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総務委員会委員長報告書 

 

令和３年３月２２日 

 

総務委員会に付託されました議案８件、陳情１件の審査につき

まして、審査の過程における各委員からの討論及び審査結果につ

いて、審査経過順に報告します。 

 

初めに、陳情第１号「政府に「再審法改正」の意見書提出を求

める陳情書」について申し上げます。 

本陳情は、無実の者を救済するために｢再審法改正｣を求める意

見書を地方自治法９９条の規定により、関係機関に提出すること

を求めるものです。 

また、本審査の過程において、議員間の自由討議が行われたこ

とを申し添えます。 

 

執行部からの見解は特になく、審査の過程における討論として、 

１ ２点指摘し、採択の立場で討論する。 

   疑わしきは罰せず、刑法の罪刑法定主義、刑事訴訟法の起

訴前置主義という形がある。本陳情の主旨は、刑事訴訟法の

改正で公判制度まで及ぶので、地方議会の役割を超える部分

もあると思う。 

   ただ、その背景には人権が主眼であり、本陳情は採択すべ

きと考える。 

   また、２点指摘する。 
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１ 冤罪と同時に被害者の心情や人権は大切であること。 

２ 真実を追究する視点も重要であること。 

 

２ 採択の立場で討論する。 

冤罪は昔の話ではなく、現在でも絶えない。今継続してい

る冤罪事件だけでも１１件あり、過去に冤罪ということで「再

審」が確定した事件は１８件ある。 

もちろん、その背景には、おびただしい数の冤罪事件があ

るとも言われている。冤罪は、国家による最大の人権侵害で

ある。大きな壁となっているのは、二つの陳情項目であり、

検察庁や警察の捜査方法にも問題はあるが、再審法の欠陥が

この間、大きな問題として浮かび上がってきていると思う。 

よって、再審法改正を求める意見書を関係機関に提出すべ

きと考える。 

 

３ 採択の立場で討論する。 

   流山市議会は、陳情書にも書かれているように、「取り調べ

の可視化実現を求める意見書」を採択してきた経緯がある。

陳情者からもご指摘いただいたが、数々の人権にかかわる意

見書を採択してきた流れがある。  

   最近では、「選択的夫婦別姓の法制化を求める意見書」や「男

女共同参画社会の本格的実施を求める意見書」も採択してき

た経緯もあり、人権感覚に配慮して、意識を高めてきた経緯

を踏まえれば、絶対にあってはならない、無実なのに裁判で

有罪が確定しまうことを防いでいくということが必要である
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と考える。 

 

がありました。 

 

採決の結果、全会一致をもって採択すべきものと決定しました。 

 

次に、議案第２号「専決処分の承認を求めることについて（令

和２年度流山市一般会計補正予算（第１３号））」について申し

上げます。 

本案は、新型コロナウイルスワクチンの接種が開始されること

から、接種体制の確保等必要な事業費の予算措置について、特に

緊急を要したため、令和３年１月１４日付けで、令和２年度流山

市一般会計補正予算第１３号について専決処分したので、その承

認を求めるもので、既定の歳入歳出予算総額に、歳入歳出それぞ

れ９，９６４万４千円を追加し、予算総額を９５２億４，５５２万

６千円とするものです。 

 

審査の過程における討論として、 

１ ３点要望し、賛成の立場で討論する。 

１ ワクチン接種のカギは、情報共有、安全性の確保、人

員体制の強化であり、対応の徹底と必要な人員増につい

ては、しっかりやっていただきたい。 

２ ワクチン接種については、全市民的に大事業であるこ

とから、必要な事業費については、しっかり予算化を行

い、対応していただきたい。 
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３ 国際的なワクチン争奪戦が起こっていると言われてい

るので、冷静かつ世界的に流通させる計画を政府から世

界へ発信させていくよう要望する。 

 

がありました。 

 

採決の結果、全会一致をもって、原案のとおり承認すべきもの

と決定しました。 

 

次に、議案第３号「令和２年度流山市一般会計補正予算（第 

１４号）」について申し上げます。 

本案は、令和２年度の国の第３次補正予算に基づき新たに経費

を計上するほか、決算的見地による補正などを行うもので、既定

の歳入歳出予算総額から、歳入歳出それぞれ３億６，７０８万

８千円を減額し、予算総額を９４８億７，８４３万８千円とする

ものです。 

 

審査の過程における討論として、 

１ 反対の立場で討論する。 

本補正予算は、決算的見地での会計が中心である。 

反対する理由は、大きくは新型コロナウイルス感染対策の

取り組みの弱さと考えている。年末年始、医療提供体制が、

大変ひっ迫して、医療崩壊とまで言われた。２月の終わりに

は、森田千葉県知事でさえ、医療提供体制を崖っぷちとまで

指摘している。 
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しかし、今回の補正予算案には、医療提供体制について増

額もされず、新しい制度の創設もない。さらには、財政調整

積立基金の取り崩しがゼロという世界的感染症を前に、１円

も取り崩しを行っていないのは、異常な体質ではないかと考

えている。 

 

２ 賛成の立場で討論する。 

   以下４点が理由である。 

１ 本補正予算は、決算的見地であること。 

２ 財政調整積立基金が、概ね目標額をクリアしていると

判断したこと。 

３ 地方創生臨時交付金の内訳や市独自の事業など担当部

局で把握できていたこと。 

４ 南流山中学校の用地取得、債務負担行為の組み換え内

容も確認できたこと。 

 

がありました。 

 

採決の結果、５対１をもって、原案のとおり承認すべきものと

決定しました。 

 

次に、議案第３０号「令和２年度流山市一般会計補正予算（第

１５号）」について申し上げます。 

本案は、新型コロナウイルス感染症対策事業として、特別養護

老人ホームや介護老人保健施設などの高齢者施設等において、職



 ６ 

員に体調不良の者がいるなど施設の感染防止対策に不安や課題が

ある施設の全職員を対象にＰＣＲ検査を実施するために必要な経

費を計上するもので、既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞ

れ２，０３５万９千円を追加し、予算総額を９４８億９，８７９万

７千円とするものです。 

 

審査の過程における討論として、 

１ ２点要望し、賛成の立場で討論する。 

今回の制度創設は、早期保護のための検査拡大の第一歩と

言えると考えている。是非とも、今回の制度をさらに介護関

連以外の高齢者施設が様々あるが、そういうところへも広げ、

また、無症状の方の高齢者施設の職員に対しても、さらに輪

を広げ、早期保護に向けて全力を上げていただきたい。 

 

がありました。 

 

採決の結果、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 

次に、議案第７号「流山市手数料条例の一部を改正する条例の

制定について」申し上げます。 

本案は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一

部改正により、同法第１２条第１項の建築物エネルギー消費性能

適合性判定の対象となる範囲が拡大されたことに合わせ、適合性

判定の審査等に係る手数料を見直すほか、所要の改正を行うもの
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です。 

 

審査の過程における討論は特になく、採決の結果、全会一致を

もって、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 

次に、議案第４号「公益的法人等への職員の派遣等に関する条

例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 

本案は、職員の派遣が行える団体から独立行政法人都市再生機

構を除き、新たに千葉県市長会を加えるものです。 

 

審査の過程における討論は特になく、採決の結果、全会一致を

もって、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 

次に、議案第５号「流山市特別職の職員で非常勤のものの報酬

及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て」申し上げます。 

本案は、学校運営協議会の委員の報酬を定め、監査委員の報酬

額を改定するものです。 

また、質疑終結前に加藤啓子委員から議案第５号に対する修正

案が提出されたため、原案とあわせて議題としました。 

この修正案の内容を申し上げますと、附則に、新型コロナウイ

ルス感染症の流行中における議員選出の監査委員の報酬の額に関

する特例として、当分の間、６１，０００円を５０，５００円と

読み替える１項を加えるものです。 
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審査の過程における討論として、 

１ ２点要望し、修正案に賛成し、修正案を除く原案に賛成の

立場で討論する。 

議会選出の監査委員については、コロナ禍で苦しむ市民感

情や、流山市議会とすると、昨年、議員報酬削減について議

決した内容のものが、今年になって、取り消しとなっている

不名誉な経緯もあるので、致し方ないと考える。 

同時に、学校運営協議会委員の報酬については、教育行政

の組織及び運営に関する法律の改正上、努力義務となってい

るが、本市における地区社協や戦略本部のボランティアの大

奮闘という長い歴史を考慮すれば、柔軟な形態や多様性を認

めて、地域や生徒、教職員の声が生かされる組織にゆっくり

生み育てていただければと思う。 

代表監査委員については、常勤化していて、能力をフルに

発揮できる環境を整えていく準備を始めていただきたい。 

 

２ 修正案に賛成し、修正案を除く原案に賛成の立場で討論す

る。 

修正案は、附則で特だしの部分があり、新型コロナウイル

ス感染症の流行中における議員選出の監査委員報酬額の特例

を追加したことなど、質疑においてもクリアできた。 

 

３ 修正案に賛成し、修正案を除く原案に賛成の立場で討論す

る。 

新型コロナウイルス感染症の関係で、市民がその収入に苦
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慮している時に、敢えて議員選出の監査委員の報酬を上げる

ことは、このコロナ禍でも報酬の削減がなかった議員にとっ

て、さらに上乗せしていくことは市民の理解が得難いと考え

る。 

よって、特例を設け、議員選出の監査委員の報酬額の改正

については、当分の間、現行の５０，５００円に据え置く修

正をした。 

また、学校運営協議会委員の報酬を加えることについては、

反対する理由もない。 

 

がありました。 

 

初めに、議案第５号に対する修正案について採決した結果、全

会一致をもって可決されました。 

次に、修正議決した部分を除く原案について採決した結果、全

会一致をもって可決すべきものと決定しました。 

 

次に、議案第６号「流山市会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げ

ます。 

本案は、パートタイム会計年度任用職員の週休日における時間

外勤務に係る報酬の支給について、正規職員と同様の割合で支給

する規定を追加するとともに、報酬の端数処理に関する規定を整

理するものです。 
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審査の過程における討論は特になく、採決の結果、全会一致を

もって、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 

最後に、議案第８号「財産の取得について（東洋学園大学校舎

等）」について申し上げます。 

本案は、学校施設として、東洋学園大学の校舎等を購入するも

のです。 

また、本審査の過程において、議員間の自由討議が行われたこ

とを申し添えます。 

 

審査の過程における討論として、 

１ １点指摘し、賛成の立場で討論する。 

   指摘は、土地開発公社の財務状況を透明化して、定期監査

をしっかり受け、健全財政を維持し続けることである。 

   賛成理由として、 

１ 財源、お金の流れが質疑を通じて明確になったこと。 

２ 対象となる土地と建物について、売買契約上ポイント

となる事項は、審査の中で、ほとんどクリアできたこと。 

３ 長期的な視点もある程度確認できたこと。 

 

２ 反対の立場で討論する。 

東洋学園との交渉においては、建物を居抜きで敷地ととも

に一括して４０億円程度で購入すると仄聞していた。 

しかしながら、補助金の関係で、分割で年度を分けて財産

を取得すると説明があり、今回の財産の取得については、南
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流山中学校にするための建物の部分ではなく暁星国際学園に

貸与する予定部分の取得であり、総務委員会では現地を確認

しておらず、現場を視察するための会期中の継続審査を申し

出たが、否決された。 

継続審査ができないとなると、この大きな財産の取得が、

のちのち市民のためになるのか、人口減少してきたころに老

朽化したまま返却されるなどを考えると、この施設の取得が

市にとって負の財産にもなりかねないとのリスクなどを、十

分検討する時間が取れず判断がつかない。 

また、市民参加の対象外として、地域住民の意見も十分に

聴く機会を持っておらず、市民参加をうたってきた市長の方

針にも疑問を抱く。普通に考えれば、最初に東洋学園と交渉

をしていた暁星国際学園が当該部分を購入すべきであり、市

が暁星国際学園に貸す部分の金利まで市税で払って購入する

意味がわからない。市政経営を健全にしていくと言っていた

市長は、市長就任当時市有地はなるべく売却して学校用地に

しても公園用地にしても借りることを基本にしてきたはずで

あることを考えれば、東洋学園から暁星国際学園が取得して

一部を市に貸与してもらう方が市長の方針にあっていると考

える。 

また、市税２３億円で購入した流山セントラルパーク駅前

の一等地も年間１０００万円の安価で暁星国際学園に５０年

もの間、貸し続ける契約をしていることも、その小学校に通

っている市民は、全体で２９パーセントしかおらず、定員割

れもしており、市民のための施設とはなっていないこともあ
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り、また、同じ学校法人に市税で優遇することは市民のメリ

ットになっているとは考えられない。 

よって、暁星国際学園の開校の時期に合わせて、市税で借

金し、利息も払うことには市民に対するメリットが見当たら

ない。 

３ 反対の立場で討論する。 

新型コロナウイルス感染症のもとで、今、何をやるべきか

が問われている。そういう中で、一般財源として、６億４千

万円ものお金を投入し、土地を購入するわけだが、その購入

した目的の中には、南流山中学校の移転先用地とならない部

分を買収するという中身になっている。 

また、その南流山中学校として使うエリア以外の場所につ

いては、私立中学校用地の移転先用地として、情報が出てき

ているなど、公立中学校と私立中学校が隣接するなど、あり

えない状況が今、この財産取得議案の中に盛り込まれている

と考えている。 

大事なことは、東洋学園大学を購入した土地については、

南流山中学校をどうやって移転し、そしてより良い教育環境

をどう作るかが最優先でなければならないと思う。 

それでも、使わないエリアについては、保健所の機能の設

置など、千葉県とも交渉して感染対策のために、一歩でも二

歩でも前進させる土地の有効活用も含めて色々と市民の皆さ

んと協議をして市有地の有効活用を図っていくべきと考える。 

 

がありました。 
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 また、本審査の過程におきまして、継続審査の申し出がありま

したが、採決の結果、継続審査の申し出については３対４をもっ

て否決されましたことを申し添えます。 

 

採決の結果、４対２をもって、原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

 

以上で総務委員会の委員長報告を終わります。 


