
 

－７５－ 

○議長（小林哲雄） 

  日程第１１ 議案第４３号 平成２６年度開成町一般会計補正予算（第３号）を議

題といたします。 

 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、平成２６年度一般会計予算書第３号補正、１ページをお開きいただきた

いと思います。 

 議案第４３号 平成２６度開成町一般会計補正予算（第３号）。 

 平成２６年度開成町の一般会計補正予算（第３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 既定の歳入磯出予算の総額から歳入歳出それぞれ２９０万５，０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５０億１，０１７万円とする。  

 ２、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。 

 （債務負担行為）。 

 第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期

間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 （地方債補正）。 

 第３条 地方自治法第２３０条第２項の規定による地方債の変更は、「第３表 地

方債補正」による。 

 平成２６年１１月２８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ございます。歳入、第

１款町税から第２０款町債の全５款につきまして、総額２９０万５，０００円を減額

補正するものです。 

 右のページ、歳出になります。第１款議会費から第１３款予備費の全９款につきま

して、総額２９０万５，０００円を減額補正するものです。 

 続きまして、５ページ、第２表 債務負担行為。事項、グリーンリサイクルセンタ

ー施設購入費、期間、平成２７年度、限度額７，８１７万９，０００円。同じく事項、

開成小学校給食調理業務委託料、期間、平成２７年度～平成２９年度、限度額５，３

７６万９，０００円。 

 グリーンリサイクルセンター施設等購入費につきましては、建物、設備、備品等を

町が買い受けるに当たりまして設定する債務負担行為となっています。  

 先ほどお認めいただきました、議案第４０号及び第４１号によりまして、現在のＰ

ＦＩ契約及び指定管理による管理運営が、平成２７年３月３１日をもって終了するこ

とをお認めいただきましたため、引き続き平成２７年４月１日より新たな町の公の施

設として、指定管理とするため、現在、有限会社開成グリーンリサイクルセンターが

所有しております施設、これは建物、設備、備品等になりますが、これを同日、平成
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２７年４月１日に買い受けることとして調整を進めてございます。このため、現計予

算としては、平成２７年度の予算となりますが、購入予定金額が議決を要することに

なるために、今年度中に契約行為を進めまして、４月１日までに契約の議決をいただ

く必要がございます。つきましては、ここで購入予定金額の７，８１７万９，０００

円を限度額として、期間は平成２７年度、１年度限りでの債務負担行為を設定させて

いただくものとなっております。 

 続いて、開成小学校給食調理業務委託料です。こちらは今年度末に町職員である給

食調理員２名が定年退職をすることに伴いまして、現在、開成幼稚園、開成小学校、

文命中学校の３カ所に各２名ずつ配置しております、町職員である調理員につきまし

て、開成幼稚園と文命中学校の２カ所に配置をしまして、開成小学校の給食調理業務

については、平成２７年度より民間委託に移行する方針であることから、準備期間と

なります平成２７年３月の１カ月を含めまして、３年１カ月を対象として委託料の債

務負担行為を設定するものでございます。 

 １ページをおめくりいただきたいと思います。第３表 地方債補正でございます。

起債の目的、町道改良事業債、限度額、補正前、２，０９０万円、補正後、１，２３

０万円、計も同じでございます。以下は省略をさせていただきます。 

 こちらは開成駅東口再整備事業の見直しに伴いまして、町道改良事業債の減額が発

生してございます。 

 続いて、第２表と第３表の関連になります。ページを飛びまして、３９ページと４

０ページをご覧いただきたいと思います。３９ページにつきましては、債務負担行為

に関する前年度末までの支出額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書でご

ざいます。 

 ４０ページにつきましては、地方債の関係につきまして整理した表でなってござい

ます。 

 この中では１、普通債、（５）土木債のところ、補正前の額、当該年度中起債見込

額２，０９０万円が補正後の額、当該年度中起債見込額１，２３０万円となっており

ますが、こちらが町道改良債に該当するものとなってございます。  

 合計欄をご覧いただきたいと思います。補正前の額、当該年度中起債見込額が３億

７，４７０万円、補正後の額は、当該年度中起債見込額として３億６，６１０万円と

なりまして、年度末残高見込額としましては５６億４９８万円を予定してございます。 

 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ご説明をいたしま

す。１２ページ、１３ページをお願いいたします。 

○税務窓口課長（鳥海仁史） 

 それでは、歳入からご説明いたします。１款町税、１項町民税、１目個人町民税の

ご説明でございます。個人町民税の所得割額、こちらを２，７００万円の減額、また、

個人町民税の分離譲渡に係るものを７００万円の増額でございます。 

 こちらにつきましては、個人町民税の所得割額の課税標準が、当初見積もっていた

ものと大分減額になってしまった。伸びがなかったというところでの補正となってご
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ざいます。これにつきましては、納税義務者におきまして、均等割については順調に

伸びてきておりましたが、平成２６年度の当初課税をいたしましたところ、所得割に

ついては、１０名の減がございました。また、平成２５年度に退職された方にお納め

いただいた退職所得に係る個人住民税、こちらが従来の年度よりも大分多かったとい

うところがございます。この点を勘案しますと、個人住民税の所得割額につきまして

は、所得の多かった方が退職されて、均等割のみの方が増えているというような状況

が一つの要因と考えられております。 

 次に、分離譲渡でございますが、こちらにつきましては、株式の分離譲渡の増額と

いうものが主な要因と見込んでございます。こちらにつきましては、昨年末、平成２

５年１２月で、株式の分離譲渡に係る特例が終了いたしましたことによりまして、昨

年末までの駆け込みの譲渡が大量に発生したというところでございます。この関係に

つきましては、先に９月にお認めいただきました、平成２５年度の決算の中におきま

しても、株式の譲渡割の交付金、こちらが従来よりも１，６００万円ほど増えていた

というような状況と合致するような形となってございまして、今回においては、分離

譲渡７００万円の増額の補正とさせていただきました。 

 次に、４項たばこ税、１目たばこ税でございますが、こちらにつきましては、当初

の見込みよりも上半期の収入が大分増加してございました。下半期の分につきまして、

過去３年間の平均等を考慮いたしまして推定いたしますと、６００万円ほどの増額が

見込めましたので、今回６００万円の増額補正とさせていただいてございます。  

○福祉課長（遠藤伸一） 

 続きまして、１３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、２節障

害者介護給付費等負担金でございます。説明欄１、障害者自立支援給付費負担金、こ

れは歳出増に伴う国庫負担金の増額でございます。補助率は２分の１でございます。

２、障害者自立支援医療費負担金（更正医療）、これにつきましても、歳出のほうで

増額しております。それに伴う歳入の増でございます。補助率は２分の１でございま

す。続きまして、同じく１３款国庫支出金、２項国庫補助金、１目民生費国庫補助金、

４節子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金、説明欄、同でございますが、内容

的には、歳出のほうで子育て世帯臨時特例給付金の増額をしてございますので、それ

に伴う歳入増でございます。補助率は１０分の１０でございます。 

○街づくり推進課長（池谷勝則） 

 続きまして、３目土木費国庫補助金、２節道路橋りょう費補助金になります。説明

欄、社会資本整備総合交付金２，０００万円の減ということです。こちらにつきまし

ては、開成駅東口再整備事業の測量設計委託費の減額に伴う交付金の減額です。  

 それでは、次のページをお開きください。 

○福祉課長（遠藤伸一） 

 続きまして、１４款でございます。県支出金、１項県負担金、１目民生費県負担金

でございます。２節障害者介護給付費等負担金、説明欄１、障害者自立支援給付費等

負担金、先ほど説明しましたが、自立支援給付費の歳出増に伴う県の負担金、補助率
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は４分の１ございます。２、障害者自立支援医療費負担金（更正医療）。これも同じ

く国庫負担金と同じでございますけれども、歳出増に伴うものでございます。補助率

は４分の１でございます。 

 続きまして、同じく１４款県支出金、２項県補助金、１目民生費県補助金、３節児

童福祉費補助金でございます。説明欄は１、ひとり親家庭等医療費助成事業費補助金

でございます。これは歳出のほうでひとり親の医療費の増額補正を行っております。

それの２分の１について、県補助金ということでございます。 

 ２、安心子ども交付金事業費補助金でございます。これにつきましては当初予算に

おいて子育ての研修の際の託児費用、これが補助対象というようなことで計上してお

ったわけでございますけれども、最終的には県の審査で補助対象外ということで、８

万１，０００円を減額しております。 

○産業振興課長（井上 新） 

 同じく３目農林水産業費県補助金、１節農業費補助金、説明欄、降雪被害緊急支援

事業費補助金、こちらはビニールハウス１棟の被害が出ておりまして、補助率は１０

分の７でございます。詳しくは歳出でお話しします。 

○総務課長（小宮好徳） 

 続きまして、委託金になります。選挙費委託金、説明欄、衆議院議員総選挙費委託

金８２７万４，０００円でございます。こちらは平成２６年、来月ですけれども、１

２月１４日執行予定の衆議院議員の総選挙に伴うものでございます。こちらは県から

交付される選挙費委託金で賄いたいと考えてございます。 

 以上です。 

○教育総務課長（橋本健一郎） 

 続きまして、１７款繰入金、１項基金繰入金、３目学校校舎等整備基金繰入金でご

ざいます。１節学校校舎等整備基金繰入金、説明といたしまして１、学校校舎等整備

基金とりくずし、１，９６５万円でございます。こちらにつきましては後ほど出てま

いります開成小学校北側用地の買収に絡みましての基金とりくずしとなってござい

ます。 

 次のページをおめくりください。 

○財務課長（田中栄之） 

 ２０款町債、１項町債、２目土木債、８６０万円の減、こちらは開成駅東口再整備

事業の見直し伴う町道改良事業債の減額でございます。 

 歳入の説明は以上です。歳出に移ります。１８ページをお開きください。  

○総務課長（小宮好徳） 

 それでは、歳出になります。まず、人件費についてご説明させていただきたいと思

います。本日お配りいたしました総務課の資料でございます。各会計の２６年度の１

２月議会の補正予算にかける人件費一覧をご覧いただければと思います。今回の人件

費の補正でございますけれども、一般会計、国民健康保険特別会計、下水道事業特別

会計、介護保険事業特別会計、水道事業会計の５会計となります。歳出について、ま
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ず、今回の補正でございますけれども、人勧によります給与改定分や人事異動、昇給、

昇格による職員の各種手当の変動によるものでございます。 

 各会計の増減の理由としまして、まず、第一に人勧分のボーナス、給料分などでご

ざいます。第二に、本年４月及び１０月の人事異動によります、人の異動部分でござ

います。第三に、年度途中での育児給与取得者などを人的な増減も入ってございます。

第四には、扶養手当増額など、職員個人の理由によります異動部分もあわせて調整し

て、ここで一括して計上させていただいてございます。 

 まずは特別職の給与でございますけれども、１３万３，０００円の減額となってご

ざいます。こちらの理由でございますけれども、先ほどお認めいただきましたけれど

も、１２月の期末手当の０．１５月分の引き上げと、６月と１２月の町長１０％、副

町長５％、教育長３％減額措置した部分の合計金額をここに減額補正してございます。 

 各会計の職員の人数のほうでございます。まず、一般会計では、職員数が１０６、

再任用職員が１名の計１０７名でございます。こちらは補正前、補正後、変更ござい

ません。 

 国民健康保険特別会計でございます。補正前は職員が２名、補正後は職員３名で、

１名増でございます。 

 下水道事業特別会計は、補正前は職員が３名、再任用職員１名の４名、補正後は職

員４名でございます。 

 介護保険事業特別会計は、２名で変更ございません。 

 水道事業会計では、補正前が４名、補正後３名で１名減となってございます。  

 全会計では、補正前が１１７名と再任用職員２名の１１９名、補正後は職員１１８

名と再任用職員１名の計１１９名でございます。総数では１１９名ということでござ

います。 

 それでは、一般会計の補正でございますけれども、給料がこちら６３万１，０００

円の減額となってございます。今回、給料改定ということで２００円から２，０００

円の幅で引き上げてございますけれども、年度途中の育児休業の取得者と、あと年度

途中の退職者等がいたため、こちらの減額のほうが大きくなってございます。給料に

ついては減額となってございます。 

 職員手当でございます。７７５万３，０００円増額でございます。こちらを主な要

因としては、ボーナス引き上げによるものでございます。退職手当組合負担金の一般

負担金が３６万円の増額、特別負担金５９０万９，０００円の増額となっています。

こちらの特別負担金につきましては、職員の異動によりまして、下水道事業会計から

一般会計に振りかえたものでございます。共済費は５１万１，０００円の増額となっ

てございます。一般会計においては、合計で１，３７６万９，０００円の増額となっ

てございます。 

 国民健康保険特別会計でございます。給料で１２３万２，０００円の増額、職員手

当１万円の増額、退職手当組合一般負担金が２４万９，０００円の増額、共済費が３

２万５，０００円の増額となってございまして、合計で１８１万６，０００円の増額
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でございます。先ほども申した職員１名増員によるものでございます。  

 下水道事業特別会計でございます。給料で１６万９，０００円の増額、職員手当９

５万円の増額、退職手当組合の一般負担金分が４２万７，０００円の増額、特別負担

金につきましては、こちら人事異動によりまして５８６万７，０００円の減額となっ

てございます。共済費は７３万２，０００円の増額でございます。  

 下水道特別会計においては、合計で３５８万９，０００円の減額となってございま

す。 

 介護保険の事業特別会計でございます。給料で４万７，０００円の減額、職員手当

８万円の増、退職手当の一般負担金が１万円の減額、共済費５，０００円の増額とな

ってございます。合計で２万８，０００円の増額でございます。 

 水道事業会計でございます。給料２５７万４，０００円の減額、職員手当９０万４，

０００円の減額、退職手当の一般負担金が４０万９，０００円の減額、共済費が７３

万１，０００円の減額、合計で４６９万９，０００円の減額となってございます。各

会計の合計でございますけれども、今回の人件費補正総額、９億５，６８４万３，０

００円となり、７３２万５，０００円の増額となっております。 

 なお、以下の他の課目及び他の会計の給与費につきましては、同様の理由によるも

のでございますので、以後の説明については省略させていただきたいと思います。  

 続きまして、２款の総務費になります。総務管理費の１目の一般管理費、２の経常

的一般管理費の賃金でございます。１１６万３，０００円でございます。こちらは議

会事務局職員の非常勤職員の賃金でございます。こちらは当初予算で見込んでいなか

ったため、ここで補正させていただくものでございます。 

○企画政策課長（亀井知之） 

 続いて、５目企画費、説明欄１、ブランディング戦略推進事業費、町マスコットキ

ャラクター着ぐるみ製作委託料５９万４，０００円です。こちらは町のキャラクター

であるあじさいちゃんを積極的に活用していくため、各種イベント等への出場に係る

着ぐるみの製作を委託する経費でございます。 

○危機管理担当課長（遠藤孝一） 

 次に、６目諸費、１５節工事請負費でございます。説明欄１、地域防犯力向上事業

費、最初の町道２０１号線防犯灯ＬＥＤ化工事費２１４万５，０００円の減でござい

ます。これは当初２０１号線において、河原町交差点から円通寺観音堂まで、約１，

５００メートルの区間に高規格のＬＥＤ防犯灯を３０メートル間隔で整備する予定

でしたが、既存の道路街路灯での対応等がありまして、その箇所を除いて、合計４０

基、電柱添架での整備をしたこと。また、灯具の単価が半減したことなどから、執行

残が生じたため、減額補正するものです。 

 その下の県道山北開成小田原線防犯灯整備工事費でございます。１１６万１，００

０円の減でございます。６月に開通した山北開成小田原線について、防犯上危険性が

高いとの要望があり、ＬＥＤ防犯灯を当初では２２基整備する予定でしたが、県西土

木事務所との調整によりまして、歩道以外の町有地、あるいは民地への設置となった
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ため、７基のみの設置となりました。そのために執行残が生じたために、減額補正す

るものです。 

 また、町が設置できない箇所については、県西土木事務所が歩道部分に３基を設置

しております。 

○福祉課長（遠藤伸一） 

 続きまして、２、過年度分国県支出金等返納金でございます。内容的には、２４年

度分の実績報告の訂正に伴うもので、子ども手当の負担金を国庫に返納するものでご

ざいます。 

○税務窓口課長（鳥海仁史） 

 １枚おめくりいただきまして、２款総務費、２項徴税費、２目賦課徴収費の賃金で

ございます。こちらにつきましては、徴収対策推進事業費の賃金の中の徴税専門員の

賃金を３０８万２，０００円減額するものであります。この減額につきましては、当

初、昨年度末で退職いたしました、徴税専門員の後任のために予算計上してございま

したが、この後任の者がいまだ見つからないというような状況の中で、今回断念いた

しまして、減額補正とさせていただきました。 

 なお、この経過につきましては、神奈川県の人材バンク等に県税職員のＯＢ等の採

用というものを想定いたしまして登録を行っておりましたが、現実的には申し込みが

なかったというようなことでございます。 

○総務課長（小宮好徳） 

 それでは、選挙費でございます。４項の選挙費、８目の衆議院議員総選挙費でござ

います。今回の補正でございますけれども、衆議院が１１月２１日に解散されまして、

１２月２日公示、１２月１４日投開票日となります。第４７回の衆議院議員総選挙に

伴う補正予算でございます。今回の投票につきましては３種類で、小選挙区と比例代

表と最高裁判所裁判官国民審査となります。 

 それでは、続きまして、委員関係費の委員等報酬になります。７万４，０００円で

ございます。こちらは選挙管理委員会委員の報酬でございます。臨時的一般管理費で

ございます。職員手当等は職員の時間外でございます。報償費、こちらに関しまして

は、ポスター掲示場設置謝礼でございます。旅費は１万１，０００円でございます。

消耗品４６万８，０００円は、ポスター掲示板や事務用品等でございます。印刷製本

は入場券の印刷代でございます。通信運搬費、こちら入場券の郵送料等でございます。

手数料に関しましては、計数機や交付機の点検等となってございます。ポスター掲示

場の設置委託料でございます。ポスター掲示場町内４９カ所ございます。そちらの撤

去代、設置代でございます。選挙公報配布業務委託料でございます。８万２，０００

円でございます。複写機保守料、こちらは選挙事務所で使用するコピー機の保守料で

ございます。個人演説会公営費３万１，０００円でございます。 

 投開票速報のシステム用パソコン賃借料６万７，０００円、こちらは県に投開票を

速報するためのものでございます。 

 投票所経費でございます。委員等報酬、こちらは期日前投票期日前は今回１１日間
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ございますが、期日前投票期間と当時の投票管理所及び立会人さんの報酬でございま

す。職員手当につきましては、職員の時間外です。 

 賃金３５万２，０００円です。こちらは期日前投票と投票日の当日、臨時職員を雇

って行うものでございます。 

 消耗品は１０万円でございます。燃料費７万６，０００円、こちらは庁舎の暖房用

重油代等をとらせていただいてございます。食料品に関しましては、投票管理者、立

会人さんの食料費となってございます。 

 印刷製本費、こちらは政党名、裁判官の指名掲示の印刷代でございます。  

 光熱水費、こちらは投票所のエアコン代等でございます。 

 通信運搬費、こちらは臨時の携帯電話の使用料でございます。 

 借上料でございます。こちらは投票所を借り上げますので、金井島と上延沢自治会

館と福祉会館の３カ所の部分でございます。 

 臨時携帯電話賃借料、２万２，０００円でございます。 

 開票所経費でございます。委員等報酬、こちらは開票管理者、開票立会人さんの報

酬でございます。 

 職員手当等は、開票所での職員の時間外でございます。 

 通信運搬費、開票所で使用する臨時電話代等でございます。 

 国民審査投票用紙分類機、１６２万円でございます。こちらは平成１３年に購入し

ました。こちらの機械が故障しまして、修繕するにも部品がないということで、今回、

こちらの機械を購入したいと考えてございます。 

 以上です。 

○保険健康課長（田辺弘子） 

 続いて、２４ページ、２５ページになります。３款民生費、１項社会福祉費、１目

社会福祉総務費、１、国民健康保険特別会計繰出金、１８１万６，０００円、１０月

の人事異動に伴う職員人件費１名分の国民健康保険特別会計繰出金の増額補正でご

ざいます。 

 ２、介護保険事業特別会計繰出金、６７４万７，０００円、介護保険事業特別会計

において、給付費の増額補正を要求しておりますので、法定分として、給付費の１２．

５％と人件費分を一般会計から繰り出すものでございます。 

○福祉課長（遠藤伸一） 

 続きまして、１目飛びまして、５目障害者福祉費でございます。説明欄１、自立支

援給付事業費扶助費の増額でございます。これは障害者総合福祉法に係る給付サービ

スの給付費の扶助費の増でございます。 

 現在、７カ月分の実績、支払いをしているわけでございますけれど、当初予算では

１カ月１，７０５万１，０００円の見込みでございましたが、約２．２％増額しまし

て、１カ月１，７４３万４，０００円ほど必要となりましたので、増額をさせていた

だきました。これの大きなサービスで、この中の要因として増えたサービスは、障害

者のサービスで、短期入所、グループホーム、就労継続支援Ｂ型、ここら辺のサービ
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スが増えたことが一つの要因となってございます。 

 次に自立支援医療給付費給付事業費の増額でございます。これにつきましても、当

初見込んでいました、大体年間四、五名の方が人工透析等で定期的にやっているわけ

でございますけれども、今年度年度途中におきまして、生体肝移植、あるいはそれに

伴う抗免疫療法等の対象者が増えたことにより増額をするというようなことで、更生

医療費を増額してございます。 

 続きまして、同じく３款民生費の２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、説明欄ひ

とり親家庭等医療費助成事業費でございます。これにつきましては、まず、増額の一

つの要因といたしまして、２５年平均のひとり親医療費の対象世帯数が１２０世帯で

ございましたが、２６年９月末時点で１２７世帯ということで、少し人数も増えてい

るということで、それが一つの要因としまして、扶助費が８．３％増ということで増

額補正をするものでございます。 

 １ページおめくりください。次に３目子育て世帯臨時特例給付金関係費でございま

す。これにつきましては、消費税５％から８％に上げる関係での国の施策で、実施主

体が市町村になったものでございます。 

 臨時特例給付金とこの補正の子育て世帯臨時特例給付金がございましたが、子育て

世帯臨時特例給付金、当初予算におきましては、この給付金は基本的には児童手当を

もらっている方がもらうということでございますが、この給付金におきましては、公

務員につきましては、児童手当は公務職場から直接出ておりますので、それをこの消

費税対策については、市町村から出すということで、公務員の数の実態が、町ではわ

からなかった状況があります。当初予算におきましては、国の総額の予算から人口比

で大まかに出しておりましたので、現実には、１，８９１人の児童が１万円ずつもら

うという当初予算でございましたけれども、結果的には、若干まだ推測数字が入って

ございますけれども、２，３６３人の方の受給というようなことがございまして、１

人当たり１万円でございますので、ちょうど人数の差で金額が変わって、差が出てき

ました。その分について増額補正をするものでございます。 

○環境防災課長（秋谷 勉） 

 続きまして、４款衛生費、１項保健衛生費でございます。保健衛生総務費は、人件

費、予防費は財源更正ですので飛ばせていただきまして、３の環境衛生費でございま

す。説明欄１、ごみ処理事業費、足柄西部清掃組合負担金５４５万９，０００円の減

額でございます。こちらは申しわけございません。単純に当初予算の最終決定時のず

れによるものでございます。足柄西部清掃組合の平成２５年度の決算が終了しまして、

今後、負担金に変更が生じる見込みがございませんので、ここで減額補正とさせてい

ただくものでございます。 

 説明欄２の資源化推進事業費、剪定枝処理委託料５７万円の増額でございます。剪

定枝の再資源化に対する意識は、町民の皆様に確実に浸透してきていると言えます。

処理量も年々増加しているところであります。本年も４月から１０月までの処理量は、

前年の同期比の１５％増となってございます。今後の見込みで予算に不足を生じると
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いうことが予想されますので、前年の状況から、１１月から３月までの予測を行いま

して、金額として５７万円を補正させていただくというものでございます。 

○産業振興課長（井上 新） 

 ５款農業水産業費、１項農業費、２目農業総務費、１枚おめくりいただきまして、

１９節負担金、補助及び交付金、説明欄２、経常的一般管理費、降雪被害緊急支援事

業費補助金、こちらは２月１４日、降雪によりまして被害を受けられた方が１０月６

日に来庁いたしまして、支援の申し出がございました。現地調査及び県の確認等を行

った上で、再建のための資金補助をするものでございます。 

 この補助金は、補助率１０分の９で、本人が１割負担で行うということで１５８万

１，０００円でございます。 

○街づくり推進課長（池谷勝則） 

 次のページ、３０ページ、３１ページをおめくりください。７款土木費、２項道路

橋りょう費、２目道路新設改良費になります。説明欄の１、町道改良事業費、町道用

地購入費２５０万になります。こちらにつきましては、町道２３５号線の拡幅改良工

事におきまして、２軒の方の用地協力が得られましたので、道路用地取得のために追

加するものでございます。用地買収面積につきましては、４９．７１平方メートルに

なります。 

 ２、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２，５００万円

の減になります。当初予定しておりました、駅東口歩行者デッキの設計を見込んでお

りましたが、交通量調査、警察等の関係機関との調整におきまして、時期尚早との判

断となりまして、委託内容を精査し、変更契約に伴う差額を減額するものです。  

○上下水道課長（熊澤勝己） 

 続きまして、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３５８万９，０００円の減でございます。こちらは下水道特別会計の給与費減に伴

います繰出金を減額するためのものでございます。 

○教育総務課長（橋本健一郎） 

 続きまして、９款教育費、１項教育総務費、２目事務局費でございます。こちら説

明欄２の経常的一般管理費でございます。まず、手数料でありますけれども、こちら

が５０万６，０００円ということでございまして、後ほど出てまいります、開成小学

校の北側用地の買収に絡むものでございます。５０万６，０００円のうち、１万６，

０００円につきましては、不動産登記の手数料ということで、嘱託登記の手数料とな

ってございます。残りの４９万円につきましては、用地買収に伴います仲介の手数料

となってございます。 

 続きまして、その下の境界フェンス移設等工事費につきましては、買収後に今現在

設置されておりますネットフェンスにつきまして、一部移設した形で工事をしたいと

考えてございます。 

 １枚おめくりいただきまして、１７の公有財産購入費でございます。こちらにつき

ましては、開成小学校北側の用地でございます、延沢の岡田にございます、土地の買
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収用地となってございます。面積といたしましては２７０．９９平米、坪でいいます

と、８２．１１坪となってございます。地目は宅地で、第１種住居地域、準防火地域

でございます。こちらの用地につきまして、売却されるという情報を得ましたので、

交渉を進める中で、こちらの金額での提示をいただきましたので、こちらがお認めい

ただける際には、契約し、購入をしていきたいと考えてございます。 

 続きまして、９款教育費、２項開成小学校費、３目学校給食費でございます。こち

らが需用費と備品購入費となってございます。 

 まず、需用費につきましては、説明が給食施設整備事業費となってございます。修

繕料です。こちらにつきましては、先ほど債務負担行為でご説明がありましたけれど

も、民間への委託に伴いまして、準備ということで、調理をする際の動線を確保する

ということで、現在設置されております、コンベクションオーブンを移設しまして、

動線の確保をしていきたいというふうに考えてございます。 

 続きまして、ドライ運用等備品購入費につきましては、現在、開成南小学校につき

ましては、全てドライ化ということで給食の中運営されておりますけれども、除く３

カ所につきましては、今現在ウエットの施設で運用してございます。こちらはできる

限り水はねをなくして、雑菌等の繁殖を防ぎたいという中で、ドライ化は難しいです

ので、ドライ運用ということで、少しずつドライに向けて運用していきたいと考えて

ございます。そちらに伴いまして、ざる受けですとか、あと一部運搬車の購入という

ことで予定をさせていただいているところでございます。 

 １枚おめくりください。続きまして、９款教育費、５項幼稚園費でございます。１

目幼稚園管理費、説明欄といたしまして、１０月の備品購入費でございます。幼稚園

施設整備事業費でございます。マイクロバス購入費ということで、１８７万４，００

０円の減となってございます。こちらは９月にバス１台を買い替えまして、そちらの

執行残ということで、今回減額補正のほうをさせていただいております。 

 以上です。 

○財務課長（田中栄之） 

 １３款予備費になります。今回の補正による歳入歳出差引の差額、２，８２９万３，

０００円を予備費で調整をいたします。 

 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） 

 議案第４３号の審議の途中ですが、ここで暫時休憩といたします。再開後は議案第

４３号に対する質疑から行います。再開を１５時４５分といたします。  

午後３時３０分 

○議長（小林哲雄） 

 再開します。 

午後３時４５分 

○議長（小林哲雄） 

 議案第４３号 平成２６年度開成町一般会計補正予算（第３号）の質疑を行います。
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質疑をどうぞ。 

 ２番、高橋久志議員。 

○２番（高橋久志） 

 ２番議員、高橋です。５ページの債務負担行為、この中の開成小学校学校給食調理

業務委託料ということで、平成２７年から平成２９年度、５，３７６万９，０００円

が計上されておりますけれども、民間委託ということは、この中から推察できるわけ

ですけれども、私のほうから再三民間委託については取り上げて、直営を維持してく

れと、こういう形で言ってきたわけですけれども、町当局としては、なぜこれにこだ

わるのか。今回も債務負担行為として出ておりますけれども、その理由を明確にして

もらいたいのと。 

 例えば、アレルギー対策とか、こういったことが起きた場合、民間の関係では対応

できないさまざまな問題が起きるだろうし、災害時の関係を含めて、開成町は直営方

式でやっているわけですから、町職員のほうできちんと対応する。こういった関係か

ら逆行していると思うんですけれども、この件についてどのような形で検討されて、

債務負担行為を出しているのか、理由を明確にしていただきたい。  

○議長（小林哲雄） 

 教育委員会事務局参事。 

○教育委員会事務局参事（小野真二） 

 学校給食の委託につきましては、議員おっしゃられますとおり、何度か一般質問等

の中でお答えをさせていただいております。なぜこだわるのかというふうに聞かれま

すと、なぜ直営にこだわるのかなという気も、正直私どもとしてはいたします。  

 これまで何度か直営と委託等の比較ですとか、そういうものをお話しさせていただ

いております。議員が申されましたアレルギーの問題ですとか、災害の問題ですとか、

そういうものもクリアできます。ただ、調理する手が直接の職員になるのか、委託の

職員になるのかという違いだけでありまして、栄養の管理ですとか、そういうものも

全部栄養士が行いまして、何ら劣るところがないと。また、逆に働く人の管理という

点から考えますと、南小の実例等を考えますと、逆に優れているということが実証さ

れておりますので、これは学校給食管理委員会等の決定を経まして決定されているこ

とでございますので、職員の退職を機に、直営から民間を増やして、そうすることが、

子どもの福利厚生、健康の増進につながると考えてございますので、委託という形を

進めていきたいというふうに考えております。 

○議長（小林哲雄） 

 高橋議員。 

○２番（高橋久志） 

 何で直営にこだわるのか。逆質問のような形を受けましたけれども、やはり直営と

いうのは、先ほどのアレルギー問題を含めて、防災上を含めて、行政が責任を負う。

調理人、民間の委託といえども、これは重要なんだと。安ければいい、例えば、人員

交流すればいいと、こういうものじゃないと。やはり学校給食というのは、学校教育
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の一環なんですから、そこのところは直営ですべきだと。 

 前々から開成南小学校が学校給食をされたとき、ひょっとしたら開成小学校のほう

もやられそうだと。私の言葉から言えば、語弊があるかもしれませんけれども、今度

は例えば、文命中学、やってみて非常によかったからと。こういう形は、教育行政の

あり方として問題があるというふうに言っているんです。 

 アレルギー体制を含めて、栄養関係の管理者がおるわけですから大丈夫だと。やは

り不安なんですよ。その点、もう一度内容的に精査をお願いしたい。 

 今回の補正予算は、衆議院の解散と、あるいは職員の給与改定、私も理解できるこ

とがたくさんあるんです。ただ、この債務負担行為、これは私が従来から言ってきた

ことがあるし、これだけは削除願えればと思って質問させていただいているところで

す。もし覚えがあれば、いただきたい。 

○議長（小林哲雄） 

 教育委員会事務局参事。 

○教育委員会事務局参事（小野真二） 

 ただいま、議員のほうから学校給食における責任という言葉をお話しなされました

けれども、学校給食を提供するものの責任は町にございますので、これは職員が調理

をしようと、委託で行おうと、何ら変わるものではございません。また、食育の関係

もございますけれども、地産地消の食材を取り入れた給食を行っていく。そういうふ

うな関係につきましても、栄養士がしっかり管理し、あるいはそれらを事業との結び

つきの中で、子どもに還元していくという姿勢も一切変わりがございませんので、委

託という形の中で進めていくというものでございます。繰り返しになりますけれども、

学校給食の全ての責任は教育委員会、町にございます。これらのことを再認識しなが

ら進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

○議長（小林哲雄） 

 ほかに質疑ございますか。 

 ５番、前田せつよ議員。 

○５番（前田せつよ） 

 ５番、前田せつよでございます。１９ページ、企画費の中の委託料のブランディン

グ戦略推進事業費についてお尋ねいたします。委託料として５９万４，０００円とい

う形で計上されて、名前等々から想像するに、大変に期待できる事業費ではないかな

というふうに思うところでございますが、この５９万４，０００円の内訳をお聞かせ

願いたいと思います。 

○議長（小林哲雄） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（亀井知之） 

 内訳ということでございますけれども、あじさいちゃんの着ぐるみの製作委託料、

税抜き５５万円にプラス消費税分ということで計算をしてございます。５５万円とい

う金額ですけれども、これを予算計上するに当たりまして、近隣のゆるキャラの着ぐ
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るみ代、いろいろ取材をして、幾らぐらいかかるのかというような聞き取りをしまし

た。大体５０万から６０万、ピンからキリまでありますけれども、それぐらいででき

るというようなお話でしたので、そのあたりで予算計上させていただいたということ

でございます。 

○議長（小林哲雄） 

 前田議員。 

○５番（前田せつよ） 

 近隣の着ぐるみの金額等々も精査されたということでございますが、私の意識の中

では、また、町民の方もあじさいちゃん、しいがし君ということで、ペアでという思

いも深いところもあろうかと思います。あじさいちゃんだけの着ぐるみが登場して、

それを利用するに当たって、同時にしいがしちゃんがいる想定等々を鑑みたときに、

あじさいちゃんとしいがし君を両方つくるとかというような議論もなさったのかど

うなのか。また、もしあじさいちゃんのみをつくった場合に、今後の戦略プランとし

て、どのような形で利用促進に当たられるのか、今後の事業計画等々をお聞かせ願え

ればと思います。 

○議長（小林哲雄） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（亀井知之） 

 お答えします。今、議員さんがおっしゃられたように、なぜあじさいちゃん一つだ

けというような議論は確かにあったそうでございますけれども、今回のブランディン

グ戦略の中で、その戦略の検討自体は、町の中のプロジェクトチームは若手の職員で

形成してやっておりますけれども、それとは別に、議員ご存じのとおり、６０周年の

実行委員会の中でイメージ、ロゴマークでありますとか、あるいはポスターデザイン

等を事業者さんに委託して行っていると。その事業者さんのほうは、こういうような

ブランディング戦略の検討についても、ある程度助言をいただいているということも

あります。そのいわばプロの意見として、あじさい、しいがしと二つ揃っているとい

うのは確かにあるんだけれども、イメージ戦略でいえば、二つあるというのは、イメ

ージ的にブレがあるんだと。複数あるより、やはり一つに絞ったほうが訴求力は高い

んですよというようなアドバイスをいただいたそうでございます。ですから、いろい

ろなところ、場面で出るときには、知られているあじさいちゃんのほうが中心になっ

て、出場すると。では、しいがしはどうするのかといったら、例えばですけれども、

開成町に来れば、いわゆる裏キャラではないんですけれども、しいがしちゃんにも会

えますよというような、そういうような展開をしていったらどうだろうという提案が

あって、今回はあじさいを中心に考えていきましょうと。そういう結論に達したとい

うことでございます。 

○議長（小林哲雄） 

 ９番、佐々木昇議員。 

○９番（佐々木 昇） 
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 ９番、佐々木昇です。２１ページの徴収対策推進事業費について、ちょっとお伺い

します。現在、徴税専門員さんが１名減ということですけれども、この徴税専門員さ

ん、決算などの報告を受けますと、かなりの実績を上げられているということですけ

れども、この１名減に関しまして、このままいくと、町にどのような影響が出るのか、

もしわかればお伺いいたします。 

○議長（小林哲雄） 

 税務窓口課長。 

○税務窓口課長（鳥海仁史） 

 それでは佐々木議員のご質問にお答えしたいと思います。今、議員もおっしゃいま

したように、徴税専門員、過去１０年間にわたって活躍をいただいてきているところ

でございますが、その間、開成町の徴収率が９０％台後半で推移してきているという

のが徴税専門員の実績評価だったと思います。ここで徴税専門員が退職したことによ

りまして、補充できていない状況が実際にあるわけですけれども、今年度の上半期の

徴収実績を捉えますと、若干ですが、０．３％から０．４％ぐらい昨年に比べて徴収

率が落ちているという実態はございます。ただ、今後、年度の後半に向けて、この辺

を挽回していきたいというふうに考えております。 

 また、０．３から０．４％の減というところですが、金額にしての減ということに

なってございます。ただ、今年度上半期におきましては、リンクをした上で、滞納者

と折衝した中で、納税成約をとって、分納に導いていくというような、自主納付に導

いていくようなことを昨年よりも増してやっておりますので、昨年の３倍ぐらいの自

主納付の約束を取り付けてやってきているところで、そういうところも影響しまして、

金額的な収入額が減少しているのかなという分析もございます。 

 ただ、いずれにしましても、県の知識のあるＯＢが、ここで補充が効いていないと

いうようなところもございまして、今後も引き続き県の人材バンクのほうには登録を

して、要請をしていきたいというふうには考えてございます。 

 ただ、この辺につきましては、なかなか獲得が難しいというような状況もありまし

て、現在、町の中で徴収専任の職員を今年の春１名増加していただいたというような

ところもありまして、自前の中で徴収対策が推進できるような形を、今後早期に確保

していきたいというふうに考えてございます。 

○議長（小林哲雄） 

 よろしいですか。 

 佐々木議員。 

○９番（佐々木 昇） 

 人材を早急に確保することが大切だと思うんですけれども、県の人材バンクさんに

登録されて公募がなかった、申し込みがなかったということですけれども、これ以外

に人材を確保する方法、方策みたいなのはないのでしょうか。 

○議長（小林哲雄） 

 税務窓口課長。 



 

－９０－ 

○税務窓口課長（鳥海仁史） 

 県の人材バンク以外というようなご質問ですが、例えば、国税の関係とか、という

こともございますが、やはり住民との対話を重視して、滞納整理をしていく。滞納処

分をしていくということの中では、書類１本でどんと滞納処分をしていくような部署

の方ですと、町民とのトラブルも発生しやすいというところもありまして、我々とし

ては、県税のＯＢが最適であろうということの中で雇用の募集をかけているようなと

ころでございます。 

○議長（小林哲雄） 

 １番、菊川敬人議員。 

○１番（菊川敬人） 

 １番、菊川です。ページ数３０、３１ページです。２項道路橋りょう費の説明欄の

２、開成駅周辺整備事業ですが、駅東口ロータリー改修設計業務委託料が、今回は２，

５００万円の減額、以前５００万円減額いたしまして、当初予算は４，５００万であ

りました。ほぼ７割近い、６７％ぐらいに相当するのですかね。それぐらいの金額が

ここで削減されるということで、減ることについては非常にいいというふうに思いま

す。 

 歩行者用デッキを省くことによって、今回は２，５００万円の減額ということにな

っておりますが、２，５００万減額する金額が、歩行者用デッキで２，５００万の設

計委託料が減額というのは、私は金額的に大き過ぎるのかなという感じがします。  

 例えば、設計費は１０％でも、１億で２５％、２，５００万円ですか。２億ですと

１２．５％になりますけれども、それほどどう考えてもかかるようなものではないの

かなと思いまして、２，５００万の詳細を教えていただきたいと思います。  

○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） 

 それでは、説明させてもらいます。まず、今、議員が言われましたように、当初予

算で委託料４，５００万持っておりました。そうしたところ、１回目の入札の契約が

３，２００万弱という、もともと安く低額で契約することができましたと。それにな

おかつ、今回、変更設計で減額して１，５００万円ぐらいで変更契約ができましたの

で、当初から見ますと約３，０００万円、前回５００万円減らしておりましたので、

今回２，５００万円の減という形になります。ですから、契約をした内容の減額とし

ては、１，６００万強の金額しか減らしていないんですね。もともとの執行残もあっ

たので、もともとの予算に対する減額ですから、執行残も含めて今入れているという

ことで、金額が多く出ているということになっております。 

○議長（小林哲雄） 

 よろしいですか。 

 菊川議員。 

○１番（菊川敬人） 
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 初めの４，５００万という数字を、その数字そのものが大き過ぎたかなと思うんで

すが、そんなことはないんでしょうか。 

○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） 

 この４，５００万円につきましても、ある程度先ほど聞かれたデッキの関係とか、

平面の改良、これらの交通の交通量とか、地質調査を含めた委託の計画をした中では、

おおよそ４，５００万相当いくだろうということで見積もり、または設計をしていた

ところでございます。 

 １回目の入札では、大分低額に応札いただきましたので、この金額で契約させてい

ただいたということで、減額が大分多くなったと、このように考えております。 

○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。３２、３３ページ、学校用地購入費についてお伺いしたいと

思います。説明では、面積等、延べ購入金額をあげられた次第ですが、今回、購入す

るに当たっての目的というものをしっかり定めないで、これだけの大きな買い物をす

るというのはいかがなものかという、計画的に用地をどのように活用しながら、また

取り込むことによって、現況の土地に付加価値がこういうふうにくるからとか、そう

いう部分の説明を果たした中で、予算提示というものをすべきではないのかなという

ところを感じましたので、今回購入するに当たっての目的ですね、ただ、向こうがち

ょうど家を撤去して、更地になったから買うんだではいけないと思うので、そこら辺

を明確にお願いします。 

○議長（小林哲雄） 

 教育総務課長。 

○教育総務課長（橋本健一郎） 

 ご質問にお答えいたします。先ほどは説明不足で大変申しわけございませんでした。

現地を前回、議員の皆様に見ていただきまして、ご存じかと思うんですけれども、そ

の土地につきましては、やはり北側が、どうしても開成小学校の用地が不整形である

というのが一番の問題でありますので、先行する形の取得ということを目指してござ

います。 

 今後ますますいろいろな子ども、子育ての関係でありますとか、需要が高まってく

ると思いますので、そういった場合には、そちらの土地を利用して、さまざまな形で

利用できる形ということで、一番は不整形な土地を整形にして、今後の使いやすいよ

うな形でしていきたいと考えているのが第一でございます。 

○議長（小林哲雄） 

 山田議員。 
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○８番（山田貴弘） 

 ８番、山田貴弘です。不整形な土地を極力四角に持っていきながら、いい土地にす

るというのは、それは理解できるんですが、財政がふんだんにあるわけではないので、

いろいろな部分で公費を使っていく部分では、有効利用、そういう部分ではもう少し

踏み込んだ説明というのが必要ではないのかなと。小学校の改修、３カ年計画ですか。

あの中に北校舎の撤去から始まり、そこの有効利用というものが以前さんざん議論さ

れた中で、ここで改修工事が終わったら、何か話が全然出てこないなという中で、当

初のビオトープをつくったりとか、環境をつくるんだというものがすぐやれとは言わ

ないですが、３年後、５年後に向けて、こういう計画があるんだと。だから、こうい

う不整形の土地を整形ながら、北側の土地利用というものをいろいろな議論を踏まえ

た中で考えていくんだというんであれば、今回、購入するというのは、時期的にいい

なという判断材料にもなるので、目の前であいた土地があるからそれを買うのだでは、

議会に提示する部分では、説明が少ないのではないのかなというふうにすごく感じて

おります。 

 かといって、不整形の土地を四角くするという部分では理解するところもあるんで

すが、そこの部分、町民からそこの部分何で買うのと言われたときに、説明ができる

ように、我々のほうにも説明をしていただきたいというふうに思いますので、もう少

しそこら辺の、小学校改修工事の３カ年計画のその後という部分の絡みもあろうかと

思いますので、そこら辺の部分の説明をいただきたいのと。 

 現況では、教職員の駐車場という部分で、車がとまって、北側の部分にあると思う

んですよ。そこら辺の教職員の駐車場確保というのは、例えば、役場の場合は借りて

いますよね。個々にお金を払って運営されているとは思うんですが、学校の場所に駐

車場を設けなきゃいけないのか。また、設けるに当たっては、どういう根拠で確保し

ているのか。そこら辺ちょっと曖昧なので、そこら辺をお聞きしたいと思います。 

○議長（小林哲雄） 

 教育長。 

○教育長（鳥海 均） 

 多様な質問なので、どこまでお答えできるかわかりませんけれども、一番最初の土

地をどうして買うのか。更地になったから買うみたいにおっしゃられましたけれど、

全くそうではなくて、北校舎が耐震構造上問題であるから、撤去をした後、校舎に入

ってみたときに、これを次に活用するときに、この家がなくなって、ここがもしなか

ったら整形な土地になって、学校としてはいいんだがなというのが、町長をはじめ、

最初に見た感覚です。ですから、あそこを最初から買いたいということで考えていた

んではないんですけれども、そこを整形することによって、ここをこれからの教育施

設の重点として、一つは幼小の連携とか、それから大きく言えば、小中の連携である

とか、教育制度の改革を見たときに、多分また土地が欲しくなるかなというときに、

あの場所は非常に不整形だったのでどうかなといったきに、たまたま相続の問題で、

あそこが売りに出されるということをキャッチしたのが始まりです。 
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 ですから、学校の校舎として、今の狭い状態より、財政は苦しいけれども、将来的

に整形な土地にして、教育施設を今後そこにつくっていくためには、非常に必要だと

いうことでお願いをしながら進めてきたというのが現状です。 

 ですから、何に使うかということになると、大規模改修のときには、ビオトープを

前提として、あそこを整備してということを考えたんですけれども、果たして今の教

育課程上、ビオトープが必要かどうかということも議論しています。ですから、ビオ

トープをつくらないということにはならないんですけれども、今のところ、優先的に

それをつくるということは考えておりません。 

 教育施設として何が必要かというのは、一番は体育館の次に、学年ごとに活動でき

る場所が欲しいということを先生方がおっしゃっていますので、いわゆる南小学校の

多目的ホール、社会教育施設と一緒にできるようなものも、お金さえあればいいかな

ということも考えています。ですから、今、このものをつくるから、こうで買うんだ

という結論は出ていないんですけれども、こういう構想の中でつくるときに、この広

さは十分に必要なんだということで考えたというのが現状です。ですから、さまざま

な今の町の計画の中では、もしかすると、他の目的で使う要素も出てくるかなという

ふうに考える部分もありますので、できることであれば今回購入をしたいということ

が前提です。 

 また、二つ目の駐車場の問題につきましては、これはさまざまな議論があって、徴

収をしている町もあったりしていますけれども、学校の立場としては、先生方の車を

公用車として今登録して、通常の出張には使っているわけで、公用車が今一切ないわ

けで、子どもたちの指導上、先生方の車が校内にあることがいいかどうか、いろいろ

なところで議論されているんですけれども、今のところ校地において、やはり教育上、

公用車として使う場合もやむを得ないという形で、確保しているというのが現状でご

ざいます。 

○議長（小林哲雄） 

 山田議員。 

○８番（山田貴弘） 

 ８番、山田貴弘です。ぜひとも用地というのは、タイミング的な問題も確かにある

のは理解しているんですけれど、やはり全体の中で、例えば、第２南小学校の用地は、

将来、ここに学校を建てるんだというので、用地取得をしている部分があるわけじゃ

ないですか。やはり北校舎の跡地の部分をこういうものをやりたいんだという、細か

な詳細は要らないですけれども、こういうことを目的としてやっていきたんだという

ことを我々のほうに訴えてもらえれば、これは理解されると思うので、当初の説明で

は、そこら辺の説明及び教育委員会としての方向性の熱意というものが、正直言って

伝わらなかったんですよ。単なる目の前であったから買うんだというようにとれたの

で、ぜひそこはアピールをしていっていただきたいとお願いします。 

 あと学校用地の部分に教員の先生の駐車場を確保しちゃいけないと言っているわ

けでなくて、いろいろな指導の中で車を使ったりとか、公用車の中で置くとか、そう
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いうのもわかるので、安全面を確保するという意味で、駐車場と体育館のピロティで

すか。そこら辺との部分で、子どもが行き来できる状態になっている現状で、事故が

起きてからでは遅いので、そこら辺の安全対策もしっかりして、そこは公用車として

先生が置いているから、先生に責任があるんだよ、町に責任があるんだよ、そこの位

置付けをしっかりしていかないと、事故が起きたときに、ここは町の町有地だから町

に責任があるから、損害賠償は町が負担するんだよということになってはいけないと

思うので、これは先生の管理のもとでもし置かれるのであれば、責任をしっかり明文

化するのか。位置付けをした中で、そこら辺の管理をしっかりとやっていきたいとい

う、学校用地と駐車場は別な話になりますが、当然、これは駐車場として利用してく

ると思うので、当面は、そこら辺はしっかりと管理した中で運営をしていっていただ

きたいというふうにお願いをいたします。 

○議長（小林哲雄） 

 ３番、吉田敏郎議員。 

○３番（吉田敏郎） 

 ３番、吉田です。１９ページ、総務費諸費の町道２０１号線、防犯灯ＬＥＤ化工事

費ということで、先ほど説明の中で２１４万の減、これは入札の執行残だということ

なんですけれども、当初の予算はどのくらいだったのか、教えていただけますか。  

○議長（小林哲雄） 

 危機管理担当課長。 

○危機管理担当課長（遠藤孝一） 

 ２０１号線については、当初予算額は４０６万８，０００円でございました。 

○議長（小林哲雄） 

 吉田議員。 

○３番（吉田敏郎） 

 吉田です。ありがとうございます。そして、先ほどの説明の中で、単価が半減した

というのですけれども、その単価というのは幾らぐらいだったんでしょうか。  

○議長（小林哲雄） 

 危機管理担当課長。 

○危機管理担当課長（遠藤孝一） 

 灯具に限っての単価でございます。ちょっと高過ぎるんじゃないかというようなご

意見もあろうかと思いますけれども、その時点での見積もり単価が５万３，０００円

でございました。入札によって入った単価が１万８，１８０円ということで、かなり

減額となっています。 

○議長（小林哲雄） 

 よろしいですか。ほかに質疑ございませんか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（小林哲雄） 

 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。  
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 （「なし」という者多数） 

○議長（小林哲雄） 

 討論はないようですので、採決を行います。 

 議案第４３号 平成２６年度開成町一般会計補正予算（第３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） 

 起立多数によって、可決いたしました。お座りください。 

  


