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― 

 

＜報告事項＞ 

 台風21号による被災状況について（まち整備課） 
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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29年10月26日（木） 午前9時30分 

開議・閉議 午前9時30分 開会  ～ 午後0時10分  閉会 

場所・形態 委員会室A・B 閉会中の開催 

出 席 委 員 主査 山本恒道 副主査 森本洋子 

 委員 尾川直行  津島 誠 

  守井秀龍  川崎輝通 

  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   

 委員外議員 なし   

 紹介議員 なし   

 参考人 なし   

説 明 員 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 

 上下水道課長 梶藤 勲 
  

 日生総合支所長 大道健一 吉永総合支所長 金藤康樹 

 シティセールス推進課長 田原義大   

傍  聴  者 議員 山本 成 星野和也  

 報道関係 なし   

 一般傍聴 なし   

審 査 記 録 次のとおり    
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              午前９時３０分 開会 

○山本委員長 皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席は７名です。定足数に達しておりますので、これより予算審査委員会総務産業

分科会を開催します。 

 開会に当たりまして、総務産業委員会の所管ではありますが、まち整備課からの報告がありま

すので、この際お受けいたします。 

○淵本まち整備課長 それでは、先日の台風２１号による被災状況について報告させていただき

ます。 

 被災箇所は、２件でございます。 

 まず、西片上地区、国道２号真光寺から緑陽高校へおりる市道片上５２号線にて崩落がござい

ました。現在、通行どめとなっておりますので、復旧作業を行っております。通行どめ期間は、

１１月１７日までを予定いたしております。 

 それから、東片上天神地区、市道１１３号線の路肩の崩落でございます。こちらにつきまして

は、通行には支障になっておりません。今後、修繕にて対応する予定といたしております。 

○山本委員長 報告が終わりました。 

○尾川委員 今の報告で、苦情が出とんですわ。もう処置しとると思うけど、表示が明確にされ

てねえと。確認してねえけどちょろっと通ってみて、どうもはっきり通行どめというのもなかっ

たけど、その辺はどうなっとんかな。 

○淵本まち整備課長 崩落が確認されたのが日曜日でございまして、急遽業者にお願いしたんで

すが、日曜日には通行どめの看板が出ていなかったかと思います。翌日の月曜日には、看板を設

置させていただいております。 

○尾川委員 何カ所つけとったん。 

○淵本まち整備課長 国道２号とそれから下の市道でございます。 

○尾川委員 市道というてどこの、市道何号線というたりしてようわからんけえ。市道の何カ所

をしとるわけ。 

○淵本まち整備課長 市道は１カ所です。 

○尾川委員 あそこは、アルファから行く道と、流川から行く道があるわけじゃ。それと和気か

ら来るわけじゃ。そのあたりはどねえしとったん。 

○淵本まち整備課長 交差点の部分に１カ所だったと思います。 

○尾川委員 前からここのことだけじゃないんじゃ。大内のほうでも苦情を聞いたこともある

し、ちょっと俊敏に対応してもらうようにしてほしいんですけどな。 

○淵本まち整備課長 はい、以後、そうするように指示いたします。 

○山本委員長 それでは、先日の委員会で答弁が保留されていますので。 

○田原シティセールス推進課長 シティセールス推進課から、先日の総務産業分科会でお答えを
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保留させていた２点についてお答えさせていただきます。 

 １点目ですが、決算書１９３ページになります。 

 文化財保護費の報酬、資料調査等謝礼２万７，２００円についてでございますが、関係者４名

から備前焼の日本遺産登録申請に係るアドバイス、御意見等をいただいた際のお礼の品として、

備前焼関係の書籍４冊を購入した費用でございます。 

 また、２点目でございますが、備前焼ミュージアム館蔵品に係る評価等についての御質問がご

ざいました。調べてみますと、館蔵品は現在２８８点、借用品が２２９点で、合計５１７点でご

ざいます。これらについては、全ての評価額を算出してはおりません。動産保険の対象としてい

る人間国宝の作品であるとか県の重文の作家の作品については、評価委員会等で評価額を出して

おります。ちなみに、館蔵品については１７件評価しておりまして、評価額の合計が１，２７５

万円、また借用品については５９件を評価しておりまして、評価額が４，５５０万円となってお

ります。まだ、台帳に記載されていないようなものもございますので、現在、台帳整理等を実施

しているところでございます。 

○尾川委員 皆さん記憶しとろうけど、あそこは泥棒に入られたんじゃ。もう非常にイメージが

悪いわけじゃ。そんな泥棒が入るような館に貸してくれるということはないと思うんじゃ、恐ら

く。耐震もあるけど、それよりもそういうイメージが悪うなるから、慎重に防犯ということにま

ず対応を。今、館蔵品も結構な評価をしてくれとるけど、お金に換えられんようなものがあると

思うんじゃ。もう唯一なものでね。だから、その辺の防犯対策というのはどう考えとんかな。 

○田原シティセールス推進課長 現在、防犯システムとして防犯カメラの設置、また施錠に関し

てはセコム等の防犯対策を実施しております。職員にも、努めて施錠管理、備品の管理等を徹底

するように指示してまいりたいと思います。 

○尾川委員 セコムとか防犯カメラもええんじゃけど、取られてからじゃ遅いんじゃからね。だ

から、やっぱり防犯対策をきちっとやるということを。犯人が捕まったって物はどうなっとん

か、まだ売らずに置いとる場合もあろうし、いろんなケースがあると思うけど、一遍調べて、何

千万円という話が出てきたんじゃけど、それで狙うということもあり得るから、そういう面で防

犯対策、自己防衛するという視点で考えてほしいと思うんじゃけど。 

○田原シティセールス推進課長 御意見を踏まえて、防犯対策について検討してまいりたいと思

います。 

○山本委員長 ほかに。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、報告を終わります。 

 これより議案第８２号のうち、まちづくり部ほか関係の審査を行います。 

 審査はお手元の所管別分類表により歳入から行います。 

 ページは２０、２１ページの交通安全対策交付金からです。 
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              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、２０、２３ページ、分担金及び負担金の負担金です。 

○守井委員 ２３ページの農林水産業費分担金なんですが、単独事業分担金、小規模土地改良事

業分担金、それから県営事業分担金、これらの件数とその分担率を教えていただけたらと思いま

す。 

○坂本里海・里山課長 まず、単独事業分担金です。これは木谷用水路改良工事に対する分担金

１件で３０％になっています。続いて、小規模土地改良事業分担金は、坂根水路改良工事に対す

る分担金１件でございまして、１０％の分担率になります。最後に県営事業分担金につきまして

は、吉永町南方新柳井堰改修工事に伴う分担金１件で１０％の分担率になっています。 

○山本委員長 ほかに。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは次に、２４、２５ページの使用料及び手数料、使用料、農林水産使用料。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、２４、２５、１４の使用料及び手数料で、使用料で商工使用料。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、２４、２５ページの使用料及び手数料、使用料で土木使用料。 

○守井委員 土木使用料の行政管理住宅使用料なんですけど、徴収率が８５．９％ということで

若干上がっとんですけど、かなりの滞納も見受けられます。どういう滞納対策をやられているか

お聞きしたいと思います。 

○淵本まち整備課長 滞納対策につきましては、催告書の送付、電話での連絡、それから戸別訪

問、または来ていただいての協議という対応となっております。 

○守井委員 それはもう今までと同じことですけれども、特に変わってやっているようなことは

ないんですか。 

○淵本まち整備課長 現時点では、特に変わったことはやっておりません。 

○守井委員 長期にわたって滞納している方もおられるようなんですけれども、保証人制度もあ

るという中で、滞納対策というのは何か考えられないんですかね。 

○淵本まち整備課長 どうしても、市営住宅の場合は福祉施策的な部分もございまして、なかな

か強引な対策というのがとりにくい状況になっています。そういう中で、来年度以降、何か新た

な施策がないかということで、他市の状況を調査しているところであります。 

○守井委員 滞納率がずっと若干伸びておるんですけれども、やっぱりきちんと払っていただく

ための検討策を、昨年はこうやって上がった、またそのプラスアルファというようにぜひ考えて

検討をお願いしたいと思うんですが。 

○淵本まち整備課長 検討していきたいと思います。 

○守井委員 お願いします。 
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○山本委員長 ほかに。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、次に、２８、２９ページ、使用料及び手数料、手数料、農林水産業手数料。 

○尾川委員 船員手帳交付手数料が増額になっとんですけど、何が原因でふえてきとんですか。 

○大道日生総合支所長 昨年度、２３件でございました。航行報告、船長からの証明願が３９件

ございまして、かなりの増になっていると思います。船員手帳につきましては、新規もあったり

書きかえもあったりしますので、船員の動向というのはこれではわかりかねますが、現状ではそ

ういったことになっております。 

○尾川委員 船員の動向というのはこれじゃわからんということ。 

○大道日生総合支所長 はい、これではわかりかねます。 

○尾川委員 そんなら、船員の数というのはどのくらい。赤穂とか市外もあるらしいんじゃけ

ど、備前市内の船員の数がふえてきとんかなという見方をしとるわけなんじゃ。そういうデータ

は出てねえわけ。 

○大道日生総合支所長 手元に資料がございませんので、また海運組合等に聞き取りを行いまし

て、後日、総括までにはお示ししたいと思います。 

○山本委員長 ほかに。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、２８、２９ページの使用料及び手数料で手数料、土木手数料。 

○守井委員 土木手数料の一般管理手数料なんですけど、交付手数料が６７万円ほど入っている

んですが、これは。 

○淵本まち整備課長 こちらは、屋外広告物の許可権限に基づく手数料でございます。 

○山本委員長 ほかに。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、３２、３３ページ、国庫支出金、国庫補助金、衛生費国庫補助金の１節。 

○守井委員 環境衛生費補助金なんですが、かなり昨年に比べてふえていますが、件数等を教え

ていただけたらと思います。 

○梶藤上下水道課長 委員御指摘のとおり金額はふえております。件数は３３基でありまして、

件数はふえていないんですが、なぜふえたかといいますと、こちらの交付申請を７年間まとめて

行っております。通常の交付申請ですと、年度ごとの精算なんですが、こちらの交付申請は最終

年度に精算を行ったもので、この増額となっております。 

○尾川委員 社会資本整備総合交付金というのがかなり増額になって、内容を教えてもらえた

ら。 

○淵本まち整備課長 ２７７万円のほうにつきましては、住宅の耐震診断の補助金、吉永総合支

所の一部解体に伴う補助金、それから備前焼ミュージアムの耐震診断に伴う補助金になっており
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ます。 

 それから、もう一点の６２７万円のほうにつきましては、内容的には市営住宅、福田団地のガ

ス管の改修工事をやっております。そちらの工事、設計に伴う補助金、それから昨年度、空き家

対策の実態調査を行っております。そちらに対しての補助金が入っております。 

○尾川委員 市営住宅、昨年は福田だけじゃったんですか。 

○淵本まち整備課長 昨年度は、福田団地のガス管の改修工事でございます。 

○山本委員長 ほかに。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、次に、３８、３９ページの県支出金、県補助金、衛生費県補助金の４節です。 

○守井委員 せっかくだから、件数。さっきと一緒になるのかな。 

○梶藤上下水道課長 先ほどの件数と同じで、３３件になります。 

○山本委員長 次に、３８ページから４１ページ、県支出金、県補助金、農林水産業県補助金、

５節中、公共空間木質化推進支援事業補助金を除く。 

○守井委員 林業振興費の補助金で、鳥獣被害防止総合対策交付金が昨年に比べて３分の１ほど

のかなり減額になっているんですが、理由がわかれば教えてください。 

○坂本里海・里山課長 ２７年度に有害鳥獣処理施設をつくりましたので、その費用がなくなっ

たのが一番大きな要因でございます。 

○守井委員 この間からその機械がうまいこと動いていないような話があったんですけど、どん

なですか、現在は。 

○坂本里海・里山課長 以前も御指摘があったんですけど、７月中旬からは試験的に回しており

まして、今でもなるべく機械に負荷がかからないよう大量投入せずに運営をしております。 

○守井委員 できておるんですね。 

○坂本里海・里山課長 はい。 

○山本委員長 ほかに。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、４０、４１ページ、県支出金、県補助金、土木費補助金で。 

○尾川委員 ４１ページの都市計画総務費補助金で、木造住宅耐震診断事業費補助金、増額理由

をまずお聞きしたいんですけど。 

○淵本まち整備課長 こちらにつきましては、耐震診断または補強計画を作成した際の県からの

補助金になりますので、件数によってふえております。 

○尾川委員 いろいろその考え方なんですけど、今後の問題として希望するものはすりゃあええ

で「広報びぜん」で広報したりして補助金がありますよということなんだけど、火事とあわせて

地震という問題で、今後、どういうふうに補助金がある範囲内で市民にＰＲしていこうかと。あ

るいは、市としてはやはりこれから耐震の問題で積極的に取り組みしようという辺の考え方とい
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うのは、国がやっとる、県がやっとるという補助程度で考えとんか、その辺をちょっと聞かせて

もらえたらと思うんですけど。どういう対応をしていこうとしとんかという。 

○淵本まち整備課長 こちらの補助金につきましては、県からの補助金ということで、診断とか

補強計画ということになっておりますが、今のところまだ県、国の補助金で改修に伴うような補

助金というのが余りありませんので、今後、住宅リフォームとかの補助金とあわせて考えていく

ようになるんではないかと思います。 

○尾川委員 ちょっと私、記憶が定かじゃねえんじゃけど、その辺のリフォームの問題で監査委

員の指摘がありゃあせなんだかと思うんですけど、将来的な考え方として、耐震診断をして耐震

リフォームをしていくというところにつながっていきゃあええと思うんですけど。 

○中島まちづくり部長 監査委員から、単なる住宅リフォームというのであれば、やはり住民の

安全・安心を守れないといった御指摘がございました。我々も、一、二年ほど住宅リフォームを

やる上で、やはり市の制度として耐震といった制度もございますので、それを取り入れた住宅リ

フォームの改修といった制度も一つつくるべきではないかと思っております。単なる住宅リフォ

ームの改修のみならず、その目的に応じて選択できるような制度設計ができればなあといった形

で、今、担当課を交えてどういうふうにしたらより市民の安全・安心が守れるかということで、

近い将来、南海トラフの巨大地震が発生するといったこともございます。国のほうも、地震保険

といった制度の普及活動にも努めておりますので、そういったことも見据えながら、住宅リフォ

ームをより市民の安全・安心のために活用できればなというふうに思っております。 

○尾川委員 ぜひ、そういう方向で来年の予算も考えてもらって、少しでも一方でも安全・安心

のための施策をやってほしいと思います。 

○川崎委員 空き家除却の補助金は、どのくらいの件数だったんですか。 

○淵本まち整備課長 昨年度は２５件でございます。 

○山本委員長 ほかに。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは次に、４２、４３ページ、県支出金、県補助金、災害補給費県補助金で何か。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ４２、４５ページで県支出金、県委託金、商工費県委託金で。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ４４、４５ページ、県支出金、県委託金、土木費委託金で何か。 

○尾川委員 土木費の県委託金の港湾管理費委託金、これが過去を見たら下がってきとる。昨年

はちょっと上がったかなということですけど、どういう理由で上下するんですかね。 

○淵本まち整備課長 こちらにつきましては、片上港、それから鶴海のプレジャーボート等の施

設の管理に対するものでして、どうしてもその利用の状況によって上下しております。 

○尾川委員 要するに、利用者がふえんと金額が上がらんという仕組みになっとるわけ。 



- 8 - 

○淵本まち整備課長 はい、そうでございます。 

○尾川委員 要するに、プレジャーボートなんかだったらあるスペース、エリアを使うというこ

とでというんじゃなしに、その中の船の数とかで上下するわけ。 

○淵本まち整備課長 プレジャーボートも船の数になります。それから、片上埠頭とかも利用さ

れた船舶の数によります。 

○川崎委員 関連で、特に日生市民会館の県の施設、あきが多いんじゃないんかなあという感じ

なんですけど、それぞれの地域の使用率、どれぐらいとめられるか、それに対して今実際とめて

いる船の数がどれぐらいなのか。その上下によって収入が変わってきていると思うんですけど。 

○淵本まち整備課長 鶴海地区につきましては小型３９隻、大型４２隻の８１隻の利用になって

おります。 

○大道日生総合支所長 日生は、梅灘、吉ケ浦、あわせて大型２９隻、小型２２隻。合計５１隻

でございます。 

○川崎委員 日生でどれぐらいとめれらるん。 

○大道日生総合支所長 梅灘地区、８２件中３７件の利用、吉ケ浦地区、５２件中１４件の利用

ということで、係留可能数は合計で１３４分の５１の利用でございます。 

○川崎委員 市民会館の下が、ほとんどあいとんじゃねえんかなという感じになっとる。前、ほ

とんどいっぱいだったと思う。 

○大道日生総合支所長 市民会館の前につきましては、土砂が埋まって浅くなっているというこ

とがございまして、新規艇については許可をしていないんです。継続船舶しか使っていないとい

うような状況がございます。 

○川崎委員 わかりました。 

○山本委員長 ほかに。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、次に行きます。４４、４５ページの財産収入、財産運用収入、財産貸付収入は別紙

です。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、４４、４７ページ、財産収入、財産運用収入、利子及び配当金も別紙で

す。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、４６、４７ページ、財産収入、財産売払収入、物品売払収入も別紙です。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、５０、５１ページの繰入金、基金繰入金、中山間地域保全基金繰入金で何かありません

か。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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 ないようでしたら、５２、５３ページの諸収入、貸付金元利収入、労働融資貸付金元利収入で

何か。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、５４、６３ページで諸収入、雑入、雑入も別紙です。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、２８年度の歳出、７４ページから７９ページ、総務費、総務管理費、企画

費、１３節中、企画政策調査委託料の一部で何か。 

○守井委員 企画政策調査委託費の一部というようなことになっているんですが、まちづくり部

関係は何がその一部になるんですかね。 

○淵本まち整備課長 道の駅適地調査業務２０８万８，０００円ということでございます。 

○川崎委員 調査は前からずっとやりょんじゃけど、結局ここにしようというのはないままじゃ

ねえんかな、何年間も。今はもう道の駅が直売店ということで、すごく全国的には評判がいいと

いうことなんですけど、備前市の場合、国道２号があるのにないというのは少しバランスを欠く

んじゃないんかな、観光客に宣伝する意味で。結論は出てないんでしょう。 

○淵本まち整備課長 まだ、結論には至っておりませんで、適地について打診をしているところ

であります。 

○川崎委員 その調査によって何カ所適地らしきところが選ばれたんでしょう。 

○淵本まち整備課長 一応３カ所を調査しておりまして、今は国道２号沿いということで１カ

所、地元とこの後協議をする予定としております。 

○川崎委員 岡山県は果物の産地でありながら、備前じゃなくても、モモ、ブドウを含めて、や

はりそういうものを置けば十分いけるんじゃないんかなあと思うんですけど。そうしたら、それ

を機会に備前市の観光パンフを置いて、持って帰ってもらうだけでもすごく効率的な宣伝効果だ

と思います。何せ、北は北海道から九州までのトラックが走りょうるわけでね。だから、そうい

う意味ではトラックがとまれないような道の駅ではなかなか宣伝効果も薄いんかなあ、お客のと

まりも悪いんじゃないんかなあとか考えたりするんですけど。企業誘致もええんやけど、ぜひ、

これはお客がストレートに来てくれる施設なので、早く決めて早く工事することが地域活性化の

本当に大きな起爆剤になるんじゃないんかなあと。私、以前、今あるマルナカの位置が最高の適

地だと一般質問か何かでもしたんじゃけど、結局そういうものはマルナカの社長のほうが敏感な

んかなあと。いつの間にやらマルナカが店を出したということで大ヒットじゃないですか。この

地域じゃあ、一番ようお客が来よるという話ですから。平日はそう大したこと思いませんけど、

土日なんかはもうほんまに観光名所じゃないかというぐらい来ているようですから。今さら、も

うあそこは無理なんで、ぜひ国道２号かどこか、交通の重点だと思われるところはやっていただ

きたいということを要望しておきます。 

○尾川委員 関連で、質問の内容が適切じゃねえかもわからんのんですけど、もう具体的に言え
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ば、道の駅をつくるためじゃと思うんじゃけど大ケ池を埋め立てるというたりして、そういうう

わさがあるんじゃけど、議員へそういう情報は流してもらえんのんかな。本当かうそか知らん

よ。市のほうから、大ケ池を埋め立てしてもええかと了解を言うたりする話があるわけじゃ。決

算と関係ねえかも知らんけど、でもただ、どうしていくんならということで考えたときにちょっ

と聞きたいんですけど。 

○中島まちづくり部長 市として、実際に大ケ池の地元の方に、こういったところへ設置しては

どうかなというような御提案はさせていただいております。ただ、やはり池の管理上とか、それ

を実際に埋め立てた場合、どういった水の影響があるかとか、ため池でございますので、そうい

ったもろもろの問題もございます。そういったことをしっかりと踏まえてどうするかというのを

していかなければいけないのかなということで、まずはそこありきじゃなくて、そこでした場合

はどういった影響があるのかとか、そういったものを今後調べていくというような状況になりま

す。ですから、今ここでやるんだという決定ではございませんので、やはりいろんな施設をつく

るときには、さまざまないろんなところの調査をして、そこが実際に地元の方が協力していただ

けるのかどうか打診をする。そして、ある程度、ここで行けるんじゃないかなとなれば、きちっ

と議会のほうにも報告すべきではないかと理解しておりますので、今はまだ不確定な要素がたく

さんあるといったところですので、今言ってしまったんですけれども、公表については、慎重に

していきたいと思っています。 

○尾川委員 要は遠回しに言ようるけど、調査費用の中に今の話があるんですかということを言

ようるわけじゃ。 

○淵本まち整備課長 調査費用の中に、今の部分での調査費用は入っておりません。 

○尾川委員 また要らん話するんですけど、正確な情報じゃねえんじゃけど、今あの倉庫が建っ

ているあたりへもともと道の駅ができるといううわさがでえれえ立ったわけ。じゃから、適地じ

ゃとは私は思うから、今倉庫なんかは余り要らんようになってきて、かなり稼働率が下がっとる

から売ってもええよというたりする話があるんかなあと思ってね。あわせて、その大ケ池を埋め

たりするのは、私は余りすかんのやけど、それは個人的な話で、そういうことがあるのかなあと

思って、ちょっといろいろ総合的にその予算の中に入っとったんかなあと。本音はある程度、市

長の考えが私はわかっとったけど、それがちょっと聞きたかったということなので。どの程度情

報を流してもらえるかというのはわからんのやけど。 

○淵本まち整備課長 済みません、先ほどちょっとなかったと言ったんですが、簡単な絵を昨年

度の委託料の中で描かせていただいております。 

○川崎委員 先ほどの続きなんですけど、あそこははっきり言うてれんがの粉の倉庫が並んでい

て、イメージがよくないわけですよ。それが道の駅になれば全然波及効果が違ってくると。そう

いった意味では、あと、企業団地にどれぐらい土地が残っとんかよくわからないんやけど、移転

補償をしてそちらへ移ってもらってそこを道の駅にさせてもらえんかとか、その考え方は必要じ
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ゃないんかなあと。やっぱり、倉庫としての効果というのはないわけで、ほとんど企業にとって

も。倉庫なら、大きい道さえありゃあ、国道の近くでいいわけですから、同じようなことが日生

駅前にもあるんやけど、どこかのトラック会社がトラックぐらいしか置かないような一等地があ

るんですけど、やっぱり切りかえの発想、そこに金をかける十分な価値があるということと、私

は大ケ池、ある程度駐車場が必要なら埋めるんではなく、一本一本、新幹線と同じようにコンク

リーの柱でその上に鉄板を引くなりして駐車場をつくれば。農業関係に詳しくありませんけど、

たしか、ため池というのは、余り水温が上がらんほうが水田にもいいと聞いたことがあるんです

よ。だから、そういう意味では、全部ふたをするということがいいかどうかわかりませんけど、

一部スペースを作るためにそういう柱を打って駐車場なりにするということは必要だと思うし、

逆に今ある倉庫なんかを立ち退いてもらえれば十分スペースがあるということなら別にもう大ケ

池は全く使う必要もないし。やっぱり、それぐらいの覚悟でやって、水田を埋めて企業団地をつ

くろうという割にはそういう発想の切りかえはできないんかなあと、率直に思うんですよ。その

辺について、部長どう思います。 

○中島まちづくり部長 本当に我々にはちょっと思いつかなかったような発想で、ありがとうご

ざいます。その辺も踏まえて、再度検討していきたいというふうに思います。ありがとうござい

ました。 

○山本委員長 ほかに。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、ないようでしたら、８２、８７ページ、総務費、総務管理費、地域振興費も別紙で

す。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、１２４ページから１２９ページ、衛生費、保健衛生費。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、１２４、１２９ページ、衛生費、保健衛生費、保健衛生費総務費、２８節中、飲料

水供給事業特別会計繰出金で何か。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、１２８、１３１ページ、衛生費、保健衛生費、環境衛生費、１９節中、浄化槽設置

整備事業補助金、２８節浄化槽整備事業特別会計繰出金で何か。 

○守井委員 １３１ページの浄化槽設置整備事業の補助金なんですけど、市内の下水道整備の中

で、公共下水、特環下水、それから農集、いろいろあると思うんですけど、あと残ったところが

浄化槽整備というようなことになると思うんですけど、その地域で浄化槽の設置の整備率を把握

できているのかどうかを聞きたいんですけど。 

○梶藤上下水道課長 全体で整備しないといけない件数が２，２２０件、浄化槽を設置している

のが１，１５５件、整備率は５２％になります。大字単位で、畠田が５４．５％、坂根が３１．
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３％、福田が５３．４％、閑谷が５９．６％、木谷が９４．３％、伊里中が３９．１％、蕃山が

６０．９％、麻宇那が５７．８％、穂浪が４０％、鶴海が４３．９％、佐山が４２％、三石が５

２．８％、野谷が１２．５％、八木山が４６．６％になります。 

○守井委員 また後でいいですから資料としてもらえますか。 

○梶藤上下水道課長 わかりました。 

○山本委員長 ほかに。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、１３８、１３９ページの衛生費、上下水道及び簡易水道費で何か。 

○守井委員 水道事業会計繰出金１，３２０万円なんですけど、繰出金というのは法的に必要な

んですかね。黒字であれば必要ないんじゃないかという感じもするんですけど。 

○梶藤上下水道課長 基準内の繰出金をいただいております。一部、高田、三国の簡易水道を統

合いたしましたので、そちらの企業債償還の負担分と、あと消火栓の維持管理等の繰出金をいた

だいております。 

○守井委員 黒字ですから結構ですというようなことは言わないんですか。 

○梶藤上下水道課長 基準でいただけるものなので、いただいております。 

○山本委員長 ほかに。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは次に、１３８ページから１４１ページ、労働費、労働諸費で何か。 

○尾川委員 １３９ページの報償費の表彰記念品で６万６，５２８円があるんですけど、減額理

由はなんですかね。 

○田原シティセールス推進課長 ６万６，５２８円の内訳なんですが、市長表彰が１６名。記念

品を変更しております。体脂肪がはかれる体重計にしたということもありますし、推薦いただい

ている対象者が減少しているということがございました。 

○尾川委員 結局、単価が下がったということ、１人当たりの、人数も減っとるんかもしれんけ

ど。 

○田原シティセールス推進課長 主には、人数が減ったということです。２３名から１６名に減

ったということが大きな原因でございます。 

○尾川委員 ということは、対象者がおらんということ、結局は。 

○田原シティセールス推進課長 こちらにつきましては、市長表彰の功労者表彰の推薦がござい

ます。その推薦に基づいて、こちらで検討して決定をしますので、推薦数が少なければ少なくな

るという状況になります。 

○尾川委員 要するに減ってきとるということは、何年以上勤続とかという規定があって、会社

が推薦してこんのじゃと思う。だけど、それなら基準を変えたり、今、もう定年まで働く人が少

のうなっとるというて一般的には言われるわけじゃけど、そうすると２０年、３０年とか勤務が
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できん、そういう状況じゃなくなってくると。だから、例えばほかの企業と積算して表彰対象に

するとかという考え方が必要なんじゃないかという感じがするんじゃけど。少のうなったら表彰

が少のうてええという考え方もあるけど、やっぱり、きちっとした市長表彰というたら権威があ

るものじゃからそれだけのものをやってくれよという話を総務のほうでもしたんです。だから、

表彰基準の見直しね。ただ、市と耐火物協会と商工会議所といろいろ基準があるからその整合性

もあると思うけど、その辺の検討というのは余りまだ考えてないわけ。 

○田原シティセールス推進課長 基準を変えるかどうかについては、今後、検討をしていくこと

かなと考えております。 

○尾川委員 せっかく表彰をするのに、対象者が少のうて、何でもかんでも表彰せえというんじ

ゃねえんですけど、やっぱり権威をつけるためにはどんどん表彰しちゃりゃあええという意識を

持っとんですよ。とにかく表彰受けさせるようにせえと。そうしたら励みになると、頑張っても

らいてえと。備前市の産業に貢献してやってくれようるわけじゃから、だからその辺の検討もぜ

ひやってほしいと思うんですけど。要するに、定年まで働くという時代じゃないというんじゃけ

ど、なかなかそうは言ったって労働者がぱっぱっぱっぱ変わるということはできんけえね、現実

的には。 

○中島まちづくり部長 委員さんが言われるのも、もっともだと思います。今回は勤続２０年以

上ということで、各企業さんへ推薦をお願いしております。その結果、１６名ということで市長

表彰を行っております。その勤続年数を上げるか下げるか、そういったいろんな議論があるかと

は思いますけれども、それは別として、委員さん言われるように本当に長いこと一生懸命働いた

方を少しでも表彰していくということで、我々のほうも企業さんにお願いするときに一人でも多

くの方を推薦していただきたいとお願いしてまいりたいと思っております。 

○山本委員長 ほかに。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、４５分まで休憩を。 

              午前１０時３５分 休憩 

              午前１０時４５分 再開 

○山本委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

 それでは、１４０ページから１４７ページ、農林水産業費、農業費。 

○森本副委員長 １４１ページの農地利用状況調査賃金なんですけど、内訳を教えてください。 

○坂本里海・里山課長 これは耕作放棄地の調査でございまして、５，０００円掛ける４日掛け

る２５人という内容でございます。 

○森本副委員長 これは備前市全域ですよね。 

○坂本里海・里山課長 はい。 

○森本副委員長 その下の7農地利用状況調査図面作成委託料、毎年これ上がっているんですけ
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ど、作成された後、どこがどう利用されて、何を検討されているのか教えてください。 

○坂本里海・里山課長 これは、耕作放棄地の現況を把握するためにやる事業でございます。な

るべく耕作放棄地をふやさないようにということで、まずは把握するところからということでこ

の調査、図面を作成いたしております。 

○森本副委員長 最近、太陽光に変わるところも多いと思うんですけど、よく企業の方から言わ

れるのは、備前市はそういう耕作放棄地をよみがえらせるつもりでいるのか、またそういう別の

利用を考えているのか。市としてはどういう方針でいこうと考えておられるのかをお聞きしたい

と思うんですけど。 

○坂本里海・里山課長 農地につきましては、それぞれ１種、２種、３種というような形で区分

がございまして、１種農地につきましては農振農用地ということで原則農地として守っていく。

３種につきましては、用途区域が設定されている農地でございますので、その用途に合ったよう

な形で行っていきますし、その他の分については現況に応じた形で、住宅化が進むのであれば転

用は全然やぶさかじゃないといった考え方で進めております。 

○森本副委員長 最近、住宅の端に放棄地があった場合、太陽光に変わる場合があったりして、

住民の方がちょっとトラブルじゃないですけど、業者がいい業者なら判こをくださいみたいに訪

ねてこられるところもあればないところもあるみたいに聞くんですけど、そういう情報は入った

りしていますか。 

○坂本里海・里山課長 農地を転用する場合は、当然私どもの窓口を通じて転用の許可を出しま

す。開発に伴うような大きな面積の分は、まち整備課からスタートになるんじゃないかと思いま

す。 

○森本副委員長 じゃあ、農地の場合でそちらへ入った場合、本当に民家と隣接した場合の情報

が入ったときはどういう対応をされているのか、されようと考えているのか、お尋ねしてもいい

ですか。 

○坂本里海・里山課長 やはり農地転用ということになりますと、当然農業委員さん、それから

地区の代表の方の承認が必要になりますので、その時点で地区にはおりていくのかなというふう

に認識しております。 

○森本副委員長 最近いろんな太陽光のトラブルがあるので、ちょっと気をつけていただきたい

なあと思っています。もちろんそちらの課だけではないんですけど、まち整備課に関係するとこ

ろも多いかと思うんですけれど、市としてはやっぱりそういうトラブルが起きないようにしてあ

げなくてはいけないかなとは思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○尾川委員 １４３ページ。いろいろ補助金とかあって、それで県、国も負担金ということでや

っていきょんですけど、備前市の農業政策、農業振興を補助金行政だけでやっていくという考え

なのか、その辺をお聞きしたいんですけども。荒れ放題と言ったら語弊がある、きちっと守って

いきょうるところもあるんですけど、その対応というのは市としてどういうふうに考えていこう
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としとんですかね。 

○坂本里海・里山課長 基本的には、補助金に依存したような形で進めております。方針として

は、やはりもうかる農業というような考え方で進めてはおりますので、それに対してはしっかり

支援していきたいというふうに考えております。 

○尾川委員 後継者の問題とか、それから大規模化とかいろいろな問題があると思うんですけ

ど、やはりある程度地産地消というふうなことでやっていかんと、行き着くんじゃねえかな。な

んもかんもよそから買ようたら金が出ていくという感覚で、地元で金を回せというふうな考え方

というのが強うあって、もう最近、エネルギーなんかでも地産地消というてよそへ出さんように

せえという時代じゃから、少しそういう面で補助金行政だけじゃなしに新たな備前市として何か

考えていくというのは部長、どんなんですかね。きちっと備前市の農業政策というのを考えてや

ってほしいんですけどなあ。 

○中島まちづくり部長 これは本当に難しい問題だと思います。農振農用地につきましてはさま

ざまな手厚い補助がありまして、農地を維持していくといったことがありますし、それから先ほ

ど言いましたように通常の耕作放棄地をどうするか、広がるのを抑えるということになります

と、やはり面積的に小さい。後継者がほとんどいない。もう一番は、そこでなかなか収益が上が

らないということですよね。それと、天候に左右されやすくて農作物の収穫が一定しないといっ

たもろもろの条件があるとは思います。 

 そうした中で、農業政策をどういう形で進めていくかということは、本当に我々行政にとって

も頭が痛い問題です。逆に言うと、今ある農振農用地をしっかりと確保して、そこの中で特にも

うかるような農業、米以外に付加価値の高いような果樹とか野菜とか果物とか、そういったもの

に転嫁するというのも一つの方法かなというのもあるとは思います。 

 それと、この中にあります農地中間管理機構、いわゆるそういった農地を集約してそれをやり

たいといった企業さんとか団体にお貸しするということで、そこで株式会社とか企業さんなんか

がその農地を利用して野菜とか果物とかそういったものをつくる。それを、コンビニさんとかそ

ういった市場のマーケットへ流通させていくといった形で進めていければ、これは将来的な大き

な構想なんですけれども、そういった中で地元の農業をしたい人がそういった企業さん、いわゆ

るサラリーマン化、そういったところで働けるんじゃないかということで農地が維持できると。

国としても、日本の自給率が非常に少ないといったことも言ようりますし、備前市の場合は本当

に農地の面積がよその自治体と比べて非常に少ないと。昔から、工業都市といったイメージが非

常に強うございます。近場で働ける方も、サラリーマンということで結構多うございます。そう

いったところもありますので、なかなか農業振興については難しいなというふうに我々も危惧し

ておりますけれども、先ほど課長も言いましたように、できる限りもうかるような、もうからな

いと農業は維持できないということがありますので、やはり生活できるような農業を進めるよう

に取り組んでいければなと思っています。 
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○尾川委員 そういうことで、非常に難しい問題なんですけど、農業委員それからＪＡのほうで

どういう対応をするのか検討しながら何か考えてもらいたい。具体的には、給食食材の自給自足

というのを総社市がやっとるし、行政が取り組んで日銭を稼ぐと言ったら言葉が悪いけど、そう

いう形でもうかるもうかるというてそんなぬれ手にアワをつかむほどもうかるようなもの、今の

時代ありゃへんしね。こつこつやっぱり地域で金を回すということを考えて、中期的な視野で、

まず給食なんかの問題をＪＡと、どこから買よんか、学校給食における地場産物の使用割合自給

率というて県の教育委員会がある程度は出しょうるけど、あれも単純平均じゃしね。カロリー平

均じゃなしに単純平均、品物の数で自給率を出すというんじゃから、本質的な自給率じゃねえと

は思うとんですけど、それはそれとして、そういう何か具体的な取り組みをぜひやってほしいな

あと。食べるものを外国から買やあええ、よそから持ってくりゃええという、それは安けりゃえ

えというのもあるけど、やっぱり安全な食品という問題もあったりするんで、ぜひその取り組み

を、今お話があったプラスそういったことをやってほしいなという気がするんですけど。 

○中島まちづくり部長 今後、国とか県、地元、それから農家さんとかいろいろなところが、備

前市ではフルーツパークもあったり八塔寺の農園もあったりします。そういったところと、しっ

かりとどういったもので農業を進めていくかというのも考えられると思いますし、それから今、

包括連携で各大学とも締結しておりますので、そういったところも御意見を聞きながら取り組ん

でいきたいと思います。 

○尾川委員 ぜひ、農業振興にも力を入れてください。 

○守井委員 １４３ページの負担金補助及び交付金、農作物獣害防止施設設置補助金なんです

が、鳥獣害防止施設は何件で何キロぐらいだったんですか。 

○坂本里海・里山課長 ２８年度、場所については吉永町今崎、多麻、それから三石の３地区で

ございます。 

○守井委員 補助金８５万円というのは、件数としたら何か金額的に少ないなあというような感

じがあるんですが、２７年度も５０万円ほどですか。 

○坂本里海・里山課長 はい。 

○守井委員 だんだん、もう終了の方向へ行きょんですかね。今年度、何か長い延長を何カ所か

やるというような話もちょっと聞いたんですけど、いかがなんでしょう。 

○坂本里海・里山課長 吉永町今崎で延長の長いのを、１件７２万３，０００円でございまし

た。それから、不用額で幾らかあるんですけれども、その分については２９年度に回したという

ようなことで、決して縮小しているわけではございません。 

○守井委員 柵を１遍したら５年は補助対象にならないということで、５年以上はもつので、か

なり長い。電柵と鉄柵と両方あると思うんですけど、補助の要綱で３戸以上の場合に５０％の補

助というような話だったと思うんですけど、私らももう大体本当にしたいところはもう済んでし

まっているんじゃないかなというような感じがするんですけど、大体済んであれば補助要綱を緩
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和して、例えば２戸でできるとかいうことを考えなくちゃいけないんじゃないかと思うんですけ

ど、その点はいかがですか。 

○坂本里海・里山課長 基本的に、共同施工という形で３戸以上という考え方で進めておるんで

すけれども、今後はそういったことも研究してまいりたいと思います。 

○守井委員 少しでもそういう柵が、全体でできれば一番いいんでしょうけど、被害を少なくす

る方向で検討していただきたいと思います。また、そのほかのいい方法も検討していただきたい

と思いますので、その意気込みはいかがでしょうか。 

○坂本里海・里山課長 委員の御提案のとおり、共同施工の考え方を初めとしまして、できるだ

け獣害に遭わないような形をとっていきたいと思います。 

○守井委員 １４５ページの工事請負費で、不用額が出ているんですが、せっかく予算組みした

半分近くのものが不執行になるというのは何かなあ。やっぱり、いろいろなところでやってもら

いたい単独事業にしてもあるんじゃないかと思うんですけど、それが不用額になってしまってい

るというのはどういう理由なんですかね。 

○坂本里海・里山課長 この件につきましては、当初小規模土地改良事業として予定しておった

んですけれども、地元調整の関係もございまして事業が不採択のようなことで不用額ができてし

まいました。それからまた、施工実績による執行残もあったんですけれども、この辺は調整がで

きなかったということで不用額になってしまいました。申しわけございませんでした。 

○守井委員 せっかく予算を組んだものが、できるだけ執行できないというようなことがないよ

うに、でしたら他の部署へ流用するということをぜひ考えていただきたいと思いますので、その

点よろしくお願いいたします。 

○尾川委員 １４５ページの旭東用排水組合負担金が増額しとんですけど、この理由はどういう

ところにあるんですか。 

○坂本里海・里山課長 ２７年度と比較して２０万円余り上がっているんですけど、これは大用

水の土砂の撤去が影響して負担金がふえたと聞いております。 

○尾川委員 これは備前市に関係ある。関係ねえということはねえわな。 

○坂本里海・里山課長 あります。 

○尾川委員 次に、吉井川・坂根合同堰も負担金が２０万円弱増額しとんじゃけど、吉井川のこ

とでは備前市は外されとると思うんじゃ。外されとるというたら言葉が悪いけど。なのに、この

負担金がふえるというのはどういうことなんじゃろうかな。 

○坂本里海・里山課長 坂根の合同堰の管理につきまして、備前市は外れておりませんので、備

前市分としてそれに見合った負担金を支払っております。 

○尾川委員 これは増額になっとんじゃ、少しやけどな。水量によって違うん、取り込み量によ

って。 

○坂本里海・里山課長 管理費でございまして、工事等を行った場合にやはり負担がふえてくる
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ということでございます。４市１町で負担しているものでございます。 

○尾川委員 今ちょっと要らん話をしたんじゃけど、吉井川流域何とかじゃあ備前市が外され

て、それは水がなかったら人間生きていけんけど、話ぐれえ一緒にさせてくれというてお願いせ

えでもええけど、加えてもらうように部長らどう思うとんか知らんけど、そういうことがあった

と思うんじゃ、たしか。一遍調べてみて、和気町と瀬戸内市で、要するに備前市は外れとる。 

○中島まちづくり部長 本当に、吉井川流域ということで備前市も坂根の部分で接しておりま

す。水も、しっかりそこから取水しているということで、吉井川につきましては備前市としては

切っても切れない重要な河川であるといったことから、今後、吉井川流域ということでさまざま

な取り組み、計画、事業等がありましたら、ぜひ備前市もそれに参加して進めていきたいと思っ

ております。 

○山本委員長 ほかに。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは次に、１４６から１４９ページ、農林水産業費、林業費です。 

○尾川委員 １４７ページの八塔寺ふるさと農園の指定管理料が４５０万円、５００万円のとき

があったと思うんじゃけど、ずっと続いとんじゃが、本当にこれが４５０万円の価値があるんか

な、備前市民にとって。どういう評価しとんかな。今後どう考えていこうとしとんかお聞きした

いですけど。 

○金藤吉永総合支所長 八塔寺ふるさと農園につきましては、御存じのように施設管理公社のほ

うに委託をしております。今、ブドウであるとか梨であるとかその他、サツマイモ等を栽培して

販売等をしておりますが、栽培と販売に終始することなく、本来でいえば観光客等にいかに来て

いただくかということが本筋ではなかろうかと思います。その点については、今の段階では少し

欠けているのかなというところもございますので、これからそのあたりについて指定管理者と協

議をしながら進めていきたいと思っております。 

○尾川委員 やめることばあ思うんじゃないんですけど、やっぱり農地としていろんな都会の人

に貸してやるような構想もあったと思うんじゃ。今はちょっと目的が違うてきとると思うんで、

その辺を４５０万円がええんか、安うすりゃええというものじゃねえんですけど一工夫したりし

て今後の問題に取り組んでほしいと思うんですけどね。本当にこれ、４５０万円で収支が合わ

ん、人件費が出んという考え方もようわかるんじゃけど、４５０万円の価値があるんかと。人を

雇うたんと一緒じゃけえね、１人か２人かわからんけど、１人かもわからんですけど、人件費と

すりゃあ４５０万円で、どんな今後の方針かなというのをお聞きしたいんですけど。 

○金藤吉永総合支所長 さっきも申しましたように、最初にこれができましたのが地域の活性化

ということを目的としてできております。三国地区の方、特に八塔寺についてはあそこが玄関口

になりますので、ふるさと農園についてはますます盛んになるように指定管理者とよく協議しな

がら進めていきたいと考えております。 
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○石原委員 １４９ページの委託料、生活環境保全林管理委託料なんですけど、この管理をなさ

れている範囲であったり、どういう管理業務なのか。 

○坂本里海・里山課長 この管理委託につきましては２カ所でございまして、１カ所は伊部大滝

山周辺の維持管理委託１４７万９，６００円、これにつきましては大滝山周辺の遊歩道、防火

道、林道、草刈り等の業務を委託しております。面積については１１．０６ヘクタールとなって

おります。２つ目は南方森林公園の維持管理の委託９１万８，０００円です。公園の面積は４

３．８７ヘクタールということでございます。 

○石原委員 その２つ下、保健保安林の管理委託料は、同様の質問なんですけれども。 

○金藤吉永総合支所長 こちらにつきましては、吉永町南方地区、大池にＢ＆Ｇの艇庫があると

思います。それの南側に当たる森林でございまして、面積は５９ヘクタールでございます。これ

を年１回、遊歩道等、１．５キロ程度なんですが、草刈り等をしていただいております。 

○石原委員 その２つ下、森林関連の巡視委託料というのは、ここで言う森林というのはどうい

った範囲のものなんでしょうか。 

○金藤吉永総合支所長 旧吉永地域の森林につきまして順次監視をしております。月に４回以上

巡視ということで、特に雨が降った後の様子であるとか、不法投棄であるとか、その辺について

月４日以上巡視をしていただいて、林道等に支障木等がありましたら撤去可能な範囲で撤去をし

ていただいているというようなことでございます。 

○石原委員 旧吉永町のみで、ほかの旧備前市であったり旧日生町であったりというところはこ

ういう業務は行われてないんでしょうか。 

○金藤吉永総合支所長 今のところ旧吉永町だけということで、吉永にはそういう作業員という

ものがおりません。そういう役目も果たしてもらっているのかなと考えております。 

○石原委員 吉永ですから特に山も多い地域でしょうけど、別にこういった業務が旧備前市、旧

日生町で行われてなくても今のところ支障はないんですかね。それは、災害時等はその都度巡視

されたりするんでしょうけど。今後、市全域についてどういうようなお考えか。支障がなけりゃ

ええんでしょうけど、吉永だけでというのもどうなんかな。備前市中あちこち傷んだり荒廃した

りしていますけど、森林管理についてちょっとお聞かせいただければ。 

○坂本里海・里山課長 ここで言う森林というのは、杉やヒノキでございますので、分収林とか

財産になるような、最初から植栽しているような森林を基本的には巡視していくということなの

で、吉永地区が大半で、閑谷はありますけれども、閑谷は市の管理という形でこういう経緯にな

ったんじゃないかなと思います。 

○山本委員長 ほかに。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは次に、１４８ページから１５１ページ、農林水産業費、水産業費で。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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 それでは、１５０ページから１５７ページ、商工費。 

○守井委員 １５３ページ、商工振興費の負担金補助及び交付金で、住宅リフォーム助成振興券

交付事業の件数がわかればまず教えていただけたらと思います。 

○田原シティセールス推進課長 １４９件で、交付金額が３，３８５万９，０００円です。 

○守井委員 それで、今年度補正してまたふやすというようなことになっていると思うんですけ

ど、何件ぐらいの予定なんですかね。 

○田原シティセールス推進課長 ９月末で１３３件、交付金額の見込みとしては６，１７５万円

でございました。 

○守井委員 続いて、企業立地促進奨励金、どこどこに奨励されたか、わかればお願いいたしま

す。 

○田原シティセールス推進課長 株式会社ノブハラさんとコーワン、コスモスさんでございま

す。 

○尾川委員 市長がかわって、今後の市長の考え方というのはどうなのか。商工会議所やセラミ

ックスセンターとか、いろいろそういう補助金の問題等について、来年どのような予算を考えと

んかなあと思って。予算要求もぼちぼちまとめていくんじゃと思うんで。 

○中島まちづくり部長 いろんな過去の経緯等ございますけれども、予算要求、予算査定等もま

だ始まっておりませんけれども、今後につきましては今までの考え方ではなくて、新しい市長が

どういうふうに考えられているかといったことは、今後そういった査定の中で明らかになってく

るんじゃないかなあとは思います。議員さんのときには、商工会議所、商工会の補助金について

は前の少ない金額、５００万円じゃだめだというような見解も持っておられましょうし、それか

らセラミックスセンターにつきましても、やはり１００万円というのはどうかなというようなお

話もちらほら聞いておりますので、我々としてはその補助を受けるに当たってきちっとこういう

ものをしたいんでこういった支援をいただきたいとか、そういったものを今後しっかり詰めてい

って市長へ要求をしていきたいと、担当部署としてはそう考えております。 

○尾川委員 先方にしたら備前市はどういうことをしてほしいかということ、それでこういうこ

とをしたいからこういう予算をくださいと。やはり市としては、ただ補助金を出すんじゃなし

に、こういう事業をいろんな団体にしてほしいということを明確に伝えてもらいたいと思うんで

す。それが担当者も何をしてええんかわからんというようじゃあ全然前へ行かん話なんで、やっ

ぱり担当者にも勉強してもろうて、どういうことを市としてしてほしいのかを明確にして、それ

をしてくれたらこれだけ出すぞというふうな働きかけというのを、商工会議所にしても観光協会

にしても、何をしてもらいてえかということをやっぱり市が明確に示すべきじゃないかという感

じがするんですよ。なかなか難しいけど、それはやっぱり市をどういう方向へ持っていこうかと

いうものを考えて、向こうも市のことばっかり考えよりゃへんから、そこら辺の会社と一緒です

わ。会社がもうかることを考えようるわけじゃから。それに対して、市としてはこういうことを
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してくれと。それで、こういうことをしてくれたらこれだけ出すよというふうな持っていき方を

ね。ただ、ふやせふやせじゃなしにそういうふうにやっていってもらわんと。ただ、人件費が足

らんから出せ、そういう団体と、あるいはプラスアルファでそういう新しいものをつくっていこ

うとしとるというのがあるんか。それと、例えば国の事業で補助を受けてやったところだっても

うパンクしとるところがあったり、やめたりするところも結構あるんで、それもフォローもしな

がら、やっぱり何をしてほしいかということを明確にしてほしいと思うんですけどな。難しい注

文じゃけど。 

○中島まちづくり部長 我々もそういったことは、商工会議所、商工会等にもしっかりと伝えて

おります。やはり、そういった団体は、地元の中小企業をしっかりと支援していく、守っていく

というのが大本命の使命だと思います。今我々がお願いしているのは、そういった企業さん方の

技術支援をするとか、ある程度雇用を確保していただきたいとか、そういったことをいつもお願

いしております。私どもも、ただ補助金を出すからといったようなことは決してしておりませ

ん。２カ月に１回ほど、連絡会議を開いて、今後どういった政策をして、市のほうとしてはこう

いうことをしてほしいとか、それから向こうとしてはこういったところに支援をしてほしいとか

といった話も絶えずやっております。ことし、創業支援といったものも新たにつくりました。そ

ういった話の中で、やっぱり１人でも２人でもその中小企業、あるいは地域のそういったお店を

出される方とか、備前で起業をしたい人とか、そういったものをバックアップするような制度を

つくっていこうかなという話も実際にはしております。なかなか実現化というのは難しいかとは

思いますけれども、そういったいろんなことをやりながら、少しずつ備前の地域のために少しで

も活性化になればといったことで協議はしております。 

○尾川委員 同じ話になるんですけど、ぜひ足を運んでもろうて、そのノウハウを活用するとい

うことをやってもらいてえと思う。市にとって何が必要なのか、相手は何を持っとるかという。

やっぱり市のことばかり考えりゃへんのやから、そういうことで市にどう貢献してもろうて今言

う雇用開発ができるか、あるいはいろんな人が住んでくれるとかということにつないでいく。平

素から情報をとって、なかなかそれは今、本社が強うなっとるから、どこの会社も、本社の顔ば

あ見て動くようになるから、その辺を特によう連携してもろうてやってほしいなというのがある

んですけど。陳情に来るとか来んとかじゃなしにね。やはり、そういうやり方をせんと地域とい

うのは活性化せんと思う。ただ、これ、去年はすったもんだ、金額がああじゃこうじゃというて

もめるばあしてね。そんなことだけは避けてほしいなと思う。 

○中島まちづくり部長 尾川委員さんの言われるように、我々もしっかりとハローワークさん、

それから商工会議所、商工会、そういった関係の方と密に連絡をとりながら進めていきたいと。

現に進めていっているんですけれども、より深く協議をしながら進めていこうというふうに思っ

ております。 

○山本委員長 ほかに。 
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              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは次に、１５６、１５７ページ、土木費、土木管理費で何か。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 １５６ページ、１６１ページ、土木費、道路橋梁費で何か。 

○尾川委員 １５９ページの国道２号整備促進期成会負担金は１６万円で何か減額しとんですけ

ど、これも減額するばあでもいけんし、もっと課題で陳情するのがええか悪いかというとやっぱ

り陳情しに行かにゃあ意見が通らんというふうなところもあるんで、ようけえ金がたまっとるか

ら削っとるんじゃと思うけど、１６万円に減した理由を教えてほしいんですけど。 

○淵本まち整備課長 おっしゃられたとおり、期成会の中で若干お金に残りが出てきております

ので、２０万円から１６万円に昨年度から減にしております。 

○尾川委員 要は、この期成会に入って何とか備前市にプラスになるように要望活動をぜひやっ

てほしいんです。具体的に言うたら、備前大橋の渋滞の問題とか、やっぱり備前市としてはそう

いった課題をどんどん言うてもろうて、遠慮せずに。その辺の課題に取り組んでほしいんですけ

ど。 

○淵本まち整備課長 要望活動として広島、東京、それから岡山国道事務所にも伺っておりま

す。現在、備前市内で実施されている事業につきましては遮音壁、防音性の舗装、それから歩道

の新設を、香登のあたりを中心に用地買収のできたところからやっていっている状況です。そう

いう中で、今後も毎年要望は続けていきたいと考えています。 

○尾川委員 備前大橋の渋滞やこうは、どういう認識をしとん。 

○淵本まち整備課長 備前大橋につきましては、国から今年度お伺いしておりますのは、橋の岡

山側の交差点を改良するということで設計に入るというふうに、今年度要望のときにはお伺いし

ております。 

○尾川委員 ぜひ、そういうぐあいに先へ先へ行って期成会を引っ張っていくぐらいにやってほ

しいと思うんです。 

○守井委員 その上の道路河川等ボランティア推進事業補助金、アダプトだろうと思うんですけ

ど、２８年度は何団体の申請があったんですか。 

○淵本まち整備課長 ２８年度は６２団体でございます。 

○山本委員長 ほかに。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは次に、１６０ページから１６３ページ、土木費、河川費で。 

○尾川委員 全体的な話なんだけど、草刈り作業の取り組み、市のことも国道沿いも、あるいは

ＪＲの赤穂線も含めて、取り組んでくれるところと、前向きに要望すりゃあしてくれよんかどう

か。市としても市道の管理をどういう考え方で、予算取りの問題もあるんで、特に各道に木が覆

ってきとるというのがかなり樹木が道路へ出てきとるケースが多いんです。そういうことについ
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ての考え方というのは、備前市としては国道も市道も含めてどういうふうな取り組みの考えなん

かな。言うてきたところだけ対応すんか、それとももう先手を打って大体ここら辺をやっていく

というように計画的にやっていく考えなんか。ちょっとその辺を教えてほしいんですけど、来年

の予算もあると思うんでね。 

○淵本まち整備課長 これも、国道におきましても市道におきましても同じでございまして、過

去はやっぱり年に２回ぐらいは草刈りができるぐらいの予算をどこともが持っておりました。そ

ういう中で、どんどん予算が削減されていく中で、草刈りも今はせいぜい年に１回ができるぐら

いの状況になってきています。そういう中で、委員ももちろんおっしゃられるように、とりあえ

ず通れるところだけは何とか刈って、あとその上空に出てきているところまで正直手が回ってい

ないというのがもう実情です。 

○尾川委員 来年度の予算で一遍に全部というたら、それは木を切ったりするのは前向きな話じ

ゃねえ、目立たんしね。人に物をやったりするほうが目に見えてええし、やっぱりそういうとこ

ろのものを、この間ＪＲへ言うたら結構してくれてな。やっぱりこつこつ言うたり、それからこ

ういう長期的な視野で、道路の縁だけじゃなしに回ってみられえ、かなり木がどんどん出てきと

るわ。そういう対応をやっぱり考えてほしいんですけどな。 

○淵本まち整備課長 ぜひ、新年度、予算要求したいと思います。 

○川崎委員 橋梁点検委託料４，３００万円というのは相当大きな金額と思いますけど、何カ所

ぐらい調査したんかということと、その中で最も重点的にやらねばならない橋というのはどうい

うところであったのかというのをわかっとるんであればお聞きしたいと思います。 

○淵本まち整備課長 ２８年度につきましては、済みません、２３７橋を実施しております。 

 まず、点検なんですけども、国のほうの基準で５年に１回というのが定められておりますの

で、備前市におきましては５０２橋あるものを順次やっていっているということでございます。

そういう中で、今のところ措置を講ずる必要があると判断された橋は２６橋ということになって

おります。 

○川崎委員 だから、中でも最も悪かった橋はどこかなというて聞きょん。 

○淵本まち整備課長 現在では、早急に処置すべき橋梁についてはございません。 

○川崎委員 ２６カ所のうち、５年に１度でまだまだ５年、１０年しなくてええの。 

○淵本まち整備課長 ５年に１度やっていかないといけませんので、その２６橋につきましても

５年ごとにはやっていくという形になります。 

○川崎委員 やるけれども、いつから工事というのはないんですか。 

○淵本まち整備課長 それは現時点では措置を講ずる必要があるという判断になっておりますの

で、工事としては今後上げていく必要があると思います。 

○川崎委員 伊里川をいつも通らしてもらよんじゃけど、不安な感じを受けとんじゃけど、国道

で関係ないの。 
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○淵本まち整備課長 伊里川の国道２５０号につきましては県の管理になります。 

○川崎委員 それは５年に１度の点検の対象じゃないん。 

○淵本まち整備課長 県の橋梁につきましても、同じく５年に１度の点検の対象になります。県

が行うようになります。 

○川崎委員 それで、伊里川のところは何かぼろぼろになって鉄筋がはみ出したりしたような感

じになっとるから、少し塗り替えかしたようなんやけどな。やっぱり、あそこらこそ抜本的に橋

の幅を広げるというか、南は家があるから無理だったら北側へ少し広げたら歩行者も通りやす

い。おかしいでしょう。ずっと土手は、ほとんど歩く人は南側を歩くんです。ところが、橋のと

ころだけ北側、小学校用の通学用の道路、あれを歩道にしとんじゃろうけど、南側にないという

のはどう考えてもおかしいなと。そういうのがまともに検査したときに少し早目に予算を、どう

せ修理するならね。手すりをきれいにするのもええんやけど、手すり全部きれいにするよりは全

部取り除いて、少し北側へやるんか、川の上だけでもあの歩道を南側にするとか。何か備前市と

いうのはやっとることがもう全然、岡山県が悪いのかどうか知らんけどね。ほとんど歩道がない

わけでしょう。だから、そういうのも含めて、橋のところだけでも広げて歩道をつくっとけば道

路も歩道をしようとかそういう話になるんじゃけど。点検というのは全く構造上の点検だけでそ

ういう利便性の点検というのはないんでしょうか。 

○淵本まち整備課長 橋梁点検につきましては、もう構造上に問題があるかどうかという点検に

なります。 

○川崎委員 しつこく聞きますけど、この５年以内にやらなければならない橋というのはないと

いう理解でよろしいんでしょうか。 

○淵本まち整備課長 措置を講ずる必要があるということで２６件ございますので、そちらにつ

きましては順次やっていく必要があると思います。 

○川崎委員 結構です。 

○山本委員長 ほかに。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは次に、１６２ページ、１６３ページ、土木費、港湾費で。 

○川崎委員 河川改良工事で３，９００万円とか、河川補修工事で１，０００万円とか出ていま

すけど、日生の新橋のところの駐車場、あれなんかは危険なかどうかというて私ら素人が見たら

鉄、板がちょっと曲がっとるだけで、安全性はいいんじゃないんかなあと思ったりしているんで

すけど、もうとめて大分なりますよね。あそこらはどう考えているんでしょうかね。 

○淵本まち整備課長 新橋の鉄板のところにつきましては、コンサルタントにいわゆる点検業務

という形で発注をさせていただいています。その結果によりまして、今後そのまま継続して使う

のか、もう撤去するのがいいのかを判断するようにしております。 

○川崎委員 もうとめて、車を排除していますので、私は前から一貫して言よんですけど、流川
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と同じ方式というか、道路と同じ高さでブロック型のやつを川の半分ぐらい出して、せめて、ち

ょうど旧げた屋さん、あそこも川の上へ家が建っとるような状態で、昔のことでしょうがないん

でしょうけど、せっかくこういう機会なので、確実に道路を広げると同時に、水の流れをね。今

のやり方だったら、あれはたしかＨ鋼の高さが３０センチぐらいあるんですか。だから、川の高

さが３０センチ低くなっていますよね、実際。ところが、流川で使用されているブロックは非常

に薄くて強度なセメントらしいんですけど、ああいうブロック方式でやって道路は目いっぱい使

い、あとは歩道も全部やってくれということなら全部やってまた駐車場へ何台か置けるようにす

るとかね。少しそういう日生の将来を考えたときに、子供たちにどういうまちづくりがいいのか

という見本にしていただきたいなあというのがあります。特に、あそこは日常的に海水がちょう

どあのげた屋さんの辺まで来ますよね。でも、そこまでは流川とほとんど同じような状況がある

ので、そういう薄くて強固でより河川の流れを妨げず、上の空間を利用できるという点では、何

でせっかく備前市になっていい例がありながらそういう例を日生で適用していただけないのかな

というのを率直に思うとんですよ。同じ河川改修なら、それこそ潮が来ればますますさびるとい

うのが悪循環ですけど、ああいうコンクリートブロックを確実にやっていただいたら、本当に必

要なところはそういうことでやって、流れは今まで以上に確保できながら上を利用できるという

ことの実例を見せていただけたら一番いいんじゃないか。そして、そうすればあそこも歩行者が

裏道を通らなくても直接２５０号を通って町中へ出入りできると。コンビニもできたし、買いに

行くにもあの駐車場がとまっているために２５０号を通らざるを得ないんですよ。だから、旧石

橋の辺まで全部そういう方式でやれば安全にコンビニまででも行けるし、三軒屋の人は町中へ安

全に来られる。それはずっと中小路の中道で通れば別ですけど、中小路は川向の地区にとっては

関係ないわけですよ。やっぱり中州川をうまく利用して通るかということがあるので。そういう

考えでできませんかね。中州川ができてできないということになったら完全な地域的差別と考え

ざるを得ないですよね。だから、せっかくああいうことでストップかけているんだったらもう鉄

板はやめてほしいと。流川と一緒で、海水が来るところは鉄板を利用したというのは、長期に維

持できないということはもうはっきりしているわけですから。ああいうやり方をしていただいた

ら５０年か１００年は最低何もしなくていいというやり方を、ぜひ検討していただきたいと思い

ますがいかがでしょうか。 

○淵本まち整備課長 流川の構造を余り深くは知らないんですけども。 

○川崎委員 見とって、ぜひ。 

○淵本まち整備課長 はい、ぜひ検討させていただきます。 

○山本委員長 ほかに。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは次に、１６２ページ、土木港湾、１６２、１６３ページ、港湾費。 

○尾川委員 １６３ページの急傾斜地崩壊対策事業県工事負担金は何カ所ですか。それと場所は
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どこですか。 

○淵本まち整備課長 三石の五石地区１カ所になります。 

○尾川委員 それで、工事は２８年度で終わり。 

○淵本まち整備課長 いや、こちらにつきましてはこれからの事業になろうかと思います。 

○尾川委員 それと、これからの事業で新たな急傾斜地というのはどういうふうに対応していこ

うとしとるわけ。 

○淵本まち整備課長 新たなところといいますのが、県にやっていただく事業なんですけども、

県も一度に備前市で何カ所もというのはちょっとという言い方をいつもされまして、どうしても

ここが終わったら次の要望箇所へというふうな形へ移っていくのがもう実情になっております。 

○山本委員長 ほかに。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは次に、１６２から１６７ページ、土木費、都市計画費。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは次に、１６６ページ、１６７ページ、土木費、住宅費で何か。 

○尾川委員 市営住宅の管理人報酬９万円ですけど、これが上下するというのはどういう理由な

んですか。それと、どこの管理、管理内容について。 

○淵本まち整備課長 ２８年度は１５名が管理人になっていただいております。お一方６，００

０円ということで、９万円ということになっております。管理人につきましては、市営住宅住民

の方への市からの連絡の回覧ですとかあとはポスティング、それから報告関係をやっていただく

ということで、２８年度については１５名の方がなっていただけました。 

○尾川委員 わずかな金額なんじゃけど、２７年度は８万９，５００円じゃったと思うんじゃ。

その５００円の差があったり、何でそんな半端が出てくるんかな。 

○淵本まち整備課長 ２７年度は、お一人が２月に亡くなられていまして、その関係で１カ月分

お支払いしてないということで金額に差が出ております。 

○山本委員長 ほかに。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは１個。 

              〔委員長交代〕 

○森本副委員長 委員長かわります。 

○山本委員長 市営住宅で、もう亡くなって２年も３年も荷物をじっと置いたままとか、名義人

が２軒も借っとるというたりして地元では聞くけど、あれはもう死んでから何年も荷物をかわさ

んでも市じゃからよう放り捨てんからというたりするようなのは前へ進んでおるんですかな。あ

いとってもったいねえ。貸してもらいてえ人がおる。 

○淵本まち整備課長 済みません、ちょっとそこの点に関しましてはわかりません。調べます。 
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○山本委員長 もう３年ぐらい前からずっとそんな感じがあります。ぜひ、どうか話をして荷物

を持って帰ってもらうとかというようなことで前に進めてもらえたらと思います。 

○淵本まち整備課長 対応していきたいと思います。 

○山本委員長 よろしくお願いします。 

○森本副委員長 委員長をかわります。 

              〔委員長交代〕 

○山本委員長 それでは、ないようでしたら次の１６６ページ、１６７ページ、土木費、住宅

費、宅地造成分譲事業で何か。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、２０２ページ、２０３ページ、災害復旧費、農林水産施設災害復旧費で何

か。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、２０４ページ、２０５ページ、積立金、大ケ池管理基金積立金、中山間地

域保全基金積立金で何か。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、全体で何か言い残しがありましたら。 

○守井委員 住宅の関係なんですけど、滞納の関係もあるんですけど、それぞれの市営住宅の入

居率がどのくらいかなあと思っておるんです。大内なんかは、ある程度壊したということで数は

減っているんじゃないかと思うんで、それぞれ何戸あって何％入居しておりますよという、特定

賃貸もあわせて一覧表をいただけたらありがたいなと思うんで、準備できますでしょうか。総括

までで結構ですけど。 

○淵本まち整備課長 はい、準備させていただきます。 

○守井委員 お願いします。 

○山本委員長 ほかにありませんかな。 

○尾川委員 鳥獣対策の関係で、これはまた決算と違うと言われるかもわからんけど、猿が結構

出没してその対応をしっかりしてくれと言われるんですが、その辺の対応というのは考えとんで

すか。 

○坂本里海・里山課長 猿はなかなか処理が難しい内容でございまして、追い払うしかないとい

うのが現実的な話なんです。民家におるからというてなかなか捕獲するわけにもいきませんし、

鉄砲で撃つわけにもいきませんので、逃げていくまで見守って危害を市民に及ぼすようなことが

あれば警察なんかと協力しながら猟友会の皆さんと一緒に活動して捕獲するような、そういった

形になろうかと思います。 

○尾川委員 なら、そのくれえの話しかできんわけかな。 

○坂本里海・里山課長 はい。 



- 28 - 

○尾川委員 よう出歩くんじゃ、片上の辺は。困りょうる。それで、子供が出たときに出てくる

ようなね。鳥獣と決算と関係なかろうがと言うけど、その辺の対応をね。鳥獣、結構まだ出ると

いうて苦情ばあ言われるんでね。その取り組みをしっかりしてほしいんですけど。 

○坂本里海・里山課長 猿の対応につきましては、猟友会の会長さんあたりと協議をして今後の

対応も考えてみたいと思います。 

○山本委員長 ほかに。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 よろしいですかな。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、以上で本分科会所管部分のうち、まちづくり部ほか関係の審査を終了します。 

 以上で予算決算審査委員会総務産業分科会を閉会いたします。 

              午後０時１０分 閉会 

 


