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令和４年３月14日 教育福祉分科会 

令和４年度一般会計当初予算審査（小笠市民課・環境推進課・市民課） 

開議 午前 ８時３０分 

 

○書記（本間陽子君）  おはようございます。一般会計予算決算特別委員会の教育福祉分科会

のほうを始めたいと思います。 

 互礼をもって始めたいと思います。相互に礼。ご着席ください。 

 初めに、委員長よりご挨拶をお願いします。 

○分科会長（倉部光世君）  皆さん、おはようございます。金曜日に引き続き、今日、明日と、

また予算のほうの審査をよろしくお願いいたします。 

 三寒四温とはよく言ったもので、ここ数日暖かい日が続いて、春らしくなってきました。

まだ寒い朝晩は冷え込んでいますけれども、春の訪れを感じながら、来年度に向けて皆様ご

審議いただけたらと思います。よろしくお願いします。 

 あと今日、金曜日にありました資料のほうですけど、タブレットに事務局で入れていただ

いています。あと地域包括についての説明資料も、併せて入れていただいていますので、ま

た後ほどご確認ください。よろしくお願いします。 

○書記（本間陽子君）  ありがとうございました。 

 それでは、ここからの進行、委員長お願いします。 

○分科会長（倉部光世君）  これより議事に入ります。 

 一般会計予算決算特別委員会に付託されました議案第11号 令和４年度菊川市一般会計予

算のうち小笠市民課の予算審査を行います。 

 初めに、鈴木生活環境部長、ご挨拶をお願いします。鈴木生活環境部長。 

○生活環境部長（鈴木 勝君）  生活環境部でございます。本日審査をお願いする担当課です

けれども、小笠市民課となります。よろしくご審議のほうお願いします。 

 以上です。 

○分科会長（倉部光世君）  ありがとうございました。 

 続いて、赤堀小笠市民課長より出席者の紹介をお願いします。 

○小笠市民課長（赤堀広行君）  おはようございます。小笠市民課長の赤堀でございます。本

日は、係長の勝浦になります。よろしくお願いします。 

         〔「よろしくお願いします」と呼ぶ者あり〕 
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○分科会長（倉部光世君）  それでは、これより質疑を行います。 

 質疑、答弁に当たっては事前に挙手をして、指名を受けてから発言するようお願いします。

事前通知を提出している委員についても、質疑時間の中で質疑するようお願いします。重複

した質疑等は、さきに質問した委員への答弁で理解できた場合は、省略をお願いします。必

ず冒頭で、番号、役職名等を述べ、はっきりと大きな声で発言するようお願いします。限ら

れた時間を有効に活用するため、議員個人の意見については、後に予定しております自由討

議で述べていただき、簡潔明瞭な質疑・答弁にご協力をお願いします。 

 それでは、質疑を行います。事前通知が１個だけ出ておりますが、そちらからお願いしま

す。須藤委員、内田委員から出ております。 

 では、２番 須藤委員、お願いします。 

○２番（須藤有紀君）  ２番 須藤です。２款１項５目旧小笠支所管理費について、お伺いい

たします。 

 説明資料は、タブレットページ、46ページです。 

 新設された特別管理産業廃棄物処理委託料66万円の内容について、お伺いをいたします。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁を求めます。赤堀小笠市民課長。 

○小笠市民課長（赤堀広行君）  小笠市民課長でございます。須藤委員のご質問にお答えをい

たします。 

 ２款１項５目の特別管理産業廃棄物処理委託料ですが、旧小笠支所に設置されているキ

ュービクルのトランスとコンデンサーに微量のＰＣＢが含まれている可能性があることから、

本年度、令和３年度に調査を行いました。 

 その結果、コンデンサーに低濃度のＰＣＢが含まれていることが確認されましたので、令

和４年度に処分を行う予算を計上したものでございます。 

 以上で須藤委員のご質問に対する答弁とさせていただきます。よろしくお願いします。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。内田委員、よろしい

でしょうか。15番 内田委員。 

○１５番（内田 隆君）  15番です。すみません。今言われた、出てきたものの量等、そうい

うものに関係して、この単価が出てくるんですか。処理料と運搬料とあるんでしょう、多分。 

○小笠市民課長（赤堀広行君）  はい。 

○１５番（内田 隆君）  それで、今言ったのは処理料のほうに関係するものについて、説明

願います。 
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○分科会長（倉部光世君）  赤堀小笠市民課長。 

○小笠市民課長（赤堀広行君）  小笠市民課長でございます。業者に見積りを取らせていただ

いたんですけども、量に関係なく、この処分にはかかるということで説明を聞いております。 

 以上です。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁が終わりました。 

○１５番（内田 隆君）  結構です。 

○分科会長（倉部光世君）  はい。事前質疑は以上となりますが、その他質疑のほうございま

すでしょうか。15番 内田委員。 

○１５番（内田 隆君）  15番です。今回の調査そのものも、多分処理を以前、あそこのとこ

ろの旧支所を処分をしていくというような過程の中で出てきて課題かなと思うんですけど、

そういうものは今後も出てくるんですか。 

○分科会長（倉部光世君）  小笠市民課長。 

○小笠市民課長（赤堀広行君）  小笠市民課長でございます。ＰＣＢにつきましては、旧小笠

支所については、これで完了ということは聞いております。処分を伴うところだけになりま

す。 

○１５番（内田 隆君）  分かりました。結構です。 

○分科会長（倉部光世君）  いいですか。16番 横山委員。 

○１６番（横山隆一君）  16番 横山です。今の含有廃棄物の運搬廃棄の見積りを取ったと言

いましたが、こういったものができる業者というのは、市内に登録されている、契約におけ

る登録業者とか、何社かあるんですか、これ。 

○分科会長（倉部光世君）  小笠市民課長。 

○小笠市民課長（赤堀広行君）  菊川市内には、そういう業者はありません。今いろいろ県の

ほうにもお伺いする中では、運搬と処分、両方できる業者は、浜松にはございます。 

○分科会長（倉部光世君）  16番。 

○１６番（横山隆一君）  ということは、県内に今どのぐらいの業者があるか分からんですが、

そのところへ見積りを取って、これは相見積りとかを取っているんですか。 

○分科会長（倉部光世君）  赤堀小笠市民課長。 

○小笠市民課長（赤堀広行君）  小笠市民課長でございます。すみません。ちょっと言い方を

間違えましたけども、これから見積りを取るということです。 

○１６番（横山隆一君）  これから見積りを取る。なるほどね。 
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○小笠市民課長（赤堀広行君）  はい。 

○分科会長（倉部光世君）  再質疑ございますか。14番 山下委員。 

○１４番（山下 修君）  14番 山下です。去年も同じようなことがありましたよね。それで、

多分あれは、要は九州から持ってくるようなお話で、その運賃が非常にかかるというお話な

んですけども、そういうのはある程度、市として若干の期間は保管して、まとめてというよ

うな、そういう対応というのはできないんですかね。 

○分科会長（倉部光世君）  赤堀小笠市民課長。 

○小笠市民課長（赤堀広行君）  去年は高濃度のＰＣＢがあったわけですけども、それについ

ては教育委員会で見つかったものがあるので、それと一緒にまとめてということで処分をさ

せていただいたんですけども、分かる範囲では、できる限り一度にといいますか、そういう

形で処分をしようということは考えております。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（山下 修君）  14番です。できるだけ、まとめれば安くなるのかなと、それとか、

例えば菊川市だけじゃなくて、御前崎市と一緒になって持っていくとか、そういう横の連携

みたいのは取れないんでしょうかね。そういうのがあったりするかどうか、私ちょっと。難

しいですか。 

○分科会長（倉部光世君）  小笠市民課長。 

○小笠市民課長（赤堀広行君）  できるかどうか、ちょっと検討したことがないものですから、

もし今後そういうものが可能であるかという、ちょっと周りの市町に確認などしてみること

はできますので、ちょっとその辺については検討させていただきます。 

○分科会長（倉部光世君）  14番。 

○１４番（山下 修君）  14番です。これは広域連携かなと思いますので、またできるかどう

か、検討してください。 

○分科会長（倉部光世君）  ５番 坪井委員。 

○５番（坪井仲治君）  ５番です。高濃度につきましては、この令和４年の３月、今年度で終

わりなんですよね、もう。 

○小笠市民課長（赤堀広行君）  今回は低濃度。 

○５番（坪井仲治君）  今回は低濃度ですけど、低濃度は令和７年まで期限があるみたいです

けど、高濃度につきましては、菊川市はなしで。 

○小笠市民課長（赤堀広行君）  ないです。 



－5－ 

○５番（坪井仲治君）  低濃度はこれで、以上で終わり、先ほど言われたんですけど、ただ、

結構後になって出てきていますので、これＰＣＢ含有しているトランスとか、コンデンサー

って分かるはずなんですけど、何でこれだけ遅れたというところはどういうことか分かりま

すか。 

○分科会長（倉部光世君）  小笠市民課長。 

○小笠市民課長（赤堀広行君）  小笠市民課長でございます。旧支所の西館については、今、

公共施設の維持管理計画の中で取り壊すということが決まっております。それに合わせて処

分をするという方向で今動いていたんですけども、ちょっと西館の取壊しが先に延びました

ので、今回これだけを先行させて処分をさせていただいたものでございます。 

○分科会長（倉部光世君）  ５番 坪井委員。 

○５番（坪井仲治君）  ５番です。じゃ、物の所在とか、物は把握をされていたということで

すね。 

○小笠市民課長（赤堀広行君）  そうです。はい。 

○５番（坪井仲治君）  低濃度があるという事実は、過去に分かっていて、その取壊しのタイ

ミングで廃止をすると、処分、分かりました。 

○分科会長（倉部光世君）  そのほか質疑ございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（倉部光世君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ここで執行部は一時退席となりますので、お願いします。お疲れさまでした。ありがとう

ございました。 

 それでは、ただいまより議会基本条例第11条第２項に基づき、委員間の自由討議を行いま

す。 

 小笠市民課の予算について、ご意見をお伺いいたします。ご意見のある委員は挙手の上、

発言をお願いします。何かございますか。山下委員さん、先ほどおっしゃったのをもう一度

言っていただけませんか。 

         〔発言する者あり〕 

○分科会長（倉部光世君）  先ほどのご意見。14番 山下委員。 

○１４番（山下 修君）  14番 山下です。民間なんかでも、多分そういう処理というのは結

構発生するんですよね。そうしたときに、いろいろその便を手配するのに、どこかほかに一

緒に処理するような案件はございませんかということで、まとめて、単独になっちゃいます
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ということですが、今度60万とか70万とかかかるわけですよね。それに多少でも２か所、双

方向一緒に持っていくというような形になると、多分運賃とか何とかと、安くなると思うん

ですよね。 

 そういう、何といいますか、共同処理というわけじゃないんですけれども、あまりにも処

理する施設が九州だということですので、運賃が莫大にかかるということですので、そこら

辺を対処する情報みたいなものをある程度自治体間みたいな中で共有できて、同時処理でき

ればうまいなと、これ現実可能かどうか分かりませんけれども、そんな情報連絡を取り合う

みたいな部分は行政間で、自治体間であっていいんじゃないのかな、こんなふうに思います。 

○分科会長（倉部光世君）  ありがとうございます。そのほかご意見ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（倉部光世君）  では、ご意見は以上で終わりということで、以上で小笠市民課の

予算に係る審査を終わります。 

 ただいま出されましたご意見等を基に分科会報告を作成し、一般会計予算決算特別委員会

にて報告させていただきます。分科会報告の作成につきましては、正副分科会長に一任願い

ます。 

 では、続けさせていただきます。 

         〔発言する者あり〕 

○分科会長（倉部光世君）  まださすがにトイレ休憩に行く方はいないので。 

         〔発言する者あり〕 

○分科会長（倉部光世君）  いらっしゃるまで、少々お待ちください。 

 

休憩 午前 ８時４４分 

再開 午前 ８時４８分 

 

○分科会長（倉部光世君）  それでは会議を再開し、環境推進課の予算審査を行います。 

 初めに、環境推進課長より出席者の紹介をお願いします。 

○環境推進課長（杉田憲彦君）  それでは、改めましておはようございます。環境推進課、課

長の杉田でございます。よろしくお願いします。 

 本日の出席者、環境政策係長の安間でございます。 

 隣が、環境推進係長の中嶌でございます。 
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 よろしくお願いします。 

○分科会長（倉部光世君）  ありがとうございました。 

 それでは質疑を行いますが、事前通知をした議員の質疑から行います。事前通知に従って

質疑を行ってください。 

 それでは、１番目、１番 東委員からお願いいたします。１番 東委員。 

○１番（東 和子君）  １番 東です。 

 ４款１項９目水道普及支援費、説明資料13ページ、もう少し分かりやすい説明をお願いし

ます。 

○分科会長（倉部光世君）  杉田環境推進課長。 

○環境推進課長（杉田憲彦君）  環境推進課長です。 

 水道支援普及費のもう少し分かりやすい説明をとのことですが、まず地方公営企業法の17

条の第２第１項になりますが、「地方公営企業の経費で政令の定めるものは、地方公共団体

の一般会計又は他の特別会計において、出資、長期の貸付け、負担金の支出その他の方法に

より負担するものとする。」とされています。同項の第２号で、今申し上げましたものの具

体的な経費としまして、「当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおもその

経営に伴う収入のみをもつて充てることが客観的に困難であるものと認められる経費」とさ

れています。ですので、地方公営企業の安定的な経営、そういったものに客観的に困難と思

われる経費については、一般会計のほうからの負担ができるとされております。 

 繰出しの具体的な基準につきましては、総務省より出ております地方公営企業の繰出基準

に関する通知により示されておりまして、一般会計が通知に示された基本的な考え方に沿っ

て公営企業に繰出しを行ったときには、その一部について地方交付税等において考慮するも

のとされております。ですので、今回の繰出金につきましては、地方交付税の基準財政需要

額のほうに算定されているということになっております。 

 繰出しに関する経緯ですが、牧之原地区は平成17年度まで公共の下水道ではなく、菊川市

と牧之原市の行政境をまたぎました範囲で、地域で簡易水道事業を行っておりました。その

簡易水道事業を菊川市上水道に統合した際に建設に要した借入の償還金、こちらにつきまし

て、菊川市が69.3％、牧之原市が30.7％、それぞれを負担することとなりまして、これを先

ほど申し上げました繰出基準に基づきまして一般会計予算により計上することとなりました。 

 また、繰出金に含まれます水道課職員の児童手当につきましても、総務省の地方公営企業

繰出基準に基づいて、地方公営企業職員に係る児童手当の給付に要する経費としまして一般
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会計で負担してるものでございます。 

 長くなりましたけども、説明は以上でございます。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○１番（東 和子君）  ありません。 

○分科会長（倉部光世君）  では、続けて、２番目を内田委員、お願いします。 

○１５番（内田 隆君）  ４款１項９目の16ページになりますけど、動物介護管理費、処理委

託料の件数と、また不妊・去勢の予定数について、どれだけあるのか教えてください。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁を求めます。杉田環境推進課長。 

○環境推進課長（杉田憲彦君）  環境推進課長です。動物処理委託料は何件の処理を予想して

いるのか、また不妊・去勢の予定数はとのことですが、まず、動物処理業務委託は、月に37

体、年間で444体を想定しております。この数につきましては、令和元年度の回収が438件、

火葬が446件、令和２年度が、回収が436件、火葬が446件、こういったような実績がありまし

たので、こちらに基づきまして予測した数字となっております。 

 野良猫の不妊と去勢の予定数ですが、不妊が１頭9,000円で35頭分31万5,000円、去勢が

１頭6,000円で10頭分６万円、合計で37万5,000円の補助金交付を予定しております。 

 説明は以上でございます。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁が終わりました。15番。 

○１５番（内田 隆君）  15番です。野良猫の不妊をやってるんですけど、飼い猫はやらない

んですよね。 

○分科会長（倉部光世君）  環境推進課長。 

○環境推進課長（杉田憲彦君）  環境推進課長でございます。飼い猫のほうは飼い主の責任で

やっていただくということで、現在も補助対象としておりません。 

 以上です。 

○分科会長（倉部光世君）  15番 内田委員。 

○１５番（内田 隆君）  15番です。飼い猫、登録されてないもんで、野良猫の定義ったらお

かしいですけど、結構たくさん猫がいるんですが、それ持ってけば、全部これでやるってい

うことの中で判断を、法律上、なされているんですか。 

○分科会長（倉部光世君）  環境推進課長。 

○環境推進課長（杉田憲彦君）  環境推進課長でございます。まず、補助の相談頂くときに、

飼い猫か、それとも──地域猫と呼んでいるんですけども──地域猫、飼い主がいない猫か
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ということで確認をさせていただいて、地域猫であれば補助の対象とするということで、お

話のあったのを全て補助の対象としてるわけではございません。餌をあげただけでも一応飼

い猫っていう形になってしまいますんで、捕獲の際はおりを貸し出すとか、どういった形で

捕まえていただくか、そういったところは補助を申請される方にお任せしてるんですけども、

あくまでも野良猫が増えないような対策ということでご理解頂きたいと思います。 

 以上です。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁が終わりました。15番 内田委員。 

○１５番（内田 隆君）  15番です。これで、申請者っていう言葉が正しいのかどうかよく分

からんですけど、地域で捕まえて、これどうするかって言われたのが申請者であって、申請

をする人ってのは例えば自治会長とか、そういう何か絞られたものがあるんですか。 

○分科会長（倉部光世君）  環境推進課長。 

○環境推進課長（杉田憲彦君）  環境推進課長でございます。申請者につきましては、市内在

住の方で、主にボランティア的な方がほとんどであると認識しております。特に自治会の関

係者とか、個人は駄目とか、そういった縛りはないということでご理解ください。 

 以上です。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁が終わりました。関連でなければ、３款……。 

         〔「いいですか」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（倉部光世君）  16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですが、ちょっと先の話かもしれないんですけど、ペットの登

録のチップの埋め込みという話が出てましたが、早いところだと今年の６月とか義務化とか

って話聞いてますが、そういった動きというのは、菊川市ではどうなってるんですか。 

○分科会長（倉部光世君）  環境推進課長。 

○環境推進課長（杉田憲彦君）  環境推進課長でございます。菊川市におきましては、チップ

を埋め込んだ後の運用について、まだ静岡県という単位で検討しているという状況でして、

それを基に犬猫の登録をこうしましょうって、そこまではちょっとまだ至ってないというこ

とでご理解ください。 

○１６番（横山隆一君）  話し合ってない。 

○環境推進課長（杉田憲彦君）  はい。 

○１６番（横山隆一君）  もう取り組んでるところ、あるんでしょう。あるように聞いてるん

ですけども。 
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○分科会長（倉部光世君）  環境推進課長。 

○環境推進課長（杉田憲彦君）  犬のマイクロチップについては、このたび義務化になるとい

うことで、従前には、もう既に埋め込んでる犬もいるんですけれども、そういったものを一

応読み取る機械だけは持っておりますが、そのチップの番号を公共の場で管理するのではな

くて、組織ができて、そこで管理する形になりますんで、ちょっとそこの辺りとまた調整し

ながら、できればＤＸ、そういった中での登録制度もデジタル化できないかっていうことは

ちょっと今後検討していきたいなとは思っております。 

○分科会長（倉部光世君）  よろしいですか。 

○１６番（横山隆一君）  はい。 

○分科会長（倉部光世君）  次、３番目、山下委員、坪井委員、鈴木委員から出ております。

どなたか、お願いします。12番 鈴木委員。 

○１２番（鈴木直博君）  12番 鈴木です。４、１、９、地球温暖化対策費、タブレット19

ページです。 

 ①地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を市が策定することにより、事業者や個人・地

域に課せられる目標はどのようなことが考えられるのか。 

 ②エネルギー管理企画推進者講習の受講する狙いは。 

 ③12節（委託料）地球温暖化対策実行計画の内容は。 

 お願いします。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁を求めます。環境推進課長。 

○環境推進課長（杉田憲彦君）  環境推進課長でございます。まず、山下議員と鈴木議員のご

質問につきまして、関連がありますので一括で回答させていただいた後に、坪井議員のご質

問に回答させていただきます。 

 まず、地球温暖化対策実行計画につきましては、地方公共団体が自らの事務事業に伴って

発生する温室効果ガスの排出削減等の措置を定めた事務事業編、こちらは平成20年２月に策

定しておりまして、市が排出する温室効果ガスの総排出量を2030年までに、2013年、平成25

年のときの排出量、そこから40％削減を目標として取り組んでおります。令和４年度はこの

現計画の５年ごとの見直しの３回目になりまして、第４次計画の策定業務、こちらのほうを

進めることとなっております。 

 また、当初予算要求をしております200万円と債務負担行為設定をしております161万9,000

円を合わせまして、令和５年度までに市民の皆様や市内の事業所、こういったものを対象と
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しまして、市全体から排出されます温室効果ガスの状況を算定し、各家庭や事業所などから

排出される温室効果ガスの削減目標を設定する区域施策編の策定を進めます。事務事業編は

行政としましての目標を定める、区域施策編につきましてはご家庭や事業者の皆様、そうい

ったものの目標を立てるということでご理解頂きたいと思います。 

 令和３年２月の定例会の際、市民ネットからの代表質問の答弁では、ゼロカーボンシティ

宣言は必要な取組であると認識しており、地球温暖化対策実行計画の見直しと併せて、ゼロ

カーボンシティ宣言に向けた具体的な取組を進めてまいりますと市長のほうで答弁させてい

ただいております。 

 令和２年度からは、市長が申し上げましたゼロカーボンシティ宣言の交付を目指してまし

て、地球温暖化対策実行計画の区域施策編の中で、事業者の皆様や市民の皆様には、温室効

果ガスの排出量を削減するためにはどのようなことをする必要があるのか、何をすればいい

のかといったことを明記させていただきまして、市を挙げて温室効果ガスの削減に取り組ん

でいきたいと考えております。 

 続いて、地球温暖化対策費で、エネルギー管理企画推進者講習を受講する狙いはとのこと

ですが、エネルギーの使用の合理化等に関する法律、いわゆる省エネ法というものでござい

ますが、こちらで年間エネルギー使用量の合計が原油換算で1,500キロリットル以上である事

業者を特定事業者として指定しておりまして、エネルギー企画管理推進者を１名設置しなけ

ればならないとしております。 

 菊川市の全ての公共施設で使用しているエネルギーの総量はこの基準を超えておりまして、

資格者を設置すべき事業者に該当となるため、法に基づき、生活環境部長のエネルギー管理

統括者として、環境推進課職員のうち、エネルギー管理企画推進者講習の修了者をエネル

ギー管理企画推進者として選任しておりまして、国に届出のほうを行っております。 

 特定事業者となりますと、年１回、二酸化炭素の排出量を報告する義務が発生するため、

省エネルギー地球温暖化防止の担当課であります環境推進課の職員が、エネルギー管理企画

推進者として報告を取りまとめて国に報告をしております。 

 現在、環境推進課職員でエネルギー管理企画推進者の有資格者は、在職３年目となります

環境政策係長の１名でありまして、今後の人事異動によりまして有資格者不在とならないよ

うに、また現在、本業務を主担当としております職員のスキルアップ、そういったものを図

るため、令和４年度におきまして、エネルギー管理企画推進者講習を受講することを予定し

ているものでございます。 
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 以上です。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。12番 鈴木委員。 

○１２番（鈴木直博君）  市が管理する公共施設以外の対象として各家庭とか事業所とかって

いうのも入れますよっていう、そういう計画ということなんですが、さっき言われたちょっ

と、1,500リットル以上っていう、その単位をもうちょっと。聞き漏らしちゃって申し訳ない

んですが。事業所ですかね。 

○分科会長（倉部光世君）  環境推進課長。 

○環境推進課長（杉田憲彦君）  環境推進課長です。1,500キロリットルと申し上げましたのが、

エネルギー管理企画推進者を置かなければならない特定事業者ということで、市で使ってお

ります電気、ガス、軽油、重油、こういったものを一括しまして、原油に換算して、市役所

で全体で年間で3,000キロリットル以上使用しておりますんで、こちらのエネルギー管理企画

推進者を置かなければならないということになっております。 

 先ほど、鈴木委員がおっしゃいました、家庭でとか事業者、そういったものは特に関係な

しで、菊川市役所として置かなければならないとなっておりまして、エネルギー管理企画推

進者は市役所という事業所で１名置くだけということでご理解頂いて、地球温暖化対策実行

計画の区域施策編では、事業者、あと、個人のお宅のほうで、皆さん、事業活動とか家庭の

中でこれだけのＣＯ２が出てますんで、こういった取組をして、空調の温度を下げるとか、早

く寝ましょうとか、そういった細かな取組を積み重ねてこれだけ減らしましょうっていう、

そういったものを区域施策編のほうで定めて、市民の皆様、事業者の皆様に周知を図って取

り組んでいただくということを予定しているものであります。 

 ちょっとわかりにくくて申し訳ありません。 

○分科会長（倉部光世君）  12番 鈴木委員。 

○１２番（鈴木直博君）  12番 鈴木です。多分、公共施設以外にいっぱいあるわけですよね、

そういうエネルギーを使っているところが。そういうところは、例えば基準以上のエネル

ギーを使ってるところであっても、環境企画推進者は市役所で１人いれば、その人が皆さん

にっていう。 

○分科会長（倉部光世君）  環境推進課長。 

○環境推進課長（杉田憲彦君）  エネルギー管理企画推進者は、事業所としてになりますんで、

もし市内の事業所で1,500キロリットル以上使ってるところがあれば、そこも特定事業者にな

りますんで、事業所ごとに置かなければならないとされております。ただ、国のほうにの届
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出になりますんで、菊川市はちょっとどこの事業所にどんな方が選任されてるかっていうと

ころまでは、何人いるかというところは把握してないんですけども、必ず事業所ごとに、基

準を超えていればいらっしゃるということでご理解頂きたいと思います。 

○分科会長（倉部光世君）  12番 鈴木委員。 

○１２番（鈴木直博君）  12番 鈴木です。今、どれくらいの事業所、数、そういう基準以上

のエネルギーを使ってる事業所っていうのは。要するに、管理者を置かなければいけない事

業所っていうのは何か所くらいあるんですか。 

○分科会長（倉部光世君）  環境推進課長。 

○環境推進課長（杉田憲彦君）  環境推進課長です。申し訳ありませんが、国への届出になり

まして、市のほうで経由してないということで、ちょっと今、手元の把握はしておりません。 

 国のホームページからですと確認できるかもしれませんので、またちょっと確認しまして、

また日を改めてお伝えさせていただければと思いますんで、ちょっとこの場では分からない

ということでご理解ください。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁が終わりました。再質疑ありますか。14番 山下委員。 

○１４番（山下 修君）  14番 山下です。今の答弁に関係するんですけども、この区域施策

編っていうのができると、菊川市としては、菊川市内に事業所を設けられている方とか、そ

ういうようなものを全てこの計画の中に、国が管理するにしても乗ってくるんですか、そう

いったものが。管理対象にはならんのですよね。国が直接するということなのか。その辺が

よく分からない。 

○分科会長（倉部光世君）  環境推進課長。 

○環境推進課長（杉田憲彦君）  環境推進課長でございます。 

 区域施策編の中では、市の中にどんな事業所があって、どんな状況で、それだけやってい

ただくと、そこまでは求めないといいますか、計画には寄ってきませんので、市の中にある

事業所の皆さんが出している温室効果ガスがこのぐらいだと、皆さんでこういったことをや

って、これだけ減らしましょうという、そういった細かなものではなくて、大きな目標、み

んなでやりましょうというそういった形に、計画になるというところで進めていこうと、今

考えているところになります。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁が終りました。再質疑、12番。 

○１２番（鈴木直博君）  12番 鈴木です。これ自主的にやれということですか。それぞれの

事業所が。市が何かリーダーシップを取って、こういう制度になったからこういうことをし
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なきゃいけない。管理者も育成しなきゃいけないとか、報告しなきゃいけないとかという、

そういうのは。 

○分科会長（倉部光世君）  環境推進課長。 

○環境推進課長（杉田憲彦君）  環境推進課長でございます。 

 市として、その条例とか規則などをつくりまして、何か届出を求めるとか、そういったも

のではなくて、市の全体の計画になりますので、例えばごみであれば、菊川市はこれだけ出

ているので、皆さんで減らしましょう。頑張ってください。こういうことをしましょう。そ

ういったものと同じような形の計画になるということでご理解いただいて、皆さんの企業に、

あなた方はこれだけ出しているので、これだけ減らしてください。そういったものではない

ということでご理解をいただければなと思います。 

○分科会長（倉部光世君）  12番。 

○１２番（鈴木直博君）  12番 鈴木です。そうしますと、とりあえず、公共施設について、

市が目標を持ってその報告をするという。目標に向かってそれを達成するように努力してい

くという、そういう計画ですか。 

○分科会長（倉部光世君）  環境推進課長。 

○環境推進課長（杉田憲彦君）  環境推進課長です。 

 今、鈴木委員がおっしゃられたことは事務事業編ということで、平成20年度に策定をした

地球温暖化防止対策の計画の中で目標を定めまして、それを達成するために、市役所という

事業所全体でエコアクション２１という取組やっていることはご存じだとは思いますが、そ

の中で、ごみを減らしましょう。省エネルギー活動をしましょうという、そういった中で目

標達成に向けて市の公共施設挙げてのの温暖化ガスの抑制ということで取り組んでおります。 

 それで、今、思っている計画は、事務事業編は、市という事業者がやるものであって、区

域施策編は市の公共施設以外の皆さんに取り組んでいただくもの。そうした区分けになって

おります。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁が終りました。 

○１２番（鈴木直博君）  最後に一つ。 

○分科会長（倉部光世君）  12番。 

○１２番（鈴木直博君）  12番 鈴木です。そうすると、市内にある事業所とか家庭に対して、

そういう努力をしましょうとか、何かそういうＰＲみたいなことは、やっていくことはやっ

ていくんですね。 
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○分科会長（倉部光世君）  環境推進課長。 

○環境推進課長（杉田憲彦君）  環境推進課長でございます。 

 今、鈴木委員がおっしゃられましたように、計画ができたところで、目標を立てて取り組

んでいただくことは、具体的なものは上がってまいりますので、また、広報であるとか、

ホームページとか、ＳＮＳなどを使いまして、また、出前行政講座、そういったところで、

市のほうから市民の皆さん、事業者の皆さんに働きかけを行っていくということでご理解い

ただきたいと思います。 

○１２番（鈴木直博君）  ありがとうございました。 

○分科会長（倉部光世君）  よろしいでしょうか。５番 坪井委員。 

○５番（坪井仲治君）  ５番です。省エネ法に基づくエネルギー管理企画推進者ということで

定められていますけど、この後、ゼロカーボンシティ宣言をするに当たって、エネルギー管

理士の資格をお持ちの方がいたほうが説得性があると思うんですけど、エネ管を持っている

方は今お見えではないですか。 

○分科会長（倉部光世君）  環境推進課長。 

○環境推進課長（杉田憲彦君）  環境推進課長です。 

 残念ながら、いないということでご理解ください。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁が終わりました。５番 坪井委員。 

○５番（坪井仲治君）  ぜひチャレンジを。 

 以上です。 

○分科会長（倉部光世君）  16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですが、事前にちょっと質問しなかったんであれですが、環境

教育業務出てますね。それで、水生生物調査を行い、意識の向上を図る。これは子どもたち

にこうした体験をしてもらいながらということでしょう。 

 それで、その下の需用費のところで、金額は小さいですが、水生生物調査用品の購入とい

うんですが、どういったものかということを。環境意識の向上を図るための手法というか、

どういったことをやっているかということ。それと、今いう用品の内容。 

 それと、この前も役場のＯＢから私のところに電話があって、要するに、河川なんかの生

物というか、皆さんも感じておられるんでしょうけど、外来種が増えてきたとか、昔、から

いるハヤとか、モロコとか、そういったところが少なくなった。昔はアユが遡上してきたも

のが、いなくなったであるとか、そういった明らかに環境の変化ってあるわけじゃないです
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か。 

 で、そういった調査をするのはいいけれども、その調査結果に対しての対策が取られてい

ないじゃないかというご指摘が役所のＯＢからあったんですけど、ちょっとその辺の取組、

外来種が増えているということは皆さんも、特に川なんかへ行くとミドリガメが、あれも本

来は外来種なので、あれもこんなにでっかくなっちゃってね、かなり増えているというよう

な話もあった。そういった結果に対する対策というのがちょっと出てないんですが、その辺

の一連のことについて。 

○分科会長（倉部光世君）  環境推進課長。 

○環境推進課長（杉田憲彦君）  環境推進課長です。 

 まず、どういったものを買っているかというものについては、水生生物調査に必要なタモ

と、あとは職員が必ず同行してやっていきますので、そのときに安全対策として必要な水の

中に入れるような靴であるとか、そういった細かなものを、必要なものを購入しております。 

 実施方法につきましては、市内の小学校の校長会の中で、毎年、どこかやってくださいと

いうことでお願いしているものと、あとは、今、奥横地の子どもエコクラブの大石さんとい

う方がやっていただいているんですけども、そういった方と協力して、年に３回から４回程

度ですけども実施をして、子ども達に水質を守るということの大切さというものをやってお

ります。 

 あと、環境フェスタというものもアエルでやっております。 

 で、水質管理に対する施策と申しますと、今、下水道課のほうでやっております、例えば

公共下水とか、合併浄化槽、あとは広報等での啓発程度になります。 

 で、外来種につきましては、さすがに魚関係は、環境推進課のほうで対策というわけには

なっていないんですけども、先ほど、横山委員からお話のあったミドリガメです。ああいっ

たものにつきましては、発見したとき通報がありましたら、環境推進課のほうで捕獲しまし

て、殺処分をしております。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁が終わりました。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですが、調査をした結果が出て、それで、その対策については、

じゃ下水のほうであるとかいろいろ、農林課のほうでもジャンボタニシとか、それぞれの担

当課でもって対応するということになっているんでしょうが、やはりその辺がちょっと不透

明な部分があるというか、結果に対する対策というのがそれぞれ担当課によって分かれてい

るということはあるんでしょうが、ちょっと見え隠れしている部分があるというご指摘だっ
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たんです。 

 せっかくここでやるんであれば、環境推進課の中でできることをやはり対策として上げて

くるべきかなというような気がしたもんですから、申し上げたんですが、今後のことかもし

れませんけど、部長さんなんかはどうなんですか、その辺。 

○分科会長（倉部光世君）  鈴木生活環境部長。 

○生活環境部長（鈴木 勝君）  ここの予算で出てる水生生物調査というのは、基本的には、

さっき担当課長が言ったように、お子さん方が調査する生物調査なので、こういう川には例

えばカワニナがいてとか、そういう幼虫がいてとかという、それが水の流れに対して、その

生物がいればきれいな水だということを理解していただくというところがメインのテーマな

もんですから、横山委員がおっしゃるその水生生物、全域を調査して、本来こうあるべき姿

の川に戻そうというのは、そういう調査ではないもんですから、いずれはそういうことをや

る必要があろうかとは思うんですけど、今のところは、じゃ、今すぐ何か対策が打てるかと

いうと、今のところはやっぱり合併浄化槽の推進と、下水道完成させることが行政としての

施策のメインになってきます。 

 いずれきれいな菊川を取り戻すということで活動が始まればいいなとは思いますけども。 

○１６番（横山隆一君）  分かりました。 

○分科会長（倉部光世君）  それでは、４番目を山下委員、お願いします。 

○１４番（山下 修君）  14番 山下です。 

 ４款１項10目公害対策推進費ということで、公害測定検査委託料の関係で、突発的に測定

が必要となった委託料として項目が設けられているが、どのようなことを想定してのことか

ということです。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁を求めます。環境推進課長。 

○環境推進課長（杉田憲彦君）  環境推進課長です。 

 公害測定検査委託料は、どのようなことを想定して計上しているかとのご質問でございま

すが、まず、今までにあった実例を申し上げますと、池や河川などに大量に魚が浮いていた

場合の水質測定の実施。これは令和元年４月に棚草地区のため池で実際に行いましたが、調

査結果は酸欠という原因が出ました。 

 本年度につきましては、道路振動や騒音などによる苦情に基づいた調査を実施。こちらは

県道掛川浜岡線の高橋地区で実施をしております。結果としましては、基準内であったため、

道路管理者である静岡県に対する改善要求までには至りませんでしたが、結果次第では改善
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を求めるための資料となる、そういった調査をするものになります。 

 ほかに想定されることとしましては、事業所などから発生する臭気や騒音、振動の測定な

ど、様々な公害の原因や現状の調査が考えられます。公害というものが市民の皆様の安心安

全な生活を脅かすものでありますので、環境推進課としましては、公害苦情が寄せられまし

たときには、職員によります現地調査を速やかに実施しまして、地域の皆様からの情報やご

意見などを伺いながら、検査を実施すべきものはしっかりとした検査を実施しまして、市民

の皆様を脅かします公害を撲滅していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁が終わりました。再質疑はありますか。14番 山下委員。 

○１４番（山下 修君）  14番 山下です。 

 済みません、高橋地内で振動調査を実施していただきまして、ありがとうございます。 

 １点は、非常にこの菊川の河川流域のところは地盤が悪いということの中で、非常に振動

が発生しやすい地域であるということが１つあると思うんです。今之浦とか、あっちの太田

川のほうもそうでしょうし、そういった地域であるということで、皆さん、揺れて当たり前

だから、ちょっと我慢してくれという部分もあるんじゃないのかなと思うんですけれども、

やっぱし車両の大型化で振動があれになってくる。路面の平坦性が失われて振動が出ると。

こういう変化が常時起きているもんですから、そこら辺はひとつよろしくお願いしたいと思

います。 

○分科会長（倉部光世君）  意見は後ほどお願いしたいと思います。 

○１４番（山下 修君）  それで、自主的、これは外部委託したと思うんですけれども、この

振動とか、水質とか、臭気の関係で、環境推進部で独自に何か機器を持って対応可能な部分

というのはないんですか。 

○分科会長（倉部光世君）  環境推進課長。 

○環境推進課長（杉田憲彦君）  環境推進課長でございます。 

 実際に騒音計、振動計は持っていますが、過去に、旧町の時代に買ったものでありまして、

ちょっと今は使用していないという状況でございます。 

 あと、水質調査ではパックテストという簡易な検査をするものがありまして、小さな数セ

ンチのチューブの中に薬剤が入っていまして、チューブに穴を開けて、そこでスポイト側に

水を吸わせますと、中の薬剤が色を出しますので、その色を見て、ただｐＨであるとか、Ｂ

Ｏであるとか、あとは亜硝酸です。そのあたりの水質調査はすぐにできるものは保有をして
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おります。 

 あとは、悪臭のものは持っておりません。そういった状況でございます。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁が終わりました。14番 山下委員。 

○１４番（山下 修君）  旧の古い測定機器はありますよと。信頼性がないのかもしれません

けれども、それを持つ必要性というのはないんですか。 

○分科会長（倉部光世君）  環境推進課長。 

○環境推進課長（杉田憲彦君）  環境推進課長でございます。 

 振動の、騒音のやはり基準というものがありまして、基準を基に申立者の方に理解してい

ただくためには、やっぱり証明書が必要になるかと思います。じゃ、うちのほうで測ったも

のが、数字が独り歩きしてしまって、実際に、証明書を出すときにはしっかりと基準内であ

ったものが、こちらが測定したら基準以上であった。そういったときにかなり問題になるか

と思いますので、余り、出来る限りそういったことをしないようなことでいるということで

ご理解いただきたいと思います。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁が終わりました。14番 山下委員。 

○１４番（山下 修君）  14番。基本的には外部委託をして証明していただくと、実測してい

ただくと。分かりました。 

○分科会長（倉部光世君）  では、以上で。12番。 

○１２番（鈴木直博君）  12番 鈴木です。 

 この中には入ってないんですが、交差点なんかはトラックがふかしてやると、ばい煙とい

うのか、排気ガス、窓のところをこうやってやると真っ黒くなる。こういう公害というのも

あるんですが、こういうのを住民から、自治会のほうから測定をしてくれとかという、そう

いうことがあったときに、この費用をここから出せるのか。受け付けていただけるのかどう

かという。 

○分科会長（倉部光世君）  環境推進課長。 

○環境推進課長（杉田憲彦君）  環境推進課長でございます。 

 道路の振動なども道路管理者のほうと相談をしてやっておりますので、また、自動車のば

い煙であれば、道路管理者のほうと相談した上で、どうしますかという話になりますので、

ご相談いただければ、また検討はさせていただくということで、ちょっとできるか、できな

いかまではここで申し上げられませんが、相談させていただきたいというふうに思います。 

○１２番（鈴木直博君）  ありがとうございました。 
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○分科会長（倉部光世君）  では、次、５番目、横山委員と内田委員から出ております。どな

たかお願いいたします。２番 須藤委員。 

○２番（須藤有紀君）  ２番 須藤です。 

 ４款２項１目塵芥収集費について伺います。説明資料24ページ、タブレット26ページにな

ります。 

 ①ごみの出し方動画作成委託料67万8,000円、事業系ごみ適正搬出説明会会場使用料7,000

円、新たなごみ施設・ごみ減量における取組は。 

 ②指定ごみ袋購入費増の要因は。 

 ③ごみの出し方指導動画委託料とはどんなものか。外国人向けのものも作成予定か。また、

どのような利用を想定し、オリエンテーション動画との関連はあるかについてお伺いいたし

ます。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁を求めます。環境推進課長。 

○環境推進課長（杉田憲彦君）  環境推進課長でございます。 

 質問にお答えする前に、予算説明書の中に誤字がありましたので、訂正をお願いしたいと

思います。24ページの下から４行目のごみの出し方指導動画作成委託料の「しどう」のほう

ですが、「市」と「道路」のほうの「市道」になっておりまして、「指し」「導く」の「指

導」のほうに訂正をお願いいたします。確認が至らず議会の方に提出してしまい申しわけご

ざいませんでした。謹んでおわび申し上げます。 

○分科会長（倉部光世君）  では、答弁をお願いします。 

○環境推進課長（杉田憲彦君）  では、ご質問のごみ減量施策につきまして、こちらにつきま

しては、本年度の審議会のほうから政策提言に対してお答えしましたとおり、令和４年度か

ら３年間を市民と行政と利用者が力を合わせてさらなるごみ減量に取り組む期間と位置づけ

まして、さらなるごみ減量とリサイクルの推進を進めてまいります。 

 ご質問にありますごみの出し方動画につきましても、ＳＮＳを利用し、分かりやすい情報

発信を進めていくことの一環として作成するものですが、正しいごみの出し方は、新型コロ

ナウイルス感染のリスク減少につながるものとなりますので、国の新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金を充当しての作成を予定しております。 

 オリエンテーション動画との関連性とのことでしたが、地域支援課で作成しますオリエン

テーション動画は短時間でガイドをする、そういったものを予定しておりまして、今回、環

境推進課で作成する動画につきましては、出前行政講座の教材となるような、そういったも
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のを想定しておりまして、細かな説明を予定しております。また、外国人向けの外国語バー

ジョンのほうの作成も予定をしているものでございます。 

 また、事業者を対象とした事業系ごみの適正な搬出説明会につきましては、コロナ禍の中

で、今年、昨年となかなかできておりませんでしたが、引き続き実施していく予定というこ

とで、会場使用料の方は予算要求させていただいております。 

 あと、横山議員からご質問にありました新たなごみ処理施設につきましては、こちら、令

和４年度当初予算の中では計上はございません。さきの一般質問の横山隆一議員からのご質

問に対する市長からの答弁にもありましたが、組合の説明会をベースとしまして、今後、掛

川市と共同で進めていく検討会の中で検証と検討を進めまして、議員の皆様、市民の皆様に

お伝えをすることができる段階となったときには、速やかに報告をさせていただきますので

ご承知おき願います。 

 検討会につきましては、先週、通知でご案内をさせていただきましたとおり、21日の月曜

日、祝日になりますが、午後１時半から掛川市役所で開催されます。ただ、まん延防止の期

間に入っておりますので、議員の皆様におかれましてはユーチューブのほうで配信がありま

すので、そちらのほうでご覧いただくということで、直接会場のほうにはなるべく行かない

ということでご協力をお願いしたいと思います。 

 あと、須藤議員のほうからありました特製ごみ袋の購入費等の要因になりますけれども、

令和４年度に購入する数量なんですが、本年度と同じ数量です。可燃30リットルを4,000箱、

１箱に500枚入っていまして500枚を4,000箱、20リットル、こちらも500枚入りを400箱、不燃

の500枚入りを200箱、こちらは令和３年度と作成のボリュームは変わっておりません。 

 予算要求の資料としまして、本年度、落札事業者から見積もりのほうをいただいて要求の

資料とさせていただいておりますが、原油価格の高騰が続いておりまして、ごみ袋の作成に

係る原材料や製造費、あと、納品までの輸送に係るコスト、今の業者ですと中国のほうで作

っているということで聞いておりますが、そういったあらゆる費用が上昇したことなど、現

在の社会情勢や経済の状況により見積額が上がった、そういったことで、見積もり依頼をお

願いした業者からは上がっているところでございます。 

 以上でございます。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁が終わりました。再質疑がある方はいらっしゃいますか。15

番 内田委員。 

○１５番（内田 隆君）  15番です。動画というのはどのぐらいの時間帯を使うというのと、



－22－ 

それと、ＳＮＳで若者向けって若者向けになると思うんですけど、この若者向けに向けた場

合についての効果はどの程度のことを、効率的に動きだそうだというような予想を持ってい

るんですか。 

○分科会長（倉部光世君）  では、答弁をお願いします。 

○環境推進課環境推進係長（中嶌  君）  環境推進係長です。まず、動画の時間ですけども、

出前講座でいつも説明している30分程度の動画を作ろうと考えております。 

 ＳＮＳで30分ですとなかなか見られないもんですから、その30分を項目ごとに大体５分ぐ

らいずつの動画に分けた、これをＳＮＳで上げようということを考えています。 

 それと、昨年、今年と出前講座になかなか人を集めることができないということで実施で

きませんでしたので、30分のものについては、自治会等に貸し出しをしまして、講座を班長

会とか、自治会の会議等でお話をした抱く、そういう活用方法を考えております。 

 若者向けということですけども、出前講座をやりましても若い人の参加というのはなかな

か少ないもんですから、インターネット、ＳＮＳ、こういったものを活用して気軽に見れる

ような体制づくり、こういったものを進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁が終わりました。15番。 

○１５番（内田 隆君）  15番です。多分、昨年を最終目標にはしているとは思うんですけど、

やっぱり今の現状の分析というのはよほどやっておかないと、今、あるものを何をどうして

減らそうという部分の目標がないと、どうしても総合的に分別をしなさいとか、そういう議

論になってしまうと思うんですが、今、とりあえず出前講座でやられているというのは、多

分、それと大きく変わらないのかなと思っています。何か大きな目標とか、この分をこれだ

け減らせばこれぐらいの数値的な効果につながるというようなものを何かお持ちなんですか。 

○分科会長（倉部光世君）  環境推進課長。 

○環境推進課長（杉田憲彦君）  環境推進課長でございます。直近のものではございませんが、

過去に実施しましたごみの組成調査、その中で、やはり食品残渣、食品ロス、こういったお

のが非常に多いということは分かっておりますので、そういったところを削減するための施

策について重点的に進めたいと思っておりますが、ただ、今回の場合につきましては、ちょ

っとそこまで入り込んだものではなくて、本当に一般的にこういったものを、燃えるゴミ、

燃えないごみ、リサイクル、そういったものを改めてしっかりと理解していただくためのも

の、そういったものを予定してございます。 
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 食品ロス対策につきましては、また来年度以降、環境推進課としましてこういったことを

やろうという計画を今年作りましたんで、それに基づいて削減施策を打っていきたいと考え

ております。 

 以上です。 

○分科会長（倉部光世君）  16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですが、ちょっと分からなかったもんでもう一度確認したいん

だけど、ごみ袋、さっき原油高騰でという話がありましたよね。それに合わせて、一般でご

み袋を売っている、その金額をさわるというんですが、いわば上げるということは、環自協

で決めているんですか。本来であれば、そういった理由があれば、あるいはこれからのごみ

減量に関しても、私は、この前の政策討論会でもそうだったんですが、上げていくという方

向性で考え方があってもいいという回答をしたつもりなんだけど、その辺はどうなんですか。

ごみ袋の売上げについて。 

○分科会長（倉部光世君）  環境推進課長。 

○環境推進課長（杉田憲彦君）  環境推進課長です。横山議員からご意見をいただいたように、

やっぱりごみ袋も上げなければいけないときがくるのかなとは思っておりますが、まだちょ

っとそこまでには至っていないという現状になります。ただ、ごみ袋の単価は環自協ではな

くて市のほうで決めているんですが、作成費と販売費の間でまだ収益が出ていまして、その

分は、ごみ収集などの経費に充てさせてもらっておりますが、例えば環境施策に係るほかの

事業でもっと費用が必要になってくる、例えばプラスチックの循環促進の法令が施行されま

すけども、そういったところで収集などの費用がかかるときには、大体、どこかしらで費用

を工面しなければならない。こういったときには、例えばごみ袋を上げて、そういったもの

から費用を賄うとか、ちょっと今後の検討課題であるとは考えております。 

 以上です。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁が終わりました。 

○１６番（横山隆一君）  分かりました。 

○分科会長（倉部光世君）  再質疑はございますか。５番。 

○５番（坪井仲治君）  ５番です。年度末というか、つい最近、青いネットを全戸配布されて

いますが、あれは昨年度のこの事業費の中からですか。 

○分科会長（倉部光世君）  環境推進課長。 

○環境推進課長（杉田憲彦君）  環境推進課長でございます。説明をしっかりしないまま配布
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してしまいまして、今朝もちょっとお問い合わせをいただいたんですけれども、青いネット

につきましては、環自協、連合自治会のほうの組織のほうで持っている予算のほうで購入を

しまして、環自協の補助金と皆さんの世帯幾らでもらっているその費用の中で配布をさせて

いただいておりまして、過去に配った白い、リサイクル品を収集したときの袋、しっかり使

っている方はどんどんボロボロになって新しいものをお求めに来るんですけども、今、ちょ

っと同じ同等品がなくて、そういった中で、そろそろ交換時期という判断で、環自協のほう

で購入して全戸配布をさせていただいております。 

○分科会長（倉部光世君）  ５番。 

○５番（坪井仲治君）  ５番です。そこの説明をしっかりしとかないと、年度末に配るってい

うと、何かそういう発想をされる方が多いももんですから、環自協のというところでぜひと

も。 

 もう一つ、あれはネットですんで、プラを洗いますよね。洗ったものを入れたりすると、

家の中でというと、やっぱり水がというところがあって、多分非常に使い勝手は悪いと思い

ます。それだけです。 

○分科会長（倉部光世君）  なければ次にいきます。 

 ６番目を。坪井委員、内田委員、どちらかお願いします。 

○５番（坪井仲治君）  ５番 坪井です。４款２項２目です。最終処分場の管理費ということ

で、これ、タブレットページが違っています。31ページです。①です。水処理施設使用薬剤

購入費の減額理由は。また、水処理施設汚泥脱水機ほかの修繕工事内容は。②で、汚泥脱水

機、汚泥供給ポンプの状況はということでお願いします。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁を求めます。環境推進課長。 

○環境推進課長（杉田憲彦君）  環境推進課長です。まず、薬剤購入費の減額理由ですが、水

処理施設で使用する薬剤使用料が減少している、そういった中で、購入料を抑えることにお

りまして、予算のほうが減額となっております。 

 薬剤使用料が減少している原因として考えられますのは、最終処分場から水処理施設のほ

うに入ってきます処理前の水、原水ですけれども、安定化している、こういったものが考え

られます。安定化している理由につきましては、施設のほうを平成11年から供用開始してお

りますが、埋め立て当初は環境保全センターの埋め立てごみが入っていた。そこから平成17

年９月に環境資源ギャラリーが稼働して、安定したものしか埋め立てなくなったということ

で、平成11年から17年度の中で埋め立てていた、減容処理したプラ製品であるとか、そうい



－25－ 

ったものが大方きれいになったのかなというところで、処理施設に入ってくる原水のほうが

きれいになったと考えております。 

 原水につきましては、年１回の水質検査を行っておりますが、近年の結果としましては、

放流水の基準を下回る、要は入ってくる水が放流水と同等レベルの水質であるという結果に

なっておりますので、水処理施設を泥水浄化するために必要な薬剤があまり多く必要でなく

なってきております。 

 令和４年度の当初予算としましては、昨年度と比較して減額しておりますが、令和２年度、

３年度の実績を見ましても、適正な終末処理ができているものと考えております。 

 次に、修繕内容とのことですが、10節需用費と14節の工事請負費で13か所程度の修繕を予

定しているところでございます。 

 内容としましては、10節のほうでは、最終処分場の埋め立ての進捗により必要となってき

ておりますガス抜き設備のかさ上げ修繕、埋め立てますと、ガス抜きのために建ててありま

す煙突ですけれども、あれをかさ上げしなければならない、そういたものであるとか、汚水

処理施設につきましては、経年や使用による劣化が進んでいますため、主に計画的な予防修

繕や清掃のほうを行います。 

 実施を予定している内容としましては、第２混合槽等の撹拌機、軸受け、こういったちょ

っと専門的なものになりますのでピンと来ないかもしれませんけども、予防修繕的なもの、

こういったものを中心に使用しております。 

 また、現在、管理室のエアコンが壊れておりまして、委託業者のほうも夏場はそこで作業

できないという、そういった話がきておりますので、そういったところの更新のほうも予定

しております。 

 また、内田議員からどのような状況であるかとご質問をいただいておりますが、これは、

計画的な予防修繕となっております。汚水処理施設につきましては、平成11年度から稼働が

始まりまして、今年、23年が経過をしております。内田議員からも、次期最終処分場につい

てのご質問をいただいておりますが、このあとのご質問の回答としてさせていただきますが、

棚草最終処分場の埋め立て完了までは、まだ先のこととなりまして、それまでは健全な運営

を行って、適正な水処理をしていく必要がありますので、今後におきましても、今年度、修

繕計画のほうも作成しておりますんで、計画に基づいた修繕を実施していきたいと考えてお

ります。 

 最後、散らかりましたけど以上です。 
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○分科会長（倉部光世君）  答弁が終わりました。再質疑はございますか。15番 内田委員。 

○１５番（内田 隆君）  15番です。予防的な計画修繕という言葉を使われている豚ですけど、

ここをなぜ聞いたかというと、昨年はゼロなんです。お金を使っていないもんで、そうする

と、ポンプなんかの状況が大分悪くなってきてというふうに理解したんですけど、計画的と

いうのは、毎年、大体何とか標準的に修繕していくというのが計画的だと思うんですけど、

今年、なぜ430万円がぽこっとでてきたというのがちょっと分かりにくいんですけど、そこは

何でですか。 

○分科会長（倉部光世君）  環境推進課長。 

○環境推進課長（杉田憲彦君）  環境推進課長です。あくまでもと言いますか、今までは修繕

は出たとこ勝負といいますか、出たらやるという形でやっていたんですけれども、処理業者、

今、委託業者のほうと、今年度、今までの修繕の経過とか、今後どんなことが必要かという

ような相談をしまして、なるべく毎年の費用が平準化するようにやっていこうということの

計画を立てたことに基づいて要求をさせていただいております。実は、今年度もかなりたく

さんの修繕が発生しておりまして、やはり計画的にやらなければだめといいますか、また地

元のほうにご迷惑をかける状況にならないようにやっていかなければならないということで

説明させていただいております。 

 あと、130万以上の修繕は、要するに需用費ではなくて、14節の工事費のほうになっており

ますので、ちょっと金額のほう、今までなかったものがいきなり出ているというところもあ

ります。 

○分科会長（倉部光世君）  15番。 

○１５番（内田 隆君）  15番です。11と14の違いがあるのかもしれないんですけど、今言わ

れたことの、これずっとロングランでこうやっていきたいというものがあるなら、やっぱり

それを示していただいて、たまたま予算が14節になったり11になったりすると、ものすごい、

予算から見るとばらばらじゃないかというような見方になりますので、もしそういうことを

これから、今までもやってきたのかこれからになっていくのかがちょっと、そこら辺がはっ

きり分からなかったんですけど、いずれにしろ計画的な予防というのはどうしても必要にな

ると思いますので、説明とするともう少し分かりやすいっておかしいですけど、判断のしや

すいような説明にお願いをしたいと思います。内容は分かりました。すいません。 

○分科会長（倉部光世君）  ほかに質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 



－27－ 

○分科会長（倉部光世君）  ないようでしたら７番目、山下委員、坪井委員でお願いいたしま

す。14番 山下委員。 

○１４番（山下 修君）  ４款２項２目衛生施設総務費、タブレットの32ページ、環境資源ギ

ャラリーの廃棄物処理方式の変更により、時期処分場の利用開始時期をそのように想定して

いるのか。また、志瑞地区の今後の進め方についてはどうなっているのかということで、な

んかキルンから通常の処分に変わりますと、だいぶ最終的な処分の量というんですか、処分

できないものがたくさん出てくるようなふうにお聞きしているんですけど、そこら辺を対応

も含めて。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁を求めます。環境推進課長。 

○環境推進課長（杉田憲彦君）  環境推進課長です。まず、現在埋め立てが進められておりま

す棚草最終処分場につきましては、地元の棚草地区との現覚書、今の覚書では、令和８年度

までの使用となっているところですが、今までの埋め立て実績と今後の埋め立て予測になり

まして、まだまだ十分に余裕があることから、令和９年度以降も埋め立てが可能である、そ

ういった理由に基づいて、昨年度棚草地区と埋め立て継続についての協議を行わせていただ

きまして、今のところ令和18年度まで延長して使わせていただける、こういったことを令和

８年度に公の方針、その中で協議させていただけるということで、ご了解をいただいており

ます。ですので、今、そこまで大丈夫だよというわけではないんですけど、そのときに地元

の若い方とかそういう方の意見も聞きながら、覚書を交わす中で協議させていただけるとい

うことで、お話がさせていただいております。 

 このことにつきましては、志瑞の地元対策委員会のほうにもご報告をしましてご了解をい

ただいている。要は志瑞のほうはまだ先になりますよということでお話をさせていただいて

おります。 

 しかし、先ほど山下委員からもございましたけれども、ギャラリーのお話、現在の環境資

源ギャラリーの基本構想では令和７年度から５年間、全てのごみの外部委託処理を想定して

いることから、この５年間については、現在の基本構想に基づけば最終処分場に埋め立てる

ものは、災害がれきなどしか埋め立てないということになることですとか、あと先にお話を

しましたけれども、環境資源ギャラリーの基本構想について、また今後のごみ処理の在り方

についての検討会、こういったものが予定されていることから、ごみに関する将来的なこと

については、まだまだ未確定な状況である、そういった状況でございます。 

 今後におきましては、棚草地区の皆様であるとか、志瑞の地元対策委員会の皆様に対しま
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して、ごみ処理に関する検討状況などの情報提供を図るとともに、現施設の延命化、現施設

では委託処分場になりますけども、あと志瑞の建設予定地の管理と地元対策をしっかり進め

ていって、将来的なごみ処理の方法が明らかとなったときに、次のごみ処理施設につきまし

ては検討を進めたいという考えでおります。 

 本当に今後の外部委託処理以外は、埋め立てがなくなるであるとか、ストーカになったら

確かにごみ埋め立て量が増えるとか、そういったものがございますが、もし基本構想の中で、

これみんなの意見だけど、もしかしたら埋め立てのほうも、向こうの棚草最終処分場のほう

でやるかもしれない。確定要素というものが今ありませんので、また具体的なごみ処理方法

が決まったところで、もう一度ちょっと再検討ということで考えているところになります。 

 以上です。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁が終わりました。再質疑、14番 山下委員。 

○１４番（山下 修君）  14番 山下です。今、不燃ごみですか、持っていったものが外部へ

委託出されていますよね。そうすると最終的にそれをどういうように処分するか知りません

けど、その最終的に残ったものはこちらに戻ってくるんでしたっけ。そういうことはないん

ですか。 

○分科会長（倉部光世君）  環境推進課長。 

○環境推進課長（杉田憲彦君）  環境推進課長です。外部に現在、委託で出しておりますもの

について、こちらに返ってくるものはないです。ギャラリーの中で分別をして、埋め立てに

回すものだけこちらにきておりまして、それ以外、外出しのものは一切返ってこないという

状況であっております。 

○１４番（山下 修君）  その最終的な処分の対応はしなくてもいいということ。 

○環境推進課長（杉田憲彦君）  はい。 

○１４番（山下 修君）  はい、結構です。 

○分科会長（倉部光世君）  15番 内田委員。 

○１５番（内田 隆君）  15番です。結局、ギャラリーのところの行程に振り回されるという

感じになっていると思うんですけど、ギャラリーのところでこういう形に一つ決まると、こ

っちの場合ずっと全部影響してくるという関連性を持っているんです。やっぱり大きいスケ

ジュールを１回は組んで、当然この中から、ギャラリーについてはどっちを向くか分からな

いんですけど、その中に、どの経営、どの選択があったにしてみても、あとのところをどう

するかというのは、やっぱり作っておく必要があると思うんですけど。今、ギャラリーが決
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まらないもんで分かりません、しばらく無効ですというのは、やっぱり行政としてあんまり

芳しくないと思うんですけど、そこはどうなんですか。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁を求めます。環境推進課長。 

○環境推進課長（杉田憲彦君）  環境推進課長です。内田委員のおっしゃることもごもっとも

であるとは考えますが、大きなスパンで考えてはいたものの、ちょっと考えから今材料が、

あまりにもちょっと不確定すぎてという状況になっておりまして、検討会による今後のごみ

処理の方向性、一応掛川市長は８月ごろを目途にということで公表しておりますので、その

あたりをめどに今後のスケジュールというものは考えていきたいなとは思っておりますが、

ちょっと今のところは先ほどの答弁をとおりで、ご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○分科会長（倉部光世君）  15番 内田委員。 

○１５番（内田 隆君）  15番です。棚草のほうはもう契約更新をさせてもらいながらしてい

るもので大体分かるんですけど、志瑞については当初どのような説明がされているんですか。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁を求めます。環境推進課長。 

○環境推進課長（杉田憲彦君）  環境推進課長です。すいません、手元にちょっと資料がござ

いませんが、ちょっと想像で申しわけございませんが、先ほど三沢の最終処分場のときは、

たしか15年程度で埋め立てが終わっていると思いますので、棚草のほうが平成11年から埋め

立てが開始して、恐らく15年前後でいっぱいになるので、それまでには着手ということでお

話をしているのではないかと考えております。 

○分科会長（倉部光世君）  鈴木生活環境部長。 

○生活環境部長（鈴木 勝君）  私の記憶でしかないんですけど、まず棚草の最終処分場の使

用の期限の延長の契約をしようということで、棚草にまず協議に行ったんだと思います。そ

の棚草の協議の中で、次の最終処分場の用地を確保してくれなければはんこを押さないよと

いうような話があったやに聞いております。適当な候補地を探したところ、志瑞のそこの池

の近く、そこの土地が候補として見つかったのでそこを契約したというふうな話も聞いてい

ます。ですから、それがもう合併後に多分入手したと思いますので、そうするともう今のギ

ャラリーをもう運転していて、埋め立てるごみの量はもう減っているということが分かった

上で、志瑞のほうを契約をしているんだというふうに記憶はしています。本当に確かなこと

が必要であれば、当時の議事録か何かを持ってこないとちょっとはっきりしたことは言えな

いと思いますが、そんな話は聞いたことがあります。 
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 以上です。 

○分科会長（倉部光世君）  何かありますか。15番 内田委員。 

○１５番（内田 隆君）  15番です。今のいろんな話を聞くと、本当にここをどうするんだろ

うというような、棚草のところだけでも随分、多分満杯になるまでいつまでか分からなくて、

その後、志瑞の話なんですけど、とりあえず棚草にできるだけやってもらいという話をこれ

から先もしていくんじゃないかなと思うんですけど、本当に志瑞のところでやるときがある

のかなという思うのですけど、そういう検討はされることはないんですよね。（発言する者

あり）分かりました、もういいです。 

○分科会長（倉部光世君）  ということで、では次、８番目、山下委員、お願いします。 

○１４番（山下 修君）  ４款２項３目し尿処理対策費、タブレット34ページ。公共下水普及

により委託料の減額はないのかということ。 

○分科会長（倉部光世君）  環境推進課長。 

○環境推進課長（杉田憲彦君）  環境推進課長です。し尿処理対策費は有限会社菊川生活環境

センターに、菊川地区のし尿処理業務、トイレの汲み取り業務になりますが委託をしており

まして、受益者、汲み取りをしてもらった方が支払う汲み取り料金を、菊川市一般会計に収

入して、そのまま委託料として生活環境センターに支払っているのになります。 

 前年度の予算対比で減額のないことから、こういったご質問に至ったものであると思いま

すが、長いスパンで決算額を見ていきますと、10年前の平成24年度は1,139万7,000円、５年

前の平成29年度は945万2,000円、こういった決算となっておりまして、下水道の普及に合わ

せまして汲み取り料金は減額の傾向となっていると考えております。 

 下水の普及については、下水道からの所管となるため、水洗化での取組みついてなどにつ

いての説明はできませんが、下水道の整備、こういうものは一定の効果が出ているものと、

環境推進課としては理解はしております。 

 あと汲み取り料金なんですけれども、個人の住宅とか事業所のみではなくて、工事現場と

か建築現場などに置いております仮設のトイレなども対象となっておりますので、下水のほ

う汲み上げまして、工事とか建築のほうが盛んとなってきますと、汲み取り件数のほうが増

加するという傾向もありますので、下水が普及すれば汲み取りがどんどん減っていくかとい

うとそうでもないではないかと考えているところでございます。 

 以上です。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁が終わりました。14番 山下委員。 
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○１４番（山下 修君）  財源の内訳、ちょっと前々年度の決算ということで、840万6,000円

て表に載っているんですけど。確かに徐々に減ってきている、これもう少しいって、これ800

万を割るぐらいの形になった場合には、この相方というんですか、900万というのは仮に見て

いるような状況じゃないかと思うんですが、それを800万に下げたほうがよかった、そういう

ことは考えられない、将来的に。 

○分科会長（倉部光世君）  環境推進課長。 

○環境推進課長（杉田憲彦君）  環境推進課長です。確かに実際に支出の規模に見合った予算

編成ということでのご意見だとは思いますが、あくまでも個人の方の汲み取り状況によって

かなり費用が左右されまして、こちらでコントロールできるものではないものであるとか、

ただ予算不足になったときに流用を持ってくるところがない、そういったものになりますの

で、ある程度、収入と支出と同額になりますので、ある程度余裕を持った予算組をしている

という、この形になっている、ご理解ください。 

○１４番（山下 修君）  わかりました。 

○分科会長（倉部光世君）  では９番目を内田委員、お願いします。15番 内田委員。 

○１５番（内田 隆君）  15番です。431の東遠地区聖苑組合の関係ですけど、負担額58万

3,000円増えていますが、起債と事業内容、経常経費と書いてある、何か特別なものがあった

かどうか、それをお聞かせ願います。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁を求めます。環境推進課長。 

○環境推進課長（杉田憲彦君）  環境推進課長です。聖苑組合分担金につきましては、構成

２市の経常経費分担金が238万4,000円の増、建設経費分担金が42万7,000円の減で、差し引き

が195万7,000円の増となっておりまして、掛川市との分担割りによりまして、菊川市分は58

万3,000円の増となりました。経常経費分担金が増となった理由につきまして、聖苑のほうに

確認をしましたが、主な原因として火葬炉の関係の従前工事が令和３年度、今年度は341万円、

これは令和４年度は655万8,000円となりまして314万8,000円増額しました。これが主な原因

であると聞いております。 

 平成25年度に現聖苑施設による運営が始まりまして、今年で９年経過となります。火葬場

では火葬場はなくてはならないものでありまして、他の設備のトラブルによります使用停止

はあってはならないものでありますので、そこの事態を回避するためには計画的な予防修繕

を行う。そういった中で増額したものであるということで聞いております。 

 以上です。 



－32－ 

○１５番（内田 隆君）  分かりました。結構です。 

○分科会長（倉部光世君）  以上で、事前の質疑のほうを終了いたします。 

 ほかに追加であれば。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（倉部光世君）  なければ以上で終了したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（倉部光世君）  以上で環境推進課の予算の付託審査を終了いたします。 

 執行部のほうはご退席願います。ありがとうございました。 

 それでは、ただいまより議会基本条例第１条第２項に基づき、委員会の自由討議を行いま

す。 

 環境推進課の予算について、ご意見をお伺いいたします。ご意見のある議員は挙手の上、

発言をお願いいたします。15番 内田委員。 

○１５番（内田 隆君）  15番です。それこそ資源ギャラリーの話がたくさん出てきているん

ですけど、自分がやっぱり菊川市としてギャラリーに対してどういうことをやるかという予

算を、どこかで本来持っていてもらって対抗していかないと、負担金を払うだけではやっぱ

り菊川市独自のものできないんじゃないかなという、思っています。 

 たとえ、視察一個にしてみてもやっぱり組んで、やっぱり現地を見ながら一部事務組合に

対抗していくというような、なんかそういうのが全然なかった関係については、非常に残念

だったなというふうに思いました。 

 以上です。 

○分科会長（倉部光世君）  関連ございますか。14番 山下委員。 

○１４番（山下 修君）  14番 山下です。全国では自治体がああいう処理施設を、一般廃棄

物で家庭ごみの処理の責任を負っているということなんですけども、処理施設自体が非常に

技術的にもいろいろ分からないというか、高度なものがあって、一般の自治体の職員とかが

私は管理できる分野じゃないと思うんですよね。 

 ただ、いいですよ、ごみを収集してこれだけ処理しました。それで、菊川市はどれだけで

すよ。こういったものがどれだけですよと。そういうことはできるにしても、あの高額なプ

ラント運営する上で、どういう適切な時期にどういう修理をかけて長寿命化とか、老朽化を

防ぐかというのは、私は自治体の職員の権限をあまり及ばせちゃいけないというか、民間に

任せるべき部分が多々あると思うんですよ。 
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 それと、ある程度、自治体が土地を提供していろいろ収集運搬とかっていう形では協力す

るわけですけども、そこの兼ね合いというのが非常に大切で、ですから任せるべきところは

しっかり任せるしということをやっていかないと、これからのあらゆる、僕、高度な処理技

術というのは必要だと思うんですが、民間の力を大いに借りて考えていかなくちゃいかない

ことかなと、こんなふうに思います。 

○分科会長（倉部光世君）  16番 横山委員。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですが、その件ですが、前は小笠と菊川で組合でやって、本当

に公設公営でやっていて、今のギャラリーになったときに、その辺の話がそこに出たんです

が、掛川がやっぱり一組を組んで３年ぐらい前から稼働、組合が動き出したんでけど。５年

ぐらい前かな、したんですけど、今のガス用流化システムについても、すごい利用があった

んですよ。 

 ところが地元が立地するのが掛川市ということもあって、掛川市主導で進められて、今回

もそうなんですけどね、そのときにもう公設、民営公営化ということについても、今言う旧

式を取り入れるということに関して、当時から今言ったようにかなりの専門分野の技術で、

しかも特殊なものを採用した、当時10％にも満たない導入率だったんですね。だから、後の

メンテナンスが大変だよとか、あるいは寿命が短いよとかっていうのは、当初から分かって

いたんですね。 

 ところが榛村構想、特に掛川のあれが非常に強くて、もう反対するにもしようがなかった

という状況だったんですね。今言うように、老朽化対策にしてもタクマっていうところが、

技術部門を全部持っていたんですが、専門的な技術なものですから、環境省がほとんど参入

できないんですね。ひとたび故障すると何億ってお金をそのまま負担しなきゃいけない。言

いなりなんですね。だから、特殊な技術の導入というのは、やっぱり考えていく必要がある

なということは確かに言えると思います。 

 民間にやらせた場合に、一般廃棄物だけであれば誠に問題なくていいんですが、産業廃棄

物を入れないと、民設の場合、経営が成り立っていかないという、その辺の兼ね合いがある

ものですから、いろいろ難しいなとは判断は思いますけど、ただ特殊なものを取り入れると、

どうしてもその会社に全部一括して頼まなきゃいけない。そういったことが起こってくるん

で、難しい判断はあると思います。 

 ただ、今回の場合には地元が15年ですか、12年たったときに地元協定の中で、地元としっ

かり協議をするっていう約束がされていて、菊川市についてはほとんど情報が入ってきてい
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ないんですね。じゃあ、満水地区にそういった情報が確かにあったかというと、それははっ

きりしたものがなかったんですよね。その辺もやっぱり問題があったと思いますけどね。今

後どうしていくか、非常に関心の高いところですね。いろいろ問題はあると思いますね。 

○分科会長（倉部光世君）  ５番。 

○５番（坪井仲治君）  ５番。今ギャラリーの話で当時、もともとキルンを受けることにした

と思うんですけど、その受けるにした理由というのは現有率、それからダイオキシン、そこ

ら辺に、表現は悪いが目がくらんでというところだと思うんですけどね。もう少ししっかり、

新しい技術だったんでしょうけどね。ジャッジできる方はもちろんこっちにはいないと思う

んですけど、そこらは信用だけだと思うんですけど、やっぱりでもそういう時代の流れがあ

ったから、そういう選択をしたというのは、そこの時点では残念な間違いじゃなかったと思

うんですけどね。 

 以上です。 

         〔「でも、導入率がね。極めて低い状態だからね」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（倉部光世君）  １番 東委員。 

○１番（東 和子君）  １番です。先ほど山下議員のほうから市の職員さんじゃなくて、専門

職の人がいるんじゃないかってお話をされていましたけれども、今ギャラリーに関しては平

成16年ですか、できたときに、やはりタクマを業者として依頼したときに、そのタクマの社

員さんで、タクマを建てるために必要、動いていた方をヘッドハンティングして、掛川市の

職員として、課長職として頭に据えたという経緯があります。 

 実際にそういうことをしていたんですけれども、結果的にこの十何年を火災という事故と

か、それから緊急事態宣言のときにはやはりうまく稼働できずに故障してしまったという経

緯があるので、やはりそこら辺を踏まえて次期の、次の処理施設というのを考えていかない

と、すぐ造る造るじゃなくて、過去をちゃんとしっかり検証してから次のものを造っていか

ないと、やはりいいものはもちろんどんどんできているんだけれども、それを踏まえていか

ないとまた同じようなことになるんではないかというのは、地元としては危惧しています。 

 以上です。 

○分科会長（倉部光世君）  そのほかございますか。２番 須藤委員。 

○２番（須藤有紀君）  ちょっと別件にはなってしまうんですけれども、先ほど指導動画を新

しく作られるというお話があって、30分の動画と作ってＳＮＳ用に５分刻みにするっていう

話でしたけど、ちょっと長いかなというのを感じました。 
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 私もインスタグラムをやっているので、もしインスタグラムとかツイッター、あとティッ

クトックは挙げないとは思うんですけど、そういうので挙げるとしたら、長くても１分、で

きれば30秒ぐらいで、デリッシュキッチンさんのレシピ動画とかを参考に短くまとめていた

だけると、シェアもしやすいかなと感じました。そんなところです。 

○分科会長（倉部光世君）  確かに、前から言っているんですけど、短く短くって言っていま

すが、長いのばかりやっていて見てくれる方が、頭は見ても最後まではちょっと見てくださ

らないので、もう少しそういう研究を全般でしていただきたいですね。せっかくお金をかけ

てやっても見てくれないんでは意味がないですので、その辺しっかりやっていただきたいと

思います。 

 そのほか、皆さんからご意見ありますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（倉部光世君）  私から１点、今回、新しい施策が出てきて、そこに対して計画を

どんどんつくっているわけですけれども、やはり今回の件、区域施策等に関しては、実際自

治体とかですと実行計画を総合計画にするとか、業者を一本化することも可能というのを専

門家からお話が出ていますので、言われたからつくる、どんどんつくり続けて結局、実際に

伴っていかないのであれば、もう少し研究していただいての計画をどうやってつくっていく

かということを、少し研究して本当に使える計画にしていっていただかなければいけないの

かなと感じています。以上です。 

 そのほかありますか。なければ以上で終わりにしたいと思いますけれども、よろしいでし

ょうか。 

         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（倉部光世君）  では、以上で環境推進課の予算に係る審査を終わります。 

 ただいま出されましたご意見を基に分科会長報告を作成し、一般会計予算決算特別委員会

にて報告させていただきます。分科会報告の作成については、正副分科会長に一任願います。 

 では、今から10分間休憩します。10時半まで休憩させていただきます。 

 

休憩 午前１０時１８分 

再開 午前１０時２５分 

 

○分科会長（倉部光世君）  それでは、休息を閉じて会議を再開し、市民課の予算審査を行い
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ます。 

 はじめに、生活環境部長より出席者の紹介をお願いします。鈴木生活環境部長。 

○生活環境部長（鈴木 勝君）  市民課の予算審査をお願いします。 

 本日は市民課長が体調不良によって欠席となりますので、（午後に）予定されている特別

会計のほうも欠席をさせていただきますので、よろしくお願いします。 

 出席者ですけれども、一番向こう側が市民係長の長尾です。その隣が国保年金係長の濱野、

こちらが後期高齢者医療特別会計予算を担当しております中村です。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○分科会長（倉部光世君）  ありがとうございます。 

 これより質疑を行いますが、はじめに事前通知をした委員の質疑から行いたいと思います。

質疑のある委員は挙手をお願いします。１番の坪井委員のほうからお願いします。５番 坪

井委員。 

○５番（坪井仲治君）  ５番 坪井です。よろしくお願いします。 

 ２款３項１目です。人権擁護活動費、タブレットは３ページになります。消耗品費の減額

は啓発活動の規模縮小ですかという問いでございます。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁を求めます。長尾市民係長。 

○市民課主幹兼係長（長尾麻理子君）  市民係長の長尾でございます。 

 人権擁護員における啓発活動につきましては、令和４年度規模を縮小することはございま

せん。前年度と比較しまして、消耗品費が減額となっている要因につきましては、令和２年

度と令和３年度に予定しておりました街頭啓発活動や、イベントブースでの出店啓発活動が、

新型コロナウイルス感染症の影響で一部中止となってしまいました。 

 そのため、活動に向けて準備していた人権啓発配付物品の在庫がございます。来年度、ま

ずはこちらを使用することにより、新たな物品の購入を控えることができることから、令和

４年度の消耗品費は減額となっております。 

 以上です。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁が終わりました。よろしいですか。では、次、２番目、横山

隆一委員、お願いします。 

○１６番（横山隆一君）  16番 横山ですが、２款３項１目の社会保障・税番号制度事業費に

ついてですが、566万4,000円、マイナンバーカード交付促進における取組はという質問です

が。 
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○分科会長（倉部光世君）  答弁を求めます。長尾市民係長。 

○市民課主幹兼係長（長尾麻理子君）  市民係長でございます。 

 社会保障で番号制度事業費の内容につきましては、マイナンバーカード交付に関わる会計

年度任用職員の手当と、あと休日申請サービスや窓口での申請サポートに必要な消耗品費で

ございます。これらは全額国庫補助の対象経費となっております。 

 マイナンバーカード交付促進のため、今後の取組でございますが、その補助金を利用しま

して、引き続き本庁市民課窓口と小笠市民課窓口でカード作成に必要な顔写真の無料撮影

サービスと申請補助サービスを行っていきます。 

 また、平日は、お仕事や学校などで市役所のほうへカード申請や手続きに来庁することが

難しいというお客様からのお声がありまして、先月ですけれども、２月６日に特別休日申請

サービスを行いました。こちらのほう100名ぐらい来ていただけるかなと思っていたんですが、

結果、327名と、大変多くのお客様がカード申請をしていただきました。こちらの327名の方

につきましては、昨日13日日曜日にカードの交付を行いました。やはり交付促進につなげる

ためには、とにかくお客様がカード申請しやすい、受け取りしやすい体制を整える必要があ

ると考えます。 

 今回、実施したような特別休日申請補助及び交付日を設けるだとか、あと、現在も行って

いますけれども、日曜会場と水曜夜間延長業務でのカード交付の対応を行う。あと、平日日

中の交付の予約枠の拡大を行いながら令和４年度も平日夜間、休日にカード交付等できるよ

うに取り組みたいと考えております。 

 以上です。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁が終わりました。ほかに質疑ございますか。16番 横山隆一

委員。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですが、利用促進についてはやっぱり交付されることによるメ

リットというのが明確でないと、やっぱりなかなか難しいところがあると思うんですが、健

康保険証とか利用できるようになったとかっていうのは非常に大きいと思うんですが、今現

在やっているマイナポイントもそうですが、状況というんですか、マイナポイントなんかも

窓口でやっていますが、そういったことをやることによる交付率の向上という点については

どうですか。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁を求めます。長尾市民係長。 

○市民課主幹兼係長（長尾麻理子君）  市民係長の長尾でございます。 
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 現在、それこそマイナンバーカード使って行えることとしまして、コンビニでの証明書交

付と、あとは国のほうで行われておりますマイナポイント、あと、もう今既に導入れており

ます健康保険証利用、さらには運転免許証との一体化といったことも国のほうで検討されて

おります。 

 やはりそういったマイナポイントだとかうま味がないと、やはりカードを作る方って増え

ないものですから、その辺はそれこそ国のほうで、今も最大２万ポイントもらえるよという

形で、マイナンバーカード新規取得で5,000円分、健康保険証としての利用申し込みで7,500

円分、あと公金受取口座の登録で7,500円分のポイントという形で、こちらが進んでいくよう

な形になりますので、こちらを利用したいよというお客様が多いもんですから、窓口でもそ

ういった声を聞くことが多いもんですから、そちらのほうが進んで行けば交付率のほうも伸

びていくんではないかなとは思っています。 

 コンビニ交付のほうですけれども、今年度の11月から広告付きの窓口封筒を新たに、もう

市民課のほうで配布しておりまして、そのところにコンビニ交付と、あとカード申請の補助

ついてＰＲを掲載しておりまして、証明書を取得時に配布しておりますので、その辺でもそ

ういった周知も今後もしていきたいと考えています。 

 以上です。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁が終わりました。16番 横山委員。 

○１６番（横山隆一君）  １点だけ言っていいですか。いろいろの方は保険証の利用とか、い

わゆる運転免許証とかいうことが進めばそれなりに効果が出てくると思うんですが、市独自

のマイナンバーカードの独自のものを考えるものがあるかないかという点と、マイナンバー

カードを作ることによって一番の懸念だったのが、個人情報の漏えいだとかいうことが課題

になっているわけですが、その辺についてはどうですか。独自のものとそれと、個人情報の

懸念については。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁を求めます。長尾市民係長。 

○市民課主幹兼係長（長尾麻理子君）  市民係長でございます。 

 マイナンバーカードの独自の関係につきましては、今のところ考えているものはございま

せん。 

○１６番（横山隆一君）  ございません。 

○市民課主幹兼係長（長尾麻理子君）  はい、ございません。個人情報の保護につきましては、

そうですね、マイナンバーカード、それこそ暗証番号を設定してという形で２種類（４桁の
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ものと）、英語の文字と数字の混合で作ったような暗証番号もありますので、そちらのほう

でセキュリティのほうがかかっているのかなというところで、漏えい等については心配はし

ておりません。 

○１６番（横山隆一君）  はい、分かりました。 

○分科会長（倉部光世君）  よろしいでしょうか。 

○１６番（横山隆一君）  はい。 

○分科会長（倉部光世君）  ほかないようでしたら３番目、須藤委員、内田委員から出ており

ます。じゃ、２番 須藤委員。 

○２番（須藤有紀君）  ２款３項１目戸籍住民基本台帳総務費についてお伺いいたします。説

明資料３ページ、タブレットは５ページになります。 

 ①委託料大幅増の主な要因となる戸籍法一部改正に伴うシステム改修委託料の内容は。 

 ②戸籍法改正に伴うシステム改修費の増だがどんなものを使ったのか。また、増額分は全

額国保でいいかについてお伺いいたします。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁を求めます。長尾市民係長。 

○市民課主幹兼係長（長尾麻理子君）  市民係長でございます。 

 ものの改修に関わる内容につきましては、少し長い説明になってしまいますので、ご了承

ください。 

 委託料に係るもの改修につきましては、それこそ令和５年度末の本格導入に向けて、国の

示した対応スケジュールに基づいて令和元年度から５年間かけて全国的に行っている改修の

一部であります。この改修の結果、国が令和５年度末に実現できるとしている主な内容は

４つあります。 

 １つ目は、戸籍届出において戸籍謄本等の添付を省略する。 

 ２つ目は、本籍地以外どこの市役所でも戸籍の証明書を請求できる広域交付制度の創設。 

 ３つ目は、パスポートのオンライン申請など戸籍電子証明書の発行。 

 ４つ目は、児童手当等の行政手続きにおける戸籍謄本等の添付の省略であります。 

 国は、この指針を実現するために、全国各市町で使用している住基システム、戸籍システ

ムを改修し、全国的に整備している住基ネットワークシステムの専用回線と接続した上で、

国が管理している公的個人認証システムやカード（管理）システムと連携させるよう改修の

指示をしています。 

 この国の示したスケジュールの中で、当市は令和４年度に次の４つの改修を行うようにな
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ります。 

 １つ目の戸籍全件送信作業費約264万円は、全額国庫補助になりますが、日本国民の全体の

戸籍データを送信し、最新状態にリフレッシュする作業があります。 

 ２つ目の戸籍副本装置入れ替え対応作業費約155万円は、こちらは全額補助対象外となって

おります。 

 ３つ目の戸籍情報システム改修作業費約1,800万円、こちらは戸籍届出時に戸籍謄本を不要

にし、全国の戸籍を閲覧印刷可能にする作業。 

 ４つ目の情報提供用個人識別番号取得作業費約50万円ですが、こちらの３つ目と４つ目に

つきましても、国庫補助と聞いておりますけれども、具体的に補助対象経費となり得る作業

がどこまでかという詳しい資料がまだ示されておりません。 

 以上です。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁が終わりました。質疑ございますか。15番 内田委員。 

○１５番（内田 隆君）  15番です。対象外になる分が出てきていますね。これは義務づけだ

けど対象外になっているわけですか。 

○市民課主幹兼係長（長尾麻理子君）  そうですね。 

○１５番（内田 隆君）  対象外になった理由というのは、はっきりしているんですか。 

○分科会長（倉部光世君）  長尾市民係長。 

○市民課主幹兼係長（長尾麻理子君）  市民係長でございます。 

 対象外（経費）というのは、こちら戸籍副本装置というものが、それこそ東日本大震災の

ときにできまして、国のほうの副本という形で当庁もしなさいということで、各市町が持っ

ているものになるんですが、こちらが菊川市の場合、５年という期間が終わりまして、入れ

替えをするという形になるものですから、こちらは各市町で対応することになりますので、

国の補助はございません。 

○分科会長（倉部光世君）  はい、15番。 

○１５番（内田 隆君）  確認します。ということは一回も補助金をもらって入れ替えだから、

これは対象外だということでよろしいですか。 

○市民課主幹兼係長（長尾麻理子君）  そうです。 

○１５番（内田 隆君）  結構です。 

○分科会長（倉部光世君）  そのほか再質疑はないですか。 

○２番（須藤有紀君）  （手挙げて）らっしゃいませんでしたか。 
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○分科会長（倉部光世君）  長尾市民係長。 

○市民課主幹兼係長（長尾麻理子君）  市民係長でございます。 

 おっしゃるとおりでございます。 

 以上です。 

○分科会長（倉部光世君）  再質疑ないようでしたら、次に４番目、山下委員、鈴木委員から

出ています。どちらかで。12番 鈴木委員。 

○１２番（鈴木直博君）  12番 鈴木です。318国民健康保険特別会計費、タブレット８ページ。 

 ①繰出金が前年度比1,381万7,000円増加しているが、加入者数の動向はどうか。また、保

険税低減の対象者の動向はどうか。 

 ②12節繰出金、出産育児一時金980万円の算出根拠は。 

 お願いします。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁を求めます。濱野国民年金係長。 

○市民課国保年金係長（濱野寛子君）  国民年金係長でございます。 

 まず、加入者数被保険者の動向でございますが、令和４年度において、団塊の世代の方が

約570名、後期高齢者医療へ移って行くことから、ほぼ被保険者数は減少していきます。現役

世代の方は医療者保険加入されている方がほとんどのため、ほぼ被保険者の割合は低い状態

でございます。 

 令和３年度中の被保険者の動向としまして、令和３年３月末の被保険者数は１万33人でし

たが、令和４年１月末現在で9,616人、令和３年３月末の65歳以上の被保険者は5,166人で、

割合が51.5％、令和４年１月末現在で5,087人で、52.90％となっております。 

 被保険者のうちで主に65歳以上の年金受給者等で保険税の軽減の対象となる方の割合が増

えていることもあり、保険税低減分に係る基盤安定繰入金は増加しております。 

 また、令和４年度から税制改正となる未就学児の均等割軽減分につきましても繰出金の中

に入っておりますので、この分も増加している要因でございます。 

 次に、②番の出産育児一時金の980万円の算出根拠でございますけれども、国保の特別会計

の歳出の２款６項１目出産育児一時金の保険給付費におきまして、過去３年間の実績を参考

に１人当たり42万円35人分で、1,470万円を給付費の歳出で見込んでおります。その給付費の

財源としまして、３分の２の980万円を一般会計から繰り出すものでございます。 

 以上でございます。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁が終わりました。質疑ございますか。12番 鈴木委員。 
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○１２番（鈴木直博君）  12番 鈴木です。出産育児一時金ですが35人というのが過去の平均

というんですか、実績。また同じ人数を計上したという、そういうことでよろしいですか。 

○分科会長（倉部光世君）  濱野国民年金係長。 

○市民課国保年金係長（濱野寛子君）  国民年金係長でございます。 

 まず、平成30年の実績が35件、令和元年の実績が27件、令和２年の実績が36件で平均は33

件でしたけれども、令和３年度の当初の推計の35件と同額として令和４年度も計上をさせて

いただきました。 

○分科会長（倉部光世君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番 山下委員。 

○１４番（山下 修君）  14番 山下です。先ほどの国民年金の加入者の関係ですけども、

2025年が団塊の世代が後期高齢者になってくるということは、それらに向けては後期高齢者

へ移行する方が大幅に増えてくるということで、国保の利用者というのはずっと減少してい

くと、こういうふうに捉えられておるんでしょうか。 

○分科会長（倉部光世君）  濱野国民年金係長。 

○市民課国保年金係長（濱野寛子君）  国保年金係長でございます。 

 委員おっしゃるとおりで、被保険者数は毎年減少傾向になっておりまして、ただ、その高

齢化率というんですか、高齢者65歳以上の方の割合は増えていっているというのが、今の現

状でございます。 

 以上でございます。 

○分科会長（倉部光世君）  14番 山下委員。 

○１４番（山下 修君）  14番 山下です。65歳以上で、やっぱし定年退職とっていう制度が

段々上に引き上げられていたと。それで国保ではなくてほかの保険に加入されていてという

ような方も増えているんじゃないかと思うんですけども、そういった面も国保の加入者の利

用者の人数が減っている減少傾向にあるということに関係しているんですか。 

○分科会長（倉部光世君）  濱野国民年金係長。 

○市民課国保年金係長（濱野寛子君）  国民年金係長、濱野でございます。 

 定年が伸びているのと社会保険から国保に切り替わるときに、２年間の任意継続という制

度がありますので、そちらの任意継続を２年間使われて、その後、国保に入ってくる方もい

らっしゃるので、国保税と任意継続の保険料と比べて、どちらが高いか安いかというのを見

て入ってくる方もいらっしゃるもんですから、それもあって後ろのほうに、年齢が後ろのほ

うになって入ってくるという状況もございます。 
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 以上です。 

         〔「ありがとうございました」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（倉部光世君）  よろしいですか。 

 以上で、（事前）質疑のほうを終了させていただきますが、そのほかございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（倉部光世君）  ないようでしたら、以上で質疑を終わります。ここで執行部は退

席となります。 

 自由討議を終わった後、続けて後期高齢者やらしていただいてもよろしいでしょうか。少

しお待ちください。 

         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（倉部光世君）  それでは、ただいまより議会基本条例第１条第２項に基づき、委

員間の自由討議を行います。市民課の予算について、意見をお伺いいたします。 

 ご意見のある議員は挙手の上、発言をお願いいたします。 

 マイナンバーカード系のことが多いですけれど、12番。 

○１２番（鈴木直博君）  12番。マイナンバーカードの交付についてですが、休日とか、水曜

夜間というのをやった結果、327名増えたという。非常にいいことだと思います。 

 ですから、こういうあれをもうちょっとというのかな、経費も人件費もかかるのかもしれ

ませんが、市民サービスとしては、いい案件じゃないかなと、ほかの分野においても、こう

いったことを進めていっていただいたらいいんじゃないかなと思います。 

 以上です。 

○分科会長（倉部光世君）  そのほか、関連、その他、自由討議ございますか。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですが、自由討議はあれになるか分からんですけど、マイナポ

イントを利用している人って、今いるんですか。 

         〔「確定申告には使います」と呼ぶ者あり〕 

○１６番（横山隆一君）  カードのほうじゃなくて、マイナポイント。 

○分科会長（倉部光世君）  マイナポータルをつくらないといけないので…… 

         〔「そうじゃなくてマイナポイント」と呼ぶ者あり〕 

○１６番（横山隆一君）  カードをもらっただけじゃだめ。 

         〔「交付しないと」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（倉部光世君）  16番。 
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○１６番（横山隆一君）  私がさっき言ったのは、前は住基ネットで、政府大失敗をしてて、

全然だめで、今の制度に変わってきたんだけど、私は、持っていても、保険証、それこそさ

っき言った免許証とかいうことになれば、普及率は、飛躍的に上がっていくでしょうけど、

それ以外の状況としては、私は持っていても、ほとんど利用価値がない現状だと思うんです。 

 これ、やっぱりやっていれば、いろいろ利用できるところがあるんでしょうけど、どうな

んですか、そういった付加価値がついてこないと、普及率って上がってこないのかなという

気がするんですけど。若い人なんか、使うときあるんですか。若い人、保険証（とかなら）

使うでしょうけど。（笑声） 

○分科会長（倉部光世君）  ｅ－Ｔａｘは本当に、あれがあれば簡単にできますので、今スマ

ホで呼び込みだけもできるので、カードリーダーも要らなくて、大変便利にはなっておりま

すけれども、マイナポータルのサイトがすごい分かりづらくて、何に使うのかなっていう感

じは、私もちょっとしてまして、まだいろんな紐づけはしてないですけど、国からのお知ら

せみたいなのがきて、メールが来て、そこそこ開いたり、あとｅ－Ｔａｘやるときも、自分

の保険会社をひもづけたりとか、いろいろあったんですけど、それをやっていると、それで

時間がかかりそうで、やめて今までどおりで（笑声）やるにやりまして、ゆっくりまた見て

みようかなと思っていますけれども。 

         〔「ひもづけすれば」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（倉部光世君）  昨年のデータ使えば、そのままやれるので、あとは口座を紐づけ

ますかっていうのが、ｅ－Ｔａｘをやっていた、最後の日とか出てきて、何かよく分からな

いけど、押してしまいましたけど。 

         〔「口座を」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（倉部光世君）  だから、ポイントはつくのかしらと思ってみたり、ちょっとあれ

は分かりづらいので、一般の方がみんなどんどん取り入れるかというと、もう少しお時間、

とりあえず、カードは皆さんつくっても、そっから先マイナポータルに登録するかというと、

なかなか難しい気がします。１番 東委員。 

○１番（東 和子君）  今、おっしゃるとおり、１番です、まずカードをみんなつくらないこ

とには、動かないというところあって、私も３年前につくったんですけど、でも実際には、

保険とか年金とかで使うときには、マイナカード必要だと書くんで、行政と関わらない限り

は使わないというのが、保険証なんかもそうなんだけど、そうなんだと思います。 

 ですから、行政と関わらなければ、そんなに日常生活は、身分証明書は出したり引っ込め
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たりすることはないので、そのことがしっかり皆さんに伝わっていればいいのかなと、その

程度、その程度というと怒られちゃうかもしんないけど、まだまだマイナンバーカードを普

及するというところまでは、現実問題行ってないんじゃないかなっていう気がします。 

○分科会長（倉部光世君）  とにかく高齢者は持っていたほうが、免許証ない方は持っている

と、家族も何かあったときに、大変便利なので、そういう点も伝えながらやっていかないと、

マイナンバーカード、マイナポータルに行くのには少し時間がかかるのかなと思いますけど。 

○５番（坪井仲治君）  浜松なんかはもともと住民カードというのがあったんですけど、これ

は、身分証明書、免許証返納しても、身分証明書はあったんです、高齢者は。 

 浜松はどれだけ普及しているのか、ちょっと知りたいんです。そういう意味で。身分証明

書としてのマイナンバーカードです。 

         〔「ないでしょう」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（倉部光世君）  カードがあれば、介護保険の手続きとか、家族でも結構簡単にや

っていただく、それがないといろんなもの持っていかなきゃいけないので、その辺、使い勝

手が思いつかないんですけど。 

 だんだん普及して、コンビニ交付は結構やっておりましたけど、楽といえば、確かに楽で

したので、地元にそのときいなくて、ほかで取りたい方とかには便利だと思いますが、これ

いつも言います、経費がすごくかかっていますので、その辺取る枚数と経費という、なかな

かサービスとはいえ、どんどんもう少し利用を進めていただかないと、もったいないのかな

と思います。16番。 

○１６番（横山隆一君）  今のコンビニ交付なんか、今調べたんですけど、全国の自治体の

７割ぐらいしかないんです。ということはどこでもできるわけではない。 

 支所を導入するときも、幾らだったけ、３億だと思う。（とにかく）すごい大きな金をか

けて導入しても、使えないんじゃ意味がないです。コンビニ行かなくても、ここに来ればで

きるわけで、そんなにメリットはあると、私は思わないですけど。反対（討論やりましょう

か）。 

○分科会長（倉部光世君）  ５番。 

○５番（坪井仲治君）  ５番です。少なくとも、ここの交付は待ち時間がありませんので、浜

松なんかですと、半日仕事になったり、名古屋に行くと本当１日仕事、交付になります。そ

ういう意味で、コンビニ交付というのは、都会では喜ぶと思いますけど、今、横山さん言わ

れたとおり、ここではあまり時間的なロスはないと思います。メリットは。 
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 以上です。 

○分科会長（倉部光世君）  昼間ここに来れない方、便利なのかもしれないです。便利と予算

といろんなバランスというのは、すごい難しいかと思います。ほかに、何かご意見あります

か。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（倉部光世君）  ないようでしたら、以上で、市民課の予算に係る審査を終わりま

す。ただいま伺いましたご意見基に、分科会長報告を作成し、一般会計予算決算特別委員会

にて報告させていただきます。報告の作成につきましては、正副分科会長に一任願います。 

 

休憩 午前１０時５６分 

 


