
１． 委員会を開いた年月日及び場所 

平成３１年３月１１日 午前１０時００分開議 

小値賀町役場 ３階第１会議室 

 

２． 出席した委員の氏名 

                        委 員 長   土 川 重 佳 

                        副委員長   横 山 弘 藏 

                        委  員   宮 﨑 良 保 

                        委  員   浦   英 明 

                        委  員   末 永 一 朗 

                        委  員   松 屋 治 郎 

                        委  員   今 田 光 弘 

 

 

３． 欠席した委員の氏名       な  し 

 

 

４． 出席した委員外議員の氏名 

                        議  長   立 石 隆 教 

 

 

５．説明のため出席した者 

                  町 長    西   浩 三 

                  副 町 長    谷   良 一 

                  教 育 長    吉 元 勝 信 

                  会 計 管 理 者    北 村   仁 

                  総 務 課 長    前 田 達 也 

                  住 民 課 長    尾 野 英 昭 

                  福 祉 事 務 所 長    植 村 敏 彦 

                  産 業 振 興 課 理 事    松 尾 幸 治 

                  産 業 振 興 課 長    中 村 慶 幸 

                  農業委員会事務局長       〃 

                  建 設 課 長    橋 本   満 

                  教 育 次 長    永 田 敬 三 

         

 

６．職務のため出席した者 

                  議 会 事 務 局 長    橋 本 博 明 

                  議 会 事 務 局 書 記    森   知 佳 

 

７．付託を受けた事件の件名 

          議案第１３号  平成３１年度小値賀町一般会計予算 

                   



1 

 

開議 10：00                               音声 3/11 

委員長（土川重佳）  皆さん、おはようございます。 

ただいまから、本日の予算特別委員会を開く。 

 先週に引き続き、一般会計の歳出について質疑を行う。 

 今日は、第 3款・民生費、第 4款・衛生費、第 7款・土木費、第 10款・災害復旧費、第

5款・農林水産業費、第 6款・商工費、第 9款・教育費の順番で、款を追って質疑願う。 

その後、再度全課長に入室してもらい一般会計予算歳入歳出全般について質疑願う。その

後、第 2表『地方債』について質疑願う。 

 最初に、民生費から款を追ってご質疑願う。   

 第 3款・民 生 費 （P.44～53）              松屋委員 

委員（松屋治郎） 3款 1項 3目 14節の使用料と 13節の委託料、このことについて伺う。

独居高齢者見守りサービスの保守サポートと本体リース料があるが、これは何名分か。ま

たその利用状況、利点について伺う。 

委員長（土川重佳） 福祉事務所長 

福祉事務所長（植村敏彦） まず、初めに 10名分を予定しており、現在 5名が利用してい

ることになっている。 

 利点については、昨年の当初予算のときにも言ったようにモデル的なことで導入してい

るわけであるが、これが小値賀町の独り暮らしの見守りに適しているかどうかということ

で導入しているのだが、現在のところ在宅の独居の人たちにとっては、余り効果が上がっ

ていないというふうに思っているところなのだが、今年度、少しやり方を変えてというか、

独居の方でこれを余り活用しないという話を聞くと、使い勝手が悪いということで、スマ

ートフォンを持ってなければ意味がないとか、パソコンがなければ見れないとかいう話を

よく聞くので、その点については、今年度タブレットと一緒に貸し出すというふうなこと

で、今年度はそれも含めて予算化させてもらっている。 

委員長（土川重佳） 宮﨑委員 

委員（宮﨑良保） 3 款 1 項 1 目 15 節、地域福祉センター改修工事で 3,300 万出ている。

主要事業一覧表を見ると 3,500万となっているが、この差は何なのか。工事の明細を伺う。 

委員長（土川重佳） 福祉事務所長 

福祉事務所長（植村敏彦） 管理のほうで 200 万、それと工事のほうで 3,300 万というこ

とで、15節の工事請負費は 3,300万ということで、3,500万ということになっている。 

 工事の中身については、昨年度は空調関係をやったが、31 年度は外壁と水回り、トイレ

を改修することにしている。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。             末永委員 

委員（末永一朗） 46ぺージの独居老人のベルについて伺う。 

 29 年度は 20 件ベルを設置しているのだが、今年度は 5 件になっているので、孤独死を

防ぐための対策としてどのような取り組みを考えているのか伺う。 
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委員長（土川重佳） 福祉事務所長 

福祉事務所長（植村敏彦） この独居ベルについては余り効果がないということで、どん

どん設置者が減っているわけだが、それに代わるものとして昨年度からセンサーのほうを

モデル的に導入しているわけなのだが、今年度はこの独居ベルを廃して、先ほど 10個入れ

るということで今 5 人しか使っていないということなので、今、遊んでいるというか使用

してない分をこの 5人の方に入れ替えようかなというふうに考えている。 

 それもあって、先ほども言ったように携帯とかパソコンを持たない方については、タブ

レットを貸してできないかということで考えている。 

委員長（土川重佳） 末永委員 

委員（末永一朗） わかった。 

 それで、民生委員の仕事として月に 1 回、地区の独居老人とか、福祉のほうで何という

か調査して、その結果を住民課に提出するようになっていると思うのだが、小浜町も現在

独り暮らしが 12名いる。そういう中で、調査書類は適切に民生委員から住民課のほうに提

出されているのか伺う。 

委員長（土川重佳） 福祉事務所長 

福祉事務所長（植村敏彦） 民生委員の活動については、現在、社会福祉協議会のほうに

委託しており、毎月、報告については社協のほうに提出してもらっているし、それについ

てうちのほうにも報告が来ているので、報告も委員さんによっては、小さいことも 1 件と

カウントする委員さんもいれば、そういうのは訪問の内の 1 つに入らないということでそ

れぞれにあるが、民生委員さんのほうからは毎月ちゃんと報告は受けている。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。             今田委員 

委員（今田光弘） 49 ページの工事請負費で、町内の児童遊具設置工事ということで 30

年度も幾つかあったと思うが、この内容について教えてほしい。 

委員長（土川重佳） 福祉事務所長 

福祉事務所長（植村敏彦） 30 年度に町内の児童公園を一斉に点検し、撤去するところは

撤去する、設置するところは設置するということで整備を進めており、その一環として 31

年度も整備することにしているのだが、今回の児童遊具については地区回りでも話を少し

していると思うが、総合的な考えを、最近街部に、西町とか浦町とかそういう小さいとこ

ろじゃなく、広いところに遊べるような遊具ができないかということで、今年度はふれあ

いプラザのグラウンド、旧幼稚園のグラウンドがあると思うのだが、そこに複合型の遊具

を設置することを考えている。それと、先ほど言った設置場所なのだが、まだ詳細という

か、どこにするかというのは、今後、少し検討を重ねたいというふうにも思っている。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） 僕の記憶違いだったら申し訳ないのだが、赤浜公園のあれを 31年度に

やるような話を聞いてたように記憶しているのだが、それについてはいかがか。 

委員長（土川重佳） 福祉事務所長 
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福祉事務所長（植村敏彦） 赤浜の公園については、福祉事務所の管轄外ということにな

るので、それについては産業振興課になるのでそちらのほうで聞いてもらえればと思う。 

委員長（土川重佳） 今田委員。 

委員（今田光弘） 失礼いたしました。 

 次に、内容について若干不明瞭だったのだが、主要事業一覧表、A3 の紙、6 分の 2 ペー

ジ 17番の児童扶養手当支給事務というのがあり、この事業内容についてであるが、これを

読むと、「父又は母と生計を同じくしていない児童が養育される家庭の生活の…」とある

が、「父又は母と生計を同じくしていない児童が養育される」という部分、これは法律文

書なのか何かわからないが、非常にわかりにくくて、僕は「父又は母の一方からしか養育

を受けられない児童」というふうに解釈をしているのだが、この内容についてお願いする。 

委員長（土川重佳） 福祉事務所長 

福祉事務所長（植村敏彦） ひとり親というふうに、お父さんかお母さんか、もしくはお

父さんお母さんじゃなくておじいちゃんおばあちゃんみたいな人たちもいるが、基本的に

はひとり親家庭ということで考えてもらって大丈夫だ。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） わかった。 

 事業内容の表現が非常にわかりにくかったので質問した。 

 50ページからこども園費というのが入っているのだが、30年度までは教育委員会のほう

に入っていたと思っていたが、31 年度からはそれが所管替えのようなことなのだが、そも

そも所管替えについては、どうして教育委員会のほうから福祉事務所のほうになったのか

説明願う。 

委員長（土川重佳） 福祉事務所長 

福祉事務所長（植村敏彦） 教育委員会から福祉事務所のほうに、31 年度から事務のほう

を移管するということになっているのだが、現在こども園の運営に関しては、認定を福祉

事務所のほうで、保育料等の事務的なことについては教育委員会、それから現場について

はこども園ということで、3つの組織で動いているという形になっている。 

 認定からいろんな事務的なことを一括して処理するほうが効率的でもあるし、利用者に

とっても利便性が上がるのかなということもあり、今回、教育委員会から福祉事務所のほ

うにということになっているわけであるが、福祉事務所が、なぜこども園の運営ができる

のかというところの根拠を少し話したいと思う。 

 社会福祉法の第 14条第 6項において、市町村の設置する福祉に関する事務所、いわゆる

福祉事務所であるが、福祉事務所は生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福

祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生

の措置に関する事務のうち市町村が処理することとなっている。この法に従い、当町にお

いても小値賀町福祉事務所設置条例第 3条に所掌する事務を規定しているところであるが、

本町では、福祉事務所を福祉の専門部署というふうに位置づけており、社会福祉法に定め
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る事務のほか、福祉に関する事務も取り扱うことというふうにしている。 

 そこで、福祉事務所がこども園を運営する根拠であるが、社会福祉法第 2 条において社

会福祉事業についての定めがある。社会福祉事業には、第一種事業と第二種事業があり、

同条第 3 項において第二種事業についての規定が書かれており、同項第 2 号の 2 で幼保連

携型認定こども園の運営に関することも明記されている。社会福祉法で定める社会福祉事

業も、条例で定める社会福祉に関する事務というふうに解釈しており、今回、こども園の

事務を福祉事務所で実施することに問題ないのかなというふうに考えている。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） 非常に長い答弁をいただき、次に質問しようと思っていた内容まで答

えてもらったので次の質問がしにくいのだが、実は非常に僕が気になったのは、小値賀町

福祉事務所設置条例というのがしっかりあって、これに基づいて議会で議決して設置をし

ているわけで、所管事務というのが入っている。それで、もちろん施行規則というのが別

にあって、同じようにこども園のほうにも設置条例というのがある。こども園の設置条例

の施行規則の中に、事業内容であるが、「学校教育法に規定する教育事業を行う」という

ことで、こども園のほうでそれをやりなさいと書いてある。 

 一方で、福祉事務所の所管事務の中に学校教育法に関する所管が入っていないので、上

位の法律的にはこども園を社会福祉事務所で見ることはできるのであろうが、小値賀町の

条例を一言変えればいいわけで、どうして変えてからやらないのかなという単純な素朴な

疑問なのだがいかがか。 

委員長（土川重佳） 福祉事務所長 

福祉事務所長（植村敏彦） 委員の言うとおり、条例の改正をすれば済むのかなという話

にもなるかと思うが、先ほども説明したとおり、福祉に関する事務については福祉事務所

でできるんですよというふうに、福祉事務所の設置条例に書いてあるので、先ほども言っ

たように幼保連携型認定こども園については福祉事業というふうに法律でも書いているの

で、それでいくと、条例の改正をしなくても福祉事務所のほうで運営ができるのではない

かというふうに思っているところである。 

委員長（土川重佳） 町  長 

町長（西 浩三） ちょっと補足するが、こども園ができたいきさつからして、やっぱり

どうしても福祉の部門のほうが一番いいのではないかという考えを前から持っていた。 

 ただ、何せ法律が、法律というか国の所管が文科省と厚生労働省ということで、なかな

かそこら辺も我々も法律も読みにくいところがあるが、小値賀町においてはなるべく統合

しようということで、保育所と幼稚園を統合した経緯もあるので、ここは福祉のほうが、

今度は逆に教育委員会ができるかという話になるとまた違うのではないかなと思い、福祉

事務所に移管をしようと考えた次第である。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） 言っていることはわかるし、僕も所管は福祉事務所のほうがいいと本



5 

 

当に思っている。 

 ただ、現実的に条例があって施行規則があって、福祉事務所の設置条例施行規則の中に、

教育に関することは入ってないわけであるから、上位法によってできるんだよということ

はわかるのだが、今回じゃなくてもいいが、条例及び施行規則を現状に合ったように変え

ていったほうがいいのではないかと思う。 

委員長（土川重佳） 福祉事務所長 

福祉事務所長（植村敏彦） 条例については今後検討するというふうに考えているが、事

務分掌については福祉事務所のほうに子ども子育てに関するということは入っているのだ

が、こども園に関するということが入っていないので、規則については変えようかなと、

追加しようかなということで考えている。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。             今田委員 

委員（今田光弘） 理解した。 

 51 ページになるが、工事請負費でこども園の改修工事というのがあるが、これが大体ど

ういった内容なのか提示してほしい。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） 本年の工事内容については、空調の取り替え、雨漏りの被害があ

ったプレイルームの天井の張り替え。壁、それからフロアが痛んでいるが、その分の修繕

である。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） 内容というか実務的な問題で申し訳ないのだが、51 ページの今の工事

請負費の 5,000 万円という中で、説明の中に小値賀こども園改修工事、こども園遊具整備

工事という項目だけで、その後の金額が入っていない。今回この一般会計の予算書中でこ

ういう場所が何カ所かある。僕らはこういうのをもらって全部チェックしてやるときに、

こういう内訳がないと非常に余分な時間がかかってしまい、もう少し気遣いをしていただ

くといいのではないかなという気がする。 

 しかもここの場所は、主要事業一覧表の 4ページになるのだが、4ページの 57、58番で、

これは最初に訂正があった。「57 番が 720 万ではなくて、4,200 万円だよ」という、それ

が後から、ここに来てからわかったのだが、この状態で金額も違うし、そしてこの内訳も

書いてないというのは、実は僕はこれで 3時間くらい悩んだ。 

 こういうのをもう少ししっかりしてもらわないと、予算書の重みがなくなってしまうの

で、それについてはいかがか。 

委員長（土川重佳） 町  長 

町長（西 浩三） これは入札前である。 

 そこで、設計の価格を入札前に明かしてしまうと、入札が正当に行われないということ

で、推測できる部分については数字を外させてもらうというのが今までずっと慣例になっ

ている。そういうことで、「アバウトであれば」と言っても入札に必ず全く影響がないとは
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言えないわけだが、できれば、どこら辺までかというのがあればいいのだが、そこでここ

に数字を入れて、それより多くなったときもまた困るだろうし、少なくなっても何でかと

いう、まあ予算上の問題であるが、設計ができ上がってるものもあるし、でき上がってな

くて予算計上する場合もある。 

 そういうことで、できればこれでお許しいただきたいと思っている。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） 町長の言った内容については理解できる。 

 確かにそれが独り歩きするということで、後から、それこそ僕らがああだこうだ言う可

能性もあるのだが、議会としてその予算が適正というか妥当であるかどうかという判断を、

やはりしないといけない。まして、もらっている A3の説明、主要事業一覧、これが全てで

ある。この中でやっていて、これが 720 万という状況になっている中で、これで判断しろ

と言ってもちょっときつい部分があるので、独り歩きする可能性はあるが、ある程度僕ら

が町民に説明できるだけの数字というのは本来出すべきではないかと思うがいかがか。 

委員長（土川重佳） 町  長 

町長（西 浩三） 例えば丸め込んで、何百万か何千万かという単位で示すことは十分可

能であるが、それ以後の小さい数字になると、ちょっと遠慮させてもらいたいということ

で、そういう場合に、例えば、「これは 4,000 万ですよ」と言って、4,000 万と 1,000 万で

皆さんが納得するかという話になろうかと思う。非常に難しいところであり、設計が終わ

っていれば詳細がないわけではない。ただ、終わってない場合はまだ変わるかもしれない

ということがあるもので。 

 ただ、1つ欠点もある。例えば 1つしかなければそのまま数字が出る。そのときはそのま

ま仕方がないということで出しているので、出せる部分については出すということで、ご

協力をお願いしたいと思う。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） 理解ができるのだが、実は少し逸れてしまうもしれないが、すみませ

ん、特別委員会なので許してほしい。 

 僕は今、広報委員で議会だよりをつくっている。今まさにつくっていて、継続事業ある

いは新規事業というのをやっているのだが、その新規事業の中で、やはり町民が注目して

いる事業はこれだよということで、例えば、こども園の改修工事は今年幾らかかるんだよ

と書きたかったのだが、入札前だとやはり書いてはいけないということになるのだろうか。 

委員長（土川重佳） 町  長 

町長（西 浩三） 議員さんが書く分には私は大丈夫だと思っている。 

 ただ、うちとすれば、入札に支障を来す行為についてはやりたくないなというのが現状

である。 

委員長（土川重佳） ほかにないか、民生費。         横山委員 

委員（横山弘藏） 50ぺージ、こども園費の 7節・賃金。 
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 臨時保育士賃金が 1,400 万余り出ている。この臨時保育士賃金の 1,400 万、結構いって

ると思うのだが、今後の保育士の確保の問題、小値賀町で例えば保育士養成のための奨学

金制度とか、そういうことも今後考えたらどうかということを前から言っているが、その

辺の今後の見通しについて答弁を願う。 

委員長（土川重佳） 総務課長 

総務課長（前田達也） 奨学金の問題については、以前から、議員さんたちからもご指摘

があるし、先日の地区説明会等の意見交換会においても、そういうご意見を多数いただい

ている。なので、今後、統一したというか、小値賀町の後継者となるべき人材についての

支援について考えていきたいと考えている。 

委員長（土川重佳） 横山委員 

委員（横山弘藏） 慢性的に保育士が不足しているということをよく耳にする。 

 若い人を、若い保育の先生を入れて若返りも必要かと思うので、その辺は積極的に予算

に取り組んで進めてほしいと思う。 

 次に、53 ページの扶助費、生活保護生活扶助費等、この項目が 5,100 万余り出ている。

小値賀町の生活保護に関する今の状況を、わかる範囲で説明をお願いする。 

委員長（土川重佳） 福祉事務所長 

福祉事務所長（植村敏彦） 現在、生活保護を受けている方は 28ケースあるのだが、ケー

スの数については、ほぼこの 20、まあ 30前後で推移しているところで、廃止の方もいるし、

新規にという状況にある。現在のところまだ生活保護にはなっていないが、生活困窮とい

うか 3 件ほどそういう相談があるのだが、今後この 3 件が生活保護のほうに移行してくる

ような状況にもあるし、予算の中にあるように、生活困窮者相談嘱託委員ということで一

応 1 名採用しているので、この方を中心にできるだけ生活保護にならないように支援をし

ていくようにしている。 

委員長（土川重佳） ほかにないか、民生費。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 民生費の質疑を終わる。 

しばらく休憩する。 

（福祉事務所退室） 

― 休 憩  午 前  10 時 31 分 ― 

― 再 開  午 前  10 時 34 分 ― 

委員長（土川重佳） 再開する。 

 第 4款・衛 生 費 （P.54～61）             今田委員 

委員（今田光弘） 56 ページ、これは毎年のように僕もいろいろ言っているのだが、海岸

漂着物等地域対策推進事業委託料ということで950万円計上されており、一覧表を見ると、

25 番、1,092 万 5,000 円に対して、実は国費というのがゼロである。県費で、国から県に

行ってるのかもしれないが、そこはちょっとよくわからないが。考え方について、海岸漂
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着物処理推進法というのを、今、海岸漂着ゴミのことを考えている人は多分いっぱい読ん

でいると思うのだが、少し話が大きくなるかもしれないが、その中で明確に「政府は離島

その他の地域において、地方公共団体が行う海岸漂着物の処理に要する経費について、特

別な配慮をする」ということが、法律の中に明示されている。実際に支援措置としても具

体的にあるのだが、漂着ゴミについては本当に町も困っていて毎年予算は計上されている

が、先日、確か横山議員だったか、実際にゴミの処理が追いついてないというふうに思っ

て、本当にいたちごっこの部分もあるのだが、もう少し国に対してとか、去年も確か働き

かけはするということを言っていたような気がするのだが、ちょっとこのままではまずい

のではないかなと思うので、国に対しての支援をもう少し求めるような考えはないか。 

委員長（土川重佳） 町  長 

町長（西 浩三） 私たちも、県の離島振興協議会あたりでも国のほうに要望はしている。

全国にわたってるはずで、どっちかというと割当てで今 1,000 万程度来ているということ

で、小値賀だけが特別多いかというと、対馬とか壱岐はまだ状況が酷いようであるが、こ

の割当ての増加については、やはり国のほうにお願いをしていってるわけなのだが、小値

賀の場合、取っても取ってもという感じが余計に、ひと風、風が変わると、前日やったの

が無駄になるということで大変もどかしいとこがあるのだが、この増額についても国のほ

うにずっとお願いをしているので、何かちょっと状況が変わったことがあったときには言

いやすいのだが、ずっと定例的に言うと向こうも聞き慣れてしまうので、何かの機会に、

めちゃ酷い写真でもあったらそこら辺を持っていって、こがん酷かとですよという話をで

きればいいなと思っているところである。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） 日本全国の離島で非常に困っていて、場合によっては小値賀のほうが

まだいいかなという部分もあるので、その辺についてはこれからも継続的に国への要望の

ほうをよろしくお願いしたいというふうに、本当に僕は思う。 

 次に、この中にはないのだが、衛生費の中で西目の焼却場の横に大型のコンポストとい

うのか、あれを 2 台設置して、一昨年だったか、それの状況を見るということだったが、

最近非常に気になるのが 2 つのうち 1 つは 9 割くらいが満タン、もう 1 つも 8 割くらいが

入っているということで、あれが機能しているのか、今後どう考えているのか聞かせてほ

しい。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） 大型のゴミ処理機は、西目の処理場付近に 2 基と小浜団地のほう

に 1 基置いている。西目のほうには魚の加工業者の方に入れてもらっている。これが 1 日

30 キロ処理できるような形で考えていたのだが、魚の残渣、やはり骨・頭とかがあり、な

かなか分解が進まないのが現状である。小浜団地のほうについては順調に処理ができてい

ると思う。2つを比較して考えると、小浜団地のほうは元々場所が畑ということで、土壌菌

もいいものがあったんだろうと考えている。それから処理場のほうは盛土したところに設
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置したということもあり、土壌菌の働きも弱いのが 1 つの要因ではなかろうかということ

で考えている。それで小浜団地のほうが今順調にやっているので、今後、各地区のほうに

要望をとって設置して、普及に努めたいという考えでいる。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） 今回ある場所について、あれを入れることでゴミの減量化につながると

いうのも明らかなのでそれは進めるべきだと思うが、現時点で西目があのまま置いといて

どうなるのかと。もうあそこまで行ってしまうとはっきり言って処理できないのではない

かなということで、本来であればどこかで見切りをつけて、その処理の費用を 31年度の予

算に計上したほうがいいのかなと。そういうふうに考えていたのだが何も出てこなくて、

その辺についてはいかがか。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） 西目の処理機については、販売業者の方、実績のある方に来ても

らって見てもらっているが、なかなか効果が出てないのはわかっている。なので、1回処理

機を分解して中の残渣を処理することを考える時期に来ているというふうには思っている。 

委員長（土川重佳） 横山委員 

委員（横山弘藏） ああいう有機物の処理には、いろんな酵素を混ぜるという話があるじ

ゃないか。例えば EM菌とか。そういったことをしてもやはり分解が進まないのか。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） 分解をするための促進剤を定期的に入れているが、西目について

はなかなか進まないのが現状である。 

委員長（土川重佳） 横山委員 

委員（横山弘藏） 56 ページ、衛生費の 13 節・委託料。斎場の管理費委託料がいろいろ

出ているが、聞くところによると、火葬場の炉が 1 基故障して使えないような話も聞いて

いるのだが、それから以前、炉のところの天井の鉄板が落ちてきたとか、管理人の話によ

るとかなり老朽化が進んでいるという話を聞くのだが、今のように小値賀はお年寄りが亡

くなる方が多い状況の中で、不便が少し起きているのではないかと思うのだが、その辺の

管理体制はいかがなものか答弁を願う。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） 毎年 1回、炉の専門業者の方に委託をして老朽度調査をしている。

それで、先ほど炉が 1 基故障して使えないといったことを言われたのだが、これは点検を

して炉の打ち替えが必要だということで、修繕をする期間が使えなかったということであ

る。それから、先ほどの天井からの金属ということで、その分についても手当をするよう

に専門業者のほうに依頼をしている。 

委員長（土川重佳） 横山委員 

委員（横山弘藏）  その天井から落下したときの話はかなり前の話なのだが、まだ修繕

はしていないのか。 
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委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） 落下してすぐに仮設の応急手当はした。 

 それで、本格的に安全を確保する工事というのを、対策を研究して、それがちょっと時

間がかかった。もう発注はしている。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 衛生費の質疑を終わる。 

 しばらく休憩する。 

（住民課退室） 

― 休 憩  午 前  10 時 46 分 ― 

― 再 開  午 前  10 時 54 分 ― 

 

委員長（土川重佳） 再開する。 

 第 7款・土 木 費 （P.79～83）             宮﨑委員 

委員（宮﨑良保） 7款 2項 3目の町道木場線の近浦橋の架替工事の内容の説明をお願いす

る。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） まず場所は、近浦漁港付近の山内滿男さん宅の横に水路があるの

だが、そこの流末に、一応、橋ということで長さが 4 メートルある。これがかなり古い橋

で、コンクリートの材料の玉石が露出している状態である。それと無筋ということで強度

不足ということもあり、国の交付金を用いてボックスカルバートに変える。それから水路

も石積みで危ないので、交付金に引っ掛けてという言い方は悪いのだが、交付金を使って

一緒に改修することがこの事業の内容である。 

委員長（土川重佳） 宮﨑委員 

委員（宮﨑良保） 専門用語ばかりでちんぷんかんぷんだったが、ボックスカルバートと

は何か。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） 大変申し訳ない。暗渠である。暗渠で四角形のものをボックスカ

ルバートと呼んでいる。これが丸だったらヒューム管という呼び方になる。 

委員長（土川重佳） 横山委員 

委員（横山弘藏） 土木費の 82 ページ、13 節の委託料、野崎の無電柱化工事の設計業務

委託料 1,700万。これは今後どのような段階で工事が進んでいくのか説明をお願いする。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） これについては全員協議会で皆さんの了解を得られ、九州の無電

柱化協議会に 12月に申請をした。それが認められたので、初めて今回、測量及び試験費と

いうことで設計に係る予算が 1,700万である。 
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 今後の予定であるが、今回で総事業費がわかるようになるので、32 年度には着手して完

了できればというふうに考えている。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） その野崎の無電柱化するところだが、道路沿いのやつと中のほうのや

つと、それから道路沿いに普通の電柱じゃない電柱もあると思うが、それも全て含めてと

いうことか。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） 九州電力の電柱のほか、NTT の電柱も立っている。場所は水道の

配水池から教会を通り、ダムの入り口、ここまでの無電柱化を考えている。 

委員長（土川重佳） 横山委員 

委員（横山弘藏） 同じく 82ページの住宅管理費。需用費の修繕料が 500万から出ている

が、これは主にどういった修繕か、説明をお願いする。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） 昨年度と比べて 100万多くなった理由から説明する。 

 新小浜団地のほうに給湯器のオイルタンクがある。これが設置後十数年経過し、オイル

漏れが見られる箇所もあるので、この分の 16個の取り替え。 

それから通常の維持管理ということで、住宅を退居された分について次の方が快適に生

活しやすいようにというような通常の修繕料、それを合わせた金額が今回の予算となる。 

委員長（土川重佳） 横山委員 

委員（横山弘藏） わかった。 

 ちょっと疑問に思うのが、そのオイルタンクというのは何年くらいでさびてしまうもの

なのか。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） 10年を目安にしている。 

 それで小浜団地には全部で 30 個あるのだが、今回 16 個替える分は最初に建った第 1 期

の分で、16個を替えるものである。 

委員長（土川重佳） 横山委員 

委員（横山弘藏） わかった。 

 次に、同じく 82ページの住宅管理費の委託料に、シロアリのことがずらっと並んでいる

が、シロアリの状況というのは町営住宅においてもかなり深刻な部分があるのかどうか、

そしてどういう状況でシロアリが蔓延するのか、説明をお願いする。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） 今回上げている分は町営住宅でも古いほうの住宅である。経年し

て木材も弱いところがあって、シロアリが入ってるのではないかと思っている。それと、

シロアリが発生すると、その都度駆除はしているのだが、やはり周りからのシロアリの被

害というのが考えられる。なので、今回シロアリ駆除とともに予防ということで、敷地内
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に駆除剤の入った管を埋めて、年に 6 回であるがシロアリの定期点検もやっていくという

ふうに考えている。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。             今田委員 

委員（今田光弘） 道路の維持管理費について。主要事業一覧の 71、72番に町道と県道を

合わせて 2,000万余りの金額があるが、去年の当初予算と比べると総額で 600、700万くら

いの減額になっているが、この減額の理由について説明してほしい。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） まず主な原因は、昨年度、15 節・工事請負費のほうで浜津の正手

線の工事を 300万上げていた。これが今回ないということ。 

それから道路の修繕費も、今回 150 万ほど下げている。理由としたら、ある程度修繕の

手が届いているということで、そういう理由で減額している。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） 毎年のように言っているが、実際そういうことで予算として下がって

きているわけであるが、毎年言って申し訳ないが、草刈り作業をしている方は、非常に苦

労されているにも関わらずなかなか給料が、若干は上がったようであるがそれでも厳しい

ということで、耳にするところでは、「もうやってられない」「もう辞めちゃおうか」と

言ってる人がいるくらい厳しい状況だ。ましてや雨が降ると、特にこの冬は雨が多いので、

雨が降ると収入にならないということで、本来、道路を維持するために一番大事なのは、

今の小値賀の状況では人が手作業でやるわけだから、その人を確保するためにそれなりの

努力をしないといけないと思うのだが、いかがか。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） 委員の言うとおり、雨の日の作業ができないということが安定し

た収入になっていないと言っていることだと思うのだが、道路の人夫さんと話し合いを持

ち、例えば雨の日は道路の見回りをして、排水溝が詰まっている箇所を発見してそこをち

ょっと作業したらどうかとか、あとは環境美化ということで海岸清掃、雨の日でも海岸清

掃はできるし雨上がりでもできるということで、そういう提案をしているところである。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） 横から声が聞こえたのだが、雨で草刈りができないから、例えば溝掃

除とか、できる仕事の中に溝掃除といったら土も重くなるし海岸も滑るので、仕事を与え

たいとする気持ちは非常にわかるのだが、雨の日に本当にそれでいいのか。例えばストッ

クヤードだとか、管轄が違うのかもしれないがそういう仕事をうまく組み合わせることで

人の確保につながっていくのかなという気がするのだが、いかがか。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） ストックヤードは私たちの管轄でそこにも相談をしたが、そこで

働いている方は月 10日程度ということで、そこに道路人夫さんを投入すると今働いている

方の仕事も奪われるということもあって、そこは断念した。 
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 それから、雨の日でもできるということで提案しているのが、下水道施設の建物の中の

清掃とか、そういったことも提案しているところである。 

委員長（土川重佳） 横山委員 

委員（横山弘藏） 道路の清掃も一生懸命やってもらっているのだが、私が目につくのは

公園である。赤浜公園とか番岳公園とか斑島の公園とか。雑草がめちゃくちゃ生い茂って、

公園かどうかもわからない状況のときもある。あれは、維持管理はどうなっているのか。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） 維持管理の草刈りに対する部分は、建設課が担っている。 

 施設の運用については、各所管のほうで行っている。 

 それと雑草が目立つということで、大変申し訳なく思っているのだが、道路作業者の方

も少ないということもあり、そこまで手が回っていないということなのだが、まず道路の

ほうが道路通行の安全を確保するということで優先しているので、何とかもう少しうまく

回して公園管理に手の届くようなことをやっていきたいと考えているので、よろしくお願

いする。 

委員長（土川重佳） 横山委員 

委員（横山弘藏） 人手不足で、なかなか手が回らないというのは私も十分理解している

のだが、今のように小値賀町が世界遺産とか景観条例とかいろいろあるが、せっかく来た

お客さんを見晴らしのいい景観のいいところに連れて行っても、それを辿っていく道さえ

消えているような雑草が生えている。何だこりゃっちゅう感じのときがあるのだが、人手

不足というのが非常にネックになっていると思うのだが、公園の整備に関してはもうちょ

っと独立した体制をつくるか、管理をどこかに委託するか、もしくはお年寄りをうまく活

用するか、何かいい方法で 1 年中いい状況に保つのがいいと思うのだが、その辺は町長ど

のように考えているか。 

委員長（土川重佳） 町  長 

町長（西 浩三） 言われることはごもっともだと思うのだが、人手不足で、それが部署

を変えても結果的には同じことに、小値賀町全体で足りないということのようであるので、

そして運が悪いことにちょうど時期が、道路も公園も一緒の時期に重なってしまうという

問題がある。そういうことで、何とかボランティアの支援も受けながら、また有償ボラン

ティア等も使いながら、やはりそのシーズンには観光地はきれいにすべきだろうし、優先

順位でもつけてとりあえずはやっていかないと、どこ行ってもみんな一緒だったんじゃ申

し訳ないと思うので、今後、そういう面についても検討したいと思う。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。             浦 委員 

委員（浦 英明） 82 ページ、2 項・道路橋梁費の委託料。これが 213 万 6,000 円、道路

台帳補正業務委託料か、この内容の説明を。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） この分は、平成 28 年、29 年に工事を実施した野崎の道路工事の
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成果を測量して、それを台帳化するものである。 

委員長（土川重佳） 浦 委員 

委員（浦 英明） これはどこの業者に委託するのか。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） 基本的には指名競争入札を考えている。 

 指名業者は県内の業者を考えている。 

委員長（土川重佳） 浦 委員 

委員（浦 英明） これはもちろん、小値賀の業者では誰もできないということなのか。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） 測量の資格のあるコンサルを考えている。 

委員長（土川重佳） 浦 委員 

委員（浦 英明） 次が、3項の住宅費で一番下に工事請負費があるが、丘町住宅の屋根防

水工事か、この内容について尋ねる。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） この住宅はもともと高校の教員住宅だった。それを町に譲っても

らい、町有住宅ということで運営している。建設年度が昭和 48年ということで劣化がかな

り見られるので、屋根の防水工事を実施するものである。 

委員長（土川重佳） 浦 委員 

委員（浦 英明） 場所的にイメージがわかないので、そこを教えてほしい。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） 場所は細川建設が前建てた住宅で、今は町有住宅ということで運

営しているが、その下段にある住宅 2戸を考えている。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 第 10款・災 害 復 旧 費 （P.103） 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） しばらく休憩する。 

 

― 休 憩  午 前  11 時 16 分 ― 

― 再 開  午 前  11 時 21 分 ― 

 

委員長（土川重佳） 再開する。 

 第 5款・農林水産業費 （P.61～76）            松屋委員 

委員（松屋治郎） 64ページの 19節、農業経営改善事業補助金（園芸ハウス整備）。 

 現在の実エンドウとメロンの栽培業者数と面積、それと売上高というのか収穫高という

のか、今後どれくらい増やすのか伺う。 
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委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） 園芸の栽培面積に関しては、実エンドウが約 500 アール、ブ

ロッコリーが 850アール、トマトはミニトマトを合わせて 160アール、ゴーヤ 90アールと

いうような状況なのだが、今回予算に上げた園芸ハウスの整備事業に関しては、整備面積

が 2戸で 2,028平米になる。 

 今回の整備事業において、主に実エンドウとゴーヤ、それからメロンという栽培内容に

なっている。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） ごめんなさい、今の説明がよく聞き取れなかったのだが、2戸、2戸で

品目が実エンドウとゴーヤとメロンということなのか。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） この事業は県単の事業なのだが、実施要件が 2 戸で 2,000 平

米以上となっている。その中で 1 名は実エンドウとゴーヤ、もう 1 名は実エンドウとメロ

ンを事業上の栽培品目と定めている。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） そうすると、これは県の新構造改善加速化支援事業だと思うが、幾つ

かパターンがあると思うが、どれを適用しているのか。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） 受入団体型という事業メニューになる。 

委員長（土川重佳） 議  長 

議長（立石隆教） ただいまのところで関連するが、栽培面積の拡大を支援するという事

業だが、全体的な戦略を考えたときに今後どう考えたらいいのだろうかとちょっと悩むの

だが、例えば今、牛の頭数を増やすということで多頭飼育農家を支援している。そういう

ふうに牛が増えてくると牧草地が足らなくなる。そうなると、畑を牧草地にしようという

考え方が片方で一つある。もう片方で園芸の面積の拡大を図ろうとする考えがある。これ

は将来的に考えたときに両方成り立つのか。そこら辺のところの戦略はどう考えるのかな

と。これも総合計画等の見直しもあるようなので、その辺のところで出てくるかもしれな

いが、そういう見通しについてはどう考えているのか伺う。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） 正直に言って、町の農業の中長期の進行ビジョンというか、

品目ごとの栽培に関する考え方、農地の確保の仕方というのは現在ないというのが正直な

ところである。そういう中で、今、議長からもあったように、畜産農家に関しては、最近、

主に U ターン、地元出身の方たちが後継者として少しずつ出てきている状況で、一方で園

芸に関しては、主に Iターン者を中心に、畜産ほどではないが少しずついる状況である。 

 そういう中で、農地の確保に関しては研修事業を行っている担い手公社が中心になって

農地を確保しているところであるが、今回 31年度予算で計上しているが、町も農業振興地
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域の整備見直しというものが 10年以上できていない状況にある。今回それに着手しようと

思っているので、その見直しをかけていく中で農業委員会、産業振興課を含めて、それか

ら生産部会のみなさんと今後小値賀の農地をどういうふうにして割り振っていくかという

か、確保していくか、ということを考える機会にしたいと思っている。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。             今田委員 

委員（今田光弘） 今の答えの中で、担い手公社が土地の確保云々という話をされたが、

去年か一昨年か、担い手公社に、「これから先、例えば新規就農者がいたとしてハウスを

建てようと思っても土地がありませんよ」という話をしたら、担い手公社の局長は、「そ

れは役場のする仕事だ」と明確に断定されている。今の話だと担い手公社が中心というふ

うに聞こえたのだが、その辺についてはいかがか。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） 確かに言われるとおり、先ほども言ったように、農地の確保

というのは担い手公社だけではなく、産業振興課も、農業委員会も、農協も、生産部会も、

みんなで今後の農地のあり方というのを考えていく必要があると思っている。 

 そういう中で、現在まで、先ほど言ったように担い手公社が主体になって研修事業を行

っている中で、用地の確保もいろいろとご苦労をしてもらっているということである。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。              末永委員 

委員（末永一朗） 69 ページか 70 ページに観光ダイビングが載っているが、これはお客

を乗せていく場合、瀬渡しの免許か、遊漁船の免許か、そういうものを取らないと乗せて

いけないのか、今、我々が作業をするためのダイバーを乗せていきよる免許じゃだめなの

か、そこら辺はどうなのか。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） 通常、小値賀の小型の漁船に関しては、定員は取れても 2 名

という状況だと思う。観光ダイビングを実施するに当たって、お客さんを乗せていくには、

別に小型船舶の免許が必要になる。 

委員長（土川重佳） 末永委員 

委員（末永一朗） 小型免許だけ持っていれば乗せられるのか。 

 ほとんどの漁師仲間は小型免許の 1 級とか 2 級とか持っているのだが、我々は作業のダ

イバーを乗せる許可は、「はやて」を含めて今 9 隻持っている。それで私の船が 6 名乗せ

ていい許可を取っているのだが、遊漁船の免許を持っている人に聞けば、今我々が持って

いる免許でいいと。ただ、泳がせる場合は、プロのインストラクターの人を 1 人乗せれば

いいのではないかという話を聞いたもので。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） お答えする。 

 言葉足らずで申し訳なかった。いわゆる遊漁船の免許プラス船の定員というのを確保し

ないといけないということである。 
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委員長（土川重佳） 横山委員 

委員（横山弘藏） 水産業振興費の 2目の 8節、地域おこし協力隊活動謝礼（漁業研修生）

が 380万円余り出ているが、今の状況の説明をお願いする。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） 今年の 2 月から協力隊として研修を行っている方が 1 名と、

新年度に募集を 1名、計 2名の予算である。 

委員長（土川重佳） 浦 委員 

委員（浦 英明） 農業関係も聞かないといけなかったので後で聞くが、水産関係で、ま

ずその 2名というのが主要事業一覧に載っていたが、この名前でいいのか、そこを尋ねる。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） 委員の言うとおりである。 

委員長（土川重佳） 浦 委員 

委員（浦 英明） 地域おこし協力隊の指導者の謝礼と、それからその下の、これは 2 段

書きになっているが、この謝礼はどう違うのかそこを尋ねる。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） 地域おこし協力隊と、県の研修支援事業である浜の魅力発信・

漁業就業促進総合支援事業指導者謝礼金のことを言っていると思うが、今言ったように、

農漁業研修の制度の拡充を 28年度から図っているが、最初の 1年間については地域おこし

協力隊として研修をしてもらう。その後、今言った県の浜の魅力の事業につなげるという

ことで、協力隊に関しては 2 月から来ている 1 名の方、それから今後募集しようとしてい

る分。それと、浜の魅力に関しては既に漁業研修生としている方の分、その方に対する謝

礼あるいはその方の指導者に対しての謝礼ということになる。 

委員長（土川重佳） 浦 委員 

委員（浦 英明） 指導者の名前を教えてもらえばわかるのだが、主にどういった漁業に

就業するのか。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） 県の事業で既に研修を行っている方に関しては、斑地区に住

んでおり、指導者も斑の方である。漁業種類としては一本釣り延縄、引き縄、いわゆる一

本釣りということになっている。 

委員長（土川重佳） 横山委員 

委員（横山弘藏） ちょっと前に戻るのだが 63 ページ。3 目の 13 節・委託料、ここに戦

略産品開発事業委託料 600万と出ているが、この戦略産品について説明をお願いする。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） ミニトマト、落花生、それからゴマ、家庭果樹等の未利用・

低利用の果樹だ。ミニトマト、落花生においては、いわゆるハネモノの活用を行って商品

開発・販路拡大していくための事業である。 
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委員長（土川重佳） 横山委員 

委員（横山弘藏） 委託ということは商品開発と思うのだが、どこに委託するのか。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） そういう事業に興味のある方に周知をして、公募をしたいと

思っている。 

委員長（土川重佳） 横山委員 

委員（横山弘藏） 今の説明を聞いていると、はっきりと頭の中がクリアにならないのだ

が、600万という委託料の根拠、算定方法はどんな感じなのか。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） 人件費、マーケティング等に関する旅費とか調査研究費、事

務用品等の消耗品費、原材料費、パッケージ等の諸材料費、通信運搬費、パッケージ等の

デザイン委託料等で算出をしている。 

委員長（土川重佳） 横山委員 

委員（横山弘藏） 非常にアバウトに聞こえるのだが、今あるものを先に進めていく事業

なのか、それとも新たに何か戦略的に小値賀の特産品をつくるような事業なのか、細かく

はいろいろ聞きたくないが、その辺はどうなのか。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） 事業概要として、先ほど言ったように、未利用・低利用品の

商品化を目指すための事業ということになる。その中に、委員お尋ねの、現在ある商品の

磨き上げというのも含めている。 

委員長（土川重佳） 横山委員 

委員（横山弘藏） わかった。 

 これの事業内容の内訳を後で提出してもらえないか。言葉だけではピンとこない。アバ

ウトすぎてはっきり言ってよくわからない。後で資料の提出をお願いしたい。 

 それから 68ページ。農林水産業費、1目・13節、保全松林緊急保護整備（衛生伐）作業

委託料 2 億 3,600 万が出ているが、これの予算の内訳を、前も聞いたと思うがもう一度は

っきり示してほしい。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） 委託料 2億 3600万の内訳であるが、現年木の枯れ松、いわゆ

る衛生伐の委託料である。4,000立米で見込んでいる。 

委員長（土川重佳） しばらく休憩する。 

― 休 憩  午 前  11 時 46 分 ― 

― 再 開  午 前  11 時 47 分 ― 

 

委員長（土川重佳） 再開する。               宮﨑委員 

委員（宮﨑良保） 地域おこし協力隊の観光ダイビングのところで尋ねる。 
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 先日、地域おこし協力隊の実績発表があり、山本君だったか、平成 32年度を目処に事業

化を目指して今準備中ということで、今年度 389 万 4,000 円ばかり事業費としてここに書

かれている。漁業団体との協議・調整とか、管理運営の体制及び事業計画の作成、スポッ

ト整理及びマップの作製等々あるが、この内容の説明をお聞きする。 

 当日山本君がいなかったもので、黒崎さんがある程度の話はしたのだが、もうちょっと

詳しく伺いたい。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） 観光ダイビングに取り組む地域おこし協力隊の 31年度の事業

活動の内容であるが、事業化に向けた漁協及び漁業者団体、漁業者との協議・調整、事業

の管理運営の体制及び事業計画の作成、スポットの調査・整理、スポットマップの作製、

町外への PR、営業活動、事業化に向けた類似ショップの視察・研修等が主な内容である。 

委員長（土川重佳） 宮﨑委員 

委員（宮﨑良保） 大体わかるが、漁業団体との協議・調整というのは漁協だけなのか、

漁師も入っての協議会か何かつくるのか。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） 協議会をつくる予定は今のところない。ただ、このスポット

調査に入る前に、既に漁協並びに漁業者への説明は行っており、見るべきスポットがあれ

ば事業化を進めて構わないということで了解を得ている。 

 ただ、実際にやるという話になったときに、漁場に対する細かい調整とか、漁業者がど

う関わっていくかとか、そういった部分に関してはこれから詰めていかなければいけない

ところだと思っているので、そういうことを進めるということである。 

委員長（土川重佳） 宮﨑委員 

委員（宮﨑良保） 類似ショップの視察及び研修というのは、山本君が 1 人で研修をする

のか。また営業活動もそうなのか。とても山本君 1 人でこなせるような事業内容ではない

と思うのだが、役場はそこでどう関わっていくのか。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） 協力隊として、観光ダイビングの事業化に向けた活動をして

いるのは 1 人である。基本的には、この予算というのは 1 人分で活動も 1 人。実際、今年

度も営業とか研修とか行っているが、モニターツアーの誘客とかしているが、基本的には 1

人であるが、別途、観光ダイビングの調査事業として、行政もケースによっては同行する

等の予算は確保しているので、そこは状況によって対応したいと思っている。 

委員長（土川重佳） 宮﨑委員 

委員（宮﨑良保） 1人というのは非常に厳しいと思う。山本君が地域おこし協力隊を卒業

したときに、また新たに地域おこし協力隊でもう 1 人増やすのか、それとも事業拡充で雇

用者として雇用するのか、その辺はどう考えているのか。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 
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産業振興課長（中村慶幸） 隊員も去年末に来たばかりであるが、今後、隊員が事業化し

ていく上で、委員が言われるように複数で協働体制を取るのか、必要に応じて雇用を入れ

ていくのか、それは今から一緒になって検討していくということで、現段階でははっきり

していない。 

委員長（土川重佳） 宮﨑委員 

委員（宮﨑良保） この事業は非常に私も期待しているので、そういった計画も早目につ

くって、山本君が順調に成長できるような体制を一日でも早くつくってくれればと思う。 

委員長（土川重佳） 浦 委員 

委員（浦 英明） その下の、地域おこし協力隊活動謝礼金（担い手公社派遣事業）と書

いているが、これは主要事業で言うが、ここに金額が 389 万 2,000 円と、大体 3 つ同じよ

うな内容で書いている。それで、ここにせっかく名前を書いているので、この新規のほう

の担い手公社の事業に行くのは誰なのか、それからその一番下の水産の担い手、新規事業

と書いているが、ここに行くのは誰なのか。わかれば名前を教えてほしい。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） いずれもまだ決まった人がいない。 

 予算が通れば募集をするということになる。 

委員長（土川重佳） 浦 委員 

委員（浦 英明） 確か、前に事業をした人で上村という人がおったと思うのだが、この

方は 30年度、今年の 3月で終わるのか。確認のため尋ねる。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） 先ほど、県の研修事業を活用している方がいるというふうに

言ったが、その方である。今年の 9月末で卒業予定である。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。             松屋委員 

委員（松屋治郎） 72 ページの 19 節、離島漁業再生支援交付金（基本交付金分）の内容

について説明をお願いする。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） これは、従来から小値賀漁業集落が取り組んでいる漁業の生

産活動、再生活動に対する支援の事業で、17 年度から始まって今第 3 期になっている。そ

の中で種苗放流とか漁場の管理改善活動とか、ガンガゼ駆除とかになると思うが、あとは

産卵場・育成場の整備、漁場監視、それから新たな取り組みとして水イカの坪網の実証試

験を行っているが、そういったものの活動に対する交付金である。 

委員長（土川重佳） 横山委員 

委員（横山弘藏） 同じところで関連して質問したいのだが、19 節の交付金、事業安定化

交付金というのか、これで稚魚の放流なんかを積極的にやっていると思うのだが、ある漁

師の方の話だと、せっかく放流しても小値賀町以外のところの漁師が来て、延縄で小さい

アラカブとかアコウとかアラとか、小さいのを獲っていってるんじゃないかと非常に気に
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している。それで監視をするときに、たまには他町村から来た漁船に対して、立ち入り検

査をしてもらいたいという相談を漁師から受けたのだが、そういうことは可能か不可能か。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） ご承知のとおり、一本釣り・延縄・引き縄に関しては自由漁

業であり、違法とされている漁法等を使わない限り、取り締まる方法はないと思っている。 

 唯一あるのはその地域でのルール。小値賀で言えば、船釣りの撒き餌釣りは禁止となっ

ていて、それは漁業者だけでなくて一般の遊漁の方たちも承知している長く守られてきた

ルールであるので、そういった中で、協力を呼びかけるということになると思っている。 

委員長（土川重佳） 横山委員 

委員（横山弘藏） わかった。 

 そういった法律というか決まりというのは、私も勉強していないのでよくわからないが、

やはり漁師のそういった声を聞くと、確かに小値賀町はいっぱい放流して、よその漁師が

小さいのをかっぱらっていくというのは、私も聞いてて腹立たしい気がしたのだが、その

辺はやはり小値賀の漁協で対応したほうがいいのか。そういった規則なりルールをつくっ

て。なかなか難しいのか。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） 先ほど、協力を呼びかけるという話をしたが、漁業種類によ

って、例えばタチウオの引き縄であれば、小値賀町だけでなくて県内の連合組織とか、昔

はフグの延縄が盛んだった頃はそういうのもあって、そこで漁場とか操業時間とか操業の

ルールとかも決めて、そこは守ってもらっていたと思うのだが、そういう形でルール遵守

を要請する、徹底してもらうという形になるのかなと思う。 

委員長（土川重佳） しばらく休憩する。 

 

― 休 憩  午 前  12 時 02 分 ― 

― 再 開  午 後   1 時 29 分 ― 

 

委員長（土川重佳） 再開する。               浦 委員 

委員（浦 英明） 72 ページ、先ほど聞いた離島漁業再生支援交付金事業で、その下の国

境離島漁村支援交付金分のほうを聞きたいと思う。 

 これは小型の定置網、いわゆる坪網、それから水産加工場、こういった内容が盛り込ま

れていると思うのだが、この小型定置網はどこでやるのか。そしてその事業費、実施時期、

そういったものを尋ねる。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） 場所は、赤島の南側に入り江があるかと思うが、そこを中心

に設置される予定である。 

 事業費は、約 2,800万。補助率は国庫が 2分の 1、県が 8分の 1、町が 8分の 1。 
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 実施時期は未定で、現在、計画認定申請に対する内示を待っている状態である。 

委員長（土川重佳） 浦 委員 

委員（浦 英明） ここに上がってくるということは、坪網に関しては漁業者と大体折り

合いがついて、そこにやるということは決定しているんだろうと思うが、その分の確認と、

事業費が 2,800万だが、このくらいなのか。5,000万以上、極端に言えば 1億くらいするの

かなと思ったもので、確認のためこの 2つを尋ねる。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） 総事業費は約 5,600万だ。 

 委員が言う坪網というのは、小型定置自体の俗称として言っているのか。 

委員長（土川重佳） 浦 委員 

委員（浦 英明） 5,600万円ということだが、漁協がどのくらい払うのか。そしてその支

払方法はどうなっているのか。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） トータルでの漁協の負担というのは、この交付金に上限が設

けられている関係で手元に資料がないのだが、31年度においては約 1,800万になる。 

委員長（土川重佳） それと、漁業者の了解をもらっているのかというのはどうか。 

産業振興課長（中村慶幸） これについては、理事会、総会等で協議されて漁業者の了解

は得ている。 

委員長（土川重佳） 浦 委員 

委員（浦 英明） あと 1つ、水産加工場。 

 この分と 2つがこの金額なのだろうと思うが、尋ねる。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） この特定有人国境離島漁村支援交付金の 1,827万 2,000円は、

委員が言うように、水産加工と小型定置プラス午前中にあった県の事業で、研修を今受け

ている方の就業支援の 3つになる。 

委員長（土川重佳） 浦 委員 

委員（浦 英明） 水産加工場は産業建設常任委員会でも視察に行って、いろいろ委員会

の中で話をしたが、耳にタコができるように聞いているので、ここでまた言うのも何かな

と思うが、低利用・未利用を活用した商品をつくる、これが大体建前というふうになって

いるので、少しでもそういったものを利用して生産者のお金になるような、そこが一番の

趣旨だと思うので、何度も言って酷だろうが、今後の考えを伺う。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） 委員の言うとおり、先日開催された産業建設常任委員会にお

いても意見があったが、加工事業は、漁業者の所得向上、それから雇用の創出という中で、

その所得向上の中に未利用・低利用魚の活用というのがあるので、まだ 1 年目で人員も十

分に確保できない中で、なかなかそこまでいけていないのだが、私のほうからも担当並び
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に担い手公社のほうにも、それを望まれて整備されているので、そこはできるだけ早く進

めていってもらえるように話をしているところである。 

委員長（土川重佳） 浦 委員 

委員（浦 英明） わかった。 

 それで、その上のほうに、2つ続けて言うが、水産経営安定対策事業補助金、それとその

下の水産業振興奨励事業補助金、この 2つについて説明を。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） まず、水産経営安定対策事業であるが、29 年度に創設した漁

船エンジンのオーバーホール等への支援である。 

 それから水産業振興奨励事業であるが、これは県の補助事業で、漁労機器整備に関する

支援で、レーダー、サテライトコンパス、GPS 受信機、AIS 送受信機等への整備支援であ

る。これは該当者が 3名いる。 

委員長（土川重佳） 浦 委員 

委員（浦 英明） ボーリング事業であるが、これは全部で大体何件あるのか。そして小

さなものでどのくらいのものか、一番大きい金額でどのくらいのものなのか。それについ

て尋ねる。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） お答えする。 

 31年度の予定者は 17名である。 

 事業費の幅であるが、小額なもので約 170万円、高額なもので約 600万円である。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。             末永委員 

委員（末永一朗） 主要事業一覧表 3 ページの水産業の振興の中で、ここにも小型定置っ

て 900万予算が出ているのだが、さっきの坪網とどう違いがあるのか。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） お答えする。 

 これは同じものである。漁協が来年度、小型定置の導入に取り組むに際しての支援であ

る。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。             今田委員 

委員（今田光弘） 午前中にほかの委員からあった質疑とちょっとダブる部分もあるのだ

が、まだ伺いたいことがあるので聞かせてもらう。 

 64ページにある負担金・補助金の中で 220万円、小値賀町地域農業再生協議会補助金と

いう、多分これは去年もあったので去年聞けばよかったのだが、中身についてわからない

ので説明願う。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） 水田のフル活用ということで、水田の活用に際して例えば飼

料用米やWCS用の稲わらとか、そういうものをつくった場合に、国から交付金が交付され
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るようになっているのだが、そのための事務に当たる小値賀町地域農業再生協議会への補

助金である。 

 ちなみに会長は農業委員会の会長が兼務している。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） 63 ページの委託料の中に戦略産品開発事業委託料があり、主要事業一

覧の 29番目である。午前中もちょっと話があったと思うのだが、昨年は 6次産業化推進委

託業務ということでやっていたんじゃないかと思うのだが、決算のときのような話になる

が、昨年度までの 6 次産業化云々について成果があったのか。成果があったのかないのか

も含めて、また 31年度に出す必要があるのか、その辺について伺う。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） 委員の言うとおり、この事業に関しては、離島活性化交付金

を活用して 30年度までは 6次産業化推進事業ということで実施しているが、効果でいうと、

この事業において地域おこし協力隊との連携の中で、28年度には生姜シロップ、29年度に

はピーナッツカレーブックといった商品が生まれているので、地元の産品を使った商品開

発において一定の効果があったと思っている。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） 確かに、生姜シロップとかピーナッツカレーブックについては、新し

くいろいろできたのでいいのかもしれないし、アイデアキラーというのもいけないので、

どんどん進めなさいという気もする一方で、離島活性化の事業費として新しくできた補助

金、どうもそこに簡単に飛びついているのではないかなと思ってしまう。去年は 520 万か

けて、それに見合った費用対効果が本当にあったのかと。今年度それに増して 600 万にし

て本当に見込みがあるのか。その辺の検討は当然されていると思うので、それについてお

願いする。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） 新たに第 2次というか、離島活性化交付金を使って 31年度か

らの 3 年間の計画、要望で離島活性化交付金を活用するということにしているが、事業の

中身に関しては、先ほど言ったとおり島内で生産される未利用・低利用の産物の商品化、

それから商品化を通じたブランド力強化というか、そういったことに取り組んで、島外、

外需の獲得を目指すというのが目的になるが、そういう中で商品開発だけでは、つくった

から売れるというものでもないと思うので、この事業だけで事業効果を出すというよりも、

水産加工とか水産のほうでも離島活性化交付金を活用して水産物の利用促進事業を実施す

るのだが、町内でのメニューの開発とかそういうのも合わせて効果を発現させていきたい。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） 今の話だと商品開発関連がメインで、今までの 6 次産業化だと 6 次産

業の前提、まずつくって、あるいは獲って、それを加工して販売する、要は販売ルートま

でを含めた 6 次産業化というイメージだったと思うのだが、それに対して今回はどちらか
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というと開発だけにとどまるような感じなのだが、そんなことはないのか。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） 先ほど横山委員の質問の際に答えたが、事業の中には調査研

究費、マーケティングの費用であるとか、パッケージの開発等も事業として取り組む予定

にしているので、そういう意味では今田委員が言うように、つくるだけ、町内だけ、とい

うわけではなく、町外にも当然販路を求めていくということになる。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） わかった。 

 先ほどから話が出ているが、あわび館が今のところ余りうまくいっていない。頑張って

ほしいということなのだが、やはり完成してから 3 年くらいを目処に軌道に乗せるという

ことを以前から話していて、もう 1 年たって残りあと 2 年ということで、せっぱ詰まった

状況ではあると思うのだが、もらった主要事業一覧を見ていて、3 ページの 40 番で今まさ

に話があった未利用・低利用のこと。それと 67番、これはあわび館の指定管理、それプラ

ス 85番の地域おこし協力隊の担い手公社の水産加工部門。何というかすごく手厚すぎると

いうか、特に一番最後の地域おこし協力隊は必要あるのかなという、素朴に何でそんなに

つぎ込まないといけないのかなと単純に思うのだがいかがか。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） 主要事業一覧の 85番の協力隊であるが、先ほど少し話をした

が、町内の水産加工に対する雇用をやっているが、当初 5 名を計画どおりに確保できたも

のの今残っているのは 2 名ということで、それから追加で募集をしているが、なかなか町

内で人が見つからないというのが 1 つと、言われるように水産加工をできるだけ早く軌道

に乗せる、未利用・低利用の水産物の活用という部分もまだなかなか進んでいない中で、

町外から水産加工に興味のある方を受け入れたいというところで上げさせてもらっている。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） あわび館は指定管理であり、担い手公社がやりたいと手を挙げたわけ

だが、採算は当然合うということで手を挙げてると思う。 

 それで去年は、最初は 5 名いたのだが今残ってるのは 2 名ということで、その 3 人分を

何とか地域おこし協力隊で面倒見ようということなのだろうが、それならば指定管理料を

減らすべきじゃないのか。人件費が、今まで 5 人見てたのが 2 人になるわけで、その分を

町が負担してみよう、地域おこし協力隊に振り替えようというのは何かしっくりこないの

だが。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） あわび館の指定管理料の 800 万に関しては水産加工に取り組

む前からの指定管理料で、今回協力隊の配置をしようというのは、先ほど言ったように、

水産加工分野に関してであるので、あわび館の指定管理料 800 万と協力隊配置の予算とい

うのは別個に考えている。 
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委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） わかった。 

 そうなると、もう 1度確認なのだが、先ほど 40番で出てきた午前中に言っていた未利用・

低利用の云々については、担い手公社ということではなくて町内の一般の人に対して手を

挙げさせると。それでもし希望者があれば、もちろん担い手公社も含めてだろうが、だか

ら必ずしもイコールではないわけだな。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） 委員の言うとおりである。水産加工もそうだが、雇用機会拡

充事業ができた際に、事業の説明会を毎年行っているが、水産加工・農産加工に取り組む

方というのはなかなか現れない中で状況的には厳しいのかなと思うのだが、事業上の性格

をあわせて考えても、公募するというか競争入札を採用することになると思っている。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。             議  長 

議長（立石隆教） 私も午前中の質疑を聞いていて質問したかったことを、今、今田委員

が言ったのだが、それに関連して地方自治法第 2条第 14項に「最少の経費で最大の効果を

挙げるようにしなければならない」と明記されている。その観点から言うと、今のような

ことについて戦略産品開発事業の中でいろいろ説明があったが、それについてどれを目標

値にするのか。例えばその中で説明しているものに新たな島外販路開拓があるが、開拓を

どれくらい今のレベルから上げるのか、ブランド化というと今のブランド化からどのくら

いのレベルに上げるのか、というしっかりした目標値を立てることをこれからチャレンジ

してほしいなと思う。 

 それで 1 つは、これまでの予算特別委員会の中で時々出てきたことではあるが、評価表

をどうつくるかという問題が出てきたことがある。さっき、成果の問題を尋ねられたか思

うが、いわゆるそうしたものの事業についての自己評価をしていくということを、今後は

やっぱりやる必要があると。全てに対してやる必要はないが、特にこうした新規のことに

ついては、どこを目標にして何年間でそれを達成しようと考えるのか、というようなこと

がきちんと計画を立てられて、それを最終的には評価表として出す。であれば、今度は考

えなければいけないのは、その後にそれを継続すべきかどうか。継続するときにはそれを

改正しなければいけないのか、新しくしなければいけないのか、廃止なのか。そういうこ

となどを検討できる資料にするということが大事であろうというふうに思っている。そう

いう観点からいうと、先ほどの話ではないが、目標値はどれくらいにしたいと考えている

のかというような答えが出てくると、委員会においても少し見えてくるのかなと思ったの

で、今後の検討課題として、ひとつ心の中に置いておいてほしいなと思う。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） 議長が言うように、今回のこの戦略産品の事業は離島活性化

交付金を使っているので、国庫補助事業なので事業計画書があり、それに対して事業評価

というルールもあり、商品を何品開発しますとか、3年間のうちに雇用を1名図りますとか、
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そういった一定の成果目標を掲げることになるのだが、議長が言われるように、補助事業

だから計画や成果目標を立てざるを得ないので立てる、というところからやはり脱却して

いかないといけないと思っているので、その点は肝に銘じたい。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。             浦 委員 

委員（浦 英明） 66 ページ、5 目の農地費の賃金。ここに 148 万 8,000 円上がっている

が、この内容について尋ねる。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） 午前中にも話があったかと思うが、小値賀町において農業振

興地域整備に関する国の基本方針というのがあるのだが、それに則って各地域で農業振興

地域の整備計画というものを策定する必要があるのだが、先ほど言ったように、本町にお

いては 10年以上計画の見直しがなされていないというところで、31年度においては、それ

に着手しようと思っている。そのための臨時雇賃金である。 

委員長（土川重佳） 浦 委員 

委員（浦 英明） これは 1名か。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） 1名の 1年間分を見込んでいるが、先ほど言ったように 10年

以上見直しがなされていない中で、どのくらいの事務ボリュームになるのかわからないの

で、予算は 148万 8,000円であるが、状況によっては複数になる可能性もある。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。             今田委員 

委員（今田光弘） 75 ページの新ターミナルのバリアフリー工事について、どんな感じに

でき上がるのか。もうそろそろイメージできていると思うので、その辺の説明をお願いす

る。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） まず、改造しようとしているところは、今一番利用している西側

の玄関、あの玄関に増設する形になる。バリアフリーは緩やかな勾配にしなければいけな

いので、2階のほうに上って、それから船のほうに通路をつくる計画である。バリアフリー

をうたっているので、まずエレベーターを設置する。エレベーターで、先に高齢者とか弱

者の方に 2 階に上がってもらって待ってもらう。そして健常者の方はできるだけ階段を利

用してもらうというようなことで考えている。 

 階段の幅については、ちょうど庁舎の階段、これが手すりと手すりの幅で 1 メートル 50

センチである。それを基準に、これはバリアフリーの法律でも 1メートル 50センチという

ことで書いているので、その基準を満たすようにつくろうと考えている。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） ターミナルのイメージはちょっとできたのだが、その後、上に上がっ

てそのままボーディングブリッジの形になる。それでフェリーいのりとフェリー太古は違

うので、その先で 2つに分かれるということなのか。 
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委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） すみません、説明が足りなかった。 

 太古丸といのりの乗り口は、皆さんご存知のとおり別の位置にある。なので、2階まで上

がったら、九州商船用と野母商船用という 2つのルートで乗り降りすることになる。 

 補足させてもらう。ターミナルから岸壁を見て右側が太古丸、可動橋と一般的に言って

いる部分だが、あの部分に近いのが野母商船の太古丸だ。そして左側が九州商船いのり。

その利用となる。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） 本当に画期的で、佐世保のターミナルは変わらないがこれについては

新しくなるということで、明るいことで楽しみにしているが、せっかくバリアフリーにな

って観光客も増えてきている中で、現在のターミナルの 1 階部分だが、IT 協会（アイラン

ドツーリズム協会）が自転車を置いている。あれがちょっと邪魔になるんじゃないかと気

になるのだが、いかがか。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） 今、IT 協会がターミナルの建物の中に自転車を置いていて、一般

利用客と利用する際にちょっと支障を来しているという面もあったので、今度増設する、

改築する分で、外側に自転車置場を配置するということを考えている。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。             浦 委員 

委員（浦 英明） 関連質問だが、高さについては、もちろんあそこは車が通るから、そ

の分は十分理解して計画しているんだろうと思うのだが、大体地上からどのくらいの高さ

か。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） そこは荷捌き所に行く通路になっているので、トラックに支障の

ないように 4 メートルの高さを確保できるように、ボーディングブリッジを上げるように

計画している。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。             浦 委員 

委員（浦 英明） その上の委託料、前方漁港海岸長寿命化の委託料ということで 800 万

上がっているが、これは町長が施政方針のときに説明した、「筒井浦からやっていく」と

か言っていた、この内容なのか尋ねる。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） ここで上がっている委託料 800 万については海岸保全施設、例え

ば護岸、波返しの付いた護岸とか、土地を守るために石積みでできた護岸とか前方湾には

たくさんある。その延長が、例えば 1,270 メートル。この分の老朽度調査を行う予算であ

る。 

委員長（土川重佳） 浦 委員 

委員（浦 英明） 場所はどのあたりか。 
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委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） 唐見崎で話をすれば、例えば唐見崎の造船所のほうからお宮のほ

うに、東側のほうにずっと海岸を囲っている堤防であるとか、筒井浦方面でいうと、近浦

のほうに神島神社の横付近から近浦の港にかけて、コンクリートでつくった護岸とかがあ

る。また、一番長いところでは空港線、空港に行く県道の護岸、こういったものの総延長

で 1,300メートルほどということである。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。             浦 委員 

委員（浦 英明） 73 ページ、アワビ種苗センターで、今アワビの事業をやっていると思

うのだが、放流についてはどのような状況なのか尋ねる。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） アワビ種苗に関しては、今年度 2 月末に実施をしており、放

流数は 2万 5,200個である。放流場所は、斑島の南側、黒島の南側、稗崎である。 

委員長（土川重佳） 浦 委員 

委員（浦 英明） これは黒アワビだろうと思うのだが、それも後で答えてもらって結構

だが、それとエゾアワビを育成していると思うのだが、エゾアワビについてはどういう状

況なのか。極端に言えば、販売までいけるような大きさに育っているのか、その辺を尋ね

る。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） エゾアワビに関しては、29 年度は 5,000 個購入しているのだ

が、歩留まりが 71%で、サイズが 7センチ前後という状況である。 

 販売に関しては、以前にも言ったかもしれないが、町内で一部に購入したいという話が

あるが、まだ本格的なものには至っていない。 

委員長（土川重佳） 浦 委員 

委員（浦 英明） 町内ということを言われたが、どこがそういったことを言ってきてい

るのか。それとエゾアワビというのは余り大きくならないというが、どのくらいを販売サ

イズとするのか。例えば 5センチくらいとか、10センチ以上には滅多にならないだろうが、

そのあたりを尋ねる。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） お答えする。 

 販売の適正なサイズは恐らく 7センチから 8センチくらいだと思う。 

 私も町外の飲食店で見たことがあるが、5～6 センチではやはり小さいのでせめて 7～8

センチかなと思っている。 

委員長（土川重佳） 浦 委員 

委員（浦 英明） エゾアワビ 5,000個と言われたが、極端に言えば 10センチくらいまで

なるには、販売数はどのくらいになると想定しているのか尋ねる。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 
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産業振興課長（中村慶幸） 歩留まりのことだが、29年度に買った分が今 71%と言ったが、

30 年度、今年度購入している分が、同じ数だけ買っているのだが 2,700 ちょっとというこ

とで 55%ということである。これは過去にもあったが、買った年によって歩留まりが不安

定な状況にある。その辺ももっと研究して歩留まりの向上に努める必要があると思ってい

る。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） 今のエゾアワビのことだが、7～8 センチはないとやはり商品にならな

いし、ただ、実際にもう 7 センチくらいになっているということで、そろそろ一般向けの

販売も考えているのかなという部分と、難しい計算になると思うのだが、このまま大きく、

例えば 10センチまで育てていくと多分餌をすごく食べると思う。そうすると、どんどん生

かしてることで歩留まりも下がるとなると、7センチとか 8センチとかどこかで売るタイミ

ングがあると思うのだが、その辺についてはいかがか。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） 今田委員の言うとおり、長く飼っていてもリスクのほうが大

きくなってくるので、その辺に関しては、私は先ほど 7～8センチと言ったが、詳しい状況

がわからないのだが平均殻長が多分 7 センチという話で、もう少しなのかなという気もす

るが、逆に言えばそろそろ販売できるレベルでもあろうかと思うので、その辺は担当とも

話をしているが、できるだけ早くそういう体制をとりたいと思っている。 

委員長（土川重佳） 浦 委員 

委員（浦 英明） 68 ページの衛生伐、横山委員が質問したかと思うが、これが 2 億何千

万か上がっているが、この分については、31 年度、単年度でやるのか、それとも繰り越す

考えがあるのか尋ねる。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） 先ほどの 31年度予算において 4,000立米という積算で予算を

計上しているが、この数量であれば 31年度中に伐倒駆除が終えられるものと思っているが、

委員皆さんご承知のとおり、31 年度の被害量がどれくらいになるのかというのが、まだ想

像がつかない中で、もしまた 30年度同様に甚大な被害が出れば、財源確保ができればの話

だが繰越等も考えていかなければならないと思っている。 

委員長（土川重佳） 浦 委員 

委員（浦 英明） 30 年度の補正予算には出てなかったんだろうと思うのだが、衛生伐に

ついては 6 号補正まで積み上げして、私の手元の積み上げでは 3 億 4,700 万になっている

のだが、その分について尋ねたい。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） 衛生伐の作業委託料に関しては、委員が言うとおり、今回 6

号補正で予算を計上しているが 6,700万。それで補正後の予算額が 3億 4,700万になる。 

委員長（土川重佳） 浦 委員 
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委員（浦 英明） 3億 4,700万で、今回のが 2億ちょっとなので、大方繰越じゃないもの

かなと思って聞いたのだが、これはこれで結構だ。 

 その下のふるさとの森林づくり事業作業委託料、ここにも上がっているが、これは文字

どおり森林をつくるというようなことに利用できないのかなと。私も前からずっと言って

いるが松の伐倒事業と植林事業と並行してやれないのかなと。町長も課長も同じ考えのよ

うだが、県のほうに一応話をしていると。そして、これは総合的にやるというようなこと

で、29年度の末頃から 30年度の当初予算でもそういうふうな答弁であったが、私としては

もうちょっとスピード感を持ってやってもらいたいなという考えがあるのだが、お尋ねす

る。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） 今回、31 年度の予算に計上している 1,200 万に関しては、枯

損木の処理費用を計上しているが、これは、財源がながさき森林環境税の環境保全事業補

助金ということであるが、委員が言うように適用できる事業が枯損木処理ばかりではない

ので、実際に今年度、姫の松原の防除帯の事業ということで、この森林環境税の 800 万の

補助金をもらって事業実施したところである。 

 委員が言うように、同時進行で植林とかそういったことも進めていければいいのだが、

私たちもそういう思いではいるのだが、実際に専門家に聞く中で、「土壌の富栄養化が松

の生育に適さない環境になっている」と言われる方もいるし、「余り関係ないよ」と言う

方もいるし、私たちとしても方向性をしっかり定めるのにまだ時間を要している状態であ

る。そういう中で、できるだけ急いで方向性を固めて、まちづくり意見交換会でも言った

ように、大まかな方向性というのは、当面、防除事業を実施しながら整理すべき松は整理

して、守るところを絞り込んでいく。それから保全の活動とか、樹種の転換とかを進めて

いくというところで大筋決めてはいるし、それはどの方に聞いても方向性としては間違っ

ていないんだろうと思っている。 

 ただ、あとは個別の具体的な手段ということになると、先ほど言ったとおりなかなか定

めることができていないので、できるだけ急いで実施に向けて進めたいと思っている。 

委員長（土川重佳） 浦 委員 

委員（浦 英明） 高校のほうから、何か植林のことでお尋ねがなかったか。 

 例えば、高校生卒業レポートか何かに書いていたが、その中で植樹をやりたいと。大き

な意味じゃなくて例えば番岳の一角とか、そがんちょっとしたところでもいいのだが、そ

ういったのも何かあれば手伝いたいと。70 周年記念事業が今度あるので、その辺に合わせ

てもやりたいかなというようなことを言いよったんで、後で町のほうには伺いたいなとい

うふうに言っていたので、その件は聞いているのか。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） 高校の生徒の皆さんが、この藻場の問題、昨日研究発表に基

づいた一般質問もあったが、それから松枯れの問題とあわせて自分たちにできることはあ
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りませんかということで、校長先生を通じて議会事務局経由で私のほうにも届いている。 

 そういった中で、今、私たち産業振興課のほうで、週 1 回、朝出勤前に姫の松原の松葉

かきをしているが、そういったことをやってもらうとか、磯焼けの問題とも絡めて広葉樹

の植樹とかそういったものにも取り組みたい意向があるようなので、希望はもう聞いてい

るので、その辺の中身は各担当で詰めてもらって、高校生の活動促進というか高校生の力

も借りて、そういったものも進められたらいいと思っている。 

委員長（土川重佳） 浦 委員 

委員（浦 英明） その件についてはわかった。 

 高校生卒業レポートの件でもう 1 つ。一般質問でもあったが鉄炭団子というのか、これ

に代わるものを大分前にやったと思うのだが、それをやった後はみんな溶けてなくなって

いるのか。あるいは、そのおかげで少しはそこに藻が生えているのか。そういった状況が

わからないので尋ねる。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） 委員が言っているのは、恐らく鉄鋼スラグとフルボ酸を混ぜ

合わせて、それを確か俵に詰めて海中に埋めるというような取り組みだと思うのだが、そ

のときは私が担当してなかったのだが、その取り組みは、町内でも浜津の後目の港の北側

で実施をしたというふうに聞いているし、当時、新上五島町も同じように磯焼け帯に鉄鋼

スラグを埋めたという新聞記事を見たことがあるが、結果としては、小値賀町も新上五島

町も効果があったかどうかよくわからないという、要は変化がさして見られなかったとい

うふうに聞いている。 

委員長（土川重佳） 宮﨑委員 

委員（宮﨑良保） せっかくターミナルビルの整備がいっぱい出てきているのだが、いの

りとか太古丸のほうには十分に大まかな工事費が出ているが、高速船の乗り場の浮桟橋の

屋根は、去年からずっと県のほうでは予算を組んでるということであるが、全く進行がな

い。どうなっているのか伺う。 

委員長（土川重佳） 建設課長 

建設課長（橋本 満） 現在、門田建設のほうが受注しており工事をするようになってい

る。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。             末永委員 

委員（末永一朗） また蒸し返すようだが、さっきのエゾアワビについて尋ねたい。 

 これは何年かしたら、老貝になることもあるのか。 

去年、議会の打ち上げで、太閤で食べたときにものすごく肉が固かったので、担当職員

に「おい、固かったぞ」と言ったら、「それは老貝になっちょるかもわからんな」と言わ

れたものだから、その辺はどうなのか。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） 一般にアワビは採捕サイズ 10センチ、県の漁業調整規則でい
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う 10センチ以上になるのに、環境によるが 4～5年かかる。多分 10歳以上とかになってく

ると恐らく老貝の部類に入ってくるのかなと思うのだが、委員が食べられたエゾアワビが

老貝だったかどうかはちょっとよくわからないのだが、逆に何らかの影響で成長がうまく

いかずに、炊いたり焼いたりしたときに身が縮むということもあるのかなと思う。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 農林水産業費の質疑を終わる。 

しばらく休憩する。 

（農業委員会、建設課退室） 

― 休 憩  午 後  2 時 33 分 ― 

― 再 開  午 後  2 時 40 分 ― 

委員長（土川重佳） 再開する。 

 第 6款・商 工 費 （P.76～79）             今田委員 

委員（今田光弘） 77ページ、昨日、宮﨑委員の質問のときに A4の 1枚の紙で、平成 31

年度雇用機会拡充事業一覧表 予算要求ベースをもらったのだが、雇用機会拡充補助という

ことで 3,000 万円余り出ている。かなり大きな金額で、今までこれのおかげで新しい職業

というか職場、雇用の場が生まれて非常にいい補助金だと思うのだが、今年度、31 年度に

予定している 4 件を見るとちょっと不安ということがあって、まず 1 つ目が、その雇用機

会拡充事業一覧表の 1 番、事業拡大で宿泊業とあって島宿御縁と書いてあるのだが、今回

が 3 回目だと思うのだが、去年、一昨年とそれぞれ雇用されていて今回がまた 3 人の雇用

ということで、今、町内では、実は結構雇用の場はあるのだが人が足りないというような

状況になりつつあるなという状況を感じるのだが、この雇用 3 人、役場としては 3 人大丈

夫と考えているから予算要求するんだと思うのだが、その辺についてはいかがか。 

委員長（土川重佳） 産業振興課理事 

産業振興課理事（松尾幸治） 委員がご質問の雇用機会拡充事業の島宿御縁の事業者につ

いてであるが、こちらの事業者は情報発信を非常に強化しており、その中で私が直接ヒア

リングを行ったが、既に関東のほうから、そのホームページを見て実際にこちらに移住を

して仕事をしたいという女性が 2 名いると伺っている。そのようなこともあり、こちらの

雇用計画については特段問題ないと考えている。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） 住むところがちゃんとあればいいのだが、少し心配である。 

 次の 2番、3番は問題ないと思うのだが、4番の医療品の小売業ということで、非常に金

額が大きくて、素人が考えたときに小値賀の中で多分こういう医薬品の仕入れというのは

単価が高いものなので、大丈夫かなというふうに素朴で単純な疑問で思うのだがいかがか。 

委員長（土川重佳） 産業振興課理事 

産業振興課理事（松尾幸治） 医薬品小売業の事業者についてであるが、委員の言うとお
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り事業費はかなり大きいものとなっている。ただ、こちらについては事業計画段階から事

業者が商工会と連携をして、また、中小企業診断士の方からも指導を受けているというと

ころであるので、そういったところを含めて事業計画が課題とは思っていない。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） わかった。 

 次に、せんだっての指定管理のときにもちょっと話をした続きになる。 

 藤松の指定管理ということで、ちょっと資料が…すみません。もう一度出直します。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。 

 しばらく休憩する。 

― 休 憩  午 後  2 時 45 分 ― 

― 再 開  午 後  2 時 47 分 ― 

 

委員長（土川重佳） 再開する。               今田委員 

委員（今田光弘） 78ページ、ビジターセンターの指定管理業務委託料 290万 4,000円と

ある。指定管理のときにちらっと話したが、一般的に考えるのは、指定管理の目的として

町が直接管理するよりも安上がりになるというのが一つとして大きくあるのだが、その辺

で指定管理料を出すために今まで町が直行でやっていたときの人件費、あるいはその経費

が幾らくらいかかっていたのかという話をしたのだが、その数字をお願いする。 

委員長（土川重佳） 産業振興課理事 

産業振興課理事（松尾幸治） ビジターセンターの平成 29 年度の決算額については、618

万 2,000円である。 

30年度の予算については 768万円である。 

そして、平成 31年度計上しているのが、387万 6,000円という形になる。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） 今の 387 万 6,000 円というのは、ビジターセンターの指定管理業務委

託料 290万 4,000円プラス展示業務委託料が入っているのか。内訳をお願いできるか。 

委員長（土川重佳） 産業振興課理事 

産業振興課理事（松尾幸治） ビジターセンターの指定管理料の内訳についてであるが、

まずビジターセンターの指定管理委託料が 290 万 4,000 円である。そして展示の業務委託

料が 43万 7,000円となっており、その他備品購入費、そして管理関係用船料等になってい

る。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） 指定管理料というのをいろいろ調べると、通常指定管理するときは、

直接やっていたときの大体 85%とか 90%のお金で委託を出すのが普通だと思うのだが、実

際に、せんだって提供してもらったアイランドツーリズム協会のビジターセンターの予算

案を見ても、実際には 660 万くらいの経費はかかるということが出ている。それに対して
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この 387万 6,000円というのは余りにも低くて大丈夫かなと思うのだが、いかがか。 

委員長（土川重佳） 産業振興課理事 

産業振興課理事（松尾幸治） こちらの指定管理料については、人件費について 1 名分の

計上をしている。 

 そして、委員の言うとおり、ビジターセンターの指定管理者の事業計画については 2 名

分の予算を計上していた。我々としては、基本的にはその 1 名の部分については自身の予

算で見てもらおうとは考えているが、そこは議会の議決をいただき、しっかりと協議をし

ていきたいと考えているが、今お答えしたとおり 1名分の予算で計上している。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） 先日の指定管理のときも多分話が出たと思うのだが、今の状況では朝

から午後 3時まで、これが夏になると、例えば泊りのお客さんもたくさん入ってくる中で、

朝 8 時前から午後 3 時、それが例えば午後 5 時とか 6 時になったときに、拘束時間の長さ

的にも 1 人では無理だと思うのだが、この辺は、まあ変な話、アイランドツーリズム協会

が「それでもいいよ」と言うならいいのだが、通常であればちゃんとそこは見て、やはり

観光客の一番の窓口であり受け入れるところで、ある程度質の高さも求められると思う。

そういう中でしっかり出すものは出すという考えがいいのかなと思うのだが、その辺につ

いてはいかがか。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） 委員の言うように、対価としてかかるものはしっかり見ると

いうのが筋だと思う。 

 一方で、指定管理議案のときにも言ったが、先ほど委員が言っていたビジターセンター

開館時間の延長については、IT 協会（アイランドツーリズム協会）としてはそれにも対応

したいという意向は持っているが、具体的に詰めた話というのはこれからになると思うの

で、少なくとも年度当初からの開館時間の延長とかいうのは難しいのかなと思っている。

そういう状況の変化を踏まえた上で、協定は両者が協議して決めるので、当然、その際に

費用が上がる場合には予算を認めてもらう必要があるが、その辺は相手方と協議して詰め

ていきたいと思っている。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） 例えば野首の旧教会に関しては、IT 協会のほうで教会守か、ちゃんと

お金が発生している。神官屋敷については公の施設ではないということで、指定管理外と

いうことで、そうすると公の施設ではない神官屋敷の維持管理、普段の開け閉め、その辺

はどうなるのか。 

委員長（土川重佳） 産業振興課長 

産業振興課長（中村慶幸） 委員の言うとおり、神官屋敷に関しては文化施設というとこ

ろで、公の施設とは捉えていないところなのだが、管理の費用に関しては教育委員会が別

途予算化していると伺っている。 



36 

 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） わかった。 

 もしあれだったら、また後で教育委員会のときに質問する。 

 次に 78ページのアイランドツーリズム協会関係になると思うが、観光に関して幾つか質

問する。 

 まず、しま旅グレードアップ事業というのが、天候リスクヘッジモデル事業というのが、

今年新しく、主要事業一覧の 50番になるがそれに入っている。これは時化のときがどうの

こうのというやつだと思うのだが、この中身について説明願う。 

委員長（土川重佳） 産業振興課理事 

産業振興課理事（松尾幸治） しま旅グレードアップ事業についてであるが、こちらの事

業は、特定有人国境離島地域社会維持推進交付金の中の滞在型観光促進事業のメニューの 1

つである。 

 県の事業のメニューの中に天候リスクヘッジモデル事業というものがあり、それを活用

するものであるが、具体的に言うと体験プログラムの開発、そして委員の言うとおり雨の

日対策の体験、そしてガイド育成も含めて地元の地域資源と体験や観光、またそこに関係

する人材も含めてコーディネートするような人材の確保を目指すというようなものである。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） わかった。 

 次のページの 51番。滞在型観光の受入体制整備委託ということで、これは継続になって

いるのだが、本年度 500 万で前年度当初 600 万というふうに主要事業一覧表のほうには出

ているのだが、この前年度の 600 万というのは何の事業だったのか。僕が調べきれなかっ

たのでこれを教えてほしい。 

委員長（土川重佳） 産業振興課理事 

産業振興課理事（松尾幸治） こちらの事業については、平成 30年度については、野崎島

のトレッキングコースの造成。そしてもう 1 つが、小値賀町本土でのレンタサイクルコー

スとレンタサイクリングマップの造成の委託事業であった。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） 事業名、件名はわかるか。それが探せなかったので。 

委員長（土川重佳） 産業振興課理事 

産業振興課理事（松尾幸治） こちらについては、平成 30年度の事業名、五島列島の島々

横断交流拡大移住プロジェクト業務委託料である。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） お手数をおかけした。 

 今の 51番の続きであるが、これは委託ということだが委託先は決まっているのか。 

委員長（土川重佳） 産業振興課理事 

産業振興課理事（松尾幸治） こちらについては、一般競争入札での公募入札を考えてい
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る。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） それでは次の 52番になるが、今年から新しく入る観光客の受入体制拡

充委託ということで 1,250 万というかなり大きな事業費なのだが、この中身について教え

てほしい。 

委員長（土川重佳） 産業振興課理事 

産業振興課理事（松尾幸治） こちらの事業については、主にはインバウンドの強化を考

えており、メディアであったり、いわゆるブロガーという SNSによる広域的な情報発信を

していきたいと考えている。そのほか、旅行会社等と連携をして多様化する観光客ニーズ

に対応したツアー造成なども考えていきたいと思っている。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） すごく金額が大きいのだが、これも一般競争入札を計画しているのか。 

委員長（土川重佳） 産業振興課理事 

産業振興課理事（松尾幸治） 委員の言うとおり、一般競争入札を考えている。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） かなり飛びぬけて観光では金額が大きいので、さっきいろいろ項目を

言ってもらったのだが、はっきり言って本当にこのくらい必要なのかという単純な疑問で

ある。内訳とまで言わないがどのくらいの感覚なのか。その 1,250 万の中身というか、ざ

っくりした中身でいいので教えてほしい。 

委員長（土川重佳） 産業振興課理事 

産業振興課理事（松尾幸治） 1,250万の内訳であるが、まず多様化する観光客ニーズに対

応した募集型であったり、着地型のツアー造成について 300 万を計上している。そしてイ

ンバウンド強化のための観光パンフレット等、受入体制整備として 150 万円を計上。そし

てメディア、先ほど言ったブロガーなど SNSを活用した広域的情報発信として 800万を計

上している。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） メディアはともかくとして、SNS に力を入れようとして彼らが発信す

る、インフルエンサーとかいろいろあるようだが、彼らに必要なのはお金ではなく、小値

賀の魅力とかをいかにわかってもらってそれを発信してもらうか。余りにも 800 万円て、

費用対効果を考えたときにすごい大きな金額なのだが、その辺については 800 万の根拠と

言ったら変だが、くどくなるがどうしてこういう金額になったのか、どういう期待を込め

ているのか、それについて具体的に話してほしい。 

委員長（土川重佳） 産業振興課理事 

産業振興課理事（松尾幸治） SNS 情報発信についてなのだが、委員の言うとおり小値賀

町の魅力というところを発信していかなければならない。ただし、この SNSの発信につい

ては、まだイメージ段階ではあるが、インバウンドという形で海外のブロガーであったり
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記者を呼んで、今、東京で働いているような企業であるが、そういった方々を春夏秋冬と

四半期ごとに呼んで、そういう、ただ 1 回きりではなくて季節の変わり目であったり、小

値賀の観光地の季節の風景であったり食材であったり、そういったそれぞれの魅力を発信

していきたいと考えているので、そういった意味では取材費、旅費等を含めこのような金

額となっている。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） わかった。 

 本当に危惧なのだが、観光に関しては業務発注すれば終わりとなってしまうと、本当に

先がなくなってくると思うので、役場の中で出すだけではなくて、やはりその辺のフォロ

ーというのは必要だと思う。 

 もう 1 つ質問させてほしい。79 ページになるが、主要事業一覧でいえば 49 番、五島列

島おもてなし協議会の事業負担金ということで、毎年幾らかの負担を当然しているわけで

あるが、負担金なので仕方ないのかもしれないが、本当に大きな負担金をして、これこそ

費用対効果があるのかと思うのだがいかがか。 

委員長（土川重佳） 産業振興課理事 

産業振興課理事（松尾幸治） 委員の言う、五島列島おもてなし協議会については、まず

メニューとして野崎島のガイドツアー、レンタサイクル、星空ナイトツアー、こういった

ところを主に実施している。また、ガイドの研修会も実施している。 

 費用対効果の部分については、例えば野崎島ガイドツアーであれば、平成 29年度は催行

率もちょっと悪かったということもあるが、29 年度は 6 名という実績であったのに対し、

今年度は、11月時点ではあるが 57名の実績となっている。レンタサイクルについても、平

成 29年度は 78名の利用だったのに対し、平成 30年度については、これも同じく 11月末

現在ではあるが 205 名の利用実績となっている。特にレンタサイクルについては、五島市

の次に我々小値賀町が多いという実績になっており、費用対効果というところでは一定の

実績を上げつつあるのではないかと考えている。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） これは負担金ということなので、協議会のほうにお金を支払っている

ということで、協議会が旅行商品のパンフレットをつくったりして、それに伴って小値賀

にお客さんが来ると。そういう流れになるのかもしれないが、これも率直に言うと、やっ

て儲かるのはアイランドツーリズム協会だけと思ってしまう町民がやはり多い。アイラン

ドツーリズム協会のためにこういう負担金となると、それはおかしな話なので、それをも

ちろんアイランドツーリズム協会が一生懸命やって、それが回り回っていろんな商店にも

いい影響があるというのはわかるんだが、何か余りにもアイランドツーリズム協会のため

の負担金になってしまうとそれはおかしいと思うのだが、その辺についてはいかがか。 

委員長（土川重佳） 産業振興課理事 

産業振興課理事（松尾幸治） 委員の言うとおり、五島列島おもてなし協議会について、
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実施メインはおぢかアイランドツーリズム協会ではあるが、もちろん、おぢかアイランド

ツーリズム協会だけが恩恵を受けるというのは、おかしいことだとは思っている。 

 例えば、小値賀で実施される星空ナイトツアーについては、沖縄から専門家、講師を招

聘して星空の勉強会等をしている。そういったところも広く案内をさせてもらっているし、

あとは野崎島ガイドツアーについても、ガイドの育成というところで小値賀ガイドの会も

設立した。必ずしもアイランドツーリズム協会だけが恩恵を受けるというわけではなく、

町民の皆様、関係者を多く巻き込んで今後も進めていきたいと考えている。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。             横山委員 

委員（横山弘藏） 確かに、今、今田委員がかなり掘り下げて質問したのだが、私もこの

辺は少し予算が大きいなと思って眺めていたのだが、県費とか補助金も結構出ているので、

こういうのが含まれていると思うのだが、昨日、観光事業についての講習会が社会福祉協

議会の大広間であった。そこに役場の担当者も多く来ていたが、そこで講師が言うには、

どこに行ってもとにかく観光のパンフレット、案内の資料が多すぎると。どれを見たらい

いか迷うような状況であると。この小値賀町においても何種類かあると。それで、もっと

シンプルに、旅行客が持って歩いてその 1 冊で賄えるようなしっかりしたものをつくった

ほうがいいんじゃないかという提言があった。そういうのを考えると、こういったいろん

な事業において同じようなメニューが多分存在しているんだと思う。その辺をもっと精査

して、ちゃんとした補助金が有効に活用できるように取り組んでほしいと思う。 

 そしてこういった観光事業の実績がいろいろとあったが、一般の町民には割と目に見え

ない。観光事業のこういった予算がどういうふうに小値賀町に効果が出ているのか。そう

いう意味において今田委員もいろいろと質問したと思うのだが、この五島列島の島々横断

交流拡大とか移住プロジェクトとかそういうのが名目で入っているのだが、これは五島と

一生懸命協議しながらやっているのか。具体的にその辺について説明を願う。 

委員長（土川重佳） 産業振興課理事 

産業振興課理事（松尾幸治） まず、観光パンフレットについてであるが、言われるとお

り、おもてなし協議会であったり、佐世保・小値賀観光圏事業であったり、そういった事

業の中でいろんな観光パンフレットができているところである。ただ、私ども小値賀町と

しては総合パンフレットがあるので、そういったところの内容を毎年リバイスしながら、

もっとこういったところが必要だというようなことを担当とも協議し、それを中心にして

観光パンフレットとしているという考えである。 

 次に五島列島の島々の事業であるが、こちらについては募集型旅行、そういったところ

の企画を考えており、五島列島全てではないがいわゆる周遊をターゲットとした募集型企

画旅行等を検討している。 

委員長（土川重佳） 横山委員 

委員（横山弘藏） いろいろ情報発信の仕方はあると思うのだが、このくらいのお金を使

うなら、この辺でテレビの宣伝にちょっとしっかりした CM を流したらどうか。そういう
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SNS とか何とかじゃなくて。例えば大分の別府の宣伝とか、ああいう見る人に訴える宣伝

をもうちょっとして、もうそろそろそういう時期に来てると思うが、その辺どうか。 

委員長（土川重佳） 産業振興課理事 

産業振興課理事（松尾幸治） 委員の言うとおり、情報発信については多額な予算を計上

して一気にやるという考えも、もちろんあろうかと思う。ただしテレビでいうと一定、例

えば 500万～1,000万円程度、年間、基本的にはコマーシャルは上期と下期に分かれるのだ

が、そういったところで例えば上期で 1,000 万円というような予算を計上したときに、場

合によっては深夜枠の放送になり得ると。そういったところもある。なので、もちろんそ

この金額については精査を進めていかなければならないが、今、観光客のニーズとしては

ツイッターであったりフェイスブックであったり、そういう SNSというところが、関東・

関西の旅行会社の方々に聞いても、やはりそういったところのニーズが多いと。なので、

そういったところをフックに、我々としては情報発信をまずやっていくというのが妥当で

はないかという結論に至っている。 

委員長（土川重佳） 横山委員 

委員（横山弘藏） わかった。 

 予算面で厳しいのはよくわかる。それで、私が観光の、こういったことで受ける感じは、

まず教育委員会の世界遺産関係、それから産業振興課のそういったいろんなイベント、そ

れから国際音楽祭、それぞれがそれぞれに活動している。世界遺産にもなったし、もうこ

の辺で各関係者がもうちょっと横の連絡をしっかり取って、一枚岩になって小値賀町全体

でこの観光事業をしっかり盛り上げていく、そしてこの観光産業を育てていくという、も

うちょっとしっかりしたチームを組んでやったほうがいいんじゃないかといつも思うのだ

が、担当者に聞いてみると、「たまに横の連絡があってます」とか言ってさらっと逃げら

れるのだが、その辺は、もうちょっと肝を入れた政策なり対策なりそういったことはでき

ないか。これについて町長、お願いする。 

委員長（土川重佳） 町  長 

町長（西 浩三） 余り担当と変わらないんじゃないかと思うが、確かに協議会をつくろ

うという動きもある。そういうことで、そこで協議をしてもらえればいいのだが、それぞ

れの思惑もあるのかもしれないが、やっぱり受入体制も、もう少しちゃんとしてほしいし、

そこら辺がなければなかなか難しいのかなと思うが。今年度、まちづくり推進協議会、仮

称であるが、そこで関係者の会議は 2 月にやっており 1 回目はやっているわけであるが、

そこら辺を発展的にやっていき皆さんの協議が整えば、今言われるように思い切ってやれ

るんじゃないかと思うのだが、ご承知のようになかなかまとまるのが難しいという状況な

ので、それぞれでこれから頑張っていく必要があるかなと思っている。 

委員長（土川重佳） 横山委員 

委員（横山弘藏） わかった。 

 町長がトップになってやるのも忙しいのでなかなかなあと思うが、例えば副町長とかそ
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ういった方をトップに置いて、そういったプロジェクトチームというかしっかりした組織

を、再度言うが、しっかり取り組んでほしいと思う。 

委員長（土川重佳） 末永委員 

委員（末永一朗） 地元の立て看板について何年も前から話が出てるのだが、その地区地

区で観光名所の内容を描いた立て看板を立てたらどうかというようなことが話に出ていた

と思うのだが、まだ未だにそれが実行されていない。 

 ただ「赤浜公園はこちら」と矢印したばかりじゃ、中身が誰もわからないと思う。みん

な協会から地図をもらって自転車で回っているから、名所の内容、中身を描いた立て看板

を立てたほうが、「ああ、こんなところかな」という感じはするんじゃないかと思う。今

はあるかないか知らないが、木でつくったやつがターミナルの天井か何かあるようなこと

をちょっと聞いた。だからパソコンで打ってビニール袋をかぶせて、木でつくれば金はそ

んなにかからんと思うけど。そこら辺はいかがか。 

委員長（土川重佳） 町  長 

町長（西 浩三） これからやたらと看板を立てるのもあれだと思うので。幸い、光通信が

入ってくればスマホとか利用してやれるようになろうかと思うので。景観の問題もある。 

そういうことで、確かに解説板が必要な場所もあろうかと思うが、今は旅行者のほとん

どがスマートフォンを持っているので、これをかざすだけでそこら辺の紹介ができるよう

な仕組みができるんじゃないかと思っているので、そこに期待をしてもらって、看板を立

てるとまた今度は老朽化すると片付けないといかん、またつくらんといかんという、そう

いう不便さもあるので、もう少しスマートにやれれば一番いいんじゃないかと思っている。 

委員長（土川重佳） 今田委員 

委員（今田光弘） 今の町長が言ったことは僕も本当にそう思ってて、前にも言ったかも

しれないが、どこか中村のほうだったか、お地蔵さんの横にでっかい看板が立っていて非

常に見苦しい。お地蔵さんがあってその横に看板が立ってるという、絶対やってはいけな

いと思われるようなことをやってしまって、これから先は今町長が言ったような QR コー

ドか、そういうのをかざせば由来が出てくるとなると、やっぱりしっかりしたパンフレッ

トが、さっき横山委員が言ったようなものが必要なのかなという気がするがいかがか。 

委員長（土川重佳） 町  長 

町長（西 浩三） そこら辺も検討しているようなので、きっとうまくいくんじゃないか

と思っている。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 商工費の質疑を終わる。 

 しばらく休憩する。 

（産業振興課退室） 
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― 休 憩  午 後  3 時 21 分 ― 

― 再 開  午 後  3 時 25 分 ― 

委員長（土川重佳） 再開する。 

 第 9款・教 育 費 （P.85～103） 

委員長（土川重佳） 宮﨑委員 

委員（宮﨑良保） 時間も迫っているので 1つだけお願いする。 

 主要事業一覧の 56 番、ICT 教育推進事業。昨年 900 万、今年も 930 万とかなり大きく

計上されている。この ICT教育推進事業、いわゆる ICTというのはインフォメーションア

ンドコミュニケーションテクノロジーということで、機械を利用した他の学校とのコミュ

ニケーションをつくるということが主な目的だろうと思うのだが、何でこんな高額になる

のか伺いたい。 

委員長（土川重佳） 教育次長 

教育次長（永田敬三） ICT教育推進事業については平成 29年度に導入を図っており、タ

ブレット型パソコン 160台をはじめとしてアクセスポイントが 15カ所、その他ノートパソ

コンを 14 台など、また、電子黒板 13 台というようなことで導入を図っている。この導入

については 5カ年のリース契約ということで、そのパソコンのリース料が主なものである。 

委員長（土川重佳） 松屋委員 

委員（松屋治郎） 昨年、修学旅行の補助金がどうにかならんのかということを伺ったの

だが、今回小学校に 20 万、中学校に 30 万計上してもらっている。この金額の算出根拠は

どんなものか。 

委員長（土川重佳） 教育次長 

教育次長（永田敬三） 修学旅行費の補助金については、今回、小学校費と中学校費で計

上している。これについては、教育委員会のほうで承認をもらって教育委員会補助要綱の

改正を行っており、補助対象経費として生徒さんの団体経費に係る部分、例えば貸切バス

とか、ご案内いただく観光ガイドさんあたりの経費を対象経費として、その対象経費の 2

分の 1 以内ということで、これについても予算の範囲内であるがそういう経費で見込んで

いる。 

委員長（土川重佳） 教育費、ほかにないか。         松屋委員 

委員（松屋治郎） 去年も伺ったのだが、9款 7項 6目 18節・図書購入費 300万。 

 これは毎年 300 万となっている。それで、購入書籍の一覧表とか選定方法、選定人はど

ういうシステムになっているのか。 

委員長（土川重佳） 教育次長 

教育次長（永田敬三） 図書購入については昨年度も質問があり、決算の折にも確か指摘

があったと思っている。 

 購入については、図書担当の考えはもとより図書館運営協議会があるので、その中での

意見も伺ったり各学校との連携、中学校・小学校に学校図書司書の教員がいるので、その
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先生方の意見も伺いながら図書の購入を計画的に図っているところである。 

 図書の購入の情報発信については、図書館だより等で町民の方にお知らせしているとこ

ろである。 

委員長（土川重佳） 横山委員 

委員（横山弘藏） 教育長に尋ねるが、図書館の活動というか、まあ本を貸すのが一番の

仕事だと思うが、例えば子供の意見発表会というのがあるが、図書館の運営において、主

に子供たちだと思うのだが読書感想文のコンクールを主催するとかして、子供の読書意欲

を高めるような仕掛けを教育長が発案して、そういったことに取り組んでほしいと思うの

だが、その辺どうだろうか。 

委員長（土川重佳） 教 育 長 

教育長（吉元勝信） 確かにいいアイデアだなというふうに感じた。そういうとこで図書

館長とも話をしながら、図書館の審議会の中でそういったことも少し検討させてもらいた

いと思う。 

委員長（土川重佳） 横山委員 

委員（横山弘藏） いろんなことを仕掛けて、小値賀の子供の読書意欲を高めるようなこ

とも考えて予算化して、参加した子供には図書券をあげるとかいろんな工夫を考えてほし

いと思うので、今後の予算付けをするときに考えてほしいと思う。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。             末永委員 

委員（末永一朗） 歴史民俗資料館の入館者の数がわかれば教えてほしい。 

委員長（土川重佳） 教育次長 

教育次長（永田敬三） 2月末時点で 1,437名である。 

委員長（土川重佳） 末永委員 

委員（末永一朗） 歴史民俗資料館も一応小値賀の観光スポットになっているので、今は

野崎に隠れたような感じになってるので、もう少しもっと宣伝したほうがいいんじゃない

かと思う。 

委員長（土川重佳） 教育次長 

教育次長（永田敬三） 委員の言うとおり、小値賀の歴史はどこにもない、非常に魅力が

あると感じているので、その辺は観光部局とも連携して今後推進してまいりたいと思う。 

委員長（土川重佳） 横山委員 

委員（横山弘藏） 歴史民俗資料館で長年働いてもらっていた魚屋優子さんという方がい

る。彼女は島外にも知れ渡っている古文書の解読というのか、あれを読むのがかなり有名

な方なのであるが、今彼女は個人的に尼中東店を利用して 10名余りの勉強する方を集めて、

毎週何回か講習会をやっている。私も 1 回その現場を見たが、古い小値賀の古文書を開い

てそれを解読する勉強会をやっている。 

 小値賀町歴史民俗資料館において、いろんな歴史をまとめたということに関して、前の

塚原さんの働きも私は高く評価してるのだが、魚屋さんもよその大学から先生がわざわざ
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学びにくるくらいのレベルだということを聞いている。それで辞めてからそういったつな

がりがなくなるというのは、小値賀の宝をなくすようなもので、そういった特殊な能力を

持った人は、事業の継続というか小値賀の歴史的な継続をしていくという意味において非

常に重要だと思う。だからそういった方を、ただ辞めたから定年だから切るというそうい

う単純な問題じゃなくて、小値賀町の今後の歴史をつないでいく上でも希少な存在だと思

うので、そういった方をちゃんとした講師というか先生として、教育委員会のほうでそう

いったものを形づくってやると。もしくは歴史民俗資料館に何らかのつながりを持ってお

くといったことは考えられないのか。担当者か教育長に答弁願う。 

委員長（土川重佳） 教 育 長 

教育長（吉元勝信） 今委員が言った方については、我々も資料館の嘱託として頑張って

もらおうということで話をしていたが、体調を壊されて勤めることができなかったという

経緯がある。そういう中で、少しずつ体調が戻られたら、いろんなことを我々としても協

力できないかなというようなことも考えているので、そういう部分で大切な能力というか

技術については、教育委員会としても何らかの形でご利用させてもらえないかというふう

に考えているので、そこら辺も、今から教育委員会の中でも、体調が戻られたということ

であれば検討させてもらいたいと思っている。 

委員長（土川重佳） 横山委員 

委員（横山弘藏） 教育長の意見もわかった。 

 それで、今、一生懸命頑張っている平田さんはどういう認識を持っているか。平田さん

は答弁できないのか。 

委員長（土川重佳） 教育長が指名した上で委員長の許可が必要になる。  教 育 長 

教育長（吉元勝信） どうしてもやはり専門の学芸員の回答が必要ということか。 

（マイクなし「答えにくいならいい」横山委員） 

委員長（土川重佳） 横山委員 

委員（横山弘藏） 今のは、魚屋さんのことを取り上げて言ったのだが、史跡については

小値賀町の指定文化財とか教育委員会にいろいろあるが、国においては人物を国宝として

指定したりする。 

 それで、小値賀町にも例えばお茶の先生とか書道の先生とかいろんな達人がいるが、そ

ういった小値賀町独自の人物を特別に小値賀町の宝として指名というか、なってもらって、

そういった文化面でも、そうなってくると無形文化財だが、そういったことも小値賀独自

で考えて、例えばお年寄りなんかは結構いると思う、いろんなその名人が。そういった方

を対象に調べて、お年寄りでもそういったいろんな先生方も小値賀町で生きがいを持って

やっていけるような、そういったことも今後検討したらどうかと思うのだが、教育長、答

弁願う。 

委員長（土川重佳） 教 育 長 

教育長（吉元勝信） 委員の言うような部分について、今度、教育振興基本計画というの
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を少し検討している。 

 そういう中でも、文化財関係のいろんな調査にも力を入れていきながら、先ほど言われ

たような、人に関してもそういう方がいないか、あるいは無形文化財的な、町が指定する

ようなそういうのがないかというのもあわせて今後調査していく必要があるんじゃないか

という意見も出ている。 

 そういうことで、先ほど言った計画の中に、そういう項目も盛り込んで今後対応してい

こうというふうに考えている。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 教育費の質疑を終わる。 

 しばらく休憩する。 

― 休 憩  午 後  3 時 41 分 ― 

― 再 開  午 後  3 時 42 分 ― 

 

委員長（土川重佳） 再開する。 

 ただいままでの一般会計予算歳入歳出全般についてご質疑願う。 今田委員 

委員（今田光弘） 先ほどの最後のほうにあった、横山委員が言って僕がこれはちょっと

発言しようと思ったのだが、補助金とかがたくさん出るからいいやいいやっていう感覚と

いうのは、本当に慎まなければいけないことだと僕は常々思っている。 

 それで議会にも、12月に町長のほうから小値賀町の平成 31年度の予算方針等についてと

いうことでペーパーをもらっている。この中で、揚げ足を取るようで非常に申し訳ないの

だが、こういう方針でという中の 1 つに、ちょっと読ませてもらうと、「財源については

離島活性化交付金、国境離島交付金等の補助制度や有利な起債である過疎債、辺地債を最

大限活用しつつ」これはよく理解できる。ただ、次の言葉、「真に必要な事業は、振興基

金、ふるさと基金の活用も視野に積極的に企画・提案すること」とある。つまり表現は悪

いが、本当に必要な事業は振興基金、ふるさと寄附金も使っても、そこそこの事業は交付

金を使えばいいやというように読めてしまうような文章になっている。これは町長、本当

に申し訳ない表現なのだが、もしかして、こういう町民の税金、国民の税金を使っている

予算の中で補助金が出るからいいやというような安易な考え方は絶対いけないと思う。本

当に真に必要な事業なんです。全て。だからこういう意味で、「真に必要な事業は云々」

と書いてあるのはやはりおかしいと思うので、その点について町長いかがか。 

委員長（土川重佳） 町  長 

町長（西 浩三） 確かに、何が真なのかという話になるのであろうが、それぞれの場合

もいろんな事情もある。そういうことで、特にそのときにどういう感じで書いたのか記憶

にないわけであるが、担当課が書いてるとは思うが、急ぐ事業とかそういう場合に来年な

ら少し剰余金が出てくるけど、というときでも早くしなければいけないときには、やはり
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貯金を崩すというような気構えでやってるということを表現したのではないかなと思って

いる。そういうことで、委員が言うように安易に補助事業だからということをやるつもり

はないが、どうしてもこれをやらないと補助事業に乗らないとかいう事業もたまにある。

そういうときは例外として、極力そういうふうに努めて小値賀町の将来のためには貯金も

ちゃんと残さなくてはいけないし、借金も減らさなくてはいけないと思っているので、ち

ょっと表現がまずかったかもしれないが事情はそういうことである。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 質疑なしと認める。 

 次に第 2表『地方債』（P.7）                         議  長 

議長（立石隆教）  長いこと予算の審議をやってきて、なかなか問題点が幾つかありなが

ら改正をできずに来たということを、今つくづく反省をしてるところであるが、今回のと

きに、冒頭に総務課のほうに特にこういうことの資料というのを検討することをお願いし

たところであるが、改めてまとめてやりたいと思う。 

今の地方債のところだが、地方債も今年度だけの問題を書いているが、やはり予算を審

議するときには、過去にどういう流れで地方債が来てるか、地方債の残高がどう変化して

いるか、というもっと相対的な観点からこれを見たいということもある。したがって、資

料はここだけではなくて過去の数年前からさかのぼって、できればグラフ化してみるとい

うような、そういう資料というのもぜひ検討願いたいというふうに思う。ついでに申し上

げると、予算総括表から始まって一般会計の予算の内訳表、町税収入の状況、この間言っ

たが地方交付税がどう変化してきたかという状況、それから基金の状況、それから一般会

計歳出の性質別の経費の状況、これも決算には出てくるが予算では資料が出されてはいな

い。これもぜひ、人件費がどう変化してるのかということについても見たいところである

が、それが見れない状況である。それから給与費の状況、実はこれは一番ケツのほうに書

いてあるが、なかなかそこまで目を通さない、議員の皆さんは。別の説明書に別口で掲載

されていることを望みたいと思う。それから総合計画の施策体系別予算の状況、これはぜ

ひ今後検討してもらいたい。総合計画を立てても、これが当初予算にどう反映されている

かというのがなかなか見れない状況にある。今年の予算の中に立てた総合計画の福祉に関

しては、こういう部分の予算を取ったという総額を書くというような形で、そしてまた水

産業費については…というような形で書いていく。そうしたものが一覧となっているのが

あると大変ありがたいと思う。それから一般会計歳出の事業別予算の一覧表、それから地

方消費税交付金については今度出ているが、大変いいことだ。ああしたものを一つにまと

めること、そういうことをぜひやってもらえればと特に一番最初に思ったが、総務課長が

ずらずらっと読む。思い返すと、最初のうちは書いていくのだが、途中で書いていくのが

追っかけられなくて途中から止める。だからもう 1 回聞く。これはちょっと無駄だなと思

う。だったらああいう説明書の大方は、別につくる説明書の中に書いておいたらどうかと。
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数字も書くのだから間違いない。そのような形の工夫を今後してもらいたいなというよう

なことで、地方債のことに関連して検討をお願いしたいと思うし、議会においてもそのよ

うな申し出をするのであれば、これはいらんということであれば、いらんものは削りなが

ら必要なものを執行部に申し入れていくというような形をしていくべきではないかと思っ

ているので、今後とも検討をよろしくお願いする。 

委員長（土川重佳） 総務課長 

総務課長（前田達也） 地方交付税のところで議長からも指摘があったが、先ほど言った

資料について、イメージとしては、決算のときに提出している成果報告書あたりをイメー

ジしてもらっているのかなと思っている。こういう過去のデータの推移という分について

は、こちらに資料等あるので、提出のほうは前々から準備していけばできるのかなという

ふうに考えてはいるのだが、正直に言うと、実際、当初予算においては大体 11月くらいか

ら準備を始め、12月、1月あたりにヒアリングをして大方の当初予算の編成を行うのだが、

実際に予算が固まるのが、今回においても議案提出日の数日前というような形が現状であ

る。それも国の補助金の動向であるとか、新規的、突発的な要望等、現状が変化して急遽

追加しなければいけないということもあり、なかなか予算が確定するのが遅いという状況

であるのも現実なので、そういうことも踏まえて、まずは出せるところはきちんと出すよ

うな形で、今後検討したいと思う。 

委員長（土川重佳） ほかにないか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

委員長（土川重佳） 質疑なしと認める。 

 これで議案第 13号、平成 31年度小値賀町一般会計予算の質疑を終わる。 

 討論と採決は明日の特別会計の質疑の後で、付託された案件全てについて行いたいと思

う。 

 明日 12日火曜日は午前 10時から開議し、7つの特別会計予算の質疑を行う。 

 執行部の皆様、お疲れさまでした。 

 本日はこれにて散会する。 

 お疲れさまでした。 

 

― 午 後  3 時 53 分  散 会 ― 

 


