2017年12月1日発行

修センターの工事で、車

アフリー工事は琴ヶ浜研

総務課長 公有財産バリ

どうなっているのか？

ターのバリアフリー化は

処理した。

教育課長 入館料として

のか？

らない。どうなっている

ているが歳入では見当た

５万円は、歳出には載っ

コンサート演奏者謝礼

村田 中川一政美術館の

いため、日中に使用する

検討したが、海岸から近

もたちの交流会について

教育課長 海と山の子ど

に使うのか？

黒岩 海の子山の子研修

現在までに使ったのは

万円が適正かどうかとい

企画調整課長 ３億２千

思うがどうか？

を取り崩して使うべきと

う現実の中で、その一部

首長等を呼んだ懇親会だ。 すぎる国保料であるとい

貴船まつりの時に近隣の

うと、もう少し積んでも

門家の意見を取り入れた

Ｒできるかを主眼に、専

のように、駅に貼ってＰ

じて、そのイベントがど

産業観光課長 １年を通

で決め発注するのか？

二見 デザインは執行部

作成するというもの。

年間を通じて行うイベ

椅子でも上がれるように
村田 中川一政美術館の

のであれば速やかに避難

か考える必要があるので

するためのスロープ工
発展・入館者増加のため

定したい。

事と駐車場に障がい者用
にも、コンサートの評判

全員賛成
作ったので、精査し検討

ハートビル法の施行前に

字ブロックについては

コミュニティ真鶴の点

た。

かったのか？

子と机は１００脚買わな

ター備品購入費の中で椅

黒岩

教育課長 美術館は絵画

回とかやったらどうか？

が良いので、例えば年４

回、 年度の決算等で計

検討する。

踏まえ、今後については

センターの整備の状況を

再来年については研修

と同じ状況で行なった。

教育長 今年度は無理に

した。

ベントをやる場ではない。 今回は使用しないと決定

を鑑賞する場で音楽のイ

３億２千円万近くになる

目的として行なっている。 そこを使わずに、今まで

絵を見ていただく事を主

ということか？

が１００脚ということで、 黒岩 財政調整基金は今

総務課長 机が 、椅子

企画調整課長 その予定

とになると小学生がすぐ

できるが、宿泊を伴うこ

ことを広報したらどうか

れだけ多くの祭りがある

議する中で、真鶴にはこ

産業観光課長 ＪＲと協

つりのポスターか？

ター製作委託料は貴船ま

二見

積みたいというのが財政

５億、 億ぐらいまで

えない。

等が起きたら十分とはい

模の１割では、もし災害

正予算で言うと、財政規

か？

黒岩 いくらが適正なの

ている。

めたものだ。

びデータでの提供料を含

スター１００枚の製作及

産業観光課長 Ｂ版のポ

だけか？

費を含まずにデザイン料

光吉 製作委託料は印刷

聞きながら決めている。

らい、複数の人の意見を

担当課長としての考えだ。 し、関係者に参加しても

といったところを考慮し、 企画調整課長 今回の補

着がえて行動に移れるか

と言う話が出たので、例

りのポスターは別に作成

産業観光課長 貴船まつ

したらどうか？

ちょっと違うので元に戻

スターなのに、今年は

階段をおりる勢いあるポ

ターはいつも１日目の

二見 貴船まつりのポス

中で決める。

特に国保の問題では高

平成 年度全会計の決
したい。

黒岩 利用計画はこれか

だ。

えば、しだれ桜・豊漁豊

ントを１枚のポスターで

９月定例会は、補正予

ポールサイン等を付け、

良いのではないかと思っ

はないか。

算・決算の認定・条例の

障がい者専用駐車場を作

る予定は また町民セン

制定等の審議が行なわれ

るものだ。

算を審査する決算審査特
教育課長 町民センター

らだというが実際に使用

黒岩 財政調整基金を積

光吉 町民センター施設

（第２号）

を行ったのか コミュニ

リー工事はどこの場所

村田 公有財産バリアフ

５万８千円とした。

予算の総額を 億２５３

５６１１万円を追加し、

歳入歳出それぞれ１億

賛成多数

一般会計補正予算

平成

ついて

別委員会を委員数８名で
地下の入り口の部分の段

されているのか？

作祭、当然貴船祭りも含
ティ真鶴の視覚障がい者

琴ヶ浜研修セン

入札による執行残があっ

真鶴まつりポス

10

多くの町民に中川氏の

設置した。

差については確認して修

総務課長 用途変更等も

み立てるのは良いが、財

める。

29

用点字ブロックを改修す

28

管理経費修繕料の内容

デザイナーが何案か出

している。

繕指導をする。

済み、使える状況になっ

政が厳しいなかで福祉と

32

?

34

年度真鶴町

たので、来年の始には策

定例会開催

決算審査特別委員会

?

た。

設置に関する決議に

８月 日〜９月８日

6
月
定
例
会

29

28

2

議会だより まなづる Vol.57

備品購入費１０７万１千

光吉 情報センター費の

繕料だ。

がい者用トイレのドア修

の１階と３階にある、障

教育課長 町民センター

は？

５９２号線の地質業務だ。 総額を 億４０９７万５

址公園の裏で町道真第

まちづくり課長 荒井城

アは？

４７０万円の委託のエリ

持管理事業の調査委託料

青木繁 土木費の道路維

金額を検討し、設定する。

７千円を追加し、予算の

歳入歳出に８２７７万

算（第１号）
全員賛成

会計（事業勘定）補正予

民健康保険事業特別

平成 年度真鶴町国

額を２１０９万１千円と

千円を追加し、予算の総

歳入歳出に５６１万４

会計補正予算（第２号）

座・ケープ真鶴特別

平成

全員賛成

ここは教育委員会の管理

の上に貝類博物館を建て、 で、観光客に悪い雰囲気

で産業観光課の管理、そ

町長 ケープは観光施設

部分なので、わざわざ見

入って見えるのは、先の

することは、たやすいの

町長 ガラスをきれいに

イアウトを考えたらどう

スターをつくるなど、レ

２台とノート型２台、使
してもらってもすぐに穴

長坂橋は前にも大改修

算（第１号）

会計（施設勘定）補正予

民健康保険事業特別

平成 年度真鶴町国

使うような仮設用テント

ベキュー場は、運動会で

村田 ケープ真鶴のバー

ト等の評判は良い。

産業観光課長 アンケー

どうなっているか？

村田 足湯の利用状況は

した。

か？

は予算に含まれていない

階の窓の修繕や飾りつけ

岩本 魚座の道路側の２

きない。

め話し合わないと解決で

教育委員会と利用者を集

で、一度、産業観光課と

護保険事業特別会計

平成 年度真鶴町介

りをしていく。

を与えないような姿づく

年度真鶴魚

円の、プロジェクター・
青木繁 町道真第 号の

用目的は会議室・住民サ
があき、近隣の住民が不

なければ見えないと思う。 か？

スクリーン・パソコンの

ポートコーナー・映像
安で怖いと言っているが、

29

ホールでの使用者に貸出

29

千円とした。

歳入歳出に 万３千円

全員賛成

てどのように考えるか？

もったいないが、町とし

であるため景観を壊して

岩本 窓が大きいので、

があれば考える。

えていないが、執行残等

産業観光課長 今回は考

るほど、扶助する対象者

で

村田 家族介護支援事業

円とした。

額を８億８２３２万４千

５千円を追加し予算の総

長坂橋を簡易舗装で穴埋

を追加し、予算の総額を

例えば観光客に見やすい

各台数と使用目的は？

９２４１万３千円とした。 産業観光課長 ケープ真

ようにすると相当予算が

めをしてもらったがその

町長 荒井城址公園のほ

鶴が指定管理に移行し繰

分は含まれていない。

うは特に道路が陥没して

越金もでているので、指

企画調整課長 パソコン

２階の受付に置き無料で

いるので、至急やらなけ

光吉 プロジェクターと

が出来次第使用できる。

正予算が認められ、準備

企画調整課長 今回の補

こから直していくのか、

この橋梁が悪いのか、ど

を調査しているので、ど

ちづくり課で全ての橋梁

岩の橋については、ま

水道事業特別会計補

平成 年度真鶴町下

上げを出してもらわなけ

定管理者もそれなりに売

かかる。

が増えているのか 当初、

先端部分では行なって

がらない。

れば地域の活性化につな

案事項だが、運営状況を

活させたいというのは懸

産業観光課長 水槽を復

きるか？

入り２名の追加があった。

は３名で措置、 年度に

健康福祉課長 当初予算

か？

予想された範囲の増加率

歳入歳出に１０８万６

いないのでバランスをみ

全員賛成
その辺も含め調査したい。 千円を追加し、予算の総

村田 扶助を必要として
円とした。

ながら今後検討していく。 勘案しながら考える。

次年度の予算に反映で

スクリーンはいくらか？

?
もったいないと思うが？

て目に入ったら景観上、

ところで、足湯に入っ

村田 景観がすばらしい

の壁のように、大きなポ

か、ガラスの面に商工会

ガラスをきれいに飾ると

使っていないので、窓

岩本 今は、水槽として

ので、在宅で支援されて

費の該当は介護４以上な

健康福祉課長 当該扶助

けではないのか？

いる人が急増しているわ

産業観光課長

足湯に

29

正予算（第１号）

企画調整課長 合わせて

17

70

額を２億３７６４万１千

29

し用の備品として配置し、 その点はどうか？
貸し出す。
ればならない。

万５千円も追加す

光吉 ノート型のパソコ

歳入歳出に４７２２万

全員賛成

補正予算（第１号）

29

ンはいつから使えるか？

についてはタブレット型

15

29

1

約 万円で、大型のディ
スプレーはディスプレー
で貸し出し、プロジェク
ターとスクリーンはスク
リーンで貸し出す。
１回の使用料は適正な

3

30

9
月
定
例
会

2017年12月1日発行

監査委員より、平成
産業観光課長 保険料は

りに進んでいるのか？

いった内容で、計画どお

号の事だと思うが、どう

料負担金は、おさかな

ば認定する時もある。

認知傾向にある方であれ

支援していきたい。

生活している時間が長い、

絡先がない、１人で日中

当の方でも、日中に連

費の抑制につながるので、

今後在宅の場合は給付 監査報告

いる実数は少ない。

年度一般会計他、６特別
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教育課長 受給者は 年

額を１億１９２４万円と 十分との報告があった。

千円を追加し、予算の総 類等の整理保管の対応も

ム委託料は、高齢化の中

暮らし高齢者緊急システ

祉サービス事業、ひとり
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【歳出】

くなるのは何故か？
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る。

受注件数は増加傾向にあ

ん検診は、胃がん・大

健康福祉課長 当町のが

特徴点は？

少なくなっている理由と

ん検診委託料が昨年より

や生徒会費等の中で、Ｐ

黒岩 以前、ＰＴＡ会費

なった。

受診者支援が１名減と

準要保護が１名増、特別

で 件の利用者があった。 脱退する方も増え、動け

年々増加傾向で、３月末

健康福祉課長 委託料は

か？

なる状況で高齢化に伴い

剪定が多く、体がきつく

刈り、器具を使う草木の

クーポンを発行しなかっ
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大腸がんは 年度より
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生が高校に入るための支

黒岩 奨学金事業は中学

教育課長 除外している。
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ている。

るので、審査して認定し
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使い道は食材の補助を

からの補助は１４５円だ。
の収入未済額よりもずっ

がっているが、町税全体

町民生活課長 特定健診

は何か？

して通知する。

覚してもらう意味で継続

黒岩 生活習慣病事業の

のトイレ改修は、職員と

の対象者、 歳以上の国

生徒のトイレが洋式にな
と多くなっている。

取り組み内容は？

析すると、重症化して医

当町の国保データを分

た。

参加者に体験してもらっ

るにはどうしたらよいか、

き、手洗いを徹底してや

ついて専門の看護師を招

中心に、栄養士が計画的

保加入者が減少し、受診

て取れるので、特定健診

納繰越分の調定額よりも、 療機関にかかる傾向が見

税務収納課長 町税の滞

の受診率向上に努めてい

り、全部終了したのか？

不能欠損額は段々増え

町民生活課長

黒岩 ①厳しい町財政の

国民健康保険税の滞納繰

く。

に献立等を立て、その中

率は上がったものの受診

福祉大会で、感染予防に

残っているのは校舎外、
中、（仮称）琴ヶ浜研

越分の調定額がかなり上

教育課長 残っているト

ているが、滞納が多く

者数は下がった。

年度は

なっている事についての

体育館に付随するトイレ
修センターを２千４百万

回っている。

で運用している。

いて、校舎内の職員用・
見解は？

の改修で、これも計画的
円で購入する事は、緊急

イレの改修を今行って
児童用の改修は全て終了、 【反対討論】

に進めたい。

い国保税になっているの

て、払いたくても払えな

いのは、国保税が高すぎ

黒岩 これだけ滞納が多

黒岩 全体の何％が受診

働きかける。

進呈、対象年齢以下にも

して、抽選による商品の

受診を動機づける試みと

を加え、健康無関心層に

本年度は心電図の検査

サポートを行い、最大で

んから生活習慣を見直す

きる方に対し、栄養士さ

る予防効果が多く期待で

で、生活習慣の改善によ

動機付け支援という事

リック予備軍の方に対し、

町民生活課長

みはないか？

にしているのか？
画があって購入されるべ

きちんとした施設利用計

騰する中で町はどのよう
教育長 給食費は児童一
きと考える。
この場所は地震津波か

人月に４１２０円で、町

公共施設というものは

いて、やらなければなら
金の一部を取り崩してで

ではないか？

しているのか？

補助はいくら出している

も引き下げを見直す必要

町民生活課長 本年２月

町民生活課長 受診対象

決算の認定について

収納対策については、

多い訳ではない。

の所得世帯が特に滞納が

たことは、３００万未満

割合が、 ・１％であっ

３００万円未満の世帯の

体の滞納世帯に対する

日、受診機関、医療費な

けた方に３ヵ月毎に受診

町民生活課長 診察を受

果が生まれたか？

によって、どのような効

黒岩 医療通知を出す事

内でも高い位置にある。

％が受診していて、県

歳以上の被保険者の

計（施設勘定）決算）

国民健康保険事業特別会

（平成 年度真鶴町

決算の認定について

電話等でメタボ対策を応

６ヵ月、最高４回の面接

いく。

を送っている。

どを知らせる医療費通知

質疑なし

援する。

今後も法に基づき行って

メタボ

がある。

いかを調べたところ、世

として補助されているが、 に ど う い っ た 世 帯 が 多

個人番号カード交付事業

帯所得が３００万円未満

なかったものなのか？

個人情報漏洩が発覚して

のか 野菜等材料費が高

ら子どもや人々の安全

の世帯が

いて段階的に値上げと

（平成 年度真鶴町

【賛成討論】 なし

⑤マイナンバー制度の

を守るにふさわしい場所

いるので制度の検討を求

②議員と町長以下特別
職の期末手当を職員に準
じ値上げしたこと。

なったが、子育て世代の

国民健康保険事業特別会

③保育料の値上げにつ

支援のためにも値上げは

計（事業勘定）決算）

黒岩 特定健診が、昨年

④真鶴町は国民健康保

認められない。
険税が県下で２番目に高

改めて自分の状況を自
と比べ少なくなった原因

賛成多数

・８％、全

か？

める。

黒岩 それ以外の取り組

黒岩 給食費はいくらで、 性・重大性・必要性にお

28

40

黒岩 収入未済額は 年

30 40
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ら、もっと考えなけれ

黒岩 アンケート結果か

定の期間不納欠損される

法の制度で、滞納、一

健康福祉課長 介護保険

う事か？

もあるが、サービス、介

負担になるようなケース

伴って、１割負担が３割

介護保険料の滞納に

体制整備事業の状況は？

黒岩 生活支援サービス

話である。

に認められ、介護保険事

常に多く、総合支援事業

に関する問い合わせが非

連携相談室の中で、介護

町下水道事業特別会計決

集・発信の場として生活

様々な活動、情報の収

療、介護、認知の相談を

療連携相談室において医

医師会で設置している医

全員賛成

また 年 月の法改正

自立度を下げないよう有

質疑なし

算）

事業を行っているのか？

ばいけない問題はあるの
とサービス制限が起きて

健康福祉課長 自治会、

業に予算措置替えをして

ていると解している。

か？

しまうので、周知徹底し、 護計画については、適正

地域が主体となり、「和

一般会計の軽減化を図り、

ると考えている。

産業観光課長 まだ数カ

に行われていると考えて

楽」を運営していて、

黒岩 現在、サービスの

により、年収１６０万

健康福祉課長 地域医療

月の事業なので今年度の
納付の推進に努めていき

いる。

また新たにバーベ

円以上の方が２割負担と

経営内容は民間企業の

年度真鶴

決算の認定について

状況を見ながら考えてい
たい。

決算の認定について
制限を受けている人はい

決算の認定について

を得なくなっている点に

デイサービスを諦めざる

黒岩 低所得の滞納者は

健康福祉課長 いる。

合は高くない。

現実的に２割負担の割

負担という訳ではない。

なっているが、一律２割

進めてきたか？

支援事業は、どのように

黒岩 成年後見人制度の

効に活用している。

連携して行う事業か？

推進事業は医師会と町が

黒岩 在宅医療介護連携

受けている。

別会計決算）
黒岩 電気自動車充電器
（平成 年度真鶴町

健康福祉課長 在宅医療

全員賛成
の利用状況は？

健康福祉課長 財産管理

介護は診療所を中心とし

黒岩 保険料を下げると

等を行う親戚や身内のい

て、実施していて医療と

ついて、どう考えるか？

いう事も考慮していか

ない方に、成年後見人を

介護保険事業特別会計決

健康福祉課長 支援が必

なければならないと思う

産業観光課長 利用頻度

要な方は、給付制限、利

よるトイレ改修・足湯施

て、低所得の方々に介護

欠損額が年々増加してい

黒岩 収入未済額、不納

るようにお願いし、サー

出来るだけ滞納を解消す

け要介護にならないよ

健康福祉課長 できるだ

用制限がかからないよう、 が？

黒岩 家族介護支援事業

お願いしている。

の連携が不可欠だ。

設整備・休憩室改修・照

で、認知症の後期の事業

つけて財産管理や支援を

明設備改修の効果は生ま

うな生活、自立度を下げ

健康福祉課長 医師会、

ビス低下にならぬよう努

薬剤師会、１市３町の包

保険料の負担が重いと思

をしながら、適正に算定

括支援センター、介護を

れているか？

していきたいと考えてい

演会、認知症を理解して

ない事業を念頭に置いて、 負担金扶助費の内容は？
保険サービスを受けるの

る。

いただく寸劇を行い、当

めていく。

が良くなったとの回答で、 健康福祉課長 滞納整理

を自粛しているという傾

黒岩

事者や家族が困らないよ

われるが、どのように考

をしていく中で、督促

向はないか？

方々の定着率はどのよう

産業観光課長 利用客へ

状の措置、新たな滞納を

健康福祉課長 要支援介

になっているのか？

う啓発活動を行っている。

黒岩 保険料が高いため、 介護給付費を抑える努力

生まない措置、介護給付

護認定を受けた方、要支

健康福祉課長 介護施設

足湯施設は約１９００人

黒岩 低所得の滞納者に

めたい。

下げないケアプランを立

は民間が運営しているの

支援事業とはどのような

黒岩 地域介護予防活動

が良い

いる。

満足度は確実に向上して
施設の中では、トイレ

サービスの制限等を再度

援１、２を受けた方につ

（指定管理者報告）に利

で、企業努力で実施され
用いただいた。

て、公平に計画できてい

担当する所管課により講

％、足湯施設

いては、生活度の自立を

56

サービスを制限するとい

介護施設で働く

が良い ％という意見で、 通知し、滞納の解消に努

えているのか？
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議会だより まなづる Vol.57

づく真鶴町健全化判

平成 年度決算に基
道事業会計資本金の

平成 年度真鶴町水
例の一部を改正する

真鶴町議会委員会条

・ ％、前年度比６・

度から行い、特別徴収率

ポイント増となった。

海野 町内に固定資産税

決算審査
特別委員会

全員賛成

規則の制定について

決算の認定について

全員賛成

額の減少について

（平成 年度真鶴町
断比率について
いずれの健全化判断比
村田 自己資本金の中で、

は昨年度約 件である。

書が発送できないケース

果、相続人がおらず納付

税務収納課長 調査の結

ゼロ課税は何件あるか？

率も、早期健全化基準を

一般会計決算

全員賛成

「標準」町村議会委員

賛成多数

真鶴町議会委員会条例の

固有資本金、繰入資本金、 会条例に準拠するため、
組入資本金とあるが、こ

文言の修正や条文の追加

下回っているとの報告が
あった。
れらのどれをいくら減少

【歳入】

を行った。

副町長 自己資本金の繰

裁判所への相続財産管

理人の申し立ては、供託

平成 年度決算に基

金が約百万円必要で、申

年度から保険料率が変

真鶴町議会会議規則

高橋 町民税の滞納、収

して、未処理欠損金の約

し立ても難しい状況だ。

り入れ資本金の部分に対

比率について

入未済について、滞納者

づく真鶴町資金不足

の増加が要因である。

の一部を改正する規

に財産があることがわ

２億２千万円を充てる。

かっている場合、その財

下水道事業特別会計、

岩本 固定資産税未納者

税務収納課長

産差押えの着手は？

黒岩 不能欠損額と収入

の収入との因果関係等の

行っていないが、因果関

税務収納課長 既に他が

則の制定について

係はないと思われる。

差押えをしていないか等

村田 自己資本金が減少

高橋 滞納の発生要因を

を見極めながら、差押え

水道事業会計共に、資金

検証することで、滞納減

を行っている。

未済額も影響しているの

につなげるべきと以前か

岩本 差押えにより債務

賛成少数

調査は

ら提案しているが？

保証人や保証協会に影響
組合規約の変更につ
全員賛成
湯河原町真鶴町衛生組
合議員の定数を、真鶴
町の議員数 人を４人に、
湯河原町の議員数６人を

全員賛成
「標準」町村議会会議

税務収納課長 所得の多

がいくはずなので、差押

する事によって水道事業

規則に準拠するため、真

少に関係なく、他の債権

え手続きはやった方が良

不足はないとの報告が

会計に対する影響は？

鶴町議会会議規則の文言

がある方については、な

いと思うが？

か？

まちづくり課長 現金は

の修正や条文の追加を

かなか差し押さえなどの

税務収納課長 固定資産

あった。

動かず、会計上の数字の

行った。

滞納整理ができない状況

税については、価格か

町民生活課長 料金の改
定が直接影響しているか
は不明だ。

処理だけだ。

所得税法第 条廃止

もある。

ら調査し、差押えていて、

湯河原町真鶴町衛生
の意見書を国に提出

高橋 発生を食い止める

昨年度は、軽自動車を差

いて

することを求める請願に

ための取組みを行ってい

押え、公売にかけている。

５人に改めた。

ついて

るか？

青木繁 納付書未発送の

件は、農地、林野全て

税務収納課長 個人町民

56

黒岩 後期高齢者の短期
被保険者証はどうなって
いるか？
町民生活課長 現在 名
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で、毎年度ほぼ変わらな
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決算の認定について
（平成 年度真鶴町
全員賛成

水道事業会計決算）
質疑なし

調査は行ったか？

更になった事、被保険者

額に充てるのか？

調定額増の理由

後期高齢者医療特別会計
決算）
黒岩

度保険料率を変えていて、

町民生活課長 ２年に一

は？
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なお、総務省からの通

プランが実績になってい

達に従い、 年度は返礼

が、登録や狂犬病予防注

額を寄附金の３割になる

る。

ように調整している。

射の促進策は？

に小田原獣医師会の協力

光吉 ビンや可燃ごみの

べ、町外利用者火葬件数

により集合注射を行って

増減は？

が少なかった。
らいあるのか？

おり、その際広報してい

町民生活課長 ビン、可

てくれる人を探していく。

町民生活課長 引き取り

るが、さらに啓発をして

燃ごみ共に減少しており、

青木繁 パークゴルフ場

手のないご遺体は、警察

いきたい。

収集可燃ごみは前年度比

含めてか？

ント等の計画は？

での捜査のうえ、町に引

象地は？

無縁墓地に納められるが、 青木繁 町有土地売払対

き渡され火葬となり町の

総務課長 岩、斎場隣の

税務収納課長 固定資産

産業観光課長 前年度に

数年に１件程度だ。

町民生活課長 毎年４月

で 万円が免税点となっ
比べ減少しており、来年

高橋 地方創生事業の一

光吉 無縁仏は、どのく

ていて、農地や山林等に

ていこうか考えている。

通知書が出ない方もいる。 度には大会等の計画をし

も課税しているが、納税

光吉 観光で来られた方

つである「半島美術館」

宅地２００平米の カ所

１６９トン、７％以上減

入場者数を増やすイベ

村田 真鶴産業活性化セ
に、活性化センターを
利用していただくために、
次の戦略を考えないと頭

事業は、美術館・博物館

である。

【歳出】

利用があるが、施設Ａ

高橋 町のホームページ

青木繁 鑑定評価は行っ

総務課長 行なった。

をリニューアルしたが、

集客増につながったか？
数は前年度比 月１８６

岩本 テレビ神奈川株式

むしろ使い勝手が悪く感

打ちなのではないか？

名増、１月７０４名増、

を引き受けた経緯は？

じられる。

（観光協会横）は継続的
化センター付近を、人

現段階では、パークゴ

２月１０１２名増、３月

総務課長 全市町村が株

たか？

い。
が歩くようになっており、

ルフ場を継続し、展望公

８００名増であった。

教育課長 博物館入館者

村田 活性化センターの
それなりに活性化ができ

園先端と亀ヶ崎について

町長 以前と比べ、活性

設置目的は、チャレンジ

は、周辺の利用計画を考

ずれてきていないか？

と思うが、当初の目的と

体験とか、説明があった

中間点にある活性化セン

らお林までの、道のりの

と位置付けた真鶴駅か

「ＭＩ ＢＹＯ」の道

企画調整課長 利用実績

後の活用方針は？

光吉 情報センターの今

光吉 町民体育館等の利

５０円の増である。

教育課長 年間 万３２

えていこうと思っている。 加したか？

ニューに宿泊券を入れた

では、 年度から返礼メ

寄附金について、当町

ると認識しており、企画

がうまくないところがあ

いが、ページごとの整理

企画調整課長 ユーザー

ていると思う。

産業観光課長 当初の目

ターを、色々な行事と組

は、 年度８９０件、

から直接意見は来ていな

的どおり、貸付けを募集

み合わせ活用する計画を

を保有している。

しているが、応募がない

している。

12

状況である。

高橋 ふるさと応援基金

することとか、干物加工

な利用が今のところはな

1
高橋 物販の売上げも増

少している。

産業観光課長

29

（売店）は年間継続して

施設Ｂ

あり、土地は課税標準額

ンターの利用状況は？

使用料・利用者数は？

の意見もある。

税については、免税点が

6
月
定
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30

で、借りたいという話も

産業観光課長 一日貸し

のか？

このまま同じ目的で使う

一方で、町でパークゴル

してくれとの意見がある

関しては、元の公園に戻

町長 パークゴルフ場に

クゴルフ場活用方針は？

村田 改善策はあるのか、 光吉 お林展望公園パー

理由は？

光吉 火葬場使用料減の

今のやり方でいく。

がっているので、当面は

下がっているが利用は上

増、減免などで使用料は

年度１００７件と若干

ない家庭が見受けられる

村田 畜犬登録をしてい

等は休部状態だ。

例えばソフトボール協会

町の利用等は？

用者層の変化、特性、他

用料が減っているが、利

因で、寄附金 万円に対

が増加したのが大きな要

結果、１万円以上の寄附

原因は、利用団体の減で、 「さとふる」に委託した

教育課長 利用減の主な

し約４割返礼となる宿泊

企画調整課長

影響はあったか？

が、総務省の規制による

ことで、爆発的に伸びた

企画調整課長 決算書自

式等に影響はあるか？

行するにあたり決算の様

高橋 新公会計制度に移

ろ順調に進捗している。

高橋 新公会計制度への

調整課で指導する。

年度は、 企画調整課長 今のとこ

移行進捗状況は？

あり、宣伝等を行いなが

町民生活課長 例年に比

28

フ大会を行って欲しいと

28

41

ら当初の目的どおり使っ

28

10

27

・

8
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に移住するきっかけとし

動することを周知した。

な機能を持った施設が稼

に持っていき、このよう

称・目的・作家・体制等

３回の検討会を開催、名

年度に

こまで決まっているか？

プログラム検討事業はど

村田 真鶴オリパラ文化

産業観光課長 国の制度

が出ていないのか？

せているのか、薬の効果

もう治らないからと余ら

不用額が出ているが、

に思われる。

見ると松害がひどいよう

の使用があり、産業観光

観光係長

の 年度の割合は？

と民間が運用するケース

を役場が運用するケース

高橋 水産物移動販売車

る。

ら複式簿記に移行し、資

のままでは、単式簿記か

高橋 決算書の様式が今

かになっていく。

産の運用状況などが明ら

され、コストの分析、財

行により財務４表が作成

体は従前どおりだが、移

パンフレットを作成」と

業の一つとして「木版

高橋 移住・定住推進事

そうしたい。

し、出来るようであれば

毎に分析が可能かを確認

は確認しているが、事業

分析ができるところまで

企画調整課長 会計毎に

クト盾とは？

ており、直ぐ外に出て逃

示には充電装置が施され

１部屋であり、避難口表

雑な構造ではなく宿泊は

総務課長 当該施設は複

ているのか？

るような独立電源を持っ

避難経路や足元を照らせ

が発生し停電した場合、

いる夜間に地震等の災害

ターを宿泊に、利用して

村田

良していく。

企画調整課長 検証し改

いのか？

直接入れるように出来な

リサイクル費用である。

委託料は主に家電品目の

所発生しているが、この

物は大小様々で年に数ヶ

町民生活課長 不法投棄

託料の主なものは？

田中 不法投棄物撤去委

て行う必要がある。

の可能性もあり、継続し

地下水の監視は塩水化

に監視しているもので、

水化の進行などを継続的

地下水用水量の変化、塩

町民生活課長 神奈川水

か？

調査しないといけないの

査業務委託料は、毎年

務局からしか入れないが、 村田 地下水環境保全調

は、小田原市との取り付

非常に進んでいて、残す

産業観光課長 当町分は

状況は？

青木繁 広域農道の進捗

る。

か追いつかない状況であ

も増え、草刈り等なかな

産業観光課長 広域農道

ないところがあるが？

お林保全協議会で方針を

ういったデータを踏まえ、

ものもある事が判明、そ

いるのではなく、寿命の

てが松くい虫で枯れて

昨年のお林調査で、全

産業観光課長 ハード事

効果は？

け部分のみになっている。 町長 再度注意する。

画５ヵ年計画に対応して、 検討していく。

源環境保全再生実行計

で県より報告があるが、

全調査計画に基づき実施、 く道路の中心部しか走れ

町が進める地下水環境保

協議会委員以外の議員に

業は施設のアンケート調

話を聞くが？

トイレが汚れているとの

岩本 真鶴半島公園内の

している。

札で決め、週１回点検を

産業観光課長 回数は入

度と点検については？

岩本 公衆便所の清掃頻

で難しいところだ。

産業観光課長 人的な面

あっても良いと思うが？

もっと積極的な動きが

あたってのコンセプトで、

塔だというのが導入に

移動販売車は走る広告

という声も聞く。

ろで魚を身近に買えたら

清川村等、海のないとこ

く、安曇野市、檜原村、

企画調整課長

て引き続き活用したい。

の素案を練り、 年度に

で樹幹注入を行っていて、 課で４回使用した。

高橋 年間 件とは少な

産と金の流れに関する評

あるが、作成数量・配布

企画調整課長 移住関係

げられる施設だ。
うになっても、その部分 先・使用目途は？
が決算書に表れてこない。 渉外係長 薄い木の板に、 村田 移住政策プロジェ

価がより細かくできるよ

真鶴町のＰＲをする文

の提案をした横浜市立大

光吉 松くい虫被害対策

も、機会を見つけ報告す

琴ヶ浜研修セン

事業が円滑に進んでい

章と写真をレーザーカッ

学に小松石製の盾を贈呈

事業について、高浦から

進捗状況は推進協議会

海野 農道の雑草がひど

るか、効果を生んでいる

ターで印刷した木版広告

した。

高橋 森の駅推進事業の

かを、評価した資料を決

物を１００枚作成し、移

クリエーター等が真鶴

二見 町のホームページ

推進委員会立上げの準備

年度は 件

のトップページから議

に入っている。

20

住関連のＰＲイベント等

薬効はあると思う。

会に直接入れず、議会事

28

算書とは別に開示する予

9

28

20
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高橋 結果に繋がったか

事業は数値が出てない。

査を行っていて、ソフト
まちづくり課長 清水沢

業の対象は何ヵ所か？

青木繁 急傾斜地対策事
付添った。

教育委員会の職員１名が

年度は参加者が４名、

び対応は？

の人数と、相談の頻度及

青木繁 不登校児童生徒

たい。

教育課長

光吉 実際の授業は？

である。

や研修会講師謝礼３回分

年度ＩＣＴ

高橋 付添いを旅行会社

産業観光課長 指定管理

ではないか？

は、使い切れていないの

方が利用できないようで

また、平日に来られた

い人が多い。

足湯施設の存在を知らな

ケープ真鶴に設置した

われたのか？

た場所の調査と改善は行

光吉 聞こえにくくなっ

か？

加工事は全て終わったの

予算で実施とあるが、追

整備事業は、 年の繰越

光吉 防災行政無線維持

ている。

域防災計画の中で購入し

１０００人の目安で、地

総務課長 ８００人から

分を想定しての追加か？

高橋 帰宅困難者は何人

不足分を追加購入した。

総務課長 帰宅困難者の

宅困難者食糧の入替か？

高橋 防災備蓄事業は帰

展示観察会」「真鶴の海

７月：「真鶴の海の生物

報告が出されており、

４局を設置して終了する。 スカバーブルーから実績

総務課長 今年度、子局

の生物の夜のプランクト

教育課長 委託先のディ

検証は行っているか？

参加者数、効果測定等の

た社会教育事業について、

といった半島を中心とし

われる生物展示や観察会

ジアムサポート事業で行

託事業、海の学びミュー

高橋 海の学校運営等委

討したい。

の余地があり、次年度検

いるが、コスト面で再考

ロポーザル方式で行って

教育課長 本事業は、プ

もあるが、その検討は？

等に依頼している自治体

クトン観察」等３日間

２月：「海釣りとプラン

日間

鶴港エリアの探検」等２

チャーウォーク」、「真

１月：「冬のお林ネイ

子を知る研修

ジアム」で冬の海岸の様

月：「冬の海のミュー

月：３日間

ラ・ウェブ会議用スピー

それぞれにウェブカメ

器の整備で、小中学校

学校教育係長 ＩＣＴ機

事業の消耗品費とは？

光吉 小中一貫教育推進

ている。

の中でも聞き取りを行っ

報告があり、本人との話

教育課副課長 学校から

把握しているか？

青木繁 不登校の理由は

の指導２名、訪問相談員

名、登校した時に学校で

教育支援センター学習２

教育課副課長 年間 日

村田 文化財保護事業の

謝礼だ。

ド実行委員会から借りた

の一部を、グリーンエイ

生涯学習係長 音響設備

は？

の相談の中で資料等を提

教育課副課長 保護者と

通わせることは？

だが、フリースクールへ

学校０名・中学校９名で、 器を使ってやっている。

以上の長期欠席は、小

ＪＲへの贈呈盾代とは？

ステップルーム学習２名、 子が９名もいるという事

病気やけが等１名、ワン

教育課長 ＪＲの補助で

家庭訪問対応２名である。 示し、紹介している。

や巡回訪問相談員による

貴船まつりの神輿の修繕

方の研修を、購入した機

教育の一環として、先生

までに調整する。

船「たちばな」に乗船し

づくり」、横浜国大実習

クラブでの簡易な水族館

高橋 海だけでなく、食

トータルで９２８名だ。

学校教育係長 小中一貫

光吉 講師謝礼とは？

した。

日間を展開しており、海 台とタブレットを小学校
のミュージアム参加者は、 ８台、中学校７台、整備

村田 町民音楽祭謝礼と

村田 中学校で不登校の

者と協議していく。

総務課長 聞こえにくい

３月：「海を生かしたま

高橋 中学生国際交流海

や文化にもつなげていく

月：「真鶴自然こども

外派遣事業補助金は参加

真鶴沖のプランクトン採

教育推進に関する研究会

を、 月下旬の事業終了

生徒と付添者分か？

仕組みづくりも検討され

スピーカーの出力や向き

27

教育課長 そのとおりで、 取等４日間

10

８月：同様事業を３日間

場所は既に調査済であり、 ン観察会」等４日間

29

カー・カメラスタンド１

30

ちづくり研修会」等２

1

12

ら考えておくべきだ。

地区 ヵ所だ。

12 11

を判断する方法を最初か

28
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を行ったことに対し、小
使用するにあたり、校庭

なっているが、体育館を
別会計（事業勘定）

国民健康保険事業特
町民生活課長 来年度に

くなるが？

鶴特別会計決算

真鶴魚座・ケープ真

海野

協定の中で協議する。

ケープ真鶴の１

松石の盾を贈呈した。

階・２階の光熱費は？

するかと合わせて、借地
町民生活課長
年２月

関係を調査した結果は？

高橋 滞納と収入の因果

ない世帯では、四分の一

高 万円で、所得が高く

高橋 保険税は、年額最

について調べていく。

は考えられるので、実際

い世帯は負担が厳しい事

から同売店を町の管理と

囲内であったが、 年度

晴らし売店も指定管理範

産業観光課長 従前は見

等清掃委託とは？

光吉 ケープ真鶴の通路

な不用額があるが内容

高橋 魚座運営費に大き

分で負担している。

い、貝類博物館が面積按

く、ケープ真鶴が一旦払

を二つにするのは難し

全員賛成

も駐車場で借りているの

も考えなくてはいけない
現在で、督促状を発送し

程度を国保税が占めるこ

産業観光課長 メーター

か？
と承知している。
た滞納世帯について調査

資産はあるが、所得が低

制度改革が控えており、

海野 岩ふれあい館は、
で、教育事業としている。

教育課長 岩ふれあい館

事業に対する評価、成果

館）として使用しており、 青木繁 外国語指導助手

は、社会教育施設（体育

は？

したため、ケープ真鶴の

決算

ずっと借りるのか、返す
将来的には建物をどう

その使用がある限り継続
した。

全員賛成

場合には壊して返すの

する予定で、その先は現
海野 校舎貸付金が滞納

ンテストでの金賞受賞や、 円 未 満 の 所 得 世 帯 が 占

下郡の学校のスピーチコ

める割合は、 ・８％、

帯の中で、年間３００万

国保全体の賦課徴収世

行する中でその辺も検討

いかについても、県に移

りが滞納に繋がっていな

とも考えられ、そのあた

はなく町が行っているの

の清掃は、指定管理者で

青木嚴 魚座公衆トイレ

から４割も電気代が安く

高橋

を指定管理者に委託した。 修繕料である。

中庭から同売店間の清掃

なっているが？

産業観光課長 電気代と

は？

教育課長 契約自体が教
先生が付いて、いろいろ

授業の中でもＡＬＴの

得世帯の占める割合は、

間３００万円未満の所

段階では検討していない。 教育長 小田原市と足柄
になった場合、町が全額
学習活動発表会での優れ

されたい。

育関係に貸すとなってお

・１％であり、年間

指導している。

３００万円未満の所得世

決算

下水道事業特別会計

トイレは管理区域外であ

部分で、１階の市場公衆

に委託しているのは２階

産業観光課長 指定管理

か？

高橋 ４割安くなったこ

ものと思われる。

から算出したことによる

前年度ピーク時の電気代

産業観光課長 電気代は

ついては調査してない。

の要因での滞納の傾向に

町民生活課長 所得以外

分析したか？

水道事業会計に下水道使

まちづくり課長 下水道

事務委託とは？

岩本 下水道使用料徴収

ケープ真鶴の電気料と合

鶴に設置した電気自動

産業観光課長 ケープ真

電器電気料負担金とは？

海野 電気自動車急速充

り、町が行っている。

もに洋式・ウォシュレッ

産業観光課長 男女用と

と一緒に納付書を作成し、 車急速充電器の電気料は、 は？

使用料は、水道使用料

算されるため、前年度の

のトイレ改修工事の内容

青木繁 森の駅再生事業

らチェックが必要だ。

がなかったか等の観点か

とに、何か特異的な要因

全員賛成

高橋 所得が低い世帯で

用料の徴収を委託してい

ト化し、個数を減らして

高橋 他に原因があるか

も、資産を多く持ってい

スペースを広げた。

青木繁 足湯の運用は土

使用頻度から算出し、

が負担しており、今後、

日のみと聞いたが、平日

年度協定で年５万円を町
なることで、保険税は高
くなり、所得に占める国

使用頻度が上がれば年度

る、その委託料だ。

帯に、滞納が多いとは言

27

ると資産割課税額が高く

えないとの結果であった。

年度に比べ３割

負担して借用を継続する

全滞納世帯の中で、年

28

たスピーチ等がある。

89

のか？

29

86

り、社会教育施設がある
校舎は普通財産扱いと

80

保税の割合は相対的に高

11

限りやっていく。

9
月
定
例
会
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の観光客は使用できない

のか？

産業観光課長 足湯の波

及効果も見えてきたとこ

ろであり、指定管理者に

申し入れを行っていく。

青木繁 どこの足湯も基

本的に屋根がけになって

二見和幸

青木 嚴

村田知章

青木 繁

海野弘幸

岩本克美

光吉孝浩

高橋 敦

黒岩範子

板垣由美子

対

田中俊一

成

議決結果

反

案

賛

議

会期（８月29日～９月８日）
採決者数

議案番号

いるが？

産業観光課長 本事業は

交付金で行ったもので、

予算面から建物の庇があ

る場所に設置したが、足

湯単独での屋根はないた

め、運用を含め指定管理

者と協議していく。

水道事業会計決算

全員賛成

平成29年 9月定例会 審議結果

10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

10 9

1 可 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

議案第31号

平成29年度真鶴町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算
10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
（第１号）

○

議案第32号

平成29年度真鶴町国民健康保険事業特別会計（施設勘定）補正予算
10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
（第１号）

○

発委第１号

決算審査特別委員会設置に関する決議について

議案第30号 平成29年度真鶴町一般会計補正予算（第２号）

議案第33号 平成29年度真鶴町下水道事業特別会計補正予算（第1号）

10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

議案第34号 平成29年度真鶴町真鶴魚座・ケープ真鶴特別会計補正予算（第２号） 10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

議案第35号 平成29年度真鶴町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

議案第36号 平成29年度真鶴町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○
議

報告第３号

平成28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４号

平成28年度決算に基づく真鶴町資金不足比率について

報

認定第１号

決算の認定について（平成28年度真鶴町一般会計決算）

認定第２号

決算の認定について（平成28年度真鶴町国民健康保険事業特別会計
10 9
（事業勘定）決算）

認定第３号

決算の認定について（平成28年度真鶴町国民健康保険事業特別会計
10 10 0 認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ わ ○
（施設勘定）決算）

認定第４号

決算の認定について（平成28年度真鶴町下水道事業特別会計決算）

認定第５号

決算の認定について（平成28年度真鶴町真鶴魚座・ケープ真鶴特別
せ
10 10 0 認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○
会計決算）

認定第６号

決算の認定について（平成28年度真鶴町介護保険事業特別会計決算） 10 10 0 認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

認定第７号

決算の認定について（平成28年度真鶴町後期高齢者医療特別会計決算）

10 9

1 認 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

認定第８号

決算の認定について（平成28年度真鶴町水道事業会計決算)

10 10 0 認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

議案第37号 平成29年度真鶴町水道事業会計資本金の額の減少について

10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

議案第38号 湯河原町真鶴町衛生組合規約の変更について

10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

発委第２号

真鶴町議会委員会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３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

10 10 0 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

10 2

×

10 9

長
は

裁
1 認 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 決 ○
1 認 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○

に
加

○

り
10 10 0 認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ま ○
ん

請願第１号 所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することを求める請願

8 不 × × ○ × × × × × ○

12
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議会だより まなづる Vol.57
会委員の任命、専決処分

報
10 10 0 承 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

採択結果 ○＝賛成 ×＝反対 退＝退席 欠＝欠席（遅刻・早退を含む） 除＝除斥
※議長は裁決に加わりません
議決結果 可＝可決 否＝否決 承=承認 認=認定 同=同意 報=報告 採＝採択 趣＝趣旨採択 不＝不採択

13

青木 嚴

補正予算（第3号））

河原町所在の商業施設駐

承認第２号

専決処分の承認を求めることについて（平成29年度真鶴町一般会計

10 10 0 同 ○ ○ ○ ○

青木 繁

10 10 0 同 ○ ○ ○ ○

専決処分の報告について（和解及び損害賠償額の決定）

車場から出庫しようとし

同意第９号

海野弘幸

10 10 0 可 ○ ○ ○ ○

報告第５号

てコンクリート柱に接触、

発議第５号 真鶴町地方創生等検討特別委員会設置に関する決議について

同意第10号 教育委員会委員の任命について

月 日
臨時会

10 10 0 可 ○ ○ ○ ○

板垣由美子

真鶴町議会広報特別委員会設置に関する決議について

田中俊一

発議第４号

真鶴町監査委員の選任について

破損させた損害賠償額を

10 10 0 可 ○ ○ ○ ○
議長は裁決に加わりません

真鶴町広域行政特別委員会設置に関する決議について

岩本克美

発議第３号

高橋 敦

黒岩範子

天野雅樹

対

森 敦彦

成

青木 健

反

議決結果

賛

案

6

会期（10月6日）
採決者数

議

10

決定した専決処分につい

て報告があった。

平成29年 10月臨時会 審議結果
議案番号

月臨時会は教育委員

専決処分の承認を求

の報告・承認、議長・副

議長の選挙、監査委員・

めることについて

全員賛成

各委員会委員の選任など

が行われた。

とに伴い執行される総

衆議院が解散したこ

真鶴町監査委員の選

選挙及び最高裁裁判官

国民審査に要する経費

任について
全員賛成

年度真鶴

の予算措置の専決処分

をした平成

町一般会計（第３号）

について、承認し、歳

入・歳出に９５１万９千

億３４８７万７千円と

円を追加し、総額を

した。

29

議員のうちから選任さ

れる監査委員に青木嚴議

員を選任した。

全員賛成

教育委員会委員の任

命について

任期が満了となる玉邑

恵子氏の後任として佐々

木美穂氏を任命すること

となった。

専決処分の報告につ

いて
全員賛成

真鶴町の軽自動車が湯

32

10
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引は今後ますます高齢

②

校の分まで行う共同調理

性がある。小学校で中学

考えられる」などの優位

施設として利用する事も

化が進むので、検討し

方式、中学校で給食設備

町内の海岸で米軍機の飛
行訓練は安全か！

歳以上の運賃の割

ていく。

を作る方式などについて

たい。

③デマンドタクシーに

の問題点はなにか？

要望していく。

町の広報の７月号に、

はいろいろな課題があ

①購買制についての

きないのか？

県西地区の自治体

るが、今後高齢者等の

業者選定が出来てい

職員の喫煙意識の向上

で行われる夏祭りの一覧
町民の足としてのコミュ

交通弱者が増えていく

も必要では？

三ツ石海岸で米軍の
表が掲載されていた。相

ニティバスの利便性を高

今後、指導していく。

ヘリコプターがホバ
互に自治体で情報を共有

広域での観光連携強化を！

リングして、地面近くま

喫煙マナーの向上を！
新住民から町内の

担軽減の検討をさらに進

ない現状だが、今後も購
①ダイヤ・通行時

が出来、狭い道路でも

買制の方向で保護者の負

は大変有効だと思う。広

など

め、保護者にアンケート

歳以上の運賃を

間の変更、

運行可能な交通手段と

を予定している。

中でドアツードア（戸

を指摘された。歩行喫煙、 に遭遇した。私を含めて
域での観光の取り組みと

との乗り継ぎ、通行ルー

して検討していく。

②小学校の給食調理場

口から戸口へ）で移動

磯遊びをしている人や釣
その中で、どのような要

トの見直しなどはどんな

子育て支援の一環として

めよ

タバコのポイ捨て、子ど
り客などいたが、避難指

望を町が関係団体に求め

基準で行っていくのか？

したこのような取り組み

もたちのいるところでの
示などの安全確保はされ

ていくのか？今後の戦略

②

ど道路が狭くて現在のバ

③一本松・釈迦堂付近な

②各地で行われているデ

者を選定できたか？

弁当パックを担当する業

地に新たな調理場を建

画となり、中学校の敷

校舎も含めた改築の計

増築をする必要があり、

る場合は周辺の道路を

スが入れないために路線

リバリー給食は業者が大

設するよりも費用がか

①購買制の検討はど

が廃止になり、利用した

量に作ったものを急速に

拡張整備し、調理場の

くても出来ない皆さんの

冷やし、低温に保つため、 か る 。 中 学 校 で の 給 食

しているか？

ために例えば、デマンド

冷たくおいしくなく残食

今後アンケートをと

りずれが生じてい

①ダイヤ改正があ

のお年寄りの配食サービ

実践できる・一人暮らし

が出来る・生きた食育が

供・食物アレルギー対応

立てのおいしい給食の提

自校調理方式は「出来

必要がある。

給食設備の整備を行う

は小中一貫教育の中で

の統合が図られた場合

少子化が進む中で学校

修が考えられる。又、

の建て替えや大規模改

設備を作る方式では設
タクシー（乗り合いタク

が多いなどの問題がある。 備 の 老 朽 化 に よ る 校 舎

るなど利用者に見合っ

ス・災害時の炊き出しの

る。

た効果的な運用を行い

か？

シー）の活用は出来ない

うなっているか？お

で中学校の給食を作

で下りてきているところ

喫煙など、残念ながら良
ていなかった。
米軍の飛行訓練の際に、 は？

JR

１００円にする事を検討

70

いものとは言い難い。
町として、喫煙マナー

西さがみ観光協議会

ために飛行計画の提出や、 を行っている。外国人の誘

町に事前に連絡がある

客も箱 根 町 等のネームバ

の向上のためにさらなる

リュー効果もあり、共同で

にて共 同で観 光 宣 伝

安全確保のための人員を

のか？また、安全確保の

一部の心ない喫煙
配置するように求める考

対策をとるべきでは？
者の行為が喫煙者

南関東防衛局報道室

創設等を協議する。
富士箱根伊豆交流

全体の印象を悪くしてし
ナーの改善の啓発を行っ

の回答によると、米

圏に真鶴町も参加

周遊できるモデルコースの

ていく。教育でも喫煙や

軍の飛行計画は、軍事上

し、負担金も払っている

えは？

受動喫煙の身体への影

教えられない、また自衛

まうことは残念。喫煙マ

響についての健康教育を

を見ると、イベント情報

が、ここのホームページ
軍事上、飛行計画を

の欄がほとんど活用され

隊についても同様だ。

のイベントは喫煙所を設

関係自治体へ教える

行っていく。また町主催
け、アナウンスをするな

ていない。町も情報を提
要望していく。

供して活用すべきでは？

イベントでは、町

いて、安全確保を行うこ

ば、軍関係者の責任にお

職員が喫煙所以外

とを求めていくことはで

ど喫煙マナー向上を図る。 ことが出来ないのであれ

でも歩行喫煙している。

70

の中学校給食の実現を

喫煙マナーの悪さ

一 般 質 問
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議会だより まなづる Vol.57

う、当町の特性にあった

が果たすことができるよ

される国民の責務を町民
管理職 名に対し女

の登用については？

女性職員の管理職へ

か？

いく取り組みはできない

のある町並みを再生して

て替え等を促進し、路地

応をしている。

ば、郵送をするという対

から 年がたった。周囲

特措法に関しては成立

テーマでの男女共同参画
性職員は 名で、管

講演会を実施。
今後も積極的な女性委

理職に占める女性の割合

建築基準法において

ら計画の策定や協議会に

の市町村の状況をみなが

ｍの幅員を確保するよう

建て替えをする際には４

した道路はほとんどない。

を増やす方策と考える。

築を促し、新たに移住者

路地の道路化で再建

道路後退の緩和、袋

ついて検討していきたい。
見通しの悪いバス

道路からの後退を求めら

女性の管理職を増やし

講演会を実施し男女共同 ていきたいと考えている
参画社会の実現に努める。 が、管理職になるために

西浜バス停につい

停の安全対策は？

なる推進について」
は数十年勤務してなるも

ス会社に伝え、バス停の

のような状況についてバ

い路地が多い真鶴だから

というのでなく、狭

神奈川県だから困難

わない。徐々にでも、独

すぐに実現するとは思

ことになる。

月をかけて放棄していく

成り立ち、変容を示す痕

移動について協議してい

こそやらなくてはいけな

自で法律を考えていくの

地が多い地域は建

瀬戸道など狭い路

る。県との調整は非常に

条例』としても疑問であ

くすとことも『美の

瀬戸道を拡幅してな

のか？

きるのか？全くできない

か？今後どうやったらで

が、どうして難しいの

は活用できているか。 ており、協議はさせてい

空き家対策の特措法

ただくが、無理だと思う。

築基準法の接道義務の規

ないことも多く、結果と

空き家空き地等で屋

今のところ、県下で行っ

防災上、緊急時の観

して空き家となってしま

根や外壁が崩れて

困難ではあるが協議は可

う。沿道建物に対する安

いるとの通報を年に数件

制により、再建築が不可

全上、防火上必要な制限

点から道が広いに

を付加したうえで道路後

受けている。写真を撮り、

能であると思う。

退の緩和などの新たな

台帳等で所有者が分かれ

ている市町村はない。

こしたことはないと思っ

町独自条例をつくり、建

能な場所で買い手がつか

空き家対策の現状は

く。

いのでは？

政庁は当町においては神

男女共同参画講演会

過去の震災では女性

場所となっており、追い

の年間の開催数と、

は現在 機関、定数に占

の視点が不十分な点

跡である。『美の条例』

「男女共同参画基

める女性委員数は審議会

奈川県であり、調整及び

本法」では「男女

各課とも所管する審議会

により異なるが委員総数

越しの際は対向車の視認

細街路は真鶴の歴史と

等の委員への女性の登用

の静かな瀬戸道を長い年

れる。指導を行う特定行

などを自治会の方々と協

を積極的に行っている。

一
般
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問

があったが？
に占める女性委員の割合
6

緩和は難しい。

てはカーブに近い

男女共同参画週間への取

共同参画社会」につい
て、男女が社会の対等な

状況だ。新採用の段階か
性職員の管理職登用に向

ら長期的な計画により女

講演会は毎年度一回
とは言えないが参加者に

いては施設に啓発ポス

月 日実施の今年

割についてはどの様に？

保され、もって男女が均
会的及び文化的利益を享
共に責任を担うべき社

ターの掲示やチラシの配

受することができ、かつ、
会」と規定している。今

の防災訓練では、女
性の役割について特に決

町長の諮問機関の審

めていないが、今後の防

真鶴町総合計画審議

議していきたい。

ら観た役割でのリーダー
会のような附属機関

画比率については？

災訓練では女性の視点か

架をしている。

条に規定され

会」実現への当町の取組
みは？
第
ている地方公共団

議会等への女性の参

までの「男女共同参画社

男女共同参画週間につ

等に政治的、経済的、社

男女共同参画の視点

け考えている。

組みは？

によって社会のあらゆる

50

対しては十分な意識啓発
からの女性の防災及
ができていると思われる。 び災害発生時における役

活動に参画する機会が確

40

1

地域にあった施策の実

体の責務を果たすため、

9

地域防災計画の見直
22

が難しいと思われる。そ

のであり、 代・ 代の

る４ｍ以上の幅員を充た

道路としてみなされ

⁉

は ％となっている。

一 般 質 問

月 日から 日までの

員の登用や男女共同参画

バス停の危険個所は

3

16

3

年齢の女性職員が少ない

「男女共同参画社会の更

19

開催、参加率は高い

構成員として自らの意思

29

しの中で盛り込む。

15

6
は ・ ％だ。

施として、第 条に規定
10

⁉

23

15
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月臨時会において、多くの同僚議員より

天野 雅樹
青木
嚴

田中 俊一

議会広報特別委員会

板垣由美子

天野 雅樹

青木
健
黒岩 範子

森

地方創生等検討
特別委員会

青木

嚴

岩本 克美

青木
健
板垣由美子
青木
繁

森
敦彦
田中 俊一

監査委員

青木

嚴

高橋
青木

板垣由美子
青木
嚴

この使命を達成するため、年４回開催

繁

に行われているかを監視することです。
される定例会本会議だけでなく、調査・
検討の中心となる委員会活動等を活発に
行い、過疎対策をはじめ真鶴町の直面す

青木

敦
繁

る諸課題に対し、様々な角度・観点から
協議を行ってまいります。
また、これまでも議員定数や報酬、議
したが、引き続き、議会のあるべき姿を

会関連規定の見直し等を行ってまいりま
議論するとともに、議会・議員活動を町

海野 弘幸

湯河原町真鶴町
衛生組合議会議員

推挙を受け、議長に就任いたしました。
議会の使命は、町民の皆様のより豊か

民の皆様にわかりやすくお伝えするため

岩本 克美
海野 弘幸

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

な暮らしづくりを実現するため、一つに

黒岩 範子
田中 俊一

繁

は町の具体的政策を最終的に決定するこ

嚴

青木

の取組みを行ってまいりますので、議会

青木

議会運営委員会

と、二つにはその政策を中心に行われる

高橋
青木

森

へのご指導ご鞭撻を賜りますようよろし

天野 雅樹
板垣由美子

岩本 克美

執行機関の行財政運営や事務処理、事業

敦彦

経済文教常任委員会

くお願い申し上げます

海野 弘幸
青木
繁
青木

が、適法、適正、公平、効率的、民主的

責任の重さを痛感いたしておりますが、
女性の視点を生かしながら、高橋議長を
補佐し、公平・公正な議会運営に努め、
より一層の開かれた議会を目指して参り
ます。
二元代表制のもと執行機関と切磋琢磨
しあいながら山積する解決に努めて参り
ます。
町民の皆様におかれましては、より一

月６日の臨時会におきま

して、議員各位のご推挙を賜り、副議長

層のご支援とご協力を賜りますよう、よ
拶とさせていただきます。

ろしくお願い申し上げまして、就任の挨

由美子でござ

に就任いたしました板垣
います。

もとより微力ではございますが、誠心
誠意、職務に取り組んでまいる所存でご
ざいますので、どうぞよろしくお願い申
し上げます。

敦彦
黒岩 範子
青木
嚴
田中 俊一

員
委

敦
高橋
板垣 由美子

敦
繁
健
総務民生常任委員会

10

このたび、
10

平成29年10月６日現在

副議長 板垣 由美子
敦
議長 高橋

副委員長
委員長
委員会名

議長就任挨拶
副議長就任挨拶

真鶴町議会委員会構成表

16

議会だより まなづる Vol.57

真鶴町 議 会 議 員

①青木

健

②森

敦彦

③天野 雅樹

④黒岩 範子

⑤高橋

敦

⑥岩本 克美

⑦田中 俊一

⑧板垣由美子

一
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問

はまゆう

いそひよどり

⑨海野 弘幸

17

⑩青木

繁

⑪青木

嚴

くすのき

