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予 算 決 算 審 査 委 員 会 

総 務 産 業 分 科 会 記 録 

 

招 集 日 時 平成28年9月21日（水） 総務産業委員会休憩中 

開議・閉議 午前10時43分 開会  ～ 午後1時13分  閉会 

場所・形態 委員会室A・B 会期中(第6回定例会) の開催 

出 席 委 員 主査 山本恒道 副主査 森本洋子 

 委員 田原隆雄  尾川直行 

  津島 誠  守井秀龍 

  石原和人   

欠 席 委 員 なし    

遅 参 委 員 なし    

早 退 委 員 なし    

列 席 者 等 議長 鵜川晃匠   

 参考人 なし   

説 明 員 市長室長 今脇誠司 ふるさと寄附課長 下山 晃 

 秘書広報課長 藤田政宣 危機管理課長 柴垣桂介 

 総合政策部長 佐藤行弘 庁舎移転担当官 尾野田瑞穂 

 企画課長 野道徹也 総務課長 石原史章 

 財政課長 河井健治 契約管財課長 濱山一泰 

 会計管理者 中野新吾 監査委員事務局長 正富福政 

 日生総合支所長 星尾靖行 吉永総合支所長 金藤康樹 

傍  聴  者 議員 橋本逸夫 掛谷 繁 川崎輝通 

  立川 茂 山本 成 星野和也 

 報道関係 読売新聞   

 一般傍聴 7人   

審 査 記 録 次のとおり    
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              午前１０時４３分 開会 

○山本主査 ただいまの出席は７名でございます。定足数に達しておりますので、これより予算

決算審査委員会総務産業分科会を開催します。 

 本日の委員会は議案第８８号のうち、市長室、総合政策部ほかの審査を行います。 

 それでは、直ちに本分科会所管部分の審査を行います。 

 まず、歳入から入ります。 

 １２、１３ページをお開きください。 

 何かございませんか。 

○尾川委員 １２ページの地方特例交付金のことについてお伺いしたいんですが、２７年度と比

べたら若干ふえとるというのと、それから今回８１万１，０００円の微妙な補正が出てきておる

んですけど、これは市町村税の税収の一部を補填するというふうに、そういう理解しとんですけ

ど、このあたりの補正というのはどうなっとんですか。 

○河井財政課長 地方特例交付金については、県から７月２６日付で交付決定がございまして８

１万１，０００円増というふうな形にしております。当初予算編成時点では県から示される予算

の伸び率等を参考にしておりますが、実質交付決定が７月にありましたので、それに基づいて補

正予算を計上させていただいております。 

○尾川委員 予算の大きな金額の中でこういう動きというのはどういう原因なんですか。 

○河井財政課長 こちらは、平成１８年度の税制改正で住宅借入金等特別税額控除が個人住民税

からもされるという制度になっております。ですから、実績に基づきまして個人住民税から控除

される方々が見込みよりふえたということで補正されているものでございます。 

○山本主査 ほかにありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、１１の地方交付税の１２ページ、１３ページです。 

○尾川委員 これも合併算定がえ等で下がってくるというふうに厳しい見方を今でもしとんです

けど、２７年度と比較したら、かなり２８年度はふえてきとるように感じるんです。 

 ただ、特別交付税がまたいつになるんか、１０月か１１月か３月になるんかわからんのんです

けど、その後は２８年度の交付税の予想は昨年度に比べたらどうですか。 

○河井財政課長 ２８年度の地方交付税につきましては、現状では前年とほぼ同額程度を見込ん

でおります。 

 ただ、特別交付税についてはこれから国へ資料等の提出、それから要望ということになってお

ります。最終的な交付決定をいただくのは３月の下旬となっておりますので、そちらのほうはま

だ見込み切れない状況でございます。 

 ただ、普通交付税についてはおおむねこの時点でほぼ確定しておりますので、このたび補正予

算で計上させていただいております。前年と比較しましても余り遜色がない金額にはなっており

ます。ただ、前年は過去の算定誤り等の修正分というものがございましたけれども、今年度はあ
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りませんが、交付税自体は臨時財政対策債も合わせたもので考えますと臨時財政対策債の発行可

能額は減ってきておりますので、トータル的には下がっているという現状でございます。 

○尾川委員 特別交付税の予想というのは、もう全く立たんのんですか。 

○河井財政課長 委員御指摘のとおり、担当のほうでは全く幾らぐらい見込めるかというふうな

状況は判断し切れないというところでございます。 

○尾川委員 ちょっと発言が適切じゃないんですけど、備前市はようけいふるさと納税をもろう

とるから特交が減るということはどんなんですか。そんなことは発言できんですか。 

○河井財政課長 はい、現時点でふるさと納税が特別交付税に影響するということは現状国も申

しておりませんので、何とも申し上げられませんけれども、一応担当としてはないであろうとい

うふうなことしか現時点では申し上げられません。 

○尾川委員 特別交付税は平年並みというか、前年並みぐらいに交付されるように担当者の方に

頑張っていただきたい。やはりこれがなかったら何もできんわけで、他の自治体なんか採用を差

し控えるようなところもあるようですから、何か備前市は非常に浮かれとるような感じがしてな

らんのんですけど、その点は対応を適切にやっていただきたいと思います。 

○河井財政課長 はい、国のほうにはしっかり数値の報告なり要望等を行ってまいりたいと思い

ます。 

○守井委員 地方交付税の交付決定によって増額になったということなんですけれども、重立っ

た要因を教えていただけたらと思います。 

○河井財政課長 はい、重立った増加の要因でございますが、まずスクールバスの直営化により

約３，０００万円程度の増となっております。それから、公立保育所の在籍人員増と、それから

保育所の定員区分の変更、こういったものによりまして８，５００万円程度の増と、それから人

口急減補正というものがございます。国勢調査の影響で人口が減ってきておりますけれども、こ

ちらのほうが急減補正というものがききまして約１億１，５００万円程度増と、それから臨時財

政対策債の償還、それから合併特例債等の償還額が合わせて約８，７００万円程度の増となって

きております。ですから、あと合併算定がえが平成２７年度から始まってきておりますが、２６

年度時点で見込んでいたものは平成２８年度では約３億３，０００万円程度減少すると見込んで

おりましたけれども、算定では一本算定のほうが引き上げられ今回約２億円という合併算定がえ

の減の影響は受けております。そういったものを差し引きしまして、今回の交付決定額となって

おります。 

○山本主査 ほかにありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、次に県支出金、県補助金、総務費県補助金、地方振興事業調整補助金、１

２ページ、１３ページです。ありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、次に財産収入、財産運用収入、２、利子及び配当金、オービス出資金配当
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金、１４ページ、１５ページです。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、次に１８の寄附金、１４、１５ページ。ありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、１９の繰入金、特別会計繰入金、５、三国地区財産区事業特別会計繰入

金、１６、１７ページです。ありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、次に繰入金、２の基金繰入金、２０、まちづくり応援基金繰入金、１６、

１７ページです。 

○石原委員 まちづくり応援基金繰入金で８，０００万円の動きがあるわけですけれども、これ

たしか一般質問でも市長も言及されたと思うんですが、老人保護措置委託料で動きがあったとい

うような答弁があったと思うんですけど、このことについて改めて御説明いただければと思いま

す。 

○河井財政課長 当初予算編成におきまして、まちづくり応援基金から老人保護措置費へ８，０

００万円を充当しておりました。しかしながら、普通交付税の算定の中で老人保護措置部分とい

うものがございます。ここで交付決定もいただきましたので、改めてこちらの部分につきまして

はまちづくり応援基金からの繰り入れを取りやめると、普通交付税が当たる一般財源ということ

で措置させていただくというふうな訂正をさせていただいておりますので、御理解いただきたい

と思います。 

○山本主査 ほかに。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、２０款の繰越金の１６、１７ページでありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、２１款の諸収入、５の雑入、この雑入７節の１８、１９ページです。ありません

か。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、２２款市債、１、市債、１８、１９ページです。 

○尾川委員 臨時財政対策債についてお聞きしたいんですけれども、２８年は減額されて５億

５，０００万円というふうなことで、だんだん減っていくというのが借金で減っていくのがええ

んでしょうけど、このあたりを財政当局はどういうふうに考えとんですか。もうこれも国がこれ

だけ使えと言うたら使わざるを得んというふうに理解しとんですけど、２５年から見ても９億

円、８億８，０００万円とか７億円ぐらいの金額から減少してきとんですけど、そのあたり備前

市は財政から考えたときにもう借金じゃねえから減るほうがええとは思うんです。だから、全体

的な財政運営からしたらどういうふうに判断されとんですか。 

○河井財政課長 臨時財政対策債でございますけれども、これは普通交付税の一部として国が現
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金交付できない部分を地方が起債というふうな形で財源の補填をしているということで、元利償

還金については１００％普通交付税の基準財政需要額へ算入されております。従前は財源不足等

補うために、その発行可能額というものが国から示されます、その可能額いっぱいを借りていま

した。 

 ただ、平成２７年、それからこの平成２８年、今回補正予算で減額しておりますけれども、こ

ちらのほうは理論算入というふうな仕組みでございまして、実際に起債をしなくても起債をした

と同様に理論的に元利償還額が普通交付税のほうには算入されるという制度になっております。

ですから、極力借りない、借りる額を可能な限り少なくしているというふうな状況です。ですか

ら、２８年度の発行可能額については６億７，２３６万９，０００円、これが国から示されてお

ります備前市の起債の臨時財政対策債の発行可能額でございます。それに対して、今回７億円か

ら１億５，０００万円減額と、発行可能額の満額を借りませんというふうな財政運営に心がけて

おります。ですから、不要な元利償還金を極力抑えるような形をとりながら、交付税におきまし

ては満額措置をいただくというふうな仕組みで今財政運営を行っております。市債残高としまし

ても、臨時財政対策債が一般会計の起債残高のほぼ今もう半分近くを占めるような状態になって

きております。ですから、極力圧縮はしていきたいというふうに考えております。 

○山本主査 よろしいか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ほかにないようですので、次に２款の総務費、総務管理費で一般管理費の２０から２１ページ

です。 

○田原委員 ２１ページの委託料、弁護士訴訟委託料４７万７，０００円の内容はどういうこと

なんでしょうか。 

○石原総務課長 弁護士訴訟委託料につきましては、案件は旧アルファビゼンの未収債権に係る

督促徴収の義務を怠った市の違法の確認を求める訴訟の案件でございます。その弁護士費用の委

託料ということでございます。 

○山本主査 ほかに。 

○津島委員 財産管理費の委託料２５０万円が載っておりますけれど、説明書によると旧アルフ

ァビゼンの盗難被害額を算定するんだということですが、これは調べる業者はどうするんでしょ

うか。 

○尾野田庁舎移転担当官 業者につきましては建築事務所の設備設計を主にしているような業者

を選びたいというふうには考えております。 

○津島委員 それは、何社ぐらいでしょうか。 

○尾野田庁舎移転担当官 業者数につきましては、まだ決めておりません。 

○津島委員 これで業者の立ち入りで、警察の許可はくれるんでしょうかな。 

○尾野田庁舎移転担当官 警察も認めてくださると思っております。 

○津島委員 認めてくださると思いますというたら、想定で予算も想定ですから構やせんのんで



- 6 - 

すけれど、我々が入っても１、２階の子供だましみたいなところしか見せてくれんというので、

もし警察の鑑識の許可がおりんかったらこの予算委託料はどうなるんでしょうか。 

○尾野田庁舎移転担当官 中に入るかどうかは市の管理でありますので、市の判断になりますの

で、警察とも協議はしますけども、できるものと考えております。 

○津島委員 市の判断とは、担当部署のことでしょうか。 

○尾野田庁舎移転担当官 これは、市長も含めて協議したいと考えております。 

○津島委員 私が危惧しとんのは、電線を調べる業者を担当部署で選んでもろうたら困るという

ことですわな。今ちなみに１５６万数千円の被害しか出とらんというのをどうですかね、もうち

ょっと足して１５９万円ぐらいにしとけというて業者に言われたら困るんですから、業者はよく

大きいビルを施工した業者など多いほうが私はええと思うんですけど、その点いかがでしょう

か。 

○尾野田庁舎移転担当官 今私どもで思っておりますのは、建物を設計する、そういった業者を

選んで発注を考えております。 

○津島委員 旧アルファビゼンができたのは昭和５８年前後だと思いますけど、そのときにあれ

はたしかＪＶでやっとんで、その電線の設計図を見たら今の時価で計算したらすぐわかるんじゃ

ないかと素人判断しとんですけど、いかがでしょうか。 

○尾野田庁舎移転担当官 やはり設計する上では現場も見ないと、どこがどうなっているかとい

うのは業者もわからないと思いますので、その辺は確認してからしたいというふうに考えており

ます。 

○津島委員 そのときにＡ社が入札で落札したと、その業者がいよいよこの電線のもとをぶち切

ったところへ入るわけですわ。そのときによく我々市民が入ってみるようなことじゃなしに徹底

してガードをやっていただきたいと約束していただきたいんですけど、いかがでしょうか。 

○尾野田庁舎移転担当官 委員さんのおっしゃるようなことでやっていきたいと考えておりま

す。 

○田原委員 確認をさせてもらいます。 

 私がたびたび話をしていたのに立ち入りは警察が制限しとるのか、市がとめているのかという

ことを今まで何度も聞きました。先ほどは立ち入りは市だということですけども、それでいいん

ですね。 

○尾野田庁舎移転担当官 おっしゃるとおりです。 

○田原委員 ということは、百条委員会の調査にも許可権限は市が持っているということでいい

んですね。 

○尾野田庁舎移転担当官 そのとおりです。 

○田原委員 それでは、次に聞きますが、今回被害調査をするようにということで私も何度も何

度も５年間言い続けてきました。実際の被害は幾らかということは、やはり損害賠償請求に必要

なためにはちゃんと損害被害調査するべきだということを私は５年間言い続けてきたんですよ。
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それは犯人が捕まってから犯人に請求するから、犯人が確定されてから調査をするんだというこ

とで今まで上程しなかった調査を今ここでするというのは何か意味があるんでしょうか。 

○尾野田庁舎移転担当官 犯人が捕まってからということで今までずっと申し上げてきました

が、やはりここで調査したほうがいいんではないかという、そういう判断なりましたんで、今回

上げさせていただきました。 

○田原委員 今まで、あのアルファビゼンを全館改修して市庁舎にするというときにも言いまし

た。仮庁舎にするというときにも、まずちゃんと被害箇所を調べておきましょうということを言

うたけども、そのときには否定をしながら今ここで提案をしたわけです。それなりの理由がある

んじゃないですか。 

○尾野田庁舎移転担当官 リユースといいますか、今ここでやはりしたほうがいいという判断に

なりましたので、今回上げさせていただいております。 

○田原委員 それじゃ、犯人が捕まってから調査するということだったんですけども、そろそろ

犯人のめどがつきそうだという判断なんですか。 

○尾野田庁舎移転担当官 その辺は、私どもはわかりません。 

○田原委員 じゃ、これは市長が判断したわけですか。 

○尾野田庁舎移転担当官 担当課から予算要求して、予算査定が通ったということでございま

す。 

○田原委員 担当課はどこですか。 

○尾野田庁舎移転担当官 契約管財課です。 

○田原委員 契約管財課の方出席されておれば、回答願います。 

○濱山契約管財課長 先ほど尾野田担当官が言われたとおりです。 

○田原委員 どういうふうに言われたんですか。 

○濱山契約管財課長 担当課のほうから予算要求を上げて、予算がつくということです。 

○田原委員 こちらの質問は今まで早くこの被害調査をしましょうと、恐らく１億円近い被害が

あるということが言われておるのに、それをみんなに公表して問題意識を高めて早く泥棒を捕ま

える運動をしましょうやということで被害調査をしましょうと言うてたんですよ。それを今まで

否定しながら、なぜ今この時期にしたんですか、そろそろ犯人が捕まりそうかということでした

んかということについて質問しているんです。どちらでもええから私に納得いく説明をしてくだ

さい。反対と言うんじゃないよ。予算反対じゃないけども、やっと出たなというて私は喜んでお

るんですけども、もっと喜ぶ答弁が欲しいんです。 

○尾野田庁舎移転担当官 先ほども申しましたけども、ここで上げたほうがいいだろうという判

断で上げさせていただきました。 

○田原委員 ここで上げたほうがいい判断は、どうしてですかということを聞きょんです。じゃ

から、泥棒がそろそろ捕まりそうなわけ。今まであなたたちはあそこを全館潰して、あそこを全

部改修して、被害箇所も全部改修して、あそこを市役所の移転先じゃということで言うてたわ
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け。それを議会が否決した。今度は仮庁舎にしましょうというて、また出てきた。これも議会が

否決した。そのときにもこういう調査を先にしときましょうやという提案したときに、耳をかさ

なかった。ところが、今回上げているわけ。来年１月２５日に時効を迎えるわけですわ。時効を

迎える、時効というのはもう犯人を追及できない。犯人を追及できないこの時期になぜこれを上

げるんですかということを私は聞きたい。その答弁を聞きたい。あなたたちは、市民の財産を守

る立場にあるわけ。私の言うとるところおかしいかな。 

○佐藤総合政策部長 今田原委員がおっしゃられました、そのそろそろ犯人が捕まりそうなんで

すかということについては、私どもにはもう全然判断のつかないところでございます。 

 それから、先ほど担当官が申し上げましたように、ここで予算を上げたということはもうこの

時点で上げておいたほうがいいだろうという判断によるところでございます。 

 それから、刑事上の時効と民事上の時効は違います。もし仮にどなたか盗難をしたということ

が発覚したということがありましたら、それは民事上の時効はまだ来ておりませんので、請求す

るという上においては必要なことだろうという判断でこの予算を上げたものでございます。 

○田原委員 刑事事件は７年、民事は２０年かな、ところが刑事事件の時効を迎えたら捜査当局

はもう犯人を追及しないんです。だから、今回百条を立ち上げて真相解明しましょうよと議員側

が努力しているわけ。その努力にあなたたちも応える義務があるんじゃないかということで、あ

えてここで厳しく言っとるわけ。 

 そこで、聞かせてもらうけども、私はそろそろあのアルファは解体撤去して新しい何かを考え

たらいいんじゃないですかという案を持っとるわけ。そういう中で、今回の調査費でもってした

調査は損害賠償請求に解体撤去した後の損害賠償請求、いわゆる２０年間もその戦いに備えられ

るような資料を調査してくれるんでしょうね。 

○尾野田庁舎移転担当官 そのようなものをつくっていきたいと思います。 

○田原委員 それをしっかりしてくださいよ。でなかったら、今後２０年間あの建物はいじれな

いということになるんだからね。今回の資料２５０万円だったかな、２５０万円は犯人の時効後

も損害賠償請求訴訟に耐え得る資料をちゃんとつくってくれるということなんですね。部長、ど

うですか。責任持って答えてください。 

○佐藤総合政策部長 この補正予算は損害賠償請求するために調査しておこうということでござ

いますので、当然そのようなものになるというふうに思っております。 

○田原委員 わかりました。ありがとうございました。 

○津島委員 この予算２５０万円ですね、そねえなんならうちの会社がボランティアで調べちゃ

ろうかというのが私のところへ２社来とりますけど、そういうただで調べちゃろかというところ

の扱いはどんなんでしょうか。 

○尾野田庁舎移転担当官 一応市が発注するものになりますので、やはり入札で業者を決めるの

が適当かと思います。 

○津島委員 そりゃ入札ですから、せやけどボランティアで備前市がそねん大きい公共物の被害
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に遭うたんなら、私はただでええから調べてあげるよというて言うてくりょんじゃから調べても

ろうても、その方はそんな小さな電気屋じゃないんです、大きな電気工事屋の会社の方が言わり

ょんじゃから信憑性はあると思うんですけど。私は２５０万円もかけてするよりはただじゃか

ら、せえのほうがええと思うんですけど、どう思われますかな。 

○尾野田庁舎移転担当官 市が発注するものなんで、やはり市が責任を持って競争入札で業者を

決めていくのがよろしいかと思います。 

○津島委員 先ほど言うたように、業者はよう選んで市の言いなりにならん、相場はこれぐれい

で頼まあようというて談合せん業者をぜひとも選んでいただきたいと思います。 

○尾野田庁舎移転担当官 適正な業者を選びたいと思います。 

○山本主査 それでは、よろしいか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ほんなら、その下の企画費で２３ページ。 

○田原委員 委託料３１０万円、日生総合支所、吉永総合支所、三石出張所の測量調査設計委託

料ということで上がっています。この間の議会の一般質問で、それについてですが、いきなり本

庁舎を建てかえるときに、私は本庁舎建てかえるときに仮庁舎は日生なり吉永の空きスペースを

使うたほうがいいんじゃないですかという質問に対して、いや、あそこも本庁舎の建てかえと同

時並行して吉永も日生も三石も建てかえるんじゃと、こういう答弁をされました。そのための委

託料を出しとるじゃないかと言われたんで、私はせいぜい耐震化の調査ぐらいなつもりでおった

んですが、この委託料には３施設を建てかえるための調査設計なんですか。 

○尾野田庁舎移転担当官 総合支所及び三石出張所、それの基本構想を考える委託料ということ

でございます。 

○田原委員 それは基本構想でしょう。基本構想にも建てかえる基本構想なのか、改修する基本

構想なのか、そのあたりを聞いているんですよ。大きな違いですよ。業者にこういうことを調べ

てください、こういうことをしたいんですよという意思を持って業者には委託するわけ。その委

託の趣旨が改修なのか全面建てかえなのかということによって、業者に対する委託の仕方が違う

でしょう。市長は、この間建てかえると言うたよ。これはどっちなん。 

○尾野田庁舎移転担当官 一般質問でも市長がお答えしたと思いますけれども、建てかえること

が前提での基本構想ということでございます。 

○田原委員 はい、ありがとうございました。 

○尾川委員 それじゃ、マルタ共和国での海外離島調査参加負担金の計上を詳しゅう説明してく

ださい。 

○野道人口減対策監兼企画課長 企画費の負担金補助及び交付金になります。研修会等参加負担

金につきましては、備前市は諸島があります関係上、全国の離島振興協議会に加入しておりまし

て、そちらの協議会から毎年募集がございます。今回マルタ共和国、地中海の島嶼王国というこ

とで離島を初めとした地域の現地調査、ヒアリング等を行って地域づくりの手法を学ぶとして、
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それに基づきまして離島振興等するということで視察研修、調査です、そちらほうへ募集がござ

いましたので参加するということで負担金になりますが、実際参加経費というのが６６万円かか

るということで、参加者の一部負担金が３分の１の２２万円をお願いしますということでありま

したので、今回負担金として計上させていただいたものでございます。 

○尾川委員 これ１人ですか、６６万円というたら１人じゃろうと思うが市の職員が行くわけ。 

○野道人口減対策監兼企画課長 この経費は１人でございまして、今回出席するのは市長が出席

する予定となっております。 

○尾川委員 この細部説明、何か読みづろうてもう少し詳しゅう誰でもわかるような表現で。そ

の辺今後細部説明の責任者の人ちょっと答弁してください。 

○河井財政課長 企画費の細部説明でございますけれども、企画費全体として１１６万８，００

０円の増の内訳を細部説明書で羅列しとるわけなんでございます。この部分等につきましては財

政サイドとすれば比較的詳しく書いたつもりではございますが、またさらに工夫は考えていきた

いと思います。 

○尾川委員 よろしゅうお願いします。とにかく研修会の離島調査参加負担金というから誰か離

島センターの方が行くのに備前市としての割り当てがこれだけ来たんじゃというふうに解釈しと

った。市長が参加するとは夢にも思うてなかったということです。 

○津島委員 支所及び出張所費の賃金なんですが、日生や吉永の支所になぜ臨時の職員さんが要

るんかというのをちょっと説明していただきたいと思います。 

○石原総務課長 臨時雇い賃金でございますが、内訳としましては現在今年度７名の臨時職員が

配置となっております。日生総合支所に２名、吉永総合支所等に３名、三石出張所に２名という

内訳でございます。正規の職員の事務を補助するという形の配置ということでございます。 

○津島委員 三石の２名さんはちょっと細部説明には載っとらんのじゃけど、これは付録でつけ

たんかな。 

○石原総務課長 今回補正で計上させていただいております金額につきましての内訳としまして

は増加分、当初で見込んでおりました人数に増加しております日生総合支所、吉永総合支所とい

うことの増加要因ということでございます。ともに１名ずつということでございます。 

○津島委員 この出張所は、忙しいんでしょうな。 

○石原総務課長 現在２名の臨時職員を配置しております。正規の職員を配置し切れないところ

の補充という意味も臨時職員の配置では賄っておりますので、御理解いただきたいと思います。 

○田原委員 本年度も後期になって後期にこれだけの追加をするということなんですけど、なぜ

後期にそれだけのプラスしなければいけないのかという答弁になってないんですけどね。 

○石原総務課長 今回の補正におきましては、例年１２月に人事異動に伴う人員の増減を計上さ

せていただいておりましたものをこの９月の議会補正計上をさせていただいております。費目に

よりましては、配置上１２月の補正まで賄うことができない費目なども従前出てきておりまし

た。そのあたりを解消する意味でも、本年２８年４月の人事異動に対応した補正計上をさせてい
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ただいております。この本件の賃金につきましても、当初では見込みができておりませんでした

臨時職員の配置に伴う実情に応じた補正計上ということでございます。 

○田原委員 わかりました。 

 次、工事請負費５，１２８万８，０００円、解体撤去工事の内訳を教えてください。 

○金藤吉永総合支所長 これは吉永総合支所別棟旧議会塔の解体工事でございますが、鉄筋コン

クリート２階建て７７５平米のものを解体するということでございます。内訳でございますが、

今解体の設計業者が設計を行っております。その概算設計により、今回要求のほうさせていただ

いております。もちろん最終的には詳細設計ということで、それにより入札を行いますが、その

程度の内訳ということでよろしいでしょうか。 

○田原委員 わかりました、わかってないんであればね。 

 それで、私がお尋ねしたいのは、さきの一般質問で三石の出張所の壁がぶら下がっとんです

わ、雨漏りでね。あれは哀れじゃないんですかと、アルファビゼン、アルファビゼンと言わずに

そういうそれぞれの地域のことも考えていただきたいんですがという質問に対して、いや、全部

建てかえるから心配ないんですと、こういう答弁だったからあえてここで聞かせてもらいますけ

ど、ここで支所及び出張所の工事請負費として５，１００万円も出とんだから三石の出張所の壁

ぐらいも一緒に直してあげられるようなものも含んでほしいなという意味で、この内訳を聞かせ

てもらったんです。これは吉永ということであるならば、その三石の天井がぶら下がっとること

ぐらいは一緒に直せれるような融通はできんのでしょうか。 

○佐藤総合政策部長 三石出張所の関係の工事につきましては、それはそれでまた予算を計上し

て行うということになろうかと思います。 

○田原委員 あのね、そりゃしてあげてください。私は、全部建てかえろと言うてないんです

よ。もう現実がそういう現実なんで、吉永の解体撤去もいいですけども、やはり現在使っている

人たちの気持ちもあるじゃないですか。そういうことは、もうここへ追加補正でもしてあげてほ

しい気持ちです。できるんなら、早くしてあげてください。要望です。終わりです。 

○石原委員 企画費の委託料、人材派遣業務委託料の増額の理由等について御説明いただければ

と思います。 

○下山ふるさと寄附課長 人材派遣業務委託料でございますが、その前を見ていただいたらわか

るんでございますが、賃金等を大幅に減額させていただいております。これは臨時雇いで当初１

０名予定しておりました。現在は、３名来ております。常時１０名ということでとっておったん

でございますが、それはやはりふるさと納税も多くなり、ワンストップ特例と申しまして寄附を

された方の住んでおられる自治体にその通知をするという業務が非常に多忙になるだろう１１月

から１月にかけてとっておったわけでございますが、今予定をしております５名程度ですね、こ

れが臨時雇いでございますが、１カ月丸々雇うというよりも忙しいときにスポットでたくさん入

れたほうが効率がいいだろうという考えのもとに人材派遣と臨時の職員と分けて採用しようとい

うことで、人材派遣へ１１月から１月にかけて約３カ月でございますが、その間を委託するため
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の今回の予算計上でございます。 

○石原委員 人材派遣、ちょっと聞き漏らしかもしれんのですけど、１１月から１月の間に予定

をしておるということで人数は何名でしたか。 

○下山ふるさと寄附課長 延べでございますが、１日マックスで５名程度というふうに考えてお

ります。 

○石原委員 それから、支所及び出張所費の委託料についてなんですけれども、これも所管で取

り上げたほうがいいということであればストップかけていただきゃえんですが、幾つかお尋ねし

たいと思います。 

 せんだっての一般質問での市長の答弁で、全て現在地で建てかえを目指しておるという御答弁

ございました。さかのぼってことしの２月議会の市長の御答弁、もうちょっとさかのぼって確認

したんですけれども、そこの時点では各支所の活用には言及をされとったんですけれども、建て

かえのことについては一切触れられてないということ、それから今回御答弁でもありました合併

特例債を活用して現在地での建てかえを考えておるんだということであったんですけれども、ま

ず確認なんですけれども、もし仮に構想の中で現在地にそのまま支所、出張所を建てかえるんで

あれば市長の言われた合併特例債は適用になるんですか。 

○佐藤総合政策部長 今の場所に支所、出張所の機能のみを持ったものを建てかえるんであれば

合併特例債は使えないというふうに考えております。 

○石原委員 であるならば、何かの施設なり機能を付随したものをくっつける形で整備をしてい

くということでよろしいんでしょうか。 

○佐藤総合政策部長 委員おっしゃられますように、どのような機能を付加した施設にしていく

かという基本構想をつくるということでございます。 

○石原委員 それから、老朽化した施設をどうしていくかということを考えていくのはそりゃ必

須のことであるんでしょうけれども、今回も一般質問の記事を見られた市民の方等からも大きな

衝撃といいますか、反響もいただいたところです。その中で、２月議会の市長の答弁ではロード

マップ的な計画のもとに整備であったりを進めていくようなこともおっしゃっとったんですけれ

ども、このような大きな事柄こそやはり、教育大綱等でもあったように年次を区切ったロードマ

ップのようなものがあって初めて一歩踏み出していくべきじゃないかなという思いがあるんです

けれども、ロードマップのようなものはどうなんですか。つくっとられるんでしょうか。 

○尾野田庁舎移転担当官 ロードマップについては、まだできておりません。 

○石原委員 これから議員、議会の意思表示が求められるところなんですけれども、そういう件

についても再三再四この場、それから一般質問等でも執行部の皆さん、それから市長に対しても

求めておった、それこそことじゃないかなというふうに思います。とにかく全てにわたって小さ

いことまでは不可能でしょうけれども、大きいこと、それから市民の生活に大きく影響するよう

な事柄は最低限ロードマップのような形で計画立てていかんと絶対にいけんと思うんですよ。特

に公共施設なんかは総合管理計画等も整備をされながら、これからの備前市の公共施設どういう
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形にしていこうかという岐路に立っとると思うんです。合併特例の期限も迫ってきとる。そうい

う今じゃからこそ、よりロードマップのような計画立てて考えていくことを重視していかんと、

これまた一生懸命考えられながらも、合併特例の期限が決まっとるからここで提案をして整備し

ていこう、こういう提案理由で来られたら多分議員もそうじゃと思いますけど、市民も納得せん

のじゃないんですかね。理解が広がらんのじゃないんかと思うんですけど。もうここでこの議会

に提案されとんで意思表示は迫られとんですけれども、まずはロードマップから進めるべきじゃ

ないかという意見を、もうこれ意見で、はい、申し述べておきます。 

○山本主査 ほかにありませんか。次行ってええですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次、安全対策費をお願いします。 

○守井委員 実態に合わすということなんですけれども、どのくらいの要望が来ておられるんで

しょうかね。 

○柴垣危機管理課長 現在当初では約２００灯のＬＥＤ化を平均２万円ということで、４００万

円の当初計上させてもらっておりました。今現在取りかえ、それから新設も含めて約１９７灯が

実績としてできております。おおむねもう２００灯近くが済んでおるということで、今後かなり

の数の要望が出てくるであろうということで、さらに５０灯について追加要望として上げさせて

もらっております。１灯が２万円という平均で１００万円を計上しております。 

○山本主査 よろしいか。ほかに。次行ってよろしいか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、１３節の自治振興費、２２から２５ページ。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ほんなら、次、諸費。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、庁舎建設費。 

○田原委員 委託料１億円の内訳をお願いします。 

○尾野田庁舎移転担当官 質疑でもお答えしたと思いますけども、基本設計が約２，６００万

円、実施設計が約６，０００万円、解体設計が約１，０００万円、あとボーリング調査費が約４

００万円、計１億円です。 

○田原委員 私は庁舎の特別委員会でも申し上げたように、まずどんな市役所をつくるのかとい

う基本設計は当然ですけども、実施設計というのはもう入札前の設計をするということなんで、

これはやはり切り離すべきじゃないかという基本的な考えを持っているわけですよ。基本設計を

するときには市民の皆さんにも声をかけて、どういうような市役所をつくりますかという意見も

聞いて、また議員の我々の要望も受け入れたりして、そして基本設計をつくると、そして基本設

計に基づいて今度は実施設計をするというようなロードマップというんかな、さっきの言葉で言

えば、そういう手順が必要じゃないかと思うんですよ。まして来年４月には、市長選挙もあるん
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でしょう。そういうときに、いきなり実施設計までこの際予算を通す必要があるんだろうか。そ

りゃわかるんよ、基本設計と実施設計を同じ業者でしたら工期が早く済むというのはわかるんだ

けども、予定表では結構期間があったじゃない、殊さらここで実施設計まで予算化するようなス

ケジュールにはなってないはず、途中で十分期間はとれると思う。それについて、なぜここであ

えて実施設計の予算をつける意図について納得のいく説明をしてください。 

○尾野田庁舎移転担当官 基本設計と実施設計をあわせたという理由ですけども、まず基本設計

をつくりまして、その後実施設計というような運びにはなりますけども、来年は市長選がありま

す。当初は暫定予算になると思います。実施設計が上がるとすれば、６月議会という形になると

思います。そこから入札、業者を決めていくような形になれば、それだけで１カ月、２カ月かか

ってしまいますので、実際実施設計する期間といえば６月に決定いたして９月ごろからという話

になると思います。実際９月から実施設計をするという形になると思いますけども、多分半年ぐ

らいはかかるんではないかということで、９月からですと３月前ぐらいですか、ですと３月議会

に上程する庁舎建設の工事費が間に合わないだろうという考えであります。今回あわせてしてい

けば同じ業者で同じ考えで設計ができるということで、今回あわせてさせていただいたというこ

とでございます。 

○田原委員 私は特別委員会のときにも随分これにこだわったんですけど、やはり基本設計はよ

り多くの人の意見を聞き、できるだけいろいろなユニークな業者の案を持ち寄って、それで備前

市にふさわしい備前市役所づくりをというようなことからして、基本設計といきなり実施設計を

一緒にするのはどうかなというのを基本的に思っているわけ。そのような工期の問題は設計じゃ

から、そう心配せずにいけるんじゃないかな、当初の予算の１年間でしたね、基本設計と実施設

計で１年間、その間の中ではできるように思いますけど、これはもう私の考えです。答弁があれ

ばどうぞ。 

○尾野田庁舎移転担当官 業者は今回基本設計と実施設計同じ業者にということで今回予算を上

げさせていただいておりますけども、基本設計を行っていく上で皆さんの意見を十分反映させた

ものにしていきたいという考えはございます。基本設計ができましたら、引き続きすぐに実施設

計のほうに移っていきたいと、そういうふうに考えております。 

○津島委員 その下の公有財産購入費なんですが、坪数は何坪ぐらいですかね。 

○尾野田庁舎移転担当官 坪数じゃなくて平米数になるんですけども３４８．２２平米です。 

○津島委員 １平米が何円になるんかな。 

○尾野田庁舎移転担当官 ３万６，０９８円です。 

○津島委員 これは相場としては、どんなんでしょうか。 

○尾野田庁舎移転担当官 鑑定士に簡易鑑定をしていただいとる金額でございますので、適正な

金額だと考えております。 

○津島委員 言えたら言ってください。誰から購入したんでしょうか。 

○尾野田庁舎移転担当官 まだ交渉中で、買ってはいません。 
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○山本主査 ほかに。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、暫時休憩します。 

              午後０時００分 休憩 

              午後１時００分 再開 

○山本主査 それでは、休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 消防費、４２ページ、４３ページです。 

○尾川委員 いろいろ苦情を聞くんですけど、当初予算で決めとって、その予算内で各地区の要

望を承って処理していくと思うんですけど、補正になるというのはどういう基準で２４万４，０

００円の補正となったのか理由をお聞きしたいんですけど。 

○柴垣危機管理課長 今回の自主防災組織活動事業助成金なんですけれども、当初５つの自主防

災組織に助成金を、それから毎年やっております防災士の資格を取っていただくための助成をし

ております。そういった中で、今年度防災士を受けたいと希望される方が各地区から上がってき

たんですけれども、人数のほうが予想より非常に多くて、実はこれは４名分の防災士の資格を受

けるための助成として計上しておるものです。当初２人分を予定しておりましたが、予算の中で

３人までは何とか確保できたんですけれども、追加で４人の方がどうしても今年度受けたいとい

うことで、実はもう試験は９月に行われております。その方々の要望に応えて助成をしたいとい

うことで、今回その４人分について追加の計上をしておるところです。 

○尾川委員 理由というのはよくわかりました。事前に来年度の計画を公民館の修理とかという

のは事前に地区の要望を聞いて進めていくんですけど、要するにある地区から言われたのがもう

いっぱいで来年度にしてくれというふうなことがあって、その辺の対応がこの２４万４，０００

円のうち入るんか入らんのかというのがちょっと気になっとって、防災士でふやしたというふう

なこと、そのちょっとすみ分けというんですか、その辺を詳しゅうお聞きしたいんです。 

○柴垣危機管理課長 実際年度当初のほうから当然こちらのほうは各地区のほうにもお知らせを

して、申請を受けて助成金を活用していただくようにしております。委員がおっしゃるようにや

はり予算の限度内のところで一旦、それから以降の地区については申しわけありませんが予算の

ほうの対応ができかねるので来年度で準備をいたしますということで、実はこれ県のほうの補助

もいただいております。県のほうにも一応打診をしたんですけれども、県も同じような状況で今

ある予算の中で各市町へ配分をしているというような形です。なかなか歳入のほうも見込めない

ということで当初で準備をいたしますということで、予算を超えたところの地区については申し

わけありませんがということでお願いをしているところでございます。 

○尾川委員 そういう話をお聞きしたらわかるんですけど、できる限り希望を出して事前に手続

するということを徹底して、地区によって差のないようにだけはしてもらえたらと思います。 

○柴垣危機管理課長 はい、できるだけ当初予算の算定をする上でも各地区に呼びかけをして、

ある程度調査をしながら予算を配分していきたいなと考えております。 
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○山本主査 ほかに。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、教育費、社会教育費の文化施設費、１１節、１３節、４６、４９ページで

す。 

○尾川委員 耐震診断調査委託料ということなんですけど、どういうスケジュールで進めていか

れるんかと、いろいろこのミュージアムの問題で議会も２つに分かれて、それがずっと引っ張っ

てきとるような状況なんですけど、今後の耐震診断をしてどういうスケジュールでやっていこう

としとんか、あるいは補助金等の活用なんかどういうふうに考えとんかお聞きしたいです。 

○藤田秘書広報課長 スケジュールにつきましては、この補正で予算を計上させていただいて、

それが通れば一応その準備等に時間を少し要しますので、ことし１１月ぐらいからその補強の耐

震診断をやっていきたいと思います。これが年度いっぱいぐらいまではかかるかなと考えており

ます。 

 それから、それを見まして改修計画ですね、設計書等の作成、その建物のどういった改修をす

るか、補強するか、その工事とかの方針を立てていかないといけないということが三、四カ月程

度かかると思います。２９年には、その補強及び改修とかの設計業務を終えたいというぐらいの

スケジュールです。それで、平成３０年には補強の改修工事を終えたいということで、約３カ年

度かかるというスケジュールになっております。 

 補助金については、さきの定例会の委員会でも御質問があったように、国道２号が緊急輸送道

路に指定されております。その関係で補助率が来年度からは上がるんですが、国、県合わせて４

分の３は補助金になろうかと思います。今年度については県のほうから追加要望の調査がありま

して、申請しております。その内示等の発表が１０月の上旬にあるということは聞いておりま

す。 

○山本主査 ほかにございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、諸支出金、基金、４８、４９ページ。ありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、予備費は、５１ページ、ありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、第２表の繰越明許費で総務費、総務管理費、新庁舎整備事業、５ページで

す。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、次の第３表債務負担行為補正、おかやま全県統合型ＧＩＳ利用、６ページです。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、第４表地方債補正で臨時財政対策債、７ページです。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



- 17 - 

 ないようですので、議案第８８号のうち、市長室、総合政策部ほかの審査を終結いたします。 

 以上で、総務産業分科会を閉会いたします。 

              午後１時１３分 閉会 

 

 

 


