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〔午前 ８時52分 開会〕 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    開会の宣告  

○議長（植田博巳君） 

 皆さんおはようございます。ちょっと早いですけれども、全員お集まりでありますので、始め

させていただきたいと思います。 

 その前に、副議長ですけれども、今日声がガラガラで、心配で抗原検査を受けたところ、陰性

だったんですけれども、今日、今ＰＣＲ検査を受けに行っているということで、ご迷惑をかける

ということで、今日はお休みということで連絡が来ましたので、よろしくお願いいたします。 

 それこそ、まん延防止が昨日で解除されまして、相変わらず感染症はまだ収まっておりません

ので、皆さんもご注意をして過ごしていただきたいなと思います。 

 それでは、ただいまから、議員全員協議会を始めさせていただきます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

２ 市長報告   

○議長（植田博巳君） 

 最初に、市長報告をお願いいたします。 

 杉本市長。 

○市長（杉本基久雄君） 

 おはようございます。今日は、コロナワクチンの関係とか、友好都市人吉市への市制施行80周

年記念式典とかについて、３件ほど私のほうから報告させていただきますが、その前に少し近々

のイベント等の開催状況について、お話をさせていただきます。 

 まず一点目ですが、先週の土曜日、３月19日、新茶祈願祭と併せてまして新茶まつりをミルキ

ーウェイ・スクエアで開催いたしました。 

 今年の一番茶が凍霜害の被害を受けずに高品質で多収穫につながること、それから農作業の安

全、活発な新茶取引と消費拡大を祈念し、新茶まつりでは新茶の手摘み体験や試飲販売、飲み比

べなどのイベントが開催されまして、たくさんの来場者でにぎわっていただきました。 

 また、第２回のお茶ハガキ、デザインコンテストでございますが、こちらについても表彰式を

行いまして、最優秀賞も発表させていただきました。 

 「私と静岡牧之原茶」をテーマに応募された59作品がございましたけれども、その中から各賞

を発表、表彰いたしました。グランプリには榛原中学校の伊藤莉子さんの牧之原のお茶が選出さ

れまして、この茶ハガキは牧之原茶のティーパックを二つ入れて、シティセールスとか消費拡大

の発信に活用していくということで、活用いたします。 

 そうした中で、現在世界的に問題となっております、燃油価格の高騰によります、お茶など永

年性の作物、あるいは施設園芸事業者の収益悪化への対策でありますが、国では支援策として、
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農業者、漁業者を対象にセーフティネット構築事業を実施しているわけであります。 

 この事業は燃油価格が一定の金額を上回った場合、農協業者が積み見立てた積立金に応じて国

から補填金が交付される事業ということであります。申請は農協とか漁協を通して行うことにな

りますけれども、市としても対象者に制度の周知を図るということであります。 

 そういった中ではありますけれども、県が臨時議会といいますか、補正でこのセーフティネッ

トの個人負担分を負担するような補正を組みました。お茶に関しても、今、市からも要請をして

いるわけですが、本当にこの燃油価格の上昇で、粗茶の製造の販売価格の約１割が燃油あるいは

ガス、燃料費なんですね。ということで、非常に大きな打撃を受けるのではないかというような

懸念をしています。粗茶価格に関しては、市場価格になってしまいますので、燃油の分だけ上乗

せできないんですね。というものもあるものですから、ほかの工場製品とは違うということで、

そこは非常に懸念しております。 

 19日の土曜日の静岡新聞の論壇に、旧榛原町の助役だった伊藤さんのお兄さんで、学習院大学

教授の伊藤元重さんの論壇が出ていましたけれども、スタグフレーションというそうなんですが、

原燃料のコストが上がって物価を押し上げていると。しかも一方で物価が上がるというインフレ

状態でありながら、同時に景気が悪いスタグフレーション、不況という状況にあるというような

ことであります。 

 中東戦争のときも、そういったことがありましたし、石油価格の高騰の石油ショックのインフ

レも起きたことがあるということであります。 

 世界経済への影響という意味では、コロナ禍以上の影響になるかもしれないというようなこと

も言われていますので、少し我々もアンテナを高くして、この辺の状況を見守っていく必要があ

るというふうに思います。 

 特に農業関係もそうですが、全ての産業、あるいは生活弱者においても、この物価高というの

は、相当な影響が出てくるのではないかなという気がしますので、議員の皆さんにおかれまして

も、また、いろいろな情報をお耳にしていただいて、情報を寄せていただければ、ありがたいな

と思います。 

 そういう中ではありますが、お茶については、今年非常に寒かったものですから、休眠打破と

いうことで、いいお茶が出てくるのではないかなというものが一つと、それから、３月17日に静

岡県がお茶の機能性に関する研究成果の作成をしたということで、やっと３年ぶりというか、２

年たってやっとこれを出したんですが、ただ、すごく茶の機能性が確認されることが期待されて

いるわけですが、コロナに効くよとか何かとか言うと、またいろいろ消費者庁から言われるとい

うようなことで、消極的なんですが、こんなパンフレットもつくったということですので、また

議員の皆さんにもお分けをしまして、お茶関係の皆さんにもお配りをさせていただいて、お茶の

販売促進につなげていきたいと思っています。 

 ただ、県がたった5,000部しか印刷していないということですので、これもちょっと違うんじ

ゃないの、もっとたくさん印刷したほうがいいんじゃないのと思いますけれども、そんなことで
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ありました。 

 それでは、私のほうから、ワクチンの追加接種の状況を資料１に沿って説明させていただきま

す。 

 昨日の３月21日をもってまん延防止等重点措置の適用が全面的に解除されまして、本日から公

共施設の利用など、ウィズコロナに対応した社会活動を取り戻していくよう、進めていきたいと

考えています。 

 市民の皆さんには、市のホームページ、ＬＩＮＥ等を通じてまん延防止等重点措置の終了に伴

う市長メッセージを発出させていただいたところでございます。 

 ワクチンの３回目接種につきましては、19日の土曜日も一般の集団接種を実施したほか、接種

790人ですね、それから翌20日、日曜日には５歳から11歳の小児ワクチンの接種を開始をしまし

て、254人が接種されました。 

 心配されていた反ワクチン活動による混乱もなく、スムーズな会場運営ができたということで

あります。当日は牧之原警察署がパトロールで会場敷地と周辺を巡回いただいたところでありま

すので、感謝しているところでございます。 

 市といたしましては、今後も市民の皆さんが安心してワクチン接種ができる環境を整えるため

に、当面の間、会場スタッフに混乱対応職員を増員配置して、不測の事態に備えてまいりたいと

考えております。 

 引き続き、集団免疫の獲得に向けて、ワクチン接種を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、友好都市熊本県人吉市市制施行80周年記念式典についてであります。 

 友好都市の熊本県人吉市から、３月27日、日曜日に行われます人吉市市制施行80周年式典並び

に新庁舎落成式にご案内をいただきましたので、私と植田議長とで出席をしてまいります。 

 行程といたしましては、前日お昼過ぎの鹿児島便で向かいまして、27日の式典終了後、同便で

静岡空港へ戻るというスケジュールで行ってまいります。 

 牧之原市と人吉市は、相良氏をご縁に、昭和の時代から官民問わず幅広く交流を続け、平成

23年10月には災害時の応援協定を締結いたしまして、令和２年７月４日の九州南部の豪雨災害の

際、また令和３年５月１日の当市竜巻等災害においても、総合支援を行ってまいりました。松岡

隼人人吉市長をはじめ、人吉市の皆様と、より一層の友好交流、支援関係を築いて親交を深めて

いきたいと思いまして、表敬訪問をしてまいります。 

 よろしくお願いいたします。 

 それから、いよいよ桜のシーズンでありますが、勝間田川の桜、この標準木が勝田川の戸塚橋

の左岸の下流側の、たしか２本目だったか３本目が標準木になっておるわけでありますが、昨日

21日に勝間田川沿いの桜の開花を確認したということであります。開花宣言をしたわけですが、

これは昨年より４日遅い開花であるということであります。 

 今年も、昨晩から桜が散るまでの期間、午後６時から午後９時まで、ライトアップを行ってお

りますので、また夜桜も楽しんでいただければと思います。 
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 以上であります。 

○議長（植田博巳君） 

 ありがとうございます。 

 今、市長報告に対して、ほかのことでも結構ですけれども、ご質問がありましたら、お願いい

たします。 

 木村議員。 

○６番（木村正利君） 

 先ほどの市長の原油価格の高騰のところに関連してですが、私も仕事柄、環境のことをやって

おりまして、今、大分それに影響された中で、鉄のスクラップの価格が結構高騰していまして、

近年、いろいろなところを見ますと、各家庭にいろいろな回収業者が回っているんですが、ちょ

っと懸念するところですと、外国人だから云々じゃなくして、結構そういった方が、自分はそう

いう関係でよく見てしまうんですけど、いろんな防犯上のところについて、スクラップの価格が

高騰しているという中で、市としても、そこら辺のこと、いらいないものをと言いながら、結構

家の中へ入ってきたり、そういうところも懸念するものですから、またそこら辺を市長のほうも

警戒じゃないんですが、していただければ、関連して、石油価格の高騰と同時に、スクラップの

価格も結構上がっているということで、いろいろなところの家へ回っているのが見受けられます

ので、またそこら辺も、気にしていただければありがたいかなということです。 

 以上です。 

○議長（植田博巳君） 

 杉本市長。 

○市長（杉本基久雄君） 

 そういったことも、当然あろうかと思います。関係課において、そういった周知をさせるよう

にいたします。 

○議長（植田博巳君） 

 太田議員。 

○12番（太田佳晴君） 

 昨日をもってまん延防止等重点措置の適用が解除ということで、これは非常に明るいといえば

明るいニュースなんですけど、ただ、牧之原市の状況を見ていると、結構毎日10人規模で出てい

るんですけれども、これというのは、前に市長と話したとき、積極的に牧之原市はしっかり検査

しているので、どうしても数が増えるよというようなお話も聞いたんですけど、実際、どういう

状況なんですか。改善されてきているというふうに取ればいいのか、今後について、やっぱり気

をつけていかないといけないものですかね、どんな状況なんでしょうか。 

○議長（植田博巳君） 

 杉本市長。 

○市長（杉本基久雄君） 
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 毎日ＬＩＮＥで、市の公式ＬＩＮＥアカウントから感染状況を出させていただいていますが、

確実にピークアウトはして、下がってきているという認識でいます。昨日も４名ということであ

りましたけど。 

 ただ、三連休中ということで、検査本数も少ないのかなとは思いますけれども、決して予断を

許す状況ではないというふうには思っていますけど、県下の中の牧之原市の数字に関しては、検

査体制をしっかりしている中で、ベストスリーくらいに陽性者が減ってきています。これという

のは、裏腹に、今朝、部長情報会議でもお話しさせていただきましたけれども、ワクチン接種の

接種率が、県下の中でもベストワンかツーかくらい進んでいるんですね。ですから、市民の皆さ

んがワクチンに対する積極性というのが、感染防止を図ろうという、その意識が高いなと、私は

思っています。そういったのも含めて、結果が出てきているというふうに思います。 

 ただ、オミクロンのツーというのも出ているので、そういった意味では楽観視はできませんけ

れども、確実にそういった効果が出てきているというのが一点と、それからまん延防止措置が解

除されました。これからは、私はやっぱりウィズコロナということで、コロナと共存する経済活

動をしていかなくてはならないというふうに思っていますので、徐々に気をつけながら経済活動

を戻していきたいと思っていますし、草競馬大会についても、これについては実施をしたいとい

うことで、先週の活性化センターの理事会でも開催するということで決定したというふうに伺っ

ていますので、そういった意味では、徐々に戻していかなくてはならないなというふうに思って

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（植田博巳君） 

 太田議員。 

○12番（太田佳晴君） 

 やはり、市長が今言われたように、ウィズコロナということで、市民の皆さんに、気をつける

ポイントというのはしっかり周知しながら進めていってもらいたいなと思いますので、よろしく

お願いします。 

○議長（植田博巳君） 

 ほかにはよろしいですか。 

           〔「なし」と言う者あり〕 

○議長（植田博巳君） 

 それでは、市長報告はこれで終了させていただきます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

３ 議長・関係議員・委員会報告 （１） 会議等の結果 

○議長（植田博巳君） 

 それでは次に、議長・関係議員・委員会報告をお願いしたいと思います。 

 最初に会議等の結果をお願いします。 

 まず、私のほうからさせていただきたいと思いますけれども、２月17日、東遠工業用水道企業
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団の議会がございました。議案は２件でございます。１件は、令和４年度の東遠工業用水道会計

予算でございます。給水事業者が17社、年間総給水量が294万9,060立米ということでございます。 

 工業用水道の収益が１億7,470万4,000円ということで、事業費用が１億6,826万6,000円という

ことで、643万8,000円の黒字になることを予定しております。 

 議案第２号は、水道事業設置に関する条例の一部改正ということで、一日最大給水量を

8,410トンに決定するという内容で、２案とも採決の結果、可決しております。 

 それから、２月24日ですけれども、自衛隊入隊者激励会がございまして、入隊者が２名でござ

います。１名の方は22歳の方で、陸上自衛隊のほうに配属され、18歳の方は海上自衛隊というこ

とで、昨年もたしか２名だったと思いますけれども、今年も２名ということで、激励をさせてい

ただきました。 

 ２月25日が、榛原総合病院組合の議会がございまして、議案は全部で６議案が上程されて、全

て可決しております。 

 その中で、榛原総合病院の事業会計予算ですけれども、事業収益が９億9,356万6,000円、費用

が10億7,756万8,000円ということでございます。資本的収入は４億1,684万8,000円で、支出が６

億8,351万6,000円という内容でございます。 

 それから、２月27日、男（ひと）と女（ひと）のフォーラムということで、い～らで行われま

して、落語家の笑福亭学光師匠による、笑いでコミュニケーションづくりの講演がございました。

コロナ禍で行われて、人数制限を設け、密を避けての開催ということで、参加された議員の皆様、

お疲れさまでございました。 

 それから、２月28日が大井川広域水道企業団の運営協議会に出席いたしました。企業団の経営

状況の報告もございまして、水道施設の耐震化、それから県の榛南水道との統合の報告、施設更

新計画、今後の用水供給料金の在り方について、報告がございました。 

 ３月12日、2020東京五輪ホストタウン記念講演会ということで、午前中はサーフスタジアムの

ほうでの視察、午後はい～らのほうで、県広報コンクールで最優秀賞を獲得したＵＳＡサーフィ

ン五輪事前合宿の映像を上映と、アメリカのサーフィン代表チームと牧之原市をつないだＵＳＯ

Ｃ、元日本代表駐在員のジョン・オオモリ氏と、大阪体育大学の学長の原田宗彦氏からの講演が

ございまして、大変いい講演だったと思っております。 

 最後に、３月19日、市長報告にありましたとおり、牧之原茶の新茶祈願祭がいこっとでござい

ました。 

 以上、私のほうからの報告とさせていただきます。 

 中野議員。 

○13番（中野康子君） 

 ２月24日ですけれども、牧之原市菊川市学校組合議会がございました。 

 議案第１号は静岡県の市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更に

ついて。それから、第２号議案が、令和４年度牧之原市菊川市学校組合会計予算、２億7,400万
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2,000円、全て皆さん賛成でありました。 

 それから、３月３日ですけれども、大井上水道企業団議会がありました。 

 やはり日程第１が、静岡県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変

更について。それから、令和４年度大井川水道企業団水道事業会計予算。これが３億7,368万

4,000円の予算計上がありまして、全て賛成で合意いたしました。 

 以上です。 

○議長（植田博巳君） 

 原田議員。 

○10番（原口康之君） 

 ２月16日、御前崎市牧之原市学校組合の議会がありました。 

 議案は、令和４年度一般会計予算を含む５件、全てにおいて全員賛成で可決されました。 

 以上です。 

○議長（植田博巳君） 

 石山議員。 

○１番（石山和生君） 

 ２月18日、東遠広域施設組合議会に私と種茂議員で出席いたしました。 

 来年度の予算案などの議案が提出され、全て可決されました。その後、施設の案内があり、見

学をしてまいりました。 

 以上です。 

○議長（植田博巳君） 

 私のほうからもう一件。３月２日、吉田町牧之原市広域施設組合議会がございました。 

 議案は全部で６議案上程されまして、全て可決しております。その中で、第４号議案が、一般

会計の予算ということで、予算が20億2,613万1,000円でございます。その中に、外壁の補修工事

ということで、１億7,000万円が計上されておりまして、その中で、中長期的な更新計画ができ

ていないということで、それを早速つくるようにというようなことで、委員のほうから質問が出

て、それに対して、今、事務局のほうで検討しているというような内容でございました。 

 以上です。 

 ほかにはよろしいですか。 

           〔「なし」と言う者あり〕 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

３ 議長・関係議員・委員会報告 （２） 議会運営委員会 

○議長（植田博巳君） 

 次に、議会運営委員会からの報告をお願いいたしたいと思います。 

 大石議員。 

○14番（大石和央君） 
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 議会運営委員会です。 

 議会運営委員会、２月17日、３月４日、３月15日と開会をいたしまして、２月定例会の日程が

主なものであります。この記載のとおりでありますので、詳細は割愛させていただきます。既に

終わっておりますけれども。 

 以上です。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

３ 議長・関係議員・委員会報告 （３） 総務建設委員会 

○議長（植田博巳君） 

 次に、総務建設委員会、お願いいたします。 

○12番（太田佳晴君） 

 ３月７日に付託議案審査が行われましたけれども、これについては、10日の本会議で委員長報

告をさせてもらいました。３月17日と18日に付託議案審査を行いましたけれども、これについて

は24日の最終日、委員長報告とさせていただきます。 

 以上です。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

３ 議長・関係議員・委員会報告 （４） 文教厚生委員会 

○議長（植田博巳君） 

 次に、文教厚生委員会、お願いします。 

○13番（中野康子君） 

 この３月24日に、第二次牧之原市総合計画のうち、政策、健康福祉のうち、政策１の子育て支

援の充実につきまして、委員会におきまして、各委員から調査研究項目が挙げられております。

その形で、３月24日に勉強会を、母子衛生保健事業、それから妊産婦の通院等支援事業等、感染

症対策、それからその事業につきましての内容を、勉強会を行う予定であります。 

 以上です。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

３ 議長・関係議員・委員会報告 （５） 議会広報特別委員会 

○議長（植田博巳君） 

 次に、議会広報特別委員会、お願いします。 

○10番（原口康之君） 

 議会広報特別委員会です。 

 ３月４日に、次号に向けて、スケジュール、ページ割等の検討をいたしました。 

 以上です。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

３ 議長・関係議員・委員会報告 （６） 議会改革特別委員会 

○議長（植田博巳君） 
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 次に、議会改革特別委員会、お願いいたします。 

 議会改革特別委員会の委員長がいないものですから、副委員長のほうから。 

○14番（大石和央君） 

 委員長に代わりまして、報告いたします。 

 まず、議会基本条例の見直しということでやってきたわけですけれども、皆さんのほうから、

それぞれ意見を出していただきまして、それをまとめたということです。 

 本日は、その議会基本条例の検証ということで、やっていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（植田博巳君） 

 ありがとうございます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

４ 協議事項 （１） ２月定例会議員発議について 

○議長（植田博巳君） 

 次に、４番の協議事項に入ります。 

 （１）２月定例会議員発議について、牧之原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正する条例について、説明をお願いします。 

 事務局次長。 

○事務局次長（本杉裕之君） 

 それでは、資料１をご覧ください。 

 こちらですけれども、１番に改正理由、２番に改正文（案）、次のページに、改正部分の新旧

対照表をつけてあります。 

 改正理由につきましては、何度か説明させていただいておりますけれども、令和３年の人事院

給与勧告に準じ、議員の期末手当に関し、支給月数を0.15月引下げるとともに、令和３年度の引

下げに相当する額を令和４年６月期の期末手当から減額する改正を行います。 

 ※に書いてありますように、支給月数については、６月期、12月期ともに0.075月引き下げる

ことで、0.15月の引下げとなるよう、調整をします。 

 もう一つの※として、令和４年６月期の期末手当については、改正後の支給月数により算定さ

れる額から、令和３年12月期に支給された期末手当の額に182.5分の15を乗じて得た額を減じた

額となるよう、附則において特例措置を定めます。 

 下の改正文ですけれども、この条例の第４条第２項の182.5という数字を175に改め、附則につ

いて、先ほど説明した６月期の支給額から減じますよということを説明文が附則でついておりま

す。 

 それで、明後日の本会議の最終日に発議を挙げる形を取りたいんですけれども、議員全員の皆

さんの賛成がいただけるかと、あと、発議者の確認、こちらの確認をお願いしたいと思います。 

 以上です。 
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○議長（植田博巳君） 

 ありがとうございました。 

 発議者については、副議長ということで、お願いすることとしております。ご本人、出て来れ

ると思いますので、また出て来れないようでしたら、そこら辺の取扱いというのは。 

 副議長が発議者ということでなっておりますけれども、当日出て来れると期待しておりますが、

もし来れないようでしたら、今までの事例がないということですから、いかが諮っていけばよろ

しいでしょうか。 

 私の考え方は、議運の委員長に発議者となっていただきたいと思っておりますけれども、皆さ

んそれでよろしいでしょうか。 

           〔「異議なし」と言う者あり〕 

○議長（植田博巳君） 

 それでは、副議長がもし欠席だった場合、議運の委員長ということでお願いしたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

 事務局次長。 

○事務局次長（本杉裕之君） 

 今の発議の件ですけれども、全員賛成でよろしいか確認を。 

○議長（植田博巳君） 

 すみません、この発議の件について、全員賛成ということで、お願いをしたいと思いますけど、

よろしいでしょうか。 

           〔「異議なし」と言う者あり〕 

○議長（植田博巳君） 

 全員賛成ということで、お願いします。 

 協議事項は以上で終了でございます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

５ その他   

○議長（植田博巳君） 

 ５のその他でありますけれども、私のほうから一点。 

 今、学校再編計画の策定ということで、パブリックコメントも終わって、この前、最終的な報

告がございました。それを皆さんの意見をまとめて、今、市のほうに来年度以降に関わる協議、

基本構想、基本計画について、私のほうで今、調整しておりますので、意見をまとめたもので市

のほうに要望書、あるいは要請書になるか、まだあれですけれども、一応提出していきたいとい

うふうに考えておりますので、皆さんよろしくお願いしたいと思いますけど、よろしいですか。

調整しておりますので。 

 また結果については報告して、皆さんに諮って、全会一致で提出したいと思っておりますので、

よろしくお願いします。 
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 ほかにはありますか。 

 事務局長。 

○事務局長（原口 亨君） 

 すみません、一点だけご報告をさせていただきます。 

 大井議員ですが、今、入院されて治療されているわけですけど、当初の予定ですと、23日に一

旦退院をして、通院しながら治療を続けていくということだったようですが、どうも腰の手術を

されるということで、引き続き入院をしたままで、28日に腰の手術をされるということです。そ

の後、リハビリ等しまして、今の予定ですと、４月中旬ぐらいには退院できるのではないかとい

うことで伺っております。 

 入院が続きますので、本会議でありますとか、委員会、協議会等、しばらく欠席ということに

なりますので、皆さんにその点、お知らせをいたします。 

 以上です。 

○議長（植田博巳君） 

 ありがとうございます。 

 大井議員におかれましては、早く元気になって、ここの席に戻ってきていただきたいなと思い

ます。 

 ほかは、その他はいいですか。 

           〔「なし」と言う者あり〕 

○議長（植田博巳君） 

 それでは、これで議員全員協議会を終了したいと思います。お疲れさまでございました。あり

がとうございました。 

〔午前 ９時29分 閉会〕 


