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   ・再開 午前  ９時４４分 
   ・休憩 午前 １０時０５分 
   ・再開 午前 １０時０６分 

・休憩 午前 １０時２０分 
   ・再開 午前 １０時２１分 

◎閉会 午前 １０時２２分 
４．出席委員名 
 委 員 長     戸張光枝  
 副委員長 武藤倫雄 
 委  員 髙橋まゆみ、大野興一、佐藤弘一、村山正弘、山本重幸 
議  長 永末厚二 

５．欠席委員氏名 
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 事務局長 大津真琴   局長補佐 釼持潤子 
７．説明のため出席した者の職・氏名 
 町 長 大島 清 
副町長 関口大樹 
教育長 高瀬 浩 



企画総務統括監 石田勝夫、くらし産業統括監 久木正、健康福祉統括監  
松田正、都市建設統括監 中本雅博、消防長 安田昌利、企画課長 秋山雄

一、企画課主幹 野本陽、総務課長 森田範仁、生活安全課長 高山睦男、

いきいき長寿課長 小林薫子、健康増進課長 野口則晃、アグリ推進課長 大

野正人、元気まちづくり課長 斉藤雅之、都市計画課長 渡邉研一、DX 推進・

新庁舎整備室長 澤田勝、消防次長 畑安昭、消防総務課長 前田廣 
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開会 午前 ９時００分 

○戸張光枝委員長 皆様、おはようございます。 

  お忙しい中ご参集いただきまして、ありがとうございます。 

  本日の協議事項は、町内視察、小貝戸用水伏越し改修工事工事箇所、また、ポーライト様

移転予定地を予定しております。また、議案の審査、またそのほか所管事務調査について協

議したいと思っております。何とぞよろしくお願い申し上げます。 

  また、開会前にお願いがございます。 

  新型コロナウイルス感染症対策として、出入口の扉の開放及び窓を少し開けておきますこ

とをご了承ください。また、マスク等につきましても原則着用とし、発言する際はマイクの

向きを調整していただき、着座で発言していただきますようご協力をお願いいたします。 

  それでは、ただいまから総務建設産業常任委員会を開会いたします。 

  本日、本委員会の傍聴につきまして申出があった場合は、新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため、許可しないことといたします。 

  ここで、付託されました案件の審査に入る前に休憩いたしまして、現地の視察を行いたい

と思いますが、本日予定しておりました小貝戸用水伏越し改修工事の工事箇所につきまして、

先に現地入りしてくださいました職員の方によりますと、この大雨で足元が大変ぬかるんで

いる状況で、大変危険だということをご報告受けております。 

  足元が悪いため危険と判断しているんですけれども、また、ポーライト様の建設予定地視

察も含め、本日の天気の状態を見て視察に適さないと思っているんですが、いかがいたしま

しょうか、お諮りいたします。 

  ご意見ある方、よろしくお願いします。 

〔「中止でいい」と言う人あり〕 

○戸張光枝委員長 中止というお声がございますが、よろしいでしょうか。 

  村山委員。 

○村山正弘委員 小貝戸の用水路については、昨年やった用水路と位置関係が分からないんだ

けれども、どこら辺というところか。自分で勉強しろと言われればそれまでですが。 

○戸張光枝委員長 企画課長。 

○秋山雄一企画課長 ２年前施工の本村用水については、もう少し下流になります。小貝戸用

水は一つ上流側ででして、場所的にいうと、細田山から真っすぐ行った大針橋より下流の場

所です。位置的には２年前の本村用水より上流の箇所になります。 
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○戸張光枝委員長 村山委員。 

○村山正弘委員 押田さんの店があるでしょう、沿いの。あの真東ぐらいになるのかな。 

○戸張光枝委員長 企画課長。 

○秋山雄一企画課長 セカンドガーデンさんを真東に見たら、もう少しだけ下流です。栄側と

言えばいいでしょうか。場所的にはそんなところです。 

○戸張光枝委員長 村山委員。 

○村山正弘委員 分かりました。 

  それで、ポーライト様のほうは、用地は車の中からでも見れたら見たほうがいいと思うん

だけれども、どうですか。 

〔「必要ない。雨の中行く……」と言う人あり〕 

○村山正弘委員 必要ないって、今私の発言中です。 

○戸張光枝委員長 村山委員のほうからの車の中からでもというようなお話がありましたが、

いかがでしょうか。 

  佐藤委員。 

○佐藤弘一委員 見る見ないも、これで判断すると思うんですけれども、もし見なかったら、

地図というか、拡大した、この辺ですというのを出してもらえますか。 

○戸張光枝委員長 執行部側、どうでしょう。 

本日、ポーライトの建設予定地に関しましては、消防署のところから見られるというような

お話もございまして、それ含めていかがでしょうか。 

  村山委員。 

○村山正弘委員 私は見ておいたほうがいいと思いますけれどもね、これ大事なことなんで。 

○戸張光枝委員長 お一人お一人伺いします。 

  山本委員。 

○山本重幸委員 今日ね、見ておいて何があるの。民間だし、もう決まっているでしょう、大

体。これ、町がちゃんとそれに対して、もしね、その場所に対して何かクレームをしたり、

何かそういうことあるのかどうかで。それをできるんだったら我々見てね、その場所をこう

してほしいということ言えるんだけれども、これ民間でやっているんでしょ。民間でやって

いる、それをさ、何も言うことができない状況の中で行ってね、その場所を今見たって何の

意味もないと私は思いますけれども。場所、大体地図で分かっているんでしょ、地図で。そ

れを見て…… 
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○戸張光枝委員長 はい。少し意見が分かれておりますので。 

〔「ちょっと今」と言う人あり〕 

○戸張光枝委員長 佐藤委員、すみません。 

○佐藤弘一委員 話は出てきていると思うんですけれども、例えば仮にね、町民から聞かれた

場合、やはり携わっているではないですか。どの辺の本社からこちらのどの辺へ来たと概略

説明できるような感じのほうが私もいいかなとは思うんですね。 

○戸張光枝委員長 そうですね。それは紙面上でもいいということでよろしいでしょうか。 

○佐藤弘一委員 はい。 

○戸張光枝委員長 ほかの方はご意見ございませんでしょうか。 

  村山委員。 

○村山正弘委員 私も、佐藤委員が言うような、図面ででも確認できていれば僕もいいです。 

○戸張光枝委員長 よろしいでしょうか。 

  では、本日予定しておりました小貝戸用水伏越し改修工事とポーライト様の建設予定地の

視察につきましては、降雨のため現場状況と足元が悪い、危険と判断いたしまして、中止と

いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「結構です」と言う人あり〕 

○戸張光枝委員長 これより休憩いたします。 

 

休憩 午前 ９時０６分 

 

再開 午前 ９時０８分 

 

○戸張光枝委員長 休憩を解いて会議を再開いたします。 

  企画総務統括監。 

○石田勝夫企画総務統括監 今日視察される予定地について資料もご用意してありますので、

資料に図面等もございますので、そういうものでよろしければご提供したいと思います。 

○戸張光枝委員長 ありがとうございます。 

  佐藤委員、よろしいでしょうか。 

○佐藤弘一委員 はい、了解です。 

○戸張光枝委員長 はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 
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  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前 ９時０９分 

 

再開 午前 ９時３０分 

 

○戸張光枝委員長 休憩を解いて会議を再開いたします。 

  今、執行部からポーライト様の説明資料が配られたと思います。ご覧になっていただきま

して、質疑のある方は挙手をお願いいたしたいと思います。 

  村山委員。 

○村山正弘委員 この航空地図で拝見しますと、民家があるところはきっちり避けたという形

で、消防署のところを入っていったところのあそこ２軒あるところ、２軒だったっけ、この

図で。そういう形、コンビニも避けたという形で、この青いところが用地だっていう解釈で

よろしいですか、見方として。 

○戸張光枝委員長 元気まちづくり課長。 

○斉藤雅之元気まちづくり課長 委員おっしゃるとおりでございます。今回の対象地は、青い

ラインが入っているところになります。５ページでいきますと、赤い枠で囲っているところ

が対象地になりますので、ローソンと消防署のすぐ南側の２軒の家については対象外という

ふうになっております。 

○戸張光枝委員長 村山委員、よろしいですか。 

○村山正弘委員 はい、分かりました。 

○戸張光枝委員長 ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○戸張光枝委員長 ないようですので、これでここは終わります。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前 ９時３２分 

 

再開 午前 ９時３３分 
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○戸張光枝委員長 休憩を解いて会議を再開いたします。 

  審査に入る前に、大島町長よりご挨拶をいただきたいと思います。 

○大島 清町長 改めまして、おはようございます。 

  今日はちょっとあいにくの雨になっちゃいまして、視察に行くのかなと思いまして下で準

備をしていたら、急遽中止になりましたということでした。この雨では仕方がないなと思い

ました。 

  今、お話があったかと思いますけれども、視察をしたつもりで、ポーライトも話があった

のかなと思いますけれども、ポーライト、それから伏越しの工事はちょっと足元が非常に悪

いということもありますので、仕方がないかなと思っております。本来ですと、見ていただ

いて、１万坪の大きさを、スケールをちょっと見てもらえれば本当によかったかなと思って

おりますが、後ほど天気のいい日にでもご覧をいただければと思っております。 

  今日、総務建設産業常任委員会を開催をしていただきまして、ありがとうございます。 

  新聞等で毎朝私見ておりますけれども、随分コロナの感染の数も少なくなってきたな。今

日の新聞では３人でした。3,105人という数字でありましたけれども、全体的に見ても非常

に少なくなってきたことは事実であるなと思っております。皆さんが注意をして感染をしな

いように、あるいはワクチンを打ったりということでの対応だなということと、マスクのこ

といろいろ言われておりますけれども、皆さんが注意をしてしっかりとした対応した、その

成果だなと改めて思っているところであります。 

  これからもしっかり指導しながら、子供たちにも感染しないように注意を払ってまいりた

いと思っております。どうぞご指導のほどよろしくお願い申し上げます。 

  それでは、どうぞ、今日は第34号議案、ご提案をさせていただいておりますので、皆さん

方のご意見をいただきながら、しっかりとした行政運営してまいりたいと思いますので、忌

憚のないご意見を賜りますようお願いを申し上げて、挨拶といたします。どうぞよろしくお

願い申し上げます。 

○戸張光枝委員長 ありがとうございました。 

  次に移ります。 

  当委員会に付託された案件は、議案１件であります。これを議題といたします。 

  なお、本会議における提案説明並びに自宅での審査期間もありましたので、直ちに質疑に

入ります。 

  それでは、第34号議案 令和４年度伊奈町一般会計補正予算（第３号）の所管事項につい
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て質疑を行います。 

  ６ページの歳入全般について、質疑はありませんか。 

  武藤副委員長。 

○武藤倫雄副委員長 歳入、一番下の雑入のところで、自治総合センターコミュニティ助成金

ですね。これ、宝くじ事業かなと思うんですが、この100万円という金額は、住民団体から

の応募がなかった、これしかなかったということになるんでしょうか。この金額というのは

どのように決まってくるんでしょうか。 

○戸張光枝委員長 消防総務課長。 

○前田 廣消防総務課長 こちらの100万円の金額につきましては、上限が100万円ということ

であらかじめ設定されているものでございます。 

○戸張光枝委員長 武藤副委員長。 

○武藤倫雄副委員長 何かこの助成金の宝くじのホームページを見ると、項目が７つぐらいあ

って、青少年育成事業とか、それぞれに募集申請をして獲得するような助成金になっていた

かと思うんですが、伊奈町から申請したカテゴリーが上限が100万円であったということに

なるんでしょうか。 

  あと１点、これは、一般の住民団体とかが町に対して応募したり申請したりという経由し

て助成金を獲得するということはできない種類のものになるんでしょうか。 

○戸張光枝委員長 消防総務課長。 

○前田 廣消防総務課長 カテゴリー的には、これ一般財団法人の自治総合センターの宝くじ

の社会貢献広告事業、コミュニティ助成事業ということで助成申請となっておりますので、

今回、消防のほうからは、こちらのほうへ助成の申請をしたものでございます。 

○戸張光枝委員長 武藤副委員長。 

○武藤倫雄副委員長 そうすると、２つ目の、これは行政からしか申請ができない。行政を経

由する形で一般の団体の人は申請ができないものになっているのか、また、伊奈町ではそう

いった取扱いをしていないのかというところを確認させていただきたいんですけれども。 

○戸張光枝委員長 消防総務課長。 

○前田 廣消防総務課長 申し訳ございません。確認をいたしますので、お時間いただければ

と思います。 

○戸張光枝委員長 暫時休憩いたします。 
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休憩 午前 ９時４０分 

 

再開 午前 ９時４０分 

 

○戸張光枝委員長 休憩を解いて会議を再開いたします。 

  消防総務課長。 

○前田 廣消防総務課長 今回の助成につきましては、消防団の育成事業ということで、消防

のほうから助成の申請を行ったものでございます。 

○戸張光枝委員長 武藤副委員長。 

○武藤倫雄副委員長 はい、ありがとうございます。 

○戸張光枝委員長 村山委員。 

○村山正弘委員 国・県の支出金4,405万3,000円の内訳として、１項２目にコロナワクチン接

種費負担金で4,297万円、２項３目に新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助

金で108万3,000円となっているんですけれども、基本的なところですけれども、負担金と補

助金の区分けというのはどういう形で分かりやすく事業、例えば今回４回目のワクチン接種

に当たっての補正だと思うんですけれども、負担金になるものと補助金になるものの事業と

いうのはどんなものか、具体的にお願いします。 

○戸張光枝委員長 健康増進課長。 

○野口則晃健康増進課長 負担金と補助金の区分けのところなんですけれども、３回目の、今

回の12、17歳の３回目の追加接種も含まれておりますけれども、負担金というのはおおむね

ワクチンを接種する、直接接種する負担金に係るものになります。補助金については、コロ

ナワクチン接種に係る事務費という形で、おおむねその辺で区分けをしていただければと思

います。 

  以上でございます。 

○戸張光枝委員長 村山委員。 

○村山正弘委員 そうすると、負担金のほうは医療機関にお支払いするお金ということでいい

んですか。 

○戸張光枝委員長 健康増進課長。 

○野口則晃健康増進課長 おっしゃるとおりでございます。 

○戸張光枝委員長 村山委員。 
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○村山正弘委員 はい、分かりました。ありがとうございます。 

○戸張光枝委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○戸張光枝委員長 質疑がありませんので、次に移ります。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前 ９時４３分 

 

再開 午前 ９時４４分 

 

○戸張光枝委員長 休憩を解いて会議を再開いたします。 

  続いて、歳出に対する質疑に入ります。 

  ７ページの第１款議会費について、質疑はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○戸張光枝委員長 質疑がありませんので、次に移ります。 

  ７ページから９ページまでの第２款総務費に移ります。 

  ただし、第３項戸籍住民基本台帳費を除く総務費について、質疑はございませんか。 

  武藤副委員長。 

○武藤倫雄副委員長 ８ページの自治振興費、ウクライナ避難民支援事業ということで、翻訳

ツールの費用と説明を受けているかと思います。 

  二、三日前、埼玉県のほうの発表で、コニカミノルタさんからライセンスを無償提供受け

て、それを自治体にも使ってもらうというのが出ていたんですが、当町ではそのライセンス

は使えないんでしょうか、予定してないんでしょうか。 

○戸張光枝委員長 生活安全課長。 

○髙山睦男生活安全課長 コニカミノルタの翻訳機能の関係ですが、生活安全課のほうでも要

望して、現在１台使える状態にはなってございます。それとは別に、今回、チャットツール

のほうを予算計上させていただきました。 

○戸張光枝委員長 武藤副委員長。 

○武藤倫雄副委員長 あと１点、そのすぐ下なんですが、防災諸費、自宅療養者等支援事業な

んですが、今回、年明けてからの、いわゆる第６波と呼ばれるところでかなりの数が当町で
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も出たんですが、その辺の実績的なものが少し、数字があれば教えていただきたいんですが。 

○戸張光枝委員長 生活安全課長。 

○髙山睦男生活安全課長 自宅療養費の食料支援の関係ですが、実績が、令和３年９月からス

タートしまして、現在、５月までの配送の箱数ですと78箱、１箱９食入っていますが、78箱

を配送している状況でございます。 

○戸張光枝委員長 武藤副委員長。 

○武藤倫雄副委員長 はい、ありがとうございます。 

○戸張光枝委員長 次に、村山委員。 

○村山正弘委員 今のところでダブるところですけれども、自宅療養者支援事業の需用費30万

円の今の７箱とかいう、それは何なんですか、ワクチンか、何なのか。 

○戸張光枝委員長 生活安全課長。 

○髙山睦男生活安全課長 こちらは、コロナに感染した方で自宅から出れなくなったご家庭に、

食料をご自宅まで配送しております。カップ麺だったり、あとレトルト食品とか、消毒液と

かトイレットペーパーとか、そういったものを配送しております。 

○戸張光枝委員長 村山委員。 

○村山正弘委員 分かりました。 

  私の周りにでも陽性者がいまして、陽性判断を受けると手厚く、食料とかそういうものを

受けたんですよなんて話があって、これかなと思いながら質問させていただきました。 

  もう１点ですけれども、７ページの総務管理費で、企画費のＤＸ推進事業で709万1,000円

の委託料がここで補正という形になっていますけれども、この内容についてどのようなもの

か、質問いたします。 

○戸張光枝委員長 ＤＸ推進・新庁舎整備室長。 

○澤田 勝ＤＸ推進・新庁舎整備室長 住民課のところのフロアにコンビニ交付対応のマルチ

コピー機、要するにマイナンバーカードを使って住民票や印鑑証明が取れる、そういった機

器を整備するための予算でございます。 

  以上です。 

○戸張光枝委員長 村山委員。 

○村山正弘委員 そうすると、この議案が成立しましたら、即これを設置していくっていう作

業に入るんですか。 

○戸張光枝委員長 ＤＸ推進・新庁舎整備室長。 
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○澤田 勝ＤＸ推進・新庁舎整備室長 すぐに手配はするんですけれども、一番早く入ったと

しても年明け、２月以降になるかと思います。なぜかと申しますと、世界的な半導体不足と

いうものがございまして、機器の手配に時間がかかるというふうに、メーカー各社から言わ

れておりますので、２月の使用開始を目指して進めたいと思っております。 

  以上です。 

○戸張光枝委員長 村山委員。 

○村山正弘委員 はい、結構です。 

○戸張光枝委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○戸張光枝委員長 質疑がありませんので、次に移ります。 

  10ページの第５款農林水産業費について、質疑はございませんか。 

  村山委員。 

○村山正弘委員 今日視察予定だった小貝戸用水路の伏越し工事の補正ですけれども、これの

予算的には、３月に組んだ予算で5,522万円でしたか、全額国庫補助という解釈しているん

ですが、それでよろしいですか。そこ、まず予算的なところ。 

○戸張光枝委員長 アグリ推進課長。 

○大野正人アグリ推進課長 こちらの工事につきましては、国の補助と県の補助がそれぞれ入

っております。国の補助につきましては50％、対象の50％が国の補助となっておりまして、

県の補助が14％を見込んでおります。 

  今回の補正分につきましては、単独費分の増加ということで、国のほうの補助はございま

せん。 

  以上でございます。 

○戸張光枝委員長 村山委員。 

○村山正弘委員 そうすると、737万円の工事は追加されたもの、内容があるんですか、そこ

をお願いいたします。 

○戸張光枝委員長 アグリ推進課長。 

○大野正人アグリ推進課長 今回の工事につきましては、当初、開削工法といいまして、池田

用水や本村用水で行った工法ですね。開削して工事するということを予定しておりましたが、

直近に橋があることなどを加味いたしまして、埼玉県の河川管理者と農林振興センター等と

協議を進めた結果、推進工法に改めております。その関係で今回、増額となったものでござ
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います。 

  以上でございます。 

○戸張光枝委員長 村山委員。 

○村山正弘委員 そうすると、これ、先ほどの国が50％、県が14％で、あと36％が自主財源と、

町の財源という形で組まれている5,522万円の比率で、今回、県のほうの補助も将来受けれ

る形になっていくんですか。 

○戸張光枝委員長 アグリ推進課長。 

○大野正人アグリ推進課長 こちらの工事につきましては、伊奈町全体の伏越しの工事費、こ

ちらの総事業費が既に決まっておりまして、今回の小貝戸用水が最後になります。したがい

まして、全体の工事費の残りの部分で工事をさせていただく関係上、国庫補助及び県の補助

金が増えるということは考えられないので、単独費のみの措置となります。 

  以上でございます。 

○戸張光枝委員長 村山委員。 

○村山正弘委員 私は、その都度予算の段階で、組む段階で、この工事には例えば6,000万円

かかりますよと、国とか県に申請して補助を決めていくかと思ったんですけれども、そうす

ると総額で、綾瀬川の用水路の総額で、例えば２億円とか３億円とかの中で、残りは最後の

工事で、残りのお金を使ってやるという解釈でいいですか。 

○戸張光枝委員長 アグリ推進課長。 

○大野正人アグリ推進課長 委員おっしゃるとおりでございます。 

○戸張光枝委員長 村山委員。 

○村山正弘委員 はい、了解しました。 

○戸張光枝委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○戸張光枝委員長 質疑がありませんので、次に移ります。 

  11ページの第７款土木費について、質疑はございませんか。 

  大野委員。 

○大野興一委員 先ほどは失礼しました。 

  土木費の中のウクライナ避難民居住支援事業ですが、具体的に受入れの体制があるのでし

ょうかということと、受入れした後ですね、その後の居住等の準備というのも考えられてい

るのか、その辺をお聞きしたい。 
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○戸張光枝委員長 生活安全課長。 

○髙山睦男生活安全課長 ウクライナ避難民の関係ですが、受入れにつきましては今現在、予

定はございませんが、予算成立後に出入国在留管理庁に、伊奈町がこういった支援をします

という情報提供を行います。そうしますと、入国管理庁のほうで避難民とマッチングを行っ

て、成立すると避難民の方が来るという流れになっております。 

  住宅の関係ですが、国のほうにまず一時滞在している方がいて、マッチングして伊奈町に

もし来た場合には、伊奈町のほうで住宅、今年度につきまして、県民活動総合センターや、

あとは民間の賃貸住宅のほうを確保して、そこで住んでいただくというふうに考えておりま

す。 

○戸張光枝委員長 大野委員。 

○大野興一委員 上尾市辺りでは、何ていうんですか、つてで居住をされているような方もい

らっしゃるようなんですが、そういうことは現在は見当たらないということでしょうか。 

○戸張光枝委員長 生活安全課長。 

○髙山睦男生活安全課長 上尾市に避難されている方なんですが、おっしゃるとおり、知り合

いの方がいて、そこに避難してきたということはあるんですが、伊奈町では今現在、そうい

った情報は入ってきてございません。 

○戸張光枝委員長 大野委員。 

○大野興一委員 もし、そのような状態が起こってきたときは受入れをするということでよろ

しいですか。 

○戸張光枝委員長 生活安全課長。 

○髙山睦男生活安全課長 受入れにつきましては、基本的には国のほうの支援の流れで考えて

はございましたが、もしそういった方が来た場合には、国や県とも相談しながら、検討して

いきたいと考えております。 

○戸張光枝委員長 大野委員。 

○大野興一委員 分かりました。ありがとうございます。 

○戸張光枝委員長 ほかに質疑ありませんか。 

  村山委員。 

○村山正弘委員 今の大野委員の質問ありましたが、この248万円の予算、使用料及び賃借料

で計上した、これは何戸ぐらいの住宅を考えているのか、何人規模の収容を考えているのか

というのを教えてください。 
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○戸張光枝委員長 都市計画課長。 

○渡邊研一都市計画課長 248万円の関係ですけれども、４人家族を想定しておりまして、県

民活動総合センターについては１部屋、洋室のバス・トイレ付の４人部屋を想定しておりま

す。その後のアパート借り上げについても、２ＤＫの部屋を１室ということで想定をしてお

ります。 

  以上です。 

○戸張光枝委員長 村山委員。 

○村山正弘委員 はい、結構です。 

○戸張光枝委員長 ほかに質疑はありませんか。 

  武藤副委員長。 

○武藤倫雄副委員長 最後に、確認なんですが、今、当町にいらっしゃる外国人の方等々の中

にウクライナ出身の方はいらっしゃるんですか。 

○戸張光枝委員長 生活安全課長。 

○髙山睦男生活安全課長 ６月１日現在ですと、ウクライナの国籍の方は住民登録はされてい

ません。 

○戸張光枝委員長 武藤副委員長。 

○武藤倫雄副委員長 はい、ありがとうございます。以上です。 

○戸張光枝委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○戸張光枝委員長 質疑がありませんので、次に移ります。 

  11ページの第８款消防費について、質疑はございませんか。 

  村山委員。 

○村山正弘委員 消防関係は来年度、広域化に入っていくということで、備品関係も上尾市の

消防と同一のものとか、そういうレベルにいくと思うんですけれども、今回、非常備消防費

として109万2,000円が備品購入費として補正されたんですけれども、これについて、上尾市

と伊奈町の現在の消防の非常備消防費との比較でどうなんですかということと、内容はどう

なんですかということを聞きたいです。 

○戸張光枝委員長 消防総務課長。 

○前田 廣消防総務課長 非常備消防費と申しますのは、消防団関係の費用でございまして、

今回109万2,000円というのは、バルーン式の投光機、これを助成申請したところ、助成がか
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なったもんですから、そちらの費用として109万2,000円を計上させていただいております。 

○戸張光枝委員長 村山委員。 

○村山正弘委員 結構です。 

○戸張光枝委員長 大野委員。 

○大野興一委員 広域消防に変わっていて、むしろ自治消防のほうが充実していかなければな

らないかと思われますけれども、今、現状はどうなんですか。高齢化とか、あるいは団員が

なかなか集まらないとか、その辺りは。 

○戸張光枝委員長 消防総務課長。 

○前田 廣消防総務課長 現在、伊奈町消防団は、定数74名のところ、現在70名消防団員さん

がおります。そして、年齢構成につきましては、20代から70代までの団員さんが３つの分団

で活動し、活躍していただいております。 

  今後につきましては、74名まで、定数まで団員さんの募集ということを計画していくのと

同時に、３つの分団のそれぞれ活動に対する消防団の力といいますか、消防団の均等な力と

いうのも計画の中に入れ込んで、しっかりと消防団の活動を、消防広域化後もしっかりとで

きるよう取り組んでいきたいと考えております。 

○戸張光枝委員長 大野委員。 

○大野興一委員 ありがとうございます。 

○戸張光枝委員長 ほかに質疑はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○戸張光枝委員長 質疑がありませんので、次に移ります。 

  12ページの給与費明細書について、質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○戸張光枝委員長 質疑がありませんので、質疑を終わります。 

  続いて、討論を行います。 

  第34号議案のうち、所管事項に対する反対意見の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○戸張光枝委員長 次に、賛成意見の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○戸張光枝委員長 発言がありませんので、討論を終わります。 

  これより採決を行います。 
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  第34号議案 令和４年度伊奈町一般会計補正予算（第３号）のうち所管事項について、原

案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○戸張光枝委員長 起立全員です。 

  よって、第34号議案のうち所管事項について、原案のとおり可決すべきものと決定いたし

ました。 

  以上で、総務建設産業常任委員会に付託された議案の審査は全て終了いたしました。 

  ここで執行部の退席をお願いいたします。 

暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時０５分 

 

再開 午前１０時０６分 

 

○戸張光枝委員長 休憩を解いて会議を再開いたします。 

  次に、協議事項のその他に移ります。 

  所管事務調査について協議に入りたいと思います。 

  まず初めに、日にちについて協議をいたしたいと思います。 

  例年ですと、10月の初旬もしくは中旬というような予定で行っているんですけれども、い

かがいたしましょうか。 

  今、お手元に行事予定が出ているかと思うんですが。 

〔「初旬、中旬」と言う人あり〕 

○戸張光枝委員長 初旬か中旬という。11日の週、18日の週、いかがでしょうか。 

〔発言する人あり〕 

○戸張光枝委員長 いかがでしょうか。 

○佐藤弘一委員 そうですね、初旬と中旬でもって、最初だと13、14日とかね。あとは、その

次に、あそこの……、18日あたりでも…… 

○戸張光枝委員長 では、今、13、14日、木、金、もしくは17、18日、月、火というご意見が

ございましたが、いかがでしょうか。 

〔「17、18日に」と言う人あり〕 
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○戸張光枝委員長 17、18日がいいというようなご意見が２人目出ましたが、いかがでしょう

か、よろしいでしょうか。 

〔「月、火でいいんじゃない」と言う人あり〕 

○戸張光枝委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○戸張光枝委員長 では、10月17、18日、月曜日、火曜日ということで日にちは決定いたしま

した。 

  続いて、テーマに移ります。 

  今まで行った視察先の一覧を用意していただきましたが、何かございますでしょうか。 

  今回、武藤副委員長のほうから様々資料を寄せていただきまして、視察先、資料を整えて

いただいたんですけれども、それもご覧になっていただいたほうがよろしいかと思うんです

が、今、飛びましたでしょうか。 

〔「ええ、見た」と言う人あり〕 

○戸張光枝委員長 このことにつきまして、武藤副委員長のほうからご説明いただいてもよろ

しいでしょうか、すみません。 

○武藤倫雄副委員長 何かたたき台になればと思って、私なりに、私が興味あることを羅列し

てみました。 

  １つ目は、防災の関係です。 

  こういった時期ですので、資源循環と、あと創エネルギー、再生可能エネルギーとか太陽

光とかっていうんじゃなくて、それ以外の形の何かエネルギー政策も勉強したいなと思って、

ちょっと上げさせていただきました。 

  あと、４つ目の八ッ場ダムは完成が、長年かかってやっと完成したということで、利根川

水系、伊奈町も利根川水系に入ってくるので、そういったところもいいのかなと。 

  あと、５番目の深谷テラスは、最近、新聞とかでも出ているように、新しくできた農業体

験とかもできるような、あとは地元の農業推進なんかを一堂に集めたような新しいものがで

きたということで、少し上げてみました。 

  ６つ目の水産は陸上養殖、伊奈町は川とか海があって養殖ができるわけではないんですが、

陸地の上で水産業をやっているっていうのが見受けられたので、それも可能性としてはある

のかなと思って興味を持ちました。 

  あと最後は、公共交通ですね。伊奈町の公共交通、課題もいろいろ持っているところもあ
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る中で、１つの選択肢としてデマンド型の乗合タクシーというのが出てくるかと思うので、

実際に見たことがなかったので上げさせていただきました。 

  ７つぐらいですね、テーマ。ここ資料をつけさせていただいたんですが、これを見たいと

いうわけではなくて、こんなことをやっているところがあるよというところなので、場所を

特定するというつもりでつけた資料ではないですので、そこは皆さんのご意見を賜りながら

と思っております。 

  以上です。 

○戸張光枝委員長 ありがとうございます。 

  ７点テーマをご提供いただきましたが、いかがいたしましょうか。 

  佐藤委員。 

○佐藤弘一委員 一番最後のデマンドなんかも、この辺だと北本市がやっていますけれども、

調査だとかそういうのは行ったことないんですよね。ですから、１つの候補で。高齢者も多

くなり、ひとつどうかなと思っています。あとは、皆さんに意見聞いて。 

○戸張光枝委員長 いかがでしょうか。 

  参考までにということで候補地が上がっていますけれども、割と近いところなので、日帰

りというのもあるのかなっていう気もいたします。 

○戸張光枝委員長 村山委員。 

○村山正弘委員 テーマとしてね、カーボンロスとか、あるいは災害対策とか、そこら辺で、

ここ出ていますけれども、そういうような形で２つぐらいテーマを決めて、事務局のほうに

候補地を選んでいただくというのもいいかと。 

○戸張光枝委員長 というようなご意見が出ましたけれども、では、テーマをまず２つ絞ると

いうような形でよろしいでしょうか。 

  デマンドタクシーも見てみたい気がすごくしますけれども…… 

〔「話には聞くけれども、内容が分からない」と言う人あり〕 

○戸張光枝委員長 そうですね。 

〔「１つ、白岡市のほうでもやっている」と言う人あり〕 

○戸張光枝委員長 やっていますね。 

  どういう取り方をしましょうか。 

  創エネルギー関係か災害対策かデマンド、水産陸上養殖も興味あります。 

  たくさんいいのを出していただいたので、ちょっと決めかねるところがありますが、ご発
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言なさっていない委員の皆様、もしここということがあればぜひ。 

  大野委員。 

○大野興一委員 私は、水産、農業で、これを見たいな。 

○戸張光枝委員長 ６番。 

○大野興一委員 というのは、伊奈町の近辺も昔はね、川の養殖とかそんなのやっていたこと

があるようですので、そういう都市近辺の農業の広がりみたいなもので面白いのかなと。 

  これ見ていますと、山のほうが多いんですけれども、平地でも、岩槻区辺りでもやってい

るところがあったような気もしますけれどもね、というのは私の興味です。 

○戸張光枝委員長 はい、ありがとうございます。 

  髙橋委員、いかがでしょうか。 

○髙橋まゆみ委員 どれも興味があって、ちょっと絞れなかったんですけれども、例えば近場

で日帰りとなると、２日間行くということはないんですか。それはない、１回は１回なんで

すかね。 

○大津真琴事務局長 ちょっとバスの手配があるので、要望としては１泊２日で出ているんで

すよね。 

〔「なので、連続だったらという」と言う人あり〕 

○佐藤弘一委員 行って帰っても行って帰っても大丈夫なの。 

〔「だと思います」と言う人あり〕 

○大津真琴事務局長 それも可能だということです。 

○戸張光枝委員長 はい、ありがとうございます。 

  興味のあるテーマはまだ絞られてないということ。 

○髙橋まゆみ委員 そうですね。大野委員、水産とおっしゃったんですけれども、水産はない

かなと思っていたんですが、それ以外はどれも興味があるところなので、２日間で４か所行

ければなというふうに考えています。 

○戸張光枝委員長 山本委員、何かありますか、テーマを今決めているんですけれども。 

○山本重幸委員 しゃべっているとね、ほとんど聞こえないんだけれども…… 

○戸張光枝委員長 申し訳ありません。 

○山本重幸委員 ただね、これって決定するの、これはある程度絞って、どんなことを研修し

たいか絞って、それでもって、あとは正副委員長と議会事務局長とか相談して決めていただ

いた場所、丁寧にさ、こういった場所を提示してもらってはいるんですけれども、やはり何
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を視察したいかということだけ決めて、あとはお任せするという形のほうが決めやすいかと

思いますよ。 

○戸張光枝委員長 はい、分かりました。 

○山本重幸委員 だから、環境だったら環境とかね。 

○戸張光枝委員長 そうですね。まだばらけていますけれども。 

○山本重幸委員 防災もいつかやったことあるんだよね。環境とか防災とか、そういった何を

したい、何を視察したら伊奈町にとっていいんでしょうかということをちょっと考えてする

と。 

○戸張光枝委員長 今、聞いている中で、災害対策と、あと創エネルギーが重なっているかな

というふうに思うんですけれども、その２つのテーマでよろしいでしょうか。 

  よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○戸張光枝委員長 大丈夫でしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○戸張光枝委員長 では、その２つのテーマで行きたいと思います。 

  今、日帰りで２日間というお話もございましたが、それはどういたしましょうか。 

  村山委員。 

○村山正弘委員 １泊２日がいいよ、やはり。行って帰って、また行って帰ってというんじゃ、

大変だから。 

○戸張光枝委員長 １泊２日のほうがいいというようなお話がございましたが、それでよろし

いでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○戸張光枝委員長 では、日にちとテーマと、あと期間が決まりましたので、まとめさせてい

ただきます。 

  日にちは10月17月曜日、18日火曜日で、１泊２日で行います。テーマは、災害対策と、ま

た創エネルギーについてということでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○戸張光枝委員長 では、決まりましたので、次に移ります。 

  ほかに委員の皆様から何かございますでしょうか。 

〔発言する人なし〕 
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○戸張光枝委員長 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時２０分 

 

再開 午前１０時２１分 

 

○戸張光枝委員長 休憩を解いて会議を再開します。 

  消防総務課長。 

○前田 廣消防総務課長 先ほど大野委員さんよりご質問がありました消防団の関係につきま

して、訂正をさせていただきたいと思います。 

  先ほど私のほうから、消防団の定数が74名のところ、現在70名ということでお答えさせて

いただいたんですけれども、本年度、４名退団いたしまして、２人が新たに入団いたしまし

たので、定数としては72名ということで訂正をさせていただきたいと思います。失礼しまし

た。 

○戸張光枝委員長 大野委員、よろしいでしょうか。 

○大野興一委員 現況についてですか。 

○戸張光枝委員長 消防総務課長。 

○前田 廣消防総務課長 現有数として72名でございます。 

〔発言する人あり〕 

○戸張光枝委員長 定数が74名ということで。 

○前田 廣消防総務課長 はい。定数は74名、現有数が72名でございます。失礼しました。 

○戸張光枝委員長 大野委員、よろしいでしょうか。 

○大野興一委員 はい、結構です。 

○戸張光枝委員長 ありがとうございました。 

  続きまして、閉会の前に、副委員長より挨拶をお願いいたします。 

  武藤副委員長。 

○武藤倫雄副委員長 大変お疲れさまでございました。 

  以上です。 

○戸張光枝委員長 これをもって閉会といたします。 

  大変お疲れさまでした。ありがとうございました。 
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閉会 午前１０時２２分 

 


