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平成２０年第４回蟹江町議会定例会会議録 

 

 

招 集 年 月 日    平成２０年１２月８日（月） 

招 集 の 場 所    蟹江町役場 議事堂 

開 会 （ 開 議 ）    １２月８日 午前９時００分宣告（第１日） 

 １番 松 本 正 美  ２番 伊 藤 俊 一 

 ３番 山 田 邦 夫  ４番 米 野 秀 雄 

 ５番 髙 阪 康 彦  ６番 林   英 子 

 ７番 小 原 喜一郎  ８番 中 村 英 子 

 ９番 黒 川 勝 好 １０番 菊 地   久 

１１番 吉 田 正 昭 １２番 山 田 乙 三 

１３番 伊 藤 正 昇 １４番 奥 田 信 宏 

応 招 議 員 

１５番 猪 俣 二 郎 １６番 大 原 龍 彦 

    

    不 応 招 議 員 
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常 勤 

特 別 職 
町 長 横江 淳一 副 町 長 水野 一郎

行 政 改 革 

推 進 室 
室 長 飯田 晴雄   

次 長 兼

総務課長
加藤 恒弘

企画情報 

課 長 
鈴木 智久

総 務 部 

税務課長 長尾 彰夫   

部 長 石原 敏男
次 長 兼 
高齢介護 
課 長 

齋藤  仁

住民課長 犬飼 博初
保険医療 

課 長 
鈴木 利彦民 生 部 

福 祉 ・

児童課長
佐藤 一夫   

部 長 河瀬 広幸
次 長 兼 

土木課長 
水野 久夫

産 業 

建 設 部 次 長 兼
農政商工
課 長

佐野 宗夫
都市計画 

課 長 
志治 正弘

会計管理室 
会計管理
者兼会計
管理室長

加賀 松利   

水 道 部 次 長 大河内幹夫   

消 防 本 部 消 防 長 上田 正治   

地方自治法第 

 

１２１条の規 

 

定により説明 

 

のため出席し 

 

た者の職氏名 

教 育 委 員 

会 事 務 局 
教 育 長 石垣 武雄

次 長 兼 

教育課長 
伊藤 芳樹

本会議に職務 

のため出席し 

た者の職氏名 

議 会 

事 務 局 
局 長 松岡 英雄 書 記 金山 昭司

議 事 日 程 
    議長は、次のとおり議事日程を配付した。 

     （会議規則第２１条） 

    議長は、会議録署名議員に次の２人を指名した。 

     （会議規則第１２０条） 会 議 録 

署 名 議 員 
 ６  番 林   英 子  ７  番 小 原 喜 一 郎
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  日程第１ 会議録署名議員の指名 

  日程第２ 会期の決定 

  日程第３ 総務民生常任委員会の所管事務調査の結果報告 

  日程第４ 蟹江町議会議員派遣について 

  日程第５ 承認第１号 平成20年度蟹江町一般会計補正予算（第３号）の専決処分の承認 

             を求めることについて 

  日程第６ 選挙第８号 蟹江町選挙管理委員会委員の選挙について 

  日程第７ 選挙第９号 蟹江町選挙管理委員会委員補充員の選挙について 

  日程第８ 議案第62号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

  日程第９ 議案第63号 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について 

  日程第10 議案第64号 蟹江町税条例の一部改正について 

  日程第11 議案第65号 蟹江町母子家庭等医療費の支給に関する条例等の一部改正につい 

             て 

  日程第12 議案第66号 蟹江町国民健康保険条例の一部改正について 

  日程第13 議案第67号 平成20年度蟹江町一般会計補正予算（第４号） 

  日程第14 議案第68号 平成20年度蟹江町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

  日程第15 議案第69号 平成20年度蟹江町介護保険管理特別会計補正予算（第２号） 

追加日程第16 選挙第８号 蟹江町選挙管理委員会委員の選挙について 

追加日程第17 選挙第９号 蟹江町選挙管理委員会委員補充員の選挙について 

追加日程第18 議案第62号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 
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○議長 奥田信宏君 

  皆さん、おはようございます。 

  師走に入り、一段と寒くなってまいりました。そんな中で、平成20年第４回蟹江町議会定

例会を開催いたしましたところ、定刻までにご参集いただきまして、誠にありがとうござい

ます。 

  坂井総務部長より、身内の葬儀のため欠席をしたい旨の申し出がありましたので、許可を

いたしました。 

  皆様のお手元に議会運営委員会報告書、総務民生常任委員会の委員会調査報告書及び蟹江

町選挙管理委員会委員、補充員指名案が配付されております。また、平成20年度中学生海外

派遣交流事業報告書が配付されております。 

  ここで、副町長から蟹江中学校吹奏楽部第21回マーチングコンテスト全国大会出場の報告

と第３回愛知県市町村対抗駅伝競走大会の結果報告がしたい旨の申し出がありましたので、

許可をいたします。 

○副町長 水野一郎君 

  報告した。 

○議長 奥田信宏君 

  ただいまの出席議員は16名です。定足数に達しておりますので、これより平成20年第４回

蟹江町議会定例会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  参与者には、町長、副町長、教育長、部長、次長、関係課長の出席を求め、書記には金山

昭司君を指名いたします。 

  ここで、去る12月１日に開催をされました議会運営委員会の協議結果の報告を求めます。 

  議会運営委員長 黒川勝好君、ご登壇ください。 

（９番議員登壇） 

○議会運営委員長 黒川勝好君 

  おはようございます。 

  それでは、去る12月１日に行われました議会運営委員会の報告をさせていただきます。 

  まず、会期についてでございます。会期は12月８日本日より12月22日月曜日までの15日間

といたします。 

  議事日程についてでございます。本日12月８日、議案上程（付託・精読）の後、人事案件

（審議・採決）、その後に全員協議会を行います。 

  人事案件につきましては、選挙第８号、９号、議案第62号でございます。 

  ９日、火曜日でありますが、８日に終了または開催できなかった場合行います。 

  11日木曜日、午前９時より総務民生常任委員会を行います。付託事件審査といたしまして、
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議案第63号、64号、65号、66号お願いをいたします。午後１時半からは、防災建設常任委員

会の所管事務調査といたしまして、下水道施設の視察をいたします。 

  15日の月曜日、一般質問を行います。一般質問が終了いたしました後に、議会運営委員会、

そして広報編集委員会を開催をいたしますので、よろしくお願いをいたします。 

  翌16日は、15日に終了または開催できなかった場合行います。 

  18日木曜日であります。委員長報告、議案審議・採決となっております。 

  そして22日月曜日は予備日といたします。 

  人事案件についてでございます。「選挙第８号 蟹江町選挙管理委員会委員の選挙につい

て」及び「選挙第９号 蟹江町選挙管理委員会委員補充員の選挙について」は、本日追加日

程により選挙を行います。選挙の方法は、議長の指名推選によるものとし、指名案をお手元

に配付してあるとおりでございます。 

  （２）番の「議案第62号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」は本日、

追加日程により審議・採決を行います。 

  次に、常任委員会の調査報告及び所管事務調査の実施についてであります。閉会中に開催

されました総務民生常任委員会の所管事務調査結果の報告、これは蟹江南保育所の改築につ

いてでありますが、本日の冒頭に行います。 

  ２番目の防災建設常任委員会の所管事務調査は、12月11日木曜日午後１時30分より行いま

す。調査内容といたしましては、弥富市に建設中の日光川下流浄化センターの現地視察を予

定をいたしております。 

  ５番の意見書についてであります。９月定例会で継続となっておりました、１から３、下

に書いてあります１番から16番までが今回の意見書でありますが、（１）から（３）は継続

となっております。その後に提出されました（４）番から（16）番の意見書の取り扱いにつ

いては、一般質問終了後、本委員会を開催し協議をするということになっております。以下、

１から16はお目通しのほどよろしくお願いを申し上げます。 

  ６番につきまして、来年、町長選挙の年における一般質問、代表質問等の取り扱いについ

てであります。 

  町長選挙が行われる年は、慣例により３月の定例会におきまして、所信表明、代表質問を

行い、選挙後初めてとなります６月の定例会におきまして、所信表明、代表質問、一般質問

を行ってまいりましたけれども、この３月の定例会へ提出される予算は骨格予算となってい

るため、来年の第１回の定例会から次のように改めるものといたしました。 

  （１）といたしまして、21年、来年の３月の定例会におきましては、所信表明並びに代表

質問は行わず、町長の任期最終議会あいさつと一般質問を行うということで、本来３月にや

っておりました町長におけます所信表明は行わずに、任期最終のあいさつにとどめさせてい

ただくと。そして、代表質問を行っておりましたけれども、それを一般質問に変えるという
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ことであります。 

  そして（２）番にあります６月の定例会でありますが、６月の定例議会は所信表明を行い、

代表質問をして、一般質問は行わないということでございます。 

  そしてまた（３）番、代表質問の通告制についてでありますが、本来、今まで代表質問と

いうのは、通告をしておらなかったという慣例になっておりましたけれども、この質問内容

を通告してはどうかという意見がございまして、３月定例会までの研究課題ということで、

話が進んでおりますので、よろしくお願いをいたします。 

  最後、その他であります。一般質問通告書は、質問要旨を具体的に記載し提出することを

再度確認をいたしましたので、よろしくお願いをいたします。 

  以上、報告にかえさえていただきます。 

（９番議員降壇） 

○議長 奥田信宏君 

  どうもありがとうございました。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

○議長 奥田信宏君 

  日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行います。 

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、６番林英子君、７番小原

喜一郎君を指名いたします。 

○議長 奥田信宏君 

  日程第２ 「会期の決定」を議題といたします。 

  お諮りをいたします。 

  本定例会の会期は、本日から12月22日までの15日間といたしたいと思います。これにご異

議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。したがって、会期は15日間と決定をいたしました。 

○議長 奥田信宏君 

  日程第３ 「総務民生常任委員会の所管事務調査の結果報告」を議題といたします。 

  調査結果の報告を求めます。 

  総務民生常任委員長 中村英子君、ご登壇ください。 

（８番議員登壇） 

○総務民生常任委員長 中村英子君 

  総務民生常任委員長の中村でございます。 

  閉会中に開会しました委員会につきましてご報告を申し上げます。 

  調査項目は、蟹江保育所の改築についてということであります。開催日時など詳細につき
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ましては、お手元に配付してあります文書のとおりでございますので、お目通しをお願いし

たいと思います。 

  当日の委員会は、質疑というよりも委員からのご意見を出していただくという方法で行い

ましたので、委員会としての意見の集約はいたしておりません。各委員のご意見として当局

に申し上げた内容について、ご報告するものであります。 

  委員からさまざまなご意見が出されましたけれども、おおむね５つのポイントの視点があ

ったふうに思います。その５つのポイント視点を中心にご報告をいたします。 

  １つ目は、南保育所建設中の仮園舎として、今回あわせて建設予定とされた児童館につい

てであります。児童館の必要性をどこでどう論じ合うのか、今の児童館は蟹中のところにあ

り、近鉄踏切を渡っていくのは大変なので、近鉄線の北側につくってほしいという住民の皆

さんの要望があって建てようという気持ちになったのか、場所をどこにするなどの議論は今

まで議会の中ではされていない。南保育所を建て直すに当たって、仮設の園舎をつくること

になり、プレハブにしても6,500万円ほどかかりもったいないので、だったら今までの要望

にこたえて児童館として仮設の後に使用してはどうかという提案の仕方には、合意できない

ものがある。児童館の中身の問題については、議論の余地がまだまだいっぱいあるのではな

いか。また、このような先に仮園舎、後で児童館というやり方は、補助金の関係に問題が出

るのではないかというご意見がございました。 

  続きまして、２つ目のポイントでありますけれども、児童館の建設位置についてでありま

す。この建設位置についても、さまざまなご意見がございました。この建設位置について、

図面Ｃ敷地というんですけれども、庭園です。西側の庭園のことですけれども、図面のＣ敷

地に児童館を建てたほうがいいと思うが、建てられない理由はどこにあるのかとか、できる

だけ西側に、そこの庭園のところに建てたほうがいいのではないか、また、図面の園庭のと

ころですけれども、海門公民館や古い消防団の分団小屋と隣接しており、共通した利用価値

も考えられると。地元の人たちの協力があり、一緒になって進めていくという雰囲気がない

といけないのではないかとか、また、海門公民館との複合施設にしてワンフロアを公民館に

使ってもらうような方法もあるのではないかと、これは海門公民館のところに児童館を建て

るという意味ですけれども、そのような行政的な発想ではなくて、複合施設的にその狭い場

所を利用すべきではないかというようなことのご意見が多かったかと思います。他方、この

ような意見の、ちょっと違う視点ですけれども、非常に今回出された案は、当局としてはよ

く考えられ、いい案であるというご意見も２件ほどございました。 

  続きまして、児童館の建てられるという中身についてのポイントでありますけれども、単

にこの建物を児童館だけだという狭い考え方ではなく、三世代ふれあいプラザ的な多目的な

施設にできないかとか、ここで各種の教室や行事などが行えるような、産業文化会館や公民

館に匹敵する施設を考える必要があるのではないかといったご意見でございます。 
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  また、児童館だけで議論していくのではなく、複合的な施設として考えていく必要がある。

児童館という名称ではなく総合的な施設にして、もっと響きのいい名称に変えるとか考える

ことも必要である。 

  海門公民館の２階の日本間を使うとか、地域と一体となりうまく活用できる構想が出てく

るといいと思う。みんなで知恵を絞り合って歴史に残るようなものにしていただきたい。こ

の保育所を町の保育行政の拠点にすれば、若い子育てしているお母さんや、若い人たちがど

んどん蟹江に住んでくれて収入もふえると思うというようなご意見であります。つまり、児

童館の中身につきましては、単に児童館としてではなく、もう少し総合的な活用が必要では

ないかというご意見が多かったと思います。 

  続きまして、４点目の視点でありますけれども、公共下水との時期の整合性についてであ

ります。来年から建設に着手した場合、幾つかの合併処理浄化槽の設置が必要になってくる

と思うが、仮に下水管の供用開始が１年前倒しができて23年度になったとしても間に合わず、

二重投資になるのではないか、１年か２年くらいで合併処理槽を破棄することになるため、

下水管の供用開始に合わせて建設をおくらせるなど考えてはどうかという、公共下水と合併

処理浄化槽との時期のことでありますけれども、これについてのご意見がございました。 

  また、次の５点目の視点でありますけれども、これは新しくなる保育園の運営について、

その中身についてでありますけれども、これについてもご意見がございました。建て直す目

的は老朽したからなのか、それとも住民の要望にこたえるため運営を見直したいからなのか。

例えば、ゼロ歳児をこれだけ面倒見ることができる、子育てするお母さん方の相談室を設け

てあげられる、始発から終電まで預けてもらいたいという要望にこたえたいという発想から

今回の保育所改修に至ったのか、建て直す目的がはっきりしていないのではないか。 

  また、今度の新しい保育所にはこんな目玉があるんですよと住民の皆さんの要望を酌み取

り、今回の保育所はこういう新しいことを考えているんだというような、非常にすばらしい

中身だということが伝わってこないけれども、目玉は一体何なのかとか、また、長時間保育、

早期保育、夜間保育を行うとか、今までの保育所の運営ではなく、住民の皆さんの要望にこ

たえるために前向きに考えていかなければならないと。 

  また、定員の設定が非常にあいまいでありまして、216人の定員で実際は165人ぐらいで運

営したいというような言い方でありますけれども、定員の設定がきちんとしていなければス

ペースが無駄になったり狭くなったりすることがあります。216人まで入れるから他地区か

らも来てもいいですよと、ここは重点的に整備しますと、そういう方針を示すと場所も生き

てくるのではないか。一保育所というとらえ方でいいということなら、これだけのスペース

は必要ないのではないか。この保育所をどのように運営して中身をどうしていくのかをきち

んと詰めてから建物を建てなければいけない。 

  また、ここを重点的な保育所として整備することになれば、200名近く受け入れたと仮定
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すると、送り迎えだの駐車スペースには全く無理がある。また、ある保育所のうちの一つと

いうとらえ方ならこれだけのスペースは必要ないと思います。つまり、この保育所をどのよ

うに位置づけ、どのように運営していくかによってという特色を、どうしていこうとしてい

るのかわからないのではないかという指摘であります。 

  また、この保育所は駅に近く他地区からも預けにきているので、一保育所というとらえ方

ではなく、今申し上げたような面において特長のある保育所として機能強化を図ることによ

り、この場所が生き、新しい保育所としての目的も達成できるのではないかというような運

営の中身に関するご意見でございました。 

  以上が、５つのポイント、視点でありました。その他若干のご意見がございました。その

若干のご意見の中ですけれども、保育所は運用次第で早期保育も延長保育も行える。駅に近

いため、いつも定員オーバーする場所であります。将来民営化のことも想定して間取りなど

を考えておくと、民間の経営者も飛びついてくると思う。そういうことも頭に置いて検討す

べきではないか。また、南側の道路沿いに資源ごみ置き場があるが、この場所は保育所への

送り迎えの車がとまるようになり、子供の乗りおりの際に問題があるように思う。資源ごみ

置き場を移動すれば間口が広がり、安全に乗りおりできるのではないかというようなご意見

でございます。 

  また、子育て支援センターは、現在蟹江保育所に併設されているが、いい施設であるが、

場所が園庭を通り抜けた奥にあり不便である。時間も午後１時から午後３時半までと短い。

そのようなことも、今度の南保育所に併設されると大変よいのではないか。子育て支援セン

ターをこの場所に併設することはできないだろうかというようなご意見でございました。 

  また、その他若干のご意見が委員の皆さんからございましたけれども、おおむねこのよう

な内容の常任委員会でございました。 

  以上、ご報告を申し上げます。 

（８番議員降壇） 

○議長 奥田信宏君 

  どうもありがとうございました。 

  以上で報告を終わります。 

  ここで、横江町長より、発言の申し出がありましたので許可をいたします。 

○町長 横江淳一君 

  大変貴重な時間をいただきまして、一言発言をさせていただきたいと思います。 

  ただいま委員長のほうから報告がございました、９月議会に南保育所の改築並びに仮園舎

をつくるつくらないの問題で、全員協議会にお話をさせていただきました件であります。 

  12月議会に、実は上程をさせてはいただいておりません。その理由といたしまして、今現

在委員長が報告をされました５つの大きな理由、そのほかにもろもろの理由がございました。 
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  それで、蟹江町といたしましても、早急につくらなければならない施設の一つとしてこの

南保育所は位置づけられておるのは、皆様方もご理解いただいていると思います。そんな中

で、限られた土地の中で有効に施設をつくっていきたい、そしてなおかつ安価につくってい

きたい、そして財政力のほうも無限に収入があるわけではございませんので、そこを含めて

一番いい方法を今考えさせていただいております。 

  また、最後にちょっと触れられましたが、流域下水道の問題で２つの施設を仮に同時につ

くったとして、そのランニングコストがどうなんだろう、無駄な投資に終わってはいないか、

そのことも含めまして総合的に考える時間をもうしばらくいただきたいということで、12月

議会には全員協議会に上程をさせていただきませんでした。３月議会にはもう一度皆様方に

この精査をした内容をお示しをさせていただき、ご検討を願いたいなと、こんなことを思っ

ておりますので、しばらくお時間をいただきたいと思います。 

  どうぞよろしくお願いをいたします。 

○議長 奥田信宏君 

  日程第４ 「蟹江町議会議員派遣について」を議題といたします。 

  お手元に配付の文書のとおり、平成20年12月19日、津島市で開催予定の海部郡町村議会正

副議長会に伊藤正昇副議長を派遣することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。したがって、お手元に配付の文書のとおり派遣することに決定を

いたしました。 

○議長 奥田信宏君 

  日程第５ 承認第１号「平成20年度蟹江町一般会計補正予算（第３号）の専決処分の承認

を求めることについて」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

○総務部次長・総務課長 加藤恒弘君 

  提案説明した。 

○議長 奥田信宏君 

  提案理由の説明が終わったので、これより質疑に入ります。 

○１０番 菊地 久君 

  10番 菊地でございます。 

  昨年に引き続き３年連続ですか、これ。中部地区で優勝されまして全国大会へ出られるわ

けですが、大変、蟹江中学校の改修のときに、場所もない、よそを借りて一生懸命努力をさ

れて、またこのような形で全国大会へ出られるということは大変喜ばしいことでありますけ

れども、そこで、予算の関係で、後ほど出ます補正予算と今の補正予算の金額の違いですね、

選手派遣費の問題です。 
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  今の説明だと、65名でバス２台だというと、バス２台だけの金でこれだけかかるんですか

と、こういう疑問を持つわけです。したがって、バス２台だけだと幕張メッセまで行ったっ

てこんなにかかるはずはないんですね。バス代は大体決まっています。１泊で行くと例えば

24万だとか、２台で行ったって48万だとか50万。そうすると、それ以外に選手の皆さん方や

付き添いの皆さん方の宿泊代だとか、そういうものを出されておるのかどうか。また、父兄

について、先回も話にあったんですが、父兄も相当な負担をされていることも事実だという

ふうに思うわけでありますから、この辺の内訳について、もう少し親切に説明をしていただ

いて、去年に比べてどうなんでしょうか。去年はもうちょっと、私は、220万、ちょっと覚

えはありませんが220万ぐらいだったような気がするんです。そうすると、非常に削られて

きておるものですから、どのような形なのかなと、もう少し内訳について説明をしていただ

きたいと、こう思います。 

○教育部次長・教育課長 伊藤芳樹君 

  ご説明申し上げます。 

  おっしゃられますように、今回の専決予算、それから補正予算の関係で、若干数字が違っ

ているかと思います。大きく専決予算と補正予算との違いというのは、実は、今回補正予算

のほうで調整させていただいたわけですが、実際、選手派遣費として若干当初予算からの数

字の余り予算というのがちょっとあったものですから、それが大体25万ぐらいありまして、

それの差し引きで若干補正予算の額は少なくなっています。実際には、補正予算では157万

円という、そういう数字が出たかと思いますが、かかっている費用は、やはり180万ぐらい

がかかっているということになります。 

  今回の幕張で行くものと埼玉へ行くものとの差が若干ありますけれども、それは宿泊費の

差が若干あるという、幕張のほうは、実は6,000円ぐらいのところの宿泊で何とか宿泊する

ことができましたが、埼玉の今回20日、行くときは、宿泊代が9,000円ほどやはりかかると

いうことで、その辺で若干差が出てまいりました。 

  今回の幕張の、先ほど言われましたように、バス代のほかどういうものがあるかというこ

とになりますが、バス代は２台のバスで向かっております。それから、宿泊については先ほ

ども申しましたように65名、生徒が63名、引率が２人ということで、それぞれ宿泊費が

5,900円かかっておりますし、あと、食事としまして出かける日の夕食としてが入っており

ますし、それから当日のお昼のお弁当、それから帰ってくるときの夕方の軽食代、そういう

お金が入っています。それから、あと楽器も当然運搬するわけですので、楽器運搬のトラッ

クのお金も実は入っております。あと、それこそ前日行って練習もしますので、そういう練

習会場をお借りする、そういうお金も実は入っております。大体そういうものが中に入って

いるお金になってきます。 

  それから、昨年との違いになってきますが、実は、昨年は埼玉のほうへ行かさせていただ
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いたということで、幕張とは若干違ってきますけれども、大きく違うのは、前年はバスで行

かさせていただいて、帰りは、実は新幹線を使わさせていただいたという、そういうことが

ありました。帰りが遅くなるかという、そういうところがありましたものですから、余り遅

くなるということになると、バスを使うというふうになると、生徒の健康上もありますし、

新幹線を使って早く帰ったほうがいいだろうという、そういう判断のもとで去年は新幹線を

使ったという格好で、金額もおっしゃいましたように210万から220万ぐらいお金を使わさせ

ていただきましたが、今回は、去年のことも考えて、多分比較的早く帰れるかなという、そ

ういうところもありますので、最低限のところのバスでもって、今回は積算をさせていただ

いたと、そういう経緯がございます。 

  以上でございます。 

○１０番 菊地 久君 

  私は、反対とかそういうようなことで言うつもりはないんですが、やっぱり違いは違いで

きちんと説明をしてもらいたいわけ。今おっしゃったように、去年、生徒さんが夜８時だと

か９時になると気の毒だから、疲れておるだろうから新幹線をと。ことしはもう新幹線やめ

て往復ともバスだよと。出場する時間によって、例えば遅くなっちゃったというときだとま

た大変でしょうけれども、出場する時間帯によって、早めに終われれば表彰まで見なくても、

皆帰ってもらって表彰はだれか代表いればバスで帰れると思いますので、そういう違いは違

いですけれども、今、財政的ないろんな問題もあって、余りそこへお金をたくさん使うとい

かんぞよという批判だとか意見もあったと思いますけれども、そんなことも念頭に入って往

復バスのほうが安いものですからバスにお願いをしたのかなと、こういうふうに勝手に私が

想像をしておるわけです。 

  そのことについて、行かれる選手または父兄の皆さん方のほうも、やむを得んなと、一生

懸命頑張ってきますよというような、気持ちよく出場していただけるのが一番いいことです

ので、お金をせっかく使っても、もうちょっと出してもらえればうれしかったのにと言って

批判を浴びたらせっかくのこの160万のお金が無駄になるものですから、お互いに気持ちよ

く、蟹江町は本当に力を入れてくれとるなと、教育問題に非常に力を入れてくれて、蟹江町

としても庁舎の前に垂れ幕ありますように、皆さんにわかってくれると。蟹江町は音楽の町、

素晴らしいなという、一つのＰＲ効果にもなると思いますので、そういうような結果や効果

が生まれることを期待するわけです。 

  だから、変なところで変なことでけちって、どうだったと言われないように、やっぱり出

場される選手の諸君やそして父兄の皆さん方も、きょうはよく頑張ってくれてありがとうね

と言ってくださるような形が一番望ましいものですから、その辺のところはうまく学校当局

や父兄の皆さん方ともお話をしてご理解をいただいておるものと、こういうように理解をし

てよろしいでしょうか。 
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○教育部次長・教育課長 伊藤芳樹君 

  ありがとうございます。 

  保護者の方も事前に私ども教育長のほうにもお見えになっておりますし、町長のほうにも

お願いに上がっております。その折に、町としてはこういう格好で補助させていただきます

という格好で、保護者の代表の方にお話ししておりますし、保護者の方につきましては、こ

うやって２回出場するに当たって、今回もこうやって補助を出していただけるということで、

非常にありがたいんだという、そういうことでおっしゃっていただいておりますので、十分

ではないにしろ、こうやって補助させていただくということで、ご理解はしていただいてい

ると思っております。 

○７番 小原喜一郎君 

  ７番 小原喜一郎でございます。 

  私もここで伺っておいたほうがいいというように思いますので、同じ件について伺ってお

きたいと思います。 

  これは、議会運営委員会のときだったと思いますか、専決処分をお願いしたいということ

を論議したときだったと思うんですけれども、いや実はこれ代表者会議でしたか、今回の場

合は専決処分でと。20日は一般会計の補正予算ということであって、つまり、今回の場合は

必要最小限の積算で予算案を勘案してもらうというお話だったと思うんですね。20日の日は

一定の、各派代表者会議だったかどうかわかりませんが皆さんのご意見もあって、少し、例

えば、応援団の皆さんが行っていただけるようなバスも考えるだとか、そんなことを検討し

た上で提案をしたいという意味のことを、当局の側から言われたというふうに思うんですけ

れども。 

  あと、これそんなに変わっていない補正予算の内容になったような感じですので、あとこ

れ今日から十数日ありますので、その間に検討したということもあるので、ここで伺ってお

きたいわけでありますけれども、補正予算のほうとのかかわりで、どのようなことが検討さ

れてどんな推移だったか、少し報告をこの機会にしておいていただきたいと思うんです。も

し、新たに論議の結果加わることがあれば、20日に間に合わせるということもあるので、こ

こで聞いておきたいわけでありますので伺います。 

○教育部次長・教育課長 伊藤芳樹君 

  おっしゃられますように、先回11月17日だったと思います、各派代表者会議ということで

皆様にお集まりいただいて、今回どうしても補正予算間に合わないということで、幕張の全

国大会については専決予算でお願いしたいと、あと、埼玉のことについては補正予算で何と

か対応したいんだということで、皆さんのご意見をちょうだいいたしました。それで、その

ときに、おっしゃられますようにいろんなご意見をいただきました。保護者の方への補助を

もう少ししたらどうだろうかと、大変な保護者の方もご負担をしてみえるということで、町
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のほうとしてもその辺の補助の関係を考えたらどうですかと、そういうご意見をいただきま

した。 

  12月ということではなくて、また今後、町としての考え方をいずれお示ししますよと、そ

ういうことで先回はそこで終わったのかなというふうに思っております。今回につきまして

は、選手だけの補助金でということで考えておりますし、今の考え方としては、保護者まで

という、そこまではちょっと今町としては、これはあくまで選手の関係の補助金という格好

になりますので、保護者のところまではちょっと今はまだ考えづらいということで、今回に

ついては選手だけの補助金ということで計上させていただいたという経緯でございます。 

  以上です。 

○７番 小原喜一郎君 

  あのとき、たしか副町長の答弁だったと思うんですけれども、ことしはやめて、この次検

討するということではなかったと思うんです。つまり、23日はこれはとても間に合わんので、

この専決処分のお願いをして、20日までには補正予算を組むという問題もあるので、それな

りに研究させていただいてという答弁だったと思うんです。ですから、受け取り方が違うよ

うですけれども、ということは、そういう努力をすることはなかったんですか、何も。つま

り、もうことしはやめてということで。ちょっと聞いておきたいわけであります。 

  それは、毎年蟹江町の吹奏楽が出られるというようなことがあれば、そんな結構なことは

ないわけでありますが、ひょっとしたら来年はだめになるかもわかりませんが、せっかくの

機会なんですよ。例えばどこそこの町が全国的な大きな大会に出たとか、あるいはオリンピ

ックに選手を派遣だとかすると、それなりに一定の盛り上げる取り組みをしますよね。つま

り、必要最小限の予算は今回当たり前のことで、これやっていることなんだけれども、それ

に加えたプラスアルファのこの催しを盛り上げるという形でやるわけですよね。そういう位

置づけは全くなかったのかどうなのか、ちょっと聞いておきたいわけであります。 

○副町長 水野一郎君 

  各派の代表者会議のときに、私が出席をしておりまして、小原さんの質問、議運の委員長

さんもそんなようなご質問がございました。それに私がお答えさせていただきましたが、ち

ょっと話のこう、食い違いがあったように思うんですけれども、私は、確かにそういうよう

な非常にありがたい、保護者の方のためにも、そういったような旅費の費用が何とか工面で

きないかというご意見をいただいた中で、ただ内部的にいろいろ今後について、きちっとし

た対応についてできていなかった、そういうこともありますので、それは従来からのちょっ

と課題としてずっときておったんですが、来年度以降につきましては、ほかのいろんなとこ

ろからは、逆なそういうようなお話もぼちぼちと聞こえてきておるようでございまして、本

当に毎年２回行くチャンスがずっと３年前からあるわけでございますが、たまたま去年は１

回で済んだわけですけれども、２回まですべて、そういう費用を町のほうで出すことはどう
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かという、そういうお話も聞いております。 

  そんな中で、全体的に考えて、ことしについては従来どおりということでさせていただく

ということで、私はそういう意味をもってお話をしたつもりではありますが、小原さんの受

けとめ方が、ことしも含めて検討をと、そんなように受け取られたわけでございますけれど

も、来年度以降の検討課題として十分内容については検討させていただくということで、そ

の後に町長を交えまして、こういう意見もございましたがどうかということでご報告もし、

内部で検討させていただきました結果、ことしについては従来どおりでいこうということで、

来年度以降、もう一度この件につきましてはよく十分検討をさせていただくと、検討課題と

いうことで内部では話ができておりますので、どうぞよろしくご理解のほどをお願いをいた

します。 

○７番 小原喜一郎君 

  わかりました。もう一度念を押しておけばよかったのに念を押さなかった私のほうの手落

ちもありますので、来年度以降ということだったということで、頭に入れておきたいという

ように思いますが、問題はです、またここで再確認をしておきたいわけであります、今度は。 

  来年度以降、必ず具体的に、吹奏楽のことでなくても他のことでも一定のことをして力を

入れて取り組むという位置づけをすれば、例えば父兄ばかりでなしに、一般の方もこれは是

非ひとつ応援いただくということにもつながっていくわけです。そうすることによって盛り

上がるわけですから、そういう位置づけをした取り組み、これをやっぱりやる努力をする必

要があると思うんです。それは一方で足を引っ張る意見もありますよ。だけど、それはそれ

なんです。やるときはやる。そうすべきだというように思うんですので、ぜひよろしくお願

いいたします。 

○議長 奥田信宏君 

  それでは質疑を終結いたします。 

  ただいま議題となっております承認第１号は精読にしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。したがって、承認第１号は精読とされました。 

○議長 奥田信宏君 

  日程第６ 選挙第８号「蟹江町選挙管理委員会委員の選挙について」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

○議会事務局長 松岡英雄君 

  提案説明した。 

○議長 奥田信宏君 

  提案理由の説明が終わったので、質疑に入ります。 
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（なしの声あり） 

  質疑がないようですので、質疑を終わり、本案を精読にしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。したがって、本案は精読とされました。 

○議長 奥田信宏君 

  日程第７ 選挙第９号「蟹江町選挙管理委員会委員補充員の選挙について」を議題といた

します。 

  提案理由の説明を求めます。 

○議会事務局長 松岡英雄君 

  提案説明した。 

○議長 奥田信宏君 

  提案理由の説明が終わったので、質疑に入ります。 

（なしの声あり） 

  質疑がないようですので、質疑を終わり、本案を精読にしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。したがって、本案は精読とされました。 

○議長 奥田信宏君 

  日程第８ 議案第62号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」を議題と

いたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

○民生部長 石原敏男君 

  提案説明した。 

○町長 横江淳一君 

  私からも、一言お願いを申し上げます。 

  この西尾委員につきましては、平成15年から、今説明がございましたように、人権擁護委

員として活躍をしていただいております。大変知識、経験も豊富でございます。ぜひとも皆

様方にご推挙賜りますようによろしくお願い申し上げたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長 奥田信宏君 

  提案理由の説明が終わったので、これより質疑に入ります。 

（なしの声あり） 

  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 
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  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議案第62号は精読にしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。したがって、議案第62号は精読とされました。 

○議長 奥田信宏君 

  日程第９ 議案第63号「公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について」

を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

○総務部次長・総務課長 加藤恒弘君 

  提案説明した。 

○議長 奥田信宏君 

  提案理由の説明が終わったので、これより質疑に入ります。 

○８番 中村英子君 

  ８番 中村でございます。 

  提案理由によりますと、蟹江町職員を財団法人の愛知県市町村振興協会に派遣をしたいと

いうふうに書かれておりますけれども、なぜこの振興協会に派遣しなければいけないのか、

また、どのような市町村からどういうようなローテーションでこの振興協会の職員が構成さ

れておるのか、その点の背景につきまして、資料を委員会までにお出しいただけたらと思い

ますけれどもいかがでしょうか。 

○議長 奥田信宏君 

  資料請求ですが。 

○総務部次長・総務課長 加藤恒弘君 

  その内容につきましては資料を提出させていただくよう努力いたします。 

○７番 小原喜一郎君 

  私からも、あわせて、今中村議員の言われた内容にさらにプラスして、こういう外郭団体

といいますか、できれば不要不急の経費を削減していくという今の傾向に照らして、検討し

ていく必要があるのではないかと私は思うわけで、その観点で資料請求をするわけでありま

すけれども、つまり、ここへの天下りも含めて、県の職員の天下りも含めて、その体制です

ね。どのくらいの陣容でどんな仕事をこなしておるのか、資料をいただきたいと思います。

お願いします。 

○総務部次長・総務課長 加藤恒弘君 

  資料を構成させていただきたいと思います。 

○８番 中村英子君 
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  すみません、追加ですけれども、市町村長でこれは、振興協会は運営されておるというこ

とはわかっていますので、これが任期が２年ぐらいでかわっているのではないかなと思いま

すので、現時点での職員だけではのみならず、市町村長の名簿というかも添付していただけ

ればありがたいと思いますのでお願いします。といいますのも、これは、私質問したことあ

りますけれども、宝くじの関係の協会でありまして、巨額なお金をここにため込んでいると

いうことを指摘させていただいたことのある協会でありますので、背景についてきちんと全

体がわかるような資料をお願いしたいと思います。 

○総務部次長・総務課長 加藤恒弘君 

  ただいまの資料要求につきましては、加えて資料を提出させていただきます。 

○議長 奥田信宏君 

  それでは、質疑を終結いたします。 

  お諮りをいたします。 

  議題となっております議案第63号は、会議規則第39条第１項の規定により、総務民生常任

委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。したがって、議案第63号は総務民生常任委員会に付託することに

決定をいたしました。 

○議長 奥田信宏君 

  日程第10 議案第64号「蟹江町税条例の一部改正について」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

○総務部次長・総務課長 加藤恒弘君 

  提案説明した。 

○議長 奥田信宏君 

  提案理由の説明が終わったので、これより質疑に入ります。 

（なしの声あり） 

  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議案第64号は、会議規則第39条第１項の規定により、総務

民生常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。したがって、議案第64号は総務民生常任委員会に付託することに

決定をいたしました。 

○議長 奥田信宏君 

  日程第11 議案第65号「蟹江町母子家庭等医療費の支給に関する条例等の一部改正につい
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て」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

○民生部長 石原敏男君 

  提案説明した。 

○議長 奥田信宏君 

  提案理由の説明が終わったので、これより質疑に入ります。 

（なしの声あり） 

  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議案第65号は、会議規則第39条第１項の規定により総務民

生常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。したがって、議案第65号は総務民生常任委員会に付託することに

決定をいたしました。 

○議長 奥田信宏君 

  日程第12 議案第66号「蟹江町国民健康保険条例の一部改正について」を議題といたしま

す。 

  提案理由の説明を求めます。 

○民生部長 石原敏男君 

  提案説明した。 

○議長 奥田信宏君 

  提案理由の説明が終わったので、これより質疑に入ります。 

○８番 中村英子君 

  ８番 中村でございます。 

  これに対しましても、資料をお願いしたいと思うんですが、今、石原民生部長より説明が

ありましたけれども、この脳性麻痺に関することを扱う背景にあります機構ですね、今、医

療機構についてご説明ありましたが、この機構について背景のわかるような資料の提出を委

員会までにお願いしたいと思いますが、いかかがでしょうか。 

○民生部長 石原敏男君 

  わかりました。できるだけ一度調査しまして、資料を委員会までに整えて、委員会には提

出できるように努力したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○１２番 山田乙三君 

  12番 新政会 山田乙三です。 

  今の一部改正要点での第８条、ちょっとつかみにくいものですから、質問いたしますけれ



－20－ 

ども、従来出産一時金というのは、30万が35万、それで今回38万ということで、この５万円

については火葬費、埋葬費ですか、そこから出しますよと、こういうことで火葬費について

は５万円、10万円であったものが５万円になったよと、今度の３万円はどこからこの財源と

いうのは補てんするんですか。それともう一つ、第８条葬祭費の中で、葬祭費の支給は、同

一の死亡につき健康保険法云々と書いてありますけれども、これもちょっとかみ砕いてお願

いしたい。ということは、こういう恩典を受ける方は、言うなれば葬祭費は出ないという、

簡単に言ってそうですか。これちょっと詳しく述べていただきたいと思いますけれども。 

○議長 奥田信宏君 

  内容については委員会付託でやることになりますので、その分もあわせて委員会のほうで

報告をお願いをしたいと思います。 

  それでは、他に質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

  お諮りをいたします。 

  ただいま議題となっております議案第66号は、会議規則第39条第１項の規定により総務民

生常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。したがって、議案第66号は総務民生常任委員会に付託することに

決定をいたしました。 

  暫時休憩といたします。 

  10時35分から再開をいたします。 

（午前１０時１９分） 

○議長 奥田信宏君 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時３５分） 

○議長 奥田信宏君 

  日程第13 議案第67号「平成20年度蟹江町一般会計補正予算（第４号）」を議題といたし

ます。 

  提案理由の説明を求めます。 

○総務部次長・総務課長 加藤恒弘君 

  提案説明した。 

○議長 奥田信宏君 

  提案理由の説明が終わったので、これより質疑に入ります。 

○７番 小原喜一郎君 

  ７番 小原喜一郎でございます。 

  歳入でございますが、町税とのかかわりで、私ども４会派で、過日、兵庫県佐用町が現年
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度税収収納率99％というところでして、蟹江町がそれと比較して劣悪な状況になっているわ

けでございますので、何らかこれが前進できる方法を研究できないものかということで、視

察をさせていただいたわけであります。この際、それらを研究する上で、私、ちょうど今の

時期で来年の予算を編成する時期でございますので、今の時点で今年度の収納状況というの

を見てみる必要もあると思うし、19年度についての収納状況もあわせて、あらかじめ収納課

長のほうには佐用町の資料も渡してありますので、可能な限りそれに近い資料を、ぜひお願

いをしたいなというふうに思うんです。これからの研究ということもありますので、ぜひこ

の際やっておきたいというように思いますのでお願いをしたいと思います。 

  それからもう一つは、歳入の一番最後のところ、雑入の七宝蟹江西福田線整備事業公共補

償金等、それから七宝蟹江西福田線道路改良工事負担金、この２点についてちょっと、もう

少し細かく内容を聞かせていただけませんか。 

○総務部次長・総務課長 加藤恒弘君 

  では、資料につきましては整えさせていただくよう努力いたします。 

○産業建設部長 河瀬広幸君 

  それでは、２点目の質問でございます。 

  歳入の雑入の土木費雑入の件に関しての質問でございますが、これは歳出のほうを見てい

ただきたいと思います。歳出の17ページ、19ページをご覧になっていただきたいと思います。 

  まず、この歳入歳出に関しましては、大規模小売店舗立地法に基づくニツセン跡地への商

業施設に密接に絡みます本町５交差点の改良工事、それを含む周辺環境整備の予算でござい

ます。それで、まず歳出のほうの17ページの本町129号線道路改良工事、これは福田川の護

岸堤防道路、これを利用開始するための工事でございます。それは2,657万円。それと、19

ページの中段あたり、七宝蟹江西福田線整備事業6,733万1,000円。この内訳が、まず15節工

事請負費の七宝蟹江西福田線道路整備工事900万円、これが七宝蟹江西福田線の舗装の改良

を主とした事業でございます。それから公有財産購入費、4,887万2,000円、七宝蟹江西福田

線用地購入費、これは、県の公共補償の対応工事ということで、本町５丁目交差点の北側の

用地取得の購入費でございます。これは交差点改良事業に必要となる用地の取得の予算でご

ざいます。それから補償、補填及び賠償金の930万円、これも公共補償の絡みで、本町５交

差点の北側の改良工事に必要なる物件移転補償金でございます。そのトータル事業費の中の、

それが5,777万になるわけでございますが、そのうち歳入予算につきましては、雑入でまず、

11ページの４番、七宝蟹江西福田線整備事業公共補償金等5,683万1,000円、これが愛知県の

ほうから公共補償の関連工事として全額歳入予算で特定財源としていただけるものでござい

ます。それから、５番目の七宝蟹江西福田線道路改良工事負担金900万円、これは七宝蟹江

西福田線の本町５交差点の南側の舗装改良工事でございまして、本町５の交差点改良工事に

つきましては、東西の弥富・名古屋線、これは愛知県が道路管理者として施行しております。
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それにあわせて、関連公共工事ということで若干、七宝蟹江西福田線の南北もやっていただ

いておりますが、それ以外の今回の大規模店舗出店に伴う関連工事ということで、設置者の

ほうから負担金を求める900万円の行為負担金でございます。それと、５番目の本町129号線、

先ほど申しました福田川の護岸提道路、この整備工事費も設置者の関連負担ということで敷

設者に負担金を求めるものでございます。 

  これが今回歳出歳入補正予算の内容でございます。なお、協議会におきましても、この経

緯それから立地審議会等々の経過報告等内容についてはご説明させていただきますので、よ

ろしくお願いを申し上げたいと思います。 

  以上でございます。 

○７番 小原喜一郎君 

  今の問題についてですが、そうすると設置者の負担金云々というのは、６番目だけと理解

してよろしいですか。 

（「５番もだよ」の声あり） 

  ５番と両方、５番６番の合計額。はい了解。 

○１０番 菊地 久君 

  協議会のときに質問をしようかと思っておりましたが、ニツセン跡地の問題の、今のここ

に書いてあります道路整備の関係について、協議会の資料に書いてあるわけですが、これに

基づきながら今の小原議員と同じように質問をしてまいりたいと思いますが、地域住民との

話し合いなどで周辺道路の整備ということで、この３つの線を整備をしようと。そしてその

金額で雑入で入っておるお金と工事費の問題でありますが、例えば、１番目、こちらのほう

の資料でやると本町の交差点改良、それは総工費として一体幾らなんだろうかなと、そして

県もかぶっていますし、東郊線は町もかぶっていますので、総額幾らかかるのかなと、その

うち県から入るお金は幾らなんだと。町から出す金は幾らなのかと。総工費の総額の問題で

す。どういう形で我々はわかるのかなと。 

  それから、２つ目には、福田川の関係も出ておりますが、福田川の道路についても、どう

いう形で整備をできるのかなと。福田川整備促進協議会というのが多分あると思いますけれ

ども、道路の所有の問題、権利の問題、計算していたときにどこまで舗装まできちんとあが

るだとか、側溝もやるだとか、工事の内訳の問題ですね。それらについて、ここではさっぱ

りわかりません。雑入が何ぼだ、工事が何ぼだ。だから総工費、ここを色を塗っていただい

た総工費についてはどうなのかと、そしてそれはいつから実施をしようとするのかとか、ま

た漏れ承ると、このニツセン跡地の問題でやられるところからの、例えば、これに関する給

付金だとか、使ってちょうだいというお金ですね、そういうものはどこで、まだ決まったか

どうかは知りませんよ、どこで入るのかと。入るとしたら雑入で入れてくれるのか、寄附金

行為なのか。それらを含めて、協議会でお尋ねすればいいわけですが、今の予算の組み方と
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して、この雑入で入るお金、そして総工費、工事は幾らなんだと、そういう全体像がこれだ

とわからないわけ。だからそれをわかるとするなら、その問題について示してもらいたいと。

そしてそれは、いつから工事はかかって、いつ完成をするんですかと。中身もこれわからん

ですよね。歩道のところまでやるのか、交差点のところから向こうは県がやって、今のヨシ

ヅヤのほうへ向かっての北側は東郊線ですので、それはどういう工事をどうしようとしてお

るのか。これについては、どこの時点で詳しい説明を頼むかわかりませんが、今の段階では

総工費は大体幾らぐらいかかって、いつからで終わるんだよと。そして収入源としては、町

の東郊線一般財源、県は県、そして県からも補助でくれるだとか、業者からも寄附があるだ

とか、財源内訳ですね。これはわかるとしたら、説明をしてもらいたいと、こう思います。 

○産業建設部長 河瀬広幸君 

  それでは、今、菊地議員のご質問ですが、詳細につきましてはまた協議会のほうできちん

と説明を差し上げます。 

  トータルの話といたしましては、今回の補正予算に計上したのが、歳入予算で9,240万

1,000円、これが総トータルでございます。そのうち、県から公共補償金としていただくの

が、5,683万1,000円。残りの3,557万円が設置者負担の負担金協定を結ぶ歳入でございます。 

（発言する声あり） 

  協定締結を結ぶ、協議によります協定締結による負担金です。菊地議員おっしゃるような

寄附金に近い負担金という形になると思います。 

  それで、福田川の道路につきましては、基本的には５メーター50の幅員を６メーターに拡

幅することと、それから弥富・名古屋へタッチすることを中心に整備をしたいと考えており

ます。それから、東郊線に関しましては、舗装が大分傷んでおりますので、その舗装の打ち

直しを考えておるところでございます。あと、県の工事につきましては、中心としては本町

５の交差点を中心として、東西は当然県の負担義務、これはもう100％県の負担。それから

南北につきましては、影響範囲ということで、今回協議会でお示ししてあります個所につい

ては、総額、全額県の負担で工事をやっていただくと、そういう内容になっております。 

  あと、工事の発注予定につきましては、弥富・名古屋につきましては既に県が発注してお

りますので、今度、この私どもも、補正予算がお認めになられればすぐ所定の手続に入りま

して、年明けにも入札で発注し、３月末の完了をめどとして工事をやっていきたいと考えて

おります。 

  あと、財源確保につきましては、現在設置者のほうと負担金協定の協議の内容をやってお

りまして、ほぼ全額合意に達しておりますので、この予算におきましてお認め願えれば協定

締結いたしまして、雑入の歳入として収入を確保していきたいと、このように考えておると

ころでございます。よろしくお願いします。 

○１０番 菊地 久君 



－24－ 

  協議会のときでも結構でございますが、今言いましたように、工事主体は、県道は県、じ

ゃ、東郊線は町と。それから福田川の関係のほうはどこなんでしょうかと。道路公図という

のを、これではわからないわけ。例えば、福田川線のほうは、火葬場へ入る道ですね、南か

ら。あそこは一応出入りできんように、霊柩車が入るときにはどかして、整備を一応してあ

るわけ、少しね。あの辺を指しておるのかどうかです、福田川線のところ、水路のところ。

これをどういう形で、例えば名古屋・弥富線の名古屋のほうから橋を渡っておりてきたとき

に、これを見ると、向こうから来ると右折するようになっとるね。出入りもする。そうした

ときの、交差点みたいになるわけ。出たり入ったりするときに、ものすごく下り口でわかり

づらいわけ。飲酒運転でやってたけれども、わかりにくいんです、お互いに。わからんとい

うことは警察はよくやるんですが、出入りのする交通標識の問題はこれは県だろうと思いま

すけれども、そんなものが絡んでいますし、それから本町５丁目の交差点回廊も同じ交通標

識、それから当然信号機能、場所も変えなきゃいけませんし、そんなことがたくさん付随し

ておるわけ。それからこのニツセン跡地のスーパーから出るときの車も、右折右折というよ

うな形でやっておりますけれども、その道路状況はどういうふうになるのかなということは、

ちょっとこれではつかみにくい。 

  だから、道路構造について、もう少しわかりやすいものをあったら出してもらって、今言

った金額の内訳、県ですよと、これは幾らぐらいだ言ってまっせとか、それで町のかかるの

はこことこうやってこうだとかということを、もう少しわかりやすく説明していただかない

と、それから業者負担金と言ったかな、さっき…… 

（「設置者の負担金」の声あり） 

  負担金。 

（「設置者の」の声あり） 

  設置者。 

（「はい」の声あり） 

  設置者ってどっち。 

（「設置者」の声あり） 

  向こうでしょ、が負担金。その負担金というのは基礎単価。負担金してくれる。つかみ金

じゃないの。違うんだね。あるんだね、ちゃんと。それに基づいてということね。そういう

こともわかるわけ。我々聞けばわかるの。資料出れるの。 

（「資料請求ですか」の声あり） 

  だから、ここに補正予算を組んできた根拠だよ。裏づけがわからない。今聞いておるだけ

でさっぱり。それでどんなものをつくりたいかわからない。それについてはわかるような、

この道路はこういうような形整備をしましょうと、これはこうしましょうと、図面はこうで

す、予算はこうですよと、財源の内訳はこうですと。工事はいつからかかって、例えば３月
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30日は完成だとか、出納閉鎖の４月末には完成するだとか、そういう工事予定表というか、

そういうものも今のだと皆目わからないわけ。非常にこれは関心事の高い事業でございます

ので、人に聞かれてもニツセン跡地のこの問題については、道路に大変今まで各議員も質問

をして、心配をしておったことが、このことによって解消されると、そしてオープンがある

と、皆さんには道路事情や何かでは迷惑をかけることはないでしょうと、こういうことを自

信持って我々が町民に言えるかどうかなんですよ、今大事なことは。言えなかったら、何を

やってるんだということでしょう。こんないいかげんなことでいいのかということになりま

すので、我々が皆さんにオープンまでにお話しをしてきた問題については、問題点は道路の

交通渋滞等の一番だめなところはここだったと、これ改正をしますと、それから東側の福田

川線のところ、あれも進入路がなるわけ。なかった、昔はね。今回のこの話し合いで進入路

が新たにできましたよというような話になってくると、大きな前進かなと、いい努力をされ

たねということだと思うんです。これだとちょっと協議会でどこまで報告されるつもりでお

ったかわかりませんが、協議会までに、協議会って今日ですね、説明できる範囲で説明をま

とめておいてもらいたい、できるようにしておいてもらいたいと、よろしいですか。それと

も、これは付託されますので、付託じゃない、最終日だね、だから今は質問だけにしておき

ます。最終日のときに再度、質問なり意見を申し上げるかわかりませんので、今言ったよう

なことを念頭に入れて、わかりやすくまとめておいてもらいたいと。よろしゅうございまし

ょうか。 

○７番 小原喜一郎君 

  ７番 小原喜一郎でございますが、今の菊地議員の質問に関連してですけれども、東郊線

の整備の関係で、旧ニツセンの側の街路樹、私要求しておいたんですけれども、それの植樹

の予算計画は入っているかどうか確認しておきたいわけであります。 

○都市計画課長 志治正弘君 

  今回の改良工事にあわせまして、街路植樹帯等植栽、木も整備いたします。そういう計画

でおります。 

  以上です。 

○議長 奥田信宏君 

  他に質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

  他に質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

  ただいま議題となっております議案第67号は精読にしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。したがって、議案第67号は精読とされました。 
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○議長 奥田信宏君 

  日程第14 議案第68号「平成20年度蟹江町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号）」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

○民生部長 石原敏男君 

  提案説明した。 

○議長 奥田信宏君 

  提案理由の説明が終わったので、これより質疑に入ります。 

○７番 小原喜一郎君 

  ７番 小原喜一郎でございます。 

  歳入の63万9,000円の補助金です、国庫補助金。９ページです。これについてちょっと、

具体的に伺いたいわけですが、この細目にわたって。これ、理解の仕方として、歳出の10ペ

ージの一般管理費63万9,000円全額国の補助と、こういうふうに理解していいんでしょうか。

何パーセント国の補助じゃなくて、全額国の補助というふうに理解していいんですか。 

○保険医療課長 鈴木利彦君 

  全額国の補助と考えていただいて結構です。 

○議長 奥田信宏君 

  それでは、他に質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

  他に質疑がないようですので質疑を終結いたします。 

  ただいま議題となっております議案第68号は精読にしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。したがって、議案第68号は精読とされました。 

○議長 奥田信宏君 

  日程第15 議案第69号「平成20年度蟹江町介護保険管理特別会計補正予算（第２号）」を

議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

○民生部長 石原敏男君 

  提案説明した。 

○議長 奥田信宏君 

  提案理由の説明が終わったので、これより質疑に入ります。 

（なしの声あり） 

  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 
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  ただいま議題となっております議案第69号は精読にしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。したがって、議案第69号は精読とされました。 

○議長 奥田信宏君 

  お諮りをいたします。 

  精読になっておりました選挙第８号「蟹江町選挙管理委員会委員の選挙について」、選挙

第９号「蟹江町選挙管理委員会委員補充員の選挙について」、議案第62号「人権擁護委員の

推薦につき意見を求めることについて」をこの際日程に追加し、議題にしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。したがって、選挙第８号、選挙第９号及び議案第62号を日程に追

加し、議題とすることに決定をいたしました。 

○議長 奥田信宏君 

  追加日程第16 選挙第８号「蟹江町選挙管理委員会委員の選挙について」を議題とし、選

挙を行います。 

  お諮りをいたします。 

  選挙の方法については、地方自治法第118条第２項の規定により指名推選にしたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定をいたしま

した。 

  お諮りをいたします。 

  指名の方法については、議長において指名することにしたいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。したがって、議長において指名することに決定をいたしました。 

  お手元に配付の指名案のとおり、蟹江町選挙管理委員会委員に伊藤澄男君、棚橋美知子君、

伊藤誠君、宇佐美智君、以上の方を指名をいたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議長において指名をいたしました方を蟹江町選挙管理委員会委員の当選人と定め

ることにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。したがって、ただいま指名をいたしました伊藤澄男君、棚橋美知
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子君、伊藤誠君、宇佐美智君、以上の方が蟹江町選挙管理委員会委員に当選をされました。 

○議長 奥田信宏君 

  追加日程第17 選挙第９号「蟹江町選挙管理委員会委員補充員の選挙について」を議題と

いたします。 

  お諮りをいたします。 

  選挙の方法については、地方自治法第118条第２項の規定により指名推選にしたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定をいたしま

した。 

  お諮りをいたします。 

  指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これにご異

議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。したがって、議長において指名することに決定をいたしました。 

  お手元に配付の指名案のとおり、蟹江町選挙管理委員会委員補充員に、第１順位、後藤純

哉君、第２順位、大橋春夫君、第３順位、加藤由勝君、第４順位、鈴木政勝君を指名いたし

ます。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議長において指名をいたしました方を蟹江町選挙管理委員会委員補充員の当選人

と定めることにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。したがって、ただいま指名をいたしました第１順位、後藤純哉君、

第２順位、大橋春夫君、第３順位、加藤由勝君、第４順位、鈴木政勝君、以上の方が順序の

とおり蟹江町選挙管理委員会委員補充員に当選をされました。 

○議長 奥田信宏君 

  追加日程第18 議案第62号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」を議

題といたします。 

  本案は精読となっておりますので、直ちに質疑に入ります。 

（なしの声あり） 

  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

（なしの声あり） 

  討論がないようですので、討論を終結します。 
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  これより議案第62号の採決をいたします。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。したがって、議案第62号は原案のとおり可決をされました。 

○議長 奥田信宏君 

  以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

  本日はこれにて散会といたします。 

（午前１１時２６分） 

 


