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午後２時00分開議 

○議長（花畑  明君）  皆さん、こんにちは。ただいまの出席議員は１０名で、定足数に達して

おります。ただいまから平成２６年第２回吉富町議会臨時会を開会いたします。 

 これから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。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名について 

○議長（花畑  明君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員に若山征洋議員、是石直哉議員の２名を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第２６号 平成２６年度吉富町一般会計補正予算（第２号）について 

○議長（花畑  明君）  日程第２、議案第２６号平成２６年度吉富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。 

 これから質疑に入ります。 

 補正予算書１ページをお開きください。歳入６ページ、続いて歳出７ページ、１０款教育費

２項小学校費、同じく７ページ、４項社会教育費、以上、歳入歳出全般についての御質疑はあり

ませんか。是石利彦議員。 

○議員（８番 是石 利彦君）  ８番、是石です。 

 歳入のところ、校庭芝生化計画は町長公約でやり残したものかどうか、第２次財政計画にある

のかどうか、お尋ねします。 

○議長（花畑  明君）  企画財政課長。 

○企画財政課長（奥田 健一君）  お答えいたします。今回の芝生化の事業につきましては、財政

計画には当初はございませんでした。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  ほかに御質疑は。是石利彦議員。 

○議員（８番 是石 利彦君）  地域の元気臨時交付金基金を繰り入れるということでありますが、

この芝生化計画の中で補助メニューを探しましたか。お聞きします。 

○議長（花畑  明君）  企画財政課長。 

○企画財政課長（奥田 健一君）  お答えいたします。財政担当課といたしましては厳しい町の財

政状況から見ましても、補助金をいただけるようであればそれが一番よいわけではございますが、

今回の事業を実施する担当課より事業効果を早く高めるためにはこの時期が望ましいということ

でありましたので、今の時点で最善の財源を措置したものでございます。 
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 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  ほかに御質疑は。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  今、担当課長が担当課がこの時期が望ましいというふうに言われ

てたんですが、この時期が望ましいというのがちょっと意味がわからないんですけど、その辺の

説明をお願いします。 

○議長（花畑  明君）  企画財政課長。 

○企画財政課長（奥田 健一君）  担当課より聞いてございますのは、芝の育成を考えましてこの

時期に芝の発注をお願いする形になりまして、それを育成するということで秋の芝に間に合うよ

うにしたいということを聞いておりましたので、この事業の事業効果を高めるという意味で発言

をさせていただきました。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  それでは別に今年度に望ましいという意味ではないということで

よろしいでしょうか。 

○議長（花畑  明君）  企画財政課長。 

○企画財政課長（奥田 健一君）  今年度に芝生化を計画してございますので、この時期の、今の

この時期が望ましいということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  この時期が望ましいという意味が私にはわからないんですがね。

学校の教育計画というものがあると思うんですが、その計画上ではこの芝生化というのはどうい

う取り扱い、どういう扱いになっているんでしょうか。お聞きします。 

○議長（花畑  明君）  教育長。 

○教育長（園田 陽一君）  教育計画の中に芝生化云々というものはございません。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  ほかに御質疑は。是石利彦議員。 

○議員（８番 是石 利彦君）  今の関連質問ですが、お聞きしまして。学校の運営の計画にはな

いということでしたが、運動場を工事で利用ができなくなるわけですが、運動場の利用計画とい

うんですか、そういうこともないんでしょうか。お聞きします。 

○議長（花畑  明君）  教育長。 

○教育長（園田 陽一君）  運動場、体育館につきましては、体育の時間をするように年間計画で

設定をしております。 
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 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  もう３回超えましたので。（発言する者あり）是石直哉議員。 

○議員（１番 是石 直哉君）  １番、是石です。 

 校庭の芝生化についてですけども、そもそもいつごろからこの構想があったのか、地元住民か

らの強い要望か、あるいは以前に議会からこういう要望があったのかどうか、お答え願えますか。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  お答えいたします。 

 住民等の要望につきましては、昨年来からの行政懇談会等でも要望等がありまして、議会につ

きましては１０年ぐらい前から議会等も芝生化の要望についてはあったというふうに認識してお

ります。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  ほかに御質問は。御質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  質疑なしと認めます。（「３回目になる」と呼ぶ者あり）そうです。何

かどうしても必要なことでしょうか。是石議員ちょっと。（「何節になりますか」と呼ぶ者あ

り）全般です。（「全般でしょ。全般ならいいんじゃないですか」と呼ぶ者あり） 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  質疑なしと認めます。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  済いません。 

 動議提出します。修正動議を提出いたします。書面にて事務局に提出しておりますので、御確

認をお願いします。 

○議長（花畑  明君）  ただいま山本議員から議案第２６号平成２６年度吉富町一般会計補正予

算（第２号）に対し修正動議ですね。 

○議員（２番 山本 定生君）  はい。 

○議長（花畑  明君）  修正動議が提出をされました。この動議は地方自治法第１１５条の３及

び会議規則第１７条第１項の規定による発議でありますので、成立をいたしました。 

 暫時、休憩をいたします。 

午後２時08分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時09分再開 

○議長（花畑  明君）  それでは、休憩前に引き続き、再開いたします。 

 本案に対しては山本議員ほか４名からお手元に配付されました修正の動議が提出されました。
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これを本案とあわせて議題といたしたいと思います。 

 提出者に修正案の説明を求めます。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ２番、山本です。 

 議案第２６号平成２６年度吉富町一般会計補正予算（第２号）に対する修正動議。今回の補正

予算について、次の理由から修正を行うものとする。 

 一つ、１０款教育費２項小学校費１目学校管理費の吉富小学校芝生化関係費１,８９８万円は

児童たちにとって大変いいことだと思われるが、なぜか議会への事前説明はなく、また３月予算

議会では通年予算であるとの説明から１カ月もたたず予算を提案してきた。また、来年以降なら

補助メニューも利用できる可能性があるにもかかわらず、基金を取り崩しての今年度着工を優先

する思いつきな計画を議会として到底納得できるものではない。 

 二つ、せっかくの芝生化である。議会から執行部へ先進地視察を実施して導入先の成功例、問

題例、問題点を共有してよりよい成功を望むも聞き入れられず、４月２２日に議会で単独視察を

行った結果、机上の論理だけで進めるには不確定要素が多すぎると判断する。まずは時間をかけ、

十分な検証をすること。 

 三つ、試験的に小規模な場所、こどもの森や子育て支援センターに導入して子供たちと一緒に

芝の育成をしたり、子供たちの活動変化と保護者や職員など管理側の意見や評判を聞き、地域も

一緒になり、徐々に拡大するべきと考え、再検討の余地ありと修正するものである。 

 以上が本議案を修正する説明であります。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  これから修正案に対して質疑を行います。御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  質疑なしと認めます。 

 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２６号及び同修正案は会議規則第

３９条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  御異議なしと認めます。よって、議案第２６号及び同修正案は委員会付

託を省略することに決しました。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、修正案に対しての反対討論はありませんか。梅津議員。 

○議員（４番 梅津 義信君）  今回、修正案原案に対して私は１期目の、私は今２期目なんです

が、１期目のときにある先輩議員が一般質問等において調査研究に基づいた提案をされました。

そのとき私はこの案件について非常に賛成な気持ちでいっぱいでありましたが、当時、執行部は
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時至らずという考えだったんでしょうか、なかなかそういうふうなことに対して迅速な対応をと

っていただけませんでした。 

 しかし、今期臨時会において提案された運動場芝生化について、私は大変喜ばしい、時が今、

来たのかという思いでいっぱいでございましたので、今の修正動議については反対いたします。 

○議長（花畑  明君）  賛成討論はありませんか。丸谷議員。 

○議員（６番 丸谷 一秋君）  ６番、丸谷です。修正動議に対する賛成討論。 

 提出議員の理由と同様として賛成討論といたします。 

○議長（花畑  明君）  反対討論はありませんか。是石直哉議員。 

○議員（１番 是石 直哉君）  １番、是石です。 

 同予算、１日も早く進めるべきではないでしょうか。皆さん、もう既に勉強済みだと思います

し、執行部の方も既にちゃんとそこは認識しているはずです。つい先日、行ったばっか、視察先

の八幡小学校に行きました。そこは３年前から芝生化は取り入れてました。その素晴らしさを改

めて体感し、また子供たち、地域の皆様が大変大喜びしたというその校長先生の話を聞き、私は

もうとても感動いたしましたし、なにより地域の臨時交付金があります。これをすぐに使い、

１日も早く町の施策として有効に活用して芝生化を進め、そして芝生化することによってそれ以

上、コスト以上に効果が期待できることは明白であります。 

 よって、私はこの修正動議に対しては反対いたします。 

○議長（花畑  明君）  賛成討論はありませんか。是石利彦議員。 

○議員（８番 是石 利彦君）  賛成討論いたします、修正案に対して。その前に同僚議員と７人

で研修を行ってまいりました。つぶさに校長先生の丁寧なるお話を伺いました。疑問にも答えて

いただきまして大変感動したと先ほどの同僚議員の話ですけど。しかしながら、その中に大事な

ことが抜けてた、これがよくわかりました。そこのところ、まず考えていただきたいということ

で、賛成討論、読み上げます。 

 北九州市立八幡小学校への先進地研修で校庭芝生化の背景と設置の歩みと効果を知ることがで

きました。子供の情操教育にとてもよい効果があると子供たちに苗の育苗から移植、養生、冬芝

の種まき作業にかかわらせることで子供同士のきずなや団結心、愛好心、愛郷心が育まれた。地

域ボランティアの方々にも愛好心や愛郷心のようなものが強くなったと、など校長も条件が許す

のであればぜひ実施すべきと力説しておりました。 

 一方で年間、数か月間、芝育成のために校庭芝生内へ立入禁止期間を設ける必要があるという

ことがありました。たとえ１カ月でも外で遊べないと子供たちへのストレスで校内事件、事故に

つながるのが、そういう例があると考慮すべきだというお話です。体育館でも代替の施設にはな

らない、体育館で遊ばしてでもですね。代替の施設にはならないということです。八幡小学校は
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幸いに併設されている中学校のグラウンドの使用でストレス回避ができたと、そういう説明でし

た。 

 以上の研修結果から技術的にも学校教育的にも計画の練り直しをし、子供たち、ＰＴＡ、現場

職員、町民の心を一つにするためにも十分な時間が必要と考え、修正すべきものと考えます。ま

た、小規模な子育て支援センターかこどもの森、幼稚園で実験的に検証してからすべきものとつ

け加えるものであります。 

 以上、賛成討論といたします。 

○議長（花畑  明君）  ほかに賛成討論ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  反対討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  賛成討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  討論なしと認めます。 

 これより修正案を採決いたします。修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（花畑  明君）  起立多数であります。よって、議案第２６号の修正案は可決されました。 

 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について反対討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  賛成討論はありませんか。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ２番、山本。 

 修正後の補正予算に対する賛成討論を行います。 

 一般会計補正予算（第２号）の１０款教育費４項社会教育費５目フォーユー会館費１５節工事

請負費の駐車場ブロック塀取りかえ工事費１００万円は利用者はもちろん小学校にも近く、放課

後保育などで子供たちが通る危険性があり、緊急性が大変ある事案と判断をして賛成いたします。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  ほかに賛成討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  討論なしと認めます。 

 それでは、修正議決した部分を除く原案について採決いたします。修正議決した部分を除く部

分を原案のとおり決定することに御異議はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（花畑  明君）  御異議なしと認めます。よって、議案第２６号の修正議決した部分を除

く部分は原案のとおり可決をされました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（花畑  明君）  以上で今期臨時会に付議された事件は全て議了いたしました。 

 これをもちまして平成２６年第２回吉富町議会臨時会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

午後２時19分閉会 

────────────────────────────── 

 


