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○委員長（鈴木庄市） 

 再開いたします。 

午後４時５５分 

○委員長（鈴木庄市） 

ただいまから、まちづくり部の質疑に入ります。  

本日の委員会には各課の主幹の方が出席しておりますが、発言がある場合は挙手

の上、私から指名がありましたらマイクのスイッチを入れ、課名と名前をお願いい

たします。また、答弁は簡潔にお願いいたします。  

それでは、まちづくり部、街づくり推進課、上下水道課、産業振興課に属する部

分についての質疑を行います。質疑は、歳入歳出全般について行います。質疑をど

うぞ。 

佐々木委員。 

○９番（佐々木昇） 

９番議員、佐々木昇です。  

予算書１１７ページ、説明資料３０、３１ページの企業誘致促進事業費について

お伺いいたします。 

現在、県企業誘致促進協議会に参加されているということですけれども、どのよ

うな状況なのか、今後、どのような動きをしていくのか、お伺いいたします。  

○委員長（鈴木庄市） 

産業振興課主幹。 

○産業振興課主幹（橋本健一郎）  

産業振興課、橋本です。 

お答えさせていただきます。  

現在は、神奈川県で組織されております企業誘致促進協議会のほうに会員として

加盟してございます。もう一つ上としましてはプロジェクトというものがあるので

すけれども、そちらにつきましては、今後検討した中で加盟ですか、そういったも

ので企業誘致を進めていきたいと考えております。  

以上です。 

○委員長（鈴木庄市） 

佐々木委員。 

○９番（佐々木昇） 

説明書のほうの内容の中に企業誘致促進パンフレット作成費とありますけれど

も、こちらのパンフレット作成というのも県企業誘致促進協議会の関係ということ

でよろしいでしょうか。 

○委員長（鈴木庄市） 

産業振興課主幹。 

○産業振興課主幹（橋本健一郎）  

産業振興課、橋本です。 
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お答えさせていただきます。  

こちらのパンフレットにつきましては、町として平成２６年４月から本格的に企

業誘致のほうを進めていきたいと考えておりますので、２６年４月から配付するパ

ンフレットということで予算のほうを計上させていただいております。なお、企業

誘致の促進協議会の先ほど言いましたプロジェクトに入りますと、県で作成するパ

ンフレットにも、そういった優遇措置ですとか、そういったものが記載をされるよ

うなことはございます。 

以上です。 

○委員長（鈴木庄市） 

佐々木委員。 

○９番（佐々木昇） 

一つ、お聞きしたいのですけれども、企業選定は最終的には開発が終わってから

企業を決められるのか、また、その前に開発が終わる前でも、よい企業が出てきた

ときには、その場で決定されるのか、ちょっとお伺いします。  

○委員長（鈴木庄市） 

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。  

まず、こちらにつきましては、南部地区土地区画整理事業区域内ですので、組合

のほうで企業誘致するエリアを確定していただいて、内容を決めていただくという

形になります。その内容が決まるのが２６年度、２７年度になるのか、２５年度に

なるのか、決まった時点で私どもが対応していくということになると考えておりま

す。ですので、私どもでは、今、こういう用地がありますよという提供を先ほど言

った県の協議会等では提案をしているところで、まだ具体的に細かい周知はしてい

ないという状況でございます。  

○委員長（鈴木庄市） 

まちづくり部長。 

○まちづくり部長（石五 護） 

ちょっと私のほうから補足をさせていただきたいのですが、まず、ここに４万１，

０００円という負担金がございますけれども、これは通常の協議会に入っている負

担金でありまして、先ほどプロジェクトと申し上げましたのは、その中に特に誘致

したいよというプロジェクトがございます。これは、別に負担金なりを払わなけれ

ばいけないのです。では、そのお金を計上していないのではないかということにな

りますけれども、基本的に、今、ご説明いたしましたように、考えているのが南部

の土地区画整理事業区域の中の工業系ですから、あわせて、今のタイミングはどう

なのというご質問と絡めると、区画整理ですので使用収益が開始にならないとなか

なか難しいのかなと。開始になれば問題ないと思います。  

それと、ちょっと前後しますけれども、町としては、その辺の企業誘致の条件、
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オーソドックスにあるのは、例えば、固定資産税を５年間半分にしますよですとか、

そういう誘致策というのがございますけれども、そういったものを整理して条例化

等をして、また皆様にお諮りいただくことになろうかと思いますけれども、そうい

う前提条件を整備して行うと。プロジェクトの負担金というものは、今、話し合い

の中では、区画整理組合としても誘致、土地を持つことになりますから、そのプロ

ジェクトの負担金については、入るということになれば組合のほうで負担しますよ

と、そういう取り決めになってございます。  

○委員長（鈴木庄市） 

吉田委員。 

○３番（吉田敏郎） 

３番、吉田でございます。  

予算書の１２３ページ、説明資料でいきますと３０、３１ページになります。  

こちらの道路新設改良費の１、町道改良事業費の中で、今年２３５号線と１３８

号線の工事は予定しているということと、ほかに町道２０４号線と２８３号線の測

量調査が予算化をされております。予算化するということは、いずれ工事をすると

いうことだと思いますけれども、測量調査を始めたばかりで言うのもあれですけれ

ども、こういう工事をいつごろ予定しているのか、ちょっとお聞きします。  

○委員長（鈴木庄市） 

街づくり主幹。 

○街づくり推進課主幹（熊澤勝己）  

街づくり推進課主幹、熊澤です。  

お答えします。 

平成２５年度に予算要求しています測量設計調査委託の中で、今、ありましたと

おり、町道２０４号線の測量費と町道２８３号線の測量費のほうを上げています。

内容としましては、町道２０４号線につきましては来年度、平面測量を実施したい

と。２０４号線につきましては、平成１２年度ぐらいに一度、説明会等を開いた中

で、今まで進捗していなかった状況を踏まえて、現状の地形図が大分変わっている

と。建物が建ったりということがありますので、変わった状況をまず把握した中で、

今後、説明会等を開く、また線形を入れるというところのデータにしたいというこ

とで、今回、測量のほうを実施したいということでございます。計画的には、まだ

平成２６年度以降、そういう説明会、線形等を入れた中で事業を推進していくとい

うことで、具体的に何年度から改修工事をということは、総合計画のほうで平成２

９年度で一応予定をさせていただいています。  

もう一つ、町道２８３号線につきましては、平成２５年度につきましては平面測

量と路線測量という形で実施をさせていただきたいと。計画的には、来年度、平成

２６年度に改良していきたいと、こういうふうに考えております。  

○委員長（鈴木庄市） 

吉田委員。 
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○３番（吉田敏郎） 

今、説明をいただきました２０４号線においては、平面測量をした後に、２６年

度以降、２９年度に予定をしているというか、説明会を開いてということを聞きま

した。その中で、こちらの２０４号線、２８３号線、これからそういう工事をする

に当たり、用地買収というのは現在どのくらい進んでいるのか、これからする予定

に対して、ちょっとお話をお願いします。  

○委員長（鈴木庄市） 

街づくり推進課長。 

○街づくり推進課長（瀬戸公雄）  

説明させていただきます。  

まず、２０４号線ですけれども、通称「馬道」と言われている路線でありまして、

現在の佐藤組さんのところから大長寺のほうへ抜ける路線になっております。また、

それを過ぎまして松尾屋さんへ抜ける路線ということであります。２０４号線、来

年度、測量する区間といいますのが、足柄大橋のところから大長寺の先まで約５５

０メートルを予定しております。それで、来年２５年度、２６年度に測量調査を行

いまして、２７年度に設計と補償の調査を行っていきたいと考えております。２８

年度に買収と補償という形で、２９年度から工事に着手をしていきたいというよう

な考え方を持っております。買収ですけれども、これから線形等をまた再度、決め

させていただきますので、まだ、その辺の手当てはついていないという状況になっ

ております。 

ただ、これに関しましては、第亓次総合計画にも位置づけさせていただいており

ますので、その中で計画的に事業執行のほうはしていきたいと考えております。  

○委員長（鈴木庄市） 

まちづくり部長。 

○まちづくり部長（石五 護） 

また、ちょっと補足なのですけれども、２０４号線の通称「馬道」につきまして

は、議員もご承知のとおり、距離が非常に長うございますので、先ほどのご質問の

用地買収という部分では、一応、事業計画は持っていますけれども、家の建てかえ

ですとか、そういったタイミングというのがございますので、そういう状況を見た

中で先行して買収をするという場合もございますので、そこはご了承いただきたい

と思います。 

○委員長（鈴木庄市） 

吉田委員。 

○３番（吉田敏郎） 

今、答えをいただいた中で、年度ごと、２７年、２８年、２９年度に、こういう

ことをするということでお話を聞きました。それから、部長のほうから、用地買収

の件については先行してする場合もあるということでお話を聞きました。やはり地

権者がいるわけですから、なかなか用地買収は難しいこともあると思いますけれど
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も、地権者の方の承諾を得なければ工事はしていけないということになるかとも思

いますけれども、例えば、道路が２０４号線、馬道のところのあそこに川がありま

す。そういうところで、道路幅ができるならば、川を許せるものならば暗渠状態に

していくということも考えられなくはないのかなということがあって、今、ちょっ

とお話をするのですけれども、やはり地権者の了解を得なければやっていけないと

いうことが、どうしても先行するのでしょうか。  

○委員長（鈴木庄市） 

街づくり推進課長。 

○街づくり推進課長（瀬戸公雄）  

道路の計画に関しましては、先ほど言いました２７年度、測量を２５、２６で行

いまして２７年度に実施設計に入っていきますので、その中で考えていきたいとい

うふうには思っております。  

○委員長（鈴木庄市） 

小林秀樹委員。 

○１０番（小林秀樹） 

１０番、小林秀樹です。 

街づくり課にお尋ねします。本誌１２９ページ、資料３２、３３の一番トップの

項目です。 

公園整備事業費でございますが、松ノ木河原、それから中家村公園なのですが、

現在、松ノ木公園は大型の遊具が設置されまして、その他、工事を着々と進めてお

られます。その中で、今年、あじさい祭にそれらの工事が影響するのかどうか、ま

ず、お尋ねしたいと思います。  

○委員長（鈴木庄市） 

街づくり推進課主幹。 

○街づくり推進課主幹（小玉直樹）  

街づくり推進課、小玉です。  

お答えします。 

ご存じのとおり、平成２４年度において松ノ木河原のほうが工事着手しました。

今、言われたとおり、遊具等が建っております。残りの２５年度については、トイ

レ、東屋、駐車場、また案内板というのが残っているような形になっております。

それを予算計上して要求しているというような状況でございますけれども、トイレ

についてはユニット式のトイレといって、合庁の北側にあります上島のふれあい広

場のトイレ、ああいったものを予定しております。受注生産というような形になり

ますので、年度初めに、例えば、すぐ発注したとしても、どうしてもあじさい祭前

までには終わらない、工事が終わらないというような形になりますので、現時点で

考えていますのは、あじさい祭終了後の７月ぐらいから第２期の工事として平成２

５年度、始めていきたいと思います。  

なお、質問にありましたあじさい祭期間中につきましては、松ノ木河原公園につ
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いては、もう車どめとかがしてありますので、基本的には昨年まで使用していた一

般車両、普通乗用車の駐車場所にはなりません。ただ、隣接している多目的広場の

樹木等、４０何本あったのですけれども、あの辺をここで整理しまして多目的広場

が幾分広くなったのと、松ノ木河原公園の下段のところの調整池のところが、お祭

り期間中にはイベント等の駐車場にもなりますので、その辺を利活用してあじさい

祭期間中には対応していきたいと思っております。  

以上です。 

○委員長（鈴木庄市） 

小林秀樹委員。 

○１０番（小林秀樹） 

そうしますと、駐車場は確保できたと。遊具そのものも今できつつあるのですが、

工事が遊具関係、あるいは、そういった公園関係は、もう２４年度で終わって、２

５年度からは使える状態になるわけですか。そういうことですね。  

○委員長（鈴木庄市） 

街づくり推進課主幹。 

○街づくり推進課主幹（小玉直樹）  

お答えします。 

松ノ木河原公園の工事説明会、近隣住民、上延沢、上島の方々を集めて説明会を

実施したときにもお話しさせてもらったのですが、基本的には、もう遊具とか、そ

ういったものは使える状態というような形でありますので、暫定供用として近隣の

お子様方に使っていただくことは２５年度に入ったら始めていきたいとは思って

おります。 

以上です。 

○委員長（鈴木庄市） 

小林秀樹委員。 

○１０番（小林秀樹） 

わかりました。そのような状況でしたら、当初から話の出ております、完成され

てから、今後、管理をどうしようかというのが当然問題になってくるわけですけれ

ども、その辺の進め方というのを、今、どのようにお考えでございましょうか。も

し、あれば。なければ、いつぐらいから、そういった具体的なことを進めますとい

うのを聞かせてください。  

○委員長（鈴木庄市） 

街づくり推進課主幹。 

○街づくり推進課主幹（小玉直樹）  

お答えさせていただきます。  

公園整備後の管理については、内々的には上延沢の自治会長と上島の自治会長に

ついては、お願いできないかというような話はさせてもらっているのですけれども、

現状としては、上島、上延沢についても、ほかの公園等について管理のほうをやっ
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ていもらっているのが現状というような形で、なかなか新たな公園、松ノ木河原公

園についての管理までは難しいというようなお話は正直いただいております。  

町としましては、昨年４月、２４年の当初から公園ボランティア制度というのが

できました。広報等で周知をしていただいているところではございますが、今現在、

２団体のボランティア、自主的な一般住民の方のボランティアというのが発足して

おります。そういった方々の利活用、ふやすような形で、自治会にお願いするのは

もちろんのこと、公園ボランティアのほうのこれからの参加というのも並行して維

持管理のほうは行っていきたいと考えております。正式には、具体的に自治会のほ

うにどこまでお願いするというのは、まだまだこれから調整させていただくことが

多いかと思いますけれども、公園ボランティアについても発足というような形で進

めていきたいと思っております。  

以上です。 

○委員長（鈴木庄市） 

高橋委員。 

○２番（高橋久志） 

２番、高橋久志です。 

２点、お伺いいたします。街づくり関係で質問いたします。  

説明資料の３０、３１ページの関係ですけれども、町道維持管理事業費として舗

装改修工事、町道１１９号線並びに１１８号線が計上されております。町道１１９

号線については、平成２４年度、今現在、工事中になっておりますけれども、今回

２４０メートル、２５年度は計上されているわけですけれども、これで終了となっ

てくるのか、残されている長さ、メートルがあるのかないのか、その辺の確認をお

願いしたいのと、町道維持管理については町民要望も結構ございまして、計画的に

舗装の改修、維持管理をするという声が強いわけでございますけれども、町として

は、年度ごとの計画性を持った形で今回、２５年度は予算計上されているのかどう

か、この辺を含めてお答えを願いたいと思います。  

それから、２点目は同じ説明資料、南部地区土地区画整理事業の支援事業費関係

でございます。１億３，０００万何がしの予算になっているわけでございますが、

この要因は、開成町土地区画整理支援事業費として１億円等が含まれているわけで

ございます。なお、２５年度の地方債の発行として３，１５０万円計上しておりま

す。やはり、こうした予算の状況を見ますと、地方債を発行して町の規則に基づい

た１０％最大限、こういった支出、私としてはなかなか理解しがたい、こう思って

おります。そこで、事業費としては尐ないのですけれども、町の規則に基づく支援

が膨らんでいると。これは、事業に対して云々ではなくて、町の助成として分割を

して今回１億円の計上をされているというふうにしか思えないのです。この辺の状

況を踏まえて説明を求めます。  

○委員長（鈴木庄市） 

街づくり推進課主幹。 
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○街づくり推進課主幹（熊澤勝己）  

街づくり推進課、熊澤です。 

質問にありました町道１１９号線の舗装補修について、お答えいたします。  

現在、平成２４年度、施工中でありますけれども、町道１１９号線につきまして

は、計画延長としては１，２００メートル、計画しております。平成２２年度から

国の社会資本等の補助金を使いまして舗装の打ちかえ工事を行っていまして、現在、

今年の２４年度を入れた中で約３５０メートル残っております。そのうちの、平成

２５年度につきましては、２４０メートルの施工を計画しております。残り１１１

メートルにつきましては、平成２６年度、実施をさせていただきたいというふうに

考えています。 

また、舗装の打ちかえにつきましてですけれども、第亓次総合計画におきまして

も、舗装の箇所等は踏まえた中で、計画的に舗装の打ちかえを今後も実施していき

たいというふうに考えております。  

○委員長（鈴木庄市） 

まちづくり部長。 

○まちづくり部長（石五 護） 

都市計画費の都市計画総務費の南部区画整理事業の関係ですけれども、助成金に

つきましては、目的につきましては、これまでるるご説明をさせていただいてござ

います。そして、次の質問の分割の支援かということにつきましては、区画整理事

業の総事業費が７７億円、そのうちの国県補助金等を抜かした残りの約５１億円に

対しまして、町の助成規則であります１０％というものを適用して、５億円ちょっ

とになりますけれども、それを補助するわけでございますが、事業の進捗状況を見

た中で、一気に５億ではなくて、分割といえば分割になりますけれども助成をして

いくと。２５年度分につきましては１億ということでございます。  

○委員長（鈴木庄市） 

高橋委員。 

○２番（高橋久志） 

町道の維持管理については計画性を持っているという形でございますけれども、

道路地図、私、持っておりますけれども、特に、緊急を要して舗装を改修したほう

がいいというのが１１２号線、いわゆる浄水場のタンクのあるところ、そのほかに

も２３８号線とか。部分的に補修されているわけですけれども、やはり部分補修に

ついては、すぐはがれてしまうと、こういう問題がありますので、計画性を持った

形できちんとやっているのかどうか非常に疑問な点がございましたので、きちんと

テーブルに乗せまして維持管理の状況を把握してもらいたいと思っております。こ

の辺につきまして、１１２号線の話をしましたけれども、どのような状況をつかん

でいるのか、お答え願いたいと思います。 

○委員長（鈴木庄市） 

まちづくり部長。 
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○まちづくり部長（石五 護） 

町道の維持管理につきましては、まさに委員のおっしゃるとおりだというふうに

私どもも認識してございます。およそ５０キロほどの調査を、幸い今回の国のほう

の社会資本整備総合交付金、そういったメニューの中にそういうものがございます

ので、それを活用して調査をして、順次整備をしていきたいというふうには考えて

ございます。 

○委員長（鈴木庄市） 

菊川委員。 

○１番（菊川敬人） 

１番、菊川です。 

１１３ページでお願いいたします。優良農地保全事業費のところで、お伺いいた

します。 

この中で農業振興地域整備計画策定委託料とありますが、この内容について、ど

ういうものなのか、整備計画策定の詳細についてお伺いいたします。  

○委員長（鈴木庄市） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（池谷勝則）  

それでは、説明させていただきます。  

まず、農業振興地域整備計画というのは、こちらの基になる法律、農業振興地域

の整備に関する法律というのがございまして、こちらにつきましては開成町、昭和

４９年に第１回の制定をしてございます。法律上は、その後、５年置きに社会状況

を調査して、必要であれば更新しなさいということになっているのですが、開成町、

今まで更新した経過はございません。国または神奈川県からも、是正を現状に合っ

た形で直しなさいという指導をいただいているところでございます。  

内容といたしましては、こちらは農振地域、北部農振地域だけが該当になるので

すが、そのエリアの中の優良農地の農用地指定をする部分と、それから非農用地指

定として除外する部分、または、これら農業に関する事業を今後、どのような形で

取り組んでいくのか、これらのものを計画としてまとめていくものでございます。

一応、これらを２５年度、実施して、昭和４９年以降、制定がなかったので、新た

な形でつくり直していきたいと、このように考えております。  

○委員長（鈴木庄市） 

菊川委員。 

○１番（菊川敬人） 

今、言われたことは、全て委託するということなのでしょうか、それとも、基本

的なところは町で作成して、最終的にまとめて委託するということなのでしょうか。 

○委員長（鈴木庄市） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（池谷勝則）  
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この内容につきましては、まず農用地の指定をしてあるところ、また非農用地扱

いになっているところ、これらにつきましては、今まで昭和４９年以降の資料を全

部広げないといけないということなので、私のほうで、これを職員でやると膨大な

量になりますので、こちらについては全て委託をする予定で考えております。ただ、

今後の開成町の北部農振でどのような事業を展開していくかにつきましては、第亓

次総合計画に沿った内容のものを私どものほうから提示して、それらを酌んだ中で

計画書として制定していただく形になります。  

○委員長（鈴木庄市） 

菊川委員。 

○１番（菊川敬人） 

４９年から見直しがされていなかったということでありますが、見直しをされて

いなかった経緯、どうして見直しがされていなかったのかということを１点伺いた

いのと、それから、あと６番目にブランド創出事業というのが、その下にあるので

すけれども、ここに贈答化粧箱の作成とあるのですが、これは贈答化粧箱をどうす

るのですか。 

○委員長（鈴木庄市） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（池谷勝則）  

まず、農振整備計画書、振興地域整備計画書なのですが、これはちょっと昔のも

のですから、ひもといてみても、明確にこれが理由だというのは出ていないので。

ただ、開成町、昭和５５年から農業総合整備事業ということで、北部農振地域にい

ろいろと事業を展開してございます。多分、その事業が終わったら変更しようとか

と当時の人たちは思っていたと思うのですが、その後も、すぐにまた県営圃場整備

が入ったりして、やり損ねてしまったのではないかなと、ちょっと推測の域を脱し

ていないのですが、そういうことが考えられるのかなと。それで、今まで更新がで

きなかったのかなと思っております。  

それから、次の質問であります開成ブランドの中にあります化粧箱でございます

が、こちらにつきましては、昨年の１０月、１１月ですか、弥一芋の第１回目の出

荷をいたしまして、大手の販売店のほうの協力をいただきまして直販をすることが

できました。その中で販売店のほうからの提案もあって、ただお芋を並べて袋に入

れてやるよりも、贈答用とかという形にしたほうが弥一芋については似合っている

のではないかと。そういうふうな提案で、私どもでも大分検討して、どのくらいの

形がいいのかという形を検討した中で、今までは里芋の贈答用というのは余り販売

されていないというところもございましたので、これらを、ひとつ、私どものほう

でも、これから販売を拡大していく中の一つとして提案をしていきたいなと。こち

らをやることによって、もう尐し弥一芋の発展をしていきたいと、このように考え

ております。 

○委員長（鈴木庄市） 
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菊川委員。 

○１番（菊川敬人） 

すみません、もう一回、お聞きします。  

振興地域整備計画ですが、以前、平成１２年に開成町農村環境整備計画というの

があったと思うのですが、これも途中でちょっと消えてしまったような感じですけ

れども、これの絡みというのは出てこないのでしょうか。  

○委員長（鈴木庄市） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（池谷勝則）  

農村環境整備事業というのは、ハード事業と、それから、いろいろと伝承事業と

かというものを足して、それで整備していこうということで行っているものでござ

います。それが発展して今の瀬戸屋敷の周辺とか、それらの整備ができているのか

なと、このように思っております。  

○委員長（鈴木庄市） 

小林哲雄委員。 

○７番（小林哲雄） 

７番、小林です。 

まず、社会資本整備総合交付金についてお伺いします。  

これについては、都市計画費補助金と道路橋りょう費補助金の二つになっている

のですが、都市計画費補助金の中で説明として９ページにあるのですが、説明資料

の９ページ、「地域の住宅政策の実施に伴う事業に対して受けることが出来る交付

金」ということで、「町では」ということでいろいろな事業が書いてあるのですが、

この中に町道改良事業費が入っているのです。地域の住宅政策の実施と町道改良事

業費のどういうつながりがあるのか、これは、法律がこうなっているのかもしれま

せんが、ご説明願いたいのと、あと、説明を受けたときに、下の道路橋りょう費の

場合は補助率５５％と出ているのですが、上の場合、都市計画費補助金の補助率が

幾らか、何％か聞き逃しましたので、この補助率についても、あわせてお伺いをい

たしたいと思います。 

続いて、説明資料の２９ページ。今、同僚議員の菊川委員から農業振興地域の整

備計画策定委託料ということで出ていたのですが、昭和４５年６月１０日に線引き

されて、その後、農振法等の絡みで昭和４９年に計画ができたと思うのですが、た

だ、実際には、計画から非農用地になったものは、毎年毎年、抜いていたわけでは

ないですか。それらを整理すればいいことだと思うのです。簡単に言うと、農振除

外を申請すると、当然、町の農業振興地域全体の見直しということで、県の認可を

いただいて、数カ月後には新しい開成町の農振計画ができると。それが終わると、

また新しい申請が出てきてということで、必ず、４９年以降から、非農用地になっ

た農地の番号が全部一覧で出ていたような気がするのです。それらを整理すればい

いのかなと。 
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私も一般質問したのですが、これからは農振除外が大変なので、この計画を策定

して、またかなり厳しいような枠をはめられると困ると思うのですが、この辺の策

定の委託料について、従来、非農用地に除外していたものを整理すればいい、もう

一つは、現状で、もう宅地化しているところを非農用地化するのか、その辺をあわ

せてお伺いしたいと思います。  

もう一、二点。源治橋の架替えの調査があるのです。これは、簡単に聞きますと、

今年度、調査、設計をしまして、来年度、工事にかかるのかどうか、この辺の確認。  

もう１点は、工事の絡みで、東日本大震災の影響によりまして、今、かなり資材

単価、歩掛単価等が上がっているというような地域もあるらしいのですが、そうし

た中で、こういう資材単価、歩掛人件費等の高騰が、うちの町には影響がないのか

どうか、その確認をさせてください。  

もう１点、すみません、余分なのですが、予算書の書き方の中で工事費は空欄に

なっているのです。これは、もう十数年前からなっていますけれども、当時は、入

札関係に係る委託料も当然空欄にしないと情報漏えいになって談合等の問題が出

るということを聞いて、委託料も空欄になっていたと思うのですが、今回を見ると、

ほとんどの委託料、入札に係る委託料に全て金額が入っていると。やはり次からは

きちんと変えていただかないと、いつの間にか先祖返りしてしまったので、ちょっ

と気になったので、これは注意ということで申し上げておきます。よろしくお願い

します。 

○委員長（鈴木庄市） 

街づくり推進課主幹。 

○街づくり推進課主幹（熊澤勝己）  

街づくり推進課、熊澤です。  

質問の１番の社会資本整備総合交付金について、お答えいたします。  

歳入にあります都市計画費補助金の欄に道路改良事業という部分が入っていま

すけれども、こちらの道路改良事業につきましては、歳出のほうの町道新設改良事

業費の町道２３５号線、１３８号線の事業費の歳入になっています。こちらの部分

につきましては、国の住宅局の狭あい道路整備促進事業というものが当初から当て

られていまして、そちらの部分での事業を展開していますので、そちらの補助率等

を使った中で歳入を見越しています。  

都市計画費のほうで補助率が載っていないということですけれども、こちらの都

市計画費補助金の中には、今、言いました狭あい道路の整備と、あと旧地域住宅整

備交付金という部分の補助金がありまして、おのおのの補助率が違いますので、そ

ちらの部分で、こちらのほうは記載をしていないという形です。狭あい道路の部分

につきましては補助率が２分の１、工事関係につきましては２分の１という形です。 

続きまして、３番目の源治橋の架替えについて、お答えいたします。  

平成２５年度、調査、測量ということで、委託料を計上させていただいておりま

す。スケジュール的にいきますと、平成２５年度で測量調査及び設計を行いまして、
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平成２６年度から支障となる物件の移設工事等、実際の工事のほうにかかっていき、

予定としましては平成２７年度までには架替えを完了させていきたいというふう

に計画しております。 

あと、４番目の資材単価の高騰ということですけれども、現在、神奈川県のほう

からも資材単価のほうの情報というものは、逐次、手に入れておりまして、まだ、

神奈川県につきましては、コンクリートの２次製品、あとは原材料等での資材の高

騰及び不足という部分での報告は受けていません。ただ、一部、建設機械等で、や

はり東北のほうで使用されているということで、特殊な建設機械などがなかなか、

こちらのほうで手配が難しくなっているという情報は私たちのほうでも把握はし

ております。 

以上です。 

○委員長（鈴木庄市） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（池谷勝則）  

それでは、農業振興地域整備計画の関係でございますが、委員が言われましたよ

うに、除外した土地が一覧になっていたのではないかなということなのですが、昭

和４９年当時の資料は、言われたとおり、除外した地番が全部一覧で載ってござい

ました。いつの時点かわからないのですが、今現在は農用地指定した地番を書くこ

とになっております。ですから、書く内容が反対になってしまっているというのが

一つございます。 

それから、先ほども言いましたように、圃場整備を２回行っている関係で、昭和

４９年から今までの間に旧地番でしているものを全部移管して確認しないといけ

ないという作業がございます。今までの地番で指定していたのが、今度は圃場整備

したことでなくなっている場合もありますので、それらの作業を全部やっていただ

くことになりますので、私どものほうではちょっと事務量が多くなるので委託の中

で考えております。 

以上です。 

○委員長（鈴木庄市） 

財務課長。 

○財務課長（山本 靖） 

小林委員の最後の質問の部分です。予算書のつくり方の部分で、２４年度、昨年

度から新財務会計になって予算書のつくりが変わりました。そういった中での部分

での委託料の実施設計に係る委託料とか工事に係る委託料の部分が金額を抜くこ

とをしていないという形になっていますけれども、これについては、今後、予算書

のあり方については、財務課だけではなくて関係課の意見を合わせながら、来年度

以降、どういった形にするかは考えたいと思います。  

以上です。 

○委員長（鈴木庄市） 
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小林哲雄委員。 

○７番（小林哲雄） 

社会資本整備の関係については、事業によって補助率が違うということで理解い

たしました。 

あと、源治橋の関係についても、工事が物件補償とかいろいろ、来年、再来年、

２年かかるということでよろしいかと思うのですが、２年かかるのですが、大事な

インフラというか橋なので、交通に対する影響というのはどの程度考えているのか、

その辺の確認をさせてください。  

それと、今の農振地域の計画策定委託料なのですが、計画を策定していない、確

かに、もう昭和５０年前後から町営の圃場整備事業、その後、引き続いて県営の圃

場整備事業、農村基盤総合整備事業から始まって、いろいろな圃場事業やった中で

地番も変わっていると。それが今まで改定されていないこと自体が、ある部分、ち

ょっとおかしいなと。それ以上、そういうことは言いませんけれども、ここで、ぜ

ひ整理してもらってやっていただければというふうに思います。  

ということで源治橋についてお伺いしたいのと、あと委託料の関係は、委託料で

も本当に入札が絡んで業者がせめぎ合うのは工事と全く同じなので、それはもう、

昔、一回、変更したときの基本に戻ってやっていただければというふうに思います。

よろしくお願いします。 

○委員長（鈴木庄市） 

街づくり推進課主幹。 

○街づくり推進課主幹（熊澤勝己）  

源治橋改良工事についての交通影響量について、お答えします。  

源治橋は、現在、都市計画道路和田河原開成大五線と要定川が合流するところに

かかっている橋でございます。現道の幅員が総幅員１２メートルの幅員でありまし

て、こちらのほうを都市計画変更して幅員２０メートルということで、８メートル

拡幅するというふうに予定しております。その中で交通量の影響ですけれども、源

治橋から南足柄側方面の都市計画道路も現在１２メートルの幅員でありまして、南

足柄のほうも、今、富士ゼロックス側の交差点のところまでの拡幅計画を行うとい

うことで、今、事業を進めております。南足柄側のほうの予定が、やはり２５年に

用地買収、補償、２６年度から拡幅計画ということで南足柄のほうの調整をとって

おります。そうしますと、源治橋から南足柄方面に向かっては、一連の拡幅整備と

いう形の中で、やはり交通規制が、片側交互通行等、実施せざるを得ないという部

分では、かなり大きな影響が出てくるというふうに町としては判断しています。  

○委員長（鈴木庄市） 

小林哲雄委員。 

○７番（小林哲雄） 

源治橋については、今は池嶋橋が完全に交通どめになっている、あの影響はかな

り朝晩等も出ていまして、またここで約１カ月延びるということで、地元でも地元
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以外の方でもかなり不満が出ていると。ちょっとした買い物でも、ぐるっと回らな

くてはいけない人も結構出ていますし、そういうことでは、やはり交通どめはまず

いのかなと。ただ、源治橋の場合、大きな橋、都市計画道路で、かけかえるわけで

すよね。そうなると、片側通行でできるのかなという。一時的には、全面交通どめ

もあるのではないのかなと思ったのですが。今、１２メートルが２０メートルにな

ると。当然、これはボックスカルバートではなくて、橋台を打って、そこの上に、

どこかの工場でつくったものを一晩で乗せるのか、現場でつくるのだったらかなり

時間がかかると思うのですが、その辺はまだ未定なのでしょうか。  

○委員長（鈴木庄市） 

街づくり推進課主幹。 

○街づくり推進課主幹（熊澤勝己）  

源治橋のかけかえのほうにつきましては、今現在、調査は来年度、行いますので、

その中で、今ある現道の橋台部分がそのまま使えるのかどうかという結論があると

思います。それに伴いまして、使えれば拡幅する、基本的には、今の源治橋のかか

っている橋から北側のほうへ８メートル広げるという予定でいます。そうしますと、

今ある橋台が使えるということになりますと、今ある道路、現道を使った中で交通

規制ということなので、全面通行止めという部分は避けられるかなというふうに考

えております。ただ、橋台が使えるかどうかの調査をした中で今後の設計を組んで

いくというふうに思っております。  

また、橋に関しましては、基本的には、やはり工場製作した中でのけたを現地で

かけていくというふうに考えております。最悪、やはり橋台まで全部取り壊してつ

くるとなりますと通行止めという部分も出ますけれども、ただ、幅員的に２０メー

トルという幅員の中の橋なので、それを半分ずつ行って、なるべく交通を遮断しな

いような方法というものもとれると思います。  

以上です。 

○委員長（鈴木庄市） 

小林哲雄委員。 

○７番（小林哲雄） 

ありがとうございました。  

最後に一つだけ。源治橋の製造年月日とか築造年月日は昭和何年なのですか。今、

国のほうでは長寿命化とは言っているのですが、ここで下手にお金をけちるのだっ

たら、きちんとやったほうがいいのかなと思って。とりあえず、質問はやめますけ

れども築造年月日だけ教えてください。  

○委員長（鈴木庄市） 

街づくり推進課主幹。 

○街づくり推進課主幹（熊澤勝己）  

すみません。そちらのほうは、こちらも調べていませんので、後ほどお答えさせ

ていただきます。 
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○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。 

予算書１１７ページ、あしがり郷瀬戸屋敷維持管理事業費の中の臨時駐車場管理

業務委託料、この管理の内訳について説明をもらいたいのと、あと、ほかで１２５

ページの河川維持費の中での貯水池のポンプ、そこの点検委託料という形で計上さ

れております。これ、ここの部分だけに限らず、貯水池は開成町はポンプ式がふえ

てくるとは思うのですけれども、これのポンプそのものをリース契約か何かできな

いのか。ちょっと高額なので常にメンテをさせておくというような、何か、そんな

ようなことを聞いた覚えがあるので、そこら辺の検討をしたのか。買い取りで、あ

くまでも委託料として延々払っていかなければいけないものなのか、そこら辺の部

分、ちょっとお聞きしたいのと、あと１８４ページの債務負担行為の中で、公共土

木積算パソコン用ソフト賃借料が限度額で１７９万というふうに上がっています

けれども、これは水道会計かな、下水道会計でも債務負担行為で上がっているとは

思うのですけれども、そこら辺の電算機器の整合性というのですか、１台を分けて

いるのか、個々に同じようなものを購入しているのか、そこら辺の説明をよろしく

お願いします。 

○委員長（鈴木庄市） 

産業振興課主幹。 

○産業振興課主幹（橋本健一郎）  

産業振興課、橋本です。 

前半のあしがり郷瀬戸屋敷の駐車場の関係でお答えさせていただきます。  

こちらの駐車場の管理業務委託につきましては、瀬戸屋敷の設置条例のほうで、

あじさい祭期間中の駐車場料金につきましては町の収入になるということになっ

てございます。それに伴いまして、こちらの駐車場管理のほうをシルバー人材セン

ターのほうへ委託をしておりますので、そちらの委託料となってございます。なお、

それに伴います収入につきましては、あじさい祭期間中、９日間で５７０台、予算

書では２８万５，０００円の収入を見込んでの支出となってございます。  

以上です。 

○委員長（鈴木庄市） 

街づくり推進課主幹。 

○街づくり推進課主幹（熊澤勝己）  

街づくり推進課、熊澤です。  

雤水調整池及び西口駅前ポンプ点検につきまして、お答えします。  

ポンプのほうの設置したポンプのリースという部分では、すみません、私たちの

ほうも、そういうリースができるという部分では聞いていなかったものですから、

基本的には点検という部分での委託をとっています。一つ、年間を通した点検契約
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という部分は、ほかの市町村で何箇所かやっているというのは聞いてはいますけれ

ども、ポンプ自体のリースという部分については、すみません、私たちのほうのそ

ういう調査の中ではなかった部分ですので、しておりません。  

○委員長（鈴木庄市） 

まちづくり部長。 

○まちづくり部長（石五 護） 

債務負担のご質問にお答えしたいと思います。  

現在、積算のパソコンは、おっしゃるとおり、まちづくり推進課と上下水道課に

入っているのですけれども、基本的にリース期間が違うということと、現状をお話

ししますと、あと歩掛内容が、まちづくり推進課のほうには下水道工事の歩掛が入

っていないのです。 

今、「基」というソフトを使っているのですけれども、今、使っている部分とい

うのは、積算ソフトが出始めみたいな形の中で、余り選択の余地がないような状況

でしたのですが、２５年度の導入に当たっては、聞くところによると、今、はやり

のクラウド方式というものもあるような話も聞いてございますので、そうなってく

ると別々にするか、やはり一緒にするかというのは検討の余地があろうかと思いま

す。これは、まだリース期間が残っていますので、その中で検討していきたいと思

います。 

○委員長（鈴木庄市） 

答弁はありますか。 

山田委員。 

○８番（山田貴弘） 

８番、山田貴弘です。 

債務負担行為のシステム、そういう場合というのは、例えば、水道会計のほうな

んかだと企業会計になったりする場合、もし統合にした場合、どんなような貸し付

けになるのか、そこら辺の部分のやり方なんかも聞きたいなというのが、ちょっと

今、出ましたので、そこら辺を１点聞きたいのと、あと、先ほど駐車場の関係で、

あじさい祭という表現の中で、ひなまつりのときにあじさい公園のほうで整備して

いる予算なんかはどこら辺から持ってきているのか、そこら辺をお聞きしたいのと、

あとポンプについては、使用頻度は基本的に貯水池なんかは尐ないので、やはり、

そこで一番、鍵になるのはメンテの部分になると思いますので、そこら辺をちょっ

と。確かかどうかという断言はできないのですけれども、検討するというか聞く余

地はあるのかなという部分がありますので、そこら辺、ちょっと聞いてもらいたい

と思います。そのほか、よろしくお願いします。  

○委員長（鈴木庄市） 

まちづくり部長。 

○まちづくり部長（石五 護） 

１点目の債務負担の部分につきましては、おっしゃられるとおり、一般会計、水
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道企業会計、特別会計、三つの会計にかかわってくることですけれども、この辺に

つきまして、一般会計等で、もし１本でという形になれば、それなりの負担金とい

う形になろうかと思います。企業会計で買った場合には、逆に一般会計からとなり

ますけれども、そこは財政のほうと相談をしながら決めていきたいと思います。  

○委員長（鈴木庄市） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（池谷勝則）  

それでは、二つ目の駐車場に絡んだあじさい公園の整備ということですが、あじ

さい公園、大変すみません、どちらの公園を指しているのか、ちょっとわからない

ので、もう一度、教えていただけませんでしょうか。  

ああ、緑陰広場。緑陰広場は、これは、ひなまつり実行委員会の負担で整備して

おります。 

○委員長（鈴木庄市） 

街づくり推進課長。 

○街づくり推進課長（瀬戸公雄）  

先ほどのポンプの関係のリース等の関係について、正直、うちのほうも、そこま

では調べたことがありませんので、ちょっと、それはまた研究させていただければ

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） 

あと、もう１点、お聞きしたいと思います。予算書で１２３ページ。  

ほかの同僚議員のほうからも、町道改良事業については質問があったところであ

ります。町道２３５改良工事というのは、これは自分の地元でもある牛島の問題で、

数々のいろいろな問題を投げかけているところがあります。そのような中で、この

内容を細かく、ここの場で聞いてもあれなので、縦道、県道が来たときに、そこの

部分の拡幅がされていないと安全面で支障が出てきますので、ぜひとも、これは道

路改良のほうを率先してやっていってもらう。  

当初、昔の傾向だと、ある程度、みんなが承認しないとできないのだよというよ

うな示し方なんかもありましたけれども、できるとこから拡幅して、極力、車と車

がすれ違える場所というのですか。現状だと、全然見えないところで、ふん詰まり

になってバックしてという、そういうような毎日の状況がありますので、ぜひ、買

収できたところからすぐに工事を始め、供用を開始するような形で。それで、前後

の部分についてはパイロンか何かを立てて、安全策を立てて事業を推進してもらう

という形で。基本的には買収できたところからどんどんやっていくという形でお願

いしたいとは思うのですけれども、そこら辺、答弁をよろしくお願いします。 

○委員長（鈴木庄市） 

まちづくり部長。 
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○まちづくり部長（石五 護） 

まさしく委員がおっしゃるとおりかなと思います。先ほどの吉田委員のほうのご

質問もありましたけれども、２３５も非常に距離が長いですから、路線の対象にし

たところの区間全部の方が了承されないとできないということになると、機能的に

非常にまずいという状況がございますので。一定の工事区間というのは定めますけ

れども、おっしゃられるとおり、できる限り連続して用地買収は努力しますけれど

も、買収できたところから順次進めていく方法がいいのかなというふうに思ってい

ます。 

○委員長（鈴木庄市） 

菊川委員。 

○１番（菊川敬人） 

１番、菊川です。 

１２７ページの南部地区土地区画整理事業で、保留地処分を２５年から行うとい

うことだったと思いますが、処分計画をどのように考えられているか、今、計画が

あれば教えていただきたいということと、あと、小田急分が今、何％ぐらいになっ

ているかも、あわせてお伺いいたします。  

○委員長（鈴木庄市） 

街づくり推進課長。 

○街づくり推進課長（瀬戸公雄）  

では、お答えさせていただきます。  

これは組合の事業なものですから、ということが、まず前提にあります。 

失礼しました。保留地の関係ですけれども、来年度、２５年度から組合のほうに

保留地処分金が入ってくるというような形になっております。一応、２５、２６年

度という状況になっております。  

それと、あと小田急の面積ということでよろしいのでしょうか。ちょっと私、手

元に正式な面積がないのですけれども、全体の、たしか二十亓、六％だったという

ふうに記憶はしているのですけれども、すみません、また、これは調べさせてもら

って、後で答えさせていただきます。  

○委員長（鈴木庄市） 

吉田委員。 

○３番（吉田敏郎） 

３番、吉田敏郎でございます。  

予算書の１１９ページの２番の広域観光連携事業費の中のあしがら花火大会開

成町実行委員会補助金というのが、２４年度は１０万だったのですけれども、２５

年度、７０万にふえている、ちょっと、そのわけを教えていただきたいのですけれ

ども。 

○委員長（鈴木庄市） 

産業振興課主幹。 
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○産業振興課主幹（橋本健一郎）  

産業振興課、橋本です。 

お答えさせていただきます。  

今年度につきましては１０万ということで初めはやりまして、来年度７０万とい

うのは、実際のところ、花火大会につきましては松田と合同でやってございます。

松田町につきましては一大イベントということで華やかな感じでやっているので

すけれども、開成町につきましては、いまいち寂しい面もございますので。  

あと、今までは出店を上の場所でやっておりまして、イベントを下のグラウンド

のほうでやっておりました。そこが分かれてしまって、なかなかお客さんも交流し

がたいというのがございますので、来年度につきましては、できれば出店とイベン

トにつきまして、下のグラウンドのほうへ全部おろして一体した形でやりたいとい

うことで７０万円を計上しております。それに伴いまして照明ですとか発電機等が

必要になりますので、そういった経費を見込んで、こちらは７０万円ということで

計上してございます。 

以上です。 

○委員長（鈴木庄市） 

吉田委員。 

○３番（吉田敏郎） 

そういうことで、要するに、お祭りを盛り上げていくということで、前向きに向

けてやるということで理解してよろしいですね。  

○委員長（鈴木庄市） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（池谷勝則）  

こちらにつきましては、今年も、実は、例年とは違いまして、職員の力を使って

イベントを行って、大分、人のほうも多くなりまして、約９，０００人の観客が入

ってございます。来年も、こちらも今年度と同様な形でイベント等を導入してにぎ

やかにやっていきたいと、このように思っております。  

○委員長（鈴木庄市） 

皆さんにお伺いします。まだ、ご質問はありますか。  

（「なし」という者多数）  

○委員長（鈴木庄市） 

では、先ほどちょっと答弁漏れがありますので、街づくり推進課主幹。  

○街づくり推進課主幹（熊澤勝己）  

街づくり推進課、熊澤です。  

先ほど小林委員のほうからご質問がありました源治橋の供用ということですけ

れども、１９８７年３月に竣工しております。昭和６２年３月です。  

以上です。 

○委員長（鈴木庄市） 
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小林哲雄委員。 

○７番（小林哲雄） 

ありがとうございました。まだ新しい気がするのですけれども、まあいいや。そ

れで、２号橋が予定を早めて開通すると、早ければ来年３月に開通するおそれがあ

ると。そうすると工事がちょうど重複してきますので、その辺、本当に留意しなが

ら工事をやっていただきたいと思います。終わります。  

○委員長（鈴木庄市） 

それでは、以上で、まちづくり部の質疑を終了します。  

続きは、明日３月１３日９時より、教育総務課から行うこととします。  

これにて本日の予算特別委員会は散会いたします。 

大変長時間、ご苦労さまでございました。  

                    午後６時００分 散会 

 


