昨年から町への申し入

和２年２月から３年 てください。

２月までのコロナが起因

政府は来年４月から していると思われる相談 れや一般質問で取り上げ
未就学児にかかる国 件数は２０９件。内訳は、てきましたが、町立診療
件、虐待事 れ、診療・抗原検査もで

民健康保険税の均等割額 経済的相談が１２９件、 所 に 発 熱 外 来 が 完 備 さ
の５割を軽減する方向で 一般相談が

す。昨年３月の定例会で 案が９件です。要因はご きるようになったことは

歳以上の高

今後は、ワクチンと同

私は子育て世代の負担軽 自身の心の問題、家庭内 大きな前進です。
減を支援する立場から、 で の ト ラ ブ ル な ど 複 合

才以下の子供を対象に 化・複雑化しており、複 時に一般の

来年を待たずに、
直ちに、 ンクや社会福祉協議会の 要請すべきではないでし

いとの回答を得ました。 金の貸し付け、フードバ べきであり、県や国にも

財源とし検討していきた 社会福祉協議会の生活資 ように町としても補助す

し、財政調整基金などを ます。生活保護の申請や ＣＲ検査が無料でできる

りの減免をすべきと質問 方と連携して対応してい 入居者や職員に対し、Ｐ

国民健康保険税の均等割 数の関係機関や多職種の 齢者や高齢者施設などの

65

神奈川県では、高齢

均等割りの減免の実現を 食糧支援ネットワークな ょうか。
求め、見解を伺います。 どを通じ、相談者が孤立
未就学児・小学生・ することのないようにき

答

一般質問

25

28

７１

12

問
答
問

12

問
１８

答
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地方創生等検討特別委員会

日

真鶴町議会議員定数
調査特別委員会

業の効果検証及び令和３

町議会は昨年

月町議

内で行うことに決定しま

第５次真鶴町総合計画
１月

日

第５次真鶴町総合計画

の大きな影響はないとし

割合はわずかで町財政へ

酬などが町財政に占める

一問一答方式とする。議

弁を求め、２回目以降は、（案）について

時は、全項目を述べて答

については、初めの質問

計画実施計画（案）につ

令和３年度真鶴町総合

第５次真鶴町総合計画

２月９日

現状維持とする議員が１

員一人当たりの質問時間

計画・第８期介護保険事

真鶴町高齢者保健福祉

その他

第２期真鶴町まち・ひ

いて

と・しごと創生・人口ビ

業計画の改定について

災害対策基本法に基づ

ジョン（案）及び総合戦

略（案）について

く避難行動要支援者要援

いて

２月

日

護者名簿の登録状況につ

日

２月

令和３年度真鶴町総合

計画実施計画について

人口ビジョン・創生総

て

議長

青木

健

町長からの質問につい

令和３年度第１回議会



合戦略について

定例会への提出予定議案

関係について

機構改革について

真鶴町消防団条例の一

部改正について

真鶴町一般会計補正予

算案の概要について

令和３年度当初予算案

の概要について

26

委員会等報告

分以

ようにすべきと考え、議
した。

は、答弁を含めて

員間討議にのぞみました
決定事項

民にしっかり説明できる

が、十分であったとは考

機構改革に伴う議会委

１月 日・２月９日・２
えていません。出来得る

員会条例の改正は、課設

・令和２年度過疎対策事
ならば全会一致で議会の

置条例の全部を改正する

月 日の計３回開催し次
総意として町民に説明で

条例の附則で、委員会条

業の効果検証及び令和３

きる形を目指したかった

例の一部改正を執行部に

のような結果となりまし

ですが、しかしながら、

依頼することになりまし

年度過疎対策事業

会の活動や町財政、社会
この９月に次期町議選が

た。

年度地方創生事業につい
情勢などを踏まえた適正

た。

・令和２年度地方創生事

て協議を行いました。

迫る中、一つの結論を出

敦

当初予算の審議は、予

定数の検討をするため、

委員長 高橋

現状

すに至りました。

算審査特別委員会を設置

議会議員定数調査特別委

名に決

せず本会議で行うことに

人を１名減の

定いたしました。

員会を設置しました。議
論を重ねる中で人口減少

嚴

なりました。
青木

真鶴町議会議員定数調査

委員長

議会全員協議会

月９日

協議をしました。

次のとおり報告を受け



や町財政が厳しい中、町

俊一

特別委員会
田中

自体の規模縮小と議員同
議会の役割維持を考慮し
１減とする議員が７名。

２月９日

議会運営委員会

動の一つである各委員会

新型コロナウィルス感染

ここ２年半の間、議員活
の回数を鑑みると議会の

症拡大に伴う議会対応

分を目安に休憩し、

議場の換気については、 （案）について

一つは、議場関係で、

活性化の視点で、現状の
２常任委員会を統合して

12

次に、「一般質問関係」 （案）について

分程度換気を行います。

12

合理性を高めるなどの必
要性を考慮し２減とする
議員が２名。多様性の確

10
名。当委員会に於いて町

保、町議１人当たりの報

30

22

17

30

士で十分に議論するため

10

 委員長

11

12

17

12

15

２月

委員会等報告
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青 木 健

田

垣

出
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青 木 繁

板

1
5

議長はすべての委員会に出席します

2

2
3

健

2

2

2

青木

1

繁

1

2

青木

2
3

1

1
5

海野弘幸

2

3

青 木 嚴

委員会への出席・傍聴

湯河原町真鶴町衛生組合議会定例会
大掃除
12月
例月出納検査
消防団歳末特別警戒陣中見舞
真鶴町賀詞交歓会
１月
小田原青年会議所賀詞交歓会
２月 例月出納検査

板垣由美子

2

森
本

月

田中俊一

5

岩

諸般の報告（12月〜2月）

1

3
1

1

橋

5

1
5

2

高

全員協議会

1
4

嚴

1

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

2

2

岩

2

2

黒

議会広報特別委員会

1
2

3
1

2
3

2

野

1

1

2

天

地方創生等検討特別委員会

3
1

2
3

2
2

敦

3

2
3

2

高橋

経済文教常任委員会

2

黒岩範子

2

2
2

天野雅樹

総務民生常任委員会

出席
傍聴
出席
傍聴
出席
傍聴
出席
傍聴
出席
傍聴
出席
傍聴
出席
傍聴

敦彦

2

森

議会運営委員会

岩本克美

委員会

出・傍

開催日数

各議員の委員会等への出席・傍聴（令和２年12月～令和３年２月）※１白枠は出席対象
※２傍聴は自由です。

出

出
出

出
出

出

出

出
出
出

出

真鶴町議会委員会構成表

諸般の報告

議長
委員会名

真鶴町議会委員会構成表
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青木

委員長

健

副議長

田中

俊一

令和２年３月３日

副委員長

委員
嚴
弘幸

田中
青木

俊一
健

天野 雅樹
板垣由美子

田中
青木

俊一
繁

板垣由美子

森
高橋

敦彦
敦

天野
海野

雅樹
弘幸

弘幸

青木

天野 雅樹
板垣由美子

青木

嚴

天野

雅樹

板垣由美子

岩本
黒岩

森

敦彦

地方創生等検討
特別委員会

高橋

敦

森

岩本 克美
青木
嚴
板垣由美子

黒岩
田中

範子
俊一

監査委員

高橋

敦

森
青木

田中
青木

俊一
健

総務民生常任委員会

岩本

克美

黒岩

範子

経済文教常任委員会

森

敦彦

高橋

敦

議会運営委員会

青木

嚴

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

海野

議会広報特別委員会

繁

敦彦

湯河原町真鶴町
衛生組合議会議員

青木
海野

克美
範子

敦彦
繁

2021年６月1日発行

Vol.71
議会だより まなづる

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。
①傍聴人数を制限する。（先着 名）
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 。

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

⑤一定時間ごと に 換 気 す る 。

※体調の優れな い 方 は 傍 聴 を ご 遠 慮 く だ さ い

検索

公式チャンネル真鶴町

10

町の木「楠」

町の鳥「イソヒヨドリ」

議会を傍聴してみませんか

次の議会は
定例会６月３日㈭４日㈮11日㈮
の予定です。

詳細日程は町ＨＰで
ご確認下さい

雅 樹
由美子
克 美
敦 彦
範 子

28

