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予算決算審査委員会記録 

招 集 日 時 平成29年9月26日（火） 午前9時30分 

開議・閉議 午前9時30分 開会  ～ 午後1時14分  閉会 

場所・形態 委員会室ＡＢ 会期中(第4回定例会) の開催 

出 席 委 員 委員長 橋本逸夫 副委員長 川崎輝通 

 委員 山本恒道  尾川直行 

  田口健作  津島 誠 

  掛谷 繁  守井秀龍 

  立川 茂  西上徳一 

  山本 成  石原和人 

  森本洋子  星野和也 

欠席・遅参・早退委員 なし    

列席者等  議長 鵜川晃匠   

説 明 員 市長室長 大西武志 秘書広報課長 高見元子 

 危機管理課長 小川勝巳 ｼﾃｨｾｰﾙｽ推進課長 田原義大 

 総合政策部長 佐藤行弘 企画課長 野道徹也 

 総務課長 石原史章 財政課長 河井健治 

 施設建設・再編課長 平田惣己治 監査委員事務局長 正富福政 

 日生総合支所長 大道健一 吉永総合支所長 金藤康樹 

 まちづくり部長 中島和久 里海・里山課長 坂本基道 

 まち営業課長 芳田 猛 まち整備課長 淵本安志 

 市民生活部長 今脇誠司 税務課長 竹林幸作 

 文化スポーツ課長 横山裕明 環境課長 久保山仁也 

 公共交通課長 杉田和也   

 
保健福祉部長 
兼福祉事務所長 

高山豊彰 保健課長 山本光男 

 介護福祉課長 今脇典子 社会福祉課長 丸尾勇司 

 子育て支援課長 藤田政宣   

 教育部長 川口貴大 教育総務課長 大岩伸喜 

 幼児教育課長 波多野靖成 小中一貫教育推進課長 眞野なぎさ 

 生涯学習課長 高橋清隆   

傍 聴 者 報道関係 あり 一般傍聴 あり 

審査記録  次のとおり    
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              午前９時３０分 開会 

○橋本委員長 皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席は１４名全員でございます。定足数に達しておりますので、これより予算決算

審査委員会を開会します。 

 本日は、本委員会に付託された議案第６７号及び議案第８２号の審査を行います。 

************************* 議案第67号の審査 ************************** 

 まず、議案第６７号平成２９年度備前市一般会計補正予算（第２号）の審査を行います。 

 審査に当たっては、レジュメのとおり、前半を市長室、総合政策部及びまちづくり部の所管部

分と後半が市民生活部、保健福祉部及び教育部の所管部分に分けて、所管ごとに説明員を入れか

えながら審査を進め、所管ごとの審査が全て終了した後、採決を行います。審査範囲は、その都

度対象の範囲を指定します。 

********** 市長室・総合政策部・まちづくり部の審査 *********** 

 それでは、市長室、総合政策部、まちづくり部の所管部分の審査を行います。 

 別添の所管別分類表ごとに順次審査をしてまいります。 

 １０、１１ページの地方特例交付金について何か質疑ございますか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 １０、１１ページで地方交付税、いかがでしょうか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 １２、１３ページで県補助金。 

○掛谷委員 １６款県支出金の土木費県補助金、２節の都市計画総務費補助金１２５万円、空き

家等除去支援事業が出ております。何件分がこれに充当されるのか。この除去の基準というのが

あると思うがその基準と、県からの補助率は幾らだったのか、お聞かせください。 

○淵本まち整備課長 こちらについては、５件分を見込んでおります。それから、補助率です

が、県のほうは１件当たり２５万円と決まっておりますので、これが補助金になっております。

基準ですが、特定空き家もしくは特定空き家になり得るものということで、２７年度に県のほう

が作成した評点表ですか、基準表に基づき採点したもので補助は行っております。 

○掛谷委員 ５件ということですが、これは何件か出たときに出していくというか、１件でも出

てきたら補正予算のときに、年４回議会があるが、随時じゃなく、議会があるたびに出していく

とか、タイミングはどうでしょうか。 

○淵本まち整備課長 こちらの補助金については、当初予算のときに２７件分６７５万円を計上

させていただいております。今年度の今までの実績等を踏まえ、最終的に今年度はもう５件分ぐ

らいは追加できるであろうということでこのたび県に要望していくことにしております。県の締

めが秋になっておりますので、このタイミングでの最後の補正ということで考えております。 

○橋本委員長 よろしいか。 

○掛谷委員 はい、よろしいです。 
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○橋本委員長 ほかにございませんか。 

○尾川委員 その上の農業振興費補助金、園芸総合対策事業補助金について具体的に話をしても

らえたらと思う。 

○坂本里海・里山課長 内容ですが、これは岡山県が実施しております園芸総合対策事業補助金

のうち、２９年度から新規にブドウの供給力強化緊急対策事業ということで実施するもので、販

路拡大のために生産力の強化に対する補助制度でございます。県が２分の１を補助するのに対

し、市は１０％の補助金をするということでございます。具体的な内容は、ＪＡ岡山東ブドウ部

会が実施するブドウ棚、非破壊糖度計などを整備する費用に充てるというものでございます。 

○尾川委員 これは新規にということか。今の説明では２９年新規ブドウの供給力強化という、

生産力の向上ということで、今までとはまた違った、要するにエリアというか耕作地というかど

うか、それがふえるということですか、ブドウが。 

○坂本里海・里山課長 新たに県がスタートした事業で、農家がふえるという内容ではありませ

ん。今取り組んでいることに対して補助をするという内容でございます。 

○橋本委員長 よろしいか。 

○尾川委員 はい、わかりました。 

○橋本委員長 ほかにございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 １２、１３ページの財産運用収入について質疑ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 １４、１５ページで繰入金のうち基金繰入金、まちづくり応援基金繰入金に関して質疑ござい

ませんか。 

○星野委員 まちづくり応援基金繰入金ですが、保育園、幼稚園、認定こども園、小・中学校の

非常勤講師の賃金は全てこれで一般財源化されたと思ってよろしいのでしょうか。 

○田原シティセールス推進課長 委員おっしゃるとおりです。 

○橋本委員長 よろしいか。 

○守井委員 どういう理由でこれを組み替えたのか。 

○田原シティセールス推進課長 当初予算を審議していただく中でも指摘がございました。不安

定要素となる財源を恒常的な賃金等に充てることについて検討をいたしました。その後、また次

年度以降のふるさと納税の減少も踏まえ、基金を取り崩すことなく一般財源で対応していただく

ことといたしております。 

○橋本委員長 よろしいか。 

○守井委員 はい。 

○橋本委員長 まちづくり応援基金繰入金、以上でよろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 同じページで繰越金、何かございますか。 
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              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 １６、１７ページ、諸収入のうち雑入で災害共済会共済金等賠償補償保険共済金について質疑

を希望される方おられますか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 同じページで諸収入のうち雑入で消防費雑入。ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 同じ１６、１７ページのうち市債について質疑を希望される方おられませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 これで歳入を終わりまして、歳出に移りたいと思いますが歳入全般で何か質疑漏れはございま

せんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 歳出に移ります。 

 １８、１９ページで議会費。何かございますか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 同じページで一般管理費、総務管理費のうち一般管理費で何かございますか。 

○掛谷委員 ９節旅費、普通旅費２６万２，０００円と１２節翻訳料。細部説明では中国へ行く

お金ということで書いてありますが、市長ほか何人行かれるものか、どういった方が行かれるの

か。翻訳というのは通訳だと思うが、少し詳しく日程もあわせてわかる範囲で教えてください。 

○高見秘書広報課長 日程としては、１０月２５日から２７日の２泊３日を予定しております。

参加者は、市長、秘書広報課職員が１名、まち営業課職員が１名で市からは３名の出席となって

おります。それから、陶友会より１名の御参加をいただくことになっており、あと岡山県日中友

好協会から１名参加、計５名の参加になっております。通訳については、現地での通訳を１名お

願いする予定としております。 

○掛谷委員 これは議長、副議長とか大体そういうところも声がかかったりしていくケースもあ

るが、今回それはなしということですか。 

○高見秘書広報課長 御案内をいただいた時点で議会にはお声がけをさせていただいたところ、

まだそういう協定関係これからという時点でありますので、今回はお断りするというふうなお答

えをいただいておりました。 

○橋本委員長 よろしいか。 

○掛谷委員 はい、結構です。 

○尾川委員 関連ですが、この２６万２，０００円は３名分ということでいいのか。 

○高見秘書広報課長 ３名分です。 

○橋本委員長 よろしいか。 

○尾川委員 １９ページの委託料。弁護士訴訟委託料の内容を教えてください。 

○石原総務課長 弁護士訴訟委託料については、三股地区の裁判終了に伴う委託料でございま
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す。 

○尾川委員 終了に伴う、要するに清算金みたいな感じ。 

○石原総務課長 最終的には最高裁への上告を相手方はされておられましたが、上告不受理の結

果に基づいての委託料ということでございます。 

○尾川委員 結局三股地区の裁判費用はトータルでどのくらいかかっているのか。 

○石原総務課長 まず、着手金として１２万６，０００円、これは第一審のときでございます。

その後、第二審では１０万８，０００円。そして、今回の委託料で２５万９，４８３円でござい

ます。 

○橋本委員長 合計して幾らですか。 

○石原総務課長 ４９万３，４８３円でございます。 

○橋本委員長 ざっと５０万円ですね。 

 よろしいか。 

○山本（恒）委員 今の関連で、大体一くくり一くくりだけど、これは私らが出てきてからずっ

としている。トータルだったらどのくらいになるのか。また、後からでも。 

○石原総務課長 今までのトータルということでございますが、現在、資料を持ち合わせており

ませんので、改めて御報告させていただけたらと思います。 

○橋本委員長 先ほどの約５０万円が弁護士に対して支払った一審、二審の費用でしょう。それ

以外に何か違った部分で費用が発生しているのか。 

○石原総務課長 申しわけございません。ちょっと捉え違いをしておりました。かかる費用につ

いては、先ほど申し上げた約５０万円弱の金額でございます。 

○橋本委員長 よろしいか、山本恒道委員。 

○山本（恒）委員 私らが聞いとる限り、ここへ出てきているのはそれだけじゃろうけど、今ま

でずっと初めから５号水路じゃ６号水路じゃというて、そんなことばあずっともう十二、三年私

らの知っとる限りは言ようたが。世話役やこうでもやめようにやめられんし、ずっと同じ人ばあ

がしょうる。かわってもろうたらええとかなんとかというような話をよう、大昔の話をしたらい

けんのじゃろうけど。ここではそりゃ４５万円かわからんけど。 

○石原総務課長 先ほどの委員御指摘の確認をさせていただけたらと思いますが、かかる費用全

てという意味合いでしょうか。それとも裁判費用ということでの捉え方でよろしいでしょうか。 

○山本（恒）委員 そりゃあもう今までずっとじゃな。東京のほうまで裁判が行き歩いたり、あ

っちやこっち、ようそんな話ばあ聞きょったから、この４５万円だけで済んどんはそりゃあこと

しの分で締めが全部できとんかわからんけど、今までの分のイメージがありますが。 

○石原総務課長 いわゆる三股地区に関してかかった費用という理解でよろしいでしょうか。

今、そういうトータル的なものは手元にございません。また、その中には弁護士への相談費用

等々、いろいろな費用が過去複数年にわたって考えられるとも思いますし、それを全てというの

は少しお時間をいただくようになるのかと思います。 
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○橋本委員長 ちょっと休憩いたします。 

              午前９時５０分 休憩 

              午前９時５２分 再開 

○橋本委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

 ほかに質問はございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ２０、２１ページの総務管理費のうち財産管理費についてございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 同じページの６目の企画費、いかがでしょうか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 同じページの７目支所及び出張所費、ただし１１節の需用費を除いてください。 

○尾川委員 １８節備品購入費の１１９万３，０００円の公用車、吉永支所と書いてあるが、ど

のくらいで更新するのか。 

○金藤吉永総合支所長 この更新については、実はことしの６月に公用車が１台故障して、この

分はエンジントラブルによるもので、修理をするとかなり高くつくということで更新ということ

にさせていただきました。この公用車というのは平成９年式で２０年近くたっており、１８万

４，０５６キロ、８月末現在で乗っており、このたび更新させていただくというものでございま

す。 

○尾川委員 ことし６月にトラブルがあって、８月で１８万何がしかの走行距離。じゃあ、エン

ジントラブルを修理して今も使うて、８月末ぐらいでということですか。 

○金藤吉永総合支所長 この車については修理いたしておりません。 

○尾川委員 ということは、もう使わずに置いとったということですか。 

○金藤吉永総合支所長 この車については、もう８月１日の時点で廃車をさせていただきまし

た。 

○尾川委員 結局もう車を買うとるということですか。これから買うということですか。そこを

はっきり。 

○金藤吉永総合支所長 この補正予算で上げさせていただいておりますので、この車に関する代

替え車はこれから予算が通れば購入ということでございます。 

○橋本委員長 よろしいか。 

○尾川委員 はい、わかりました。 

○掛谷委員 ２２節補償補填及び賠償金、賠償金９６万６，０００円。この細部説明で２つある

ようです。１つは、寒河地内にある支障木の調査中の墓地破損の事故。もう一つが、同月の日生

地内における倒木事故。このあたりもう少し詳しく教えていただきたいということと、これはや

っぱり保険に入っていて、このお金自体は保険を差し引いたものか、どういうお金になっている

のか教えてください。 
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○大道日生総合支所長 まず、寒河の墓園に係る賠償でございますが、これは議案の報告で上げ

させてもらっておりますが、６万５，１０２円。これ、保険で入ります。日生地内の倒木につい

ても保険対応ということで今後、示談等を進めていきたいと思っております。 

○掛谷委員 状況説明をお願いしたんですが。 

○大道日生総合支所長 墓園の事故については、樹木が繁茂しているので見てほしいということ

があったため現地調査を行っていた際に墓標の立っていない区画に入ったところ、入って移動す

る際に縁石を踏んだらその縁石が落ちたということで割れたと。割れて補償するものです。それ

から、日生地内の倒木にいては、７月３１日に風雨もない中、市有地にありました木が倒れ、隣

接する福生寺の観音堂の屋根、白壁、それから中電の電線も切ったことから、隣家の引き込み線

も引っ張ってしまったというような事故がございまして、その補償でございます。 

○掛谷委員 墓地の件は、寒河のはわかりました。２つ目の倒木ですね。これはいわゆる市が持

っている山というかそういうところの部分と思うが、こういったところはたくさんあると思う

が、いわゆる対策はどう考えていこうとしているのか。防ぎようがないと思うところもあるし、

その辺のところはどう今後対策をされるのか、お聞きしときたいと思います。 

○大道日生総合支所長 この土地については、２１ページの委託料で支障木伐採委託料がござい

ます。これがまだ残り３本ほど危険な木があり、これを除去するという委託料が入っておりま

す。そういったことでわかれば事前に対処していきたいということでございます。 

○掛谷委員 わかればということですが、事前にそういう点検というか、そういう情報を得るよ

うなそういう予防策、そういうのも今後考えていかなきゃならないと思うが、そのあたりはどう

思いますか。 

○大道日生総合支所長 全区域確認というのは恐らく無理とは思いますが、隣接地等の情報提供

をいただきながら進めていきたいと思っております。 

○橋本委員長 よろしいか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 同じページで総務管理費のうち９目電算管理費について何かございますか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ２２、２３ページで総務管理費の１７目庁舎建設費で何かございますか。 

○石原委員 ２３ページの１７節公有財産購入費、駐車場購入土地鑑定料とありますが、この駐

車場に関してもう少し場所であったり面積であったり御説明いただければと思う。 

○平田施設建設・再編課長 この公有財産購入費でございますが、新庁舎の建設に伴い駐車場が

不足するということが予想されておりますので、今回その用地の確保のために予算をお願いして

いるものでございます。場所については２カ所予定しており、１つは東片上の４４番地３でござ

います。具体的に言いますと、今ちょうど中銀の向かいに市民センター用の駐車場がございま

す。この隣接地でございます。面積が約５１５平米でございます。もう一カ所ですが、これは庁

舎の北側で、地番が３つございます。東片上の３０５番地、３０５番地１、３０６番地。この３
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筆が一体になっているもので、３つ足した面積が約４１０平米でございます。庁舎の北と言いま

したが、道路を挟んで北側に１つ駐車場がございます。ちょうどその裏のあたりで旧山陽道に面

している部分でございます。 

○石原委員 １３節から下の庁舎にかかる費用で合併特例債が充当されるのがどれの事業なのか

御説明いただければ。 

○河井財政課長 合併特例債が充当される事業については、委託料、工事請負費、公有財産購入

費の３つになろうかと思います。 

○石原委員 ここら辺のを足し算したら地方債の９，１３０万円よりちょっとオーバーするの

で、どれかが非該当かなという思いでお見受けしたんですけど。 

○河井財政課長 委託料９１７万７，０００円と工事請負費５，９８９万４，０００円、それか

ら公有財産購入費２，７１０万円。これ全て足しますと９，６１７万１，０００円でございま

す。充当率９５％でございますので９，１３６万２，０００円で、６万２，０００円の端数の起

債は借りられませんので９，１３０万円という起債の見込みを立てております。 

○橋本委員長 よろしいか。 

○石原委員 はい。 

○橋本委員長 ほかにございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ２６、２７ページの監査委員費で何かありますか。 

○尾川委員 監査委員の事務局共同設置負担金１７万４，０００円、詳しく説明してください。 

○正富監査委員事務局長 これは人事異動によるもので、給料がマイナスの１２万９，０００

円、扶養手当がプラスの３万６，０００円、管理職手当がマイナスの２４万円、児童手当がプラ

スの２８万円、時間外勤務手当がプラスの３１万１，０００円、期末勤勉手当がマイナスの１６

万９，０００円、共済費がプラスの１０万５，０００円、退職手当組合負担金がマイナスの２万

円、合計で１７万４，０００円でございます。 

○尾川委員 それで、負担金ということで例えばその中の手当とか今、分類されたが、そういう

表記は、私もちょっとこの辺の予算書の詳細は、書き方というか記入方法はわかりませんが、そ

のあたりは、今、説明があったような記入というのはどんなんですか。 

○正富監査委員事務局長 これは瀬戸内市のほうで予算化されているもので、その差し引きを負

担金として出し入れをするという意味でございます。 

○尾川委員 これは結局、人事異動というのが備前市の人事異動対象者でないということになる

のか。全体で考えるということですか。 

○正富監査委員事務局長 この負担金にあらわれるものは備前市の職員だけのものでございま

す。 

○尾川委員 ですから、備前市の人でしたらそういうふうに明細を書いたほうがいいと思うが、

それはこういうルールでこういう負担金ということでざっくりでいくという申し合わせになっと
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んですか。 

○正富監査委員事務局長 共同設置契約にのっとって処理させていただいておりますので、よろ

しくお願いします。 

○橋本委員長 よろしいか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ３２、３３ページの労働費のうち労働諸費について質疑を希望される方おられますか。 

○尾川委員 労働諸費の和気地区雇用開発協会負担金の面接会というふうに説明が書いてあった

が、これが補正となった理由、当初からこういう計画でどのくらいの負担率になっとんですか。 

○芳田まち営業課長 協会から７月の中旬ぐらいに面接会をやりたいということで御協力いただ

けないかということで今回の補正予算に計上させていただいております。負担ですが、備前市、

赤磐市、和気町、和気地区雇用開発協会がそれぞれ４万９，０００円掛ける３市町分ということ

で負担をさせていただいております。それに伴い、昨年はなかったが、今回、平成３０年３月に

平成３０年度就職活動者向けの企業説明会も実施したいという申し出があり、これも備前市、赤

磐市、和気町で、これについては岡山市内で実施いたしますので会場料等が高くなっており、７

万円のそれぞれ負担ということになっております。 

○尾川委員 冊子は出しているのか。 

○芳田まち営業課長 今、ポスターとチラシを作成中であります。 

○尾川委員 私の言よんのは冊子を、企業紹介みたいな冊子とか地域の説明をして、その効果が

どうかは私らもようわからんのですけど、ただよそがやりょうるからというんじゃねえんです。

結構細かい、赤磐市はたしか独自でつくっとると思う。だから、そのあたりを手がけていかん

と、子供たちにＰＲしていくためには。ただおつき合いで負担金を払うだけじゃなしに、もっと

前向きで備前市のほうへ、もう労働力が足らんというのはあんたらもよう知っとると思うけど、

そういう動きをぜひしてもらいたいと思います。 

○芳田まち営業課長 委員御指摘のことを検討させていただきたいと思います。 

○橋本委員長 よろしいか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ３２から３５ページまでの間で農林水産業費で第１項の農業費、第２項の林業費から質疑を希

望される方おられませんか。 

○守井委員 ３３ページの負担金補助及び交付金で農作物獣害防止施設設置補助金、実施に伴っ

てふえてきたということで、どのくらいを増加するように見込んでいるのか。 

○坂本里海・里山課長 農作物獣害防止施設設置補助金、当初予算で２００万円組んでおりまし

たが、今、要望が全部出そろい、実際に実施するのは三国地区が１，０００メートル、加賀美地

区が１，３５０メートル、佐山地区が９００メートル、以上の整備を支援するために２１万７，

０００円を今回、補正計上しております。 

○橋本委員長 よろしいか。 
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○山本（恒）委員 今の関連ですが、潰す機械はもう正常にいきだしたのか。 

○坂本里海・里山課長 ２週間ほど前まで試験運転をしておりまたが、先週ぐらいから実際に稼

働しております。 

○橋本委員長 よろしいか。 

○石原委員 同じところで、一番下の力強い経営体育成対策事業補助金の概要について御説明い

ただければ。 

○坂本里海・里山課長 この力強い経営体育成対策事業補助金も岡山県が実施しております水田

農業の振興の一環で、２９年度から新規にスタートした事業でございます。中山間地域で経営体

の規模拡大や経営の多角化等に必要な機械の導入に対する補助制度でございます。県が３分の１

以内の補助で、市が１０分の１と。事業内容については、法人のトラクターの導入に対する補助

金でございます。 

○石原委員 歳入のところで県からの補助金１４０万円あっての１８２万円の事業だと思うが、

さっきの説明の県の３分の１というのはどう捉えればいいのでしょうか。 

○坂本里海・里山課長 全体事業費の３分の１を県が補助して、その残ったものを市が１０％と

いうことでございます。 

○橋本委員長 ほかにございませんか。 

○掛谷委員 農地費の１３節委託料の耐震診断調査委託料５００万円、ここは調査委託ですが、

この本事業にかかるといったら相当な額ではないかと思うが、調査委託してみなきゃわからない

と思うが、この城ヶ畑下池というのはどの地域になるのか、どれぐらいの大きさなのか。これは

補助金も県からあるいは国から出ていると思う。補助率、実際どれぐらいの事業費になっている

のかわかれば教えていただきたい。 

○坂本里海・里山課長 城ヶ畑下池は吉永町の加賀美にある池で、貯水量が３８万５，０００立

米、堤の高さが１７メートル、延長が６１メートルと大きな池でございます。今回ボーリング調

査ということで委託料を出させていただいておりますが、これは以前、平成２５年度に実施した

農村地域防災減災事業というもので耐震性の調査をしております。その調査結果をもとにして改

修計画を立てておりましたが、県の指導により追加してボーリング調査をしてはどうかという提

案がございました。なぜするのかといいますと、このボーリング調査の結果をもとにしてより詳

細な解析をして、経済的かつ安全な工法を選択したいということで今回上げさせてもらっており

ます。本来３２年度に改修計画を設けており、その全体事業費としては３億２，０００万円とい

う大きなものでしたので、経費を削減を図りたいということで今回ボーリング調査を追加する予

算を上げさせていただいております。 

○掛谷委員 これは、何か経費を節減、いわゆる耐震補強なり、そういう事業費が３億２，００

０万円要るのが高過ぎて、それをボーリング調査したら大丈夫だったら事業費を削減するために

わざわざこれをやると。結果によってそういうふうにすると。経費節減のためのボーリング調

査、そういう回答でよろしいですか。確認です。 



- 11 - 

○坂本里海・里山課長 委員のおっしゃるとおりでございます。 

○橋本委員長 よろしいか。 

○掛谷委員 はい。 

○守井委員 この間の一般質問でもあったが、要するに池の耐震診断を行って改修しなければな

らない池はありませんでしたという報告をしていたが、それはどうですか。 

○坂本里海・里山課長 たしか一般質問では緊急性の高いというのをつけ加えており、実際にし

なくては、将来的に必要なところはあります。もう漏水なんかして緊急性の高い池はなかったと

いうことで答弁したと思います。 

○守井委員 この城ヶ畑下池というのが結局、調査をやれば緊急性はないが将来的には耐震修繕

をやらなければいけないということになっておったということですか。何年度の調査でそれ、先

ほどちょっと言よったんですけど、昨年ですか、一昨年ですか、調査は。 

○坂本里海・里山課長 調査時点は平成２５年度です。 

○守井委員 この池は物すご大きな池で、上と下がセットになっている関係があって、八塔寺川

流域全部のもとの原水の池になっているので、平素から注意深くよく見ていただいて、直さなけ

ればいけないものは早目に直していただくということでよろしくお願いしたいと思います。 

○橋本委員長 答弁は要りますか。 

○守井委員 いや、結構です。 

○橋本委員長 ほかにございませんか。 

○尾川委員 関連ですが、耐震診断をほかの池もやったと思うが、その結果はどのような扱いを

されているのか。議会に一々報告という意味じゃなしに、しかるべき地区とかそういうところへ

報告して対応というのは進めているのか。例えば大ケ池なんかいつだったか大分やりょったの見

とんじゃけどね。その結果はどういうふうに処理されとんかな。やっただけでそのままになっと

んかどうかというのを聞きたい。 

○坂本里海・里山課長 一般質問でもあったと思いますが、この調査する対象になるのが１５池

ございまして、昨年までに５つの池をやっております。その結果については一般向けには公表は

してないですが、これについては全部ハザードマップをつくるような計画でおりますので、その

際、状況を報告しながら、将来的に改修が必要であれば地元へ説明していきたいというふうに考

えております。 

○尾川委員 ハザードマップをつくるまでは一般には公開せんということですか。それまでどの

くらい時間をかけるつもりですか。 

○坂本里海・里山課長 ハザードマップの作成は、できれば今年度と来年度にかけて全部済ませ

たいと思っております。協力していただいた水利組合とか池の管理者には説明をしているという

ふうには聞いております。 

○尾川委員 要するに関係者には実施した昨年の５カ所については明確にというか、もう説明を

されておるわけですね、状況は。確認ですけど。 
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○坂本里海・里山課長 私が引き継ぎを受けた中では全部連絡しているとは聞いております。 

○橋本委員長 よろしいか。 

○山本（恒）委員 関連ですが、うちらのほうもここでコンサルが入って長谷の上池ですか、や

ってくれようりますけど、中山間の。１００年ぐれえもつような池をするいうて、そんなもんは

４０人ほどしか参加する者がおらんいうて。言よることがもう四、五年たったらやめるからとい

うたら、３００万円も４００万円も負担金を払わんといけんからわしゃやめる言うんか、そこら

周りをぴっちり担当のほうで話をしてくれとかなんだら、地域は災害になったら困るから、そこ

ら周りも話をええように詰めてしてくれなんだら、今のうちはこういうふうにここの金でやって

くれるからええけど、工事に入ってきたら負担金が何百万円というていうからね。その時分にな

ったら早もうするというたって、うちつくらんからいって割り勘払わんところがでえれえ多いか

らね。そこらも今後よろしゅうお願いします。 

○坂本里海・里山課長 長谷の池の話だと思います。別メニューの中山間地域総合整備事業で今

年度からいろいろ調査しており、その分についてはその地震とは異なって補助率はちょっと高い

ですが、市と地域と合わせて１５％ぐらいの負担の要る事業で、実際に工事に取りかかる際には

受益者負担金ということでまたお願いすることとなりますので、その際はぜひ御協力をお願いい

たします。 

○山本（恒）委員 それに対してよう地域にお金が要りますよというのだけ、今はただでしてく

れるからええ、ええと言よるけど、負担金がどさっと１反当たり２０万円ですというたりした

ら、そこらだけ後の折り合いをもう近いうちにコンサルが出て答えが出てきたらまた話が起きて

くるでしょうが、そこらをよろしくお願いします。 

○坂本里海・里山課長 受益者負担金の話、なるべく早い時期に地区におろせるように頑張りま

す。 

○橋本委員長 よろしいか。ほかにございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ３４から３７ページの商工費について質疑を希望される方おられませんか。 

○掛谷委員 ３５ページ、商工振興費の負担金補助及び交付金、住宅リフォームの助成金５，９

００万円今回ついております。当初は３，５００万円だったかな。記憶がはっきりしませんけ

ど、トータルが幾らになるのか、それとこれは何世帯分のものを今回上げているのか。 

○芳田まち営業課長 当初予算については３，６００万円、今回５，９００万円で総合計９，５

００万円です。補助金の世帯数ですが、前回、８月に委員会にも提出させていただいております

が、当初の予算時点で約８０件、７９件でほぼ当初予算額を満額という補助率になっておりま

す。そうした中で今回、補助率、あわせまして上限額も変わっており、世帯数ではなく昨年度８

月以降出てきた件数の１．２８倍をさせていただき、その数字で今回補正させていただいており

ます。ただし、この８月以降既に５０件強の問い合わせがあり、まだ予算がございませんので保

留という形をとっております。まだ今後もこの補正予算が通過すればふえてくるのではないかと
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いうことで、当初予算以上の件数が見込まれると担当のほうでは考えております。 

○掛谷委員 今、数字的にはっきりしているのが７９件プラス５０件、１２９件が確定で、まだ

ほかにもふえてくると。教えてほしいのは、この５，９００万円で打ち切るよと。打ち切るとい

うのが、こういう条例で平成２９年度もやっているので、出れば出るほどもちろんこれは制度と

いうか事業をやっていかなきゃならないと思う。５，９００万円というのは、これはもう将来分

は含まれたものなのか、いやいや、もうこれ５，９００万円は使うよというものなのか、その辺

はどうでしょうか。 

○芳田まち営業課長 当然今回の補正予算５，９００万円は、全部申請が来て交付決定が行える

のはないかという中での積算で上げております。先ほど委員がおっしゃられたようにもっと申請

がふえてくれば１２月補正でのぎりぎりの対応も考えなければいけないかなとは思っております

が、以前委員会でもお話がありましたが、補助率と上限額を含め今回監査の指摘の中で耐震化と

いうことで、この制度自体の見直しを来年度していきたいというお話もありましたので、今年度

についてはなるべく補正で対応しながら申請については全てこうしていきたいという考えは持っ

ております。 

○掛谷委員 わかりました。駆け込み需要があるかわかりませんので、大変大きな額にもなると

うれしいやら悲しいやら難しいと思います。しっかりと市民サービスに応えるようにいい制度に

していってください。要望をしときます。 

○橋本委員長 ほかにございませんか。 

○守井委員 住宅リフォームの関係で監査委員から報告を受けている点があると思うが、それと

の調整の話はどうですかということを、補強していくのか、それはそれとして監査委員の意見と

して置いておくというようにしておくのか、そのあたりどのように考えているのか。 

○芳田まち営業課長 監査委員の御意見をいただき、担当係長で例えば耐震化の補助であったり

空き家対策とか新築補助であったり住宅に関する補助について統一した継続的にこれからもでき

る制度にならないかということで既に協議は進めているところでございます。 

○守井委員 耐震化ももちろんしていかなきゃいけないと思うので、住宅リフォームも利用者が

多いということで、それを制限するという形でなくどんどん伸ばしていかなければいけないとい

う形ではありましょうが、そういう問題もあるということを喚起しながらリフォームをやってい

ただくということを市民の方に徹底していただければと思いますが、その点はいかがでしょう

か。 

○芳田まち営業課長 そういった制度改正も含め周知をしていきたいと思います。 

○橋本委員長 よろしいか。 

○守井委員 はい。 

○橋本委員長 商工費については、もうよろしいですか。 

○尾川委員 ３７ページの有料道路通行料に関連してお聞きしたい。４万４，０００円でどうい

うところへ、六古窯サミットということでどの程度行くのかということと、運転者の資格という
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か運転許可とか、高速道路を長距離どの程度、４万４，０００円といったら大したことないかも

わからんですけど、その辺の考え方を聞かせてください。 

○田原シティセールス推進課長 １２月に行われる六古窯サミットへ行く際の越前町までの往復

の通行料、それと日本遺産の関係の活用会議等で常滑へ行く際の通行料を上げております。六古

窯サミットが２万８，０００円、常滑へ行く際の会議の通行料を１万６，０００円としておりま

す。六古窯サミットに関しては、市長、室長、シティセールス推進課から４名が参ります。あ

と、常滑に関しても３名程度予定をしております。特に資格ということはないですが、運転でき

る者が交代しながら疲れの出ないように安全運転で行ってまいりたいと考えております。 

○尾川委員 総務課長に聞きたいが、このあたりの管理、安全運転管理者を誰がしているのか、

市長がしているのか知らんよ。その辺誰でも彼でも運転させて事故があっても市の責任になる。

免許証を持っとりゃ資格があるけど、一般会社だったらある程度の距離とか場所とか適性という

のをある程度見る、普通は。そんな不細工なのは誰もおらんのかわからんですけど、そのあたり

管理やらにゃあ。誰でも彼でもそれは適当に運転しているという、道順にしてもそうやしね。そ

の辺どういうふうに考えとんかな。 

○石原総務課長 先ほどの委員の御指摘のとおり、適性を見ながら当然健康管理はもちろん大前

提でありますし、職員に過度な負担がかかるようなことのないように適正な運転というのはもち

ろん心がけていかなければならないと思っております。考え方としては委員御指摘のとおりであ

るというふうに思っております。 

○尾川委員 具体的に平生から管理せなんだらおえまあ、日常管理、運転を。業務用の。その辺

を少しは総務課長としてタッチしとんですか。 

○石原総務課長 庁舎内それから市全体、施設も含め運転管理者を設置しております。その管理

者のもとで適切に車両の点検、当然運転に際しての注意義務、そういったことの指導を徹底して

いるというのが組織としての取り組み状況でございます。 

○尾川委員 よう関心持ってもろうて、事故があってからじゃ遅えから。それからお金を安くし

て４人とか５人、車で行ったほうが安いのか、４人で行くのかよう知らんけど、ある程度の距離

についてはきっちりＪＲを使うとかそういう方策を、バンで行って備前焼を持っていくんじゃと

いういろんな形があると思うが、それと一遍に行けば安くつくというそういう安易じゃなしに、

きちっとした形で管理しながらやってもらいたいと思う。銭金じゃねえからね。その辺もよう総

務課長が関係者に今、各所に安全運転管理者がおると、そやけど、市として全体の取りまとめを

誰かせなんだらおえんじゃろう。 

○石原総務課長 ただいまの御指摘を踏まえ、当然事故であるとか負担がないように適切に取り

組んでまいりたいと思います。 

○橋本委員長 よろしいか。 

○森本委員 ３５ページの観光費の旅費、細部説明で県と共同で実施する備前焼の販路開拓事業

の詳しい事業内容と職員の方何名行かれるのか教えてください。 
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○田原シティセールス推進課長 平成２９年度備前県民局共同による地域づくり事業として、備

前焼の機能性を生かした新商品づくりと販路開拓事業というものが実施されます。こちらのほう

に職員が２人で伺うことになっております。また、岡山県マーケティング推進室が行うとっと

り・おかやま新橋館でのビールと備前焼のイベント、こちらのほうには職員が１名行くようにな

っております。 

○森本委員 新商品の開発とか言われたが、備前焼で陶友会の方とかは行かれるのか。 

○田原シティセールス推進課長 備前焼の販路拡大、商品づくりの関係に関しては、備前焼の陶

友会所属の作家が２名参加される予定です。 

○橋本委員長 よろしいか。 

○森本委員 はい。 

○橋本委員長 ほかにございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ３６から３９ページで土木費、項は第１項から第６項まで全部を対象としたいと思います。 

○星野委員 ３６ページ、道路新設改良費の測量調査設計等委託料１１０万円。これは多分伊里

駅前の土地鑑定料だと思うが、伊里駅前のロータリー化と駐輪場の移設に関する予算だと思う

が、これすぐにでもできるように聞いていたが、いつごろ完成しそうですか。 

○淵本まち整備課長 道路新設改良費の委託料ですが、１１０万円については未登記の市道の用

地の測量であり、伊里駅前のものではないです。 

○星野委員 伊里駅前の土地鑑定料はどこに当たるのか。 

○淵本まち整備課長 土地鑑定料については、その上の役務費の手数料１３万円が伊里駅前の土

地の鑑定料となっております。 

○星野委員 伊里駅前のロータリー化と駐輪場の移設の工事完了というのはいつごろになりそう

ですか。 

○淵本まち整備課長 このたび、この鑑定でＪＲの用地の鑑定を行います。その後、改めてＪＲ

と用地交渉を行うこととなりますので、申しわけないですが現時点でいつというのは申し上げに

くいです。 

○橋本委員長 ほかにございませんか。 

○山本（恒）委員 今の関連ですが、予算も３年ほど前から２年ほど流すばあして、今になって

ＪＲがＪＲが言うて、もうちょっと伊里のことも前向きに進めてもらえるようにぜひお願いしま

す。 

○橋本委員長 要望でよろしいですか。答弁を求めますか。 

○山本（恒）委員 はい。 

○淵本まち整備課長 このたび、ＪＲから用地買収に応じるということでの鑑定料の委託ですの

で、今後は進んでいくと思っております。 

○橋本委員長 よろしいか。 
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○山本（恒）委員 よろしくお願いします。 

○橋本委員長 ほかにございませんか。 

○掛谷委員 土木費の都市計画総務費の中の１３節委託料の測量調査設計等委託料７２万４，０

００円。細部説明では旧日生病院解体撤去に係る事後調査について家屋所有者から申し出があっ

たことに伴う調査委託料。わかったようなわからんような、どういう背景でこういうことになっ

ているのか詳しく教えてください。 

○淵本まち整備課長 旧日生病院が解体された後、平成２９年１月、隣接の地権者の方からどう

も家のほうにひびが入っているようだということでの申し出がありました。その後、職員のほう

でいろいろ調査したり協議をしたりしてきましたが、御納得いただけないということで事後調査

ということでコンサル業務として外注をかけてきちっと専門家に判定していただくための予算で

ございます。 

○掛谷委員 内容はわかりましたが、その結果においては市が不利益をこうむる場合があったら

それもやらなきゃならない。その判定結果を待っての後は対応ということで、それを見るしかな

いということですよね。いつごろわかるのか、これは。 

○淵本まち整備課長 もし本予算が通過したらコンサル業務として発注して、おおむね年内には

業務は終わるのではないかと思っております。 

○掛谷委員 これはコンサルで済ます問題でもう打ち切りというふうな、仮に地主のほうが、地

主というか訴えている側が勝ったらそこでお金を出してやるぞという決着がつくのか。恐らく裁

判にはならないと思うが、その辺の考え方はどうでしょうか。 

○淵本まち整備課長 病院の解体業務については、工事着工前に事前にコンサルタントを入れて

事前調査を行っております。それと比較しての事後調査となりますので、事後調査の結果として

やはり影響が出ているということが判明した場合はそれなりの補修による対応が必要になると考

えています。 

○橋本委員長 よろしいか。 

○掛谷委員 よろしいです。 

○森本委員 そしたら、事前調査でこの家屋の方は何か対象というか何か上がっていたんです

か、そのひび割れの部分。全くなかったんですか。 

○淵本まち整備課長 個別にはわからないですが、当然事前調査の段階で工事着工前でも建物年

数たちますと多少のひび割れとかは入っておりますので、それが事前調査と変わってなければ解

体による影響はない。ただ、それが大きくふえていたりすれば解体による影響が出ているという

ふうに恐らく判断されると思います。 

○森本委員 担当の方は一応ごらんになっているんですよね。どう思われますか。 

○淵本まち整備課長 一応担当は見ておりますが、なかなか担当の意見だけでは御納得いただけ

ないというところがございますので、このたび専門の方に入っていただきたいということでの予

算でございます。 
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○橋本委員長 よろしいか。 

○森本委員 わかりました。 

○橋本委員長 ほかにございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ４０、４１ページの消防費について何かございますか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ４６、４７ページの予備費、何かございますか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、総務産業委員会所管の部分の補正で所管別の補正予算で歳出全般にわたりまして。 

○山本（恒）委員 今、八木山のコーナンの西側を開発しょうりますな。コーナン石油の前の八

木山の団地をつくるような、４段ほどじゃったのを５段ほどにして。啓和の工場ができるんじゃ

ねえん。もうむちゃくちゃこのあたりまだ池が真っ茶色になっとる、閑谷のほうが一番濁って、

閑谷川が出るのにから伊里がまだ濁っとる。もうむちゃくちゃしとる。大雨がどっと降って、全

部あれ山を切って４段ほどにしたからか知らんけど、まんが悪かったんか。ありゃあ水利が今度

言うてくれいうて、市へ。そりゃ環境かわからんけど。そやけど、開発がまちづくりのほうへも

出てくるんじゃねえん。用地を段々にしょんよ。そこら周りはどんなですかな。 

○橋本委員長 山本委員、この補正予算と何か関係しますか。関係なし。 

○山本（恒）委員 はい。 

○橋本委員長 関係なしということで特別な分ですが、ただいまの分で答弁できますか。特別に

認めますが。答弁できますか。 

○淵本まち整備課長 確かにまち整備課に書類は出てきております。当然確認はいたしておりま

すが、今回たまたまかなりの量の雨が降ったということでそういうことが起きているのではない

かと思いますが、業者にはお願いしたいと思います。 

○山本（恒）委員 済いません、ありがとうございました。 

○橋本委員長 ほかに。 

○守井委員 全般的なところですが、ふるさと納税が減っていくというようなことで、ふるさと

納税からの、先ほどもありましたが一般財源化のほうにかえるというようなこともあったが、住

宅リフォーム事業については反対にまちづくり応援基金からということで、そのあたりはどんな

んですかね。ふるさとづくり応援基金からの運用はだんだん少なくなっていくからというような

ことでいろんな事業を考えておると思うが。全般的なところはどんなですか。 

○田原シティセールス推進課長 今回の繰入金減については、先ほども申し上げましたが、恒常

的な賃金等に関しては取り崩すのをやめて一般財源としました。当初予算でリフォームの関連に

ついてはふるさと納税で充当しておりましたので、その分で使うということで充当いたしており

ます。 

○守井委員 今後もその継続的なふるさとづくり応援基金で今やっている事業はそのままやって
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いこうという考えであるというようなことで理解しておけばよろしいでしょうか。 

○田原シティセールス推進課長 私どもと財政課で基金の状況を見ながら適切に判断していきた

いと思います。 

○橋本委員長 ほかにございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 以上で総務産業委員会所管の部分の歳入歳出の質疑を終わります。 

 説明員入れかえのために暫時休憩をいたします。 

              午前１０時５２分 休憩 

              午前１１時０２分 再開 

○橋本委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

 次は、厚生文教委員会所管の部分でございます。 

 歳入から行きたいと思いますが、１０、１１ページ、国庫負担金と国庫補助金、この中で質疑

を希望される方。 

○森本委員 １０ページ、教育費国庫補助金の学校管理費補助金でへき地児童生徒援助費等補助

金、細部説明ではスクールバス購入になっていますが、どこで使うのかと、補助金の補助率とバ

スの購入総額を教えてください。 

○大岩教育総務課長 この３月に神根本で起こりましたスクールバスの事故ということで廃車に

なりましたので、その代替えの車です。三国から吉永中学校、小学校と行く便でございます。補

助率ですが、車体本体価格２４８万９，４００円の２分の１で１２４万円計上させていただいて

おります。 

○橋本委員長 ほかにございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 １２、１３ページで県負担金と県委託金の中で質疑を希望される方。 

○守井委員 １３ページで学校活性化モデル事業委託金という形で全小学校、中学校にやるとい

うことですが、学校活性化モデル事業といっているが、これはどんな形の事業をやっているので

しょうか。 

○眞野小中一貫教育推進課長 県の事業でして、特色ある学校づくりを進める市町村内の小・中

学校を指定し、小規模校の活性化や小中一貫教育の導入等、学校を活性化する効果的な取り組み

の研究を行い、その成果を県下に発信、普及することで魅力ある学校づくりを促進するという趣

旨の事業でございます。 

○守井委員 具体的にはどんなことをやるのでしょうか。 

○眞野小中一貫教育推進課長 具体的には、備前市ではこれまで小中連携を行ってまいりました

が、より進化、統合した小中一貫教育のあり方を研究するということで、全中学校区にそれぞれ

の課題に応じた取り組みを考え、実践していくことを支援するという事業でございます。 

○守井委員 要するに小中一貫の事業について補助金が出たという感じに捉えとっていいわけで
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すね。 

○眞野小中一貫教育推進課長 そうでございます。 

○橋本委員長 ほかにございませんか。 

○尾川委員 今の関連で、小中連携の６０万円というのは何に使うんですか。小中連携と一言で

言うんですけど、具体的に何をしようとしとんですか。 

○眞野小中一貫教育推進課長 内訳でございますが、各中学校区で勉強会をするときの講師謝礼

とか、あと先進地に視察するときの旅費、あとはアンケートをとるときの消耗品代、あと食料

費、お茶代とかでございます。 

○尾川委員 先進地視察いうて今さらまだそんなことをするわけ。船が出とんじゃねえん、も

う。 

○眞野小中一貫教育推進課長 伊里中学校区ではもう開校しておりますが、ほかの中学校区はま

だ準備が整っておりませんので、実際に現地を見て勉強することが一番の刺激になると思ってお

ります。 

○尾川委員 先進地といったらどこらが先進地ですか、イメージがあるでしょう。 

○眞野小中一貫教育推進課長 よく聞かれるところで広島県の三原市へ去年は行かせていただい

たりしました。 

○尾川委員 文教の範疇かもしれんですけど、三原市いうて結局備前市と同じような形のものを

しとるところを見に行くわけですか。それと、誰が見に行く予定ですか。 

○眞野小中一貫教育推進課長 事務局も参らせていただきますが、学校の先生が１校に１人ぐら

いは行かせていただく予定にしております。 

○橋本委員長 ほかにございますか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 １４、１５ページで特別会計繰入金と基金繰入金で質疑を希望する方おられますか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 １６、１７ページで雑入で弁償金と災害共済会共済金と民生費雑入について質疑を希望される

方おられますか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、この厚生文教関係で歳入全般で何か質疑漏れはございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでございますので、歳入を終了して歳出に移りたいと思います。 

 歳出２０、２１ページの総務管理費で支所及び出張所費のうちの１１節需用費について質疑を

希望される方おられますか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ２０から２３ページの地域振興費で質疑はございますか。 

○守井委員 ２３ページで離島住民定期船医療補助金が新たにできるということですが、これは
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どういう理由でどういう事業の内容か教えていただきたいと思います。 

○杉田公共交通課長 １０月からの定期航路の再編に当たり、鴻島及び大多府島の住民の方を対

象に定期船を市営バス料金の２００円と同一料金で利用できるようにするため、通常料金との差

額部分を市が負担するものになります。 

○守井委員 対象人員とかこの予算の内訳は。 

○杉田公共交通課長 鴻島の方については、予算上５２人の方が週に１回往復するという想定で

６カ月分を組んでおります。計算としては、３１０円から２００円を引いた金額、それに回数分

を掛けております。続いて、大多府島ですが、７１人の方が同じく週に１回日生を往復すると考

え６カ月分、金額にして普通料金の６１０円から２００円を引いた金額を掛けたものを計算して

おります。 

○守井委員 その補助金はどういう仕組みで支払いするような形になるのでしょうか。 

○杉田公共交通課長 運航事業者に直接お支払いするようになります。 

○守井委員 実態に合わせてという形で人数の確認なんかを行って運航者に支払うということで

すか。 

○杉田公共交通課長 支払い方法については、島民の方に島民カードというものを発行します。

その島民カードを乗船されたときに見せていただき、それで確認をしていただくようにしており

ます。 

○橋本委員長 ほかにございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ２０から２３ページのうち総務管理費の１１目地域振興費について質疑を希望される方おられ

ませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ２２から２５ページのうち徴税費についてございますか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ２４、２５ページの戸籍住民基本台帳費、何かございますか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ２４、２５ページ、４項の選挙費について何かございますか。 

○守井委員 選挙費の関係で衆議院がやるというようなことになっとんですけど、予算的にはど

ういうぐあいの運用をしていくのか。 

○今脇市民生活部長 最終日に補正を上げさせていただこうと思っております。 

○橋本委員長 ほかにございますか。 

○尾川委員 戸籍住民基本台帳費の賃金で臨時雇い賃金が１５１万円あるが、この辺の説明をし

てもらいたいと思う。 

○今脇市民生活部長 ７月１日付で市民窓口課におりました職員が税務課に異動いたしました。

それにかわり臨時職員を吉永総合支所からかわってきていただいたということでございます。 
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○尾川委員 臨時雇いになるんじゃろうけど、吉永から臨時の人の身分の人をこちらへ配置がえ

したということか。 

○今脇市民生活部長 そのとおりでございます。 

○橋本委員長 ほかにございますか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ２６、２７ページの社会福祉費について何かございますか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ２６から２９ページのうち民生費のうち２項老人福祉費に関して何かございますか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ２８、２９ページで民生費のうち３項児童福祉費、２目児童福祉費と３目ひとり親家庭等福祉

費と５目児童福祉施設費、この中から何か質疑を希望される方おられませんか。 

○尾川委員 病児保育のことで委託料を負担金にするというふうなことを書いてあったが、この

あたりの考え方と、それから補正を組むということはどういう状況ですか、内容は。 

○藤田子育て支援課長 病児保育の委託料から負担金補助及び交付金に振りかえさせていただい

た理由については、昨年の８月から瀬戸内市にある小児科医へ委託して病児保育を行っていた経

緯があります。今年度になってからいろいろと県の指導もございまして、瀬戸内市にあるんだか

ら瀬戸内市と備前市が協定を結んで瀬戸内市を通して委託先の小児科医へ支払いをするというふ

うなことに変わり、市と市の協定上、市に支払うので負担金にさせていただいたということでご

ざいます。 

○尾川委員 病児保育は伊部の小児科の先生が担当するようにこっちはそう理解しとったんです

けど、瀬戸内市の牛窓の小児科医とそういうまだお願いはしとるわけ。その理由を聞かせて。 

○藤田子育て支援課長 先行して牛窓にある小児科医へ昨年の８月から、その院長が非常に病児

保育を進めている方で、全国的にも役員とかをされているということでございます。それで、牛

窓にある小児科のほうへ、牛窓と岡山にありますが、そちらのほうへ委託して行っていまして、

ことしの５月から伊部保育園で病児保育を始めたという経緯でございます。今年度についても引

き続き利用者が瀬戸内市の牛窓にあるその小児科医へ勤務されたりそちらのほうが近かったりす

るような保護者の方の利用がございますので、引き続き２カ所で行っているということでござい

ます。 

○尾川委員 今年度になってからどのくらいの利用率というか、病児保育を受けるというかお願

いをする人というのはどのぐらいの子供の数がおられるのか。 

○藤田子育て支援課長 今、資料が手元にないので何とも言えませんが、８月末でたしか牛窓の

ほうは１０件程度だったと思います。伊部でも８件程度だったと思います。 

○橋本委員長 ほかにございませんか。 

○掛谷委員 今の関連ですが、これはあくまでも医者が熱心におやりになっているからそのとこ

ろに乗っかって事業をさせていただいているというようにとります、当然。これはそういうもの
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ですか。例えば瀬戸内市にたまたまいるからそうなので、備前市にはそういうことができること

はできないですか、こういう病児保育事業の先生を備前市は備前市でそういうことができないの

かという素朴な疑問です。今できとんでしょうが、できないからそっちになっとんでしょう。そ

ういう力を入れていく考えがないのではないかなと。何か事情がそんなに難しいわけですか。そ

こが気になっているんです。 

○藤田子育て支援課長 今後については、公立の病院で実施したいということで今検討しており

ます。 

○掛谷委員 公立の病院ということは備前病院がその対象病院と考えてもいいですか。 

○藤田子育て支援課長 そうでございます。 

○田口委員 関連で、例えば備前市内の保育園、体温が何度以上あったら預かれんように規則で

はなっとんでしょうか。 

○波多野幼児教育課長 各園により危機管理マニュアルを作成しておりますが、基本的にはもう

３９度以上ありますと保護者の方に連絡をして引き取っていただくか病院のほうに行っていただ

くかしております。 

○橋本委員長 ほかにございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ２８から３１ページの児童福祉費で保育・幼稚園費と幼保一体型施設整備費の中で質疑ござい

ませんか。 

○森本委員 ３１ページの備品購入費、この詳しい内容と金額を教えてください。 

○波多野幼児教育課長 この施設整備備品は、伊部に建設する予定の認定こども園の施設整備と

いうことで、園庭の遊具等、それから園内の備品に関するものでございます。伊部の認定こども

園の工事が延びたため、この金額は３０年度に回させていただく予定にしております。 

○森本委員 ちなみに園庭の遊具はどれぐらいで、園内の備品がどれぐらいかわかりますか。 

○波多野幼児教育課長 これはあくまで予定でございますが、吉永の際には約３，５００万円を

備品代に使っております。伊部の場合は、ある程度遊具等も残っている、使える物は当然使わせ

ていただくということで、今のところですが中が約２，０００万円、外が約６００万円程度と今

試算しております。 

○橋本委員長 ほかにございますか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ３０、３１ページで民生費のうち生活保護費について何かございますか。 

○山本（恒）委員 今、備前市では生活保護を受けられとる人は何名ぐらいおられるのか。 

○丸尾社会福祉課長 現段階では２５０名の方が生活保護の対象となっております。 

○山本（恒）委員 どれぐらいの程度でふえていくような感じになっとんですか。 

○丸尾社会福祉課長 平成２８年度については少し下がっておりますが、ここ数年は微増という

ような状況でございます。 
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○橋本委員長 よろしいか。 

○山本（恒）委員 はい。 

○橋本委員長 ほかにございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ３０から３３ページの衛生費で１項の保健衛生費、２項の清掃費の中で何か質疑を希望される

方おられますか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ４０から４５ページで教育費、１項から７項まで。この中で質疑を希望される方はございます

か。 

 資料要求をされとる方は。 

○守井委員 資料をお願いしたところ、丁寧な資料をありがとうございました。その中でしたい

と思います。 

 給食費の補助金という形で小学生が２，２５０万円、中学校が１，４５０万円ということで合

わせて３，７００万円でございます。これ第２子が２分の１、第３子以降が全額ということで６

月に比べて若干修正されたものが出てきたわけですが、今資料をいただいていますが、一番下の

ほうにもありますが要保護、これよりも対象外の人員というのは下に書いている小学校１５人、

中学校６人だけで、そのほかは全て入っておるということでよろしいのでしょうか。 

○大岩教育総務課長 要保護児童・生徒については生活保護費の扶助費の中から出ておりますの

で補助金の対象にはなりませんので、準要保護の子供と就学支援の子供ということで人数を入れ

させていただいております。 

○守井委員 準要保護というのは上の数に入っておるということです。下の数ということです

か。 

○大岩教育総務課長 表の生徒数のところに準要保護、一番上でいいますと１７８人というとこ

ろが準要保護の人数でございます。 

○守井委員 はい、わかりました。ありがとうございます。この予算的な形のものがあわせて第

２子２分の１、第３子以降全額で３，７００万円というような形になっているが、当初の分では

３月の予定の部分では全員２分の１ということで６，３００万円ぐらいな話になっていたが、実

際は５，４００万円ほどであるというこの資料ですが、そのあたりはどういう違いがあったのか

だけ確認できますか。 

○大岩教育総務課長 当初の段階では準要保護の人数を算入しておりませんでしたので、準要保

護の減額分が入っておりません。 

○守井委員 準要保護というのもここに入っておるんですが、保護家庭の話じゃないんですか。 

○大岩教育総務課長 補助金支給対象者の中に、準要保護の子供については給食費が全額援助さ

れておりますので、生徒数の中から準要保護の生徒を除いていなかったということで補助金が膨

らんでいたということでございます。 
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○守井委員 この金額から準要保護分がまたプラスされておった金額が当初２分の１ということ

で計上されておったということですか。 

○大岩教育総務課長 そのとおりでございます。 

○守井委員 わかりました。それで、当局の説明ではその５，４００万円の予算では一般財源を

長く続けるためにはこれが非常に難しいというようなことで今回新たに３，７００で万円という

ような提案があるということですが、考えてみましたらこの差額が約１，７００万円ほどという

ような形になるが、この１，７００の予算が段取りできないという考えのもとで５，４００万円

というものから３，７００という提案をしたということでしょうか。 

○大岩教育総務課長 その後のふるさと納税の見直しとか財政的なものを考えたときに、最初は

６月のときには２，５００万円ということで上げさせていただいたと思いますが、そのときに否

決され、その後にできるだけのことを考えさせていただいて、市のほうの第２子以降の子育て支

援ということも考えて多子世帯に補助するということで６月よりは上げさせていただきました。 

○守井委員 １，７００万円程度の違いの予算であれば何とか工面すれば十分できていくという

のも一つの観点があるわけです。 

 それから、国のほうでも子育て支援という形でいろんな形で予算的なものを措置していこうと

いう今後の見通しがあるというようなことなので、そういった面でも子育て支援に対する予算が

出てくるのではないかというような感じで思っているが、そのあたりについてはどう考えられて

おられますか。 

○大岩教育総務課長 子育て支援については、一応３歳から５歳の保育料の無償化と、あとゼロ

歳から１歳の所得に応じてそういった負担を減らすというのと、あと大学生の奨学金のことはう

たわれていると思いますが、今の段階で義務教育については既に無償化になっておりますので、

給食費については材料費ということですので、その点は今のところ国のほうでも出ていないとは

感じております。 

○守井委員 まあわかりました。 

 それから、今の１子には補助しなくて、２子以降ということになっているが、第１子だけの１

人しかいない子供の家庭にとっては全くそういう援助を得られないということになるが、そのこ

とに対しては別に問題はないのでしょうか。 

○大岩教育総務課長 今言われます貧困世帯が７人に１人、という率が大体１３％ぐらいになり

ますが、その数が準要保護の数に大体うちの場合も当てはまってきます。ですから、貧困世帯に

ついては既にもう給食費については無料化になっていると、全て。残った方について１子と２子

以降と区別させていただいているわけですが、教育総務課の考え方としては子育て支援の一環と

いうことで２子以降ということで考えさせていただいています。ただ、制度的には経過的なもの

と教育長とか市長も答弁しているように、今後一気に全員ということではなく、その辺は通過点

という認識で考えております。 

○守井委員 私は問題があるというような感じでは思っております。 



- 25 - 

 私は以上です。ほかの方から。 

○川崎副委員長 給食費については、３月議会からいろいろ全額は大変じゃないかということで

５割ぐらいはというようなことだったと思う。それで、６月議会でも相当議論になって、一般財

源なので一般財源が乏しくなるから減額したいというのが趣旨で、決してそういう義務教育の無

料化に向けて給食費を援助することがだめだとは現市長も言っていないと思う。無償化が望まし

いなどというのは施政方針か何か出ていたと思う。今回改めて幼稚園、保育園の臨時職員の給与

と小・中学校の非常勤講師、合わせて２億１，０００万円をまちづくり基金から一般財源へ向け

ると。それは向けられますよね。この４月から７月までに６億円以上の金が入ってきとんでしょ

う。これが数字に何で出てないのかというてよく聞いたら、当初から２５億円という大きなふる

さと納税基金を組んどる。その枠内で全然補正を減額、増額する必要がないということで、財政

は１年尺度でというのを改めて教えられたわけですけど。言っていることがちぐはぐです。こう

いった金、特別基金でやるというなら、一般財源は少ないから基金でやるというのはわかるけ

ど、わざわざ基金の取り崩しをやめて一般財源が十分あるからやろうという。たった１，７００

万円の財源がないから修正しますなどというのは本当に執行部も議会の当初予算の議決の重みと

かそういうことがわからないのかなと。 

 それと、子育て支援ということを今、説明で言いましたが、子育て支援でいえば私一貫して言

ってきたじゃないですか。第１子が大事なんだと。一人っ子が２人っ子、３人の家庭にすること

抜きに人口増加は望めないです。たしか最近、委員会で出たんですかね、自然減が２８年か２７

年でもう４００人近いです。ことしは４００人突破するんじゃねえんかなと。そしたら、高齢者

が亡くなるというのは絶対的にこれは自然の摂理でとめることできないですが、子育て支援とい

うことで第１子の家庭重視に切りかえていくことこそ本当の子育てというか、人口増加の重要ポ

イントじゃないかなと。そのための費用たった１，７００万円を削るとか、もう一つ大きな問題

は、教育分野に、おまえのところ一人っ子だから給食費は全額払え、おまえら２人、３人のとこ

ろはちょっと生活費が家庭的にも大変だから援助したろうというような、教育という神聖な場所

にそういう負担金というか、給食費とかいろんなのを含めて分断を持ち込むというのは非常に教

育上よくないと。中には私は一人っ子だからおまえらと違って給食費は全額払うような家庭なん

だと、おまえら貧乏人の家庭かというふうな悪口を言う子供が出てきてもおかしくないわけで

す。そういった面からいっても特に私は、６月議会で財政論を言いながらやっていることは余裕

しゃくしゃくの財政、補正予算じゃないですか。財政当局か教育委員会かどちらでもいいけど、

教育委員会も財源が一般財源なら同意するということで５割援助というのを一貫してそういう方

向で流れが来たわけでしょう。それを何か市長がかわったらころころ変わるのかというのは教育

分野としては非常によくないかじ取りだということと、財源的には何の問題もないから、２億

１，２００万円もまちづくり基金から一般財源に振り向けたというのはそのあらわれじゃないで

すか。たったその１０分の１減額せざるを得ないのは何の根拠もないと言いたいが、責任ある人

が答弁してください。 
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○橋本委員長 質疑ですか。 

○川崎副委員長 うん。振り向ける必要のないものをなぜ振り向けているのか。給食費援助とい

うことに対するその政策を何か否定するというか、一種の子供いじめかな、第１子の家庭の。子

供いじめとしか私には見えません。 

○大岩教育総務課長 １子の方に対しては補助しないということで御指摘を受けていますが、今

は多子世帯に対する補助金ということで考えておりますので、１子と多子との違いということで

しかお答え申し上げようがございません。 

○川崎副委員長 もともとこの給食費援助というのは何の目的だったのか。再確認したいと思い

ます。 

○大岩教育総務課長 人口減の中での子育て支援の援助だったと私は認識しております。 

○川崎副委員長 人口減対策だったら２人、３人結果が出ている家庭の援助も非常に大切です、

永続的な経済的負担を軽減さすという意味で。しかし、第１子しかいない、一人っ子しかいない

家庭にもう少し経済的余裕なりをつくって２人目、３人目で頑張ろうと、そういう子育て世代が

元気を出すためには第１子が一番重要という、そこは人口減とか少子化で一番重要なポイントじ

ゃないですか。何でそこをぼかすのか。第１子は必要なくても２人、３人産むという考え方しと

んですか。そんなことで１．４が１．８なり２．０になりますか、合計出生率が。全く一貫性が

ない。財源的にも全く矛盾した補正予算組んどると。矛盾を感じませんかね。どうですか。１子

は援助しなくても人口減対策で役立つという捉え方しとんですか。 

○大岩教育総務課長 義務教育の中での今１子とか２子の話をさせていただいておりますが、多

子世帯という話をさせていただいておりますが、ゼロ歳から５歳については保育料はもう無償化

になっているわけなので、義務教育の中での考えでございます。ですから先ほど言いましたよう

に１子以降全員になりました、全員の世帯に対しての補助金ということで、これでしたら５，４

００万円で先ほどの差額が大したことないと言われるかもしれませんが、教育委員会としては制

度的に持続可能な制度ということで考えておりますので、一遍にやって後からできませんでし

た、後から徴収しますということはできませんので、そういったことを考えて段階的なことを考

えております。 

○川崎副委員長 最後にしますけど、１歳から５歳、就学前も大切なんです。だけど、子育てを

考えると最低限義務教育の１５歳まで子育て世代は大きく親の責任があるわけです。そしたら、

５歳であとは放り出しゃええというもんじゃないでしょう。６歳から１５歳という義務教育が最

も親としての責任を負わなければならない教育分野でしょう、学校教育でしょう。そしたら、１

５歳まで平等に応援することによって備前市は１５歳まで本当に安心して子育て、教育ができる

町だと言えるんじゃないですか。本気で財政面から、そしてまた教育の内容を充実とかといって

も子供に分断を持ち込むような、家庭に分断を持ち込むようなやり方というのは、教育という現

場は非常に大切なデリケートな分野です。ぜひそういう分断したやり方はやめてほしいと。そう

いうことをやるんじゃったら５割を３割に減らしたら同じ金額で全員に応援できるじゃないです
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か。そういう発想も財源論だけ言うならそうです。じゃけど、その財源論が全く崩れとるでしょ

う。２億数千万円もあんた一般財源から出して差しかえる。いいことです。保育園、幼稚園とい

うのは本来一般財源からやるべき事業内容です。市民がいる限り、子育てがある限り永遠に続く

諸経費です。一般財源がやって結構、結構。何で給食費だけ除くんですか。しっかりその辺を議

論してください、もうちょっと。終わります。 

○橋本委員長 答弁要りますか。 

○川崎副委員長 してもらえりゃあ。見解が全くでたらめじゃから。 

○橋本委員長 だから修正案出されるんでしょう。 

○川崎副委員長 出すけど、まあまあ執行部ももうちいたあ、教育委員会でもええよ。教育委員

会はどう考えとん。 

○橋本委員長 教育委員会の姿勢というか方針を答弁せえということでございますので。 

○大岩教育総務課長 給食費のことだけじゃないですが、教育委員会の中でも予算的にはいろい

ろ、図書館司書にしてもＡＬＴにしてもあれもこれもできないというのは財政当局から言われて

おりますので、教育委員会の予算の中でやっぱり考えていかないと、あれもこれもということは

できませんので、そういったことを考えながらやっているところでございますので、御理解いた

だきたいと思います。 

○尾川委員 議論はかみ合わんと思うが、３月の予算を議決しとって、執行を１回もせんうち

に、修正案を出してもええよ。修正案はあるんじゃから、ここに。修正予算の補正予算というの

はいろんな制約があって、何に該当する思うとん。いろいろあるんじゃ、これ。例えば天災や災

害の発生によって必要となった予算措置をするためのものとか、予算成立後、税制補助制度、税

務制度等法令の改正によりやむを得ないもの。ある程度補正予算というのは、あんたら優秀なん

じゃからよう知っとろう。一度も執行せずに、同僚委員が言うように子供の差をつけるというの

は物すごうあれじゃ。議論して委員も納得したわけだ、半分でいこうやと。全額はおえんよと。

様子を見ようやと。半額で折り合うて妥協して決めたわけじゃ、そこで。もうとにかく市長もそ

れ妥協したわけじゃから。そんなものを今さらそれを特化して、この給食費だけに特化してとい

うことがどうも納得いかん。それはわかる、今言う何たら、あれもこれもできん。市長の「広報

びぜん」に書いてあるが。ＡＬＴ、司書、書いとるが。給食費も書いとる。そんなことを書く市

長がおるもんかや。それで、こっちが意見じゃねえんよ。あれもこれも、その辺の考え方につい

て、どうせかみ合わんけどな。給食費だけに特化したり、備前市全体の予算で考えていかにゃい

けんのに。教育委員会は今、司書、ＡＬＴ、フューチャールーム、あるいはタブレット、どんど

んどんどんふえてきて、どれか削れと言われるかもわからんけど。それは考え方が、補正出しゃ

ええといったって補正というものはある程度限られたものと解釈せにゃいけんよ。何遍も出して

もええけどな、そりゃ。会期中１回きり、要するに１回済んどんじゃから。また出してくりゃえ

えって、またやってもらっても出てくるか知らんけど。聞かせてください。 

○大岩教育総務課長 補正の件でございますが、教育委員会が出した予算が否決されたわけです
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ので、教育委員会の執行権というのがございますので、それで執行しなかったというだけの話で

すが、その後考え方を変えましてこういった提示をさせていただいているところでございます。 

○尾川委員 議会には議決権があるんじゃ。議決しとるわけじゃ。それはどう思う、あんた。議

決しとるわけ。議会には議決権を認められとるわけじゃ。それを言うたらおかしい。あんたらの

言うた予算を出して、言うことを聞かずにおって文句垂れな言よんと一緒。議会に与えられとる

議決権なんじゃから。条例制定権もあるけど。予算を議決するというところが一番大きな仕事な

んだから。 

○大岩教育総務課長 言いますのが、最初は全額ということで制度設計しておりましたのが、２

分の１になったときに補助金の支給方法についても全く変わってきます。全額でしたら市給食会

に全額補助で材料費として出していたわけですが、半額となってきますとその支給方法、今６月

からの場合でしたら保護者に一旦立てかえ払いしていただいて２分の１とかをこちらから口座に

振り込むという制度設計も考え直しておりますので、最初のときからはやはり制度が違うという

ことで認識しております。 

○尾川委員 全額提案してきていて、今になって金額が多いから減額するという短絡的に言うた

らいけん、そう解釈しとるわけじゃ。何とか予算を抑えたいと。修正案を出して、今第３子以降

は全額と変えてきとるわけじゃけど。そういうふうにしかとれんよ。要するに総額を抑えようと

して１子は出しません、２子、３子だけはこうしますと。全然議論が。あんた、最初言よる全額

という考え方。今さら済んだ話してもしょうがねえけど、全額という話をしてきたんじゃから。

そっちが提案してきとんじゃから。こっちは半分で議決したわけじゃから。 

○大岩教育総務課長 私の説明では納得していただけないのかもしれませんが、当初の段階では

全額ということで２分の１修正されましたので、その段階で制度そのものが全く違うものになっ

てしまったということで考えております。あとは、先ほど言いましたように８月以降の財政的な

見直しがその当時ありましたので、それも考え持続可能な制度とするようにしたためにこのよう

なことになっております。 

○橋本委員長 よろしいか。 

○尾川委員 ほかの人も言われえ、ちいたあ。 

○橋本委員長 あと、修正案が出たら賛成意見、反対意見いろいろ承りますので、ここは質疑と

いうことで厚生文教委員会関係の歳出に関する質疑は以上でよろしいですか。何か忘れとるとこ

ろがあれば。 

○山本（恒）委員 マイナンバーは備前市は、違うんかな、ここで言うのは。 

○橋本委員長 何かこの予算案に関係することですか。 

○山本（恒）委員 何％というたりするので、皆出さにゃいけんのじゃろうけど、給料やこうの

折だけ書きょんじゃろうけど。全国的にも低いんじゃろうけど。 

○橋本委員長 山本委員、どういうことを質疑したいんですか。ちょっとようわからんのです、

私も。 
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○山本（恒）委員 ３万５，０００人おって……。 

○橋本委員長 登録が少ないということを。 

○山本（恒）委員 少ないんじゃねえかと。 

○橋本委員長 今、どれぐらいの数字になっとるか。はい、答弁。 

○今脇市民生活部長 今、手元に資料ないですが、８の後半ぐらいになっていたと思います。 

○橋本委員長 ８％ぐらい。 

○今脇市民生活部長 最新が今ないですが、はい。ということで県下で４位ぐらいだったかなと

思います。 

○橋本委員長 のようでございます。この件に関して追加で質疑ございますか。 

○山本（恒）委員 これは今までずっと通ってきとんじゃろうけど、こんなもんばれたらどねい

にもならんようなるもんじゃろう。給料もらおうというなら出さにゃしょうがねえんじゃろうけ

ど。そこら周りはどねえなんかな。今までの印鑑証明でも何遍も、私らも四、五十年知っとるけ

ど、だんだんだんだん厳しゅうなって、名前を言っても免許証持ってけえ言うたりして。そんな

難しゅうばあなりょうるが。この前だっておえなんだが。 

○今脇市民生活部長 始まってからしばらくたちますのでＰＲ等はちょっと進んでいないところ

はあるかもわかりませんが、このカードを使ってコンビニ等での支払い、そういうものも進んで

きていますので、またこれ備前市も今やっておりますが、全国的にまたどんどん広がっていく

と、進んでいくものと思います。 

 あと、個人情報の漏えい等のお話になりますが、今のところそれほど、新聞紙上でちらっと見

ることもございましたが、同姓同名の方とか生年月日が同じ方というのでたまに見ることがある

かなと思いますが、今のところ大きなものは聞いていないということで信用度は高いというふう

に思っております。 

○橋本委員長 今脇部長、何か追加で答弁がございますか。 

○今脇市民生活部長 県下で４位というのは同じでございますが、普及率、保有率は私が言った

ようにかなり伸びていまして、９．４４％に今、８月末でふえているということでございます。 

○橋本委員長 よろしいですか。 

○山本（恒）委員 はい。 

○橋本委員長 質疑漏れはございませんか。 

○田口委員 ここへ全ては子供たちのために学校応援事業概要というのがあるが、これで質問し

てもいいですか。 

○橋本委員長 そうですね。資料が出ておる以上はこれに関しての質問も承りたいと思います。 

○田口委員 これで伊里中学校へ電子ピアノ２台とあるが、同じ買うのに、今までのが長年使用

で満足できないような演奏ができなくなっていると。満足に演奏できなくなっていると書いて、

次にまた同じような電子ピアノを予算要求して買うようにしているが、保育園ならともかく中学

校で買うのに、何十万円は別にしても、この程度でよろしいんですか。 
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○大岩教育総務課長 合唱コンクールで使うピアノを買いたいということで、故障した物がある

ということで学校から２台ということでこの機種を聞いておりますので、その機種の性能等につ

いては私もわからないところでございます。学校がこれという機種を選んできているところでご

ざいます。 

○田口委員 というのが、フューチャースクールじゃなんじゃというてそっちのほうにはもう日

本全国どこにもないような設備にお金かけて、せめてそんだけお金をかけるなら三十四、五万円

の電子ピアノを買うてやるとか、それが普通じゃろう。 

○大岩教育総務課長 学校応援事業といいますのが、各校の特色ある教育ということで当初１０

０万円ずつを基金に積み上げて出している事業でございます。この吉永中については、１００万

円の中で今回の分で既に８０万円ぐらい使っているということで、そういった残りの金額も考え

て先生方が考えられたと私は考えております。 

○田口委員 くどくど言いとうないが、そのぐらいなレベルで今後も計算をしていくと、教育部

長、よろしいんですね。高い物を買わずにピンからキリまであってピンのほうの物を予算書に載

せとったら、それはおかしいんじゃないんですかということになりますよ。ほどほどのことをし

とかんと。 

○川口教育部長 選定した品目については、先ほど申し上げたとおり学校による申請によってお

ります。学校の学習活動に照らして必要な物をということで今回この品目で申請があったものと

理解しております。 

○橋本委員長 よろしいか。 

○田口委員 わかりました。 

○橋本委員長 ほかの方でございませんか。厚生文教委員会所管の部分で歳出で質疑漏れござい

ませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、これをもちまして質疑を打ち切りたいと思います。 

 ここで休憩にいたします。 

              午前１１時５７分 休憩 

              午後 １時０１分 再開 

○橋本委員長 それでは、委員会を再開いたします。 

 ここで議案第６７号に対しまして川崎委員から修正案が提出をされています。 

 修正案提出者の説明を求めます。 

○川崎副委員長 先ほどの議論もありますけれども、一番ポイントは、当初予算が５割援助とい

うことで可決されているわけですから、それを一度も執行しないで補正をかけるというのは、私

も同僚議員が補正を組む予算の意味とはどういうところかということも御指摘で言われていまし

たけれども、現執行部は当初予算の議決の重みを軽んじるというか軽視しているというか、逆に

言えばそういうことでは５割援助という意味ではほとんど全会一致と見てもいいわけです。私た



- 31 - 

ちは全額だったわけですけども、別に５割が絶対だめだということじゃないので、一歩前進であ

れば援助しないよりいいという意味で修正案を出したいと思います。当初予算どおりということ

で、それぞれ小学校の負担金２，２５０万円の補正をゼロに。それから、中学校の給食費補助費

１，４５０万円をゼロに。そして、学校給食費の補助金６，２００万円の減額を減額しない、ゼ

ロに戻すと。あと、小さな補正は組み方の補正だと思いますので省略します。御賛同をよろしく

お願いします。 

○橋本委員長 修正案の提案者の説明が終わりました。 

 これより修正案の提出者に対する質疑を行います。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑を打ち切りまして、御異議がありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、修正案の提出者に対する質疑を終了します。 

 以上で議案第６７号に対する全ての質疑を終了します。 

 これより議案第６７号を採決します。 

 なお、採決については、まず修正案について採決を行い、その修正案が可決された場合は、続

いて修正部分を除く残りの原案について採決を行います。修正案が否決された場合は、原案につ

いて採決を行います。 

 それではまず、先ほど提出されました修正案について採決をいたします。 

 修正案に賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

 挙手少数であります。よって、修正案は否決されました。 

 修正案が否決されましたので、原案について採決をします。 

 本案は原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

 挙手多数であります。よって、議案第６７号は原案のとおり可決されました。 

 少数意見の留保を希望される方の発言を許可します。 

○川崎副委員長 それでは、少数意見の留保について説明させてもらいます。 

 １０款教育費、２項小学校費、２目教育振興費、１５節負担金補助及び交付金、給食費補助金

２，２５０万円及び同じく３項中学校費、２目教育振興費、１９節負担金補助及び交付金、給食

費補助金１，４５０万円をそれぞれ追加補正し、教育費、７項保健体育費、３目学校給食費、１

９節負担金補助及び交付金、市学校給食費補助金６，２３６万８，０００円を減額補正するもの

です。 

 この給食費補助金については、３月定例において２分の１に修正可決されたものでありなが

ら、再度６月定例会において第２子以降２分の１補助が提案され、否決されたものであります。

今回、再び２子以降２分の１、３子以降全額補助が提案されています。 
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 この修正案については問題点があり、まず第１は、３月議会において修正可決された予算が執

行されることなく提案がされていることであります。二元代表制の議決機関として議会において

議決されたものが一度も執行されることなく修正提案されることは議会軽視と言わざるを得ませ

ん。議決に対しての重みを深く受けとめていただく必要があると思います。次に、第２に問題

は、第１子のみの家庭に対し何らの対策がされておりません。教育の平等性、機会均等、いろん

な意味からも平等性に欠ける補助となっています。これらの点を考慮しますと少数意見を留保し

たいと思います。 

 以上であります。よろしくお願いします。 

○橋本委員長 ただいまの意見に賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

 所定の賛成者がありますので、少数意見は留保されました。 

 少数意見報告書を作成の上、本日中に委員長まで提出を願います。 

 それでは、以上で議案第６７号の審査を終了いたします。 

 次に、議案第８２号平成２８年度備前市一般会計歳入歳出決算の認定についての審査を行いま

す。 

 本件については、あらかじめ議会運営委員会で決定されておりますとおり、閉会中の継続審査

とし、分科会を設置して審査を行うこととなっております。 

 それでは、分科会の設置についてですが、総務産業委員会所管部分を審査する総務産業分科会

と厚生文教委員会所管部分を審査する厚生文教分科会の２つの分科会を設置することにしたいと

思います。これに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。 

 次に、分科員の選任については、委員長において指名したいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。それでは、総務産業分科会の分科員には総務産業委員の７名を、厚生

文教分科会の分科員には厚生文教委員の７名を指名します。 

 次に、各分科会の主査、副主査については、委員長において指名したいと思います。これに御

異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。それでは、総務産業分科会の主査には総務産業委員会の山本恒道委員

長を、副主査には森本副委員長を、また厚生文教分科会の主査には厚生文教委員会の掛谷委員長

を、副主査には山本成副委員長をそれぞれ指名します。 

 次に、各分科会の審査範囲についてですが、お手元の所管別分類表のとおりとし、各分科会に

おいて審査願いたいと思います。これに御異議ありませんか。 
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              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、そのようにします。 

 次に、議案第８２号については閉会中の継続審査と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〕 

 御異議なしと認めます。よって、議案第８２号は継続審査とします。 

 なお、レジュメに記載しております日程により各分科会において所管の審査を行っていただ

き、１０月３０日に採決を行いたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 皆さんに相談でございますが、１０月３０日の採決の日でございますが、この日は採決のみで

説明員、部長級というふうに思っておりますが、出席を求めるかどうか、必要かどうかを皆さん

にお諮りしたいと思います。 

 総括質疑を希望される場合は呼ばにゃあなりませんし、もういいよと、採決だけでいいよとい

うことであれば説明員あるいは答弁者はここでは呼ばないということにしたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

○尾川委員 総括質疑をやるべきです。委員会が２つになっとんじゃから、傍聴に来りゃええが

という問題じゃねえんで、やっぱりやるべきで、執行部が出て、来年の予算の絡みもあるんです

から、ぜひ出席してもろうてください。 

○橋本委員長 ただいま尾川委員より１０月３０日の予算決算審査委員会、総括の部分ですが、

説明員の出席を求めよという御意見かと思います。皆さん、いかがでしょうか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議ないようでしたら、そのようにいたしたいと思います。それでは、１０月３０日は説明

員をお呼びするということに決定をいたしました。 

 本日の委員会はこれで終了したいと思いますが、本日の委員会において各委員からそれぞれい

ろいろな御発言がございましたが、後刻委員会記録を調査の上、万一不穏当発言があった部分に

ついては措置をすることといたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。それでは、そのように行いたいと思います。 

 以上で本日の議題は全て終了しました。 

 それでは、これをもちまして予算決算審査委員会を閉会します。 

 皆さん、御苦労さまでした。 

              午後１時１４分 閉会 


