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平成 27 年 3 月 20 日 

予 算 審 査 報 告 

 

総務厚生常任委員会 

委員長 知念 昭則 

 

 議題となっている議案第 21 号 平成 27 年度八重瀬町一般会計予算、議案第

22号 平成 27年度八重瀬町国民健康保険特別会計予算、議案第 23号 平成 27

年度八重瀬町後期高齢者医療特別会計予算については、3 月 5 日、6 日、9 日、

10日、11日、12日に関係課長及び職員の出席を求め委員会を開催し慎重に審査

を行った。 

その経過と結果は次のとおりである。 

 

議案第 21 号 平成 27年度八重瀬町一般会計予算について報告する。 

本年度の歳入歳出予算の総額は 126億 3千 200万円で前年度の当初予算額に

対し、18億 1千 585万 4 千円（16.8％）の増額となっており、その主な要因は、 

統合庁舎建設工事に 10億 4千 561万 3千円、外構工事に 1億 4千 500万円が計

上されている。また、昨年、待機児童ゼロのために 2 認可保育園を建設した事

により、国や県よりの措置費が大幅に伸びたためである。それに加え新年度は、

待機児童解消のため、安心こども基金で３分園を予定し、1億 4千 595万円を計

上している。 

 

歳入・歳出予算の内容については次のとおりである。 

 (歳入)                          （単位：千円） 

款 本年度予算額 前年度予算額 比較 

01.町税 1,990,023 1,905,153 84,870 

 02.地方譲与税 84,906 84,625 281 

 03.利子割交付金 4,135 4,427 △292 

 04.配当割交付金 4,462 2,341 2,121 

 05.株式等譲渡所得割交付金 4,085 669 3,416 

 06.地方消費税交付金 312,378 200,639 111,739 

 07.ゴルフ場利用税交付金 64,070 68,221 △4,151 

 08.自動車取得税交付金 7,686 10,874 △3,188 

 09.国有提供施設等所在市町村助成交付金 10,664 9,726 938 

 10.地方特例交付金 8,726 8,154 572 
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款 本年度予算額 前年度予算額 比較 

 11.地方交付税 3,370,000 3,370,000  

 12.交通安全対策特別交付金 1,937 2,583 △646 

 13.分担金及び負担金 284,438 214,512 69,926 

 14.使用料及び手数料 89,537 89,400 137 

 15.国庫支出金 1,725,513 1,410,042 315,471 

 16.県支出金 2,021,605 1,458,860 562,745 

 17.財産収入 12,131 11,249 882 

 18.寄附金 3 3  

 19.繰入金 729,322 500,664 228,658 

 20.繰越金 50,000 50,000  

 21.諸収入 279,579 290,104 △10,525 

 22.町債 1,576,800 1,123,900 452,900 

 歳入合計 12,632,000 10,816,146 1,815,854 

 

歳入予算の主は、地方交付税 33 億 7 千万円、県支出金 20 億 2 千 160 万 5 千

円、町税 19 億 9 千 2 万 3 千円、国庫支出金 17 億 2 千 551 万 3 千円、町債 15

億 7 千 680 万円である。 

主な増減については、前年度予算額に対し、町税 8 千 487 万円（4.5％）の増、

地方譲与税 28 万 1 千円（0.3％）の増、利子割交付金 29 万 2 千円（6.6％）の

減、配当割交付金 212 万 1 千円（90.6％）の増、株式等譲渡所得割交付金 341

万 6 千円（510.6％）の増、地方消費税交付金 1 億 1 千 173 万 9 千円（55.7％）

の増、ゴルフ場利用税交付金 415 万 1 千円（6.1％）の減、自動車取得税交付金

318 万 8 千円（29.3％）の減、国有提供施設等所在市町村助成交付金 93 万 8

千円（9.6％）の増、地方特例交付金 57 万 2 千円（7.0％）の増、交通安全対策

特別交付金 64 万 6 千円（25.0％）の減、分担金及び負担金 6 千 992 万 6 千円

（32.6％）の増、使用料及び手数料 13 万 7 千円（0.2％）の増、国庫支出金 3

億 1 千 547 万 1 千円（22.4％）の増、県支出金 5 億 6 千 274 万 5 千円（38.6％）

の増、財産収入 88 万 2 千円（7.8％）の増、繰入金 2 億 2 千 865 万 8 千円（45.7％）

の増、諸収入 1 千 52 万 5 千円（3.6％）の減、町債 4 億 5 千 290 万円（40.3％）

の増となっている。 

 

(歳出)                          （単位：千円） 

款 本年度予算額 前年度予算額 比較 

 01.議会費  121,89１ 99,646 22,245 

 02.総務費 2,352,071 1,814,914 537,157 
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款 本年度予算額 前年度予算額 比較 

 03.民生費 4,783,270 3,969,833 813,437 

 04.衛生費 956,003 906,509 49,494 

 05.労働費 1 1  

 06.農林水産業費 854,783 399,258 455,525 

 07.商工費 72,773 101,991 △29,218 

 08.土木費 465,789 457,562 8,227 

 09.消防費 418,070 447,796 △29,726 

 10.教育費 1,187,844 1,236,715 △48,871 

 11.災害復旧費 5 5  

 12.公債費 1,399,635 1,361,916 37,719 

 14.予備費 19,865 20,000 △135 

 歳出合計 12,632,000 10,816,146 1,815,854 

 

歳出予算の主は、民生費 47 億 8 千 327 万円、総務費 23 億 5 千 207 万 1 千円、

公債費 13 億 9 千 963 万 5 千円、教育費 11 億 8 千 784 万 4 千円、農林水産業 8

億 5 千 478 万 3 千円である。 

主な増減については、前年度予算額に対し、議会費 2 千 224 万 5 千円（22.3％）

の増、総務費 5 億 3 千 715 万 7 千円（29.6％）の増、民生費 8 億 1 千 343 万 7

千円（20.5％）の増、衛生費 4 千 949 万 4 千円（5.5％）の増、農林水産業費 4

億 5 千 552 万 5 千円（114.1％）の増、商工費 2 千 921 万 8 千円（28.6％）の

減、土木費 822 万 7 千円（1.8％）の増、消防費 2 千 972 万 6 千円（6.6％）の

減、教育費 4 千 887 万 1 千円（4.0％）の減、公債費 3 千 771 万 9 千円（2.8％）

の増、予備費 13 万 5 千円（0.7％）の減となっている。 

 

以下、予算編成の状況、委員会での質疑、意見や要望等について報告する。 

 

歳入予算においては、町民税・固定資産税・軽自動車税の増、安心子ども基

金特別対策事業、法人保育所運営負担金の増など、屋宜原・伊覇区画整理事業

の進展に伴う人口流入等の要因による税収等の増加がみられる。また、政府の

景気回復策に伴うと思われる株式配当関連交付金の増や消費税率改正に伴う地

方消費税交付金の増がある。 

本年度 18億 1千 585万 4 千円（16.8％）の増額に見合う財源がないために、

基金取崩しや、町債の前年度比 4億 5,200万円余の増額は、今後の財政に与え

る影響を危惧するところでもある。 

自主財源の割合は、平成 25年度決算で 32.9％と微増しているが、更なる自主
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財源確保に向けて町税等の徴収に最大限の努力をし、経費の削減、予算の効率

的な運用、職員研修の充実強化と人材育成にも努め、町民ニーズに応えられる

よう努力していただきたい。 

次に歳出予算について、総務費、民生費、農林水産業費で増となっているが、

これまで同様に経常経費の削減を推進し、各費目とも必要性、緊急性を優先す

るとともに、投資的経費については、投資効果、優先度の高い事業を計上して

いる。平成 27 年度も引き続き現行の『沖縄振興特別推進交付金』の有効活用が

実施できるよう県との調整を進めているとのことである。 

 

議会事務局 

【歳出】 

質問 議会費が 2千 224万 5千円増えている理由は何か。 

答弁 前年度の職員給与費等は、前局長が退職した事により在職職員 2 人分し

か計上していなかった事による増額と、議員報酬、期末手当、共済組合

（議員）の増額、県外研修旅費等の新増によるものである。 

質問 4 節共済組合費（議員）の内容は、退職議員に対する組合費か。 

答弁 そうである。4 月 1 日現在議員数に、議員報酬月額、掛け金負担率を算定

した 12 か月分である。退職議員年金 24 人、遺族年金 15 人に対する共済

費である。 

質問 県外研修旅費については、香南市との交流を考えているのか。 

答弁 所管事務調査費としての計上で、積算は、東京 2 泊 3 日で計上している。 

 

会計課 

【歳入】 

質問 利子及び配当金、株式会社琉球銀行株配当が 2 万 1 千円増えたという事

だが、その理由はなにか。 

答弁 予算計上を、前年度の実績で計上するようにした事による増額である。 

質問 基金運用収入が前年度ゼロ額から、今回は 7 千円の計上があるがその理

由は何か。 

答弁 前年度までは、諸収入で受け入れていたが、今回から新たに基金運用収

入として計上している。 

【歳出】 

質問 12 節手数料の 511 万 5 千円の増額の要因は何か。 

答弁 今年度よりコンビニ収納実施による手数料の増額である。 
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質問 コンビニ納付時は自己負担手数料もあるのか。 

答弁 全額町が負担し、1 件 56 円である。 

 

健康保険課 

【歳入】 

質問 女性特有のがん検診推進事業費補助金 98 万 9 千円増の原因は何か。 

答弁 未受診者対策を強化したためである。 

質問 女性特有のがん検診推進事業の受診率は何%か 

答弁 子宮がんが平成 25 年度 22.0％、平成 26 年度が 6.8％、乳がんについて

は、平成 25 年度 26.0％、平成 26 年度 6.8％である。 

質問 県負担金・保険基盤安定負担金が 1 千 262 万 2 千円増えているがその理

由は。 

答弁 保険料軽減分が 4 分の 3、支援分が 4 分の 1 であるが、後期高齢者特別

会計と同じく、保険料軽減対象者の増加によるものである。 

質問 健康増進事業費 30 万 1 千円は、少なくないか。 

答弁 40 歳未満の方々、医療保険に加入していない生活保護の方々に対して、

の健康診断、健康相談、栄養教室、運動教室等を実施しているが、補助

率、補助額が低いためである。 

【歳出】 

質問 国民健康保険特別会計繰出金 3 億 4 千 515 万 5 千円は、保険基盤安定負

担金による繰出金か。 

答弁 保険基盤安定負担金に係る分でもあるが、職員事務費、出産育児一時金

等も含まれている。 

質問 検診補助額の見直しはどの様にやっているか。 

答弁 検診委託料金は、委託医療機関によりまちまちで、市町村ごとの補助額

もまちまちである。南部地区事務研の中で調査し、見直しを行っている。

本町は、平成 26 年度に見直しを行った。 

 

住民環境課 

【歳入】 

質問 犬の飼育頭数の正確な把握調査の取り組みはどうなっているか。 

答弁 登録台帳の精査をしてから取り組みたい。 

質問 コンビニ証明の発行準備はどうなっているか。 

答弁 調査中であり、平成 28 年度以降で検討したい。 
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質問 市町村合併推進体制整備費補助金とは何か。 

答弁 証明自動交付機システム機器導入費で、来年 4 月以降使用する。 

質問 社会保障・税番号制度システム整備費補助金とは何か。 

答弁 マイナンバー制度システム導入のための費用である。 

質問 マイナンバーカードは全町民に対して交付か。 

答弁 国としては、全国民に対して 10 月末までにマイナンバーカードについて

通知され、その後、本人からの申請により個人カード番号が平成 28 年 1

月以降に発行される。 

質問 マイナンバーカードのメリットは。 

答弁 自動交付機での証明発行、e-TAX フリー、免許証更新等が考えられる。 

質問 人口動態調査委託金とは何か。 

答弁 1 月から 12 月までの出生、死亡等の異動状況報告である。 

【歳出】 

質問 窓口業務等嘱託員の配置はどうなっているか。 

答弁 3 人の嘱託員を本庁舎へ 1 人、東風平庁舎へ 2 人配置している。 

質問 悪臭測定業務委託内容はどうなっているか。 

答弁 3 カ所分（港川、世名城ほか）の調査費用で、港川の悪臭調査については、

年 1 回で、その結果を三者協で話し合っている。 

質問 三者協からの要望はどうなっているか。 

答弁 住民側からは悪臭の軽減についての要望があり、畜産業者側からは施設

の改善という事で、セミウィンドレス設置や堆肥舎の改修で、アンモニ

ア臭などの悪臭対策をしているようである。 

質問 報得川の水質調査は支流もできないか。 

答弁 3 カ所の測定を毎年実施している。場所は、学校給食センターの上流、東

風平中学校のヘンサ橋、赤田橋で実施している。 

質問 河川沿いに水質状況（BOD）表示看板設置はできないか。 

答弁 現場への看板設置等は難しいのではと考える。河川の水質状況について

は、沖縄県の HP 上でも掲載されている。 

質問 河川汚濁の一番の原因は何か。 

答弁 河川汚濁の一番の原因は、畜舎排水によるもので、雨天時に汚水を流す

場合があるようである。 

質問 南斎場建設負担金 1 千 115 万 9 千円は、運営費に係る分か。 

答弁 運営費と起債（平成 41 年度まで）に係る返済分であり、次年度以降、漸

増して行くと思われる。 

質問 ヤスデ駆除剤購入補助金 10 万円、購入した何%分の補助なのか。 

答弁 隣市町にならって、今年度より 2 分の 1 で（3 千円限度）補助するが、申
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請が必要である。 

質問 清掃総務費が、5 千 195 万 5 千円増えているがその要因は何か。 

答弁 サザンクリーンセンター推進協議会によるもので、運営費、最終処分場

建設場所の造成、機械設計等である。 

質問 ごみ収集業者は何人で、1 業者当たりの委託料はいくらか。 

答弁 収集業者は 6 人で、委託料は月額 92 万 2 千円である。 

質問 し尿処理負担金関連で、以前、南風原町がし尿搬入していたが、現在は

どうなっているか。 

答弁 南風原町は、昨年の 12 月から東部清掃組合へ搬入している。島尻消防清

掃組合のし尿処理施設（清澄苑）は 3 月末までに基幹改良しながら完成

予定である。旧佐敷町分は、昨年の 12 月から島尻消防清掃組合（清澄苑）

へ搬入している。 

 

社会福祉課 

【歳入】 

質問 各地域の民生・児童委員の配置状況はどうなっているか。 

答弁 字東風平(3 人)、字伊覇(1 人) が足りないので、推薦委員会を立ち上げる

ために予算を費目存置してある。 

質問 その地域の区長、役員に相談して早く配置するべきではないか。 

答弁 字東風平、字伊覇の区長、役員に呼びかけ、適任者に当たっている状況

である。 

質問 民生・児童委員の手当はどうなっているか。 

答弁 民生・児童委員に対する手当はありませんが、民生委員会に対して活動

資金として 300 万円を補助している。 

質問 包括的支援事業（3 千 307 万 8 千円）とはどの様なものなのか。 

答弁 介護給付費の 3%以内にて事業を実施。被保険者が要介護状態又は要支援

状態となることを予防するとともに、要介護状態となった場合において

も可能な限り、地域においても自立した日常生活を営むことができるよ

う支援することを目的とする事業である。 

質問 包括支援事業で、認知症についての対応はできるのか。 

答弁 要支援・介護にあたるか審査してからの結果、認知症の受け入れ施設と

の調整も出て来る。認知症問題は今後、大きな問題になってくるので、

包括支援センターを強化して、地域でのサポート体制を作っていく事が

もっと必要になっている。介護については、新体制に向けて国からの予

算も少なくなっていて、団塊の世代が 75 歳になる頃には大変な事になる
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ので、地域で支えあわないと、介護事業では賄いきれない状況に陥る。 

質問 認知症の方の把握は出来ているのか。 

答弁 認知症については、把握できていない。何故かというと、本人も家族も

認めない状況にあるため、把握は難しい。 

【歳出】 

質問 特別弔慰金申請手続事務補助員の業務内容は何か。 

答弁 戦没者と遺族に対する特別弔慰金支給法に基づいて、昭和 40 年から 10

年単位で実施されてきた事業であり、その受付業務であります。 

質問 地域福祉等推進特別支援事業(200 万円)は、どういう形で町社協に委託し

ているのか。 

答弁 この事業は、別名セーフティネットワークという事業で、災害時に、一

人暮らし、高齢者、障害者等の要保護者に対しての日常的な見守りと生

活の支援を行う事業で、町社協により地域防災訓練等に関わって、要保

護者を指導していく事業である。 

質問 地域福祉計画評価委員会は、何を評価するのか、報告書等は上がってく

るのか。 

答弁 作成された地域福祉計画に基づく業務内容を年に 1,2 回評価してもらっ

ている。事業実施内容の報告とそれに対する評価員による意見聴取を行

っている。報告書ではなく議事録を作成している。 

質問 委託料の地域活動支援センター(300 万円)と補助金の地域活動支援セン

ター運営補助金(302 万円)の違いは何か。 

答弁 国県負担と、町負担との違いで分けてある。 

質問 サザンウィンドウとかすみ草が入居する現庁舎は解体されるが、次の活

動場所についての計画は進んでいるのか。 

答弁 継続して相談をしており、いろいろな案があってまだ決定出来ない状況

である。 

質問 成年後見制度利用支援費は身内でもできるのか、第三者でなければいけ

ないのか。 

答弁 役場が対応する業務内容は、本人が知的障害、あるいは判断能力がない

方を対象としていて、身内から拒否されている方などに対応している。

年に 1 回あるかどうかの状況である。 

質問 地域自立生活支援事業（配食サービス）に係る自己負担額はいくらか。 

答弁 今年度、予算は半分しかついていないが、配食サービスは、一人当たり

550 円で町が補助（委託）している。弁当については、自己負担額が 400

円となっている。 

質問 相談員謝礼金(自殺対策)の相談員数とその業務内容はどのようなものか。 
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答弁 相談員は一人で、月 4 回(毎週月曜日・9 時から 3 時まで)の勤務である。

県の方では心の相談事業を 24 時間体制で実施しており、町社協でも生活

相談などの各種相談事業を実施している。それ以外は、課の係・保健師

が対応している。 

質問 緊急通報システム運営事業の委託業務内容は何か。 

答弁 シルバーサービス沖縄に委託して、在宅で一人暮らしの高齢者等の急病

又は事故等の緊急時に迅速な対応が出来るよう緊急通報システムを整備

し、高齢者等の日常生活上の安全確保と不安を解消する事を事業目的と

しています。 

質問 敬老激励金(525 万 9 千円)は何人分か。 

答弁 1 人当たり 3 千円の 1 千 753 人分である。 

質問 ケアプラン作成業務(包括・192 万円)が半額となっているが補正で対応す

るという事か。 

答弁 状況により補正で対応していく予定である。介護給付費での利用状況が

改善した半面、補助事業が大幅に削減される予定であり、その為に予算

措置を半減している。 

 

児童家庭課 

【歳入】 

質問 保育料保護者負担金が増えた理由は何か。 

答弁 法人保育料が 7 千 132 万 8 千円増えているが、利用者増によるものであ

る。保育料改正に伴う保育料の増ではない。 

質問 地域型保育事業運営費というのは何か。 

答弁 事業所内保育所の運営費である。事業所内保育施設(南部徳洲会病院)の中

に地域枠を設けて従業員以外の地域の幼児(10 人以内)も預けることが出

来る。「八重瀬町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例」に基づき確認を行い、県も立ち会いのもと、運営等の諸々を審査

した結果、認可致しました。待機児童解消の為、受け入れを実施いたし

ます。 

質問 保育緊急確保事業(3 千 413 万 3 千円)の中の保育士処遇改善臨時特例事業

(3 千 30 万 2 千円)について、各保育士の処遇が改善されたかどうかの

調査はやることになっているのか。 

答弁 実績等を上げてもらってはいるが、この事業によって待遇面が改善され

たかどうかの確認はとれない。一時金として保育士にいきわたっている

という事は確認がとれる。 
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質問 安心子ども基金特別対策事業(1 億 4 千 595 万 8 千円)について、今年度は

どこか。 

答弁 のびる保育園(20 人増)、清ら風保育園(30 人増)、やえせ北保育園(30 人増)

の三園を整備予定である。 

質問 認可外保育所を認可化するための事業ではないのか。 

答弁 基本的には、認可保育園で対応したいと考えている。小規模保育事業で

展開も考えるが、本園となる法人保育園との連携で難しい点もあるので、

27 年度のスタートの状況、子どもたちの待機の状況を見ながら検討して

いく。認可外の問題に関しては、新制度をスタートしてから検討する。 

質問 今現在、認可外保育園は何カ所で、小規模保育所は何カ所か。 

答弁 認可外保育所は 4 カ所あるが、小規模保育所はない。国としては、認可

外保育園を地域型保育事業の小規模保育に移行できるのであれば移行し

て欲しい状況である。認可外は認可されていない保育所、小規模保育所

は、町が認可する保育所です。小規模保育所は 20 人以内である。 

質問 今年度の 4 月 1 日時点での待機児童はどのくらいの予定か。平成 27 年度

の待機児童は増えていく状況なのか。それに対する計画はどうなってい

るか。 

答弁 今年度入園申し込みは、前年度 200 人以上を超えている。平成 26 年度は

1 千 300 人余、平成 27 年度は 1 千 500 人を超えている。40 人から 50 人

内の待機児童が出るのではないかと思う。転入が増えて待機児童解消が

追い付かない状況だが、「子ども・子育て支援事業計画」が平成 26 年度

中に出来上がる中で、その計画を基に施設整備等の事業展開を行い、平

成 29 年度には、待機児童ゼロを目指す計画である。 

質問 待機予定の 50 人に対する対応はどの様に考えているか。 

答弁 年度途中で、弾力的な対応が出来れば入所案内しますし、認可外施設の

方に入所要望があれば紹介します。ファミリーサポートセンターを利用

してもらうなどの対応を考えている。 

【歳出】 

質問 児童虐待に関する状況はどうなっているか。 

答弁 家庭児童相談室で受けるのですが、平成 26 年度 56 件ある。単年度で終

わる事例や、平成 19 年度から続いている事例もある。ネグレクト、身体

的虐待などがある。 

質問 要保護児童対策地域協議会とはどのようなものか。 

答弁 児童虐待等で保護を要する児童、支援が必要とされる児童や保護者に対

し、複数の機関で援助を行うための法制化された協議会である。協議会

の構成機関は、中央児童相談所、精神保健センター、南部福祉保健所、
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女性相談所、糸満署、保護司会、民生委員、学校関係者等となっていま

す。 

質問 ひどい場合は、一時的に施設が預かることはできないのか。 

答弁 一時保護に関しては、児童相談所に権限があり、ケースによって一時預

かり、保護したりする。市町村にはその権限はない。 

質問 町長の施政方針の中でも、児童虐待等について、迅速な対応と未然防止

に向けて相談体制の強化を図りたいとあるが、職員の勤務中は良いが、

勤務外の 5 時以降の場合はどうなるのか。 

答弁 夜間の場合は、町は対応していませんが、中央児童相談所の方で 24 時間

対応している。 

質問 法人保育所の場合の嘱託医はどうなっているか。 

答弁 各法人保育所とも嘱託医が配置されている。 

質問 子ども医療費助成（6 千 97 万 2 千円）と、母子・父子医療費助成事業給

付金(1 千 32 万円)の違いは何か。 

答弁 基本的に補助メニュー、補助事業の違いである。子ども医療費助成につ

いては、0～3 歳までの通院、0～中学卒業までの入院が助成され、母子・

父子医療費助成事業給付金はひとり親家庭で、所得、対象年齢等も勘案

した助成額になる。両事業で重複する年齢 0～3 歳については、こども医

療費助成を先に受けてから、母子・父子医療費助成事業の給付となる。 

質問 子ども医療費助成について、通院についても中学卒業まで引き上げては

どうかの意見があるが、町単独での助成は厳しいのか。 

答弁 その件については、沖縄県の方でも、平成 27 年度途中から通院を 0～5

歳までとして実施する予定であるので、市町村もそれに応じて準備をし

ていかなければならないかと思う。 

質問 (資料から)役務費の、預金等状況調査手数料が皆減となっている理由は何

か。 

答弁 保育料徴収の為の預金等状況調査手数料であったが、保育料の徴収を、

児童手当から収納できるようにしたため不用になった。 

質問 保育士等処遇改善臨時特例事業は、保育士の給料が上がると解釈して良

いか。 

答弁 給料ではなく、一時金として支給される。総支給額としての給与は上が

る事になる。 

質問 児童館の電話料、光熱水費の件については、町負担と児童館負担は分割

してあるか。 

答弁 電話料はできている。光熱水費については、限度額があり、友寄児童館 

1 万円、高良児童館 5 千円となっている。具志頭児童館(大頓公民館)は町
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が全額負担している。 

質問 児童厚生員(675 万円)の勤務時間はどうなっているか。 

答弁 具志頭(1 人／日、交代制で 2 人／半日)、友寄(1 人／日、1 人／半日)、高

良(2 人／半日)が勤務している。 

 

総務課 

【歳入】 

質問 交通安全対策特別交付金(193 万 7 千円)の原資は反則金だけか。 

答弁 反則金を原資に、書類送検とかいろいろな手続き費用を差し引いた残り

の反則金を、道路延長、交通事故の発生率等を勘案して交付され、信号

機等もこの交付金を原資として設置している。 

質問 交通安全対策特別交付金の積算根拠はないのか。 

答弁 この交付金の積算根拠は公表されておりません。 

質問 町営住宅使用料の滞納繰越分は、過去何年前から含まれているか。 

答弁 古いのは平成 16 年度からあり、時効がないので催告を続けている間は時

効適用できない。町営住宅使用料については、商法取引の中の売掛金と

同等になる。 

質問 町営住宅使用料の徴収率はどの位か。 

答弁 現年度分は、平成 25 年度決算で、三団地合計で 95%、滞納繰越分が 7.5%

である。 

質問 生活バス路線確保対策補助金(50 万 7 千円)は、全ての路線ではなく一部

の路線という事か。 

答弁 沖縄バス 1 路線 36 番(糸満～新里線)、琉球バス 1 路線 51 番(百名～船越

線)、バス路線については国庫補助、県補助、市町村補助がある。国庫補

助を受けるためには、営業収益が 55%以上必要で、残り 45%の赤字の 2

分の 1 を国が助成、県もそのうちの何%、市町村も何%となる。営業収益

が 55%に満たない場合は、国の補助も、県の補助も受けられない事で赤

字補填が必要になっている。 

質問 生活バス路線確保対策補助金について、国の補助が見えないが。 

答弁 国の補助は、直接バス会社に補助される。県の補助金は、市町村補助金

と合わせてバス会社に補助される。 

質問 生活バス路線確保対策補助金は、相当大きい補助金だが、やむを得ない

のか。 

答弁 この補助金については、沖縄県バス対策協議会の確認と承認を得なけれ

ば、国庫補助にも該当しない、毎年 1 回から 2 回会議を行っている。車
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輛の入替、本数の調整、料金の値上げ等を会議で決めている。八重瀬町

だけの判断で路線を廃止する事はできない。補助も単独の市町村ではな

くて、市町村間の路線に対する補助であるので、どうしても関係市町村

が出てくる。 

質問 55%の収益が補助条件となっているが、その他にもあるのか。 

答弁 たくさんある。この路線を 1 日 2 往復以上走る事、そして 1 日の乗車が 3

人から 15 人以上(国庫補助は 15 人)乗車が条件であるので、それに見合わ

ないと補助は不可能になってくる。 

質問 沖縄県市町村支援事業補助金(317 万 5 千円)は、磁気探査事業と不発弾処

理事業だが、民間開発等についても該当するか。 

答弁 民間に関しては、県の補助になるが、市町村経由で申請し、年に 2 回、

10 月、3 月頃に、県が業者を指名して磁気探査をする。 

質問 財産貸付収入・ゴルフ場(アコーディア AH12・4,792 千円)にあるビーチ

ハウスの立つ場所は、町有地か。 

答弁 町名義である。大部分はゴルフ場内の里道となっている。 

質問 字宜次の交番跡の町有地は、町の観光看板が設置されているが賃貸して

いるのか。その活用は。 

答弁 賃貸はしていないので、賃貸料は入ってこない。地域と相談しながら、

花壇を整備して活用したい。 

質問 町営住宅浄化槽維持管理費(59 万 5 千円)について、住宅使用料滞納者は

維持管理費を支払っているか。 

答弁 家賃を滞納する方は、共益費も滞納している。 

質問 町営住宅浄化槽維持管理費の歳入と、支払の浄化槽維持管理業務費(65 万

1 千円)に差額があるが残りは町負担か。 

答弁 差額分は、町営東風平団地の未入居 4 世帯分(入居出来ない)である。費用

を 24 世帯で割って 4 世帯分について町が負担している。 

質問 維持管理についての費用徴収はどうなっているか。 

答弁 この維持管理については、入居者が維持管理していくのが基本であるが、

東風平団地については、合併前、直後この維持費が支払われないで、滞

納されていると業者から報告があって、町が一般会計で一時立て替えを

してきている。 

【歳出】 

質問 公文書整理委託料(999 万円)は、どの様な業務をするのか。 

答弁 本庁舎裏の体育館文書、書庫文書、事務所内文書について確認、分類を

する。歴史的な文書と思われる分については、生涯学習文化課と調整し

ながら仕分けをしていく事になる。 
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質問 公文書整理委託料業務は、一括交付金で対応できないのか。 

答弁 一般財源である。通常の文書については、対象外である。 

質問 公文書整理委託料業務は、紙ベースのみの作業か、電子化もあるのか。

また、いつ頃からの資料が置かれているのか。 

答弁 紙ベースの仕分けのみであり。いつ頃からかは把握できていない。 

質問 広報誌等配布委託料(64 万 8 千円)の業務は、自治会未加入世帯にも配布

するのか。 

答弁 自治会加入世帯については、区長、自治会長を通じて、未加入世帯につ

いては、八重瀬町シルバー人材センターへ配布を委託している。 

質問 区長事務委託料(4 千 302 万円)の積算根拠は。 

答弁 委託要綱で、12 月末自治会加入世帯を把握し、均等割、人口割、世帯割

で積算していて、未加入世帯は含まない。 

質問 東風平庁舎賃借料について、来年統合庁舎の完成により東風平庁舎は返

却する事になるがどの様に対応するのか。 

答弁 契約相手は、セゾン社になるが、現況復旧するか、金銭で対応するのか、

調整は今からで、来年 3 月までは借用する事になる。 

質問 交通安全施設整備工事(193万 9千円)について、内容はどうなっているか。 

答弁 カーブミラー、ガードレール、道路標示もできるが、本町では基本的に

カーブミラーの設置をしている。 

質問 町農業委員会委員選挙費(139 万 6 千円)について、国会では、首長が農業

委員を選任するという情報が出ているが。今年度は間に合わないという

事か。 

答弁 選挙になるという事で予定をしている。 

質問 前回の農業委員選挙が、台風の影響で投票日が日曜日から、木曜日に変

更になったが、投票行動に影響があったのではないか。周知不足ではな

かったか。 

答弁 選挙管理委員会へ、投票者への周知を図るよう申し入れたい。 

質問 防災備蓄消耗品（一括交付金・110 万 8 千円）について、どこから購入す

るか、何処に置くか、消費期限はどうなっているか。 

答弁 飲料水と乾パンを、人口の 20%の 3 日分を今年度中に揃え、本庁舎裏の

体育館の舞台に保管をしている。今年度で具志頭改善センターに移動予

定である。消費期限については、避難訓練の際に使用したり、社協等に

分けていく事を考えている。 

質問 新庁舎が出来た際は、防災備蓄品をそこに保管するのか。 

答弁 全てを一カ所に備蓄しては不合理になる。東風平地域、具志頭地域、そ

れぞれに分けて保管を考えている。 
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質問 災害が長引いた場合を考えて、スーパー等との災害時応援協力協定が必

要ではないか。 

答弁 災害時応援協力協定については、本町においてもやろうと考えている。

スーパー、コンビニ、県石油協会、ガス協会等と話し合いはしているが、

協定を結べる状況にない。平成 27 年度中にはと考えている。 

質問 地域防災計画策定が伸びているが、本年度中には策定されるか。 

答弁 計画案は完成しており、3 月 25 日の防災会議の答申を受けて完成する。 

質問 地域防災計画マニュアルは、一般町民への配布も考えているか。 

答弁 マニュアルは公表していく。役場の各担当課、公民館等における対応マ

ニュアルは、その部署に配布をしていく。 

質問 消防団員は、八重瀬町の場合、殆ど役場職員だが、その選任はどの様に

しているか。 

答弁 最初は分団長が人選し、町長推薦を得て選任する。訓練、緊急時に招集

しやすい関係から役場職員になっている。希望者がいれば民間からでも

選任する。 

 

税務課 

【歳入】 

質問 個人町民税が増えているがその要因は何か。 

答弁 均等割、所得割とも納税義務者数が増えている事が要因。平成 26 年度当

初比較で、均等割が 586 人増、所得割が 612 人の増である。 

質問 固定資産税（償却資産・9 千 317 万円）の算定根拠は。 

答弁 償却資産価格等に関する調べにより、課税標準額が 90 億 4 千 219 万円の

耐用年数 0.8×固定資産税率 0.014%の 92%を見込んでいる。 

質問 課税標準額が 90 億 4 千 219 万円の内訳は。 

答弁 市町村長等が価格決定をしたもので、構築物、機械及び装置、船舶、車

両及び運搬具、工具、器具及び備品が該当する。 

質問 固定資産税の滞納繰越分が 645 万 4 千円減額しているが、その要因は何

か。 

答弁 算出方法は、((平成 26 年度現年調定額×平成 25 年度現年度未納率)＋(平

成 26 年度滞納繰越調定額－平成 26 年度不納欠損実績))×平成 25 年度滞

納繰越未納率×調整率である。調整率が平成 26 年度 79%、今年度が 75%

の調整率となっているのも要因である。 

質問 軽自動車税（241 万 6 千円）の増の要因は何か。 

答弁 内訳として、原付が 13 台増、二輪車等が 26 台増、軽自動車が 443 台の
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増が要因である。 

質問 町たばこ税(528 万 2 千円)増の要因は、作付面積の増によるものか。 

答弁 毎月、日本たばこ産業（株）からの売り渡し本数にかけて市町村に配分

される。作付面積は関係ない。 

質問 県税徴収委託金(3 千 284 万 7 千円)制度は続いていくのか。 

答弁 この委託金制度は、ずっと続いていく。平成 26 年度と比較して 453 人の

増、1 人 3 千円で 135 万 9 千円の増となっている。 

質問 今年度の目標はどの位に定めているか。 

答弁 平成 27 年度は、94%を目標としている。 

質問 滞納処分費(45 万円)について、何件を予定しているか。平成 26 年度の滞

納処分件数はどうなっているか。 

答弁 15 万円の 3 件を予定している。平成 26 年度は、1 件(36 万 7 千 200 円)

である。 

【歳出】 

質問 税務課の職員数は、何人体制か。 

答弁 正職員は 14 人、別に賃金職員が 4 人（時期的配置）である。 

質問 標準宅地の時点修正委託料(107 万 8 千円)について、今年度は評価替えを

行っているはずだが。この業務は毎年行うのか。 

答弁 毎年行っている。 

質問 ポイントは毎回違うのか。どういった内容で実施しているか。 

答弁 ポイントは同じである。土地評価は、3 年に 1 度評価替えを行うことにな

っているが、その間に評価の下落率が生じた場合、地価の下落率を土地

評価へ反映させる業務である。 

質問 固定資産評価委託料(407 万 4 千円)の業務内容は何か。 

答弁 土地（主に宅地）の評価課税資料作成と平成 30 年度の評価替えに向けて

のデータ資料を作成する事で、正確な土地評価を行う業務である。 

質問 コンビニ収納についての取り組みについて説明を求める。 

答弁 税務関係については、町県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税の 3

税である。平成 26 年度に入札を行い、平成 27 年度から平成 29 年度まで

の 3 年の複数年契約で町の負担する手数料は、1 件当たり 56 円である。

納税者の利便性向上と収納確保に向けて努力する。 

 

企画財政課 

【歳入】 

質問 自動車重量譲与税(5 千 896 万 6 千円)が減額になった理由は何か。町道廃
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止に伴う道路延長の減が要因か。 

答弁 エコカー減税等によるもので、道路延長の減が要因ではない。 

質問 町道の延長、面積はいくらか。 

答弁 延長が 32 万 1 千 599ｍ、面積 172 万 6 千 342 ㎡であります。 

質問 配当割交付金(446 万 2 千円)、株式等譲渡所得割交付金(408 万 5 千円)の

増額の原因は株価上昇によるものか。 

答弁 企業の業績が上向き増配当となったため、日経平均株価の上昇により交

付額が伸びてきている。 

質問 地方消費税交付金(1 億 6 千 405 万 8 千円)と社会保障財源交付金(1 億 4

千 832 万円)が増えているが理由は何か。 

答弁 これまで 5%だった地方消費税のうち 4％は国へ入り、残り 1%の 2 分の 1

は県へ入り、2 分の 1 は市町村へ入るが、昨年の 4 月に地方消費税が 5%

から 8%へ引き上げられまして、地方への地方消費税交付額が 1.7%に引

き上げられている。平成 27 年度につきましては、税制改正により、清算

基準の見直しによって、消費に相当するシェアが拡大した事により、消

費税交付金も連動して増になっている。地方消費税交付金の交付割合は、

前年度と変わらないが、前年度の 4 千数百万から 1 億円程度増額交付さ

れている。 

質問 8%のうち 2 分の 1 が市町村に交付されるのか。地方消費税交付金と社会

保障財源交付金は、県を通して国から来るのか、直接国から交付される

のか。 

答弁 8%の消費税のうち、1.7%が県に交付されまして、そのうちの 2 分の 1 が

市町村に交付される。 

質問 ゴルフ場利用税交付金の減について、要因は利用者の減なのか、算定式

の変更によるものなのか。 

答弁 沖縄県全体が、利用者が減った事による減である。利用税は、県に納付

されるが、収入額のうち 10分の７に相当する額が、ゴルフ場利用税を納

入したゴルフ場が所在する市町村に交付される。 

質問 国有提供施設等所在市町村助成交付金(1 千 66 万 4 千円)は、自衛隊基地

に係る分か。 

答弁 そうである。 

質問 地方交付税は、前年同額で計上されているが、間違いなく同額入るのか。 

答弁 減の要因(町税の伸び)と、増の要因(合併特例債元利償還金の 70%は市町

村に交付される)として算定している。昨年度より 0.1%、約 369 万 8 千

円程度減っているが、平成 26 年度の実際交付額は、算定額より多く交付

されている。 
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質問 特別交付税(1 億 6 千万円)について、具体的にどのような場合交付される

か。 

答弁 基準財政需要額に捕捉されなかった特別な財政需要等と、災害の為の特

別な財政需要がある場合に交付される。算定の根拠資料を県に提出して

交付される。 

質問 地方交付税は、合併して 10 年後から減額されるが、6 割程度は維持でき

という事だが、その通りか。 

答弁 合併 10 年後、5 年をかけて減額しますという事は、当初から言われてい

る事である。ただ、6 割程度を上乗せするというのは、まだ総務省からの

正式な決定として通知等が来ている訳でなく、情報の段階である。 

質問 地方交付税の増の要因は、人口増、児童生徒数の増、保育園児・幼稚園

児の増等になるか。 

答弁 基本的に交付税の算定基準は、基準財政需要額から基準財政収入額を除

いた額が財源不足となり、その差額分が地方交付税として交付される事

になる。人口は国調、児童増等は測定単位増によって変わるのが大きい。 

質問 市町村合併推進体制整備費補助金(4 千 608 万 9 千円)は、何に使うのか。 

答弁 証明書自動交付システム機器導入費と統合庁舎の備品購入費に計上して

いる。 

質問 沖縄振興特別推進交付金(4 億 4 千 870 万円)が、通常分、特別分、支援分

と分けられているが説明を求める。 

答弁 昨年、5 億 3 千 700 万円から、今年度は 5 億 2 千 100 万円の交付が決定

されている。その中で、これまで実施していた事業が、通常分として 3

億 8 千 70 万である。特別分 4 千万円は、観光拠点施設整備費としての特

別枠である。支援分は、これまで補助残の 20%が市町村負担だった制度

が、平成 26 年度から、沖縄県が市町村支援事業として、財政力の弱い 23

町村については、10%を支援分として補助・補填するという事で計上し

ている。この支援分は、ソフト事業に係る分のみである。 

質問 その分類について、再度説明を求める。 

答弁 まず、沖縄県振興特別推進交付金（総額 312 億）を、沖縄県市町村振興

協議会で、通常枠（272 億）と特別枠（40 億）に振り分けてある。通常

枠（272 億）を 41 市町村に振り分け、申請により広域連携でやる事業、

先駆的・独創的、モデル的な事業等を特別枠（40 億）で交付する。 

質問 八重瀬町は今回通常分として、5 億 2 千 100 万円が交付されるはずだが、

予算書（通常分）では 3 億 8 千 70 万円しか計上されていないが何故か。 

答弁 当初予算で 3 億 8 千 70 万円の交付分を予算計上し、残が 1 億 4 千 30 万

円である。 
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質問 自然公園委譲委託金(1 万円)の説明を求める。 

答弁 自然公園に関する事務が権限移譲された事による事務費であり、1 万円の

均等割の事務補助がある。 

質問 ふるさと納税寄付金について、町は、ふるさと納税の額に応じて謝礼品

を送っているはずだが、その状況について説明を求める。 

答弁 現在は、5 千円以上のふるさと納税寄付金には、2 千 500 円相当の黒糖を

謝礼として贈っている。 

質問 納税額に応じて、段階的に謝礼品の種類を変えるべきではないか。 

答弁 商工会と一緒になって、納税額に応じて謝礼品を変えるような取組み、

調査をしている段階である。 

質問 現在の、町の基金残高はいくらか。 

答弁 今回の、基金繰入による減額で、財政調整基金が 1 億 4 千万 1 千円、減

債基金が 287 万円、ふるさと創生基金が 5 億 1 千 793 万 9 千円の残高で

ある。 

質問 オータムジャンボ宝くじ市町村配分金(558万 6千円)とサマージャンボ宝

くじ基金交付金(297 万 6 千円)は、販売本数に応じて配分されるのか。 

答弁 国勢調査に基づき、均等割、人口割に応じて配分される。 

質問 町債が、平成 27 年度末見込みで、160 億 5 千 277 万 6 千円になるが、実

質公債費率 15%に達するか。 

答弁 平成 26 年度末見込みで、156 億 4 千 593 万 7 千円になる。平成 27 年度

は、16 億 1 千 730 万円の起債と 12 億 1 千 46 万 1 千円の償還を見込ん

でいる。実質公債費率は、平成 25 年度決算時点で 10.4%である。起債償

還のピークは 3 年後の平成 30 年度くらいになる。 

質問 統合庁舎の建設事業について、建築に関しては約 26 億、土地代で 6 億と

理解していいか。 

答弁 用地費、実施設計費、建築費等も含めて約 26 億円の事業費を予定してい

る。 

質問 統合庁舎の建設事業に係る支払方法はどうなっているか。 

答弁 平成 26 年度で、設計委託については 3 割、工事については 4 割の前払い

を終えている。平成27年度については、出来高に応じて支払をしていく。 

質問 今回の統合庁舎建設事業に係る起債は、合併特例債であり、その 7 割に

ついては地方交付税で補てんされると理解していいか。 

答弁 そのとおりである。 

質問 臨時財政対策債とは何か。 

答弁 本来、地方交付税で交付されるものである。基準財政需要額から基準財

政収入額を差し引いた不足分が地方交付税で交付されるべきだが、国も
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財源がないため、臨時財政対策債として交付される。この財源の使い道

は自由で、その元利償還金については、翌年度すべてが地方交付税に算

入される 

【歳出】 

質問 公共施設等総合管理計画等作成業務(431 万 3 千円)は、町内公共施設の老

朽化対策として国から義務付けられているが、その内容はどの様なもの

か。 

答弁 総務省の義務付けで、平成 27年から平成 28年にかけて作成業務を行う。

内容は、総合管理計画を作成する事によって、町内所在の公共施設の維

持管理、更新等に係る中長期的な経費や財源の見込みを行う。計画期間

は 10 年間である。 

質問 町中央公民館、町営東風平団地、古くなった道路の改築、補修などの問

題を考えた場合、総合管理計画作成を 2 年ではなく 1 年で出来ないか。 

答弁 国からは、平成 28 年度までに策定しなさいとある。作成業務は、固定資

産台帳、工作物、物品台帳などの整理があるため平成 28 年度までを考え

ている。 

質問 財政管理費・積立金は費目存置になっているが、どの様な状況になった

場合に積み立てる事になるか。 

答弁 入札残、定期の利息、不要等見込額が発生した際に積み立てる事になる。 

質問 統合庁舎工事監理委託業務(1 千 602 万 7 千円)と、統合庁舎技術支援委託

業務(900 万円)の内容と、この業務を設計業務の中で携われないのか。 

答弁 工事監理委託業務は、平成 26 年度で契約し、残り 7 割の委託費である。

技術支援委託業務は、平成 26 年度から委託し、専門的な立場から職員の

技術支援、補佐業務をする。 

質問 備品購入費(4 千万円)は、どの様な備品を購入するのか。 

答弁 統合庁舎に係る備品購入費である。１階のカウンター、テーブル等は新

調し、２階、３階のカウンターは再利用する。会議室、議場、執務室、

備品等々を購入する。 

質問 4 千万円の積算額は、必要な備品を積み上げて出た金額か、大まかな計上

か。 

答弁 プロジェクトチームの方で、各課・各担当と執務状況を調査した中での

予算計上である。 

質問 沖縄県対米請求権事業協力負担金(1 万円)が計上されているが、どの様な

事業を行う予定か。 

答弁 以前は、人材育成交流に活用した。平成 26 年度は、墓地管理システム、

委託業務(100 数十万円)、社会福祉課の弔慰金システム(約 400 万)に活用、 
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   平成 27 年度は 300 万円の交付額になる予定である。町が申請し、交付要

項に合致すれば交付が受けられる。また、町の各種団体(風景ネットワー

ク)が 30 万円の交付を受けた事業等がある。 

質問 ホームページ保守料(142 万 6 千円)について、平成 26 年度の予算委員会

でホームページがリニューアルされる事によって何故保守料が前年度の

10 倍くらいになるか聞いた。その際の答弁が、多言語の自動翻訳、メー

ル配信等のシステム構築等が要因との事だったが、仮に保守契約をしな

かったら、多言語の自動翻訳、メール配信等が出来なくなると考えていい

か。 

答弁 保守契約には、レンタルサーバー料金も含まれているので、保守契約を

しなければ、サーバーが利用できなくなり、ホームページの閲覧等がで

きなくなります。情報発信については、24 時間、365 日ホームページが

閲覧できるような体制になっている。内容については、ホームページを

マネジメントするコンテンツマネジメントシステム、多言語自動翻訳サ

ービス、サーバー等の利用料、メール配信サーバーという事で、J アラー

トとの関連、気象情報注意報の自動配信メールサーバーのサービス等を

機械的に 24 時間、365 日管理している。通常業務についても 9 時から 17

時までの人的保守が出来る体制をとっている。 

質問 電子計算費の 13 節委託料、14 節使用料及び賃借料の金額、業務内容に

ついて、担当課として金額が妥当か、業務内容について精査して、わか

らなければわかる人に聞くなり、わかる職員を採用するなりして頂きた

い。 

答弁 意見を伺いながら、その金額の妥当性を精査しながら業務を進めていき

たい。 

質問 国勢調査の調査員は、どの様に人選しているか。地域ごとに推薦するな

りしているのか。 

答弁 調査員は、町全体で 105 人を予定している。人選については、区長会へ

の依頼や町広報誌で募集している。 

質問 町商工会補助金(910 万円)は、具体的にどのような業務に使われているか。 

答弁 事務局長の人件費が大半で、その他に運営費について補助をしている。 

質問 八重瀬町ブランド販路構築支援委託業務(995万 5千円)についても商工会

に委託する費用か。またカラベジに関わる委託費用であるのか。 

答弁 そうである。前年度までの事業名、八重瀬町カラベジブランド構築事業

という事であったが、今年度は販路構築に主に置くという事で、カラベ

ジブランド構築事業を発展的に名称替えしている。 

質問 八重瀬町カラベジブランド構築事業が始まって 1 千万円近く委託をして



22 

 

いるが、実績が乏しい気がするが、もう少し成果を上げるよう要望する

べきではないか。 

答弁 ご指摘のとおり、平成 23 年度から事業展開をしているが、実績としまし

ては、平成 24 年度 450 万円程度でありましたので、今年度は、開発した

物の販路開拓をしていく事を中心にやって行くとしている。担当課とし

てもどんどん支援をしながらやって行きたい。 

質問 シルバー人材センター補助金(292 万円)は、年々会員も事業メニューも増

えていると思うが、法人格化まで基準が満たないという事だと思うがど

の程度、基準に満たないのか。 

答弁 会員数も 92 人から 99 人(平成 25 年度)へ、契約数も増えてきていて、去

年、勉強会をしながら法人格に向けて取り組んでいるが、法人格につい

ては、取り敢えず時期尚早という事で、平成 26 年度は見送っている。 

質問 時期尚早とは、どの様な意味か。 

答弁 体制的なものとか、会員数、請負契約額、就業延べ人数等が、法人格 

の要件になるが、まだ増やさなければいけないという事である。 

質問 法人格化まで基準は、どの程度か。8 割、9 割方か。 

答弁 基準には、もう少しだと思うが、体制的にいろいろ制約があって、その

辺を整理したいという事である。 

質問 民泊受入改修補助金(900 万円)について、１戸どのくらいまで補助するの

か。その基準、内容はどうなっているか。 

答弁 交付要項、交付基準を定めてある。1 件あたり 45 万円を限度として、改

修費用の 30%の額を想定し、20 件を予定している。 

質問 その範囲内であれば、どんな改修費用も該当するか。 

答弁 補助要項では、台所の改修、風呂場の改修、トイレの改修等としている。 

質問 民泊受入家庭数は、何件か。 

答弁 受け入れ家庭は 60 件である。 

質問 具志頭城址公園の東屋の改修等はどうなっているか。 

答弁 平成 26 年度は、洋式トイレへの改修、東屋は、平成 27 年度に設計を入

れるという事で沖縄県自然保護課から報告を受けている。 

質問 戦跡整備関連工事費用は、ガラビ壕とヌヌマチガマに関する費用か。 

答弁 現在はヌヌマチガマから整備をしている。基本的には、両方に関連する

工事関連費用である。平成 27 年中には、駐車場、遊歩道を整備する。 

質問 観光キャラクター製造委託業務(120 万円)は、シーちゃんグッズ等の製造

委託を考えているのか。 

答弁 シーちゃんをもう 1 体製造する。 

質問 公債費の繰上げ償還を行っているか。 
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答弁 年度末の 3 月に繰り上げ償還を行っている。 

質問 借入金利子の高い借入先はどこか。 

答弁 財政融資資金、地方公共団体金融機構の利息の安い方を利用。民間の場

合は、入札で利率の安い方で起債借り入れをしている。 

 

農林水産課 

質問 機構集積支援事業とはどのような事業か。 

答弁 農地の中間的受け皿となる農地中間管理機構（県）を設立し、担い手へ

の農地集積と集約化を支援する農地流動化を図るための事業で、内容と

して臨時職員２人を雇い、町内の遊休農地、耕作放棄地、農作目等を調

査し、農業委員による意向調査を行っている。 

質問 人・農地プランとは何か。 

答弁 持続可能な力強い農業を実現するために、基本となる人（今後、中心に

なっていく農業者や農業生産法人）と農地の問題を一体的に解決してい

く各市町村のプランであり、このプランに位置付けなければ青年就農給

付金やスーパーＬ資金等の補助金が受けられない。 

質問 現在の農業者年金加入者数は何人か。 

答弁 加入者 4 人、受給者は新制度 3 人、旧制度 142 人となっている。 

質問 さとうきびの優良種苗とはどのようなものか。 

答弁 八重瀬町では、農林 8 号から農林 27 号までの 5 品目で農家の希望による

ものである。 

質問 ふれあい農園は何箇所あるか。 

答弁 八重瀬町友寄にある１箇所である。 

質問 ふれあい農園共益費及び賃貸料の徴収率は何％か。  

答弁 100％である。 

質問 ふれあい農園は 1 区画の面積は。 

答弁 1 区画約 12 坪から 15 坪である。 

質問 ふれあい農園利用者から雑草の除去等の要望あるいは苦情等はないか。 

答弁 現時点ではないが今後、要望等があれば対応していきたい。 

質問 中間管理機構で成約した件数は何件か。 

答弁 平成 26 年 2 月時点、1 件である 

質問 遊休農地等に登録している貸し手はどれくらいか。 

答弁 現在、登録している貸し手はいない。 

質問 あっせんの実績は何件か。 

答弁 平成 25 年度 1 件、平成 26 年度は 0 件である。 
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質問 農業委員は何人か。 

答弁 選挙委員 12 人、選任委員 3 人 (議会推薦 1 人、農協推薦、1 人、土地改

良区推薦 1 人)合計 15 人である。 

質問 種苗センターはいつ着工か。 

答弁 平成 27 年度の予定である。 

質問 種苗センターで育苗した苗は各種団体への配布はないのか。 

答弁 ある。各種ボランティア団体、青年会や女性会等の団体にも配布する予

定である。 

質問 種苗センターの管理はどこがやるのか。 

答弁 指定管理者を募集する予定であるが、種苗販売、体験農場の使用料等で

は運営費が捻出困難なため当面、人件費は町が負担し、補助事業を活用

していきたい。 

質問 農業振興地域策定整備計画変更委託は完了したのか。 

答弁 平成 26 年度で完了した。 

質問 沖縄の花まつり負担金とはどういうもので、町の関わりはあるか。 

答弁 毎年行われる、おきなわ花と食フェスティバルへの負担金であり八重瀬

町内の生産農家も出品している 

質問 JA 東風平機械管理センター及び、JA 具志頭機械銀行の職員は何人か。 

答弁 JA 東風平機械管理センター2 人、JA 具志頭機械銀行 1 人である。 

質問 町内養豚農家は何軒あるか。 

答弁 減少傾向にあり現在、16 農家である。 

質問 南部家畜人工受精センターへの負担金は農家の負担もあるのか。 

答弁 農家の負担はない。 

質問 1 回の種付け料はいくらか。 

答弁 3 千 300 円である。 

質問 県森林協会はどのような団体か。 

答弁 概要として、森林・林業の振興を推進するとともに、県土の保全や地球

温暖化の防止等、森林の有する多目的機能の持続的な発展を推進する。 

質問 爬竜船、爬竜船保管庫の管理方法は。 

答弁 港川漁協へ無償貸与し漁協が管理する。 

質問 中層浮漁礁設置工事（一括交付金）の内諾は得られそうか。 

答弁 国は調査結果を基に判断する予定だが、内諾に向けて取り組んでいきた

い。 

質問 エンジン購入補助金及び、新造船購入補助金の率を上げる予定はないか。 

答弁 町の単独補助であるが、補助率が 7％と低いので後継者育成のためにも検

討していきたい。 
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区画整理課 

質問 公園使用料は費目存置だが、実績ではいくらか。 

答弁 平成 25 年度決算で 4 万 8 千 450 円である。 

質問 公園使用料と雑入の使用料との違いは何か。 

答弁 都市公園条例に基づくものである。 

質問 沖縄振興公共投資交付金の減額の理由は何か。 

答弁 公園事業の減少によるものである。 

質問 補助率はどうなっているのか。 

答弁 2 分の 1 補助である。 

質問 区画整理事業で単独の部分はどこか。 

答弁 主な幹線道路については補助事業対象で、住宅予定地の整地及び保留地

処分金で足りない部分についても単独事業である。 

質問 公園の照明の点灯時間は何時から何時までか。 

答弁 照明は自動点灯センサーで、消灯は午後 10 時である。 

質問 八重瀬公園桜管理はどのように行っているか。 

答弁 平成25年度に桜管理に対するマニュアルを作成して、森林組合指導の下、

管理を行っている。 

質問 公園美化清掃業務委託料はどこの公園か。 

答弁 区画整理課が管理する都市公園のみである。 

質問 西部プラザ公園、長田門原公園等の事業完了年度はいつか。 

答弁 財政計画に合わせて事業を行っているが、見通しが立ってない状況であ

る。 

質問 清掃業務を町シルバー人材センターへ委託している理由は何か。 

答弁 これまで、各公園に清掃員を 1～3 人配置していたが効率が悪かった。ま

た町シルバー人材センターの人員も増えて、清掃業務をしたいとの要望

があり調整した結果、町シルバー人材センターが有利だったため。 

 

生涯学習文化課 

質問 婦人学級補助金の増額の理由は何か。 

答弁 前年度、女性会は字東風平、字富盛、字当銘の 3 支部であったが、字宜

次のひまわりの会が加入したため増額になった。 

質問 高齢者学級補助金が前年度より減になっている理由は何か。 

答弁 字友寄の老人会が休会になったため。 
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質問 社会教育総務費の旅費の県内研修旅費は職員の研修旅費か。 

答弁 子ども会、ジュニアリーダー等、職員の引率旅費である。 

質問 社会教育委員の会議が 2 回予定されているが、テーマはどのようなもの

か。 

答弁 社会教育委員の会議については、年間を通して、社会教育に関する事業

及び予算等の説明で、年度初めと、年度末に 2 回開催している。 

質問 社会教育指導員の業務内容はどうなっているか。 

答弁 中央公民館での公民館講座、八重瀬町女性連合会等各種団体の指導を行

っている。勤務は週 3 回（月・水・金）である。 

質問 社会教育指導員は公民館の業務もできるのか。 

答弁 補助という形である。 

質問 社会教育指導員が女性会の事務局を持つのは問題ないか。 

答弁 町青年連合会も役場に事務局を置いており、女性会も無くしてはいけな

い組織なので、役員を引き継いで行く意味でも役場に事務局を置いてい

る。 

質問 町文化協会の事業はどういうものがあるか。 

答弁 事業内容として、「八重瀬町しまくとぅば大会」「子ども芸能祭」、「舞踊

フェスティバル」、「汗水節大会」、「美術・工芸展」等がある。 

質問 視聴覚ライブラリーはどのように活用しているか。 

答弁 生涯学習、学校教育分野に多く利用されているが、地域によって子ども      

会等の利用も多い。 

質問 公民館費の事務補助員の業務内容はどうなっているか。 

答弁 業務内容として、中央公民館及び具志頭分館の利用申請受付等の事務で

ある。 

質問 図書備品購入費は、少なくないか。 

答弁 利用者より要望を聴収し、増額できるよう努力していきたい。 

質問 中央公民館の利用状況はどうなっているか。 

答弁 中央公民館に関しては、ホール、会議室、和室等多く利用されており予

約が取れない状況なので、具志頭分館を案内している。 

質問 公民館審議委員は設置されてないのか。 

答弁 社会教育委員が兼務している。 

質問 自治公民館の事業はどういうものがあるか。 

答弁 自治公民館では、出前講座として親子実験教室、親子手作り教室等を開

催している 

質問 自治公民館長としての研修は行っているか。 

答弁 行っていない。 
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質問 公民館費の使用料及び賃借料で、パネル借用料のパネルは町で購入でき

ないのか。 

答弁 パネルは主に、中央公民館まつりで使用しているが、一括交付金での購

入を検討している。 

質問 文化財保護費の報酬、港川フィッシャー遺跡検討委員会減額の理由は何 

   か。 

答弁 港川フィッシャ－遺跡整備事業に係る検討委員会については、26 年度に

3 回予定していたが、検討委員会設置前に、町文化財保護審議会、県文化

課との協議等が必要になったために開催していない。また、本年度検討

委員会の回数については、基本計画作成に基づく会議の開催で 2 回とな

っており、前年度と比較して 1 回の減となっている。 

質問 文化財活用補助金の実績はどうなっているか。 

答弁 平成 26 年度の補助金申請はなかった。 

質問 町内の文化財に関して説明板等の整備は考えているか。 

答弁 調査して整備できるよう取り組んでいきたい。 

質問 富盛石彫大獅子周辺の駐車場用地を確保し、整備する計画はどうなって

いるか。 

答弁 平成 25 年度に用地買収を行い、本年度、「勢理城測量設計委託業務」を

発注し、本年 3 月末に完了する予定である。 

質問 資料館の学芸員はどのような業務を行っているか。 

答弁 1人は資料館に関わる業務、1人は埋蔵文化財の調査、記録を行っている。 

質問 仲本稔日記資料集はどのようなものか。販売もするのか。 

答弁 町に寄託された仲本稔の業務日誌・日記は、沖縄戦当時の様子が克明に

記録されている。 

大変貴重な資料であり今回資料集をつくり、町内外の教育機関に配布を予

定している。部数は、200 部で、販売はしない。 

質問 資料館の修繕はどの部分を修繕するのか。 

答弁 資料館 2 階展示室クーラーの修繕である。 

質問 一括交付金で充てられている、パネル作成委託、仲本稔資料作成、資料

館活用事業は全て国の内諾を得ているか。 

答弁 内諾は得ている。 

質問 資料館での平成 27 年度の企画展はどういうものを計画しているか。 

答弁 仲本稔企画展や謝花昇企画展、今年は戦後 70 年に当たる年なのでそれに

関係した企画展を予定している。 
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まちづくり計画課 

質問 総務手数料のその他の証明（市街化区域の諸証明）は何を証明するもの 

   か。 

答弁 土地の用途地域や、市街化区域内の土地であるのか、または市街化調整

区域内の土地であるのかを証明するものである。 

質問 建築確認申請等事務取扱交付金の内容はどうなっているか。 

答弁 1.沖縄県開発許可等市町村事務取扱要綱に基づき、当該市町村において処

理した都市計画法の開発行為の許可申請に対し事務取扱交付金として交

付される。（例、市街化区域 1,000 ㎡以上、市街化調整区域 1 ㎡以上など

の申請など） 

  2.建築基準法関係事務のうち、市町村において処理する事務取扱交付金とし

て交付される。（例、都市計画区域外の建築工事届又は建築物の除去届な

ど） 

  3.沖縄県景観形成条例の規定により市町村が処理する事務取扱経費として

交付される。（例、建築物の高さが 13ｍ以上又は建築面積が 1,000 ㎡以上

の新築などやまた工作物の高さが 3ｍ以上の新築など行う場合の届出な

ど） 

質問 観光拠点施設用地購入の場所はどこか。 

答弁 国道 507 号、国道 331 号が交差する具志頭交差点の具志頭給油所向かい

の角地である。 

質問 土地鑑定は行わないのか。 

答弁 内閣府が行う予定である。 

質問 観光拠点施設建築設計委託費はどうなっているか。 

答弁 基本設計、実施設計も含まれている。 

質問 基本設計、実施設計は単年度で時間的に可能なのか。 

答弁 非常に厳しいスケジュールであるが、各課連携して進めていきたい。 

質問 沖縄県地域産業立地推進協議会の内容はどうなっているか。 

答弁 協議会の内容として、県外研修、セミナー、研修会等に八重瀬町から職

員を参加させている。 

質問 観光拠点施設用地調査委託の内容はどうなっているか。 

答弁 内容として用地測量、公用地境界画定会議、公共財産用途廃止申請、登

記資料取集整理業務等である。 

質問 都市計画審議会、本庁舎跡地利用検討委員会、景観委員会の委員の構成

はどうなっているか。 

答弁 各委員会の委員構成については、八重瀬町の有識者、県の OB、設計士、
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大学の講師、商工会会長等で構成され重複する委員もいる。 

質問 平成 26 年度に開催したシンポジウム等は、平成 27 年度の開催予定はな

いのか。 

答弁 まちづくり計画課では、『やえせ「今・未来」をつくる』と題したシンポ

ジウムを毎年開催している。予算計上されてないが適時に開催されるよ

う引き継いでいきたい。 

 

土木建設課 

質問 国庫補助金は町からの要求で増減があるのか。 

答弁 町の事業計画によって毎年、増減がある。 

質問 整備が必要な所は全て申請すべきではないか。 

答弁 整備が必要な箇所は随時計画に入れているが、一般財源との兼ね合い、

また担当職員も限られているので、年間の道路整備は 2～3 本が限度であ

ると思われる。 

質問 ため池等整備事業はいつまでか。 

答弁 平成 28 年度で終了予定である。 

質問 多面的機能支払交付金とは何か。 

答弁 内容として土地改良地内の道路及び排水路の清掃等を行っている。 

現在、新城・後原で 1 地区、友寄・宜次で 1 地区、安里・与座・仲座で 1 

地区、合計 3 地区の 7 自治会が補助金を受けている。 

質問 途中からも申請可能か。 

答弁 平成 27 年度分の割り当ては終了しており、平成 28 年度になる。 

質問 他の自治会にも推進する方法があるのではないか。 

答弁 要望のある自治会があれば優先的に申請していきたい。 

質問 農業水利施設保全合理化事業の内容はどうなっているか。 

答弁 畑かん施設の保全事業で、土地改良区で仲座地区内、具志頭地区内、宜

次地区のメーターの老朽化による交換である。 

質問 八重瀬町海岸海浜浄化業務委託費の減額になった理由は何か。 

答弁 前年度実績による減額である。 

質問 農地費の農道清掃人夫で採用する際、年齢制限はあるのか。 

答弁 担当課として採用しているのは、65 歳までである。 

質問 農道清掃人夫と道路清掃人夫とのちがいは何か。 

答弁 農道清掃人夫は、農道や土地改良区内の清掃を単独事業で行っている。

道路清掃人夫は、観光地やそれに接続する道路の清掃等を行っている。

財源は一括交付金を充てている。 
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質問 農地費で事務補助員が減額になった理由は何か。 

答弁 土地改良区の解散に向けての事務補助員として計上した。 

   が、平成 26 年度で業務が完了したため減額した。 

質問 委託料で八重瀬第 1 地区、八重瀬第 2 地区はどこなのか。 

答弁 八重瀬第 1 地区は、安里、宜次、富盛、八重瀬第 2 地区は大頓である。 

質問 ため池等整備事業用地購入の場所はどこか。 

答弁 場所は宜次のファームポンド下の、のり面である。 

質問 国営土地改良事業負担金の内容は何か。 

答弁 地下ダムの工事負担金で糸満市 7 割、八重瀬町 3 割を負担している。 

質問 町道維持補修工事は単独工事か。場所はどこか。 

答弁 町の単独工事である。場所は未定で、各自治会等で要望の出ている場所

を点検し、優先順位を決めて整備していく。 

質問 町道維持補修工事は増額になる可能性もあるのか。 

答弁 整備必要箇所が増えた場合は、随時補正予算で対応している。 

質問 現在、道路清掃人夫賃等は一括交付金で対応しているが、交付金がなく

なった場合、どのようにして維持管理を行っていくのか。住民によるク

リーンアップ作戦等考えはないか。 

答弁 ボランティア関係、各種団体も活用できるよう検討していきたい。 

質問 社会資本整備、一括交付金の補助率はどうなっているか。 

答弁 社会資本整備、一括交付金それぞれ 10 分の 8 の補助率である。 

質問 道路整備工事（社会資本整備）と用地購入費（社会資本整備）の場所は

どこか。 

答弁 道路整備工事（社会資本整備）は町道北部線と学校保健所線の 2 路線で

用地購入費（社会資本整備）は町道北部線の用地購入である。 

質問 工事請負費の玻名城の郷整備事業の内容は何か。 

答弁 遊歩道の工事である。 

 

学校教育課 

質問 幼稚園預かり保育の園児は何人を予定しているか。 

答弁 予算計上時点で 116 人である。 

質問 幼稚園預かりの入園申込者は何人か。 

答弁 現在、127 人である。 

質問 幼稚園預かり保育料の滞納繰越分徴収の体制はどうなっているか。 

答弁 担当職員で行っている。方法としては、電話督促、訪問も行っている。 

質問 幼稚園預かり保育の保育料はいくらか。 
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答弁 月額 5 千円である。 

質問 平成 27 年度から入園料は廃止になるが、平成 26 年度までの滞納分は、 

どうなるのか。 

答弁 滞納分については、条例改正前となるので徴収対象になる。 

質問 幼稚園就園奨励費補助金とはどのような制度か。 

答弁 子どもの保護者の経済的な負担を軽減するために、世帯の所得に応じて

減免を行っている。 

質問 食育スタディ推進委員会の委員は何人か。また内容は何か。 

答弁 委員は 10 人で、内容として東京大学、琉球大学協力のもと八重瀬町食育

スタディ調査研究ということで、町内 4 小学校を対象に子どもたちの尿

検査を実施して成分分析を行い、食育授業や学校給食を通して食習慣の

改善を推進するものである。 

質問 食育スタディ推進委員の構成はどうなっているか。 

答弁 委員構成は、主に保護者である。 

質問 事務局費の非常勤講師が減額になった理由は何か。 

答弁 東風平中学校の対象となる生徒が 3 月で卒業するため減額になった。 

質問 産業医とはどういうものか。 

答弁 産業医とは、事業所において労働者の健康管理等について、専門的な立

場から指導・助言を行う医師である。労働安全衛生法により、常時 50 人

以上の労働者を使用する事業所ごとに 1 人以上の産業医を選任しなけれ

ばならないので予算計上した。 

質問 事務補助員の配置はどうなっているか。 

答弁 事務補助員は 7 人採用し、6 人は事務補助として小中校 6 校へ、1 人は学

校図書館司書として配置を予定している。 

質問 パソコン指導員は、何人で対象校はどこか。 

答弁 指導員は 4 人を採用し、ローテーションで町内小中学校 6 校を行う予定

である。 

質問 南部広域行政組合島尻教育研究会負担金の内容はどうなっているか。 

答弁 主に、しののめ教室の運営費と教職員の研修費等である。 

質問 学校管理費の薬剤師の業務はどうなっているか。 

答弁 学校の環境衛生についての水質検査等や、児童・生徒の快適な学校環境

をつくるために、指導、助言を行っている。 

質問 教育振興費の報償費で講師謝礼金が各学校、額が異なるのはなぜか。 

答弁 各小学校、時間数は同じだが講師の人数によって異なっている。 

質問 被災児童就学支援費で在籍している学校はどこか。 

答弁 東風平小学校に 2 人、具志頭小学校 2 人、具志頭中学校 1 人在籍してい
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る。 

質問 心の教室相談とスクールカウンセラーのちがいは何か。 

答弁 心の教室相談は、各学校に 1 人配置し、活動としては週 4 日間、スクー

ルカウンセラーは資格を有する臨床心理士で県から派遣されている。 

質問 中学校費の委託料の警備委託料で東風平中学校 124 万 5 千円、具志頭中

学校で 97 万 2 千円と異なるのはなぜか。 

答弁 東風平中学校は巡回警備以外に機械警備が入っている。 

質問 東風平中学校グラウンドのバックネット修繕はどうなっているか。 

答弁 中学校と調整中であるが今後、予算計上が図られるよう努める。 

質問 幼稚園の職員及び賃金職員は預かり保育にも対応した体制になっている

か。 

答弁 対応できる体制である。 

質問 幼稚園費で自己車使用料は誰が使用するのか。 

答弁 主に教頭である。 

質問 学校給食費の徴収嘱託員はどこに配置されているか。1 人で業務を行って

いるのか。 

答弁 具志頭給食センターに配置され、6 校分を担当しているが、職員も含めて

業務を行っている。 

質問 給食センターの本務職員は何人か。 

答弁 東風平給食センター3 人、具志頭給食センター2 人である。 

質問 給食センター職員は減る傾向にあり、臨時職員で補っている状況だが 

   責任問題等、対応は問題ないか。 

答弁 今後の課題でもあるが、安心・安全な学校給食を配食する中で臨時の調

理員が多いということは、町としても考えなければならないことである。 

やはり責任あるものが責任を持って安全なものを配給することは当然の

ことであるが、平成 27 年度までは、現在の職員体制で行い、次年度以降 

は民間へ委託することも含め検討していきたい。 

質問 調理場増設の設計委託料が計上されているが、増設するよりも新築する

計画はないのか。 

答弁 現在、東風平、具志頭給食センターにおいては、3 千食近い学校給食を配

食しており、両給食センターとも調理場に限界がきている状況である。

しかし、中長期財政計画の中で平成 32 年度後期の部分に東風平、具志頭

給食センター統合が盛り込まれているので、それまでは増設等で対応し

ていく。 

質問 給食センターも地産地消に取り組んでいると思うが JA おきなわ、町内農

家等と協議、連携して安定供給できるよう取り組めないか。 
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答弁 今後、連絡協議会に図り実践してきたい。 

 

社会体育課 

質問 東風平運動公園野球場使用料 459 万 5 千円計上されているが、プロ野球

チームの使用料も計上しているのか。 

答弁 韓国プロ野球のハンファイーグルスと平成 24年度から 5年間の覚書を交

わしているので、平成 27 年度も前年度決算の 90％を予算計上している。 

質問 東風平運動公園トレーニング施設は別棟にあり、管理人がいない状況だ

が受付漏れ、事故等のトラブルはないか。 

答弁 東風平運動公園体育館事務所内に監視モニターを設置しているので、問

題はない。 

質問 スポーツ振興くじ助成金（toto助成）申請は今回が初めてか。 

答弁 従来からあるが今回が初めてで、種目はバレーボールで申請中である。 

質問 スポーツ振興くじ助成金でバレーボール教室の対象者及び種目の理由は

何か。 

答弁 対象者は、小、中学生で、球技種目の理由として野球、サッカーに比べ

バレーボールが衰退しているので今年度はバレーボールに決定したが、

他の競技の教室も開催していきたい。 

質問 休館日である月曜日の取扱い状況はどうなっているか。 

答弁 平成 27 年 2 月の定例教育委員会で規則改正を行い、平成 27 年 4 月 1 日

実施となっている。 

 

要望事項及び意見等 

意見 一般会計予算が、前年度比 18 億円余も増額している。統合庁舎建設とい

うやむを得ない状況ではあるが、起債残額が 160 億円余もある事は気に

なる。財政計画をしっかり立て、今後に影響のないような計画を示すべ

きだ。 

意見 来年の統合庁舎の完成により、返却することになる東風平庁舎について 

は、清算など適宜交渉し、早めの対応を求める。 

要望 犬の飼育頭数について、2，3 年に一度は正確な飼育頭数調査を要望する。 

要望 地域住民と接触する機会があるのは民生・児童委員であり、重要な福祉

の担い手、地域と役場（行政）とをつなぐ大事な役目がある。組織体制

を大事にして欲しい。 

要望 児童虐待等についての相談窓口の周知、広報が必要だと思う。何か気に

なる、人命にかかわるような事例があった場合は、県中央児童相談所で
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24 時間相談、通報、連絡が出来る旨の周知、広報をして頂きたい。 

意見 遊休農地解消のため、国の制度はもちろん集落営農の推進や別の仕組み、

方法を考えていくべきではないか。 

意見 社会教育の行政として、女性会や子ども会の事業以外にも、青年会に関

する事業や、子どものしつけに関する事業等、社会教育に関する事業を

見直す必要があるのではないか。 

意見 女性会については難しい問題があるとは思うが、多々ある行事を点検し

改革する必要があるのではないか。 

要望 資料館のパンフレットは部数を考え、在庫が残らないようスパンを決め

て作成してほしい。 

要望 個々の体力を把握するためにも、以前あった町民を対象とした体力測定

を健康保険課等とタイアップして開催してほしい。 

 

 

 

 

 以上の審議を踏まえ採決に付した結果、全会一致で可決することに決定しま

した。 


