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○委員長（井上宜久） 

皆さん、こんにちは。ただいまの出席委員は１１名です。定足数に達しておりま

すので、これより予算特別委員会第１日目の会議を開会いたします。 

                    午後１時１５分 開議 

○委員長（井上宜久） 

審査を開始する前に、皆さんに申し上げます。本日３月１１日で、東日本大震災

発災から３年が経過いたします。東日本大震災の犠牲者への哀悼の意をささげるた

め、発災時刻の２時４６分に皆様に黙禱をお願いしたいと思います。時刻が参りま

したら質疑を一時中断いたしますが、あらかじめご了承願います。 

それでは、審査に際しまして一言申し上げます。何分にも不慣れでありますが、

与えられた職責を全うしたいと思いますので、委員の皆様のご協力をお願いいたし

ます。また、理事者並びに説明員におかれましても、本特別委員会の審査の重要性

をご理解いただき、委員会の運営に特段のご協力をお願い申し上げます。  

本特別委員会では、付託されました議案第１１号 平成２６年度開成町一般会計

予算から議案第１７号 平成２６年度開成町水道事業会計予算までの７議案の審査

を行いますが、進め方について、日程案に沿って説明させていただきます。  

日程表をご覧ください。 

本日１日目は、一般会計予算のうち行政推進部から町民サービス部、保健福祉部、

まちづくり部の順で、部ごとに所管する歳入歳出予算について詳細質疑を行います。

明日、第２日目は、本日に引き続く部から教育委員会事務局までの順で詳細質疑を

行い、その後、一般会計予算全般の質疑漏れを行います。一般会計終了後は、各特

別会計等についての詳細質疑を行います。明後日の第３日目は、午後からの開催を

予定しておりますが、２日目の残りの各特別会計予算等について詳細質疑を続け、

質疑終了後、委員会での討論及び採決を行う日程としております。 

なお、質疑の進行状況などにより、適時、日程を変更することを想定しています。

特に、２日目及び３日目につきましては変更が予測されますので、日程表上では各

特別会計等について重複して記載しておりますことをご了承ください。  

お諮りします。本予算特別委員会の審議日程につきましては、ただいまご説明い

たしました日程とすることに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」という者多数） 

○委員長（井上宜久） 

異議なしと認め、日程が決定いたしました。 

それでは、審査に入ります。 

本委員会に付託されました議案第１１号、平成２６年度開成町一般会計予算を議

題といたします。 

委員の皆様にお願いいたします。審査に際しましては、議事の整理上、挙手をし

ていただき、指名した後に発言をお願いいたします。質疑は、部ごとに歳入歳出あ

わせて行います。説明資料の見開き中央の担当欄に所管課が記載されておりますの
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で、参考としてください。また、質疑の際は、予算書あるいは説明資料のページ数

を明示してください。 

説明員として出席の主幹の方に申し上げます。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、課名と名前を述べてから発言を

お願いします。 

では、行政推進部、企画政策課、総務課、税務窓口課、財務課及び出納室、議会

事務局の所管に関する歳入歳出予算について、詳細質疑を行います。 

質疑をどうぞ。 

前田委員。 

○５番（前田せつよ） 

５番、前田せつよでございます。 

それでは、説明書、ページ２５、本書のほうはページ７９に当たります。総務課

の部分でございます。２４、２５にわたりましての中央の部分に選挙費というとこ

ろで投票所経費、これは期日前投票事務に係る経費等、また、そこに類似する形で

一枠おきまして町議会議員、町長選挙の適正な執行を確保するため云々というよう

な、選挙に関しての適正執行するための予算計上が、この選挙費の中で書かれてい

るところでございます。 

平成１５年に公職選挙法が一部改正になりまして、期日前投票制度が持たれるわ

けでございますが、期日前投票の我が町の、どのくらいの形で。投票率が、今、低

迷化というような状況もありますので、投票率を上げるために、この辺の予算計上

はして、また、それを啓発して、どのような形で取り組まれているのか。また、現

状は、近々のところで、どのような状況にあるのか、お尋ねいたします。  

○委員長（井上宜久） 

総務課主幹。 

○総務課主幹（山口哲也） 

総務課主幹、山口でございます。ただいまの前田委員のご質問にお答えいたしま

す。 

平成２７年度に統一地方選挙が予定されており、開成町では県知事選挙、県議会

議員選挙、それから町会議員選挙、町長選挙と四つの選挙が予定されております。

統一地方選挙につきましては、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨

時特例に関する法律というものが制定され、期日が定められます。慣例ですと、大

体４月の第２、第４日曜日ということを想定してございます。そうしますと、これ

は法律の制定によって期日が決定されますが、恐らく４月１２日が県知事・県議会

議員選挙、４月２６日が町議会と町長選挙ということになると思われます。これに

係る経費の平成２６年度分を予算計上させていただいているわけです。  

期日前投票というのは、先ほどご質問がございましたが、大体、本町におきまし

ては、全投票率の１０％から１３％ぐらいは期日前投票ということになってござい

ます。 
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今回の予算で計上させていただいているものは、主にポスター、掲示板の設置と

いうことになります。これは、３月下旬に公示されることになりますので、それに

係る費用を計上させていただいております。 

どのような啓発を行うかということですが、第１の啓発というのは、もちろん投

票所入場券をお送りすること、これが一番の啓発になります。それから、３月１５

日号あたり、このあたりに選挙特報ということで町内全戸に選挙に関するお知らせ

を配付する予定でおります。また、ホームページでも統一地方選挙に関する啓発を

行う予定で考えてございます。 

以上でございます。 

○委員長（井上宜久） 

前田委員。 

○５番（前田せつよ） 

啓発の時期等々、それから来年度の統一に向かっての準備が刻々となされている

ような状況の説明を、今、いただいたところでございますが、そういう流れが出て

きますと、町民の方からよく聞く声でございますが、実は、パレットガーデン自治

会の町民の方から、現在、パレットガーデン自治会、２月下旬の状況でございます

が、世帯数としましては４７５世帯、住人としては１，１０８人、もちろん、これ

は有権者以外の方の人口も含めた数ではございますが、また下島自治会の東側に住

んでいらっしゃる方の人数等々をかんがみますと、例えば、パレットガーデンの共

用施設で民間にもいろいろ貸し出したりしております、そのような施設のところに、

ぜひ投票所を設けてほしいという声がよく聞かれているところでございます。 

町内を眺めますと、やはりパレットガーデンが特に投票率が低い、下島も低いと

いうことで、町部局の方には大変、頭を痛めておられる状況にあるかと思いますの

で、投票所経費とかというところでありますけれども、場所を借りて新しく投票所

を１カ所持つというようなお考えは、いかがでしょうか。 

○委員長（井上宜久） 

総務課長。 

○総務課長（小宮好徳） 

それでは、お答えさせていただきます。 

現在、下島地区のほうは第７投票区ということで設定させていただいてございま

す。今後、前田委員のおっしゃるとおり、パレット地区、もしくは南部地区、今か

ら開発される南部地区、人口増加が見込まれてございます。当然、第７投票所の人

数も増えてくるということで、今後。今は、そういう施設というのは考えてはいな

いのですけれども、選挙管理委員会の中でも、第７は投票者数が多いということで、

その辺も懸念しているところがございますので、今後、検討させていただいて、後々

には、そのような投票区を設定するということは、現在、考えているというところ

でございます。 

以上です。 
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○委員長（井上宜久） 

前田委員。 

○５番（前田せつよ） 

ぜひ、来年度のことでございますので、町民の声を酌んでいただきまして、よろ

しくお願いをしたいと思います。 

○委員長（井上宜久） 

はい、どうぞ。 

○１２番（小林哲雄） 

小林哲雄と申します。 

話すつもりはなかったのですが、関連で、ちょっと気になったのでお伺いします。

期日前投票と不在者投票で決定的な違いが一つあるのです。というのが、新成人で

投票日の翌日に誕生日を迎える方は、投票できますよね。ところが、その人は不在

者投票はできたのですが、期日前投票はできないという今の決まりになっているの

ですが、その辺についてご理解していれば、ちょっと１点、お話し願いたいのです

が。わかりますか。 

すみません。突然、余分な質問をしてしまって。実は、年齢計算に関する法律と

いう明治３５年にできた法律が、今、歴然と、現在、法律が生きているのです。そ

うした中で、年齢の計算の仕方が誕生日の前日に年をとるということなので、投票

日の翌日の人は従来でしたら投票できるし、今もできるのです。ですから、従来、

不在者投票のときはできたのだけど、期日前投票になると誕生日になっていないと

いう話で、できないという話を聞いたので、その辺を確認していただいて、それの

徹底と、できるだけ、あと新成人の方の啓発を含めて、投票の上昇を図っていただ

きたいと思います。 

以上です。 

○委員長（井上宜久） 

行政推進部長。 

○行政推進部長（石井 護） 

詳細な部分につきましてちょっと答弁できませんで、大変申しわけなく思ってい

ます。今の件につきましては、十分、研究・調査をしたいと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

○委員長（井上宜久） 

下山委員。 

○４番（下山千津子） 

今、同僚委員からもパレットガーデンの共用棟は民間に貸し出しをしているとい

うことですので、今後、町の投票率アップのためとか町民サービスに関しても、だ

んだんとパレットガーデンの方たちも高齢化が進んでくると思いますので、開成駅

の駅舎を通ったり踏切を渡ったりするのは、今後の交通量とか、そういうことも鑑

みますと大変危険ではないかと思いますので、ぜひ、共用棟のそういった投票所の



－７－ 

開設に向けては努力していただきたいと思います。 

○委員長（井上宜久） 

総務課長。 

○総務課長（小宮好徳） 

今のご意見、選挙管理委員会のほうでも、その辺、中で十分論議させていただい

て。当然、私も、そのようには認識は持ってございますので、十分、その辺を検討

した上で、今後、設営等を検討させていただければと思っています。 

以上です。 

○委員長（井上宜久） 

佐々木委員。 

○９番（佐々木昇） 

９番、佐々木昇でございます。 

予算書６１ページ、説明書２２、２３ページ、予算書の４番の新エネルギー利活

用推進事業費のところでお伺いいたします。 

この小水力発電を設置するに当たりまして、いろいろ検討されたとは思いますけ

れども、正直、あじさい公園の横にらせん水車というのにちょっと違和感を感じる

のかなと。開成町らしさ、また北部の田園風景というようなことを考えましたら、

ちょっと私的に難しい、難しいというか、ちょっと違和感を感じるかなということ

で。あじさい公園の横だったら、従前どおりの下掛け水車のほうがよかったのかな

と思うのですけれども、今後の開成町を見据えた中で、本当に、場所、形式は、現

在考えられるベストの形であったのか、町の考えをお伺いいたします。  

○委員長（井上宜久） 

企画政策課長。 

○企画政策課長（亀井知之） 

お答えさせていただきます。 

小水力発電については、昨年の予算議会以来、議員の皆さんからもいろいろご意

見をいただきまして、私どもも内容を詰めて機会あるごとにお話をさせていただい

たところでございます。今、佐々木委員のおっしゃる違和感があるというのは、田

園風景にそぐうのは下掛け水車のほうがよろしいのではないかというようなことだ

と思いますけれども、決して下掛け水車を否定しているわけではございません。た

だ、町の水路の水量と、これはご説明を従前しておりますけれども、そのようなも

のから考えますと、とりあえず観光事業として耳目を集め、そこそこの電力を発生

し、また教育的な要素、子どもたちが見て理解がしやすいという意味、それと、も

う一つ、なかなか、らせん水車というのが全国的に見ても珍しい形であるというこ

とから、今回はらせん水車を人の集まるあじさい公園脇につけさせていただいたと

いうことでございます。 

下掛け水車につきましては、五次総合計画の中でも期間中に二つ、つけるという

ような計画になってございます。もう一つの設置に当たっては今後検討させていた
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だきますけれども、下掛け水車が果たしてつけられる場所なのか、それほどの水量

が見込め、また電力量も見込め、あるいはシンボルとなるような場所が果たして見

つかるのかどうか、その辺について再検討をさせていただいた上で期間中にもう一

つ、つけたいと。そのときには、ぜひ下掛けも十分検討した上で候補に入れたいと、

そのように考えてございます。 

以上でございます。 

○委員長（井上宜久） 

佐々木委員。 

○９番（佐々木昇） 

９番、佐々木昇でございます。 

今、課長のほうからお話がありましたけれども、２基目の設置をするということ

でございますけれども、現在でも瀬戸屋敷の既存の水車を改善して利用するなどと

いう考えも持っておられるようですけれども、現在、開成町で水車、山王供養水辺

公園とあじさい公園のところにも水車があります。ぜひ、このあたりの水車の利用

なども検討していただきたいのですけれども、町の考えをお聞かせください。 

○委員長（井上宜久） 

企画政策課長。 

○企画政策課長（亀井知之） 

今、町で下掛け水車、ご指摘のとおり、あじさい公園の中に一つ、それから瀬戸

屋敷に一つ、山王供養に一つございます。実質的に、山王供養のほうは回っており

ません。また、あそこのところでつけたとしても、なかなか、いわゆる観光振興と

いうか、耳目を集めるところには至らないのかなという気がいたします。一番考え

られるのは瀬戸屋敷で、一番最初、計画を立てたときにも、その場所でというよう

なお話もありました。なぜ、今の水車を、では改造しないのかというような話なの

ですけれども、少なくとも木製の水車では、恐らく回らないであろうということ、

重過ぎて、ということがあります。また、軸も木でできていますので、発電機をつ

けた場合には、恐らく、そこのところでひっかかって回らなくなると。ですから、

あれを使おうとすると、完全に水車自体を例えば鋼製に変えるとか軽いものに変え

るということが必要になろうかと思っています。 

ただ、あそこにありますのは、中に、ご承知のとおり、ちゃんと木のうすがあっ

て、そこで昔ながらの生活をこういうふうにやっているというのが目に見えるわけ

です。それを、ただ単に発電機に変えてしまっていいのかという議論が、今度は逆

に起こってくると思っております。ですから、そこら辺は、また町民の方の意見を

伺いながら、それを変える形でやるのか、あるいは、また別のところに置くのかと

いうような、そういうような検討をしなくてはならないのかなということでござい

ます。 

それと、もう一つ。あじさい公園の公園内の水車ですけれども、あれは水がポン

プアップされて、電気を使って水を上げることによって回しております。ですから、
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今回のらせん水車で、その動力を利用して水を上げて向こう側の下掛け水車を回そ

うという案もありましたけれども、音の問題もありますし、それが水量を満たすだ

けのポンプアップできるか、それだけの電量が発生するかと、そういう問題もあり

まして今回は避けさせていただいたと。あじさい祭とかのイベント時には、今まで

どおり商用電力を使って、あそこのところはモニュメント的に回していくことにな

ろうかというふうに思ってございます。 

○委員長（井上宜久） 

佐々木委員。 

○９番（佐々木昇） 

９番、佐々木昇です。 

あと、ごみ詰まりなどに関しても気になるところなのですけれども、ごみが詰ま

ったときなどのバイパス設置についてのお考えをお聞かせください。 

○委員長（井上宜久） 

企画政策課主管。 

○企画政策課主管（小玉直樹） 

企画政策課の小玉です。ただいまの佐々木議員のご質問にお答えいたします。 

水車については、あじさい公園東側のところに設置するという計画ではございま

す。ただ、水車自体が、その水路幅全体に設置するわけではなくて、実は、１２月

の全協のときにもご質問の中でお答えさせてもらった部分ではあるのですけれども、

大雨等で水量が上がってきたときには、やはり全部の水を発電に使うわけではあり

ませんので、大体７０センチか１メートル前後ぐらいのバイパスゲートというのを

越流水を下流に放流できるような形で、そういったものを設けるような構造で設計

としては組んでいる状況でございます。 

以上です。 

○委員長（井上宜久） 

菊川委員。 

○１番（菊川敬人） 

１番、菊川です。 

関連で質問いたします。水車に関しては、以前、資料をいただいていますので、

ある程度、理解はしているつもりであります。今回、５４０万の計上がされていま

すが、説明資料の中で、県の地域振興施策等整備事業で企業庁が整備した後、町が

有償で譲り受けるということであります。今回は即納金として５４０万という形で

計上されていますが、この後、たしか、これは３６年までですよね、その間をどう

いうふうに推移していくのかというところをちょっとご説明願いたいということと、

これは町長のほか、熱い思いの日本一きれいな町をつくるという一環でもあろうか

なと思います。他町あるいはほかの市・町を見たときに、一般的には太陽光発電と

いうのが主流であります。開成町は小水力ということで、特異な施策ではないかな

と思います。その辺のところの、太陽光に比較するわけではないのですが、小水力
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発電を使うことによるメリットはどれぐらい出るかわかりませんが、計画そのもの

をもう少し、新しい試みだよということで、町民にも広く周知していく必要があろ

うかなと思います。そこのところのＰＲをどういう形で今後、進めて周知されてい

くのか、お聞かせください。 

○委員長（井上宜久） 

企画政策課長。 

○企画政策課長（亀井知之） 

まず、１点目の予算の面でございますけれども、委員のお話のとおり、この事業、

今後、県の企業庁のほうのシステムを使って整備をする予定でございます。企業庁

のほうの予算では、設置費として３，６００万円あたりを県のほうで計上をしてご

ざいます。もともと、この制度自体は、神奈川県の企業庁、この制度を使っていわ

ゆる資金の運用という形で、例えば文化会館であるとか何とかセンターであるとか、

そういう箱物をつくっていた時期がございました。そういう各市町村に譲渡してい

たという歴史的な経緯がございますけれども、昨今、そういうような事業も少なく

なってきた中で、企業庁が新エネルギーのこういうシステムについても、そのよう

なシステムで整備をしたらどうだろうというような逆提案を向こうからいただいた

わけでございます。 

最長で箱物ですから２０年間かけて買い戻していくということができますが、そ

れは箱物の場合で、設備については１０年ぐらいでというようなことでございます

ので、３，６００万を大体１０年間で返していくというような形で。利息がつきま

すけれども、今年は即納金として５４０万円、２年目が１年おいて利息を２３万円

ほど計上する予定でございますが、その後９年間にわたって大体３６０万から７０

万円、これを予算立てしていくことになろうかなという予定になってございます。  

二つ目のご質問でございます。太陽光発電についてでございますけれども、太陽

光発電、確かに一般的でございますが、一番のデメリットとしては広い面積が必要

だということになります。あとは日射量の問題とかもありますけれども、一番の大

きな問題はやはり面積ということで、開成町、狭い町域の中で、なかなか大きな面

積をとることができないということがありますし、酒匂川を初めとする水脈という

のには恵まれております。子どもたちへの教育の視点からも、川に恵まれた、水に

恵まれたという視点で教育の視点があるのかなという。 

そういう意味では小水力というのは適当ではないのかなと思いますし、昨今の報

道では、太陽光発電ということが余りにも言われ過ぎているものですから、売電の

対価も太陽光に対しては下げていくというような報道もされております。一方で風

力発電を上げるというような話もございますけれども、太陽光については、やはり

今後としては国としては見直しがあるのかなという視点もあろうかと思ってござい

ます。 

３点目、メリットの周知でございますが、当然、つくるのは渇水期、冬場が中心

になろうかと思いますけれども、どのような形でつくるかについては、県の企業庁
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と調整しながら随時広報して、町民の皆様にも当然、お知らせをしながら理解を得

て実際に作成に入っていきたいと、このように考えてございます。  

○委員長（井上宜久） 

菊川委員。 

○１番（菊川敬人） 

太陽光と比較して経済面ではどうかということはあるのですが、非常に新しい試

みだと私も思うのです。ですから、そういう意味では、大変興味がある事業ではな

いかなと見ております。環境面からしてもクリーンであるということもありますの

で、非常に期待するところでありますので、ぜひ、町民にも大きくＰＲしていって

いただきたいなと思います。開成町はこういうことをやるのだよ、これは町長の熱

い思いなのだというところを示していただきたいなと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

○委員長（井上宜久） 

高橋委員。 

○２番（高橋久志） 

２番議員、高橋です。 

県の企業庁からの意向を踏まえて町でいろいろ検討した結果、今回の小水力発電、

らせん水車を設置すると。そこでお伺いいたしますけれども、この水車によって、

先ほどお話がありましたように、メリット的に町民にとって出てくるのかどうか。

あわせて、開成町のあじさい祭の公園近くになるということを言われておりますけ

れども、この発電によって周辺に７棟のＬＥＤを設置するとかという話も伝わって

いるところでございます。もちろん町民に対するＰＲを含めて周辺の整備、これに

かかわる整備をどのように考えておられるのかどうか、聞かせていただきたい。 

県の企業庁と有償で支給をして１０年間の形で今、説明がありましたけれども、

こういったやり方というのが、財政上を踏まえて、一つの傾向としては理解を私も

しているところでございます。その間、町は維持費、その他、かかるわけですけれ

ども、維持費としては、どれぐらいの形でこれを見ておられるのか、あわせてお願

いしたいと思います。 

神奈川県の新聞報道なんかで見ますと、神奈川県のほうでは未病を治すというこ

とで、土木を含めて２４億円が出されていると。その中で、今、お話しの質問して

いる項目についても県のほうで３７０万、予算が設置されていると。それはわかり

ますけれども、いずれにしろ県のほうも光を当てた形で予算措置がされたと。今後

とも、やはり県西地域、こういったものを含めて、県と一体となって進めるべき課

題もまだあるのではないかなと。小水力との関連ですけれども、その辺のことにつ

いて、お聞かせ願いたい。 

○委員長（井上宜久） 

企画政策課長。 

○企画政策課長（亀井知之） 
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お答えさせていただきます。 

まず、周辺整備ということですけれども、小水力発電で生み出された電力、どの

ように使うのかということですけれども、夜間の街灯ということで防犯灯用に７棟

のＬＥＤということでございます。昼間は使う必要がございませんので、全量売電

を想定してございます。委員のおっしゃる周辺整備をどのように考えるかというの

が、いまひとつわからないのですけれども、少なくとも今回の新エネルギー関連で

はＬＥＤ灯をつけるというところにとどまっているということです。 

２点目、維持費としてどれぐらいかかるかということですけれども、常に見回っ

て、ごみが詰まっていないかとか、あるいは非常時に何かないかというようなチェ

ックはしなければなりません。今のところの計算ですと年に二、三十万ぐらいの維

持費を想定してございますけれども、先ほど申し上げた全量売電をすることにして

おりますので、少なくとも維持費分の何がしかは、その売電で賄っていきたいなと

考えております。 

県の未病との関連でございますが、今のところ県の未病のプロジェクトの中に直

接に当てはまる項目というものはございません。ただし、エネルギーの問題につい

ては、未病と直接かかわるかはわかりませんけれども、環境問題とか、そういうも

のが人間の生活に直接かかわるものだと、そういうような視点で、例えば南部の住

宅整備もそうなのですけれども、健康あるいは環境に配慮した、そのような住宅を

想定しているという話も県にさせていただいております。そのような話の中で、新

エネルギーの施設についても、何がしかの支援がいただけないかというようなお話

は当然させていただけると思っております。 

恐らく、県のほうとしては、今回の企業庁のほうに応援を求めるというような視

点は三つあると思っています。一つは、先ほど申し上げたように予算の平準化。一

回で負担があるということではない。二つ目は、県の専門的な知識、電気職とか技

術職の知識、これは町の職員ではなかなか得られないものですから、その応援を得

ることができると。三つ目は、つくった後、維持の問題についても、県のほうから

ノウハウをおかしいただくことができると、そういう三つの利点があると伺ってお

ります。 

ですから、直接的に県のほうが、その後、未病に絡めていろいろと支援をしてく

れるというのはちょっと考えにくいのですけれども、まだ素案の段階ですので、県

のほうに提案することは可能でございますので、プラスアルファの支援が求められ

るのかどうか、それは町としても要望していきたいなとは思ってございます。 

○委員長（井上宜久） 

山田委員。 

○８番（山田貴弘） 

８番、山田貴弘です。 

関連でちょっとお聞きしたいのですけれども、先ほど、この事業に対しては最終

的に３，６００万という答弁が出ていたと思うのですけれども、これ第２表の債務
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負担行為の中では３，３２８万２，０００円という数字が出ているのですけれども、

そこの部分での違いは今の答弁とあるみたいなので、そこら辺、ちょっと明確にし

てもらいたいのと。 

あと、今回、企業庁が整備した後に町が有償で譲り受けるという、これも一つの

方向性としては間違いではないのですが、町長が発信した中での水力発電をやるの

だという部分が、何か、これ、県の事業でやったというような部分で打ち消されて

しまうのではないのかなという。片や、県のほうも太陽光を含めた中で自然エネル

ギーに対しては知事が発言しているところなので、私は、この水力発電というのは

町長提案の中で、河川が多い町ということで水力を挙げたのだなと思っていたので、

今回、予算の中で企業庁が整備した後に有償譲渡をしていくというような話があっ

て、初めて示されたのですが、そこの部分で、やはり開成町から発信したのだよと

いうことをあわせてアピールしていかなければいけないのかなというところを強く

感じることと。 

あと、今、課長答弁の中では、いろいろな整備だとかメンテナンスの部分で県か

らの事業支援がもらえるというような答弁をもらったのですが、そうであれば、当

初、町でやろうとしていた計画の中で、それだけの技術支援を得られるような業者

ではなかったのか、またメンテナンスが高かったのか、そこら辺の差異について。

企業庁に投げかけたほうが安く、よくできるのだよというものがあるのであれば、

そこら辺、お聞きしたいのと、あと、河川の流量の調査を町の町費によってしてい

たと思います。そこら辺の、企業庁が、ある意味、開成町で得たデータを何か相乗

りしたような部分があるので、そこら辺の援助というのですか。補助金とか交付金

とか、そういう話というのはされなかったのか。やらせるだけやらせておいて、あ

る程度、煮詰まってきたら県が何かぽんと入ってきたようなイメージがとれている

ので、財政的な支援というものが今回の水力でもっとあってもいいのではないのか

なという、また町からも、もっと強く言ってもいいのではないのかなというところ

を感じているので、そこら辺の点、答弁のほうをよろしくお願いします。  

○委員長（井上宜久） 

企画政策課主管。 

○企画政策課主管（小玉直樹） 

企画政策課の小玉です。 

山田議員の１点目の債務負担行為の件について、お答えさせてもらいます。  

債務負担行為の額については、予算書に記載されているとおり３，３２８万２，

０００円でございます。今、先ほどの質問で、うちの課長のほうから大体３，６０

０万円程度の工事費がかかるというような形であったのですけれども、その３，６

００万円と１０年間で償還、返済していくというような形で、大体、延納利息とい

うのが１０年間で約１４０万円弱ぐらいあります。それを合計しますと大体３，８

６０万円から７０万円ぐらいの、今の概算工事費で計算した場合の数字なのですけ

れども、そのぐらいの額がかかってくるということです。それに平成２６年度で予
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算で出ております５４０万円の即納金を差し引いた金額が、平成２７年から３６年

までで１０年間で支払う予定の債務負担行為の限度額、３，３２８万２，０００円

というような形になってございます。 

以上です。 

○委員長（井上宜久） 

企画政策課長。 

○企画政策課長（亀井知之） 

では、２点目以降、私のほうからご答弁させていただきます。 

まず、県のほうが発信力がといいますか、町がもうちょっと発信したほうがいい

という問題でございますが、私どもとしては決して県のほうが前に出てくるという

ふうには受けとめてございません。あくまで行うのは町でございますし。ただ、整

備の手法を県の手法を使ってやらせていただいたということでございます。もっと

も、県のほうとしても、新エネルギーという、こういう設備をそういうようなやり

方で整備するというのは初めてだそうでございまして、その意味でも、県としても

目玉の施策ということで記者発表されているようでございます。ですが、あくまで

も主体としては町であると、これはもう変わりません。ですから、町としては、あ

くまで手段の一つとして県のそういうシステムを使っていたという意識でございま

すので、その点も含めて、今後、積極的な発信をしていく必要はあるだろうなと思

ってございます。 

３点目、このシステムを使うのが当初からわからなかったのかというような、そ

ういうご指摘だと思いますけれども、最初、ご答弁したように、もともとこの制度

自体が、いわゆる大きな箱物をつくるためのものでございまして、新エネルギーを

対象とはしてございませんでした、県のほうで。ただ、一番最初に話があったとき

には、今度、新しく新エネルギー、そういう設備も対象に入れようと思っているの

だけれども、いかがだろうかと、そういうお話が昨年ございましたので、私どもと

しても、先ほど申し上げたように、技術的な面での不安感というのは当然ございま

したので、そこのところでお願いしようということで調整を進めてきたということ

でございます。 

調整を進めていく中で、先ほど申し上げた人的支援とか、それから、あと維持管

理の部分についての支援、そういうような新エネルギーをつくるための総合的なパ

ッケージ、このようなものに制度を変えましたというふうに県から連絡がありまし

た。もともと、つくるだけのお金に対してのものだったのですけれども、総合的に

人的支援も入れてパッケージにしましたという連絡がありまして、ここは県のちょ

っとずる賢いところかなと思いますけれども、うまく私どもの事業に乗せて宣伝を

なさったのかなと思ってございますが、私どもは逆に、それを利用させていただき

たいなと思ってございます。決して当初からわかっていたということではなくて、

途中、そういうお話があったとご理解をいただきたいと思っています。 

三つ目の件でございますが、河川の流量調査のお話がございました。これは、も
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う、どこがやるにしても必要なものでございまして、一番最初は町のほうで単独で

つくるという前提でございましたから、このような流量調査については、当然、議

会のほうのご理解をいただいてやらせていただいたということでございます。ただ、

何度も申し上げているように、県の企業庁のほうでつくってくださるというか、私

どもの技術支援も含めてやってくださるとなれば、当然、それに対する今までのこ

ういう調査の結果というもの、データというものは、お渡しした上で調整をしなけ

ればいけない。これは、決して企業庁に有利になったとか、そういうことではなく

て、当然やらなければいけなかったものを手法を変えたというふうにご理解をいた

だければと思っております。 

以上です。 

○委員長（井上宜久） 

山田委員。 

○８番（山田貴弘） 

８番、山田貴弘です。 

経緯的な部分は、今、課長答弁の中でわかりました。この新エネルギー部分では

重点施策として打ち出している部分もありますので、ぜひ、町の色を出して宣伝を

していってもらいたいと思います。 

それと、あと最後に１点、聞きたいのですけれども、これというのは水源税の関

係の補助金なんていうのはつけられなかったのかどうか、そこを１点、聞きたいと

思います。 

○委員長（井上宜久） 

企画政策課長。 

○企画政策課長（亀井知之） 

水源環境のほうのメニューには、新エネルギー関連は入っていなかったと私は記

憶してございます。 

○委員長（井上宜久） 

吉田委員、どうぞ。 

○３番（吉田敏郎） 

私も今の関連で、同僚議員からいろいろ出ておりますので、一つ。平成３０年ま

でに小水力発電、２基を設置するということですけれども、それに対する費用対効

果というのは。 

○委員長（井上宜久） 

企画政策課長。 

○企画政策課長（亀井知之） 

質問の意図が、いまひとつ、あれですけれども。２基を設置することに対する費

用対効果というご質問だったと思うのですけれども、単純に、これをつくることに

よる費用対効果というふうに理解をすれば、従前からご答弁しておりますけれども、

決して売電をすることによって全ての金額を回収することはできないと思ってござ
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います。ですから、これをつくる意味というのは、やはり北部振興、それから交流

人口の拡大、それと、あと子どもたちに対する意識啓発、町民の皆様に対する環境

面での意識啓発、このようなものが前面に立ってくると思いますし、町としても、

それが最大の目的だと考えているところでございます。 

○委員長（井上宜久） 

吉田委員。 

○３番（吉田敏郎） 

新エネルギーに対する考え方は、いろいろ先ほどから聞いております。その中で、

一つ。先ほど、最初のほうに小水力、らせん型のを設置するときに、その場合に、

あそこの東側の川につけるわけですけれども、景観の問題について、らせん型の小

水力、それをそのまま設置するのか、それとも、それに合った何か景観的に工夫を

してつけるのか、ちょっと、その辺、わかることがありましたら教えてください。  

○委員長（井上宜久） 

企画政策課主管。 

○企画政策課主管（小玉直樹） 

企画政策課の小玉です。ただいまの吉田委員のご質問にお答えさせてもらいます。 

場所については、先ほど来、うちの課長からご答弁させてもらったところでござ

います。景観的な配慮というような形の中で、らせん水車自体は、うちのほうで今

回設置すれば神奈川県で初の水車というような形になります。らせん水車自体は既

製品というわけではないので、それぞれの水路内に合ったような形の受注生産とい

うような形になっております。水車自体の景観については、今後、企業庁とかと相

談して、周辺の環境とマッチしたような形で設置させていただきたいと思います。  

なお、場所については、内部で検討した中で、現在の計画としては、あじさい公

園東側水路の橋と橋のちょうど中間のところに設置するというような形で今、計画

を進めているところでございますが、その水路沿いで上流部分にも設置しようか、

また、今のところよりも下流部分に設置しようかというような形で、いろいろ景観

の中でも内部で実は検討した経緯がございます。実際のところは今の橋と橋の中で

計画するというような形で落ちついたのですけれども、例えば、上流部に設置した

場合、景観的な部分もあるのですけれども、制御盤ですとかパワーコンディショナ

ー、系統連系に必要な機器ですとか、また水力発電の施設の案内板、そういったよ

うな設置する適した場所が、そこの今の場所以外にはちょっとなかなかなかったと

いうこと。それと、あと夜間はあじさい公園内の公園灯の照明として電力を使うと

いうような形がありますので、そこの公園よりも遠くなってしまうとやはり電力の

ロスが生じるといったようなことから、場所については現在のところで今は落ちつ

いて計画しているということです。 

なお、設置に当たりましては、前からもいろいろ議員の皆様方から景観に配慮し

たというような話が出ておりますので、その辺は、設置する際については、十分、

企業庁等々と協議をしながら、景観に配慮した設備として設置したいと考えており



－１７－ 

ます。 

以上でございます。 

○委員長（井上宜久） 

エネルギー問題、大分、出尽くしたと思いますので、次に移りたいと思うのです

が、いかがですか。 

まだ、ありますか。関連ですか、吉田委員は。吉田委員、では。 

○３番（吉田敏郎） 

今、答えをもらったのですが、私が先ほど景観と言ったのは、らせん型水車を設

置する場所もそうですけれども、せっかく、ああいうあじさいのところのいいとこ

ろがあるので、それを景観的に隠すとか、そういう面でいい方向にしていってほし

いなということで申し上げましたので、そういうことで理解していただきたい。そ

れで結構です。 

○委員長（井上宜久） 

高橋委員、どうぞ。 

○２番（高橋久志） 

２番、高橋です。 

私は、財務課で質問してよろしいですよね。庁舎整備事業費、説明資料では２０

ページに当たりますけれども、ご承知のように庁舎は４０年以上経過して老朽化し

ていると。防災の対策本部も設置できない、こういう状況になっていることは私も

理解して、防災上を含めて庁舎建設は急がれているということは理解をしていると

ころでございます。私の質問は、タウンニュースで地域のこういったマスコミ等に

開成町の当初予算の説明をされた中の資料で、ちょっと気になる点がございますの

で質問させていただきたいと思うのですが、財源の関係については１４年度中に１，

０００万円を積み増すと。この件については、同じページ、２１ページの下から５

行目で、２６年度中については２億２，０００万を目指すという形があります。  

庁舎建設に当たって１０億円ぐらいという話もされたのではないかなというふう

に、記事がそう載っておりますので、これから先、今回示されておりますように、

庁舎整備基本構想策定、委員会を設置して庁舎建設基本構想、基本計画、これを策

定、今年度の６月ごろ議会にも提示すると、こんな話を承っているところです。庁

舎建設にはお金がかかりますけれども、これから先、そこでいろいろ協議をなされ

るということは理解をしますが、この１０億円という根底にはいろいろな調査活動

を含めて発表しているのかなと。この辺の状況について、もう少し聞かせていただ

きたいと思います。 

それから、先ほど、２６年で２億何がし基金積み立てがされるわけですけれども、

具体的に、今後、１８年度竣工すると。この辺のスケジュール的なものは、私から

言えば、これから先、検討しなくてはいけない、委員会とか何かを設置される、そ

こで基本計画、こういったもので論議されるというふうにしているのですが、この

件を含めて、今後の予定とか財源の確保を含めて答弁をいただきたい。 
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○委員長（井上宜久） 

財務課主幹。 

○財務課主幹（遠藤直紀） 

財務課主幹、遠藤です。議員の質問にお答えいたします。 

まず、基金の関係でございます。公共施設整備基金としまして、今後想定される

役場庁舎の整備を初め、公共施設の建設、改修、そういったものに充てる財源とし

て平成２４年１２月に条例制定したものでございます。名称は公共施設ということ

になっておりますが、現在のところは庁舎の建設を見据えたものとして考えてござ

います。 

庁舎建設でございますが、これまでも説明をさせていただいておりますが、１０

億円はかかるだろうということを想定しております。この１０億円につきましては、

当然、建設の費用、これがかかってきます。それから実施設計ですとか、あと解体、

解体は、すみません、ちょっと含んでいないですね、そこまでの主に建築及び実施

設計、そういったもので１０億は超えてしまうというようなことがございます。そ

の辺の金額の目安というものも、今後、これから基本構想、基本計画、そしてまた、

その後には基本設計、実施設計と、その辺で金額もだんだんわかってくるのですが、

現時点では建設にかかる費用として建設費、工事の部分ですね、そこで、もう１０

億はかかると見ております。 

基金の積み立ての関係でございますが、基金につきましては、昨年、平成２４年

度で１億円、２５年では当初１，０００万で９月に５，０００万円の補正をして合

計６，０００万円を上積みをすると。平成２５年末で１億６，０００万円になりま

す。２６年度は同様に、まず１，０００万円を計上させていただきたいと考えてお

ります。それから、これから、２５年度からの繰越金などの状況にもよりますが、

同様に５，０００万円を積み増しをしていきたいということでございます。そうし

ますと、２６年度末で２億２，０００万ということになります。その後、２７年以

降は、平成２９年度までで１億円ずつ積み立てをしたいという計画を持っておりま

す。建設に当たって、基金も５億円を超えるというふうに計画をしております。  

今のところ、そのような計画を持っているのですが、経済のいろいろな動向です

とか、町の施策で緊急性を要する場合というのは、そちらにお金がかかったりとい

うようなこともあるかもしれません。そういったところでは、１億円ずつという部

分は平成２７年度から積み立てるというふうに考えているのですが、なかなか簡単

にはいかないだろうというようなこともありますが、できるだけ実現に向けて調整

をしていきたいと考えております。 

以上でございます。 

○委員長（井上宜久） 

関連ですか。高橋委員。 

○２番（高橋久志） 

庁舎建設の場所の関係、これは、私が今までの町の報告等を受けて、受けとめて



－１９－ 

いるのは、現在の庁舎、いわゆる町民プール、そちらに移すという話もちらっと聞

いているわけですけれども、そうではなくて、場所については町有地がありますの

で、それらを含めて総体的に策定委員会の中で決めていくと理解していいのかどう

か。我々が聞いている話の中で、町民プールのほうに移して、こちらを逆にすると

かという話もちょっと聞いたわけですけれども、その辺は、どういうふうに場所を

考えておられるのか。あくまでも策定委員会で協議してもらうということなのか、

聞かせてください。 

○委員長（井上宜久） 

財務課長。 

○財務課長（加藤順一） 

ただいまのご質問にお答えしたいと思います。 

この議会での一般質問でも関連のご質問がございました。一昨年度、役場職員の

中のプロジェクトチームの中で検討した中で申し上げれば、先ほどの議論の中にも

出ました駅東側の町有地、それから役場庁舎、それから松ノ木の多目的広場、それ

が３候補地であって、現在としても３候補地という部分では変わりはございません。

いずれの場合にしましても、もし、そこになった場合、例えば、ここになった場合

は、どういうふうなことが考えられるのかと。プールを動かさなくてはいけない場

合も考えられるかもしれないし、さらには別の手段を講じなくてはいけない部分も

考えられます。そういった部分については検討している最中でございますが、現状

の中では３候補地が並立してあるよということでご理解いただきたいと思います。  

以上です。 

○委員長（井上宜久） 

ほかに。 

山田委員、どうぞ。 

○８番（山田貴弘） 

８番、山田貴弘です。 

今、庁舎建設の話の関連なのですが、午前中の町長答弁の中で、東側の部分、東

側ローターリーの部分で、ちょっとした役場の庁舎みたいなものも検討したいとい

う、出張所というのですか、そんなような発言をした中で、それは離れていても一

体として考えた計画をこの中で入れていかないと。当然、今後、インターネットだ

とか、そういうものでの接続というのが多くなってくると思うので、庁舎建設、仮

に、ここにできるとしても、ここだけの考えではなくて、そことのインフラの整備

も考えていかなくてはいけないので、検討委員会の中で議論の中に入れていっても

らいたいなというところをつけ加えておきたいと思います。 

○委員長（井上宜久） 

財務課長。 

○財務課長（加藤順一） 

まことに、ごもっともなご意見でございます。状況の変化は常にあり得ますので、
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その中で、例えば、駅の周辺で出張所的なものの建設ができるとなれば、当然に、

そことのリンクはしなくてはいけないといったことは想定の中に入れていかなくて

はいけないと。策定委員会の中でも、これこれこういう条件がここで新たに発生し

ている、例えば、ここにはこういう条件があるよといった部分を勘案しながら基本

構想、それから基本計画を策定していただきたいと、このように考えているところ

でございます。 

以上です。 

○委員長（井上宜久） 

高橋委員。 

○２番（高橋久志） 

２番議員、高橋です。 

職員の給与関係に関連して質問させていただきます。ページ数は説明資料の２０

ページ、経常的一般管理費等になるかと思うのですが、これ政府絡みで非常に心配

する点、危機を感じている点でございます。これに対して、どう対応するかの件で

ございますが、ご承知のように、国は職員給与を７．８％削減するという形で言わ

れまして、開成町では最終的に職員の給与を削減はしないという形で今日に至って

いると。私は、非常に適切な対応だと思っているところでございます。 

ところが、３月２日、政府は、２０１３年度中の実施を求めていた公務員給与削

減に応じなかった市町村に対し、今年５月に配分予定の公共事業関連の補助金を減

らす方針を固めたという形です。ペナルティーを科すということだと思います。こ

の中では、県内の自治体としては厚木、葉山、二宮など、開成町も含まれて九つの

市町村。これは、やはり市町村から、財政を含めて、市町村財政や住民サービスに

深刻な影響を与えると、まさに見せしめについては断固反対しなくてはいけない課

題だと思っております。 

２０１４年度の地方交付税を増やすこととの関連もいろいろされておりますけれ

ども、これについては、国から、この件について、指導的なとか、あるいはこうし

なさいとか、こういうものが現在来ているのかどうか。この辺を含めて、もし、こ

れが国どおり強硬的にやれとした場合、どれだけの影響を与えることになるのか、

あわせて、今の段階でつかんでいる状況で結構ですけれども、説明してください。  

○委員長（井上宜久） 

財務課長。 

○財務課長（加藤順一） 

「政府方針として給与削減拒否に制裁」という見出しで、神奈川新聞等にも掲載

されたところでございます。記事の中にもありますとおり、削減されない部分につ

いては交付税の中で需要額の算定の中に組み込むというのが、本来、お話としてあ

りました。それについては昨年度中にご説明したところでございますけれども、現

実問題として、交付税の中では、削減してもしなくても一定の金額がほかの要素で

増減してしまうということの中で、新たに補助金を対象にというようなお話が検討
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されたと聞いているところでございます。 

対象の補助金は１３年度補正予算の「がんばる地域交付金」ということでござい

ますけれども、今年度、この該当する事業そのものがほぼないと。現実に計算はで

きてはおりませんけれども、五、六十万の話かなというふうに思っているところで

ございます。影響としては、その部分云々というよりは、町の方針のとおりという

形で給与費を考えていくというふうに町の方針としているところでございます。 

また、制裁措置については、不都合だということは県を通じて、県も足並みをそ

ろえて国に申しているというふうなことを伝え聞いているところでございます。  

以上です。 

○委員長（井上宜久） 

高橋委員。 

○２番（高橋久志） 

２番、高橋です。 

町長に伺いますけれども、こういった制裁の話、先ほどの神奈川新聞、私も神奈

川新聞をちょっと見させてもらって、非常に危機感を持ったところですけれども、

この件について、町長がほかの市町村と協働して「やめるべきだ」と、こういう形

にすべき課題だと私は思うのですけれども、町長の決意を聞かせてください。 

○委員長（井上宜久） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

今の件は、新聞の見出しが制裁のように書かれていると思うのですけれども、私

は、国が多分、言い直したのではないかと思うのですけれども、制裁ではなくて、

国の言うことを聞いた人には少し優先してお金を出しますよということであって、

我々が言うことを聞かなかったから制裁を受けるということではないと認識をして

いますけれども。それが、もし国が制裁だということなら、これは町村会の中でも

やらなかったところが手を組んで、きちんと国・県に対して言っていかなくてはい

けないなというふうには思っております。 

以上です。 

○委員長（井上宜久） 

菊川委員。 

○１番（菊川敬人） 

１番、菊川です。 

ただいま給与の質問が出ましたので、関連して給与についてお伺いいたします。

１８２、１８３で給与費明細書が出ております。この中でちょっと確認したいのは、

１８３ページのところで右側で時間外勤務手当というのが２４５万７，０００円減

額になっておるのです。ここの説明をいただきたいことと、もう一つは、その上の

ほうに給与のところで説明欄でその他の増減分という形で９４４万７，０００円、

掲載してあります。この「その他」というのは、どういうものが含まれるのでしょ
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うか。 

○委員長（井上宜久） 

総務課主幹。 

○総務課主幹（山口哲也） 

総務課主幹、山口でございます。ただいまの菊川委員のご質問にお答えいたしま

す。 

時間外手当が大きく減少していると、これにつきましては選挙費でございます。

平成２５年度は参議院議員の通常選挙費が当初予算に計上されてございましたので、

それがなくなったということで大幅な時間外手当の減ということになってございま

す。 

それから、給与費明細書のその他の増減分、「その他」、これは、確かに、ご指

摘のとおり、わかりづらいところがございますが、例えば、異動、２５年度当初と

２６年度当初で仮の異動を想定して職員給与というものは編成するものでございま

す。その中で、例えば、育児休業からの復職ですとか新採用、そういった方たちは

「その他」というところに含んで計上させていただいているというふうにご理解い

ただければと思います。 

以上でございます。 

○委員長（井上宜久） 

行政推進部、最長でも２時半を考えていますけれども、そのほかありますか。  

小林委員。 

○１０番（小林秀樹） 

１０番、小林秀樹です。 

説明書ページ２５、本文で７１です。上から７行目、地域活動の拠点となる自治

会館の整備の件です。上延沢。 

○委員長（井上宜久） 

町民サービス部の管轄ですね、自治会館は。 

○１０番（小林秀樹） 

でも、あれですね、総務で総務費になっていますから。所管。 

○委員長（井上宜久） 

行が。 

○１０番（小林秀樹） 

ああ、そうですか。ごめんなさい。 

○委員長（井上宜久） 

では、明日、よろしくお願いします。ああ、今日ですね。 

下山委員、どうぞ。 

○４番（下山千津子） 

説明書では２２ページ、予算書では６１ページで、午前中の町長の提案趣旨説明

のときに町政の６０周年記念事業をお聞きしたのですが、それの回答をお願いした
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いと思います。説明したほうがよろしいですか。詳細については、というようなこ

とだったのですけれども。 

では、質問をいたします。町制施行６０周年記念事業が展開されるということな

のですが、記念式典は開成町らしく文化的なものとして、例えば、文化人によりま

す記念講演とか演奏会、町民にとって記憶に残る企画を組まれてはどうでしょうか

ということをお聞きしまして、全体の計画とか、その内容と時期を具体的にお尋ね

いたします。 

○委員長（井上宜久） 

企画政策課長。 

○企画政策課長（亀井知之） 

失礼しました。お答えいたします。 

この町政６０周年記念事業、今年は何がしかの予算を計上しておりますけれども、

今のところの考え方ですと、２７年の１月１日から１２月末まで、つまり歴年でい

ろいろなイベントを考えていきたいなと思っています。要は、２７年２月１日が記

念式典の日ですので、そこのところからスタートさせて１年間にわたっていろいろ

な形で事業等を進めていきたいと。ですから、今年度計上させていただいたものに

ついては、その記念式典の経費、それと、一般質問でもありましたように、それを

契機とした町としてのブランディングの経費と考えているところでございます。 

なぜ、では、ブランディング経費がそこのところで乗ってくるかといいますと、

ポスターをつくるにしろビデオをつくるにしろ、１年間、取材をしなければいけな

いわけです。例えば、お祭りにしても、あじさい祭や阿波おどりや、１年間、取材

しなければできないわけですから、２６年度中から、そこにお金を投入して、あわ

せて実行委員会の中の意見をお聞きしながら進めていくと。そういう意味で、今回

を計上させていただいたということでございます。 

ご質問の式典の中で講演会等、あるいは演奏会等、いかがかなという、これはご

提案と私どもは受けとめさせていただきますけれども、当然、そういうようなもの

は考えられるのかなと思ってはいます。ただ、限られた時間の中で、どういうふう

な形ができるかというのは今後の検討に委ねられるわけでございますが、そこのと

ころでできなかったとしても、先ほど申し上げた歴年、１年間の中で、具体的には

２７年度の予算の中に、それは反映されるかもしれませんけれども、検討した結果

として、このようなものがよいというような話になれば必要な予算をまた次年度に

計上させていただくと、そういうスケジュールになろうかと思います。 

○委員長（井上宜久） 

下山委員。 

○４番（下山千津子） 

今月の広報「かいせい」３月号にも掲載してございましたように、友綱部屋の魁

聖関の記事が掲載されておりまして、ここの部分では交流を深めて応援をしていき

ましょうというふうに記されております。相撲は国技でございますので、町内に相
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撲ファンはたくさんおられると思いますので、６０周年記念事業として応援観戦ツ

アーなどを企画したらどうですかということと、あと一つは、毎年、秋に町の主催

で文化祭事業が大変好評な中で開催されているわけですが、開成町の町民とともに

という点では、子どもたちのジャズオーケストラ演奏とか文中の中学校の吹奏楽部

とか、あとは子どもから大人までのヒップホップダンスなどは多目的広場の会場が

満杯になるほど大変人気があるプログラムでございましたので、そういうものも導

入されるということは、いかがでございましょうか。 

○委員長（井上宜久） 

企画政策課長。 

○企画政策課長（亀井知之） 

具体的なご提案、ありがとうございます。ぜひ、参考にさせていただきたいと思

います。もう一つ申し上げれば、例えば、一般質問でも出ましたけれども、子ども

議会とか、そういうものも、こういう６０周年記念ですから一つ考えられる手もあ

ると思いますし、あるいはテレビ・ラジオ等の番組の誘致なんかも、ほかのところ

ではやっているということもあります。さまざまな形が考えられると思います。今

後、実行委員会の中で話し合っていきたいと思っております。 

○委員長（井上宜久） 

吉田委員、どうぞ。 

○３番（吉田敏郎） 

時間、早目に終わるように質問いたします。 

本書のほう、予算書の５３ページ、説明資料の２１、２２ページの重点施策の職

員研修事業費について、お伺いします。まず、こちら、対象職員はどういう方たち

に対してでしょうか。まず、そこから教えてください。 

○委員長（井上宜久） 

総務課主幹。 

○総務課主幹（田代孝和） 

総務課の田代です。吉田委員のご質問にお答えいたします。 

対象の職員ですが、役場庁舎、また隣の町民センター、こちらに勤務している職

員が対象ということで行っております。 

以上です。 

○委員長（井上宜久） 

吉田委員。 

○３番（吉田敏郎） 

今、対象を聞きました。その対象の方というのが、例えば、新しく入った方とか、

そういうことではなく、年齢的には、そういうことに対しての基本的な事由はない

ということでよろしいのでしょうか。 

○委員長（井上宜久） 

総務課主幹。 
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○総務課主幹（田代孝和） 

そうですね。研修ごとに年齢、また入庁からの年月、あと役職、そういったもの

を設定してございます。特段、新採用だけの職員研修というのも設定してございま

す。 

以上です。 

○委員長（井上宜久） 

吉田委員。 

○３番（吉田敏郎） 

そうしますと、役場職員としまして、そういう研修に行きまして非常に専門知識

というのはもちろん習得すると思いますし、また、そういうものだけではなくて、

町民に対して公務員としての心構えとか町民への奉仕をするとか、そういう基本的

な研修もその中に入っているとは思いますけれども、そういう中で、さらに、そう

いう人たちが向上するために、例えば、大手のスーパーとか企業等、そういうとこ

ろに研修に行くという、そういうことは考える必要はないのでしょうか。  

○委員長（井上宜久） 

総務課主幹。 

○総務課主幹（田代孝和） 

ただいまの質問にお答えいたします。 

２６年度は、特に民間事業所への派遣研修、目的は接遇力の向上ということで企

画をしてございます。 

以上です。 

○委員長（井上宜久） 

あと１点で、残りは質疑漏れの時間でお願いしたいと思います。 

では、最後で、山田委員、どうぞ。 

○８番（山田貴弘） 

予算書１３１ページ、土木費、住宅費、住宅維持管理事業費ということで予算計

上されているのですが、これは町営住宅にかかわる部分の予算だと思います。開成

町には三つある町営住宅が二つに統一した中で、１棟は将来的にはなくなるという

施策を打ち出しているところで、ここで入居者移転補償費ということで４７万５，

０００円計上されております。あくまで、この金額は、今回、２６年度で移転を計

画している予算なのか。これが最終で全員が移転をしてくれるのかという部分がち

ょっと気がかりなので、そこら辺の説明をもらいたいのと、あと町の今後の団地、

計画はどのような計画を今回立てているのか、そこら辺、説明がなかったもので、

説明をよろしくお願いします。 

○委員長（井上宜久） 

財務課主幹。 

○財務課主幹（遠藤直紀） 

財務課主幹、遠藤です。山田委員の質問にお答えいたします。 
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こちらで計上してあります移転補償費につきましては、平成２６年度中に移転が

あった場合の費用として計上をしております。現在、四ツ角団地につきましては、

７世帯の方が入居をしております。平成２５年度中に１２世帯のうち５世帯が河原

町団地、円通寺団地にそれぞれ移転をした関係で、７世帯ということになっており

ます。この方々のうち、移転があった場合に対応する費用として計上しております。  

今後の管理につきまして、当然、四ツ角団地、すぐにという話ではございません

ので、引き続き維持管理を継続して行っていきたいと考えております。  

以上でございます。 

○委員長（井上宜久） 

山田委員。 

○８番（山田貴弘） 

ということは、何世帯分を見ているのか。今後、当然、これ移転費なんかも計上

していかなくてはいけないのですが、そこら辺の方向性を聞いているので。今日は

来年度の予算なので、２６年度に使われているものだというのは承知しているので、

そこら辺の数字的な部分でちょっと明確に。今、７世帯だ、５世帯だという部分を

言われていたので、現状がこうで、今年度は何世帯、計画していて、来年度に引き

続き退去の協力を求めるという、そういう答弁をいただきたいと思います。  

○委員長（井上宜久） 

財務課主幹。 

○財務課主幹（遠藤直紀） 

委員の質問にお答えいたします。 

平成２６年ということは当然なので、失礼いたしました。想定で２世帯分を考え

ております。１世帯２３万７，３００円で考えてございます。移転補償ということ

なので、四ツ角以外の河原町団地、それから円通寺団地から退去等があって、そち

らのほうの移転になりますので、そのぐらい、２世帯ぐらいは移転、退去があるだ

ろうというようなところを踏まえて２世帯という計上をさせていただいております。 

以上でございます。 

○委員長（井上宜久） 

山田委員。 

○８番（山田貴弘） 

ということは、今、交渉している中で、２世帯が方向性として移転に協力してい

くというよりも、あきが２世帯。逆に言うと、これ居室のリフォーム工事を２世帯

分ぐらい計上しているのかどうかはわからないですけれども、退去が出た時点で行

ってもらうという部分なのか、そこら辺。また、ほかの、町営住宅ではなくて独自

で探した住宅なんかの部分に退去してもらうとか、そういうようなものは想定はし

ていないという部分で、あくまで、あくところを待っているというのが町の考え方

なのか。今の答弁だと、そんなふうに聞こえるので、そこら辺、お願いします。 

○委員長（井上宜久） 
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財務課長。 

○財務課長（加藤順一） 

２６年度の予算編成においては、山田委員のおっしゃるとおり、河原町、円通寺

団地であきが出た場合に、そこに四ツ角団地の方に移転していただく、ご希望を募

って移転していただくという考え方の予算計上でございます。ただ、四ツ角団地に

つきましても、大分、半分ぐらいあいてきております。団地の中で半分があき状況

というのは、また、これは、それ自体が問題になろうかと思いますので、この先に

おきましては違った考え方をさらに取り入れなくてはいけない時期に差しかかって

いるというふうに考えているところでございます。２６年度中には、そういった先

の方針も考えていこうと思っているところでございます。 

以上です。 

○委員長（井上宜久） 

暫時休憩をいたします。休憩中に黙禱の時間になりますので、休憩室で各自、黙

禱をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。再開は１４時５５分といた

します。町民サービス部から質疑を行います。 

午後２時４０分 


