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○議長（小林哲雄） 

 日程第９ 議案第２９号 平成２６年度一般会計補正予算（第２号）を議題としま

す。 

 予算書の説明を、順次担当課長に求めます。 

 財務課長。 

○財務課長（田中栄之） 

 それでは１ページ目をお開きください。 

 議案第２９号 平成２６年度開成町一般会計補正予算（第２号）。 

 平成２６年度開成町の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４，

７８０万４，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５０億１，

３０７万５，０００円とする。 

 ２項、歳入歳出の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成２６年９月４日提出、開成町長、府川裕一。 

 次のページをお開きください。第１表、歳入歳出予算補正です。歳入、第８款地方

特例交付金から、第１８款繰越金、７款につきまして、総額４，７８０万４，０００

円を増額補正するものでございます。 

 右のページ、歳出になります。第２款総務費から第１３款予備費の全７款につきま

して、総額４，７８０万４，０００円の増額補正をするものです。 

 それでは、補正予算の詳細を、歳入歳出予算事項別明細書により説明をいたします。 

 １０ページ、１１ページをお願いいたします。２、歳入、８款地方特例交付金、１

項地方特例交付金、１目地方特例交付金、説明欄１、減収補てん（住宅ローン減税分）

特例交付金２１０万６，０００円の減。こちらは、個人住民税における住宅借入金等

特別控除、いわゆる住宅ローン控除の影響額が当初見込みを下回ったことから、それ

の見合いで出されております交付金が減額となったものでございます。 

 ９款地方交付税、１項地方交付税、１目地方交付税、説明欄１、普通交付税、２，

２４１万４，０００円の増。こちらは交付額の確定に伴う増となっております。  

○福祉課長（遠藤伸一） 

 続きまして１３款、国庫支出金、２項国庫補助金、１目民生費国庫補助金です。説

明欄です。１、保育緊急確保事業補助金。マイナスの５６４万３，０００円となって

おります。次の項目とあわせて説明をします。 

 １４款県支出金、２項県補助金、１目民生費県補助金、説明欄、保育緊急確保事業

県費補助金５７９万４，０００円でございます。この２つにつきましては、当初予算

において、２５年度までは次世代育成支援補助金であった国の、国庫補助金であった

ものが、２７年度からの子ども子育て支援新制度に絡んで、保育緊急確保事業補助金

というような形でありましたが、年度ぎりぎりで決まったもので、ちょっと県の指示
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の違いがありまして、県費の補助金というような対応が年度に入りまして決められた

もので、基本的に国庫補助金から県費補助金に振り替えるものでございます。 

○産業振興課長（井上 新） 

 同じく、３目農林水産業費県補助金、説明欄、農業情報システム改修費補助金、１

２２万３，０００円でございます。こちらは歳出の町村情報システム負担金のうち、

農家台帳修正に係る負担金に充当されるもので、補助率は１０分の１０でございます。 

○教育総務課長（橋本健一郎） 

 １ページおめくりください。１２ページ、１３ページになります。１６款寄附金、

１項寄附金、５目教育費寄附金でございます。説明欄といたしまして、１、教育振興

事業寄附金でございます。こちらにつきましては、篤志家１名様から、開成南小学校

への教育費として、１００万円の寄附をいただいているところでございます。項目立

てで１，０００円を計上しておりましたので、こちらでは、９９万９，０００円の補

正ということで掲載をさせて、補正を計上させていただいております。  

○保険健康課長（田辺弘子） 

 続きまして、１７款繰入金、２項他会計繰入金、１目他会計繰入金、説明欄１、介

護保険事業特別会計繰入金３４５万４，０００円でございます。平成２５年度に一般

会計から介護保険事業特別会計を繰り出した金額に対しまして、決算で生じた精算分

を介護保険事業特別会計から一般会計へ繰り入れるものでございます。  

○財務課長（田中栄之） 

 １８款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、説明欄１、前年度繰越金２，１６６万７，

０００円の増でございます。こちらは繰越額の確定に伴う増となっております。 

 歳入の説明は以上です。 

 歳出に移ります。１４ページをお開きください。 

○企画政策課長（亀井知之） 

 ２款総務費、１項総務管理費、５目企画費、説明欄１、町キャラクター著作権購入

事業費でございます。町のキャラクターでありますあじさいちゃん、しいがしくんの

著作権について、製作者から譲渡の内諾を得たため、公有財産購入費として計上する

ものでございます。 

○福祉課長（遠藤伸一） 

 続きまして６目諸費、２３節償還金、利子及び割引料、説明欄、過年度分国県支出

金等返納金、１項目目でございます。過年度分特別児童扶養手当事務取扱交付金返納

金。これにつきましては、実績報告の結果、精算額として３万８，０００円返納する

ものでございます。 

○保険健康課長（田辺弘子） 

 その下、過年度分未熟児養育医療費等国庫負担金返納金２０万３，０００円。その

下、過年度分未熟児養育医療費県費等負担金返納金２２万５，０００円でございます。

平成２５年度未熟児養育医療費の実績報告によりまして、負担金の金額が確定をいた

しまして、超過分が生じています。補助率は国２分の１、県４分の１でございますけ
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れども、当初４件分の想定で申請をいたしましたが、実績は１件ということですので、

補助金の超過分を、それぞれ国と県に返還するものでございます。 

○企画政策課長（亀井知之） 

 続いて、８目電算管理費、説明欄、行政事務電子化推進事業費、町村情報システム

負担金でございます。神奈川県町村情報システム共同事業組合への負担金を、追加で

計上するものでございますが、内容としては３点でございます。１点が番号法の対応

パッケージ。番号法に対応するため、個人番号の付番、利用、連携機能を追加するパ

ッケージ適用を行うものです。二つ目が、年金生活者支援給付金に係る国民年金シス

テムの改修でございます。年金生活者支援給付金の受給資格を判定するために、市区

町村から情報等を日本年金機構に提供する仕組みを新たに構築するための国民年金

システムの改修経費でございます。三点目は、歳入にもございました農業情報システ

ムの改修でございます。農地法の一部改正により農地台帳が法定化され、農地台帳及

び地図を電子化し公表することになったことに伴い、連携機能を搭載するため、シス

テムの改修経費を負担するものでございます。 

○福祉課長（遠藤伸一） 

 続きまして、３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費。これは先ほどの

歳入の保育緊急確保事業県費補助金の振り替えによるもので、財源更正でございます。 

 ２目児童措置費、説明欄１、要保護児童対策事業費。これはＣＳＰトレーナー講座

負担金と書いてございますが、親に対する子育て教育による、子育てを進めるための、

開成町で進めております、怒鳴らない子育て講座のトレーナー研修に、現在一人、ト

レーナー資格を持ってございますが、加えてもう一人について研修に行くための旅費

及び講座の研修の負担金でございます。 

○保険健康課長（田辺弘子） 

 次のページになります。１６ページ、１７ページ。４款衛生費、１項保健衛生費、

２目予防費になります。説明欄といたしまして、１、感染症対策事業費、印刷製本費

３万円。個別接種委託料といたしまして７８９万８，０００円になります。こちら、

予防接種法の施行令の一部を改正する政令等によりまして、平成２６年１０月１日か

ら定期の予防接種として水痘と高齢者の肺炎球菌感染症が追加になっております。水

痘ワクチンにつきましては、対象者が生後１２カ月から生後３６カ月までに至るまで

の方で、標準的な接種期間といたしましては、生後１２カ月から生後１５カ月。ただ、

２６年度に限りまして、生後３６カ月から生後６０カ月に至るまでの間にある方につ

いて対象とすることになってございます。全部で、水痘の予防接種の委託料といたし

ましては６４０件を想定してございます。また、高齢者の肺炎球菌でございますけれ

ども、２６年度から３０年度までの間、各当該年度に６５歳から５歳刻みで１００歳

までになる方を対象とすることになってございます。高齢者の肺炎球菌につきまして

は、任意接種を当初予算ということで組んでございますので、その分を加味いたしま

して、１１０人分の予算要求をさせていただいてございます。 

○産業振興課長（井上 新） 



 

－４２２－ 

 続きまして、５款農業水産業費、１項農業費、２目農業総務費、説明欄、経常的一

般管理費。鳥獣被害対策実施隊員報酬、２０人分で１万円でございます。こちらは、

実施隊員年額１，０００円ということでお認めいただきました部分の、１０月１日か

ら半年間分の報酬額でございます。なお、２０人につきましては、開成町鳥獣被害対

策実施隊の設置に関する規則、こちらの実施隊員が上限２０人となっていることから、

２０人としてございます。また、消耗品につきましては、この鳥獣被害対策実施隊に

係る費用消耗品４万４，０００円でございます。 

○街づくり推進課長（池谷勝則） 

 続きまして、７款土木費、２項道路橋りょう費、１目道路維持費になります。説明

欄、町道維持管理事業費、町道維持補修工事費が６５３万５，０００円の増です。こ

ちらにつきましては、３つの事業がございまして、一つ目につきましては、町道２０

１号線、吉田島総合高校前のバス停付近、面積４００平米の、極度に舗装の劣化が激

しいところについての部分的舗装、打ち替えを行うものです。二つ目に町道３０４号

線。こちらにつきましては、パナック工業とパレット会館の間にありますところの道

路に、神奈川県警による安全対策として、横断歩道設置に伴う歩道の切り下げや、外

側線の設置をするものです。三つ目につきましては、町道３０４の３号線。こちらに

つきましては、通称連絡道路となっておりますが、昨年度未設置でありました歩道照

明２基等の設置、それから住宅地側の環境対策として、緑化を図るため、植栽を７０

メートル実施するものです。 

 続きまして、２目道路新設改良費、説明欄１、開成駅周辺再整備事業、駅東口ロー

タリー改修設計業務委託料５００万円の減です。こちらにつきましては、入札執行に

より残金が発生しましたので減額するものです。 

○上下水道課長（熊澤勝己） 

 続きまして、７款土木費、４項都市計画費、２目下水道費、説明欄１、下水道事業

特別会計繰出金。繰出金の８５０万６，０００円減額するものです。こちらにつきま

しては、平成２５年度下水道事業特別会計の繰越金が確定した中で、一般会計からの

繰出金を減額するものでございます。 

○教育総務課長（橋本健一郎） 

 １ページおめくりください。１８ページ、１９ページになります。９款教育費、３

項開成南小学校費でございます。こちら、先ほど歳入でございました寄附金１００万

円の振り分けということでの歳出となってございます。まず、１目学校管理費、説明

欄１、施設整備事業費、テント購入費４８万６，０００円でございます。こちらでは

テントを３張購入予定でございます。 

 続きまして２教育振興費、説明欄といたしまして１、教科外運営事業費でございま

す。消耗品費３６万１，０００円。こちらは、児童用の図書約２２０冊を購入予定で

ございます。 

 続きまして、図書備品購入費１５万３，０００円。こちらは図書の書架、本棚、ラ

ックですね、こちらのほう、２台購入予定ということで、１５万３，０００円を計上
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いたしております。 

○財務課長（田中栄之） 

 １３款予備費です。今回の補正による歳入歳出差引剰余額３，８９１万５，０００

円を予備費に計上いたします。 

 説明は以上です。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（小林哲雄） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑をどうぞ。 

 ７番、茅沼隆文議員。 

○７番（茅沼隆文） 

 ７番、茅沼です。やっぱり質問しなくちゃいけないなと思って待っていたんですけ

ど。 

 １７ページの町道維持管理事業費６５３万５，０００円。今お聞きしましたけれど、

２０１号線の吉田島総合高校の前の４００メートル、４００平米をすると。いつごろ

を予定されているのかお聞きしたいのと、それから３０４号線の件、いろいろとお話

ありましたけど、私が一般質問で指摘して残っている部分、一石モータースから西側

のところあたり、あの辺についての考えはなかったのかしら。お願いいたします。  

○議長（小林哲雄） 

 街づくり推進課長。 

○街づくり推進課長（池谷勝則） 

 まず、２０１号線、今回の予定している箇所の時期でございますが、今回こちら、

認めていただきましたら、この後早急に実施を進めていきたいと考えております。ま

た、２０１号線の一石モータースから西側の区間かと思うんですが、こちらにつきま

しては、今、ほかの案件につきましては、例えば警察との調整が入っているとか、ま

たは昨年の設置されてなかったところというのが、ちょっと先行させていただきたい

ということがございます。一般質問にもありましたように、２０１号線の西側につい

ては、来年度以降の中に組み込むような計画を、この後、立てていきたいと思ってお

りますので、こちらの中でご理解いただきたいと思います。 

○議長（小林哲雄） 

 ７番、茅沼議員。 

○７番（茅沼隆文） 

 ７番、茅沼です。それでは、そういうスケジュールがはっきりしたときに、または

っきりお示しいただければいいなと思います。 

 引き続いて、その下にあります駅前ロータリー改修設計業務委託料５００万円の減

ですけれど、この件について、先般、説明いただいたのでは、歩行者デッキをつくっ

たり、いろいろと大きな構想がありました。歩行者デッキについては、何年か後の将

来はそういうふうな構想も必要だろうと思いますけれど、今、直近でこういうのは必

要ないのではないかなと思ったりしておりますが、このロータリーの改修工事の入札

残金、どういう構想で進めているのか、もう一度確認のためにご説明いただけたらと
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思いますが。 

○議長（小林哲雄） 

 街づくり推進課長。 

○街づくり推進課長（池谷勝則） 

 こちらにつきましては、３月の予算のときに説明されましたとおり、駅東口のロー

タリー、平面ロータリーとそれに合わせる歩行者安全のためのデッキ計画を実施に持

っていくための設計に入るということで、お願いさせていただいたかと思います。 

 今回、入札させていただいたところにつきましては、まず構想段階がありまして、

その中で、実際に必要性がどうなのかということを詳細に計画、検討すると、それを

行いまして、その中で皆さんに説明させていただいた中で、認めていただいたところ

で、実施設計に入っていくというお話で進めさせていただいた部分を発注して、今検

討していただいているところでございます。この後、まとまり次第、また皆さんのと

ころ説明をさせていただきたいと、このように考えております。 

○議長（小林哲雄） 

 よろしいですか。 

 ２番、高橋久志議員。 

○２番（高橋久志） 

 ２番議員、高橋です。駅東口のロータリーの関係で、執行残で５００万、これ、昨

年の補正予算が出ているわけですけれども、そうしますと、当初予算では４，５００

万円の設計というふうに、私は認識しておりますけれども、今進めているのは、４，

０００万円で、これらについてやっていると。あわせて、課長からお話がありました

けれども、歩行者デッキの中身かどうかわかりませんけれども、町民といろんなこと

の調整を図りながら、これらの構想の検討をしているということなんでしょうか。今

のやりとりで構想は構想として、それは動かせないと、こういうことになっているの

かどうか、お聞かせ願いたい。 

○議長（小林哲雄） 

 街づくり推進課長。 

○街づくり推進課長（池谷勝則） 

 こちらの駅東口の委託料といたしましては、当初４，５００万の予算をいただいて

ございます。委託の内容といたしまして、先ほど説明いたしましたように、平面ロー

タリーの改修のために必要なまず測量調査、設計を委託しております。それ以外に、

先ほどから言っております歩行者の安全を確保するための必要な方策としてデッキ、

またはそれにかわるものの検討を依頼してございます。 

 なお、当初から説明させていただいておりますように、町といたしましては、デッ

キの計画がありましたので、もしそちらの内容が必要性があるという判断になれば、

詳細設計を入らせていただく中で、委託させていただいております。３月の説明をし

たときにもありましたように、詳細設計入る前には皆さんにその必要性、または何か

を説明させていただいて、それで認めていただいた時点で、詳細設計に入るというお
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話の中で委託させていただいておりますので、委託としては一括でさせていただきま

した。今現在、検討段階が確定してきましたので、この後、また皆さんに説明させて

いただきたいと考えております。 

○議長（小林哲雄） 

 １番、菊川敬人議員。 

○１番（菊川敬人） 

 関連で質問いたします。構想がまとまらないところで、我々に説明していただける

のはいつごろになるのかということと、あと、仮にそのデッキが必要じゃないという

結論に達したときに、再度設計費の減額というのはまたあり得るのですか。そこはそ

れで、もう決まった金額になってしまうのでしょうか。 

○議長（小林哲雄） 

 街づくり推進課長。 

○街づくり推進課長（池谷勝則） 

 ただいまの構想と検討の関係につきましては、おおむね８月いっぱいで終わってお

ります。最終的に神奈川県警と神奈川県、そちらの関係を最終確定しているところで

ございます。皆さんにつきましては、来週、開かれます全協で報告をさせていただく

予定にしております。もちろん、これに伴いまして、不要になった委託内容について

は、現在契約させていただいております内容を変更させていただきまして、不要のも

のは減額をさせていただくと、このように考えております。 

○議長（小林哲雄） 

 ９番、佐々木昇議員。 

○９番（佐々木昇） 

 ９番、佐々木昇です。１５ページの目の企画費の中の町キャラクター著作権購入事

業費のところでお伺いいたします。 

 今回、この著作権を購入したということで１０万円。この１０万円、非常に安くて

よかったなと思っております。また逆に、安過ぎるのかなともちょっと思っているん

ですけれども、そこで、こういった件ではトラブルが非常に多いということで、購入

したときの契約の内容、中身をお聞きしたいんですけれども。著作権の中に、著作権

と著作者人格権というのがあるらしいんですけれども、この著作者人格権ということ

に関しては、どのような契約を取り交わされたのか、お伺いします。 

○議長（小林哲雄） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（亀井知之） 

 お答えいたします。まだ補正予算をお認めいただいておりませんので、契約は交わ

しておりません。まずそれをお話させていただきたいと思っております。  

 おっしゃるとおり、著作権自体はいわゆる財産権でございまして、それと表裏一体

の関係で、著作者人格権というものがございます。これはどういうものかと申します

と、著作者の権利を保護するために、著作者、そのものが著作物の製作者であるとい
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うことを主張する権利、これを氏名表示権というらしいんですが、あと、著作物を変

更したり改編したりする場合に、それに対して自己の名誉とか声望を侵されることを

避ける、それに対して異議を申し立てる権利、それを同一性保持権と申すらしいので

すが、このような３つほどがあると伺っております。 

 補正をお認めいただいて、契約を交わす中で、当然この著作者人格権についても契

約の中で触れることにしておりますが、一般的には、この著作者人格権というものは

行使しないという一条を入れるのが一般的なようでございまして、これについても内

諾の段階で、その条文を入れるということでご承認をいただいているところでござい

ます。 

○議長（小林哲雄） 

 佐々木議員。 

○９番（佐々木昇） 

 私が質問しようとしたこと、課長もうご承知のようですので、またぜひ購入してい

ただきまして、開成町の発展のために、あじさいちゃん、頑張っていただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

○議長（小林哲雄） 

 財務課長。 

○財務課長（田中栄之） 

 質疑の途中で大変申しわけございません。補正予算書の一部、訂正をお願いしたい

と思います。２０ページ、最終ページになります。いきなり特別職ということで始ま

っておりますけれども、予算書の場合には、まず表題としまして、給与費明細書と一

文追加をさせていただきたいと思います。修正とおわびを申し上げます。よろしくお

願いいたします。 

○議長（小林哲雄） 

 質疑をどうぞ。 

 ８番、山田貴弘議員。 

○８番（山田貴弘） 

 ８番、山田貴弘です。今、１５ページの町キャラクター著作権購入事業費について

質問の関連なんですが、自分の感覚からすると、今回１０万という金額が高いなとい

う考えを持っている一人であります。当初このあじさいちゃん、しいがしちゃんとい

うのは、著作権の部分で購入のやりとりがないという前提の中で町も使い、広く進め

たという部分では、ある意味、周知する部分では、町がやってきたという部分では、

ただでもいいのかなと。しかし、そうはいっても、ここでいい方向性が見出せたとい

うことは大変よかったなということで、１０万を承諾するしかないのかなという考え

であります。 

 そのような中で、今回、公有財産購入費として挙げております。この財産区分、当

然、今回も２５年度決算をした中で、いろいろな公有財産の区分の中では、普通財産

のその他という区分に位置付けられるのか。通常、物品なんかの場合は、５０万以上
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の場合、物品として表記されているのですが、ここら辺というのは今までにない公有

財産になりますので、そこら辺の区分の設定というのはどのように考えているのか、

そこを一点、お聞きしたいなと思います。 

○議長（小林哲雄） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（亀井知之） 

 お答え申し上げます。私も、物品とかそういうこと詳しくはないんですけれども、

恐らくこれは財産権、物品ではなくて権利になるんではないかというふうに考えてご

ざいます。ですから、財産区分の中で、権利の中に一つ組み込むという形になろうか

と思ってございます。 

○議長（小林哲雄） 

 ８番、山田議員。 

○８番（山田貴弘） 

 ８番、山田貴弘です。ということは、今回の節の部分で、公有財産購入費という項

目の中で挙げられているわけじゃないですか。そうすると、そこら辺の勘定科目が変

わってくるのかなという感じがしましたので、今回の提案の中では、こういう区分か

ら提案されていたから、通常で言えば、普通財産のその他の区分にされていくのかな

と思いました。そこら辺は、今までにない絡みの中で提案をされていると思うんで、

将来的に、１０万を出して契約をして買うわけですから、そこら辺、問題のないよう

に慎重に進めていってもらいたいと思います。 

 それとあと一つ。契約はしっかりとやって、後からクレームが出ないような形で進

めてってもらいたいと思います。また、今後契約をつくるに当たって、仕様が出てく

るわけじゃないですか。そうすると、いろいろな方々が使用をしたいという主張が出

たときに、有料、無料、いろいろな考え方があると思います。例えば、商工振興のた

めにあじさいちゃんを使いたいよと、商標の中で営利を目的とした形で使いたいとい

う場合の仕様の問題。これは無料、有料、いろいろなパターンがあると思います。そ

こら辺は今後要綱の整理だとか、そういうもので整理をして、より町のキャラクター

の啓発に努めていくのか、そこら辺、一点、確認したいと思っています。 

○議長（小林哲雄） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（亀井知之） 

 お答えいたします。議員のおっしゃられるとおり、なかなかないパターンでござい

ますので、しっかりとやっていきたいと思っております。 

 議会でお認めいただいた後に、先般もちょっとお話しさせていただきましたけれど

も、このキャラクターの使用、取扱要綱、これをしっかりと策定して、その中で定め

ていきたいと思っておりますが、今のところの考えですと、原則として無料で広く使

っていただきたいと。そのかわり、届け出はしっかり出していただいて、こちらのほ

うで内容については精査させていただくということを担当としては考えてございま
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す。ですから、これをいろいろ使って町の収入にしていこうとか、そういうことは、

今のところは考えていないというところでございます。 

○議長（小林哲雄） 

 ２番、高橋久志議員。 

○２番（高橋久志） 

 ２番、高橋です。１５ページの電算管理費。その中の説明欄の、行政事務電子化推

進事業費６２７万２，０００円について質問いたします。 

 農業情報システムについては、歳入のところでもありましたように、あるいは補正

後の財源内訳の中でも１２２万３，０００円がそこに入っております。あと、これ３

本あるという話でしたので、あと残りの２本については、財源の措置として、国かあ

るいは県から負担金、補助金とか、こういうものが来ると受けとめていいというもの

なのか。まずそれが一点です。 

 それから、この中で、非常に重要な提案をされていると私が思っておりますのは、

いわゆる番号法のパッケージの話がされました。これは、平成２７年１０月から国民

一人当たり個人番号を通知して、平成２８年１月から社会保障、税の分野で利用を開

始すると。国会で大分論議された経過があるわけですけれども、国会で通っているわ

けですけれども、これを準備するためのものというふうに私は理解をしているわけで

す。 

 そこで、この件について問題提起をしながら質問をさせていただきたいと思います。

通称マイナンバーと言われているものでございまして、国民全て１２桁の番号をつけ

て、税や社会保障などの個人情報を説明する共通番号制、先ほど述べたように、通称

マイナンバー、これを進めようとしている実態があるわけでございます。国会でのや

りとりも聞いていて、私も非常に納得できない点があるわけでございますけれども、

この問題点をかいつまんでいいますと、原則不変の番号で、個人情報を照会できる仕

組みをつくることは、プライバシーの侵害を常態化するのではないか。二つ目は、こ

れをやるために、初期投資で約３，０００億円の巨大プロジェクトになると。しかし

ながら、具体的なメリットとか費用対効果も示されなかったというのが国会でのやり

とりだと伺っているところです。税や社会保障の分野での徴収強化や、社会保障給付

の削減の手段にされる。こういう問題点をはらんでおりまして、各方面からこの制度

はやはり慎重に扱って、地方自治体として扱う場合については、調査研究しながら考

え直す必要があると言われておりますけれども、この件を含めて、今回の補正で出さ

れているものは、どういう中身が含まれているのか、答弁をお願いします。  

○議長（小林哲雄） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（亀井知之） 

 それではお答えいたします。まず、財源についてでございますが、先ほど議員もお

っしゃったように、３つで構成されておりまして、農業情報システムについては１０

分の１０ということでございます。 
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 ２番目、今申された番号法については、総務省所管のパッケージ改修、あるいは厚

生労働省所管のパッケージ改修と、この先、まだこれ１回だけではなくて、段階を追

ってシステム改修を今後していかなければならないという状況になります。  

 今回の補正で挙げさせていただいたのは、厚生労働省所管の、障害者福祉システム、

児童福祉システム、国民健康保険システム、後期高齢者医療システム、介護保険シス

テム、健康管理システム。これとの連携機能を追加するパッケージということでござ

います。財源は、当然、厚生労働省から補助金として出るわけでございますけれども、

補助率が３分の２となっておりまして、この３分の２は直接、システム共同事業組合

のほうに行きます。ですから、残りの３分の１、いわゆる補助裏分について、一般会

計から各町村が負担をするという形になってございます。 

 もう一つ、年金生活者支援給付金にかかる国民年金システム、こちらの財源につき

ましては、国民年金事務費交付金、こちらのほうで１０分の１０で今後措置されるこ

とになっておりますので、各町村が先に負担金としてシステム共同事業組合に負担を

すると。これが後から補われると、そういう形になっております。 

 ２点目、番号法についていろいろご指摘をいただきましたけれども、まず一点、国

の論議、いろいろあったとは思いますけれども、市町村という立場で申し上げれば、

このようなシステムができることによって、最大限の住民福祉の向上に対するメリッ

トを発揮していきたいと。そのために必要な財源、あるいは費用というものは、これ

は負担していかなければならないと思いますし、今後、少子高齢化進む中で、個人情

報を保護しなければいけないという大前提はございますけれども、それをおいても、

こちらを進めていくべきであろうという判断がなされたと考えておりますので、開成

町といたしましては、その方向で、ぜひ進めてまいりたい。実際に事業を進めていく

中では、最大限に個人情報に対して配慮しながら、町民に対してメリットが最大限に

生かされるような形で事業を進めていくべきであろうと、そのように考えてございま

す。 

○議長（小林哲雄） 

 ２番、高橋議員。 

○２番（高橋久志） 

 財源の関係で、番号制のパッケージ関係の説明がございましたけれども、そうしま

すと社会保障関係で、今回は共同システム等の関係で進められると。このために国が

３分の２、残りの３分の１は、私の受けとり方がまずいのかわかりませんけれども、

これは市町村が負担をすると、こういうことなんでしょうか。本来的に、国の施策と

してされた場合については、１０分の１、こういうものが妥当かなと思うんですけれ

ども、先ほどお話しいたしましたように、この関係で３，０００億円、国ではかかる

というふうに言われております。一部を地方に負担をかける。これはやはり問題あり

きかなと思うんですけども、そういう中身なのか、改めてこの件について答弁をいた

だきたい。 

 それから、プライバシーの関係で、それから町にとってはメリットがあるという話
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がありますけれども、デメリットというものもきちんと検証してもらいながら、これ

に当たってもらわなきゃいけない。今、ハッカーの問題とか、国際的にいろいろ問題

になっております、いわゆるプライバシーが保護される、侵害される、こういう形で、

国会の論議の中でもなりすましの関係について防ぎようがないと、こんなことも言っ

ておりますし、あるいは施行例の中で問題点もいろいろあるんですね。その辺も十分

調査研究しながら進められるべきではないかなと。この件はもう少し時間をおいて、

住民に関わる重大問題だと思いますので、住民の声も聞きながら。これは準備だから

今回提案しているんだというかもしれませんけれども、その辺の考え方を含めてお聞

かせ願いたい。 

○議長（小林哲雄） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（亀井知之） 

 お答えをいたします。まず補助率の件でございますけれども、今回、厚生労働省が

３分の２ということで、残り３分の１は町単独で負担をするという形になります。こ

れ以外、先ほど総務省の話をいたしましたけれども、住基システムでありますとか、

あるいは統合宛名システムでありますとか、このようなものは１０分の１０で、総務

省から今後来るという形になってございます。 

 この補助裏の考え方でございますけれども、各市町村においてもメリットのあるシ

ステムであろうということで、国のほうで応分の負担をしてくださいというふうに来

ているものだと解釈いたしますけれども、今後、普通交付税とかでその辺を充て込ん

でいただくようなことも、こちららは要望していかなければいけない。確かに、考え

方としては１０分の１０、それは国の施策でございますので、基本的にはその場で見

るべきであろうという考え方に対しては、私でもそうだと思いますので、それに対し

て財源を、それは求めていくという考え方も一つあろうかと考えております。  

 ２つ目、個人情報の関係でございますけれども、議員もご承知のように、このシス

テムで進める段階で、平成２７年から付番をして、個人番号の利用が進むわけでござ

いますが、個人番号を含む個人情報に対しては、特定個人情報保護評価、こういうも

のが義務付けられております。当然、町としてもそこのところで、評価書を作成して、

国の特定個人情報保護委員会、こちらのほうに提出が義務づけられておりますので、

まずそこのところで提出して公表をすると。あるいは、町の個人情報保護条例も、番

号法との適合性を確保するために、見直しも必要かなと考えております。  

 いずれにいたしましても、こういうような電算システムの場合、先ほどハッカーと

いう話もありましたけれども、何重にもこのような情報が漏れないようにしていくの

は当然だと思っておりますので、国や県の情報も入れながら、町のほうで対応をどう

していくかについては、番号利用が始まる前にきちんと固めていきたいと思ってござ

います。 

○議長（小林哲雄） 

 ５番、前田せつよ議員。 
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○５番（前田せつよ） 

 ５番、前田せつよでございます。先ほど２人の同僚議員が１４、１５ページの企画

費のキャラクターの著作権購入費の件で、論議が重ねられたわけですけれども、最後

に課長のほうで、この事業に関しては、町の収入としては考えていないというような

答弁がございましたけれども、私は、これはいかがなものかなと思うところでござい

ます。以前、一般質問もさせていただいた経緯もありますけれども、近隣の南足柄市

では、缶バッジ、ビニール袋、あと小さなぬいぐるみのついたキーホルダー等々、観

光の関係もありましてやったところ、わずかな金額ではありますけれども、やはり、

ちりも積もればというところでございますので、今後、キャラクター産業が、県、ま

たは日本、日本全体の景気うんぬんによって、どのような形で動向がなされるかはわ

かりませんけれども、現時点で考えていないというお返事はいかがなものかと思うと

ころでございますけれども、その点、もう一歩深くお聞かせ願います。  

○議長（小林哲雄） 

 行政推進部長。 

○行政推進部長（石井 護） 

 それでは、私のほうからご対応させていただきたいと思います。結論から申し上げ

ますと、議員のおっしゃるとおりだと思います。ただ、今現在、先ほどから説明して

ございますように、まだ内諾ですとか、そういう形では進んでいますけども、正式な

契約等をまだ結んでございませんので、逆に言うと、その辺の要綱等もまだコンプリ

ートはされてないわけです。先ほどの山田議員等の質問でもございましたけれども、

広く使うという中で、課長の答弁では、基本的には無料でうんぬんという回答をさせ

ていただきましたけれども、利用の仕方によっては、いわゆる営利的な部分が出てく

るような使い方であれば、それは応分の負担を求めていく場合もあるでしょうし、そ

うじゃなくて、福祉目的ですとか、町を発信していくというような、認められるよう

な部分については無料という形でもあるでしょうし。その辺のところは、今後、十分

検討していきながら、議員のおっしゃられたような方向性は、私個人的も思っていま

すので、詰めていきたいと思いますので、ご了解いただきたいと思います。  

○議長（小林哲雄） 

 ５番、前田議員。 

○５番（前田せつよ） 

 ありがとうございます。他町と比べることはございませんけれども、開成町として

の品位、また人口が伸びゆくところで、本当にふさわしい形で、今後、要綱等々、繊

細な形で、詳細にわたって、また議会にも報告していただきながら、いい形で発展し

ていければというふうに思うところでございます。よろしくお願いします。  

○議長（小林哲雄） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（亀井知之） 

 すみません、誤解があるといけませんので、答弁、追加させていただきたいんです
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けども、今の収入ということは２つあると思うんですね。一つは町が直接使って、そ

れに対してお金をいただく。町が何かつくったりですね。もう一つは、民間の事業者

さんが、そのデザインを使ってつくったものに対して、町がいわゆるパテントみたい

な形でいただくと、そういう２つのパターンがあると思っています。あじさい、しい

がし、５０周年のときに使われて１０年たちました。ただ、まだその間、著作権者の

意向もあって、町の中だけで使われているけれども、なかなか外には広がってはいか

なかったということです。ですから、南足柄さんのように、いろんなグッズとかそう

いうものは今後出てくる話であって、今の段階でそれに対して、じゃあとるからね、

というようなことを決めることはないのではないかと。具体的に話が幾つか出てきた

段階で、じゃあパテントとしていただきましょう、何％とか、そういうような議論が

出てくるのではないかと思っております。つまり、今後という話というふうにご認識

していただければというふうに思っております。 

○議長（小林哲雄） 

 ほかに質疑、ございますか。 

 ８番、山田貴弘議員。 

○８番（山田貴弘） 

 ８番、山田貴弘です。１３ページの寄附金、教育振興事業寄附金として１００万も

の大金を寄附してくれた方がおられたんだなということで、大変喜ばしく思っている

ところであります。そのような中で、今回、歳出で見ると、１９ページで、南小学校

の備品等を購入しているという経過が、この中で見えるんですけども、当然これ、寄

附金をされた方が南小学校を限定した中で寄附金をくれたということで、こういう流

れになったのは理解してるんですよ。しかしながら、教育振興事業積立金というのか

な、その積立金は教育に対する積み立ての大枠な部分があって、ある意味、条件をつ

けていった場合は、一回入ります。その南小学校で何が必要なんだって急いで項目を

歳出の中で決めていくという、ある意味、弊害があるのではないのかなと。要するに、

無理して備品を買ったりとか、そういうのが今後出てくるのかなと。これ、１００万

なんで、ある程度振り分けができたと思うんですが、例えば高額になった場合、南小

学校と限定されても、いろいろな予算をくっつけてやっていった場合に、今の基金の

あり方というものに、ちょっと疑問を感じちゃったんですよ。要するに、条件付き基

金の場合に、どういうように対処をしていくのか。お金には色がついてないんで、そ

こら辺、今後ちょっと心配なんで、そこら辺を説明願いたいと思います。  

○議長（小林哲雄） 

 教育長。 

○教育長（鳥海 均） 

 大変ありがとうございます。私も全く同じことで、寄附をいただくということはあ

りがたいんだけども、限定してその学校にということになると、開成町は公立の幼稚

園、小・中学校ありますので、いかがなものかということで、課内でも論議しました。

おっしゃるとおり、近隣では、南足柄市には横溝基金がありまして、これは広域に、
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開成町でも恩恵を受けています。ですから、その寄附者の動向というか、どんなお気

持ちで寄附をされたかということと、受けた側がどのようにそれを有効に活用するか

ということについては、かなり議論をしないといけないかなと思っています。 

 今回につきましては、南小学校が開設されて、やはり備品的にまだ充足されてない

ものがあるという観点から、今回は受けるかな、しかし、開成小の分をどうするかと

いうことについては、平成２７年度の予算計上のときに、本がもっとこういうふうに

したいということがあれば、やはり開成小学校に分厚くする必要があるだろうと、内

部では調整しています。 

 今、議員、おっしゃるとおり、本当に厚い厚意はわかるんですけども、目的を指定

して寄附をされた場合の活用、品物の場合もありますし、いろいろ議論する必要があ

るかなと率直に思っています。今回は、協議した結果、寄附者が南小学校にどうして

もということだったので、相談をした結果、こういう形にしましたけれども、おっし

ゃるとおり、今後検討していく課題だというふうに認識しております。  

○議長（小林哲雄） 

 ８番、山田議員。 

○８番（山田貴弘） 

 ８番、山田貴弘です。この大変高額なありがたい寄附であっても、やっぱり業務に

支障が出るようであれば、これは大変困ることなんで、やはりこれは事前にルール的

なものを考えながら、今後よりよい寄附を募ってもらいたいなと。これはある意味、

教育振興の寄附金だけでなくて、例えば瀬戸屋敷だとかあじさいだとか、そっちの方

面でも寄附金というのはあると思いますので、そこら辺は町の中で考えていただきた

いなと。今は問題にはなってないですけれども、そのうちなったら今度困ると思いま

すので、ぜひそれはよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（小林哲雄） 

 質疑を終了して、討論に入りたいのですが、よろしいですか。 

 （「異議なし」という者多数） 

○議長（小林哲雄） 

 ご異議ないようですので、続いて討論を行います。討論のある方いらっしゃいます

か。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（小林哲雄） 

 討論がないようですので、採決を行います。 

 議案第２９号 平成２６年度一般会計補正予算（第２号）について。原案に賛成の

方の起立を求めます。 

 （起 立 多 数） 

○議長（小林哲雄） 

 お座りください。起立多数により、可決されました。 


