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○議長（茅沼隆文） 

 皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員は１２名です。定足数に達し

ておりますので、これより平成２５年開成町議会第１回定例会３月会議（第２日目）

の会議を開きます。 

                    午前 ９時００分 開議 

○議長（茅沼隆文） 

 日程第１、一般質問を行います。質問、答弁は、簡潔にお願いいたします。  

 それでは、２番、高橋久志君、どうぞ。  

○２番（高橋久志） 

 ２番議員、高橋久志です。通告しております、私の一般質問は２項目でございま

す。それでは、１項目の質問を行います。 

 住宅リフォーム助成制度の創設で住居環境の向上を、の件でございます。  

 地域住民が住宅のリフォームを行った場合にその経費の一部を自治体が助成す

るものであります。すそ野の広い住宅関連産業への新たなリフォームを促進し、住

居環境の向上と住宅の改善を容易にするとともに、中小零細企業の支援と地域経済

の活性化を図る目的で住宅リフォーム助成制度を創設しているところでございま

す。 

 全国の自治体での実施状況は、２０１２年８月時点で、全国建設労働組合総連合

によると、４県と４９０の市町村とのことであります。全国的に住宅リフォーム助

成制度の創設が拡大している状況になってきております。  

 近隣では、南足柄市、中井町、湯河原町で実施されているところでございます。 

 お隣の南足柄市のことを触れまして、質問させていただきたいと思います。南足

柄市の補助金額は、補助対象リフォーム工事２０万円以上５０万円未満で一律５万

円、５０万円以上では、一律１０万円を補助しております。耐震改修とリフォーム

の両方を工事する場合、おのおのの補助率、補助金額で補助を受けられる制度とな

っているところでございます。  

 ２点についてお伺いします。住宅リフォーム助成制度の創設について、伺うもの

でございます。補助率、補助金額は、市町村によって異なっていますが、地域経済

の活性化、住居環境の向上のために、開成町で創設することを提言するものでござ

います。 

 ２点目は、創設での適用範囲は、増改築や台所の改修、給湯設備工事、オール電

化、屋根のふきかえ、塗装、畳がえ、耐震改修プラスリフォーム工事などへの拡大

も視野に入れて、業者や利用者を踏まえて対応してはどうでしょうか。  

 ３点目は、現在、開成町でも進めておりますけれども、住宅耐震改修促進計画の

設定目標と促進内容や実態について伺うものでございます。  

○議長（茅沼隆文） 

 町長。 

○町長（府川裕一） 
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 それでは、高橋議員の質問にお答えします。質問の①と②について関連がござい

ますので、あわせて回答させていただきたいと思います。住宅リフォーム補助制度

につきましては、結論から申し上げますと、平成２３年と同じく現段階では、創設

する考えはありません。 

 理由の一つ目、公平性の観点から、住宅リフォーム制度の対象となる業者だけが

利益を受けるという点。 

 二つ目、経済の活性化の観点から、同種の制度が重複しているのに、さらに制度

を創設する必要性があるかという点であります。  

 以上の点から、現段階では、創設する考えがないことを結論として先に申し上げ

たいと思います。 

 それでは、詳細について、説明をいたします。  

 一つ目の公平性の観点ですが、開成町の業種別の事業所数ですが、平成２１年度

の経済センサス基礎調査によれば、リフォームに関連のあると推測される事業所は、

建設業で７５事業所、全事業所に占める割合は１０．４％、従業員数では３５７人、

全従業員に対する比率は４．７％と尐なく、大多数はほかの業種が占めております。

このように一部の業種に対して助成することは、雇用の拡大等には通じるところは

あるとは思いますが、その部門だけをターゲットにした制度の創設は公平性に欠け

るものと考えております。  

 続いて、二つ目の経済の活性化の観点ですが、国の施策では、住宅エコポイント

制度があります。また、住宅リフォーム関係では、高齢者向けの返済特例制度、優

良住宅取得支援制度等の融資に関する助成及び減税等の支援制度も制定をされて

おります。 

 神奈川県においては、太陽光発電に関する家庭用太陽光発電導入促進事業があり

ます。また、開成町では、平成２３年度に創設した木造住宅耐震改修工事等補助に

よる、耐震改修工事による地震への備えの確保、体の不自由な方など、バリアフリ

ー化が必要な場合には、福祉関係で行う居宅介護住宅改修、重度障害者住宅設備改

良費助成制度の利用による住環境の改善、地球環境を考えた省エネルギー対策や、

環境保全の面からは、開成町住宅用太陽光発電システム設置費補助金、開成町合併

浄化槽装置整備補助金及び開成町雨水浸透桝設置補助金制度があります。なお、こ

れらの事業には、各種融資制度も充実しております。このような状況の中、住宅改

修にはさまざまな助成制度がありますので、さらに新たな住宅リフォーム制度助成

を導入することは、公平性の観点、経済の活性化の観点や、同様な制度が重複して

いることを踏まえると、現時点では、制度を創設する必要性が認められないと判断

をしております。 

 ③につきまして、お答えします。住宅耐震改修促進計画策定の背景でありますが、

昭和５６年６月の建築基準改正法に伴って強化された、新耐震基準に基づいて建て

られた建物は、阪神淡路大震災クラスでも、倒壊に至るような大きな被害が尐なか

ったことを受け、平成１８年１月に、建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正、
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施行され、建築物の計画的な耐震化を図るため、耐震改修促進計画の策定が求めら

れました。これを受けまして、神奈川県では、平成１８年度に、神奈川県耐震改修

促進計画を策定し、開成町においても、将来における建築物の耐震診断及び耐震改

修の促進を図るため、平成２２年度に開成町耐震改修促進計画を策定いたしました。 

 本計画の目的は、新耐震基準導入以前の、既存建築物の耐震化を図り、町民の生

命、財産を守り、安全性の向上を計画的に促進することを目的としております。  

 本計画の設定目標と促進内容についてではありますが、開成町耐震改修促進計画

は、耐震改修促進法に基づき設定し、建築物の耐震化の目標として、平成２１年度

当時の耐震化率７５％、平成２７年度には、９０％まで引き上げることとしており

ます。これにより対象となる住宅の数は８５０戸となります。  

 最後に耐震改修の補助の実態についてでありますが、平成２３年度は１件、平成

２４年度は３件の合計４件の補助を行いました。  

 なお、補助を受けずに建て替えや、取り壊し等を行った住宅を加えると、平成２

４年１月１日現在、１０４戸の住宅が耐震化されており、耐震化率としては７６．

５６％となっております。  

 以上であります。 

○議長（茅沼隆文） 

 高橋久志君。 

○２番（高橋久志） 

 再質問を行います。冒頭にもお話しいたしましたけれども、住宅リフォーム助成

制度、この件について、触れてお話をさせていただきたいと思います。  

 住宅リフォーム助成制度は地域経済の活性化及び住環境の向上の促進を図るた

め、町民が地元施工業者にリフォーム工事を依頼し、実施したときに、その費用の

一部を自治体が助成する制度でございます。  

 住宅リフォーム助成制度については、私は、平成２２年３月会議の一般質問でも

取り上げてきたところでございますが、その当時については、創設に残念ながら至

っていないのが実態でございました。  

 そこで次の点について質問させていただきます。ご承知のように、住宅リフォー

ム工事等では、大手業者に工事単価で太刀打ちできない状況になっているというふ

うに伺っております。小さい工務店などは、仕事がとれません。このような状況で

ございます。 

 開成町における、地域経済の活性化を踏まえ、地元業者にも仕事の確保ができる

ような対応策として、今回、質問しております住宅リフォーム助成制度、こういっ

た創設について、検討すべき課題ではないのかと。地域経済が非常に厳しい状況に

なっておりますし、中小、零細企業、あるいはその関連企業においても、経済の活

性化が求められていると私は感じております。この件についての所見を聞かせてく

ださい。 

○議長（茅沼隆文） 
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 町長。 

○町長（府川裕一） 

 高橋議員の言われることは、ある程度わかります。町の各商工会とか、工業部会

の総会においても、いろいろなご意見をいただけば、地元の業者の育成はどうする

のかと、話の中でも私はお答えした部分があるんですけれども、特に開成町は耐震

の補助で、まだ２５％、昭和５６年以前の建物が残っていますので、そこを何とか

したいということで、それに対する診断の補助プラス６０万まで、建築の改修の補

助を出しております。その補助に対して、地元の業者を改築するときに使うような

形で、役場には指示をしておりますので、そういった意味では地元業者の育成を、

その部分において、私はやっておりますので、住宅リフォーム全般となると、それ

は補助金を出してまでやるというところには、先ほど説明した部分において、でき

ないと思います。耐震化についてはやっておるということでご理解をいただきたい

と思います。 

 以上です。 

○議長（茅沼隆文） 

 高橋久志君。 

○２番（高橋久志） 

 町長から答弁をいただきましたけれども、この答弁の内容を見ますと、公平性の

観点及び経済の活性化の観点や、同様の制度が重複しているとの理由で、現時点で

は創設する考えはないと、こういう形がございました。  

 そこでお伺いいたしますが、先ほども触れましたように、近隣の状況、そして、

神奈川県内３３自治体中、１６の自治体で、住宅リフォーム助成制度を実施してい

ると、私は把握しているところでございます。  

 創設しない理由に挙げている内容は、私から見れば、どこの自治体でも取り組ん

でいるものではないでしょうか。創設しない理由の根拠として、私は、納得できな

い面がございます。開成町独自に優れた事業をやっている。だからできない。これ

なら理解する手もございますが、そういう状況ではない。そういった状況の中で、

この理由の根拠が乏しいと、私は思うんですけれども、いかがでしょうか。  

○議長（茅沼隆文） 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（池谷勝則）  

 それでは、私から説明させていただきますが、まず、私のほうで調べさせていた

だきましたとおり、神奈川県下では、今現在、１４自治体がこの制度を実施してお

ります。８市５町１村ということで、１４自治体です。また、新規にこの後、どの

ような自治体が制度を成立するか、ちょっとわからないのですが、今現在実施して

いる１４団体中３団体については、平成２４年度で、この制度が終了いたします。

また、平成２５年度中に終了する団体も、この後、７団体ほど持っております。合

計２４年度、２５年度で、１０団体が、この事業から撤退します。内容をちょっと
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確認させていただいたところ、これは平成２２年当時、このお話があって、２３年

度から始めたところですが、私のほうで確認した団体では、その当時、緊急経済対

策の一環として、期限設定の中で実施をしたものであって、一応その目標を達成し

ていると。緊急経済対策であるものですから、長年やるのではなく、期限を設定し

た１年、２年という単位で行うというスタンスの中で考えているとお答えをいただ

いております。 

 開成町につきましても、これにあわせて考えていきますと、先ほど町長の答弁に

ありましたように、耐震改修を進めることによって、皆さんの住環境をあわせてよ

くなるということ。また、安全性にもなるということであれば、そちらを推進する

ことによって、地元業者さんにも受注していただく機会を与えることができるのか

なと、このように考えております。  

○議長（茅沼隆文） 

 高橋久志君。 

○２番（高橋久志） 

 私は、今回提案している中身ですけれども、重複している事業、あるいは町が取

り組んでいる、耐震改修等、これは理解しているところでございます。  

 そこで、改めて耐震改修、省エネ、エコ対策と、これらの活用と促進が国を挙げ

て求められている状況でございます。開成町としても、こうした点について取り組

まなければいけない大きな課題だと私は認識をしているところでございます。  

 そこで創設を全体にお話ししたいのですが、適用範囲を拡大すると、こういう手

法をとりながら検討はできないかどうかなんです。町の支援策として、例えば、耐

震改修プラス台所のリフォーム、こういったものを組み合わせて、不公平を多尐と

も是正していく。こういった取り組みを考えることはできないのかどうか。お伺い

します。 

○議長（茅沼隆文） 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（池谷勝則）  

 今現在、町で行っている助成につきましては、みな目的があって、その目的が内

容の精度アップを考えているところです。  

 例えば、耐震改修であれば、地震に対して強くなる。安全になるという安全性の

アップを考えて行っております。  

 また、浄化槽の関係にしても、水質の汚濁を防止するというアップ、そういう目

的で行っておりますので、その目的がない、フリーの状態での拡大というのは、や

はりある程度の条件をつけた中での規制になってこようかと、このように考えてお

ります。 

○議長（茅沼隆文） 

 高橋久志君。 

○２番（高橋久志） 
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 住宅リフォーム助成制度、国の緊急雇用の関係で、それぞれの自治体が取り組ん

だと、こういう経緯があることはわかります。そういったときに、開成町では、そ

ういったものを受けて、取り組んでいなかったというのも実態だと私は受けとめて

おります。 

 今、私たち開成町においても、東日本大震災等もございまして、震災への備えと

いうのは非常に大切になっているわけでございます。  

 阪神・淡路大震災では、犠牲者約６，４００人の８割以上が、住宅の倒壊などに

よる圧死だったと報告されております。家の耐震補強を推進する必要があると思っ

ております。 

 耐震工事、または台所などの改修と、耐震補強を組み合わせた住宅リフォーム助

成する。先ほどちょっと触れましたけれども、これも一つの方法だと思っていると

ころでございます。このことは、町全体の防災力強化にもつながるというふうに私

は思っているんですけれども、所見を聞かせてください。  

○議長（茅沼隆文） 

 街づくり推進課長。 

○街づくり推進課長（瀬戸公雄）  

 住宅の耐震化ですけれども、その耐震化は、地震での被害を減らす減災というも

のだというふうに考えております。町民生活の安全安心を確保する上で、非常に重

要な課題だと認識はしております。耐震化を進めるためにも、まず耐震診断という

ものをしなくてはいけません。耐震診断を実施して、耐震補強の必要性を見きわめ

た上で、改修工事を行う必要があるのかなというふうには思っております。  

 しかしながら、診断を行っても、今度耐震改修の費用というものが非常にネック

になってくるのかなと考えております。それがあるために、耐震化の進みが尐し遅

れてきているのが現状だと思います。  

 耐震改修の費用ですけれども、議員さん言われました、台所の改修というものを

除きますと、約２２年度の調査ですと、１８７万円ぐらいかかるというふうなデー

タが出ております。実際、そのうちの幾らを耐震改修に使えるのかなと、いわゆる

懐具合なんですけれども、大体６０万ぐらいが限度ではないかというのが一般的に

なっているようでございます。こういうふうな部分で、改修が経済的な負担となり

ますので、町としても、先ほど町長が言ったように耐震改修につきましては、上限

６０万という枠の中で補助をさせていただいているというふうには考えておりま

す。 

 ただ、住宅の耐震化そのものは町が行うということではなくて、最終的には、住

宅の所有者の責務として、みずから行うというのが私は基本ではないのかなという

ふうに考えております。 

 ただ、うちのほうの耐震改修というのは、先ほど町長が言ったように、２３年度

１件、２４年度３件、計４件ということでありますので、これをもう尐し増やして

いけるという工夫は、今後考えていきたいというふうには思っております。  
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○議長（茅沼隆文） 

 高橋久志君。 

○２番（高橋久志） 

 耐震改修促進計画について、開成町でも耐震改修促進計画、これを打ち出してい

るわけでございます。 

 回答いただいておるわけでございますが、平成２１年度当時の耐震化率７５％を

平成２７年度には、９０％まで引き上げると。数値も出されておりますけれども、

昭和５６年６月、いわゆる建築基準法改正以前の数だと思いますが、耐震改修や、

建て替えを行う住宅の数は８５０、こういうふうになっているところでございます。 

 そこで、今お話がありましたように、耐震改修の補助の実態は、平成２４年段階、

合計で４件にとどまっていると。ちょっと尐ないのではないかなと。私が思うには、

こういった情報を町民の方に示していないのかなと、不足しているのかと、こうい

う感じを受けておりますので、こういった情報を発信する必要があると、このよう

に感じておりますけれども、この辺についての考え方。  

 それから、２４年１月１日現在、約１０４戸の住宅が耐震化され、耐震化率が７

６．５６％、この数字の捉え方ですけれども、非常に理解しかねるのです。という

のは、先ほどお話しました、８５０戸があると。１０４戸になっていると。そうい

ったことを計算しますと、７６％云々という数字にはならないので、この辺の数字

の根拠について教えていただきたい。  

○議長（茅沼隆文） 

 街づくり推進課長。 

○街づくり推進課長（瀬戸公雄）  

 お答えさせていただきます。最初の情報発信が尐ないのではないかということで

すが、この耐震改修の補助の関係は、２３年度の５月にできた事業でございます。

まだ２年たっていない。１年と１０カ月程度ということになっております。この間、

町へのホームページはもちろんのこと、毎年４月のお知らせ版、広報に記載もさせ

ていただいておりますし、失礼しました。４月はお知らせ版です。５月では、いわ

ゆる広報で、情報の発信もさせていただきました。  

 それとあわせまして、昨年ですと、７月２１日に環境防災フェアというものがご

ざいました。南小学校で行いました。そこで情報も発信をさせていただいたという

ような状況です。確かに尐ないと言われれば、そうなのかなというふうな気もいた

しますので、これからはもう尐しきめ細かく情報発信は考えていきたいというふう

に思っています。 

 それと１０４戸の関係でございます。耐震改修促進計画を策定いたしましたのが、

２２年３月であります。その当時は、２１年１月１日現在を基準日として作成いた

しました。そのときの耐震化率が約７５％というふうになって、正式に言いますと、

７４．６９％という数字になっております。  

 ２４年１月１日現在のこれは固定資産税との家屋台帳から見ました、いわゆる耐
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震改修の戸数といいますのは、今言った１０４戸というものでございます。それで

改修率が７６．５６％ということで、間違いはない数字なんですけれども、ちょっ

と込み入った数字になっておりますので、もしできましたら、後日、その辺は説明

させていただければと思います。  

 それと、今後も年間約５３戸程度が耐震化されると。耐震化といいますのは、た

だ単に住宅の耐震化が悪いから、住宅の建て替えですとか、５６年以前の建物です

ので、取り壊したとか、あるいはただ単に補強をして耐震化を図ったというような

ものが、年間ですと約５３戸程度あるのではないかというふうに町のほうでは推計

しております。これで、今後も今言った年間５３戸程度の改修が進むというふうに

想定いたしますと、２７年度の耐震化率といたしましては、計算上、７９．４７％

という数字が出てまいります。予定では、２７年度までの対象戸数は、先ほど言っ

た８５０戸に対しまして、約３１６戸が改修等されまして、数字的には５３４戸が

耐震化されていないという状況になってくるのかなというふうに思っております。

国の基準９０％までには到底届きませんけれども、その辺はなるべく人の命を守る

ということが一番大事ですから、先ほど議員さんが言われましたように、情報提供

はどんどんしていきたいというふうには考えております。  

○議長（茅沼隆文） 

 高橋久志君。 

○２番（高橋久志） 

 ちょっと確認させていただきますけれども、今、課長から答弁をいただきました

けれども、そうしますと、平成２１年度当時の耐震化率７４．６９％ですか、正確

には。これはもう耐震化されているというふうに受けとめていいのか。答弁では理

解がちょっとしかねるので、確認させていただきたいと思います。  

 それで目標であります、平成２７年度で９０％、今、答弁をいただいた状況です

と、９０％にはなかなかいかないけれども、７９．４７％になってくると。ぜひ、

お話がございましたように、耐震化率を向上する努力について、今後もお願いをし

たいと、こう思っているところでございます。  

 お話がございましたように、開成町の、いわゆる耐震化に対する補助の関係でご

ざいますが、上限６０万円、これはお話がございましたように、平成２３年度から

実施をしている状況が、開成町にございます。国のほうでは、平成２３年の４月か

ら、住宅耐震改修に国費、国の費用で１戸当たり一律３０万円の補助をすると。今

までありました３０万円にプラス３０万ということで、上限６０万円となっており

ますけれども、この上限について、耐震化を促進する意味でも、拡充をする。金額

を上げていくと、こういった考えを持っているのかどうか、お聞かせ願いたい。  

○議長（茅沼隆文） 

 街づくり推進課長。 

○街づくり推進課長（瀬戸公雄）  

 お答えさせていただきます。７４．６９％という数字、これは、全住宅の７４．
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６９％は耐震化されている数字だということです。  

 ７９．４７％まで２７年度はなるのかなという想定ができるということでござい

ます。これにつきましては、今後も情報提供をして、耐震化の促進を図っていけば

というふうには考えております。  

 それとあと上限６０万の部分ですけれども、この近辺の市町村を見てみますと、

中井町で、耐震改修の補助を行っております。そのほかの大井町、松田町、山北町

は耐震診断のみということで、まだ耐震改修費までの補助はしていないということ

ですので、開成町としては、正直ちょっと進んでいるのかなというふうな部分もご

ざいます。 

 それと先ほど言ったように、まだ２年尐しという部分がございますので、もう尐

しこれは状況を見た中で、考えていけるかというふうに思っております。  

○議長（茅沼隆文） 

 高橋久志君。 

○２番（高橋久志） 

 ２項目に移らせていただきたいと思います。  

 ２項目は、県の緊急財政対策による補助金削減と対応は、についてでございます。 

 県における単独補助金は２７３件あり、合計額は３４１億６，０００万円となっ

ております。 

 県の緊急財政対策によると平成２４年度内廃止方針が決まった３２件は尐額補

助金が多く、金額ベースの割合で４％程度となっていると聞いているところでござ

います。 

 なお、目玉政策の「住宅用太陽光発電導入促進事業補助金」や「電気自動車導入

補助金」は廃止するということが決まったそうでございます。  

 市町村補助金も５０件のうち３１件は継続か交付金化の方向とのことでござい

ます。町の県補助金の影響は３４件、開成町においてはこのような数字になるわけ

でございます。金額では１億２，０００万円余にもなり、まさに深刻な状況である

というふうに認識をしているところでございます。  

 平成２５年度、開成町の当初予算における県補助金・負担金の削減内容と影響額、

対応について伺うものでございます。  

 県は国の制度改革に関連した社会保障関係補助金７件については、「社会保障と

税の一体改革」の議論の動向を見定めた上で、見直しを検討するというふうに言っ

ております。内訳は、小児医療費・ひとり親家庭等医療費助成事業、重度障害者医

療費給付補助事業、民間保育所運営費補助金等でございます。社会保障費の削減は、

町民生活に直接影響を与えるものであり、私は納得できないわけでございます。事

業内容により町の単独事業として継続していくのか町長の所見をお伺いいたしま

す。 

○議長（茅沼隆文） 

 町長。 
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○町長（府川裕一） 

 それでは、高橋議員の２項目についてお答えしたいと思います。県の緊急財政対

策については、昨年の９月議会においても、高橋議員の一般質問にお答えします。

その時点では、調査会の中間報告や県の基本方針の内容が過激なものであったため、

市町村に多大な影響を与える変更は到底受け入れられないと、さまざまな場面を通

して、県へ申し入れをしていく旨の答弁をしております。その後、１０月１７日に

神奈川県緊急財政対策が発表されました。重点的取り組みとして、県有施設の見直

し、県単独補助金、負担金の見直し、人件費の抑制、公共建築工事の積算方式の見

直しの４項目があり、その他の取り組みとして、県有財産の有効活用などがありま

す。 

 開成町に大きな影響を与えるのは、２番目の県単独補助金、負担金の見直しであ

り、この部分は調査会でも重点的に取り上げられていたため、町も注視をしており

ました。 

 緊急財政対策の補助金見直しの基本的な考え方については、その必要性や、内容

の妥当性をゼロベースで検証し、廃止、削減を含めた見直しを検討する点と、見直

しに際しては、団体や市町村への影響を考慮し、必要に応じて経過措置を講じる点

が挙げられております。 

 本町で影響を受ける可能性があるのは、重度障害者医療費補助金、民間保育所運

営費補助金、ひとり親家庭医療費助成金、小児医療費助成事業費補助金の４事業で、

平成２５年度当初予算ベースで、約６，６９１万２，０００円の県補助金を見込ん

でおります。この四つの事業については、社会保障関係補助金として位置付けられ、

国の制度改革に関連した、社会保障関係補助金については、社会保障と税の一体改

革の議論の動向を見定めた上で、見直しを検討とされております。  

 したがって、平成２５年度予算には影響を与えないものと理解し、現行ルールで

予算計上をしております。  

 農と緑の整備事業については、平成２６年度をめどに、交付金化を検討されてい

るため、やはり現行ルールどおりとしております。影響を受けるのは、住宅用太陽

光発電補助事業で、総合的視点から見直しを検討する補助金に位置付けられ、結果

的に廃止の方向性が示されております。この事業は、神奈川県の肝いりの事業とし

て、県が積極的に働きかけ、平成２１年度から県内全市町村が導入した、県補助率

２分の１の事業であります。開成町としても、新エネルギー対策の柱の一つとして、

第五次総合計画の実施計画にも掲載し、推進していくことと定めております。廃止

によって、いわばはしごを外された感じですが、上乗せはせず、町単独補助のみで

も実施する方針で予算計上をしました。  

 平成２５年度当初予算の編成上、大きな影響を受けるのは、この住宅用太陽光発

電補助事業だけですが、平成２６年度以降は、引き続き予断を許さない状況を推測

しております。 

 交付金化に該当する農と緑の整備事業補助金は、交付金が県負担金の削減を目的
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とするものであれば、町財政に影響を与えるものと考えられます。  

 高橋議員も心配されている、３医療費と民間保育所運営費補助は、あわせて約１

億２，０００万円の事業であり、県補助金が廃止された後に、町単独で実施するこ

とになれば、毎年６，０００万円もの一般財源を追加投入しなければならなくなり

ます。 

 ２月１８日付けで、神奈川県市町村会長と神奈川県町村会長の連盟で、神奈川県

知事あてに、神奈川県緊急財政対策における県単独補助金、負担金の見直しに係る

緊急要望を提出いたしました。９項目からなりますが、県市町村がそれぞれ担うべ

き役割負担を明確にし、全体の整合性を取りながら個別事業の見直しをする。受益

者である住民の合意が必要であり、その取り組みは、県が主体的に持つ。県主導で

始めた事業については、これまでの経緯を踏まえ、市町村が一方的に負担を負うこ

とがならないようにすること。福祉、医療など、住民にとって不可欠な事業で、事

業実施の判断の余地のない事業から撤退することなく、市町村に負担を押しつける

ことがないこと、などを要望しております。県単独補助金、負担金の見直しについ

ては、制度のあり方も含め、県と全市町村が一体となって、真摯に議論を深めてい

かなければならないと考えております。  

 削減、見直しの動きが本格化するのは、平成２６年度当初予算編成に向けた、平

成２５年度上半期以降だと思っておりますが、引き続き情報収集を徹底し、私自ら

も県への要望活動を続けていくところであります。  

 以上ですので、よろしくお願いいたします。  

○議長（茅沼隆文） 

 高橋久志君。 

○２番（高橋久志） 

 再質問いたします。県の緊急財政対策では、平成２５年度予算案で、４００億円

財源確保したと、このように言っているわけでございますが、その多くは、人件費

の抑制で２６０億円、施策事業見直しで９５億円などによるものであります。開成

町と関係あります補助金の見直しは３０億円としているわけでございます。  

 しかし、県の新年度で廃止、見直しされた件数は１６８件にも及び、全体では２

７３件あるわけですけれども、実際は６１．５％になるわけでございます。  

 この内訳は、団体補助金では６６．８％、市町村補助金では３８％にのぼり、県

民生活、町民生活の影響は大きいものがあると私は思っているところでございます。 

 先ほど町長からも答弁がございましたけれども、今後にも大きな課題を残してい

るわけでございます。 

 平成２６年度も市町村補助金を含め、補助金のさらなる廃止、見直しが１６６件

予定されている。廃止削減から、私たちの暮らし、福祉を守るための運動、あるい

は要請行動が、行政はもちろんのこと求められていると感じているところでござい

ます。 

 先ほど町長から所見を聞いたわけですけれども、改めて今後、今年度以降の２６
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年度以降については厳しい状況がありますけれども、町としてどのような対策で臨

んでいくのか。この辺の所見ついて伺うものでございます。  

 そしてまた、県の補助金の廃止、見直しした場合、毎年６，０００万円ですか。

上乗せをしたいという回答もいただきましたけれども、こういった最悪の事態で、

どう対応するのか。やはり財源の観点もございますので、対処策について、今段階

でわかる範囲で結構ですので、お答えを願いたい。  

○議長（茅沼隆文） 

 町長。 

○町長（府川裕一） 

 今年度、２５年度は、何とか太陽光発電だけで済んだと、町の関係において。２

６年度以降は、大変な事態になる可能性があるという認識は持っています。これを

開成町だけの問題ではもちろんありませんので、神奈川県全部、市町村、町村会も

かけて、全部に係る問題ですので、我々は町村会に属しておりますので、町村会の

中できちっとまた要望、こういうことがないように、さらに議論もない中で決めら

れることがないように、それは強く、前回もそのような話は知事に対して話はして

いますけれども、きちんと協議をしながら進めていただきたいという話は、これか

らもちろんやっていきます。  

 先ほどの全部補助金がなくなった場合、６，０００万近くの負担金が増えていき

ます。これはなかなか、いきなり６，０００万というわけには、開成町だけではな

くて、全ての町村がそういう問題に直面するわけですけれども、先ほどの重度障害

者の医療から、この項目は、我々町民に対して一番接している事業の中で一番重要

な項目ですので、これをなくすというわけにはいきませんので、この対処方法につ

いては、今後検討しなきゃいけない部分で、今の時点で税金を投入して必ずやりま

すということは言えませんけれども、これを廃止するようなことは考えていません。

何とかしていきたいと思っていますので、やはり町村会としてまとめて、県に対し

てこの補助金がなくなることがないよう、強く要望していきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（茅沼隆文） 

 高橋久志君。 

○２番（高橋久志） 

 町長よりこれからの取り組みについての決意を聞かせていただきました。  

 私としても、県当局を始め、各種の自治体と連携を図りながら、県の補助金が復

活できる。現状維持が守られるような形の中で、がんばっていただきたいとこうお

願いするところでございます。  

 そこでもう一点お伺いいたしますけれども、住宅用太陽光発電の導入に関しては、

今回、廃止になったと。町は第五次総合計画でも、これらを位置付けされているの

で、県の補助金は出ないという前提ですけれども、町は太陽光発電の促進を図って

いくと、これらはどれぐらいの影響を受けるものなのでしょうか。教えていただき
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たい。 

○議長（茅沼隆文） 

 環境防災課長。 

○環境防災課長（山口健一）  

 それでは、お答えをさせていただきます。今の住宅用太陽光発電の補助金につき

ましては、平成２５年度は、町単独で助成を考えております。  

 神奈川県の考え方といたしましては、今まで間接的に町に補助金を出して、町の

補助金と県の補助金とあわせまして、住民の方に間接的に神奈川県で補助をしてい

ただくという状況でございますけれども、今度、神奈川県は、直接的に町を通さな

いで、県民の方に補助をするという制度に変更するという形になります。ですから、

県民の方が、直接不利益になるということはございません。  

 開成町といたしましては、来年度は引き続き補助させていただくという状況です。 

 もう尐し詳しくご説明させていただきますと、神奈川県では、ここにございます

けれども、住宅分野におけるエネルギー政策としましては、これまで太陽光発電設

備の導入補助等を行ってきたが、今後は価格の低下等に伴い、民間ベースでの自立

的な普及が見込まれること。また、省エネとあわせて、蓄エネに一体的に取り組み、

エネルギーの最適な需給調整を行うことが求められていることから、従来の補助制

度は廃止をして、ＨＥＭＳ（ヘムス）という、ホームエネルギー・マネジメント・

システムという機器があるんですけれども、これを中心に、スマートエネルギー設

備の導入を支援する補助制度を創設することにより、スマートハウスの復旧を図る

という、こういう制度に変更になっております。その条件といたしましては、ＨＥ

ＭＳという、エネルギーをコントロールする機器ですね。それを設置することが条

件となりまして、それに太陽光発電設備、あと家庭用燃料電池、エネファームとい

われるものですね。あとはリチウムイオンの蓄電池、あとは電池自動車の受給の設

備、これらをあわせた中で補助をしていくという形に、直接的に補助をしていく制

度に変更になっております。  

 ですから、今まで太陽光発電だけだったんですけれども、それ以外にエネファー

ムとか、蓄電池というものをあわせていくというような形になります。  

 ただ、ＨＥＭＳの設置が条件となっておりますので、町といたしましては、そこ

まで条件を課すことはできませんので、太陽光発電だけの補助を町では単独で行っ

ていきたいというふうに考えております。  

○議長（茅沼隆文） 

 町民サービス部長。 

○町民サービス部長（小野真二）  

 尐し長くなりましたので、かいつまんで、再度お話をさせていただきたいと思い

ます。従前、町で行っておりました太陽光発電につきましては、県と町の補助をあ

わせて行っていたという事実がございますけれども、県の部分が２５年度からなく

なるということになりますので、太陽光につきましては、直接的には町の補助だけ
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になりまして、半分の金額というものになります。  

 課長が後段で申しましたことにつきましては、今現在、太陽光も含めた、もっと

大きなシステムとして県が検討しているというものでございますので、また、それ

らにつきましては固まり次第、皆様にお知らせしたりしながら、周知をしていきた

いと思っております。 

○議長（茅沼隆文） 

 高橋久志君。 

○２番（高橋久志） 

 部長と課長から答弁をいただきましたけれども、県の補助金は廃止になるけれど

も、県としては、大きな視野を捉えて対応すると基金等を含めての話だと思うので

すが、非常に複雑な形で、町経由でどうしていくのかという難しさもあるなと感じ

ております。 

 県の補助金が打ち切られている状況の中で、町単独でも太陽光の発電の助成をす

ると、これはぜひとも進めていただきたいなと思っているわけです。  

 これからの県の動向がいろいろあるかと思いますけれども、こういった状況につ

いて、やはり県が太陽光発電の助成を廃止したと、あわせて町がやるという点がご

ざいます。 

 そこで、太陽光発電を設置する町民の方がおられた場合、県の制度を利用するこ

とはやはり遠慮していただくと、こういう形になるのでしょうか。直接、県に申し

込めば、この条件を満たせば補助も受けられると、こんな話もありましたけれども、

町としては単独でやるから、そういったものは回答しない、こう受けとめていいの

かどうか。お願いいたします。 

○議長（茅沼隆文） 

 環境防災課長。 

○環境防災課長（山口健一）  

 それでは、お答えいたします。町としては、補助はいたします。あと県の関係で

すけれども、県もＨＥＭＳを設置すれば太陽光の補助も受けられるということです

ので、あわせて町としては、利用される方には周知をしたいというふうに考えてお

ります。 

 県の補助と町の補助、両方とも受けられるというような状況です。  

○議長（茅沼隆文） 

 高橋久志君。 

○２番（高橋久志） 

 太陽光発電、省エネ対策を含めて、エネルギー政策、この重要性については、非

常に重要だというふうに私は思っております。こういった観点でエコ対策、あるい

は太陽光発電等を含めた、これからの開成町の課題に向けて頑張っていただきたい。

このことを申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございま

した。 


