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（１）所管事務調査

　□本年度執行中の主要工事の進捗状況調査

（２）現地調査について
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○嘉喜山副委員長 おはようございます。 

それでは、皆さんおそろいですので、ただいまから、産業厚生常任委員会を開催いたしま

す。まず初めに、委員長より御挨拶をいただきます。 

○鷹野委員長 皆さんおはようございます。閉会中の所管事務調査ということで産業厚生、御

案内のように、今回は、一応、今年度の発注済みの公共事業といいますか、その状況、進

捗を調査するということで、事前にですね、タブレットに、21件ほど工事を並べておりま

す。そういった中で、今回はですね、皆さんに選定していただいて、公共事業の進捗率、

この辺を調査したいというふうに思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。で

は、もう早速議題といいますか、入らしていただきます。まず、いろんな課からですね、

公共事業、今年度の主立った事業、皆さんにタブレットでお送りしたと思います。それで、

先ほども述べましたように、この中から数件を選定して、その辺の調査をするということ

にしたいと思うんですが、そういう方法でよろしいでしょうか。 

（「はい」と言う者あり） 

○鷹野委員長 いいですか。うん。そしたらですね、21件ほどある中で、皆さんここ、ここを

見てみたいというのを、順番にちょっと列挙して。 

まずですね、どうしよう、何件行くか、で、この中では建設課、農林課、商工観光課、水

産課、4つの課があるわけですが、まあ一つ、課から一つずつ選定して、5か所 1、2、3、4

か所か。4か所を回るか、それとも、地域で選定するか、それとも、どういうふうなことが

いいかということなんですが、この、事業を見てみますと、一応、道路改修舗装工事等々、

建設課はあります。交通インフラの公共事業ですし、農林課にしてみたら、災害復旧から農

道、水産課は港湾事業、商工観光課はやすらぎの、山出憩いの里温泉の工事というふうにな

っております。どういう選定がよろしいでしょうか。 

山下委員。 

○山下委員 希望のある方が希望を述べていただいて、で、あとはもう委員長がまとめてやっ

てもろたらいいんやない。大体、そがいに五つも六つも回れんので、三つか四つぐらい。

それとよ、まずその日、例えば、1日使うのかとか、日程の調整もあるんで、あれよね、ま

ず決めてからよね、その数を。 

○鷹野委員長 まず、うん。そしたら、1人ずつ聞いてまいりましょうか。どこを見たいかって

いうことで。 

そしたら、佐々木委員から。 

○佐々木委員 私は商工観光課の 12番、山出憩いの里温泉やすらぎ交流館ですか。そこと、そ

れから魚神山漁港と、それから網代。これ金額が 1番大きいんで、一応この 3か所。 

○鷹野委員長 山下議員。 

○山下委員 私は、まずやすらぎは入れてほしいということで、あとは、二つか三つ、皆さん

の意見に従います。 

○鷹野委員長 中野委員。 

○中野委員 はい、特にはございませんが、皆さんからちょこちょこ出よるんで、皆さんが要

望に従って決めていただいたらと思います。 

○鷹野委員長 少林委員。 

○少林委員 はい。なるべく、いろんな課を私も初めてですので見てみたいと思います。その

中では、まずは水産課のほうでは、先ほどどなたかも言われましたが、非常に、なかなか

大きいので、魚神山そして近くの網代。そして、私ちょっと林業、山のことを見たことが

ないので、そこんところを入れていただいたら、ありがたいと思います。 

○鷹野委員長 えっと、林業いうのは林道、林道のこと。となると 19か 20。 

少林委員。 
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○少林委員 はい。時間的にあれかもしれませんが。 

○鷹野委員長 まあ、この辺ですかね。 

はい。吉田委員。 

○吉田委員 はい。私は一応課別にですね、できれば 4か所回れるようであれば、課別に回っ

ていきたいなと思ってます。商工観光課が山出、それから水産課については、魚神山、網

代が一つですかね。それから農林課については、19、20、21の中で、地域的なところでい

くと御荘地区なのかなと、まあ、それか一本松地区ですか、どちらかで選択していただけ

ればいいのかなと思います。 

○鷹野委員長 はい。副委員長。 

○嘉喜山委員 はい。私は、12番の山出憩いの里温泉と、後網代、魚神山。それ以外は、特に

ありません。 

○鷹野委員長 はい。ありがとうございます。今皆さんの意見を聞きますと、12番の山出憩い

の里温泉が、まず決定です。あと、網代、魚神山の港湾事業。これの 3か所ですが、2地域

ですか、これは決定したいと思います。あと、農林課のほうの少林委員から、ちょっと、

山のほうということがあったんですが、この辺は皆さんどうでしょう。今、3か所ですが、

主立っては二つっていうことで、もう一つぐらいは、最低ほしいかなとは思うんですが。 

山下委員。 

○山下委員 コースがまず、内海方面でこれ三つ行けるんで、ほて、帰ってきて一本松行って、

さあ、例えば午前中に、9時からやるんやったら済むのか。10時からやったら絶対無理や

けんね。それか 8時からやって、午前中で終わらすのか。それぐらいですよね時間、タイ

ムスケジュールは。 

○鷹野委員長 はい。佐々木委員。 

○佐々木委員 となると 21番の平山地区ですか。農道新設工事、これを行きしにこれかけて、

魚神山に回ったら済むじゃないかな思うんですけどね。 

○鷹野委員長 はい、今、12、17、18、21あたりが出たんですが、まず日程調整ですが、まず

この事業に対しまして、各課からの机上審査をここでしまして、そのあと現地視察、調査

っていうことにしたいと思うんですが、その流れでまずよろしいでしょうか。 

（「はい」と言う者あり） 

○鷹野委員長 で、1日で終わらすのか、それとも 2日にかけるのか、その辺はいかがでしょう

か。 

山下委員。 

○山下委員 それは 1日で。 

○鷹野委員長 はい。ほたら机上審査と現地視察は、1日で終わらすということでよろしいでし

ょうか。 

（「はい」と言う者あり） 

○鷹野委員長 はい。そしたら日程的にはですね、まず魚神山方面に行きまして、行きか帰り

か、御荘平山の農道新設工事、そして山出ということで、その後ここに帰りまして、まと

めをするという流れでよろしいですか。 

（「はい」と言う者あり） 

○鷹野委員長 はい。ほしたら、そのような形にしたいと思います。えっと、箇所はもうそれ

でよろしいですか。 

（「はい」と言う者あり） 

○鷹野委員長 少林委員よろしいですか。 

○少林委員 いいです。はい。 

○鷹野委員長 はい。そしたらですね。一応視察はですね、12番 17番 18番 21番。この 4か所
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を調査に当たるということで決定いたしたいと思います。 

はい。それではですね、続きまして現地調査、机上審査と（2）番ですが、日時なんです

が、調整、議長の。 

中野委員。 

○中野委員 5日と 26日はちょっと避けていただいたら。 

○鷹野委員長 何日ですか。 

中野委員。 

○中野委員 月曜日。7月の 5日と、26日。 

○鷹野委員長 ワクチン言うたね。 

中野委員。 

○中野委員 ワクチンです。ちょっと、はい。 

○鷹野委員長 月曜日以外がですね。 

   はい。中野委員。 

○中野委員 月曜日 2日間、5日と 26日です。 

（発言する者あり） 

○鷹野委員長 それでいいですか、日程的にはどうでしょう。出来たらですね、梅雨時期、ど

のぐらい雨がっていうこともあるんで、大雨なんか行くっていうのもなんなんですが、も

し日程を決定いたしまして、大雨の予想ということはまた日をずらすという流れにはした

いと思うんですが、梅雨開けがいいのか、あんまり向こう行きよったら暑過ぎるかなって

いう。 

中野委員。 

○中野委員 もう 7月入ったら一緒で、7月入ったらもうそう変わらんので、もう梅雨明け、後

半ぐらいのほうが、安定して、天気があれやないですかね、あんまり前半に行くと梅雨が

まだ前線が、まあ、そこらあたりは適当ですから分かりませんが。 

○鷹野委員長 はい。少林議員。 

○少林委員 こういうのって、年に 1回だけなんですか。 

○鷹野委員長 いやそんなことないです。はい。ですから閉会中で、今出してるのは、その執

行中の進捗状況っていうことで、また 9月定例があって、閉会中、また今度はこれをした

いというのがあれば、またその閉会中の調査ということになりますんで、今、産業厚生

云々ってありますけど、工事だけでなくて産業厚生やったら、例えば障がい者の施設を見

るとか、商店街の活性化、そっち方面するとか、いろいろ分野はあると思うんですよ。そ

ういったことで、いろいろと、また行きたいっていうか、現地見たいとか、こういう調査

をしたいっていうことがあれば、言っていただければ、その方向で進めたいと思います。

もちろん開会中でもいいんですよ。例えばその、9月定例に上程した、議題に対して、開会

中に、そこの現場に行くというような調査方法もありますんで。うん。その辺はまた、御

検討をお願いいたしたいと思います。日程のことに関してですが、今、梅雨明け前後あれ

で、もう委員長に任すっていう意見がありました。大体、じゃあ委員長一任ということで

よろしいでしょうか。 

（「はい」と言う者あり） 

○鷹野委員長 そしたら、オブザーバーの議長の日程を調整しつつ、7 月の後半あたり大まかに。

7月の後半あたりを、一応日程に加えたいと思います。 

はい。議長。 

○原田議長 総務文教も所管事務調査をやる予定なんで、出来たらなるべく早いうちに、日程

のほうは決めていただいたら、ありがたいと思います。 

○鷹野委員長 分かりました。そしたらなるべく早めに日程は決めたいと思います。 
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そしたらですね 7月後半辺り、中旬から後半辺りに、日時は決定いたしまして、その日に

各課による机上審査、そして現地調査という、次回流れにしたいと思います。それでよろし

いですか。 

（「はい」と言う者あり） 

○鷹野委員長 はい、そしたら、そのようにさしていただきます。（3）番、その他何かありま

せんでしょうか。 

少林委員。 

○少林委員 すいません。今後のことなんですけど。 

○鷹野委員長 所管事務調査。 

少林委員。 

○少林委員 職業の安定所じゃないや、職安みたいなとこあるやないですか。 

（発言する者あり） 

○鷹野委員長 少林委員。 

○少林委員 あそこんとこ、すごいいっぱいあるんですけど、本当に人がいなくて、誰もだか

ら求めないと、利用せんと、そういう状況になってて、そういう人たちに今どういう状況

なのかっていうのを調べたらいいのかなと。雇用状況がどれくらい困っているのかなとか。

はい、今後のことで。 

○鷹野委員長 はい。うん。まあその辺、もしあれやったら。今雇用状況、割と愛南町内で企

業って言うたら、割とハードな厳しいっていうのがあって。 

少林委員。 

○少林委員 じゃないらしくて、そこにいらっしゃる方に聞いたら、そのお金や給料が悪いと

か、待遇が悪いけん出ないのか、そうじゃないと。お金も待遇もいいんだけれど、人材不

足なんだということを、あそこの係の方は、言われておられました。 

○鷹野委員長 職種によって、言い分はちょっと。 

はい。中野委員。 

○中野委員 ちょっと雑談ならんように、それなら、その他で後で。雑談みたいになるんやっ

たら休憩とってやってもらったほうがやっぱり。 

（発言する者あり） 

○鷹野委員長 うん。そしたら、その件については、またといいうことで。ほかに、その他あ

りませんでしょうか。 

（「なし」と言う者あり） 

○鷹野委員長 よろしいですか。 

○嘉喜山副委員長 そしたら、協議も終わったようなので、これをもちまして産業厚生常任委

員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

 

 

 

          産業厚生常任委員会委員長 


