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○委員長（鈴木庄市） 

 再開をいたします。 

午後３時２０分 

○委員長（鈴木庄市） 

 予算特別委員会に付託されました平成２５年度一般会計当初予算を初めとする、

各会計の当初予算についての審議が終了しましたので、ただいまから委員間討議及

び採決を行います。 

 委員長、不慣れでございますが、ご協力のほど、よろしくお願いを申し上げます。 

 まず、進め方ですが、委員間討議と採決は、会計ごとに行いたいと思いますが、

ご異議ございませんか。 

 （「異議なし」という者多数）  

○委員長（鈴木庄市） 

 ないようですので、委員間討議と採決は、会計ごとに行うことにいたします。  

 それでは、議案第２５号 平成２５年度開成町一般会計予算について、討議を行

います。ご意見のある方の発言をお願いします。ご意見ございませんか。  

 山田委員。 

○８番（山田貴弘） 

 ８番、山田貴弘です。付帯決議になるのかどうかわからないですけれども、９５

ページの放課後児童対策事業費というところで質問を行政側にしているんですが、

この放課後事業というのは、国が法改正を行い、平成２７年度以降は、小学校６年

まで引き上げしていく方針ということが示されている中で、片方では、放課後子ど

も教室推進事業というものが行われており、また、さらなる充実をしていく中で、

自分も強調している部分では、地域の住民が参画した中で、放課後事業を推進して

いくというふうなもので述べていたんですが、学童保育の延長で、その事業をやっ

ては、この事業の区別というものができないと思いますので、そこら辺に気をつけ

て運営をしていってもらいたいという。要するに帰っても親がいないから参画する

んだよというのではなくて、本当に遊び場確保じゃないですけれど、地域の住民を

交えた中での放課後事業をより充実していく意味で、推進をしていってもらいたい

というところで、付帯決議になるのかどうかという部分で、ここで意見を言わせて

もらいます。 

○委員長（鈴木庄市） 

 この件につきまして、ご意見ございますか。  

 ほかにこの件について、ご意見ございますか。意見があったら出していただくと

いうことで、いや、そうじゃなくて、今の件について、別のご意見があったらとい

うことです。はい、そうです。 

 菊川委員。 

○１番（菊川敬人） 

 せっかく山田議員が言ったので、ほかにないみたいですから、私も非常に放課後
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子ども教室については気になる部分で、一般質問でも取り上げていますけれども、

私は、子育て支援については、非常に有効な手法かなと考えています。現状では、

週に１回ということでありますけれど、私は、質問したときもそうですけれども、

目的として、うちに変わっても、親がいない人、学童もあるんですが、学童に入れ

ない方は費用のかからない、こういうシステムを利用するのが非常に有効かなとい

うふうに感じております。 

 そういうことから、さらにこの方式を広げていっていただいて、週に１回ではな

く、２回、３回という形で拡大していっていただきたいなというふうな希望を持っ

ております。 

 それとあわせて、いろいろ保護者の方に聞いてみますと、長期の休暇があったと

きに、こういうシステムを活用したいんだけどという意見が多かったです。したが

いまして、今後はこういう形で進めていただくように希望していきたいところであ

ります。 

 当面は、週１回ではなく、もう一日、あるいは２日等延ばしていただくような形

で考えていっていただきたいなというふうに考えます。 

○委員長（鈴木庄市） 

 吉田委員。 

○３番（吉田敏郎） 

 吉田でございます。私も放課後に対しては、非常にいろいろ考えるところがある

んですけれども、放課後のほうは、確か対策事業は福祉関係のあれなので、放課後

子どもクラブとまた違う方向のことだと思うんです。だから、９５ページ、放課後

児童対策事業費、２，６７９万８，０００円、これに対するあれですよね。ですか

ら、放課後子ども教室はまた別なので、と理解していいんですよね。  

 私も菊川さんがおっしゃったことに対しては、自分も、放課後子ども教室は非常

にいろいろ話もしたかったんですけれども、こちらはいいんですよね。  

 すみません。私は、山田議員が言ったことに対しては、考えを同じにするところ

もあるんですけれども、こちらは既に１年から３年ということで、これから山田議

員も知っているとおり、整合性を求めて、放課後子ども教室と同じように、こちら

も６年生まで延ばしていただきたい。または中学校までという考え方のお話をしま

したので、そういうことに関しては、私はこれからそういうふうにしていくのもい

いのかなという考えは持っておりますけれども、現時点においては、放課後児童対

策事業に対しては、現在はとりあえずこの状態で行かざるを得ないのかなという考

えでおります。 

○委員長（鈴木庄市） 

 小林委員。 

○７番（小林哲雄） 

 ７番、小林です。委員間討議の中で、付帯決議をつけるということは、まずは予

算案が可決するという見通しではなく、可決もあり得るという前提の中でやってい
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くということで、可決ありきではないということは、皆さんで共通認識をしていく

ということが大事だと思います。 

 もう一点、今聞いていて気がついたんですが、この事業をこうしましょうという

話ではなく、このよさをどうしたらいい方向に執行できるかという、今年の予算案

に対する助言であって、今後こうしましょうという話は、付帯決議にはそぐわない

ということがあると思いますので、その辺を踏まえて、例えば、今回の放課後児童

対策事業と、放課後子ども教室推進事業、これは厚労省と文科省の違いがあるんで

すが、もう歴然と予算案に載っていますので、どっちかの事業をこうしましょうと

いう話、こういうふうにうまく運用しましょうならいいんですが、今後この事業二

つをこのようにしたらいいというような案は付帯決議にはそぐわないので、その辺

を踏まえて議論をしていくべきだと思いますので、ご提案申し上げます。  

○委員長（鈴木庄市） 

 山田委員。 

○８番（山田貴弘） 

 ８番、山田貴弘です。自分が言おうとしているのは、厚生労働省のほうで今、３

年生までの学童保育を６年生までに上げようじゃないかという方針の指針が出て

いるという中に、片や放課後事業を行うという中で、今、開成町の実情でいえば、

学童保育というのが手狭の状態で、収容人数が満杯状態という中で、では今後、学

童保育をどうしていくか。６年生まで収容できるのかといったときに、現状で運営

するということが不可能になってくるだろうと。そのような中で、行政側がやろう

としているのは、放課後事業を利用した中で、そのまま学童の、学校の延長の授業

としてやられたら困りますよということを言っていますので、自分は、あくまでも

放課後事業と学童とは別なので、やはりそこは地域の住民を巻き込んだ事業展開の

充実を図ってくれという部分で指摘をしていますので、まず、同じ事業ではないの

で、やはりそこのところでめり張りをつけた中で、自分が質問の中でも言っている

ように、子どもを預かるという視点では、学校の授業が終わった後の、例えば親が

どこどこにいて来られないから預かってくれという延長ではなくて、そのものの充

実を図ってくれという意味で言っていますので、そこら辺誤解のないようにしても

らいたいと思います。 

 あくまで保育園の学童保育というのは、今後法改正する中で、開成町で判断を起

こさなきゃいけない時期がきますよというのを頭の隅に置いておいて、それと将来

的に学校の放課後事業との兼ね合いが出てくるということを予測するので、混在し

た事業の展開はしないでくれという部分の付帯決議にしてもらいたいと提案をし

ています。 

○委員長（鈴木庄市） 

 山田委員以外に、この件について意見がある人。  

 井上委員。 

○６番（井上宜久） 
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 現在、学童保育については、２カ所でやっていますよね。幼稚園の横でやってい

るところに、私は一、二回見に行ったことがあるんですけれども、スタートしてま

だあれなので、現行で特に問題ないんじゃないかなと、付帯事項をつける必要ない

んじゃないかなと、現行でまだまだいいというふうに判断していますけれど。  

○委員長（鈴木庄市） 

 ほかのご意見ありますか。今の意見について、意見があれば、お願いしたいです。  

 （「なし」という者多数）  

○委員長（鈴木庄市） 

 なければ、別のご意見がありましたら、お願いいたします。ちょっとやり方がい

ろいろあれなんですが、一応意見として、五つないし、六つとかというふうな形で

出していただいて、ここで皆さんで討議していただくと。結論的には、後でまた、

皆さんでやっていただきたいということです。別の案件でご意見があったら、出し

ていただきたいと思います。  

 山田委員。 

○８番（山田貴弘） 

 では、言わせてもらいます。歳入の部分で、法人の均等割の部分で、１号から９

号の部分で、増員の状況の説明をもらったと思います。その中の質問の中で、企業

訪問をどのようにしているのだという回答の中では、５件ぐらいしかしていないと

いう答弁がありました。やはり今後のまちづくりの財源を確保するためには、法人

の協力というものが大変重要となり、区画整理地内では、今後、工業地域というも

のを誘致していく中では、やはり税務課だけの訪問ではなく、トップが率先して企

業訪問をしていってもらい、現状把握をしてもらいたい。その中で予算が近くにな

って動くのではなくて、定期的に１年を通じた中で回るような計画性を持った中で

企業訪問をしていってもらいたいというところを、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

○委員長（鈴木庄市） 

 今のご意見に対して、意見がある方、お願いしたいと思います。  

 井上委員。 

○６番（井上宜久） 

 私も今の意見には全く賛成です。私はもう少し基本訪問して、細部にいろいろ情

報をつかんでいたのかなと思ったんですけれど、ただ単に５社しか回っていないと

いう問題もありましたし、そういう面では、情報収集するには不足しているなとい

うふうに思いましたので、今、山田議員が言われたことには賛成です。  

 ただ、町長も、公務について向けて、前向きな答弁をされていましたけれども、

この辺はやはりもう少し制度を上げてもらいたいというのは、全く同じです。  

○委員長（鈴木庄市） 

 小林哲雄委員。 

○７番（小林哲雄） 
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 ７番、小林です。まず、付帯決議イコール予算の執行に絡むものと、再三言うん

ですが、この企業の関係で、企業誘致で予算をとっているのならともかく、歳入の

中で出た意見ということで、予算の執行とどう関係があるのかなということがまず

一点、どう結びつけるのかなということで懸念があります。  

 もう一点は、質問している中で、町長が、今、井上さんが言われたように、私が

率先して動くというふうに明言しているわけですね。その名言しているものを、こ

こであえて付帯決議につけて、町長の権威が落ちるんじゃないかなという危惧もあ

るんです。 

 ただ、反面、町が今まで企業に対する姿勢が、余りにも悪かった。だから、昨年、

企業が１社出ていった。これはやはり隣町の営業活動の成果かもしれませんが、そ

れ以前に行政として、メディア報道されるまで、一切その動きすら知らなかったと

いうのは、これはやはり行政側の欠点だということがありますので、これを載せて

いくかどうかというのは、僕個人的には執行に絡まないので難しいのかなと思うん

ですが、これは皆さんの総意の中で決めていただければと。趣旨については、賛同

はいたします。 

○委員長（鈴木庄市） 

 佐々木委員。 

○１０番（佐々木 昇） 

 私も、今、皆さんの意見と、意見的には大体一緒で、賛同させていただくという

ことを言わせていただきたいと思います。  

○委員長（鈴木庄市） 

 菊川委員。 

○１番（菊川敬人） 

 企業で言えば、私は、セールスだと思うんですよ、行政が企業訪問するというこ

とは。それを怠れば、当然、売上、利益が減収するということは明らかであります

ので、やはり一つはそういう危機感を持った形で企業訪問を図るべきだと思います。

即それが税収に反映してくると思いますので、そこのところはしっかりとした形で

提言すべきだと思います。  

○委員長（鈴木庄市） 

 ほかにございますか。 

 小林委員。 

○８番（小林哲雄） 

 皆さん大分意見が傾いているようなんですが、一つ確認したいのは、企業訪問と

いうのは何ですかという話なんですね。従来、行政が行っている企業訪問は、来年

度の予算を立てるために、来年の企業の動向、税収はどうなんですかということで

企業訪問であって、それ以外の親睦的な企業訪問はほとんどしていなかったという

現実があるので、今回、もしここで付帯決議をつけるのだったら、予算の聞き取り

の企業訪問ではなく、ふだんの今、菊川さんが言った、セールスポイントとしての
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企業訪問でなければ意味がないというふうに思いますので、その辺は明確に分けて

表現していかなければいけないのかなというふうに思います。  

○委員長（鈴木庄市） 

 山田委員。 

○８番（山田貴弘） 

 ８番、山田貴弘です。通常の企業訪問の営業というのももちろんあるんですが、

やはり税収収入源である企業の動向を常に、トップが見て回るというのは、今回の

付帯決議の中で一番重要な部分で、歳入がなければ、何もできないし、ただ、苦し

い、苦しいじゃ何もできないので、やはり根本となるもの、町長がリーダーシップ

をとって、企業訪問をするというのは大変重要なことだと思うので、今回、答弁の

中では、前向きな答弁はもらってはいますが、自分が言いたいのは、計画的にとい

う部分で、そのとき思いついたから寄るのではなくて、やはり定期的にいくという

部分を強く付帯決議としてつけるメリットがあるのではないのかなという部分で

言っていますので、そこは付帯決議じゃなくて、答弁の中でいい意見が出ているか

ら、つけなくてもいいよといえばそれまでですけれども、そこら辺はちゃんと意思

を疎通した中で、同今後企業誘致を成功させて、いい財源、いい企業を引っ張って

くるかというところが、の町の将来にとっては重要なところなので、やはりそこは

１回ぐらい付帯決議として意見を言っていったほうがいいのかなと思うところで

すが、どうですか。 

○委員長（鈴木庄市） 

 前田委員。 

○５番（前田せつよ） 

 ５番、前田でございます。今、同僚の委員の皆様がおっしゃったように、かなり

重要な事柄だということを意識づけすることが大切なものだというふうに考えま

す。 

 今、山田委員がおっしゃったように、企業の誘致云々ということを考えますと、

行政内の企業を計画的に、定期的に、もちろん回る、訪問するということもありき

ですけれども、もう少しやはりアンテナを高くした形で、広い目線でほかにも目配

り、気配りをしながら企業誘致に諮るという、いい意味のよくばり的な形の動きを、

やはりトップとしてはやっていただきたいというようなものも、しっかり付帯決議

の文言の中に入れていただきたいという思いでございます。  

○委員長（鈴木庄市） 

 そのほかございますか。  

 小林秀樹委員。 

○１０番（小林秀樹） 

 １０番、小林秀樹です。トップセールスももちろん必要ですし、やはり町ぐるみ

でのセールスというのは、私は必要だと思うんです。  

 開成町は、三大イベントと言われているお祭で、内外に知られているということ
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は、それはそれでいいと思うんですよね。それだけでなくて、やはりふだんの行動

の中で、行政マンの行動、もちろんトップも含めた行動の中で、開成町を売り込ん

でいくというのは、私はそういう主張は大事だなと思います。そういう中から、や

はり相手にとっては、開成町とのコミュニケーションができて、では何かあった場

合は、同じ場合は、開成町にちょっと耳を傾けようかということにはつながると思

うんです。全ての人間の行動というのは、そうじゃないかと思うんですね。そうい

う意味で、やはり今回のこの問題に対しての非常に動きは私も賛成です。  

 以上です。 

○委員長（鈴木庄市） 

 吉田委員。 

○３番（吉田敏郎） 

 ３番、吉田です。私は営業活動として、大いにそういうことをやっていただくこ

とに対しては賛成をします。  

○委員長（鈴木庄市） 

 下山委員。 

○４番（下山千津子） 

 私も今回の件では、新聞紙上で行政が知ったという点では、反省点があるという

ことで、町長答弁でも、今後努力していくというお言葉をいただいておりますが、

付帯決議という点での、文言をやっぱりこちらサイドとして、小林哲雄委員が先ほ

ど申されたような町長の立場としての配慮も必要だなということがございますの

で、その点、ちょっと危惧しますので、その点の文言をよろしくお願いしたいと思

います。 

○委員長（鈴木庄市） 

 ほかにございますか。 

 （「なし」という者多数）  

○委員長（鈴木庄市） 

 ほかになければ、別の案件で何かございましたら、どうぞ。  

 菊川委員。 

○１番（菊川敬人） 

 はい、菊川です。私が申し上げたいのは、グリーンリサイクルセンターの件です。

今回、熟成槽をつくるという形で歳出が見込まれています。どうも説明を聞きます

と、熟成槽ありきで進んでいる感じがして仕方がないんです。中身をよく検証した

形で、本当に必要なんだという予算計上では、どうもないように受けとめられるん

ですね。言われるがままというか、流されてしまっているように受けとめているん

です。それは、どれだけ製品がよくなる、そして、それをどれだけ販売路を広げて

販売できるかという裏づけが全くないままの予算計上になっていますので、この辺

のところはしっかりとした裏づけをつくって、絶対これで販売できるんだと、今ま

での赤字をどれだけ解消できるんだという、そういう財政的なシミュレーションを
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示してもらわないと、このままで予算に対する賛成というのは、なかなかしがたい

というところがありますので、その辺のところをしっかりとした形で、裏づけをつ

くっていただく。そして、検証していただくということをつけ加えさせていただき

たいと思います。 

○委員長（鈴木庄市） 

 この問題に何かご意見ありますか。  

 井上委員。 

○６番（井上宜久） 

 井上です。私も、今回の付帯事項の件で、この件は必要だなと思っていたところ

です。特に、実際に工事を進める上での具体的な費用対効果そのものがはっきりし

ていないと。先に工事が始まって、その後、いろいろな施策を出していくというか、

販売を進めていくというところは、本当に民間では考えられないような形で進めら

れているなというふうに思っています。  

 本来ですと、これをやったことによって、どれだけの利潤が出るかというところ

まで、やはり突っ込んでこの工事を進めていかなければならないのではないかなと

いうふうに思いますので、ぜひ、この辺については付帯事項に入れていただきたい

なと。 

○委員長（鈴木庄市） 

 山田委員。 

○８番（山田貴弘） 

 ８番、山田貴弘です。このグリーンリサイクルセンターの問題、初期に戻って、

皆さん考えてもらいたいんですが、１５年というＰＦＩ事業が半分を過ぎた中で、

ある意味、機能していなかったグリーンリサイクルセンターをどうしなきゃいけな

い。逆に言えば、借金が１億円ぐらいある中を今回の予算で１億円計上してチャラ

にして、グリーンリサイクルセンターそのものをなくそうじゃないかという選択肢

もあったと思います。そのような中で、グリーンリサイクルセンターというのは、

循環型社会をつくる上では大変重要であるので存続するということで、総合計画の

中でも位置づけがされたという経緯があるというのを認識し、今回、これだけの費

用の部分で、事前の細かな説明がなかったという部分では、行政側からしてみれば、

ちょっと説明責任が足りないなという部分がありますので、付帯決議とするのか、

さらに詳しい説明を求めるのか。そこら辺の部分で言われたらどうなのかなという

ふうに思います。 

○委員長（鈴木庄市） 

 ほかにございます。 

 小林委員。 

○７番（小林哲雄） 

 確かに菊川委員、井上委員の心配する点はわかります。  

 ただ、今の発言を聞いていまして、やはり付帯決議というのは、今年予算を認め
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るよ。そのかわりこういう条件だよという話なんですが、この事業自体に不安を持

っていると。この事業が認められないんだったら、これは予算賛成じゃなくて、こ

の案件だけでも予算案に反対するべきだと思う。だから、賛成するんだったら、こ

ういう条件だよと、余り重たい条件をつけると付帯決議にはならないわけで、大き

な事件があるんだったら、それは今回認めておいて、付帯決議ではなく新たに自分

で一般質問をして、相手の考え、施策をただしたほうが、僕は得策かなというふう

に思います。 

○委員長（鈴木庄市） 

 菊川委員。 

○１番（菊川敬人） 

 私の付帯決議の考え方としては、予算については一応賛成する立場で、しかし、

自分でなかなか言い切れなかった部分、願う部分を付帯決議としてつけていきたい

というふうな考えを持っております。  

 ですから、今、申し上げました、熟成槽については全てが反対というわけではあ

りませんが、先ほど言いましたような内容と、財政的なシミュレーションをしっか

りしてもらって、しっかりした裏づけをつくってもらいたい。そういうことで付帯

決議としたいと考えております。  

○委員長（鈴木庄市） 

 ほかにございますか。ほかの案件でございますか。  

 小林委員。 

○７番（小林哲雄） 

 案件がふえるといけないので、最終的にはおりてもいいんですが、新エネルギー

利活用推進事業費の中で、今年、調査費が盛られていて、まだ中間報告の段階で、

最終報告を受けていない。その段階で詳細な説明が受けられないまま、場所等のは

っきりしたデータもなく、予算を計上されているということがありますので、もし

この新エネルギー利活用事業費８７１万５，０００円を当然執行するわけですが、

その条件として、最終報告書をもとに、場所、形式、能力等を議会に報告した上で、

この予算の執行をしていただきたいというふうに考えます。  

○委員長（鈴木庄市） 

 この件について、ほかにございますか。  

 小林秀樹委員。 

○１０番（小林秀樹） 

 １０番、小林秀樹です。小水力発電の件、新エネルギーですね。この件について

は、今、小林哲雄議員がおっしゃった内容のとおりで、私もそういうふうな趣旨で

これには、そういう意味での付帯決議という意味では、賛成であります。  

○委員長（鈴木庄市） 

 ほかにございますか。 

 井上委員。 
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○６番（井上宜久） 

 私もこの件については賛成です。私は、今回は、実施設計に入るよということで

予算づけされたときには、当然、１年間の流量チェックをしていくということだっ

たので、その辺の結論が出たというふうに私は判断したんですけれど、今回の説明

の中では、まず最終結論は先だということだったので、ちょっと疑問に思ったので、

私はやはり実施設計の執行については、もう少し最終結論を見て、それで執行して

もらうというのが大前提だというふうに思います。  

○委員長（鈴木庄市） 

 ほかにございますか。 

 山田委員。 

○８番（山田貴弘） 

 ８番、山田貴弘です。今の付帯決議の仕方の中で、ある意味、内容を精査した中

で執行をしていって、我々に報告して執行していってもらいたいというような付帯

決議というのはいいのか悪いのか。ここの予算の中で認めているわけだから、仮に

賛成であれば、認めるわけだから、そういう付帯決議のあり方がいいのかどうか、

ある意味条件ですよね。そうなると、先ほどのグリーンリサイクルセンターの問題

も、説明を果たした後に執行しろということが言えてくるので、そこら辺の書き方

だと思いますので、今の付帯決議の意見だと、ちょっと違うのかなという部分があ

って、各付帯決議につけるのはいいんですけれど、そこら辺の文言の整理をするべ

きではないのかなと感じております。  

○委員長（鈴木庄市） 

 小林委員。 

○７番（小林哲雄） 

 付帯決議なので、拘束力はないということで、今、山田委員の言ったように、表

現の問題だと思います。もし執行する場合には、議会にきちんと最終報告に基づい

た説明をするよう求めるとか、そういう形になると思います。  

○委員長（鈴木庄市） 

 菊川委員。 

○１番（菊川敬人） 

 私も全くそのとおりだと思います。それは一つの条件みたいなもので、それはつ

けておかなきゃいけないと思っています。  

○委員長（鈴木庄市） 

 吉田委員。 

○３番（吉田敏郎） 

 吉田です。私も文言云々に関して、そういうことに大賛成でありまして、ちょっ

と先ほどのグリーンリサイクルセンターのことを今さら言うのもおかしい。では、

やめます。 

○委員長（鈴木庄市） 
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 いいですよ、どうぞ。 

○３番（吉田敏郎） 

 いろいろ考えていたんですけれども、やはりグリーンリサイクルセンター、開成

町には独自のそういうあれがございませんから、最新化に向けてのグリーンリサイ

クルセンターというのは、非常に大事なところであると感じまして、これからそう

いう再資源化に向けて、グリーンリサイクルセンターが継続できるようなことも、

文言も含めてこちらから求めていくと、そういう文言に入れて、決議に賛成をする

ということで言わせていただきます。  

○委員長（鈴木庄市） 

 まだほかにありますか。  

 （「なし」という者多数）  

○委員長（鈴木庄市） 

 以上で、一応付帯決議にするのかしないのかも含め、また文言についてもいろい

ろ検討することがあると思いますので、ここで暫時休憩をいたしたいと思います。

再開を１８時といたします。  

 

午後４時０３分 

 


