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─────────────────────────────────────────── 

平成23年 第２回 築 上 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第２日） 

平成23年６月９日（木曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第２号） 

平成23年６月９日  午前10時00分開議 

 日程第１ 議案第61号 平成２３年度築上町一般会計補正予算（第２号）について 

 日程第２ 議案第62号 平成２３年度築上町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につい

て 

 日程第３ 議案第63号 平成２３年度築上町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

 日程第４ 議案第64号 平成２３年度築上町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第

１号）について 

 日程第５ 議案第65号 平成２３年度築上町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

 日程第６ 議案第66号 平成２３年度築上町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

 日程第７ 議案第67号 平成２３年度築上町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）につい

て 

 日程第８ 議案第68号 築上町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 日程第９ 議案第69号 築上町税条例の一部を改正する条例の制定について 

 （追加分） 

 日程第10 意見書案第１号 「少人数学級推進」、「義務教育費国庫負担制度拡充」に係る意

見書（案）について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 議案第61号 平成２３年度築上町一般会計補正予算（第２号）について 

 日程第２ 議案第62号 平成２３年度築上町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につい

て 

 日程第３ 議案第63号 平成２３年度築上町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ

いて 
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 日程第４ 議案第64号 平成２３年度築上町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第

１号）について 

 日程第５ 議案第65号 平成２３年度築上町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

 日程第６ 議案第66号 平成２３年度築上町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

 日程第７ 議案第67号 平成２３年度築上町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）につい

て 

 日程第８ 議案第68号 築上町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 日程第９ 議案第69号 築上町税条例の一部を改正する条例の制定について 

 （追加分） 

 日程第10 意見書案第１号 「少人数学級推進」、「義務教育費国庫負担制度拡充」に係る意

見書（案）について 

────────────────────────────── 

出席議員（18名） 

１番 田原 宗憲君       ２番 丸山 弘君 

３番 首藤萬壽美君       ４番 塩田 文男君 

５番 工藤 久司君       ７番 成吉 暲奎君 

８番 吉元 成一君       ９番 西畑イツミ君 

10番 西口 周治君       11番 有永 義正君 

12番 田村 兼光君       13番 田原  親君 

14番 信田 博見君       15番 宮下 久雄君 

17番 武道 修司君       18番 平野 力範君 

19番 中島 英夫君       20番 繁永 隆治君 

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

６番 塩田 昌生君 

────────────────────────────── 

欠  員（１名） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 
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局長 進  克則君       書記 則松 美穂君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 新川 久三君  副町長 ………………… 八野 紘海君 

教育長 ………………… 神  宗紀君                     

会計管理者兼会計課長 …………………………………………………… 川﨑 道雄君 

総務課長 ……………… 吉留 正敏君  財政課長 ……………… 則行 一松君 

企画振興課長 ………… 渡邊 義治君  人権課長 ……………… 松田 洋一君 

税務課長 ……………… 田村 一美君  住民課長 ……………… 平塚 晴夫君 

福祉課長 ……………… 髙橋 美輝君  産業課長 ……………… 中野 誠一君 

建設課長 ……………… 中川 忠男君  上水道課長 …………… 加來  泰君 

下水道課長 …………… 古田 和由君  総合管理課長 ………… 吉田 一三君 

環境課長 ……………… 永野 隆信君 

農業委員会事務局長 ……………………………………………………… 田村 幸一君 

商工課長 ……………… 久保 和明君  学校教育課長 ………… 田中  哲君 

生涯学習課長 ………… 田原 泰之君  監査事務局長 ………… 石川 武巳君 

清掃センター長 ……… 田村 修乃君                     

────────────────────────────── 

午前10時00分開議 

○議長（成吉 暲奎君）  皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員は１８名でございま

す。定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 ただいまから議事に入ります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第６１号 

○議長（成吉 暲奎君）  日程第１、議案第６１号平成２３年度築上町一般会計補正予算（第

２号）についてを議題といたします。 

 これより質疑を行います。質疑はありませんか。西畑議員。 

○議員（９番 西畑イツミ君）  ４点ほどお尋ねいたします。 

 ページ、１０ページの２１款諸収入、５項雑収入、３目納付金・交付金、１節交付金の中の自

治体国際協力促進事業助成金７６万円上がっておりますが、これはどんな内容なのかを説明お願

いいたします。 



- 44 - 

 ２点目は、ページ、２０ページ、６款農林水産業費、１項農業費、２目農業総務費、１５節の

工事請負費が上がっておりますが、小原の農業集落センター建設工事費３００万円計上されてま

す。これは、地元負担金があるのか、また、地元説明会をしての了解を得られているのかどうか

をお尋ねいたします。 

 ３点目は、ページ、２２ページ、７款商工費、１項商工費、３目観光費、１３節委託料の中に

旧蔵内邸企画推進業務委託料が上がっておりますが、これは旧蔵内邸を観光の目玉としてどのよ

うに推進していくのか、そのお考えをお聞きしたいと思います。 

 それから、ページ、２５ページ、８款土木費、４項都市計画費、２目公園費、１５節工事請負

費に農業公園陶房施設工事費が計上されておりますが、以前、これはつくる計画が上がっていた

と思いますが、なぜ今回また計上されたのか、その理由をお尋ねいたします。 

 以上、４点です。 

○議長（成吉 暲奎君）  産業課長、よろしいですか。 

○産業課長（中野 誠一君）  産業課、中野です。まず、２０ページの６款１項２目１５節の工事

請負費、農業集落センター建設工事でございますが、これは、椎田インターの改修、拡幅、ＮＥ

ＸＣＯの工事でございますが、それに伴いまして、小原の集落センターが移転をいたします。そ

の際の移転先の土質を調査しましたところ、土質改良が必要ということで、その改良の工事とそ

れから旧集落センターの解体費は当初計上されておりませんでしたので、その分を補正させてい

ただきました。補正額３００万円は、一般財源でございます。 

 本来、移転補償ですので、移転補償費で賄うべきでございますが、移転補償費というのは、当

初建設した当時から年数が経過して価値が減額されていきますので、それで賄うのが原則ですが、

不足する部分も出てくるかもしれません。入札によりまして減額が出ましたら、不用額として残

したいと考えております。 

 それから、次の２５ページでございますが、公園費の整備費、８款４項２目公園費の１５節で

すけども、これは陶房施設、陶房施設といいますと、陶芸グループが、今、陶芸で使ってる施設

を、窯を移設してくれという要望が参りまして、その横に建設するもので、昨年設計費を計上し

ておりましたが、今年度フットサルコートと一緒にきめ細かな交付金でということで当初計上し

ておりましたが、交付金で不足が出まして、フットサルコートが予定よりも高額になりましたの

で、その分が、陶房の分ができなくなりまして、今回新たに補正をさせていただいております。 

 それから、その下の公園等の維持補修費は、農業公園の散水等に使います真水のポンプの補修

でございます。 

 以上でございます。（「１０ページの分がある」と呼ぶ者あり） 

○議長（成吉 暲奎君）  １０ページ、商工課。 
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○商工課長（久保 和明君）  商工課の久保です。２２ページの７款１項３目の１３委託料の計画

策定業務委託料の件でございますが、これにつきまして、町は、平成２２年１０月に旧蔵内邸を

購入しておりまして、１２月から旧蔵内邸活用検討委員会を設置して、その活用について検討を

してまいりました。６回検討しております。現在、各委員の意見を集約して答申の取りまとめを

行っておりまして、来週の１３日の月曜日に町へ答申を提出する予定でございます。その答申を

受けまして、後に一般公開に向けまして具体的に実施の方法を検討する必要がございまして、企

画・計画に伴う委託料として今回予算を計上させていただいております。 

 以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  １０ページの分は、ちょっと産業課長、忘れておったんじゃないかな。

国際協力事業団からの、いわゆる補助をもらって、液肥の事業を去年と一緒で７６万もらって、

これを旅費等に充てながら、これが「２９０農場」ということで、黒龍江省の、そこと循環型農

業推進協定を結んでおりますんで、その旅費に充てるもので補助をもらっておるということでご

ざいます。 

○議長（成吉 暲奎君）  西畑議員。 

○議員（９番 西畑イツミ君）  小原の農業集落センターの建設で、地元負担金はあるのかという

お尋ねしたんですが、それについての回答がなかったように思います。ちょっと、飛行機の音が

あれしたんで、私が聞き逃してたのかもわかりません。それと地元説明会をしたのかについてお

願いいたします。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。（「いつぐらいやったかな、４月になってからやったかな」

と呼ぶ者あり） 

○産業課長（中野 誠一君）  産業課、中野です。地元の説明会につきましては、４月の、私がか

わってから最初の日曜日ぐらいに、地元に旧産業課長と私と課長補佐と３人で参りまして、説明

会をいたしました。そのときにも、地元負担金はありますかという質問がありましたので、本来、

以前、最初の施設をつくったときに地元負担金を出してるので、今回はもうありませんねという

ことで念を押されましたので、本来移転補償費で賄うべきものですので、現在のところ地元分担

金は考えておりませんという御答弁をしております。 

 以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  西畑議員。 

○議員（９番 西畑イツミ君）  今、言いかけてましたけど、何でしょうか。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  これは、椎田インターへのつけかえ道路の補償で建てるんだから、一切
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地元負担はないということで理解してもらいたい。 

○議長（成吉 暲奎君）  西畑議員。 

○議員（９番 西畑イツミ君）  旧蔵内邸の、ごめんなさい、これ担当委員会やない、商工、（発

言する者あり）委員会で、（「数字の誤りとかわからんところあっても、つくった話は委員会で

説明すると」と呼ぶ者あり）わかりました。そしたらいいです。委員会外で、商工課の方に来て

説明をしていただきますんで。 

○議長（成吉 暲奎君）  よろしいですか。（発言する者あり）信田議員。 

○議員（１４番 信田 博見君）  １６ページ、３款２項６目１８節一般備品購入費６００万円に

ついてお尋ねいたします。備品購入ということでございますが、６００万円はかなり高額に思え

ます。どこの施設で何を購入するのかお尋ねいたします。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○福祉課長（高橋 美輝君）  福祉課高橋です。今年度スパーク築城横の空き地に放課後児童クラ

ブ室の建設を予定しております。そのクラブ室に設置します備品でございます。 

 主なものといたしましては、児童用、事務室用の机、いす、児童の荷物収納用のロッカーやキ

ャビネット等の備品購入費を予算として上げさせていただきました。 

○議長（成吉 暲奎君）  信田議員。（発言する者あり） 

○議員（１４番 信田 博見君）  大体わかりました。これは、私が二、三回前に１回一般質問を

した覚えがあるんですが、そのときに何とか、スパーク築城の横に児童館らしきものを建てると

いうことだったんですが、これは、昨日聞きましたら、放課後子どもクラブということでござい

ますが、この「放課後児童クラブ」というのは定員は何名ぐらいでどういう規模なのか。 

○議長（成吉 暲奎君）  これは、どの分の質問ですか。（「今の」と呼ぶ者あり）今の質問です

ね。担当課長。 

○福祉課長（高橋 美輝君）  福祉課、高橋です。今の質問ですけれども、福岡県放課後児童健全

育成事業には、６つのクラブ体系があります。年間平均児童数により補助金額が異なります。今

回、建設を予定しております放課後児童クラブ室の運営費の補助対象基準は、年間平均児童数が

３６人から４５名となっております。 

○議長（成吉 暲奎君）  信田議員。 

○議員（１４番 信田 博見君）  最高４５ということですね。わかりました。築城のほうでは、

非常に学童保育をするのに場所がなくて困ってるということでございますが、４５名の施設でこ

れは足りるんですか。それで十分ですか。賄えるんですか。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○福祉課長（高橋 美輝君）  福祉課、高橋です。現在全国的には、少子化それから核家族化が進
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んでおります。今日では、夫婦共稼ぎの世帯がますますふえてきております。御両親が安心して

働くことができ、放課後、児童が安全に過ごすことができる場所の確保が幾つか必要ではないか

と考えております。 

○議員（１４番 信田 博見君）  それでは、夏休みになると、非常にまた学童保育の人数がふえ

ると思うんですが。 

○議長（成吉 暲奎君）  信田議員、手を挙げて、指名しますから。信田議員。 

○議員（１４番 信田 博見君）  夏休みとか冬休みになると、非常に子供の数がふえると思うん

です。そのときには、どのような形で、またその学童保育をやるのかお聞きします。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○福祉課長（高橋 美輝君）  福祉課、高橋です。夏休みの件でございます。築城地区には「築城

キッズ」とそれから「チアフル学童クラブ」の２つの児童クラブがございます。今年度は、下城

井小学校の御協力を得まして、築城地区の２つの児童クラブと夏休みのみの利用者、合わせて約

１２０名ほどでございますが、この児童を下城井小学校１カ所で実施予定をしております。 

○議長（成吉 暲奎君）  信田議員。 

○議員（１４番 信田 博見君）  じゃあ、終わりです。 

○議長（成吉 暲奎君）  吉元議員、ちょっと待ってくださいね。皆さん、汽車が、電車が通った

ときやかましくないですか。（発言する者あり）閉めてよろしいですか、こっちだけ。（「どう

ぞ」と呼ぶ者あり）どうでしょうか、よろしいですか。暑くなるような感じだけど。 

○議員（８番 吉元 成一君）  質疑していいですか。 

○議長（成吉 暲奎君）  じゃあ、どうぞやってください。 

○議員（８番 吉元 成一君）  今、信田議員の質問に高橋課長答えてましたが、今言ったスパー

ク築城の横、この分は学童保育とは違うんですか。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○福祉課長（高橋 美輝君）  福祉課、高橋です。学童保育でございます。学童保育の中で……。 

○議員（８番 吉元 成一君）  それしか聞いてない、それ以上言う必要はない。 

○福祉課長（高橋 美輝君）  はい、学童保育でございます。 

○議長（成吉 暲奎君）  吉元議員。 

○議員（８番 吉元 成一君）  その建物については、下水道の関係とか管理の関係で、小学校の

中に建設予定だと聞いてましたが、今度また、そこにいつ変わったんですか。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○福祉課長（高橋 美輝君）  福祉課、高橋です。先ほど、こちらのほうから変更というよりも、

当初スパーク築城の横の空き地をということで計画をしておりまして、再三検討しまして、やは
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り、子供さんのためには小学校のほうに建てるのがベターではないかと考えましたけれども、小

学校といろいろ検討をして、予算的なものとかを検討しました結果、やはり、もとのスパーク築

城のほうが妥当ではないかということで、もとに戻させていただきました。 

○議長（成吉 暲奎君）  吉元議員。 

○議員（８番 吉元 成一君）  今、僕が質問していることは、通常考えたら、これは一般質問み

たいに感じると思います。質疑については、こういったことを聞くんじゃなくて、たまたま今、

名前が違った形で学童保育かという確かめただけ。学童保育だったら、小学校に建てるというふ

うにまた変わったのかということを。 

 それとあと、もう予算通したわけですから、やっぱりその後変更、場所の変更なんかは速やか

に議員ぐらいには、議会のほうには報告をしていただきたいと。聞かれたとき、小学校に何か建

ちますよ、僕ら言ってるんですよ。そういった意味で、今ちょっと質疑したんですけど。 

 今後、やっぱり議長、質疑については今みたいな繰り返しをすると、これはもう所管外の議案

事項として、説明員を委員会に求めて詳しく聞くとか、あるいはもう少し掘り下げたことを聞き

たいと言うんなら一般質問でやってくださいと日ごろから言ってますんで、議員さん方皆さん、

そういうふうに気をつけていただきたいと思うんで、議長、そういうふうに取り計らいお願いし

ます、今後。 

○議長（成吉 暲奎君）  はい、わかりました。 

 ほかにございませんか。武道議員。ちょっと、私の目に早く見えたもんだから、ごめんなさい。 

○議員（１７番 武道 修司君）  済いません、先にさせていただきます。 

 ページ、１２ページの中に一般管理費、普通旅費３１８万という補正があります。で、これは

東日本の被災地のほうに行かれる旅費等が含まれているのかどうなのか。実際、今、数名の方々

が現地に行かれたと、その先頭指揮をとってするのがやっぱ町長、副町長だろうと思うんですが、

現地の確認を町長、副町長でされてるのかどうなのか。一度はやっぱり行くべきではないかとい

う、実際まだ行かれてないんじゃないかと思うんですが、実際行って状況を確認して職員を派遣

をするという必要性というのはあるんではないかというふうに思うんですが、その点、この旅費

の中にその金額が含まれているのかどうなのかをお聞きしたいというふうに思います。 

 それと、ページ、２３ページ、土木費の中の業務委託料７００万円、道路台帳の修正の業務委

託料で７００万円があがってます。ちょっと金額が大きいんではないかなというように思うんで

すが、内容的なものとこの修正をする委託料が年にどれぐらいの金額出るのか、それとも何年に

１回なのか、その点についてお聞きしたいというふうに思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○総務課長（吉留 正敏君）  総務課の吉留でございます。１２ページの一般管理費の普通旅費で
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ございますけれども、この３１８万の中には、今武道議員言われましたように、東北、特に宮城

県への職員派遣旅費が含まれております。それからまた、職員が４名、既に派遣しております。

既に今月さらにもう１名、派遣が決定いたしました。今後とも、県のほうから災害派遣要請があ

った場合は、それに応じて職員を派遣するということにしておりますので、機会を見て現地の様

子等も、情報収集含めて把握をしておきたいというふうに思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  次には、どなたでしょうか。八野副町長。（発言する者あり） 

○副町長（八野 紘海君）  予算は職員の派遣予算ですけど、武道議員の質問ですけど、町長、私、

また災害の担当課長である総務課長等につきましては、ぜひ一度現地を、東松島市に行きまして、

どういう職員派遣について運用業務を行ってるのか、どういう災害状況なのかっていうのを、や

はり一度６月議会終わりまして、７月か８月か、関係課長と一緒にやっぱ行って、勉強はしてい

きたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  次は、道路台帳、どなたですか。担当課長。 

○建設課長（中川 忠男君）  建設課、中川です。道路台帳の修正ということです。毎年、道路建

設していっておりまして、その道路台帳の修正を行っております。それに係る費用でございます。

件数等は、申しわけないんですけど、今ちょっと手元に資料ございませんので、調べましてまた

御報告させてください。申しわけありません。 

○議長（成吉 暲奎君）  武道議員。 

○議員（１７番 武道 修司君）  東日本の被災地の関係については、一度行かれるということな

んで、そのように現地を確認して派遣等の対応をしていただきたいというふうに思います。 

 それと、今の道路台帳の関係なんですが、毎年このような金額が出ていくということになると、

１０年間で７,０００万円、常日ごろから年に１回とかそういうのではなくて、道路ができた段

階で、パソコンの中には、既に修正したり設計の段階で測量とか、そういうふうないろんな費用

がかかって、その段階である程度の台帳はできてるはずなんです。今度これをまとめて、さあ

１冊の本にしよう、道路台帳をつくろうとして修正をかけるといったときに、外部に委託をして

これだけの費用かかるというのはどうなのかなと。実際、これぐらいの必要性あるのかどうなの

か。実際、内部である程度の対応、今、パソコン等がありますんで、そういうふうな対応ができ

ないものなのかの検討はされてるのかどうかをお聞きしたいというふうに思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○建設課長（中川 忠男君）  建設課、中川です。外部に委託されないで自分とこでということで

すけど、ちょっとそれは職員では無理があるかなと思いまして、外部に委託しております。 

○議長（成吉 暲奎君）  よろしいですか、武道議員。 
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○議員（１７番 武道 修司君）  頭からもう内部でできないということじゃなくて、ある程度、

今いろんなパソコン等データはもう既に入ってるわけですから、そういうふうな活用等、設計、

測量も既に終わってる、道路もできてる、その図面もできてる、その台帳つくるのにということ

になると、実際もう少し費用的に抑えるとかそういうふうな検討はされていったほうが、私はい

いんではないかというふうに思いますんで、そういう点を含めて今後検討をお願いをしたいとい

うふうに思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  次、平野議員。 

○議員（１８番 平野 力範君）  丸山さん、先いく？（「指名した」と呼ぶ者あり） 

○議長（成吉 暲奎君）  いや、平野議員、ちょっと早かったものでごめんなさい。 

○議員（１８番 平野 力範君）  丸山さん、先行っていいけど。 

○議長（成吉 暲奎君）  いいですか、そしたら丸山議員。（発言する者あり） 

○議員（２番 丸山 弘君）  １０款。 

○議長（成吉 暲奎君）  何ページですか。ページ数。 

○議員（２番 丸山 弘君）  １０款のですね。 

○議長（成吉 暲奎君）  ページ数は何。 

○議員（２番 丸山 弘君）  ページは２７ページ、これは学校施設維持補修工事とありますが、

この見出しに上城井小学校講堂屋根の防水、これ、どういうふうな形でやるのか、具体的にちょ

っと説明をお願いします。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○学校教育課長（田中  哲君）  学校教育課、田中です。お尋ねの件です。上城井小学校の漏水

箇所、大きく３カ所ということで、目視できてますが、この施工の内容につきましては、まだ具

体的にどういう工法でということでは、具体的にできておりません。この工事費の予算と同時に、

前のページの２６ページに、ごめんなさい、済いません、間違えました。これについての工法は、

シールド工法等はございますけども、今のとこ具体的には出ておりません。今後詰めていきたい

と思います。以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  丸山議員。 

○議員（２番 丸山 弘君）  これに続いて４点上がってますけど、それぞれの工法は違うと思

いますが、上城井についての屋根の防水工事はいつごろからかかるんですか。期間、着工は。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○学校教育課長（田中  哲君）  学校教育課、田中です。上城井の工事につきましては、予算計

上確立後、早急に開始したいと思っております。 

 以上です。 
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○議長（成吉 暲奎君）  丸山議員。（発言する者あり） 

○議員（２番 丸山 弘君）  いや、もう終わるっちゃ。次また。 

○議長（成吉 暲奎君）  丸山議員、よろしいですか。 

○議員（２番 丸山 弘君）  いいです。 

○議長（成吉 暲奎君）  わかりました。次は、平野議員。 

○議員（１８番 平野 力範君）  ４点ぐらいあるかな。まず、ページ８の歳入の１５款２項３目

の戦略作物生産拡大関連基盤緊急整備事業費補助金という入りのほうで１,０００万ほどついて

ますが、出のほうで農業、暗渠排水とか水路とかに使うようになってるようですが、これ、ちょ

っと聞きなれないんで、こういう緊急基盤整備事業っていうのが、目的といつまであるのか、何

に使ってもいいのか、その内容をちょっとお教え願いたいと思います。 

 それから、１２ページ、２款１項６目企画費の１９節負担金補助及び交付金ということになっ

てますが、１３５万、合併市町村住民組織活性化支援事業補助金ということになってますが、内

容が全く書かれていませんので、この内容をお教え願いたいと思います。 

 それから、２０ページ、６款１項３目１９節の飼料用米ライン増設補助金というのがあります

が、８８万６,０００円、これは飼料用米ラインっていうのがどこにあるのか、どういう、意味

がちょっとつかめませんので説明をお願いします。 

 以上、３点お願いします。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○産業課長（中野 誠一君）  産業課中野です。８ページの国庫補助金の中の３目農林水産業費国

庫補助金、その中の戦略作物生産拡大関連基盤緊急整備事業補助金でございますが、これは今年

度新たにできた補助金でございまして、単年度事業なんですが、充当先としましては、２０ペー

ジの農業施設の整備工事費であるわけです。具体的に申しますと、東高塚の暗渠排水、それから

椎田南の水路新設改良、それから湊地区の椎田干拓の中の水路の改修、この３つに充当するもの

でございまして、地元からの分担金も２１１万５,０００円いただくようになっております。 

 それから、歳出の２０ページ、６款１項３目農業振興費の１９節の中、飼料用米ライン増設補

助金でございますが、これは椎田カントリー、農協の椎田カントリーの中に飼料米用の専用のラ

インを増設するものでございまして、一般の食用米とまざらないように専用のラインを増設する

ための補助金でございます。 

 以上でございます。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○企画振興課長（渡邊 義治君）  企画振興課、渡邉です。１２ページの２款１項６目企画費の中

の１９節補助金ということで、合併市町村住民組織活性化支援事業補助金１３５万円でございま
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すが、これは例年行われております上本庄の大楠コンサートに対する補助金でございます。これ

につきましては、歳入のほうで地域活性化交付金センターより同額が助成されます。町を経由し

て、いわゆるトンネル補助という形で大楠コンサートのほうへ補助するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（成吉 暲奎君）  平野議員。 

○議員（１８番 平野 力範君）  戦略作物の件ですが、これ、暗渠排水、水路新設等があるよう

ですが、このもととなった要望がいろいろ出てきてるとは思いますけれど、椎田土地改良区が建

ってからもう十四、五年たちます。で、いろいろ傷んでるとこがあると聞いてますけど、どうい

うふうな基準で箇所を決めたのかをお伺いします。 

 それと椎田カントリーの中って言われましたけど、小原なのか、八津田のカントリーの中に飼

料用米ラインをどっちにつくるのかをお聞きします。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○産業課長（中野 誠一君）  産業課、中野です。事業箇所の選定でございますけども、これにつ

きましては、農地整備係のほうに改良区のほうから要望が来て、その中で取りまとめて優先的な

ものを３つを国のほうに申請したと聞いております。 

 それから、飼料米のラインにつきましては、小原のカントリーと認識しております。 

○議員（１８番 平野 力範君）  はい、わかりました。いいです。 

○議長（成吉 暲奎君）  平野議員、よろしいですか。西口議員。 

○議員（１０番 西口 周治君）  ２点お伺いしたいと思います。１２ページの工事請負費の中で

町有地造成等工事費、これは造成した後、何かの目的があって造成するのかというのが１点。 

 それと２２ページ、水産業振興費に漁民研修所改修補助金とありますが、どういうふうな改修

をしてどのぐらいの補助率で補助するのかというのを聞かせてください。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○財政課長（則行 一松君）  財政課、則行でございます。１２ページ、２、１、５財産管理費の

中の工事請負費でございますが、場所的にはこれは大字松丸の集落センターの道を挟んだ前の土

地でございます。この土地につきましては、４月の２０日に寄附採納の申し出がございまして、

松丸５０６の１、５５０番地の７２７平米でございます。この部分につきましては、建っており

ました家屋をすべて解体をいたしまして、その部分で、その後に寄附ということで申し出が出さ

れて、５月１８日に登記が完了しております。 

 この土地につきましては、道を挟んだ前の集落センター、こちらに駐車場がないということが

１点と、それと地元松丸の自治会のほうで、お祭りのときのみこしが入る場所がないとか、そう

いうことで駐車場とか、そういういろんなことで自治会に使っていただくということを目的に、



- 53 - 

今回造成工事を上げさせていただいております。 

 現況的には、もともとの宅地の部分と畑の部分がございまして、家屋を取り壊した関係上、瓦

の瓦れき等が若干残っておりますので、そのまま使うことができませんので、今回クラッシャー

ラン等によりまして造成をして、地元のほうに管理委託をお願いするということで考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○産業課長（中野 誠一君）  産業課、中野です。２２ページの漁民研修所改修補助金３９４万

１,０００円でございますが、これは、昨年度町が改修をするということで予算化していたもの

が、調べてみますと町の建物ではなくて漁協の建物であるということがわかりまして、その分の

予算が執行したようなことになりまして、漁協から要望があったものでございます。 

 漁民研修センターの雨漏りの補修でございまして、一番激しいのが玄関ですが、それ以外の部

分からも雨漏りがしてるということで、全体の屋根の補修をするための補助金でございます。 

 補助率につきましては、漁協の負担金は今のところ考えておりません。 

○議長（成吉 暲奎君）  よろしいですか。ほかにありませんか。工藤議員。 

○議員（５番 工藤 久司君）  ページ、２９ページの１０款４項４目と５目の文化財保護費、説

明資料に旧蔵内邸関係の予算だと思いますが、４目１３節の分に関しては１,３２２万５,０００円

と大変大きな金額になっていると思います。 

 内容を見ると、保存整備設計監理業務委託料で、５節に関しては文化財収蔵展示施設建設工事

実施設計とあります。以前も４００数十万の名勝指定かなにかに出す予算が出てると思います。

そのあたりの関連性とこの内容、１,３００万に対する、保存に対する設計の内容とか、文化財

展示品に関する２６６万の内容をお尋ねします。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○生涯学習課長（田原 泰之君）  生涯学習課の田原です。旧蔵内邸の建造物実測調査及び雨漏り、

破損調査が主な内容でございます。それと一般公開に向けた米蔵、宝蔵修復工事についての調査、

それと、一般公開のための便所の新築工事の設計、それと、母屋等の設備等その関係と空調及び

米蔵、宝蔵等が展示スペースということで計上させてもらっております。 

○議長（成吉 暲奎君）  工藤議員。 

○議員（５番 工藤 久司君）  また、今言う米蔵、宝蔵っていう説明だったんですが、それをま

た改修するのか、するための設計監理委託料となると、これにまた工事費ってのが恐らく加わっ

てくるんですよね。そうなると当初の蔵内邸を購入する、しないでいろいろ議論になったときに、

１億円の寄附があって８,０００万円で購入して、町長の説明では、以降町費は使いませんとい
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う説明だったと思います。こうなると、まだどれぐらい、１,３００万の設計監理業務委託料は

本当高いと思うんですが、これに工事費がってなると結構な金額になるんじゃないかなと思うん

です。今度、今週ですか、一般公開というのもありますが、その辺の検討をきちっとして、何と

いうんでしょう、一般財源を使わないということでしたので、そのあたりというのはどんな形に

なってるのかだけお尋ねしたいと思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  ただいまの質問でございますけど、極力一般財源使わないということで、

工事になれば過疎債が利用できるような形になれば一番いいと思うんですけれど、そこを適用で

きるような形に持っていこうと、このように考えておりまして、極力、やっぱり一般財源は、私

は使いたくございませんし、あと、後の観光面といいますか、これでプラスマイナス出てくれば、

少しは投資をしてもいいと思いますけれど、その見込みがないから、今のところは、じわじわ私

は整備をしていきたいと、このように考えております。 

○議長（成吉 暲奎君）  よろしいですか。ほかにございませんか。（「ちょっと一個いいです

か」と呼ぶ者あり） 

○町長（新川 久三君）  西口議員の漁研の補助金、これは下水道の終末処理がありますね。

（「そういうこととめてもらわんと、質疑もう終わっとる。西口議員の質疑はもう本人納得して

終わっとるものを、次の人の質疑で西口議員に対する答えっとたら、また俺もしかえますって、

質問していいってどんどん出ると思う」と呼ぶ者あり） 

○議長（成吉 暲奎君）  それでは、もう一応そういうことにしてください。中島議員。 

○議員（１９番 中島 英夫君）  関連するんですけれども、町長まだ今言いたいところあったん

でしょう。私も、西口議員が質問された件なんですけれども、自分のところと、担当ですから、

所属委員会ですからやめとるんですよ。だから、あんたもあんまり言いよったら、私も言いたい

とこがある。 

 だからそれと、私は、これも悪いんですが、武道議員が質問したですね、課長に。ところが、

できないと。 

○議長（成吉 暲奎君）  ちょっとしとってください。（放送あり）続けてください。 

○議員（１９番 中島 英夫君）  中川課長の答弁が、ちょっと寸足らずのところがあると思うん

です。金額につきましては、一般的に高いなあと思うんですよ。そして、できない、課長はでき

ないと。もう少しできない理由を説明していただけないと納得できないんです。私は、所属委員

会ですから、また聞きたいと思っておる内容を、私は個人的にはできないと思うんです。しかし、

武道議員もお手やわらかにやっとるわけ。だから、少しできない理由を具体的に、技術力ででき

ないのか、人的な問題で、職員足らないと、ここまでしよったら私たちは本来の業務ができない
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んですよというようなことなのか、もう少しわかりやすく説明してほしいと。これは、町長にお

願いしたいんです。ただ、課長が説明して、だれも納得しとらんわけでしょう。で、武道議員も

お手やわらかに、もう、したけれども、（発言する者あり）もう少しちゃんと言うていただきた

いんです。 

○議長（成吉 暲奎君）  中島議員、一応、今は質問のときですから、もう簡潔に質問してもらい

たいと思います。意見は、ちょっときょうは省いてもらう。 

○議員（１９番 中島 英夫君）  いや、私は内容を。 

○議長（成吉 暲奎君）  じゃあ、進めます。担当課長。 

○財政課長（則行 一松君）  財政課、則行でございます。道路台帳の補正業務に関しまして、若

干説明をさせていただきます。この道路台帳の補正につきましては、交付税の算定の中にこの道

路台帳の移動部分が毎年調べがございます。 

 その中で、一応道路と一口に言いましても、幅員１メーターの道路から幅員が６メーター、

７メーターという道路までいろいろございまして、それぞれにある程度の、１メーター未満、

１メーターから１.５、２.５以上とかそういう区分がございます。 

 その中で、延長、面積、そういうものをすべてその枠の中に当てはめるような格好で、全部を

修正していかなければなりませんので、担当課の職員が測量をし、面積をはかり、データを入れ

ていくということになりますと、やはり人的な労力また技術力等が必要となってまいりますので、

それは職員ではちょっと無理ではないかというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（成吉 暲奎君）  吉元議員。 

○議員（８番 吉元 成一君）  質疑の問題で、議事進行上お願いがあるんですが、今の、課長だ

れに答えたんですか。（発言する者あり）だれの質問に答えてるんですか。答える必要ない、も

う質疑は終わってるものに対して答え言うんだったら、何ぼでも質疑するよ、これから。議会の

ルールはこんなふうにやりますよということで、築上町の議会運営委員会で申し合わせをしてる

と思います。で、質疑はこうですよと、それに対して、これはちょっと質疑から外れとるなと思

うたら、議長が注意すべきだと思いますし、また、それに対する答えを執行部側も答えなくて僕

はいいと思います。 

 所管外については所管外での、この議案の中に載ってる部分については、所管外の説明員とし

て資料提出と説明員を要求することができるということになってますんで、手続を踏んで要求し

ていただいて、その場で論議をしていただきたい。所管の場合は、なるべく、極力これは何です

かということも、できれば委員会の中で聞いていただきたい。所管外でちょっと知りたいなとい

うことについて、それについてこの使い道はどうなってるんですか、先ほどからいうこれは何で
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すかと、こういう難しい書き方をしてますけれども、これは具体的に何ですかというぐらいのこ

とでおさめていただければ、そういう形のきょうの本会議の運営の仕方を、もう合併した当初か

ら話し合いがあったと思うんですが、そのルールにのっとって議事を進めていただきたいと思い

ます。 

○議長（成吉 暲奎君）  では、進めます。中島議員、よろしいですか。 

○議員（１９番 中島 英夫君）  わかるけんね。言いたい意見ね。今（発言する者あり）（「い

や、もう言わなくていい」と呼ぶ者あり）財政課長が言っとったようなこと言ったら終わっとた

んよ。私は彼が言うようなことを言いたかったわけ。しかし…… 

○議長（成吉 暲奎君）  議会場のルールによりまして、質問があれば名前を言って質問してくだ

さい。意見は認めません。 

○議員（１９番 中島 英夫君）  意見じゃないよ。意見じゃない、彼が…… 

○議長（成吉 暲奎君）  よろしいですか、だから、もう手を挙げてやらない場合は、これは私語

と認めますから、発言はストップします。 

 質疑を進めます。ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（成吉 暲奎君）  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となってます議案第６１号は、厚生文教、産業建設、総務それぞれの常任委員会

に付託いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第６２号 

○議長（成吉 暲奎君）  日程第２、議案第６２号平成２３年度築上町国民健康保険特別会計補正

予算（第１号）についてを議題とします。 

 これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（成吉 暲奎君）  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第６２号は、厚生文教常任委員会に付託いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第６３号 

○議長（成吉 暲奎君）  日程第３、議案第６３号平成２３年度築上町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）についてを議題とします。 

 これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（成吉 暲奎君）  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第６３号は、厚生文教常任委員会に付託いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第６４号 

○議長（成吉 暲奎君）  日程第４、議案第６４号平成２３年度築上町特定環境保全公共下水道事

業特別会計補正予算（第１号）についてを議題とします。 

 これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（成吉 暲奎君）  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第６４号は、厚生文教常任委員会に付託いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第６５号 

○議長（成吉 暲奎君）  日程第５、議案第６５号平成２３年度築上町農業集落排水事業特別会計

補正予算（第１号）についてを議題といたします。 

 これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（成吉 暲奎君）  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第６５号は、厚生文教常任委員会に付託いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．議案第６６号 

○議長（成吉 暲奎君）  日程第６、議案第６６号平成２３年度築上町公共下水道事業特別会計補

正予算（第１号）についてを議題といたします。 

 これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（成吉 暲奎君）  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第６６号は、厚生文教常任委員会に付託いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第６７号 

○議長（成吉 暲奎君）  日程第７、議案第６７号平成２３年度築上町簡易水道事業特別会計補正

予算（第１号）についてを議題とします。 

 これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（成吉 暲奎君）  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第６７号は、厚生文教常任委員会に付託いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．議案第６８号 

○議長（成吉 暲奎君）  日程第８、議案第６８号築上町職員の育児休業等に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（成吉 暲奎君）  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第６８号は、総務常任委員会に付託いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．議案第６９号 

○議長（成吉 暲奎君）  日程第９、議案第６９号築上町税条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを議題とします。 

 これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（成吉 暲奎君）  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第６９号は、総務常任委員会に付託いたします。 

 ────────────・────・──────────── 

日程第１０．意見書案第１号 

○議長（成吉 暲奎君）  ここで、追加の意見書案です。日程第１０、意見書案第１号「少人数学

級推進」、「義務教育費国庫負担制度拡充」に係る意見書（案）についてを議題といたします。 

 事務局の朗読に続いて、提案理由の説明を求めます。進事務局長。 

○事務局長（進  克則君）  意見書案第１号「少人数学級推進」、「義務教育費国庫負担制度拡

充」に係る意見書（案）について、上記の意見書案を別紙のとおり築上町議会会議規則第１４条

の規定により提出する。平成２３年６月９日、提出者、築上町議会議員西口周治、賛成者、築上

町議会議員首藤萬壽美、賛成者、築上町議会議員工藤久司、築上町議会議長成吉暲奎殿。 

○議長（成吉 暲奎君）  それでは、提案理由の説明を求めます。西口議員。 

○議員（１０番 西口 周治君）  当該町には３５人以上の学級というのは、非常に見当たらない

わけなんですが、昨年度の中学校の３年生におきましても、ぎりぎりの線で３０人以下学級とい

うふうな状態になっております。これは、全国レベルでおきまして、小学校１年生だけが３５人

以下学級というふうに進められました。これから、小学校２年生から、また中学校３年生までの
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義務教育の子供たちを３５人以下学級にできるように出す意見書案でございます。 

 それに並行しまして、義務教育の国庫負担分をもう少し上げてほしいというふうなことが、こ

ちらの願いとして出したいと思っておりますので、国庫負担割合を２分の１に復元することと、

この２本を主に意見書を出したいと思いますので、皆さん、どうぞ御審議の上、御採択をよろし

くお願いいたします。 

○議長（成吉 暲奎君）  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（成吉 暲奎君）  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております意見書案第１号は、厚生文教常任委員会に付託いたします。 

 これで議案質疑及び委員会付託を終了いたします。 

 なお、議案に対する資料要求があれば、事務局に所定の様式で申し出てください。 

────────────・────・──────────── 

○議長（成吉 暲奎君）  以上で、本日の日程をすべて終了しました。 

 これで散会いたします。御苦労さんでございました。 

午前11時02分散会 

────────────────────────────── 

 

 

 


