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予算決算審査委員会記録 

招 集日 時 平成29年10月30日（月） 午前9時30分 

開議・閉議 午前9時30分 開会  ～ 午前10時29分  閉会 

場所・形態 委員会室ＡＢ 閉会中の開催 

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 総合政策部長 佐藤行弘 

 市民生活部長 今脇誠司 
保健福祉部長 
兼福祉事務所長 

高山豊彰 

 まちづくり部長 中島和久 教育部長 川口貴大 

 日生総合支所長 大道健一 吉永総合支所長 金藤康樹 

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。 

 ただいまの御出席は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。 

 審査に入る前に、大西市長室長からお手元に資料配付しておりますふるさと納税に関するレタ

ー作戦について説明をしたいということでございますので、発言を許可したいと思います。 

○大西市長室長 お手元に配付させていただいておりますレター作戦について、時間をいただき

御報告させていただきます。 

 お手元に青い封筒で１式、それから記入例として１枚つけさせていただいております。 

 今回レター作戦ということで、皆様が最寄りの縁があります市外の方々にこれを出していただ

いて、より一人でも備前市のことを御理解いただいて御寄附をいただくようにお願いするもので

ございます。一部おつけしておりますが、これを皆様、こういうことでお勧めしますということ

で書いていただいて、たくさん集まるように御協力をお願いしたいと思います。 

○橋本委員長 先ほどの報告でございますが、質疑を希望される方にはお受けしたいと思いま

す。 

○田口委員 趣旨はよくわかりました。室長はきょうまでに、これ何十通出されたのか。 

○大西市長室長 済みません、何十通までいっておりません。５通でございます。 

○橋本委員長 よろしいか。 

○田口委員 はい。 

○掛谷委員 今の関連ですが、これは寄附を今までしてくださった方々に対してさしあげるんじ

ゃないですよね。どういうことですか、これ意味がわからない。 

○大西市長室長 今までしていただいた方も当然ですが、これから新しくしていただきたいとい

うことで、備前市ではこういうことをしているということで、ぜひ御紹介をいただきたいという

ものであります。 

○掛谷委員 いやいや、それはわかったが、今までやってくれているところには、これは配付は

しないのかということを言っている。 

○大西市長室長 今までしていただいている方についてはお礼状だけで、これについては配布い

たしておりません。 

○掛谷委員 僕はちょっとそれは、新しくやるのはいいです、これはそれでいいですよ。なぜ今

までやってくださった人には、お金がかかるからもうしないのか、ちょっと意味がわからないと

いうか、本来ならばそっちのほうが大きいのではなかろうかと、パイとしても大きいし、影響も

大きいのではなかろうかと思って言ようるわけです。 

○大西市長室長 これについては、市内に在住の方で、その方の身寄りというかお知り合いで、

市外に住んでおられる方に新しく勧めていただきたいということを目的としておりますので、今

までの方についてはお礼状を出して、今後ともよろしくお願いしますということでしておりま
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す。これは新しくふやしていくというものを主に目的としております。 

○掛谷委員 これはわかりました。これはいいですよ。だけど、今までやってくれた人にはお礼

状だけでいいのかどうか。こういったものが新規でいろいろやられることについて、それも全部

やる必要があるか、しっかりやっていただいている人にするのかは別にして、今までやってきて

くれた人に全然出さないというのもどうかということを言ようるわけ、私は。新規はいいです、

これはいいです。今までやってきた人に、これこういうふうに変わりますよとか、こういうふう

にお願いできませんかというのをやるほうが効果が大きいのではないか、それはやるべきじゃな

いかということを言ようるわけです。お礼状だけでいいのかなということです。 

○大西市長室長 これは市内に在住の方が勧誘というかお勧めするという話なので、今までやっ

ていただいている方は市外に在住で、そこからまたふやしていくという方法もあるかと思います

ので、それは検討させていただきたいと思います。 

○橋本委員長 ほかにございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでございますので、本件については終了いたしたいと思います。 

 本日の委員会の進め方ですが、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

についての総括質疑並びに採決を行います。 

 それでは、当委員会に付託され、継続審査となっておりました議案第８２号については、各分

科会においてその審査が終了していますので、これより各分科会からの報告を行います。 

 議案第８２号で総務産業分科会主査の報告を願います。 

○山本（恒）主査 総務産業分科会の発表をいたします。 

 １０月１９日、２６日に開催いたしました総務産業分科会の報告をいたします。 

 市長室、総合政策部ほか関係の審査では、歳入で地方税についての質疑がありました。歳出で

は、日生、吉永総合支所、三石出張所の測量調査設計等の委託について、新庁舎の建てかえもあ

り、同時進行で進めていくのは難しいとの答弁がありました。 

 まちづくり部ほか関係の審査では、歳入で住宅リフォームに関して質疑がありました。歳出で

は、企画政策・調査委託料の一部では道の駅の適地調査委託料で３カ所を調査しており、国道２

号沿いの１カ所について地元と協議する予定との説明がありました。 

 詳しいことは、お手元に配付しております報告書をごらんくださいますようお願いいたしま

す。よろしくお願いします。 

 以上で分科会の主査の報告を終わらせていただきます。 

○橋本委員長 主査の報告が終わりました。 

 これより報告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、御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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 御異議なしと認めます。よって、審査報告に対する質疑を終結します。 

 以上で総務産業分科会の報告を終わります。 

 次に、厚生文教分科会の審査報告を願います。 

○掛谷主査 予算決算審査委員会厚生文教分科会の報告をしたいと思います。 

 １０月２０日に、市民生活部、保健福祉部ほかの関係と２７日に教育部の関係の審査を行いま

した。主な審査内容について、次のとおり報告をしたいと思います。 

 まず、市民生活部、保健福祉部関係ですが、１６、１７ページの市税、市民税について、委員

から、徴収率アップについて、徴収が早過ぎるのではないかと差し押さえが厳しいとの意見があ

りました。答えとしては、徴収対策については催促状を送付し、２０日経過後、呼びかけ、納付

相談し、個別のケースで対応し、早目、早目の対応を実施しているとのことでした。 

 次に、市民税の個人、法人税の今後の見通しについての質問があり、答えとしては、個人市民

税はこれからも納税者総所得が減少傾向であると考えている。法人市民税は景気の影響や業種に

よっても違いがあり、読みづらいとの状況である。平成２８年度は１，１００万円の増となって

いるということであります。委員から、しっかりと予測し計画を立てる必要があるとの意見がご

ざいました。 

 次に、８６、８７ページには、総務費、総務管理費、地域振興費の負担金補助及び交付金で、

質問では、グループタクシー補助について不正利用があるのではないかという質問に対し、答え

は、担当課では把握していない。ないように努めていくということでありました。平成２８年度

の月別利用状況について、答えとしては、後日提出したいと。わかっている範囲では、２月では

約６，０００枚、３月では約１万５，０００枚発行しているということでありました。 

 １１０、１１１ページは、民生費、老人福祉費、老人総務費、商品券の交付金事業ですが、質

問、総括または効果はということで、答えとしては、効果はわかりづらいが一定の効果があった

と思うということでありました。 

 １１０、１１１ページの民生費、老人福祉費、老人福祉総務費、敬老事業補助金について、質

問は、監査で指摘されているが来年度へ向けての対策はということで、答えは、各町内会で知恵

を絞って事業を行っているが、中には酒類、記念品、商品券等を高齢者に配布している。全体的

に苦労しているため、一律のカットは困難であるが、極力避けていただくなど、良識あるものに

していただくよう指導はしているということでありました。 

 １２６、１２７ページの衛生費、保健衛生費、保健衛生総務費、記念品等についての質問は、

Ｂポイント制度の効果について、答えとしては、特定健診の受診率が３６．６％から３９％に向

上しているということで、医療費削減等については今後検証を行いたい。また、イベントや健康

講演会等への参加もふえている状況であるということでありました。 

 １２６、１２７ページ、衛生費、保健衛生費、保健衛生総務費の救急医療在宅当番医委託料に

ついて、質問としては、拡大策、質の向上について和気医師会にお願いしてはということであり

まして、現状の制度と考えて取り組んでいくということでありました。また、岡山市への第２次
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救急医療でなく、東の方面、赤穂市の利用も多いため、進めていただきたいということでありま

して、定住自立圏の活用をしていきたいという答えがありました。 

 次に、教育部関係は、２６、２７ページでは使用料及び手数料、使用料、教育使用料の公民館

使用料について、質問は、公民館を利用される人の内訳、団体名、年代、人数のそういったもの

もとってはどうかということでありましたが、答えは、詳細なまとめは行っていないが、今後そ

のようなまとめを考えていきたいということでありました。 

 ５２、５３ページ、諸収入の貸付金元利収入、奨学資金貸付金元利収入については、質問で

は、滞納状況について、答えとして、５８人中１６人となっていると。昨年度より１名減である

とのことでした。 

 １１６、１１７ページ、民生費、児童福祉費、保育幼稚園費、時間外勤務手当について、質問

では、昨年度より増額となっているがどうかと、答えとしては、現在保育士不足であり、臨時職

員で対応している状況であり、正職の保育士の確保をしたいが、困難な状況であるということで

ありました。 

 １２０、１２１ページの民生費、児童福祉費、幼保一体型施設整備についての質問は、伊部地

区幼保一体施設については、当初２階建てを計画していたが平家づくりとなった理由はというこ

とで、答えは、いろいろなところから入所を考え、２階建てとしていましたが、新市長とも再検

討した結果、伊部地区のみの２５０名を対象とするという案となりましたという答えがありまし

た。 

 １７２、１７３ページ、教育費、教育総務費、事務局費、消耗品について、質問は、フューチ

ャールームの周辺機器の今後の見通しと計画は、答えとして、パソコンルームの更新について

は、ＰＣルームのパソコンは更新を行わず、タブレットキーボードつきを考えているということ

でありました。充電保管庫は１台木製があり、周辺機器は未定であるということで、平成３２年

度がタブレットの更新時期であり、費用については過疎債も利用しているようでございます。質

問、３年から５年の利用計画についてロードマップを作成してはということで、答えは、作成に

取り組んでいきますということでありました。 

 １７２、１７３ページ、教育費、教育総務費、事務局費、実践研究委託料についての質問は、

オフラインのデジタルドリルのインストールはいつごろ完成したのかと、答え、当初の予定では

平成２９年２月完了予定であったが、５月にずれ込みましたと。 

 同じところですが、教育費の教育総務費、事務局費、スクールバス運転賃金について、質問

は、スクールバスの運転員は何名か、１人当たりの賃金やスクールバスの活用、運転管理につい

てはどうか、答えとしては、約３，３００万円は１８名分の賃金、１人当たりのパートでは１，

３１０円ということで、スクールバスの運転以外の活用は平成２９年４月から６月で２９件、運

転員の平均年齢は６８歳であり、安全運転と健康管理、運転手確保が今後困難となる。安全管理

のマニュアルも作成していきたいということでありました。 

 １７４、１７５ページ、教育費、教育総務費、事務局費、工事請負費については、質問、フュ
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ーチャールームのランニングコストは、答え、ふぐあい、電気代、ソフトの入れかえなどがラン

ニングコストであるということでありました。 

 同じく貸付金では、質問、海外留学奨学金の貸し付けの実績はということで、事業の周知徹底

ができていないのではないか、また使い勝手が悪いのではないかということで、答えとしては、

利用者がいなかったので、今後周知については考えていくと。 

 同じところで講師謝礼、教育研修諸費の講師謝礼、質問は、陰山メソッドについての謝礼金で

あると思うが、活動内容は、答えとしては、教員及び保護者に対して各１回、合計５学校に対し

て訪問している状況です。 

 同じところで教育研修費の消耗品、内訳はということで、答えとして、陰山メソッドとして小

学校が対象であり、漢字ドリルは学校の半数と百ます計算を２校で行ったと、２９年度も各学校

からの要望で行っていくということでありました。 

 次に、１７６ページ、教育費、小学校費、学校管理費、ＡＬＴ配置事業委託料についての質問

は、各ＡＬＴの担当する各学校の授業こま数の一覧表の提出を求めるということであり、後日そ

の時間数について出していただくということになりました。 

 １８２、１８３ページ、教育費、中学校費、教育振興費、図書について、質問は、年々減額と

なっているが今後どうしていくのか、方向性はということで、答えは、図書学習は必要である

が、交付税算入基準がある。特別事情があれば、学校から聞いて充実を図っていきたいというこ

とでありました。 

 最後、１９２、１９３ページで、教育費、社会教育費、図書館費の図書。質問は、どのような

図書を購入しているのか、分類一覧を作成できないのか、また不用額が３万６，１４０円発生し

ているが、これだけあれば数冊購入できたのではないかということで、答えとしては、図書購入

分類についてはできるか努力していきたいと、不用額については気をつけていきたいと、こうい

うことでございましたので、報告を終わります。 

○橋本委員長 主査の報告が終わりました。 

 これより報告に対する質疑を行います。 

○尾川委員 Ｂポイント制度の効果について、この程度の答弁しかなかったということでしょう

が、要は結構金がかかっている。２７年度は９０万円、金がかかるようにしたわけだけど、７９

２万円ということで。市民もこのＢポイント、削るところが違うのではないかという指摘もある

わけですよ。この辺のＢポイントについて、何かもう少し議論はなかったのかお聞きしたい。 

○掛谷主査 それについて白熱した議論はなかったと思っています。 

 ですので、１年目、今度２年目なので、そのあたりも担当者としては予算計上もし、いわゆる

１年目より２年目がかなりバージョンアップした予算計上していますので、２年目は１年目と違

った、ちょっと様子を見なといけないのではないかと私は感じている。 

○尾川委員 このＢポイントの問題について、ちょっと疑問視している。２９年度も一応認めて

走っているが、来年度の予算に少しセーブをかけていくということをやったほうが、いろいろう
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わさを聞いても余り、適当なのかどうかという、いろいろ言い方があるから、そのポイントを変

えるのがね。少しほかに、そういう面の予算上で削っていくと。あと、あっちに言いますが、そ

んな感じがするわけですが。 

○掛谷主査 たしか１年目や２年目は、いろんなイベント、さまざまにバリエーションを広げ

て、Ｂポイントをたくさん入れ込みやすいように変えたというのが総論であったと思う。それは

それでいいと思う。実際のところ、健康寿命というか、健康増進とか、健康意識とか、そういう

ものが本当に２年目にこれをやってつながっておれば、それはいいだろうけど、確かに予算はた

くさん計上したが、余り変わらないのではないかと。それで効果がないのではないかというなら

ば、来年度については考える必要があると思いますが、あとは執行部に聞いてみてください、そ

ういう認識でおるわけですが。 

○守井委員 ５２ページ、住宅新築資金の貸付金の返還ですが、議題に上がったかどうかだけ。 

○掛谷主査 ここにおいては、議論はなかったです。 

○橋本委員長 ほかにございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑を打ち切りまして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。よって、審査報告に対する質疑を終結します。 

 以上で厚生文教分科会の報告を終わります。 

 以上で議案第８２号に対する各分科会からの報告を終わります。 

 次に、議案第８２号についての総括的な質疑をお受けします。 

 なお、各分科会での審査を既に終えており、詳細な質疑はお受けできませんので、御了承願い

ます。 

 どなたでも結構です。総括的な質疑。 

○尾川委員 まず、執行部にお聞きしたいが、ＩＣＯＣＡの設置で１９日の山陽新聞には出てな

かったと思う、私もようチェックしてない。私が見たのは朝日新聞の１９日のを後から知ってホ

ームページを見たら、１８日にＩＣＯＣＡの問題が出てきとって、要するに備前市の対応をどう

するのかと、ＰＲ、それからＩＣＯＣＡのカードが売れるものか売れないのかようわからんです

が、そういうものを備前市が別の、そりゃあＪＲ西日本がつくるものかもわからんですが、そう

いうものをつくってＰＲするということで、市民の長年の悲願じゃないですが、念願であったの

ができたということで、もう少しＰＲすべきと思うので、カードをつくったり、そういう考えは

ないですか。 

○今脇市民生活部長 よそではそういう、つくっているのもあります。 

 私どものほうも一応確認はしていますが、３万ロットというか、単位が。３万という数のよう

です。３万となると、市民の人口に近いぐらいの数字になってきますので、ちょっと難しいのか

なと思っております。 
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 ＰＲについては、山陽新聞だけ載っていなかったわけですが、ちょうど選挙時期もあったと思

いますが、今後もう一度要請するのと、それから市としてもＰＲをしていきたいというふうには

思っています。例えば広報等に載せるか、それは今後ＪＲと協議していくということになろうか

なと思います。 

○尾川委員 今３万枚という一つのロットを言われたが、私もＪＲ西日本のホームページを見た

ら、広島でカードを出しとるわけ。３万枚だから、それはＪＲの感覚の数であって、備前市のそ

の規模とか、いろんな形でもう少し数を減したり、減れば高くなるとのはもうわかり切っとるけ

ど、どうせ山陽線側も使えるようになるわけだから、三石とか。だから、その辺でもうちょっと

ＰＲしてつくって、日本遺産備前市とか、教育のまち備前とか、キャッチフレーズがあるんじゃ

から、そういうことでＰＲしていったらどんなかなと思う。３万枚にこだわる必要、ＪＲと話を

してみたほうがいいと思う。 

○今脇市民生活部長 うれしいニュースをいただいたばかりで、今後また交渉の中でお願い、単

位を下げるということですね、交渉はしていきたいなというふうに思います。 

○尾川委員 備前市だけでよそが先にするということはないと思うので、備前市には山陽線にし

ても赤穂線にしても、備前市側ばっかしだから。それでも適当な時期には、８月が一つの時だか

ら、それまでに何らかのことを、備前市がたくさん金を払うんじゃなしに、できるだけ、もうけ

んでもいいから、負担だけしてもらうとか、そういうことをやるべきと思いますが。 

○今脇市民生活部長 日本遺産も２つ認定されているわけですから、そういうものを使って利用

を促進していきたいというふうに思いますので、相談のほうをこれからかけていきたいというふ

うに思います。 

○橋本委員長 ほかに総括質疑を希望される方、おられませんか。 

○尾川委員 もう一点、備前焼の振興ということで、私らの総務産業委員会ですが、先日、茨城

県益子町に行って、いろいろデータをもろうて、また事務局のほうからもろうてもろうたらえ

え。結構観光客数というか、来場者数というか、その把握基準が明快にされとんですよ。どうも

この間、委員会で質問しても、明確な物差し、スケールがないので、その辺陶器市の観光客推移

が一覧で出とって、普通車、大型車、それから鉄道とか、その手段によってどのくらい人数が来

とるかということがデータで出とるわけ、それをいろいろどういうデータの拾い方をするかとい

うのもきちっと書いてあって、そういうのをまねして、やっぱり正確な数字をつかんでいって対

策を考えるということが必要、備前市としてですよ、担当者のレベルじゃなしに、佐藤部長あた

りが旗を振ってもろうて、そういう取り組みをぜひお願いしたいというのと、もう一つは、金も

備前市の場合は結構８００万円、９００万円だと思うが、補助金を出しとんです、備前焼の振

興。振興になるか、もう経費で落ちてしまうようなところがあるわけですが、益子焼のところ

は、ちょっと聞いて、私もはっきり押さえてないですが、何百万円と６０万円ぐらいで、そんな

に物すごくお金をかけとるという印象がないです。金を出すなという意味じゃなしにもっと、町

役場の職員が結構熱心に取り組みをしとるというのがひしひしと感じるわけです、話を聞いた
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ら。だから、そういう面でもっと、金だけじゃないと、心の問題、心は錦言うたって、そりゃあ

食うもの食わなんだら前へ行かんですが、そういう面があるのかなという、この間視察に行かせ

てもらいまして。 

 そのデータをとるにしても、いろんな形でやっとんで、また事務局がデータを持っとるから、

それを参考に、ぜひ来年の備前焼まつりに生かしてもろうたり、いろんなイベントのところに、

どの程度つかみゃあええんかということもあると思うが、補助金の問題、そういう取り組みの問

題、現状把握の問題をやってほしいんですけど。 

○中島まちづくり部長 言われること、本当に重々承知しております。 

 私どもも過去に、例えば備前焼まつりであれば、ＪＲの伊部駅の乗降客数、駐車場の駐車台

数、観光バス、近隣お店の出店の数、そういったところを含めて大体どれくらいになるかといっ

た分も想定したこともございます。実際に以前から市が何年か前から陶友会からそういった数値

が上がってきております。どれくらいの方が来場されているかという実際の把握というのは、非

常に難しいとは思います。今回初めての試みで、ドローンを飛ばして上空から乗降客の流れとい

うか、そういったものも見ております。ですから、そういったことを勘案して、乗降客、いわゆ

る来場者数、そういったものの分析、集計を今後とも考えていきたいというふうに思っておりま

す。 

 それから、備前焼の取り組みに対する職員の熱意ということで、今シティセールス課とまち営

業課と２つに課が分かれており、来年４月からこれを一緒にしようということで、機構改革です

か、そういった取り組みを考えております。職員にも、やはりせっかくここで日本遺産になった

備前焼と、単体ではございませんが、それをしっかり踏み台というか、契機として、職員にもそ

の意識を持っていただいて、備前市には日本遺産が２つもあるんだよと、しっかりと熱意を持っ

て、そういった業務に取り組んでいきたいということを私も常々職員に対しては言うておりま

す。今後いろんなイベント、そういった事業においては、一生懸命取り組んでいくということを

心がけていきたいと。また、我々だけでなく、やはり陶友会、それから閑谷学校の顕彰保存会、

そういった団体の方も一緒になって取り組んでいくというふうに進めていければというふうに思

っております。 

○尾川委員 佐藤部長にちょっと、やはり全市的な取り組みが多々、中島部長だけに任せるんじ

ゃなしに、もう少しどこの部署から出せ、何人と言うだけじゃなしに、どうしていくかというこ

とを全市的に考えて、佐藤部長が一番の総指揮官と思うとるから、答弁してほしいんです、考え

方。来年の予算絡めて、そういう面の予算をとってもろうて、ぜひ推進してほしいと。いろいろ

ほかのことも委員会ではお願いしとることあるが、それも含めて。知らない面もあると思うけ

ど、全市的に取り組みをするということについて、佐藤部長にちょっと取り組みを。 

○佐藤総合政策部長 備前焼については、みんなで使おう備前焼条例も昨年の１２月に制定され

ておりますし、それに基づき職員としても、備前焼の購入あるいは使用について、それぞれが取

り組んでくださっているところだろうと思います。 
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 来年度は、今中島部長からお答えしたように、機構改革も予定して窓口の一本化ということも

して、そこを指揮官と、指揮所として機能させながら、職員もそれについて協力していく、ある

いは予算についても、どの程度がいいのかはわかりませんが、それなりに備前焼の振興について

はやっていかなきゃいけないというふうに思っています。 

 それから、県から陶芸センターを譲り受ける話も今進んでおりますし、備前焼についてはこれ

から市として十分取り組んでいかなきゃいけないというふうに考えております。 

○尾川委員 陶芸センターの話も委員会じゃ話をしたつもりだけど、陶芸センターみたいなのは

やっぱり益子焼にもあるんですよ。そこは県が持っとんです。その辺もよく言うてください、担

当に。何でもかんでも行政改革というて離してしもうて、ちゃんとしかるべき備前焼が岡山県の

何とかじゃ言うんだったらね、やっぱりちゃんと抱えてやるぐらいな気持ちでやれというぐら

い、表現はあるとしても、汚な口をちいとはたたいちゃってください。 

○佐藤総合政策部長 県の財政改革の一環として、県有の施設を所在市町村あるいは民間に譲渡

していくということで、県とすれば陶芸センターを廃止するということになったと思っておりま

す。それを今からもう一度県にということにはならないと思いますが、そこは市としてできる限

りのことはしていかなきゃいけないというふうに思っております。 

○橋本委員長 ほかにございませんか。 

○田口委員 尾川委員の質問の関連で、さっき佐藤部長、みんなで使おう備前焼の条例の話をさ

れましたが、そこに座られている部長たち、この１年間に一体幾らぐらい備前焼を買われたんで

すか。 

○橋本委員長 暫時休憩いたします。 

              午前１０時０８分 休憩 

              午前１０時１１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。 

○田口委員 いや、金額は別にしても、やっぱりみんなで、市民の方含めて１年に１つ、２つで

も買ってあげる、買って使う、そういう機運を醸成していくのが私は一番だと思いますので、職

員の皆さんも含めてそういうふうな機運が盛り上がるように、市役所の中も対応していただきた

いということをお願いして、私の質問を終わります。 

○橋本委員長 ほかに質疑を希望される方。 

○守井委員 先ほど住宅建築資金の貸し付けの収入のところでちょっとお聞きしたが、決算資料

の６から８ページにあるが、これは今までの懸案事項ということで、一地方自治体だけでは解決

できないような問題になっておると私は感じておるが、この点について以前もお話ししたわけで

すが、やっぱり全国的な対策として、この問題については検討していかなければいけないと思っ

ておるが、その点について何か取り組み、意見の調整とか、そういうものはあったのかどうか、

お聞きしたいと思います。 

○今脇市民生活部長 おっしゃられるように、課題があろうかと思います。 
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 ２８年度の取り組みですが、債権者の死亡に係る相続人等の調査から督促状の発送等を行って

おります。課題として、やっぱり期間がもう経過したものが多いということで、あと民法上の適

用から財産調査の実態把握が困難ということで、今では税の収納対策とあわせて滞納整備を進め

ているというような状況でございます。 

○守井委員 この資料を見ると、昭和４０年代からの経過になっておるのが、４０年代にもう４

０年以上５０年ぐらい、長いものではたっているという感じなので、何らかの対策が全体として

やっぱしやらなきゃいけない事業だと思うので、その点他の自治体等ともよく協議しながら、あ

るいは国の指導もやっぱり必要になってくると思うので、その点の取り組みをどうお考えかだけ

お聞きしたいと思います。 

○今脇市民生活部長 本当古いものがあるということで、時効が経過しているものが５２件ほど

ございます。そういうことで、このあたりの取り扱い、相続人の調査がやっぱりかかるものがあ

るということですので、このあたりも整理して進めていかないと、いつまでたっても終わらない

というふうに思いますので、注意してまいりたいと思います。 

○守井委員 もう一点、決算資料に市民税の徴収率の一覧表が、１ページの市税収納率で出てい

るが、年々数％ずつですが改善してきておるということで、何年か前だったと思うが、県のほ

う、こういう専門の徴税吏員をお願いして、市のほうへ来ていただいて徴税をしたということの

ように聞いておるが、現在は徴税対策として何らかの対策をずっとやられておるのかどうか、お

聞きしたいと思います。向上を少しずつしておるので、主査の報告の文書には非常に早いのでな

いかという意見もありますが、これはこれでやっぱり徴税率を上げていかなけりゃいけないのが

基本だと思いますので、その点お聞きしたいと思います。 

○今脇市民生活部長 県に職員を派遣して、そのノウハウを持ってやってきているということ

で、率は上がっているという反面、この間の委員会でも御指摘がありましたが、ちょっと厳しい

んじゃないかというようなお話もございましたが、粛々と法に基づいてやっているというところ

でございます。 

 その中で、相手方との面談、それから調査等をしっかり進めていって、事情を考慮して適切に

というか、もちろん適切ですが、そのあたりを踏みながら進めていかないと、今の段階ではそう

いうところかなと思っております。 

○守井委員 トラブルにならないようにやりながらでも徴税率を上げていくということをぜひも

っとにやっていただきたいと思います。 

○橋本委員長 ほかに質疑を希望される方おられませんか。 

 尾川委員、Ｂポイントの件はよろしいですか。 

○尾川委員 Ｂポイントのことですが、給食費の問題なんかでいろいろ見方を変えていきょうる

ようですが、Ｂポイントの私は主張しよんのは、全体的ないろんな面から総合的に見直しして、

その結果こうこうこういうことについてはこうしますというふうな手続が必要じゃないかという

感じがする。特にＢポイントについての、市民もどうかなと疑問視している人もおったり、私に
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も言うてくる人がおるが、確かに健康診断を受けてもろうて、国民健康保険の治療が少なくなる

ということは結果として大きいことですが、何か手段を考えて、経費節減しながら受診率を高め

ていくというふうな、非常に受診率が高まったから国民健康保険の保険料、治療代が減るという

のはすぐイコールじゃないと思うが、その辺の検討を全体的に来年、ことしは動きょんですけ

ど、来年の予算についても少し見直し、それも一つだけじゃなしにいろんな施策をチェックしな

がら、その中であるものにはＡはこうしますと、Ｂはこうしますということを一定、いろんな条

件ができた条件もあったり、歴史的経過もあったりあるわけで、それを踏まえてからやっていく

べきという感じがする。 

 タクシー券についてもいろんな批判があるが、その辺ももう少し掘り下げて実態調査して、ど

うあるべきかということを、少し担当部長に任せっきりじゃなしに全体的に取り組みをする必要

な時期になっとんじゃねえかという感じがするが、いかがですか。もう何もかんも佐藤部長にば

かり言うたら申しわけないですけど。 

○佐藤総合政策部長 Ｂポイントに限らず、来年度の重点施策について、今市長のヒアリングを

行っているところでございます。その中でもこのＢポイントについても議論になり、制度改正に

ついていろいろと意見交換を行ったところでございますので、これについては委員がおっしゃら

れるその見直しが一番に上がるところというような御意向もあるようですが、その点については

今後来年度の当初予算に向けて、どの程度になるかわかりませんが、見直しにはなるというふう

に考えております。 

○尾川委員 ただ、私が言いたいのは、一番やはり歴史的経過とかという言葉を使うたんです

が、いろんな流れがあって現状になってきていると。新たな施策なら比較的処置しやすいと思う

が、今までいろいろずっと積み重ねてきた歴史というものがある、それを否定するのは非常に困

難と思うので、新しいものから取り組むべきというふうな、当たりさわりのないといえば言葉が

悪いが、そういう感じがするんですけどな。 

○佐藤総合政策部長 どの事業から見直しするかということについて、いろんな事業が市にもご

ざいますので、その中を総合的に判断して見直しは行っていきたいというふうに考えておりま

す。 

○橋本委員長 よろしいか。 

 ほかに総括質疑を希望される方おられませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑を打ち切りまして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号の質疑を終了します。 

 ここで採決に入る前に、委員間での総括を行いたいと思いますが、いかがいたしましょうか。

質疑ではなくて意見ですね、例えばこういう意見を付してほしいとかというようなことで、意見

を付すことを希望される方のいろいろな委員間で調整を行いたいと思いますが、いかがいたしま
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しょうか。 

○尾川委員 まず、やっぱり収入がなければ何もできないわけです、市の事業が。ですから、こ

の委員会で報告もあったが、徴収率アップということをやっぱり一番に、いろいろ差し押さえで

厳しいという意見もという議員からの意見もあったが、やはり公平性とか、徴収率を上げていく

ということをまず意見、この決算のまとめの中で訴えてほしいと思う。 

○橋本委員長 暫時休憩いたします。 

              午前１０時２３分 休憩 

              午前１０時２４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。 

 今、尾川委員から税金等の徴収率がアップしていることはいいことだと、今後も徴収率アップ

に努めてくださいというような意見を付すということについて御異議ございませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○守井委員 あわせて住宅使用料なんかも８０％台の徴収になっておるので、これもやっぱし同

じように高めていただくということは明記していただきたいというふうに思います。 

○橋本委員長 それは、住宅使用料というのは市営住宅の使用料ですか、はい。 

○守井委員 全部じゃな、各種。 

○橋本委員長 各種公共料金も含めてということですね。 

              〔「そう言えばそういうことなんで」と守井委員発言する〕 

 税金だけにとどまらずに、そういう各種公共料金の徴収にももっと力を入れなさいということ

ですね。 

 これも御異議ございませんよね。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ほかにどうでしょうか、委員間の総括でございますので、こういったことを特に要望したい

と。特段の発言を希望される方はおられませんか。 

○守井委員 やっぱし一言、もう経費削減と効果の上がるものをやっていくという項目は、もう

ぜひ１項目は入れておいていただきたいと。費用対効果を考えたら、やっぱり経費削減策を考え

ながら事業を進めていくということは１項必要だと思います。 

○橋本委員長 ほかの方もこれに御異存ございませんね。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 最小限の経費で最大限の効果を上げよということをつけ加えるということですね。 

 特別にこういったことをという意見を希望される方はおられませんか、ほかには。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ほかに御発言がないようですので、今までの御意見も踏まえて委員会としての取りまとめを行

いたいと思いますので、暫時休憩をします。 

              午前１０時２６分 休憩 



- 14 - 

              午前１０時２７分 再開 

○橋本委員長 休憩前に引き続き委員会を再開します。 

 これより議案第８２号を採決いたします。 

 本案は認定すること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号は認定されました。 

 以上で議案第８２号の審査を終了します。 

 閉会前に、委員長として一言申し上げます。 

 ９月定例会で付託をされました議案第８２号平成２８年度備前市一般会計歳入歳出決算の認定

については、各分科会での慎重なる審査並びに本日の委員会において全ての審査を終了すること

ができました。この間、委員、執行部の御協力により、終始円滑に分科会並びに委員会が運営さ

れましたことに対し、心から感謝申し上げます。 

 最後に、執行部に対し、このたびの決算審査に当たり委員各位から出された意見、指摘事項等

を十分に御理解いただき、今後の財政運営に当たられますようお願いをいたします。 

 また、委員各位におかれましては、今後の財政運営にこの決算審査での内容がいかに反映され

ていくか見守っていただきたいと思います。 

 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。 

              午前１０時２９分 閉会 


