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予算決算審査委員会記録 

招 集 日 時 平成30年3月16日（金） 午後1時30分 

開議・閉議 午後1時30分 開会  ～ 午後5時04分  閉会 

場所・形態 委員会室ＡＢ 会期中(第1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 

  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 委 員  田口健作   

遅 参 委 員  なし   

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 

 地方創生推進課長 岩崎和久 総務課長 石原史章 

 財政課長 河井健治 契約管財課長 尾野田瑞穂 

 施設建設・再編課長 平田惣己治   

 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 藤森 亨   

 日生総合支所長 大道健一 吉永総合支所長 金藤康樹 

 監査委員事務局長 正富福政 会計管理者 中野新吾 

傍 聴 者 報道関係 あり   

 一般傍聴 なし    

審査記録  次のとおり    
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午後１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１３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

委員会を開会します。 

一般会計予算及び議案第１６号平成２９年度一般会計補正予算（第６号）の審査を行います。 

 審査に当たっては、レジュメに記載のとおり、所管ごとに説明委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。 

 なお、審査範囲はお手元に配付しております所管別分類表をもとに、その都度、対象の範囲を

指定します。 

********** 議案第16号の審査（市長室・総合政策部・会計課・監査委員事務局ほか関係） ********** 

 これより市長室、総合政策部、会計課、監査委員事務局ほか関係の審査を行います。 

 まず、議案第１６号平成２９年度備前市一般会計補正予算（第６号）の審査を行います。 

 歳入から入ります。 

○川崎副委員長 ２ページの寄附金のところで、この予定では３月末締めで２億円ぐらいマイナ

スで２３億円入る予定だということになっとんですけど、来年度予算では９億円ということで極

端に減っとんですけど、私は１０億円ぐらい減るんかなと思よったら、２億円程度でことしはマ

イナス程度で済むということなら、来年は１５億円も１７億円もあっていいんじゃないかなと、

どうもその辺の誤差がどうなっとんかな。新しく切りかえて８月以降でも十分に収入があるとい

うことを、この補正では示してるにもかかわらず、来年度予算では急激に落ちてるところが何で

かなというのがもう一つはっきりしないんで、結論としては２３億円確実にいくんかどうかを含

めて、その辺の流れはどうなってるんかということを説明いただけたらと思います。 

○田原シティセールス推進課長 来年度の予算が９億円で、今年度末が２３億円ということです

が、本年度は７月の終わりまで駆け込みということで、１５億円程度の入金がございました。今

現在、８月以降で５億円少々の歳入を見込んでおると、それと３月までにもし駆け込みがあれば

ということで、少し多目ではありますが、歳入の予算とさせていただいております。駆け込みが

あったということで、若干今年度については多目の予算となっております。 

○川崎副委員長 ７月末までに、１２億円幾らの駆け込みのふるさと納税があったというふうに

聞いてますけど、この流れではプラス５億円だと言いながら、合わせて１７億円しかならないの

に２３億円、確定申告も終わっとるし、実質的な駆け込みというのはもうほとんどないんじゃな

いんかなと思ってますんで、実際のところは２３億円になるんか、１７億円になるんか、ほとん

ど見通しがついてるんじゃないんかなと思うんで、その辺どうなんでしょうか。 

○田原シティセールス推進課長 ２月補正の提案時点で、先が見ない部分がございまして若干で

はありますが、多目の寄附額を想定しております。というのが、昨年度も３月末に総務省等の通

知が出るというようなうわさというか、情報が流れておりまして、その折には約３億円から４億
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円の駆け込みがございました。そういった面で歳入を見込んでおかないと、それに伴う歳出が確

保できないというか、歳出部分も上げておかないと支払いができないという結果にもなりますの

で、若干多目ではありますが、計上をさせていただいてるという状況でございます。当然、歳入

が収支結果に基づきまして減れば、歳出のほうも減ってくるというような形になると思っており

ます。 

○川崎副委員長 予算計上もそういう危険を避ける意味で予算を多目に組んだということはよく

理解できますけれども、一方で１２億円と５億円で１７億円にしかならないというようなことも

何度か聞いたような覚えがあるんで。大体締めというのが一般会計なんか５月末だというような

こともよく聞きますが、そういう意味ではこの補正は３月末までに申込手続しとったら５月末ま

でに入ってくるのは２９年度の寄附金という捉え方をするんかどうか含めて、またこのとおりい

くんじゃなくて、厳しく見て５億円、合わせて１７億円程度でとまるんかどうかという見通しは

いまだに立ってないという理解でよろしいんでしょうか。 

○田原シティセールス推進課長 委員のおっしゃられている１２億円ではなくて、１５億円が７

月の末までに入金されております。２月末現在では２０億３，０００万円とか、２０億円を超え

ているというような状況でございます。 

○橋本委員長 ほかにございませんか、市長室と総合政策部と会計課と監査委員事務局に関連し

た歳入。 

 ございませんか。 

 ないようでしたら、次行ってもよろしいですか、歳出に。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、ないようですので、続きまして歳出に移ります。 

 まず、６ページの第２表繰越明許費補正で何かありませんか。 

 補正予算の６ページをおあけください。 

 繰越明許費の補正が入っておろうかと思いますが、これに関しまして何かございませんか。あ

くまでも市長室、総合政策部、会計課、監査委員事務局に関する分で、６ページ、第２表繰越明

許費補正で。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、次に移ります。 

 次に、７ページの第３表で地方債補正で何かございませんか。地方債の補正。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 これもないようですので、後もし質疑があったら追加で承りますんで、次行きます。 

 市長室、総合政策部、会計課、監査委員事務局に関連する歳出で何か質疑はございませんか。 

○星野委員 ３４ページ、庁舎建設費の公有財産購入費１，３３０万円の減額となってますが、

細部説明によりますと駐車場用地１カ所に係る購入について、地権者との交渉が不調にあったた
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めと書いてますが、この理由と今後駐車場についてどのような対応をとられていくのかお教えく

ださい。 

○平田施設建設・再編課長 この公有財産購入費の減額でございますが、新庁舎整備事業に伴い

ます駐車場用地として購入をすべく予算確保していたんですけども、地権者の方との交渉が決裂

をしまして減額補正をさせていただくものでございます。その理由ですが、用地価格につきまし

ては鑑定に基づき単価設定をしまして、それを提示させていただいて合意はいただいていたんで

すけども、それとは別にその土地のほうが現状で月極め駐車場を経営をされておりまして、その

営業補償というものを要求をされました。こちらなりにその辺を受けまして検討はしたんですけ

ども、そもそもそうした月極め駐車場の営業補償という考え方がないといったようなところで対

応すべきではないという結論に達しまして、その旨を相手方にお伝えをしましたところ、それで

はやむを得ませんねといったようなことで断念をすることになったというものでございます。御

指摘のように、予定していた用地が取得できなかったということで、若干駐車台数の不足という

ことは確かに出てきます。特に工事中が、かなり減ってくるといったような状態が予想されま

す。試算をしている中では、現状より二十数台程度は台数が不足をするんではないかなというふ

うに考えております。ただ、庁舎が完成をした段階では逆に現状より２０台程度はふえるのでは

ないかなといった予定をしておりまして、確かにたくさん台数を確保できればそれにこしたこと

はないんですけども、ほかに代替えを求めるかどうかといったこともあるんですけども、庁舎の

完成までにはまだ事業全て完了するまでに２年ほどございますので、周辺の状況等を見ながら検

討していきたいというふうに考えているところでございます。 

○尾川委員 ３１ページの職員採用試験の問題を作成委託料がマイナス３０万円ということにな

っとんですけど、これはどういうことですか。 

○石原総務課長 実績に伴う減ということで、今回３０万円の減額補正をお願いしているもので

ございます。具体で申しますと、一般教養試験で、３５０人を見越しておりましたが、現実は１

８８名、そして適性検査７０名を見越しておりましたが、２７名ということでの実績に伴う減と

いうことでございます。 

○尾川委員 予想は３５０人から１８８人という非常に希望者が少なかったということで、何か

原因があるんですか。なかなか難しいからよう来んという人ばっかし多かったんですか。 

○石原総務課長 本年度実施の採用試験につきましては、いわゆる統一試験日と言われる日に実

施を行っております。前年度、前々年度、統一試験日を外すような形で実施をしておりました

が、最終的に辞退者が多く出たというような現状も踏まえ、統一試験日で他市町村との併願がで

きない、備前市を最初から望まれている、希望されている方を確実に見ていこうというような趣

旨から統一試験日に行いまして実質的に併願ができる状況にはありませんでしたので、そういっ

たことも減となった要因ではないかと見ております。 

○尾川委員 統一せずに一人でも優秀な人材を採ろうというふうな考え、これからはどういうふ
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うな感じで考えていますか。それなりの質も確保できたんですか。 

○石原総務課長 どちらの選択肢が必ずいい悪いということにはならないかと思いますけれど

も、近年ですと他市町村においても最終的な内定が出た段階でも、非常に多くの辞退者が出てい

るというのは他の自治体でも情報を共有しております。それを覚悟の上でも、広く多くの優秀な

人材を求めていきたいと、新年度においてはそういうふうな方向で検討していきたいというふう

に考えております。 

○尾川委員 逆に別の日にして、そのかわり共通一次みたいな感じのテストをして、どこの自治

体がどのぐらいのやとかというようなこともやるような提案したらどうですかな。 

○石原総務課長 御意見のほういただき、最終的には多くの方にエントリーをしていただいて、

一人でも多くの優秀な方の確保に努めてまいるよう努力してまいりたいと思います。 

○山本（恒）委員 関連ですけど、今言われるように別々にしたほうがええように思います。極

端に言うたら、東備消防なんかでも、一番初めに岡山市でやり、次に倉敷市がやり、そこで落ち

た連中がこっちのほうへ来るから今回やこでも、よそのほうの人ばあです、５人ほど採って、日

生の人が２人ほど、あとは皆よそでというたりする。そんなんじゃなしにええ人材を採ろうとし

たら、別にすんか同じ日にすんか、そこらわからんけど、順番にええ連中が皆大きいええところ

へ行って、備前市なんかでも職員は５０％ほどがよその人ですという。備前市でおって入っても

家建てて出ていかれる人もおるけど、そこら周り、米百俵基金でいくんか補助金でいくんか保育

料ただでいくんかわからん。人をふやそうとしとんじゃから、出ていかんような。 

○石原総務課長 委員おっしゃっていただきましたように、最終的にはいろいろな手法を用い

て、一人でも多くの優秀な職員の獲得に向けて知恵を絞り努めてまいりたいと考えております。 

○掛谷委員 ３２、３３ページ、安全対策費で、スクールポリスの雇用をしなかったことで、社

会保険料と臨時雇い賃金１２２万３，０００円減と、これ平成２９年度の実施事業だったと思う

んですけど、これは全然しなかったのか、途中やめなのか、そのあたりのところを説明詳しくお

願いします。 

○小川危機管理課長 ここの共済費及び賃金につきましては、全て皆減させていただいておりま

す。理由といたしましては、現在危機管理課の中に安全・安心担当官という職員がいまして、そ

の者が市内全域を中心に午後からパトロールをしているということと、地区の防犯団体、この中

にも入ってくださっている委員さんがおられるんですけども、地域の安全・安心ステーションの

方々の活躍、また警察の共助員として活躍してくださっている方もおられますし、また交通安全

関係の備前市交通安全対策協議会の役員をされておられる議員さんもおられて、その方々たちが

大変活躍をしてくださってるということで、スクールポリスの採用を見直したといいますか、皆

減させていただいたということであります。 

○掛谷委員 担当官という人が１人午後からぐるぐるぐる回って地域のボランティアの助けをか

りてやってるんだと、わかりました。ただ、これは当初はどういう人数でおやりになろうとして
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いたのか、そこがわかりづらいんですけど。 

○小川危機管理課長 当初は、前市長の考えで、１人女性のスクールポリスさんを採用したいと

いう意見があったというのを聞いております。 

○掛谷委員 安全・安心担当官１人で済んだからこれだけ減額ですよと、これが正解ですね。 

○小川危機管理課長 はい。それと、４月の最初のほうに春の交通安全運動とかで、７時半から

市内全域を回らせていただいております。そういう中で、香登地区なんかは大変な人数の方が子

供たちの通学路に立って、安全・安心を守れるように活躍してくださっているので、特別に採用

する必要はないんではないかと考えまして、金額を皆減させていただいております。 

○掛谷委員 わかりました。要するにスクールポリスという名前はもうのうなったということが

全然意味合いが違ってくるので、今の安全・安心担当官でやっている、このスクールポリスとい

うのはもう一切名前が今はないということでいいんですよね。 

○小川危機管理課長 そのとおりでございます。 

○尾川委員 ３５ページの公有財産の件で、駐車場の件で話があったんですけど、今の話ではと

りあえず交渉が決裂して新たな考えはないというふうに聞いたんですけど、そういう方法で完成

まで引っ張っていくということの解釈でえんですか。 

○平田施設建設・再編課長 おっしゃるとおりでございまして、もともとこの予定していた土地

が、市民センターの駐車場に隣接する部分でございまして、庁舎、市民センターとの共用といっ

たようなところでぜひ取得をしたかったわけなんですけども、結局地権者の方と折り合いがつか

なかったということで断念をしたということで、そのほかということになりましたら、本当に不

足して困るような状況であれば、もう少し前向きに検討をする必要もあるんだろうと思うんです

けど、現状試算した結果としては何とかしのげるのではないかなというふうにも感じておりま

す。今後の状況を見ながらということにはなろうかと思うんですけども、当面具体的にほかの用

地等へ行ってもなかなか適当な土地もございませんし、しばらくは情勢を見たいなというふうに

考えているところでございます。 

○尾川委員 今言う１カ所はようわかったんですけど、ほかはどんなんですか。 

○平田施設建設・再編課長 当初は２カ所予定をしておりまして、一つは今言いましたように断

念をしたんですけど、もう一カ所につきましては今交渉中でございます。大体条件面提示させて

いただいて合意はいただいておりまして、ただ相続とか抵当権の抹消ですとか、そういったこと

の手続に時間がかかっておりまして、今回の予算でも繰り越しをお願いしてるわけなんですけど

も、こちらにつきましては取得をできる見込みとなっております。 

○橋本委員長 ほかにございませんか、歳出の部分です。 

 よろしいか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、議案第１６号もう総括して、議案第１６号のうちの市長室、総合政策部、
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会計課、監査委員事務局、これらに関する歳入歳出等々で質疑漏れはありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでございますので、議案第１６号の審査を終わります。 

********** 議案第1号の審査（市長室・総合政策部・会計課・監査委員事務局ほか関係） ********** 

 次に、議案第１号平成３０年度備前市一般会計予算、当初予算を行います。 

 １９ページまでで、歳入で質疑をしたい部分、市長室と総合政策部と会計課と監査委員事務

局。 

○守井委員 ８ページの、合併特例債事業が５年間延長ができるということが２年ぐらい前話が

出ておるんですけど、備前市にとっても１０年間ということで２７年という形が３２年度末まで

延長ができるという形になっているのかどうか、再確認の意味でお願いいたします。 

○河井財政課長 国のほうで国会議員さんから提言としてそういう案があるという動きは聞き及

んでおりますが、まだ決定事項ではございません。３２年度末までは、通常どおり合併特例債は

活用できます。それ以降５年間まださらに延ばそうかという提言があるみたいなんですけれど

も、そちらのほうについてはまだ未定でございます。 

○守井委員 ３２年度までには、それが決定されるというようなことになるということですか。 

○河井財政課長 決定されるのであればそれまでに決定をいただかないと、各自治体のほうはそ

のつなぎというものが空白期間があくということになりますので、それまでには継続されるかさ

れないかというのは決定されるんではないかな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。２０ページまでで、市長室、総合政策部、会計課、監査

委員事務局に関する質疑。 

 それでは範囲を拡大して、フィードバックしてもとへ戻ってもいいですから、次は３９ページ

の県の支出金までを枠を拡大したいと思います。 

○尾川委員 ２７ページの地方創生推進交付金で１，１００万円で、これはこれで終わりかなと

思ったりしとんですけど、そのあたりはどんなんですか。 

○岩崎地方創生推進課長 地方創生推進交付金事業になりまして、これは２８年度から３０年度

までの３カ年の事業になってます。事業費といたしましては、２８年度は７００万円、２９年度

が３，２００万円、３０年度が２，２００万円ということで３年目となります。 

○尾川委員 ２８年度からですけど、事業の評価というのはどういうふうに、これは報告はせん

でええんですか。 

○岩崎地方創生推進課長 総務産業委員会のほうで、２８年度事業ということについての２９年

中に事業報告をさせていただきました。２９年度の事業分につきましても報告をさせていただこ

うと思っておりますし、またこの事業自体が備前焼のまちづくりということでありますので、備

前焼に携わっている方、特に備前焼作家の方々に事業の経過を知っていただくということは必要

かと思いますので、今年度中に、今３月末を予定をしておりますが、伝統産業会館でそういった
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ような報告会を開いていこうというような計画をしております。 

○尾川委員 こう言っちゃああれですけど、備前市が教育のまちというてスローガン掲げて結構

取り組んできとんですけど、まだまだ定着してねえというてお叱りを受けるんですけど、そうい

う備前焼の振興ということで３，２００万円の事業費でああいう表で見せてもらったんですけ

ど、その後の浸透というのは、というのかある一部だけが理解して伝わってどうこうというふう

なことはきちっとやれとんですか。その活動自体、その後改善したり、どうこうはやってはない

んですか。 

○岩崎地方創生推進課長 委員がおっしゃられますように、そのようなお話も聞かせていただい

ております。そういう意味合いでもここで２年間の実績を、いろんなデータを集め、アンケート

もとりましたし、いろんなイベントについての御意見もいただきましたので、そういったものを

ここで報告をさせていただいて備前焼作家の皆さん、備前焼に携わる皆さんにそういった内容を

フィードバックさせていただきたいというふうに考えております。 

○橋本委員長 ほかにございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 歳入で、最後５５ページの市債までを対象範囲としたいと思います。 

 １７節の財産収入から２２節の市債までを対象とします。 

○守井委員 ４３ページで、一般質問でもお話しさせてもらったんですが、財政調整基金の繰入

金の話なんですが、一般質問では取り崩しについては特別な方針というものは持ってないという

ような考え方のように聞いたんですけれども、そのような考え方でずっとやってきたということ

でよろしいんですか。考え方をお聞きしたいと思います。 

○河井財政課長 財政調整基金ですけれども、このたび５億７，０００万円取り崩しをしており

ます。基本的には歳入歳出の中で財源不足が発生する部分を財政調整基金で補うということで、

過去にも本市の予算編成上の中では合併後も複数年財政調整基金を取り崩すというふうな形での

予算編成というものはかなりの年度にわたってございます。ただ、最終的には取り崩しを極力な

くするような努力というものをして、財政運営に努めてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 先ほど守井委員のほうから御質問で合併特例債の件ですけど、３２年度というふうに私お答え

したかもしれませんけども、３１年度、３２年３月３１日が期限でございますので、その点だけ

訂正させてください。 

○守井委員 年々の歳入を見ての調整基金の扱いというような形ということですけども、一般質

問と同じような話ですが、調整基金をどのくらい保有しておくかというような話なんですけど、

前年度調整基金は０で予算を組んだというようなことで、昨年はふるさと納税が多いかったから

そう組んだというようなことになっておるようなんですけども、調整基金はざっと４０億円ぐら

いは置いておきたいんじゃというような意向であったように記憶しておるんですけども、調整基
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金自体はどのくらいを目安として置いておきたいというような財政当局としては持っておるかお

聞きしたいと思います。 

○河井財政課長 今、財政調整基金につきましては、国のほうでも議論になっております。地方

が貯金残高がふえてきているということに対して、国の財務省のほうは目をつけられているとい

うふうな状況にはなってきております。ただ、全国的に申し上げますと、標準財政規模というも

のがございます。本市の場合は１２０億円程度、全国平均でそのうち財政調整基金の割合という

のが０．３２ぐらいです。ですから、本市に置きかえますと、４０億円いかないかなというライ

ンぐらいにはなろうかなと思います。ただ、それはあくまでも全国平均でございますので、いい

のか悪いのかというふうな判定はなかなか難しいんですけれども、多い自治体においてはまだま

だかなりの高額な財政調整基金を保有している自治体もございます。逆にもう底をつきかけてい

るというふうな自治体も県下にございますので、ある一定額は確保しながら財政運営というもの

を継続して行ってまいりたいと考えております。 

○守井委員 目安として、４０億円内外で持続していくように予算規模、ぜひやっていっていた

だきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○掛谷委員 １８ページ、１９ページの地方交付税についてのところで、参考資料の２０ページ

に詳しくはある程度書いてます。算出の明細ということで書いておられるんでわかるんですけれ

ども、この計算方法があると思います。このままいきますと、平成３１年、２年、３年とずっと

減っていくと思います。減っていく要因というのが一番大きなものを３つぐらい挙げていただい

て、上がることはもうほとんどないと思うんですけども、下がっていく要因についての根拠とい

うものは３つぐらい挙げるとどんなもんになってくるんですか。今後の見通しについても下がる

と思うんですけど、教えていただきたいんですけど。 

○河井財政課長 地方交付税でございますけれども、御指摘のとおりこれからずっと減少という

形になってこようかなと思ってます。今算定しているもので合併算定外で算定しておりますけれ

ども、これが一本算定というものに置きかわりますと、今現状では５５億円程度まで普通交付税

であればなってくるのかなというふうな見込みを財政部門としては持っております。減少という

よりかは交付税へ与える影響というものであれば、やはり人口、これはただの人口だけではなく

て、例えば子供の人口であったり、高齢者の人口であったり、いろいろ算定方式が複雑でござい

ます。ですけれども、基本的な大きなベースは人口になっていると、あと本市の場合でありまし

たら、起債の償還、基本的に有利な起債に特化して今借り入れを行っていますので、そういった

ものが逆に基準財政需要額のほうへ算入が出ますので、そういった部分では増額要因にはなって

くると。ただ、交付税自体が収入と支出の差し引きで交付されてきますので、市税等の状況、こ

ういったものによっても増減が発生するということになっております。ですから、単純に申し上

げますと人口が一番大きく影響してくる部分ではないかなというふうには考えております。 

○掛谷委員 ついでに、特交のところも、これは平成２９年３０年も同じ額になっております
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が、これの傾向はどうでしょうか。簡単にお願いします。 

○河井財政課長 特別交付税ですけれども、こちらのほうは国で総額が決まっております、予算

額として。交付税全体の６％ということが特別交付税としては決まっております。その中で本市

のほうで特殊要因でありますとか、特別交付税で算定するべきものというものについて国のほう

に毎年要望のほうを行っております。ですから、予算上では９億５，０００万円というふうな見

込みはしておりますけれども、ここ近年で申し上げますと１０億円から１１億円という間での交

付を受けているというふうな状況にはなっております。ただ、この交付税総額というものが国の

ほうで幾らか減少傾向はございます。３０年度予算においても国全体とすれば２％程度の減額だ

ったとは思うんですけれども、そういったものもやはり影響はありますので、例年どおりずっと

この額が交付されてくるというような見込みもなかなか立てにくいということでございます。で

すから、当初予算では一応最低、この程度ぐらいは交付いただけるであろうという見込みのもと

で要求をさせていただいております。 

○掛合委員 国が基金をたくさん持っとったらやらんぞと、特交はやらんぞというようなことを

聞いております。ふるさと納税なんかが逆にもうどんどんまた入ってくると、そういうことはさ

れるということがうわさじゃなくて通知か何かありますか。まだ来てませんか。 

○河井財政課長 そういった何かをしますという明確な通知はございません。ただ、国のほうに

おきまして財政制度等審議会とか、そういったところで議論があるという状況でございます。た

だ、総務省と財務省との折衝の中で、そういった基金が増加していることによって何かに影響を

さすということは３０年度においてはしないというふうな形での総務省と財務省のやりとりの中

で決定されて今年度交付税等は影響がないというふうには考えております。 

○尾川委員 交付税関係で今大きなベースは人口というふうな説明があったんですけど、人口の

捉え方というのはどういうふうな捉え方になるんですか。 

○河井財政課長 人口は基本的には国勢調査人口、それから例えば子供の数とかというと学校基

本調査の学級数であったり、児童・生徒数、それから高齢者の人口なんかでいいますと厚生労働

省報告例というたりするような、原課が各省庁に報告している数値がございます。そういったも

のが基礎となってまいります。 

○尾川委員 子供の数というたりする要素が入ってくるんじゃけど、ただ単に数値が多い少ない

によって交付税が一番大きい影響があるというふうな解釈になる。例えば土地の広さとか、今後

どういうふうな交付税の考え方で、備前市の人口減るばっかしょうるから、そういう懸念がある

からこっちは言ようるわけで、単に人口が減ったからというて、一律的に交付税減らされると問

題ですから、担当者としたら、それなりの要望事項をやってほしいなという気がかりがあるわけ

です。多いところがようけとるという単なる計算方法でやってもらうと大変かなと。ますます過

疎化が進んでくるということになると思うんで、新たな処置があるんかなという質問なんですけ

ど。 
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○河井財政課長 基本的に人口がふえれば、計算式はふえます。逆に、人口がふえることによっ

て例えば税収が上がるということになりますと、その分今度逆に引かれる計算になるというふう

な仕組みでございますので、本市の規模で財政運営を行うに当たって一般的な財政需要というも

のを国が算定しておりますので、毎年その制度の内容というものは細かに変わってまいります。

ですから、児童・生徒に幾らの費用を掛け上げて、基準財政需要額を算出するというのも毎年変

わってまいります。ですから、そういった面でいいますと、なかなか制度的にここをこうしてほ

しいというのは過去には合併して例えば出張所を設けているとか、支所を設けている、それから

市域が広域になったために消防行政というものに費用がかかると、そういった面については逆に

合併算定がえで減らずに増加させていただいているというふうな状況でもございます。一概に全

てがなかなか細かくここがふえればすぐいいですよというふうなお答えができにくいというふう

な状況でございます。 

○尾川委員 連携して岡山市と備前市が全然内容が違うわけですけど、そのあたりで似たような

ところが傷をなめ合うわけじゃねえけど、それなりの動きをして、財務省が言うことを聞かんと

いうのはようわかっとんですけど、そういう要望を常に互いの地域が活性化せえって言ようてた

だ単にまくだけじゃなしに、自治体に任した金をもう少し有効に出してもらうように、そういっ

た団体で活動もぜひ、職員の交流もええけども、そういうことに視点を置いた、ぜひやってほし

いなというのが。手をこまねいて備前市が衰退していくばっかしじゃいけんのんで、何かそれな

りのもんを出していって、受けばっかしじゃなしに、打って出るぐらいの気持ちでやってほしい

なというのがあるんです。 

○河井財政課長 連携中枢というふうなお話でしたけれども、昨年だったと思うんですけども、

本市から岡山県市長会を通じまして、国のほうへ交付税の算定について今現在ＡＬＴを全校配置

しとりますけれども、ＡＬＴが委託であると交付税算入ございません。もう一つの派遣方法がご

ざいまして、そちらのほうであれば交付税算入があったりしますので、そういったものも、国が

英語教育を推進する中でＡＬＴの配置について格段の交付税措置というものを国に対して要望を

上げたというのは昨年の財政当局のほうからさせていただいたことがございます。ですから、ポ

イントポイントを置いては、市長会を通じてお願いして続けてまいりたいと思います。 

○川崎副委員長 先ほど掛谷さんが交付税の減額の主要な要因を３つ挙げって言うたら２つまで

説明ありましたよね、人口と起債の中身によって違ってくる。３つ目に特徴的な交付税増額の要

因にはなるようなポイントはあるかないかということをお聞きしたいことと、人口によって税収

もふえるというふうなことを言いましたけれども、先ほどの説明では高齢者と子供さんがふえれ

ば何となく交付税がよくふえるというような説明であったかと思います。その階層というのは、

ほとんど税収入は、高齢者は幾らか高額年金をいただいてる方から税金いただいてるでしょうけ

ど、ほとんどは圧倒的に年金からの税収というのは少ないと思うんです。となると、人口の中で

も子供たちと高齢者がふえれば、相当交付税算入の上では有利になると、少しは展望が出てくる
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という理解でよろしいでしょうか。 

○河井財政課長 人口で申しますと、総人口というものと、６５歳以上人口、それから７５歳以

上人口、それから子供さんでいうと、例えば高等学校、中学校、小学校、児童数、生徒数という

ものが人口の関係では算定経費それぞれございます。その中で、一番大きく影響するのは総人口

の部分です。それから、計算として需要額の算定の大きなものと申し上げますと、高齢者人口と

いう部分もそれなりの枠を占めてます。ただ、総体的には総人口が一番大きいという点です。ほ

かに算定としてあるものといいますと、例えば道路の面積であったり、市道の面積であったり、

延長であったり、そういった部分がそれなりに影響してきているという分ですけれども、例えば

単純に高齢者だけがふえるということになりますと、逆に社会保障費のほうで応分の負担が市の

ほうに発生してくるという結果にもなりますので、ある程度のバランスが必要なのかなというふ

うには考えてます。 

○川崎副委員長 総人口とか高齢者が大きいと、子供さんも高校生から児童までという各段階が

あるというふうには言いましたけど、これも高齢者並みにふえれば、交付税大きく左右する一つ

の要因というふうに捉えたらいいんですか。高齢者ほど影響力がないと、交付税に。という説明

かどうか少し曖昧なんで、明確に言っていただきたいと思います。 

○河井財政課長 児童数というたりするものは、例えば小学校費というふうな中で算定されてま

いりますので、そういった中での費用は学校を維持したりとかするような費用のうちということ

で、費用的には大きなものにはなりません。逆に、高齢者のほうが単費用的には大きいという部

分ではございます。 

○川崎副委員長 何か高齢者がふえれば社会保障費がふえるというような機械的発言でしたけ

ど、健康寿命１００歳までというようなことが今叫ばれてる時代ですから、健康で元気で、福祉

の対象にならない高齢者がふえるというのは交付税の収入がふえて、支出のほうが抑えられると

いうことも全国的にはそういう教訓の自治体もあると思うんで、一律に高齢者がふえたら社会保

障費がふえるという発言は慎んでいただきたいということを要望しておきます。 

○尾川委員 交付税の関係で、公共交通機関の今両備バス、地方の補強、交通機関の問題がクロ

ーズアップされて、備前市なんかもどっちかというたら自分ところで一生懸命やって何ぼかもろ

うとると思うんですけど、私の今の理解では公共交通機関の交付税措置というのはないという理

解をしとんですけど、今後の問題であれだけ玉野市、岡山市、倉敷市、瀬戸内市も絡んで、備前

市も宇野バスもあったりするんですけど、そのあたりの対応というのは全く改善されてないとい

う交付税措置はなおもらいたいというんじゃねえんですけど、交付税は今のところ公共交通機関

にはないというふうな理解なんですか。 

○河井財政課長 公共交通の維持ということで路線バスでございますけども、こちらのほうは特

別交付税のほうで一応要求をさせていただいているところでございます。 

○掛谷委員 いろんなことを聞きますけども、和気町のことを出して申しわけないんですけど、
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環太平洋大学が学校に宿舎をつくって、１００人全部住所を移転して、１００人の大学生、野球

部、そのほかもちろん監督から関係者というたら相当の人数が移ったりする、岡山から来る人も

おるんでしょうけども、１００人は確実にほぼ移住して籍を和気町に住まわすわけです。この年

代というのは、すごい若い世代なんです。和気町は、グラウンドも全部あげるんだったか貸すん

だったかわからんけど、要するに使えないから違うところにまた野球グラウンドつくる、そのと

きにもまた有利な起債を使ってグラウンドをつくると、いい好循環をしてるんです。和気町みた

いな、そういったすごい画期的なことをやれば、これは地方交付税、国勢調査が５年に１遍あっ

て、国勢調査は人口が基でその中で毎年人口が減っておればそのファクターをかけていくと、こ

ういうことを私は認識しとんですけども、和気町に１００人、１５０人どっと入ったら、一人頭

幾ら交付税がふえて、掛ける１００人だとどういうふうな計算、単純にいかんかわかりませんけ

ど、それはどういうふうな地方交付税が入ってきますか、１００人入ったら、例えば、そういう

若い人が。 

○河井財政課長 単純には、計算できません。いろんな費目のところで人口が使われております

ので、単純には比較できません。ですから、例として緻密に挙げていくのであれば細かな計算を

しないと、その影響額というものは出てまいりません。ですから、その年々、例えば１００人来

ました、人口ふえましたけれども、例えばほかの要因、景気のいい悪いとかということで収入の

ほうが上振れしているというふうな状況、それから景気がいいので地方消費税交付金なんかが多

く入りましたよということで収入額のほうがふえればその効果は消えてなくなるということにも

なりますので、その年々の情勢によってもこれまた左右されてまいりますので、単純なる比較は

なかなかできにくいと、今現状でというふうなことであれば緻密な計算をすれば出てくるのかな

というふうには考えております。 

○掛谷委員 それだけの若い人が１００人どおんと例えば４月１日から入ってきたらプラスに働

くのは間違いはないんでしょう。 

○河井財政課長 決してマイナス要因にはならんと思います。 

○川崎副委員長 その延長なんじゃけど、日生地区もカキをむきに研修生か何かという名目じゃ

けど、今までは半年じゃったんじゃけど、このところ３年間全員かどうかは忘れましたけど、３

年間手伝ってる方がふえてるんです、男性中心ですけど。そういう場合は、学生と同じように国

籍が違うから住民票はあるんかないんかもよう知らんのですけど、そういうのも学生と同じく交

付税のプラスアルファに働くかどうかだけ参考までにお聞きしておきたいと思います。 

○河井財政課長 あくまで、国勢調査のタイミングのときになろうかと思います。ですから、次

の国勢調査のときにいらっしゃるか、いらっしゃらないか、国勢調査の対象の基準となっている

かどうか、それにかかってくるかと思います。 

○川崎副委員長 毎年、１５０人前後でこの２０年か３０年やってきてますから、その中でも３

年間働く方がふえてますので、国勢調査がいつあるんかわかりませんけど、来るのは１０月から
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４月ごろまでなんで、その間に国勢調査がなければ対象にならないとしたら残念なことかなと思

うんですけど、国勢調査というのは決まっとんですか。 

○河井財政課長 ５年に１度というふうな形で、基準日はたしか１０月１日だったと思います。

その時点での調査になってくるかと思います。 

○守井委員 今の話、聞いた話で一般的に１人当たり１０万円ぐらいに変わるんじゃないかとい

う話を聞いとるんですけど、これは全く違うんでしょうか、大体が合うとんですか。ざっとだけ

の話です。 

○河井財政課長 正確かどうかと言われますと、何とも申し上げられませんけれども、十数万円

ぐらいの影響はあるんではないんかなというふうに思っております。ただ、これはもう確実にそ

れがもう表へ出て大丈夫かと言われますと、まだ計算をそこまでしてないんで、はっきりとは申

し上げにくいというふうなところです。 

○守井委員 ざっとそんなところだというところだけ認識しておけば、いろいろ話をするのに都

合がいいと思いまして、ありがとうございました。 

○橋本委員長 ほかにございませんか。 

 市長室、それから総合政策部、会計課、監査委員事務局に関連する当初予算案議案第１号、こ

れに関してないようであれば、説明員を入れかえて次に移りたいと思うんですが。 

歳出はまだ全然やってない、ああ、そうかそうか。所管別分類表で見てください。 

総務費の７０ページぐらいまでをまず一弾目でいって。総務費で支所及び出張諸費、別紙日

生・吉永総合支所等関係文という、そこまでをとりあえず区切りにして、そこまでで質疑がござ

いませんか。 

○星野委員 ６０ページの文書広報費で予算的にここに含まれるかどうかわからないんですが、

魅力発信の方法としてフェイスブックとインスタグラムを利用して市内の情報、魅力や風景、観

光情報を積極的に発信していくという話があったと思うんですが、フェイスブックはわかるんで

すが、インスタグラムで発信してるのを見たことがないんですが、これどういうことなんでしょ

うか。 

○高見秘書広報課長 インスタグラム、私ものぞいたことはあるんですけれども、産業部門で一

部あるというふうには見てますけれども、今多くが出てるという認識はございません。 

○星野委員 産業部門でインスタグラムで情報発信してるということなんですが、どういうこと

を発信されてるんですか。見たことがないんです。 

○高見秘書広報課長 内容的なことにつきましては、のぞきに行った程度で私もわからないんで

すけれども、中身については産業のほうでつくってるっていう認識でおります。 

○星野委員 産業で聞きます。 

○守井委員 ５９ページの退職手当で、２９年が１１人退職予定なんですが、３０年度は何人予

定なんでしょうか。 
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○石原総務課長 まず、お答えの前にこちらに計上しております退職手当等でございますが、備

前市の場合は岡山県の市町村総合事務組合のほうに、その事務をお願いをしておりますので、こ

の費用と申しますのは一般会計の職員分の負担すべきものというふうに御理解をいただきたいと

思います。なお、平成３０年度においての退職の人数としましては１０人分を見込んでおりま

す。 

○尾川委員 ６１ページの、使用料及び賃借料で職員住宅借り上げ料ということで、半額ぐらい

になっとんですけど、ちょっと理由が曖昧なんできちっと教えてもらえたらと思うんです。前は

５５０万円ほどあったのが２７６万円になっとるんで、そのあたりの詳しい説明を。 

○石原総務課長 当初比、昨年度に比べまして、委員御指摘のとおりでございまして、主な要因

としましては市の東京事務所勤務の職員分、それから自治体国際化協会への派遣職員分の減によ

るものでございます。 

○尾川委員 ということは、２件借りとったのが１件になったという解釈でええんですか。そう

いう解釈で見ると短絡的なんですけど。 

○石原総務課長 昨年度に比べまして、ここに関係する職員分としましては県の東京事務所、県

の大阪事務所でございまして、減となっておりますのが市の東京事務所、それから自治体国際化

協会への派遣職員分ということで４名から２名分に減になっているということでございます。 

○星野委員 ６６ページの企画費の委託料、アプリ情報発信システム等業務委託料３３４万円の

うち２２１万円が、参考資料によりますとびぜんｎａｖｉへの情報発信となってますが、登録者

数っていうのは増加してるんでしょうか。 

○橋本委員長 企画課。 

 答弁できますか。できなければ、ちょっと休憩してその間に調べとってもらいましょうか。 

 それでは、暫時休憩をいたします。 

              午後２時４６分 休憩 

              午後２時５９分 再開 

○橋本委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 先ほどの星野委員の質問に対する答弁を願います。 

○高見秘書広報課長 先ほどの星野委員の御質問のびぜんｎａｖｉの登録者数でございますが、

ただいま１，９８３件でございます。 

○星野委員 当初予算の参考資料によりますと、重点項目でびぜんｎａｖｉについて子育て情報

に重点を置くなど機能特化を図ると書いてますが、どういう選考を考えてるのか、お教えくださ

い。 

○大西市長室長 びぜんｎａｖｉの変更につきましては備前市の独自のシステム開発によって運

営しております。今後、汎用型というか、全国的に使われてるものがいろんなシステムですと

か、内容が充実してまいりましたので、そちらを使わせていただくことで、安価で機能的にも若
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干すぐれたものになってきているので、そちらに移行するということを考えております。 

○星野委員 ということは、これまで使ってた委託業者から業者を変更するという考えでよろし

いんでしょうか。 

○大西市長室長 業者は、これから変更の可能性もありますけども、使われてるものを選んでい

くということになるかと思います。あるものを選んでいくということに。 

○星野委員 もう一点。ちょっと失礼な言い方になると思いますが、他部署を含めて中途半端な

アプリが多過ぎると思うんです。アプリを統合して、魅力的なものにするという考えはないです

か。 

○大西市長室長 この中で使われてないものとか、使用頻度の少ないものとか、そういうものは

見ながら、今現在全国的に使われてるようなナビ系のそういうシステムがどういうところに重点

を置かれてるかというものも考えながら、取捨選択していく必要があるかと思います。 

○星野委員 びぜんｎａｖｉの変更じゃなくて、他部署がつくってるアプリもあると思うんで

す。まち営業などがつくってるアプリもあるんですけど、どれも魅力を感じないというか中途半

端なところで終わってるんで、統合して、もっと魅力的なものにするという考えはないですかと

いう質問です。 

○大西市長室長 私どもでそこまで言及するのは、控えさせていただきたい。他部署もそれなり

の目的を持ってしていると思いますので、私どもでここは必要か必要でないかという判断はしか

ねますということでございます。 

○守井委員 ６７ページの、１９の負担金補助及び交付金のところで、３点ほど。イベント参加

負担金が１６万円ほど出とんですが、何のイベントを計画してるのかなということです。 

○野道企画課長 こちらのイベント参加負担金でございますが、３０年度におきまして、岡山県

立大学さんが日本栄養・食糧学会のほうを受けられまして、全国大会のようなものですが、そち

らを大学のほうで開催されることになっておりまして、そちらのほうで備前市のＰＲをしていた

だけないかという御要請がありまして、じゃあということで備前市のアピールということで出展

を予定しております。 

○守井委員 いつ、どこで開催される予定なんですか。 

○野道企画課長 岡山県立大学のほうのキャンパス、そちらのほうで５月、済いません。ちょっ

とはっきり……。 

○守井委員 ５月にやるんだということでございますね。 

○野道企画課長 日にちを失念しておりますが、５月に行われます。 

○守井委員 そして、次の備前焼のまちづくり推進事業補助金、あっちこっちで何か出てるんで

すけど、その内容について２，２００万円の内訳をお願いいたします。 

○岩崎地方創生推進課長 この事業は先ほどの尾川委員の質問にもございましたけれども、３年

目となる事業です。２９年度にも日本六古窯の関係の事業、備前焼をＰＲする事業に関連しまし
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て、５００万円の計画をしております。それともう一つは、備前焼と食とのコラボイベントです

とか、新しい支持層をふやすためのイベントを開催したり、備前の町へ来ていただくような特別

なレストラン「うつわバー」というような呼び方をしておりますけど、そういったものを開催し

て備前の地へ訪問者を呼び寄せるというような事業のために１，２００万円を予定しておりま

す。もう一つは備前焼まつりＢＩＺＥＮ陶器芸術祭というようなことで、昨年度も備前焼まつり

の前後に子供の作品展を開催しましたけれども、同じような形での事業、それとあと高校生や大

学生にモニュメントをつくっていただいたりして、それを展示するような事業、そういったこと

に５００万円を予定しております。 

○守井委員 多岐種類が豊富にわたっているんで、後でいいんですけれども、ペーパーにしてか

らその事業を一覧表で出していただけますでしょうか。いかがでしょうか。 

○橋本委員長 今、守井委員のほうから、備前焼のまちづくり推進事業補助金２，２００万円上

がっとんですけれども、明細というんですか、ほかの事業も含めてこの備前焼の関連の部分でも

う前々年度からやりよんですか、そういうことである程度の明細を書いたものを資料提出を願い

たいということなんですが、執行部のほう対応できますか。時間的には後でええですけれども。 

○岩崎地方創生推進課長 ３０年度のこの２，２００万円の事業の内訳ということでよろしいで

しょうか。 

○守井委員 いいです。 

○岩崎地方創生推進課長 わかりました。 

○守井委員 その項目の一番下の片鉄沿線の地域活性化対策協議会の負担金なんですが、昨年こ

の項目にはなかったんですが、どういう関係でここへ上がってきたのか教えていただきたいと思

います。 

○岩崎地方創生推進課長 これは以前から予算計上はさせていただいている事業ですけれども、

昨年は地域振興費のほうで計上させていただいておりますが、３０年度からは企画費へ移ってお

ります。 

○山本（恒）委員 ６８ページの安全対策費の工事請負費の委託経費で、細部説明では市営駐輪

場の有効活用と環境整備を図るためのサイクルポート等の新設とあるんですけど、これはことし

はやるということですか。 

○小川危機管理課長 ＪＲとの用地交渉もうまくいっているとまち整備課のほうから聞いており

ます。その上で、駅前のロータリーの整備工事とあわせて、駅前の駐輪場の整備工事をする予定

としております、今年度。 

○山本（恒）委員 ロータリーもできるんですか。 

○小川危機管理課長 駅前ロータリーの整備とあわせて合併工事ということで聞いております。 

○星野委員 ６３か６５ページで、どっちかわからないんですが、財産管理費のうち委託料、旧

アルファビゼン再整備に関する基本構想の作成を行うとなってますが、内容について詳細をお教
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えください。 

○平田施設建設・再編課長 この測量調査設計等委託料の２５５万８，０００円のうち１１０万

円を旧アルファビゼン再整備基本構想支援業務ということで計上させていただいております。内

容についてでございますが、旧アルファビゼンの再整備につきましては、一般質問で市長が答弁

をされたように、来年度から再整備の構想を練っていく予定でおります。執行部で方針決定をし

ていくその過程で、いろんな裏づけが必要になってきます。例えば、関係法令の精査ですとか、

技術的な課題の洗い出しといったようなこと、それからまた概算事業費ですとか、スケジュール

の勘案といったようなこと、それからまたそのほかにも議会や市民の皆さんに対しての説明です

とか、意見交換といった際には図面等の資料も必要になってきますから、そうしたものの作成と

いったことも含めて、専門家にそうした部分を依頼をするということで、言ってみれば執行部の

ほうで方針を練っていく、その支援をしていただく業務というような内容でございます。 

○星野委員 委託先はもう決まってるんでしょうか。 

○平田施設建設・再編課長 現在のところは、決まっておりません。入札になろうかと思いま

す。 

○掛谷委員 同じところなんですが、この参考資料のところでは、旧アルファビゼン再整備基本

構想支援業務委託に１１０万円というふうになってまして、今の測量調査設計２５５万８，００

０円から引くと、百四十何万円が測量調査になるんかなと思ったりしております。その中身をも

う少し詳しく、何か。それからさらに、東洋大学が云々かんぬん言ようたそれは関係あるんかど

うかもあわせて。 

○平田施設建設・再編課長 ２５５万８，０００円のうち１１０万円は先ほど申し上げましたよ

うにアルファビゼンの支援業務でございます。これは、東洋大学さんの委託とは直接関係ござい

ません。 

○尾野田契約管財課長 測量調査設計と委託料の２５５万８，０００円の内訳ですけども、先ほ

ど申しましたアルファビゼンのほうで１１０万円、残りの１４５万８，０００円につきまして

は、公有財産の境界とかの測量をするときのために持っておるものでございます。 

○掛谷委員 再整備基本構想支援業務委託が１１０万円。こんなに安くでできるものかなとも思

うところもあるし、何か中途半端な５００万円くらい要ったりするんじゃないかなと思ったりす

るんですけれども、大丈夫なんですか。そこをちょっとお聞きしたいんです。 

○平田施設建設・再編課長 今説明をさせていただきましたとおり、これはアルファの再整備に

つきまして、執行部のほうで方針をこれから検討していく、その技術的な援助をしていただくと

いう内容のものでございます。実際にこういったものにつくりかえていくといったような実施の

計画を立てていくものではございませんので、執行部のほうで例えばこういうものにしようとい

うような案が出てきた場合、それが例えば法的にあるいは技術的に可能なのかどうかといったよ

うな精査をしていただいたりとか、それからまた外部に向けて説明をするのに図面等の資料が必



- 19 - 

要になりますから、そうものをつくっていただくという。執行部が検討していくものを補完して

いただく技術的な援助をしていただくといった業務内容でございますので、こちらで見積もって

いる限りではこの１１０万円で妥当ではないかなというふうに考えております。 

○掛谷委員 アルファは解体をするのが前提なんですよ。それに技術的援助を。 

○平田施設建設・再編課長 再整備の方法につきましては、何度も市長が答弁をされております

ように、解体撤去をして新しいものをつくるというのが基本的なスタンスということになってお

ります。どんなものをつくるのかというのが、これからの検討になってくるわけでございます

が、法令や技術的な部分裏づけが必要なので、そのあたりを専門のコンサルに支援をしていただ

くという、そういう趣旨でございます。 

○守井委員 東洋大学でいろいろ検討していただいてるというような話までは聞いておるんです

けれども、再整備という形の中であくまでもそれを解体してその更地の中で何をするかというよ

うな前提のもとで動いているというようなことはごく最近知り得たことで、掛谷議員の一般質問

の中でも再確認して、１２月の段階では既存の建物をそのまま生かしての再整備もあるのかなと

いうような考え方もあったわけなんですけども。とはいいながら、財産価値が１４億円もあると

いうようなお話も聞いておるわけなんで、そういった中で今あるものを再整備というようにはな

かなかならないんかなというふうに思いますけれども、そういうことも含めた中で、やっぱり再

整備ということを考えてもらわなければいけないんじゃないかな。市民に対して、財産価値をき

ちんと説明できるものがなければいけないんじゃないんかと思うんです。そのあたりだけ意見と

して聞かせていただきたいと思いますが。 

○平田施設建設・再編課長 解体撤去して再整備ということになりますと、当然解体の費用等大

きな経費がかかってくるわけでございます。その一方でかなり老朽化も進んでおりますし、電線

が盗難でなくなっているといったようなことで、これを再利用するということになりますと、多

分大きな経費がかかってこようかと思います。ただ、それがどのぐらいかかるのかといいます

と、現段階では特に試算もしておりませんから、やはりそれは説明をしていく過程の中で取り壊

して新しいものに建てかえるということが是であるということをお話しできるように、御指摘の

部分についてはこちらなりに整理はちゃんとしておきたいなというふうには思います。 

○川崎副委員長 一般質問なんかも出れてないので誤差があるかわかりませんけど、私は東洋大

学、大学というのはより専門的知識を持ったところが、あれについてのどういう利用をするかと

いうことについて１００万円前後ことしの予算でお願いしてると思うんです。その結果の報告は

あったんですか。まず、その点。 

○平田施設建設・再編課長 実は、これは工期が２月末になっておりまして、先日一旦報告書が

出てきておりました。その内容をこちらなりに精査したところ、いろいろ誤字脱字があったり、

若干文言の修正とかが必要になるような部分がありましたので、その辺を指示して今修正と製本

の作業をしていただいてるところでございます。近日中にはきちんとした成果が出てくると思い
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ますので、それにつきましては議会のほうへも皆さんお一人１部ずつお配りをするといったよう

なつもりでおりますので、もう少しお時間をいただきたいというふうに思います。 

○川崎副委員長 ことしやった報告書も出ないまま、来年また同じような金額を提案してくると

いうのはどうも納得できんのですよね。一体今執行部がどう考え、我々議会側としてどう考えた

らええのか。再利用化、再整備で解体したらいいのか。そういうものが誤字があったから出てな

いことのほうが私は問題で、誤字があったってそれは誤字があるな程度で終わる問題で、東洋大

学というお願いしたところとがどういう考え方をしているかというのは、早く知らせてその上で

のこういう予算がいいかどうかということが問われると私は思うんです。おくれとるから仕方が

ないので、最後の採決が終わってから報告書を出しましょうというような話では、余りにも無責

任というか執行部自体もええかげんなやり方をしてるんかなと。やっぱり報告書に基づいて真剣

に所管がまず論議して、執行部としてはこういう考え方を持ってるんだっていうことを我々に調

査報告書を配っていただくとともに、その前提にして執行部が何を考えているか、その上でのプ

ラス１１０万円が要るんだったらわかるんですけど、そういう前提もなしでこういう予算を提案

してくるというのは非常に執行部もええかげんじゃし、こういう予算委員会を軽視そのものでは

ないかなと、私は思うんですよね。その上でこんな予算を認めえというのは私には理解しにくい

んですけどいかがでしょうか。 

○平田施設建設・再編課長 少し説明不足だったかもしれませんけど、今年度東洋大学さんのほ

うに研究をしていただいた委託と今回の委託料というのは別物というふうに考えていただいたほ

うがいいんだろうと思います。東洋大学さんの成果がここで出てきておりますので、近日中には

配付をさせていただいてごらんいただけたらというふうに思っております。その中にアルファビ

ゼンについての活用提案も出てきております。要はこれを受けて執行部のほうでそれを参考にし

て今後方針を決めていくということになるわけでございます。必ずしも東洋大学さんの提案がそ

のまま実施に移るというものではなく、あくまでその研究の提案でございますから、執行部の方

針を決める上での参考にさせていただくというものでございます。そういう形で東洋大学さんの

提案を参考にしながら来年度執行部としての方針を決めていくという、その方針を検討していく

この過程でいろいろと専門家の支援が必要になるので、その委託料をお願いをしているというこ

とでございます。 

○川崎副委員長 当初の説明どおり２月末なら、３月予算議会に間に合うわけですから、膨大な

文書なら目を通すというのも大変ですけど、それを概略的なまとめ的なものをそれは誤字も修正

できるわけですから、そういうものをこの予算案を提案すると同時に提案していただくのが筋じ

ゃないんかなと。そうしないとこの１１０万円がいいのかどうかという、これだけ欲しいから認

めてくれというのは余りにも、去年と同じような金額を出してきて、それを前提にしてないとい

うのは勝手です、執行部の。だけど、我々議会側はそれをどう捉えるかは別問題でしょ。そうい

う意味では、おくれとんじゃったらここで私は基本的には落として、報告書が出てから総務産業
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委員会の所管になるんかどうか、そこで論議して６月で補正で出していいような金額じゃないで

すか、１１０万円やこ。でしょう。当初予算にことしの締めもようしないまま、報告書も見ない

ままこういう予算を下さいというのは非常に議会軽視か執行部はアルファビゼンに関してはええ

かげんな捉え方で調査費をとって、ええかげんにお茶を濁して時間さえたてばええような姿勢な

んかなというふうにとらざるを得ないです。その辺どういう論議をしとんですか、その所管なり

調整会議か、市長がどうなんか。 

○橋本委員長 委員長のほうから申し上げます。今平田課長の答弁で平成２９年度の予算と３０

年度のこの予算は異質のものであるというふうに言われましたが、そこら辺が我々はよう理解が

できんのです。だから、２９年度はこういうことを調査するための予算、３０年度はそうじゃな

くてこういうことなんだということをわかりやすく説明してください。 

○平田施設建設・再編課長 東洋大学さんへの委託は、いろんな市の課題を大学として研究をし

ていただくといったような内容のものでございます。 

○橋本委員長 旧アルファビゼンに特化しとらんということですか。 

○平田施設建設・再編課長 アルファビゼンをということでお話はスタートしたんですけども、

そのほかにも図書館ですとか、あるいは下水道事業のことですとか、その他かなり市政全般とい

いますか多岐にわたった内容のものになってます。これをいただいて、市としてそれを参考にし

ていくと、いろんな部分で使えるものがあればそれをもとにして、事業実施していこうという、

そういう趣旨のものでございます。その中の一つにアルファビゼンの提案があるということで、

これもいずれ資料を見ていただければ内容はわかるとは思うんですけども、アルファビゼンのこ

とに関しますと３段階、短期、中期、長期といったような形に分けての提案をいただいてます。

それを参考にして検討をしていけばというふうには思ってますけれども、研究提案なのでコンサ

ルに委託をして計画をつくってもらうといったような趣旨とは違いまして、できてきたものを必

ず実行するというものではございません。あくまで、東洋大さんの研究提案をこちらが参考にす

るかしないかはこちらの考え方といったような趣旨のものでございます。ですので、これをいた

だいたところでそれをもとに来年度は執行部なりにアルファをどうするのか、これから検討を進

めていくと、東洋大さんの提案をかなり取り入れたものになるかもしれませんし、全然違うもの

になるかもしれませんし、そうした方向性を検討していこうというときに例えばこういうものを

つくるというような方針が決まっても、それが法的に技術的に可能なのかどうかという精査をす

る必要がございますから、また、説明資料などもつくる必要がございますから、そういう部分を

専門のコンサルタントに支援をしていただくという趣旨でございます。 

 川崎委員がおっしゃられますように、順番というものは確かに少し認識をしとく必要があった

のかもしれませんし、仮にこれが６月補正になったからといって、絶対に当初でないといけない

というものではないんですけども、趣旨とすればそういったことでございます。 

○川崎副委員長 別に、先延ばしせえというのが趣旨じゃないわけですよ。２月末でできとって



- 22 - 

今の報告では多面的な報告がなされとるんじゃったら、アルファを新規で予算化してるから、気

になるから問ようるわけです。そしたら、アルファのところだけ抜け駆けしてそこの誤字を訂正

するぐらい大した字数じゃないでしょ。それを、できればこの予算書が出る２週間前か１０日前

か忘れましたけど、そういうときにちゃんと配っていただいとけば、ここで目を通していただい

たのを前提でこういう必要性があるということやけど。我々は目を通さずに逆に執行部だけの内

部資料としか言いようがないような表現してるじゃないですか。やっぱり我々は調査費として認

める以上は、今執行部がどう考え、我々議会側はアルファをどう捉えたらいいのか、どういう利

用がいいのか、そういう前提のものを、予算案を計上して、もうそれだけの金額の報告書が出た

ということはお支払いしてるんでしょ。それをあえておくらせてこの２０日に出すんか２３日に

出してくるというのは、非常に失礼なやり方をしてると思いませんか。 

○平田施設建設・再編課長 作業が遅くなってる点は申しわけないと思います。ただ、今製本作

業中で確かにこちらに完成したものが手元に届いていないというのは事実でございます。ただ、

それも近々に届くような予定になっております。遅くとも来週中にはお配りできるかというふう

には思っておりますので、御理解いただきたいと思います。 

○川崎副委員長 ２月末が期限なら、きょうが３月１６日でしょ。２週間あっても誤字だらけの

むちゃくちゃ東洋大学が赤ん坊のような報告しか出してないならしょうがないけど、知れとんじ

ゃないですか、誤字の、特にアルファに関しては。せめて、全部が間に合わんじゃったらアルフ

ァだけでもちゃんとコピーして誤字を訂正して、この委員会に配る、総務産業委員会に配るよう

な姿勢があっていいんじゃないかな。民主的というんか、情報の公開ということを今の市長も議

員時代はやかましい言うた議員じゃないですか。市長になった途端に、何秘密主義でやりょんな

らと言いたいですよ。きょうでも間に合うなら出してくださいよ。そしたら２０日までに間に合

うから。そういう姿勢こそ執行部のあるべき姿じゃないかと私は思いますけどいかがですか。 

○平田施設建設・再編課長 よく理解できましたので、ではアルファの部分だけ印刷したもので

部数つくって、きょうじゅうにお出しさせていただきますので、そういうことで御理解いただき

たいと思います。 

○橋本委員長 それでは、きょうじゅうに出せれるということなんで、お願いをいたします。 

○守井委員 同じ６５ページ、工事請負費で２９万９，０００円、解体撤去工事。何か撤去する

んだろうと思うんですけど、何を撤去予定か教えてください。 

○尾野田契約管財課長 西片上駅に今看板がＪＲの用地の中に立っております。この看板の撤去

の工事費でございます。 

○守井委員 もう要らんのですか。新しいのが要るんじゃないん。いかがですか。 

○橋本委員長 尾野田課長、どういう種類のどんな看板が立っとるかというのがようわからんみ

たいですよ。先にそれを、どんな種類の看板を撤去するということなんですか。 

○尾野田契約管財課長 合併前の備前市の市民憲章が書かれた看板でございます。 
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○森本委員 ６９ページの支所の委託料の測量設計委託料で、耐震で上がってるんですけど、こ

の参考資料には耐震診断を行う、あわせて今後の利用が可能か検討を行うということになってる

んですけど、たしか何案か建て直しという形で出たとも思うんですけれども、参考で。これはど

ういうふうに受けとめたらよろしいですか。 

○大道日生総合支所長 済みません、森本委員、後の言葉をちょっと。 

○森本委員 はい、わかりました。前にも２案か３案出たと思うんですけれども、参考で、建て

かえの。正式には委員会のほうには上がってないと思うんですけど、参考の資料でたしかタブレ

ットのほうから拾い上げて見たと思うんですけれども、これを見るとあわせて今後の利用が可能

かどうか検討するということになってるので、方針を転換されたということですか。 

○大道日生総合支所長 現在の庁舎は昭和３５年にできたんですが、変わったつくりといったら

おかしいですけど、使えれば使いたいという意向に変わりました。コモンズが入っとるところは

新しいんですが、本体側２階部分につきましても有効利用したいということがございまして、果

たしてそのまま使っていいものかどうかというようなこともこの際調査したいということで今回

要求させてもらっております。 

○森本委員 建てかえはなしということなんですか。 

○大道日生総合支所長 現在の方針は建てかえはしないと、ただしこの診断結果によっては建て

かえざるを得ないかなということでございます。 

○掛谷委員 参考資料で、日生総合支所の耐震診断を行う、あわせて今後の利用が可能か検討す

るとこういうふうに書いてあります。吉永総合支所、位置づけとしてはそこら辺も一緒なんだと

思うんですけど、何で日生だけなんか、まだ言えば三石の出張所なんか位置づけとしたらそんな

に違わないんですけど、順次おやりになっていくんか、日生をここでやってどういうふうなスケ

ジュールになるんですか。ここだけが出てきてるんですけど。 

○金藤吉永総合支所長 吉永総合支所につきましては、昭和４０年の建築ということで、先ほど

日生総合支所が３５年といいましたけど、吉永のほうもかなり古うございます。今のところの方

針といいますか考えとしては、建てかえではなく隣接する吉永地域公民館、前の社会福祉センタ

ー、そちらのほうに総合支所機能を移すことも含めて考えております。なのでここでは耐震診断

の費用というのは見込んでおりません。 

○橋本委員長 暫時休憩いたします。 

              午後３時３７分 休憩 

              午後３時３８分 再開 

○橋本委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

○守井委員 支所を今後どう使うかというようなあたりのことは、市民の方物すごく重要なこと

だと思っておりましょうし、そう軽々にこうするんだああするんだということを言うべきじゃな

いんだろうと思うんですよ。やはり委員会なら委員会へよく諮っていただいて、それから検討し
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ていただく案件じゃないんかと思うんです。それをこうするだああするだという一言で方向転換

ができる、そんなもんじゃないというふうに思うんでね。あくまでも資料づくりでやるんだとい

う考え方でやっていただかないと、方針をこうするんだというのが一委員の意見だけで決まって

いくのはとんでもないことじゃないんかと、先ほどの吉永の総合支所もあわせてですけど、やは

りどうあるべきかというのは市民も含めて検討していかなくちゃならない案件だと思うんで。た

だ、耐震診断をしなくちゃその建物が何かあったときには大変なことが起きるということであれ

ば、そりゃそういった意味では耐震診断をすぐやらなければいけないということは理解できるん

ですけれども、それについては私はよく慎重に発言していただきたいと思うんです。その点いか

がですか。 

○大道日生総合支所長 御意見を踏まえまして、十分慎重に行っていきたいと思います。 

○石原委員 先に調整せえという支所も含めてですけど、慎重にという中で僕が感じますのは、

いつでしたか、前市長の際、過去を振り返るばっかりじゃいけんのんですけども、一般質問の御

答弁でいきなり合併特例債の期限までに両支所、出張所も含めてですが建てかえるんだというよ

うな、いきなり出てきた感があって、こういう形でさっきの旧アルファもそうですけど、構想の

ところから入って、それこそ慎重に進んでいるのかな、改善は見られるのかなという思いでおり

ます。 

○山本（恒）委員 ６５ページの一番下の報償費のちょっとわかりにくいんじゃけど、説明書読

みょうったら市へふるさと納税をしてくれた人に記念品等々で３億６，００４万８，０００円と

いうて。細部説明書のほうは５６ページの一番下の周りで、予算書のほうは６５ページの一番下

の報償費でそこをもうちょっとわかりええように説明。３億６，０００万円余りの内訳を。 

○田原シティセールス推進課長 ふるさと納税の寄附をしていただいた方への返礼品並びに手数

料を含めた記念品ということで３億６，０００万円、さらに企業版ふるさと納税に手土産を持っ

ていくということで４万８，０００円、これを計上しております。 

○山本（恒）委員 ほんなら大体、これの３倍ほどはふるさと納税をしていただけるというよう

な予想なんですか。 

○田原シティセールス推進課長 ふるさと納税の寄附額を９億円と予定しており、それに対する

返礼品と手数料の総計の報償費となります。 

○尾川委員 関連で、企業版で４万８，０００円の手土産というのは別に問題ねえんかな。単価

はどれぐらいのを考えとん。 

○田原シティセールス推進課長 ３，０００円ほどの茶菓子を１６回持っていくという想定で計

上しております。 

○尾川委員 ３，０００円というたら別に問題ねえんかな。企業へ持っていくんじゃから官官じ

ゃねえからええんかもしれんけど、問題ないんですか。 

○田原シティセールス推進課長 御挨拶程度ということで持っていかせていただくような形で提
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案をさせていただいております。 

○尾川委員 食糧費か、何の名目になるん。監査の立場でどねえなんですか。 

○橋本委員長 ちょっと監査事務局に聞いてみましょうか。企業版のふるさと納税をお願いに行

くのに、３，０００円相当ぐらいの手土産を持っていくのは法に違反せんかという質問なんです

けれども。 

○正富監査委員事務局長 視察等に行った場合も、手土産程度には茶菓子等を、常識の範囲内で

なら許されることだと考えます。 

○尾川委員 許される範囲というのは３，０００円やったら許されて、何ぼ以上になったら許さ

れんのですか。 

○正富監査委員事務局長 金額については、これ以上だとだめというのはございません。常識の

範囲内としていただきたいと思います。 

○尾川委員 単価が大体何千円というて、５，０００円ぐらいは一つの区分というか、５，００

０円ぐらいの判例も出とんじゃないねえかと思うんじゃけどな。そういう解釈はそれは違うんか

な。 

○田原シティセールス推進課長 ３，０００円がどうかということについては、よく調べてそれ

以下で判例等を調べてできるだけ安価な形でやらせていただきたいと思います。 

○掛谷委員 ふるさと納税のところで、この参考資料５６ページにふるさと納税のところが出て

まいります。そこに今年度の重点項目、レター作戦等のＰＲ活動を行うことにより、寄附者の増

加と財源確保に努めるということで、中身がよくわからない、対象はどういった方なのか、今ま

で寄附者にしてくれたところに出すんか、新規ってたってこれはなかなかできないんで、そうい

うやり方と臨時雇い賃金がこの中で５７０万円ぐらいあるんですが、そのレター作戦をするため

にこの臨時雇い賃金が必要なのかお聞きします。 

○田原シティセールス推進課長 レター作戦というのは、昨年度７月末から実施しております。

委員の方々にも封筒をお配りして御協力をいただいてるところでございますが、市内の市民を初

め、市内企業さんあるいは市内にお勤めの従業員さん、そういった方に市外に住んでる親戚、知

人、取引業者を含めてですが、そういった方にぜひお願いしたいということで企業訪問をした折

などに持っていってお願いしたり、こちらのほうに訪れてきていただく企業さん等にお願いして

従業員にぜひ御協力いただきたいということで情報を発信して、お願いをしております。また、

町内会とかあとは労働団体そういったところにも声かけをしたり、今後は協定を結んでる企業さ

んであるとか、そういったところにも拡大をしていきたいと考えております。そういったところ

に係る費用であるとか、実際にダイレクトメールを発送したりするようなことを考えておりま

す。 

○掛谷委員 臨時雇い賃金はその仕事をするために雇うんですかということも聞いとんです。 

○田原シティセールス推進課長 臨時雇い賃金につきましては、今現在専属の職員が１人おりま
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すが、補助職員として２名、これは本年と同様の賃金で要求をさせていただいており、特段その

レター作戦によるというようなものではございません。 

○掛谷委員 私思うんですけども、市内の企業、市内というのが何かすごく言葉として出てくる

んですが、例えば東京、大阪岡山県人会の組織であるとか、そういういわゆる東京で暮らしてる

関係者、岡山県人会なんかがあると思うんですよ。そういうところの会長さんにお願いして、そ

ういう会があるとか名簿があって個人名簿だから難しいんでしょうけども、僕が言いたいのは、

備前市内じゃなくてふるさと納税してくれる人は大体大都市なんですよ。そういうところへの働

きかけというのはほとんどないように思えるんです。その辺が私は理解に苦しむんですけども、

そういうお考えはないんですか。私はぜひしてもらいたいと思うんですけど。 

○田原シティセールス推進課長 もちろん大阪県人会であるとか東京県人会、あるいは東京、大

阪での企業訪問等にもそういったレター作戦とか企業の皆様へと、従業員の皆様へということで

ふるさと納税はぜひ備前市へというお願いを文書とともにつけてお願いに行っております。 

○川崎副委員長 関連なんですけど、参考資料の５６ページに記念品等が３億６，０００万円で

通信運搬費が２３８万円というのが出てます。これ返礼品を送る運送費と捉えたらいいんでしょ

うか。ちょっと確認の意味で。 

○田原シティセールス推進課長 こちらについては、返礼品そのものではなくて、寄附の採納証

明書でるあるとかカタログの送付、ワンストップの通知書、レター作戦の関係書類、そういった

ものの通知書を送付する際の通信運搬費となっております。 

○川崎副委員長 そしたら、当初予算では９億円たしか出してたと思うんで、３割なら２億７，

０００万円で誤差が９，０００万円あるなというふうに私捉えてました。その９，０００万円は

返礼品の運送費として捉えたらよろしいんでしょうか。 

○田原シティセールス推進課長 こちらについては、業者のほうに運搬等をお願いしてその分を

報償費としてお支払いをしているという関係で誤差が出ております。 

○尾川委員 ６５ページの市政アドバイザーの報酬について、理解は４人というふうにたしかな

っとって、１万円で１２カ月ということで４８万円上がっとんですけど、それについてあとまた

ふやすようなこととか、知らん間に決まっとるというたら悪いけど、まだ公表もはっきり「広報

びぜん」にも出とんかどうかというもの不確かなんですけど、そのあたりのＰＲとか今後の方針

というのは、予算が４８万円だからそれよりふやさんというふうに理解したらええんですか。 

○野道企画課長 ＰＲというのは現時点では考えておりませんでした。広報とか機会があればこ

ういった形で進めているというのもお知らせすることもありかとは思いますので、そのあたりは

検討してまいりたいと思います。それから、人数につきまして、今回、今委員がおっしゃいまし

たように４人で予算を計上させていただいております。ふやさないかということですが、このあ

たりは実際にアドバイザーに御相談いただくのが毎月１回あるかどうかというものありますか

ら、この予算の範囲内でできるのであれば人数をまたふやす可能性もないこともないのかなと考
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えています。 

○尾川委員 雰囲気は何となしに市長の話を聞きょったら、適当にふやしていけるような雰囲気

で、規定もどうだったか記憶がねえんで、どうも曖昧になし崩しにしていきょんじゃねえんかな

という感じがあって、それとやっぱり公表して、ふさわしい人かどうかというのはやっぱり市民

も評価すると思うんですよ。例えば、ミュージアムの館長なんかでしたらかなり備前市のことに

ついてはというふうな、金はかかりょんかわからんけど、やっぱりそれだけの一目置いとるし、

それから牛窓のほうじゃ瀬戸内の美術館の館長か副館長補佐かあの人らという人もかなりもう社

会的なものは認識があって、ああ、そういう人かというのがあるんですけど、やっぱり公表して

一遍評価してもろうたほうがええと思うんですよ。その点もぜひやってほしいんですけど。 

○野道企画課長 今委員御指摘の件につきましては、検討してまいりたいと考えております。 

○守井委員 今に関連してですけど、４人の方に毎月１回来ていただくというような予算になっ

とるというような形なんですけど、延べが４８回という格好なんですけど、毎月４人これは大変

なことだと思いますよ、聞くほうも。１カ月なんかすぐたちますよ。恐らく春夏秋冬に１回意見

を聞ければ、行政というものは年度当初方向が決まればそんなに動くわけじゃないんで、どうし

ても再々アドバイスを受けなければいけないということにはならんのじゃないかと思うんですけ

れど、その点はどんなんですか。その予算の組み立てを月に１回ぜひ聞かなくちゃいけないとい

うような感覚になってるんかどんなんか。ちょっとお聞きしたいと思いますけど。 

○野道企画課長 確かに今委員おっしゃるとおり、毎月毎月そう何かあるかと言われますと確か

にどうかなとは思います。初めて取り組む件でございまして、可能性として月に１回ぐらいあっ

た場合を想定した予算計上をさせていただいておりますので、そのあたり現実ここまで使うかど

うかというのは何とも言えませんけど、そういうことです。 

○守井委員 そしたら、実績的にいって平成２９年度、無報酬でいいですよと言われる方がアド

バイザーになっていただいたと、今まで何回来ていただいたんでしょうか。 

○野道企画課長 済みません。実際に来ていただいた回数はちょっと把握できておりませんの

で。 

○守井委員 また後から聞いて教えてください。恐らくこんなにも絶対無理やと思いますわ。 

○野道企画課長 後ほどまた担当のほうに聞きまして回答させていただきます。 

○橋本委員長 ほかにございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、次に移りたいと思います。 

 次は、８９ページまで。総務費の監査委員費までを対象としたいと思います。 

○星野委員 ７０、７１ページ、電算管理費のうちの委託料で、参考資料によりますと基幹系シ

ステム元号改正対応７７４万円、内部情報系システム元号対応２９７万円となっています。これ

以外を含めて元号改正で一体幾ら備前市の費用負担が発生するのかお教えください。 
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○野道企画課長 今回こちらに計上させていただいておりますのが、資料のほうにございますよ

うに基幹系といいまして、住民基本台帳であるとか税のシステムを統合したものの改正でござい

ます。それから、全職員で使っております財務会計であるとか起案関係であるとかそういったも

のの内部系の大きなものとして２つございます。ただ、あと小さなシステムが、例えば健康シス

テムみたいなものであるとか、学校のシステムであるとか、単体で動かされてるものがありま

す。こちらのほうは把握できておりませんので、今回こちらに計上させていただいておりますの

が、全庁的に使う部分について計上させていただいております。ですので、先ほど申しました原

課で契約しているようなもの、こちらのほうにつきましては、ちょっと把握できておりません。 

○守井委員 同じ電算管理の関係なんですけど、光ファイバー全市内ほぼ行き着いたということ

で非常に喜ばれていると思うんですが、その情報網から漏れたある特定の地域があるというふう

に聞いておるんですけれども、それはできないような状況の場所、あとどういう考えで進められ

てるか、ＬＡＮで飛ばす方法があるとか、あるいはまた回線を延ばすとかという方法もあるかと

思うんですけど、その点はどのように考えておられるかお聞きいたします。 

○野道企画課長 市内の全家庭等のブロードバンド対応のほうでございますが、御指摘にあった

ように昨年度までＮＴＴさんにお願いしまして、一応市内ほぼ全域が張れたわけなんですが、や

はりＮＴＴさんが経費等の面から延ばされていない地域が一部ございます。山手のほうであった

り、島嶼部、こちらのほうも当然張れていませんので、市のほうの情報政策のほうの考え方とい

たしましては、今携帯電話通信網、こちらのほうがかなり高速な通信を今できております。大体

の光ファイバーの行ってない部分につきましても、携帯網のほうで対応ができていると考えてお

りますので、そちらのほうの御利用をお願いできたらと考えております。一部山の中のほうです

と、携帯の電波も弱いところがございまして、そのあたりにつきましてはできるだけ携帯通信網

のほうのアンテナをふやしていただくとかということを事業者のほうにお願いして極力強化して

いただくというようなことで努めていきたいと考えておるところでございます。 

○守井委員 恐らく携帯もなかなか難しいところに住まわれてる方もおられると思うんですよ。

ぜひ相談していただいて、何らかの改善策は前へ進める話をしていただきたいと思うんで、その

点だけお願いしておきます。光ファイバーを張っていただければ一番いいと思うんですけど、そ

れも要望していただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○野道企画課長 光ファイバーのほうにつきましては、やはり経費のほうが、ＮＴＴさんも事業

者ですのでなかなか難しいかとは思いますが、引き続きそちらのほうもお願いしていきたいと考

えております。あと携帯電話はちょっと不感地域といいますか、余り電波が強くないところで

す、そちらのほうも何らか新しい技術がないのかというのは、年々技術が高くなってきておりま

すので、そのあたりいろいろ注視しまして考えていきたいと思います。 

○尾川委員 人件費の話を聞きたいんですけど、全体的な話として。前にも組織がえがあっても

人の名前がねえと来んということで、予算も新しい体制の人の配置で予算取りしとると思うんで
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すけど、そのあたりのどういうふうな組織全体の流れは何となしにこういうのもあったんですけ

ど、制度が、補正で組みゃあええんじゃろうと思いますけど、そのあたりどのように考えとるん

ですか。人の配置というんが賃金があるということ賃金やるのか、そしたら必ず人はついとると

思うんですわ。そのあたりの数というのはどういうふうに試算しとんか。 

○石原総務課長 平成３０年度につきましては、委員御指摘のとおり機構改革を控えているとこ

ろではございますが、例年この当初予算の編成における人件費の考え方につきましては、あくま

で年内での編成作業に入ってまいりますので、１１月現在での現員現給を基本の考え方として編

成を行っているところでございます。当然、定年退職者、それから新規採用などの新陳代謝等も

ありますので、可能な限り想定できる情報は盛り込んで編成を行っておりますが、新年度、平成

３０年度に限らず毎年度新陳代謝等必ずございますので、考え方としましてはそういうふうに編

成を行っているところでございます。 

○尾川委員 臨時職員というか、委託の場合もあるし、人件費そのものが全部出てきてねえとい

うのはようわかるんです。そのあたりも比較して全体として、別の資料があるんかもわからんで

すけど、人件費がどういう動きになって臨時の職員の数がどうであってというものもあわせて出

してほしいと思うんですけど、いかがですか。 

○石原総務課長 先ほどの臨時職員の動きということでございますが、毎年度４月１日現在、前

年度との比較での人数と表などを提出をさせていただいております。総務産業委員会等機会を通

じまして、そのように報告はさせていただきたいというふうに思っております。 

○尾川委員 臨時雇いの賃金はよう比較させてもらいよんです。するとかなり変動があるんで

す。だから、変動があるということは出入りしょうるという単価が変わるやなし人数が変わった

り要素が多いと思うんで、やはりきちっとした予算なら、それに伴って例えば旅費が出たり来た

り、関連いろいろな消耗品が出てきたりすると思うんで、人に全部費用がついていくと思うん

で、そのあたりの配慮をしてもらって、組織を変えるんならきちっとその辺の組んだ形の組織の

発表をしてもらいたいと思うんですけど。 

○石原総務課長 貴重な御意見としまして今後努めてまいりたいと思います。 

○石原委員 ７５ページの８節報償費の中の記念品等が結婚記念品だとは思うんですけれども、

１００万円計上されておるんですが、今年度はいかほどの方が婚姻届を出されてこの記念品をい

ただかれとんか。 

○岩崎地方創生推進課長 成婚数としましては、平成２９年度の２月末現在ですけれども９４

組、そのうち定住者として記念品を受け取られてる方が４３組なんですが、実際にはもう少しい

らっしゃるのかなと思います。受け取る申請をされてない方がいらっしゃいますので。 

○石原委員 記念品も随時御検討いただければとは思うんですけれども。 

 それから、下の１３節委託料に関連すると思うんですけれども、今年度も来年度においても婚

活イベントというんですか、それを定期的に行っていく形での委託料ですか。バー設定の委託料
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というのは。 

○岩崎地方創生推進課長 委託料の縁結びの設定委託料というのは、カップリングパーティーを

２回程度想定したものです。私どものほうも市単独ではなかなか今女性の方が集まりにくいとい

う状況がありますので、定住自立圏での開催ですとか、片鉄沿線での開催というものも模索し

て、近隣市町村とあわせた形での開催を、あと四、五件、考えております。 

○石原委員 参加人数の傾向はいかがですか。横ばいとか、どういう状況なんでしょうか。大ま

かで結構なんですけど。 

○岩崎地方創生推進課長 平成２９年度中に行いましたカップリングパーティー、これが今まで

に４回あります。それと、この日曜日１８日に上郡町で定住自立圏の開催される予定のものが１

件で、今年度中５件になりますけれども、そこで実際に集まってきていただいた方は１２０名。

この日曜日は２０名を予定しておりますから、予定では１４０名程度になろうかなと思っており

ます。 

○石原委員 定員もありましょうけれども、そういったイベントのＰＲの手法、ホームページも

当然でしょうし、チラシであったりどういう形で今ＰＲは、開催の案内はなされてるんでしょう

か。 

○岩崎地方創生推進課長 ＰＲ方法ですけれども、ホームページですとか、そういったものも当

然載せてあります。そういった面ともう一つはこのカップリングパーティーという事業を委託業

者にお願いしてあるんですけれども、そういう業者は岡山県内のそういう情報網を持っておりま

す。県内の各団体から同じようなカップリングパーティーの委託を受けているような情報もあり

ますので、そういった情報もあります。県のほうでもそういった縁結びの今システムをつくられ

ておりますので、そういったところで情報を流させていただいて参加者を募っている状況です。 

○石原委員 参加人数や、イベントの規模の大小にもよるんでしょうけれども、そのＰＲの手法

の一つとして、地場のかなりの規模の企業、事業所もありますし、事業所向けのＰＲは現状どう

いうような形で。ちらっと見たら婚活応援企業なる会社を募ったりもされとんですけれども、ま

ずは婚活応援企業に登録されとる企業というのは現状ではあるんでしょうか。 

○岩崎地方創生推進課長 今のところ特にはそういった動きはありません。企業の方への呼びか

けというのは余りできてないと思いますので、今後そういった方面へも呼びかけていきたいと思

います。 

○石原委員 某れんが会社の若い男性社員の方や複数の方から、出会いの機会がないんじゃとい

うような話も聞いたりもするんですが、それから自治体側がどれだけ企業に対して余り頻繁に婚

活あります、ぜひ結婚をというて余り行きょうたらそりゃあ大きなお世話じゃと言われるんでし

ょうけど、その兼ね合いも鑑みられて、もうちょっと行政側も積極的に事業所向けのＰＲも随

時、３０年度の予算もありましょうけれども、ただこうホームページとかイベント会社に委託を

されてじゃなしに、しっかり出向いていくぐらいの形で進めていただけたらと思いますがいかが
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でしょうか。 

○岩崎地方創生推進課長 委員おっしゃられることも非常に大切なことだと思いますので、今後

検討してまいりたいと思います。 

○山本（恒）委員 ７１ページの一番上の負担金、補助金及び交付金の防犯灯の設置で４００万

円ほどあるんですけど、これは毎年同じぐらいで何基になるんですか。 

○小川危機管理課長 ３０年度の予定といたしましては、平均１灯あたり２万円で２００灯分を

予定しております。２９年度分につきましては、３００灯分を予定しておりました。 

○川崎副委員長 私も町内会長をやりょんで、防犯灯２分の１で２万円ぐらいというのは聞いて

おるんですけど、７５ページに三石地区安全対策ということで何かなと思うて参考資料の５８ペ

ージには防犯灯の設置などに１００万円使うということで、何かこういうふうに特別に書かれる

と三石地区だけ防犯灯の補助率が違とんじゃねえんかなというふうに曲解するんですけど、その

辺はどういうことで別枠になってるんでしょうか。補助率が一緒なら別にどこに予算を持ってい

こうといいんですけど。 

○尾野田契約管財課長 三石地区の防犯灯につきましては、三石財産区のほうから１００万円一

般会計のほうへ入っておりますので、そのお金を使ってるということだと思います。 

○川崎副委員長 ということは、寄附で全て１００％実施するという捉え方でよろしいんです

ね。 

○尾野田契約管財課長 防犯灯の補助金と三石財産区から入ったお金と両方あわせてという形に

なろうかと思います。 

○川崎副委員長 私が聞きょんのは、今２万円掛ける２００個で２分の１で４００万円というこ

とでした。ここで１００万円出す中に、寄附を１００万円受けてそれを全部使ってんだったら１

００％市の負担なしという捉え方ができるんですけど、今の説明では幾らか市の負担をしとるん

だという言い方をしましたよね。その負担率は幾らになってるんかをお聞きしとんです。 

○尾野田契約管財課長 負担が２分の１は市の補助ですけども、残りの２分の１を三石財産区の

ほうから支払ってるという形です。 

○川崎副委員長 ということは、２００万円で防犯灯を１００個つけるという捉え方でいいんで

しょうか。５０個か。 

○尾野田契約管財課長 約５０個ぐらいだったと思います。 

○橋本委員長 ほかにございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、次に移ります。 

 最後まで、最終まで１８９ページまでを範囲といたしたいと思います。 

 この中で質疑を希望される方は挙手を願います。 

 ないようでしたら、総務関係を終わりたいと思いますが、いかがでしょうか。 



- 32 - 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、以上で市長室、総合政策部、会計課、監査委員事務局ほか関係の審査を終了しま

す。 

 続きまして、説明員の入れかえのために３５分まで休憩。 

              午後４時２１分 休憩 

              午後４時３９分 再開 

********** 議案第16号の審査（まちづくり部ほか関係） ********** 

○橋本委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会を再開します。 

 これよりまちづくり部ほかの関係の審査を行います。 

 まず、議案第１６号平成２９年度備前市一般会計補正予算（第６号）の審査を行います。 

 歳入全般にわたりまして、まちづくり部ほかの質疑を希望される方、挙手でお願いをいたしま

す。 

 歳入、質問ございませんか。後でも気がついたら歳入までバックしますから。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは次に、歳出。補正予算（第６号）の歳出で、なおかつまちづくり部ほか産業関係とい

って書いた所管分類表でございます。 

○星野委員 ５２ページの観光費、１９節負担金補助及び公金の備前観光ツアー促進補助金。こ

ちらは８０万円減額になってますが、実績をお教えください。 

○芳田まち営業課長 ２月２７日現在なんですけども、申請件数でいきますと５９件、観光客数

でいきますと８，０９１人の実績になっております。 

○星野委員 先ほどの総務の審査のときにインスタグラムはまち営業課が出してるんだという話

だったんですが、どういうことを発信されてるか内容をお教えください。 

○芳田まち営業課長 今年度から試験的にインスタグラムのをやってますけども、観光地の写真

を撮って載すというのがインスタ映えという言葉をよく聞かれると思うんですけども、フェイス

ブックと違って文章で出すんではなくって、こっから見る景色がいいですよとか、こういう建物

がありますよという形で写真を撮ってアップしております。 

○星野委員 備前市がインスタをやってるということを市の職員ですら知らないというその現状

をどう捉えてますか。 

○芳田まち営業課長 周知のほうをしたいと思います。 

○掛谷委員 インスタグラムはホームページへ張りつけられんのんですか。ホームページそれか

らフェイスブック、もうすぐ行ったらぱっと見えるようにならないんですか。 

○芳田まち営業課長 フェイスブックとかで張りつけることは可能だと思いますけども、フェイ

スブックの市のホームページにリンクする場所がありますけど、わざわざそこを見る方は少ない

のかなというのが考え的にあります。フェイスブックは当然見えるようにはしてますんで、イン
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スタグラムは今回試験的にうちの課のほうで写真を撮って、景色のいい夕日を撮ったり、夕立受

山から見る景色を写真で投稿してるという状況です。 

○掛谷委員 インスタもそれからユーチューブも、ホームページにまず来るんだと思うんです

よ。ホームページに来てそっからぱっと見えたところにクリックしたら飛ぶ方法が一番、これが

常識なんですよ。だから、ホームページにそういうものを一番いいところにユーチューブと観光

関係いろいろ、それとインスタもやるべきですよ。 

○芳田まち営業課長 バナーは張らしていただきますけども、インスタグラムにしてもフェイス

ブックにしても、自分でアカウントをとった方じゃないと見ませんので、普通はフェイスブック

を開いたときに友達のいいねとか、そういうつながりの中で見ていくパターンが多くて、今の市

のところでそのバナーをしても自分がアカウントをとってない場合は見えませんので、友達申請

とかいろいろフェイスブックだってあると思うんですけども、そうしたシステムアプリを使って

どんどん広がっていくと。バナーについては張らせていただきます。 

○尾川委員 ５３ページの観光プログラム作成、設置業務委託料の３０万円、どこの話ですか、

これは。 

○芳田まち営業課長 歳入のほうでも２５万円の地方振興事業調整費補助金で上げさせていただ

いてます。これを財源としておりますが、県民局から予算のほうもまだ余裕があるのでそういっ

た予算を使っていただけませんかという打診がある中で市内３カ所の整備を予定しております。

頭島の定期船乗り場のところに船をおりてすぐ見えるところに地図の看板があるんですが、頭島

線の定期船が余り走ってませんので観光客から見にくいということで市営駐車場のほうへ移設し

たいというのが１点。和意谷池田家墓所の入り口の看板がもう老朽化しておりますので、それを

改修するのが１件。もう一件、鹿久居島、頭島地内にあります老朽化した、往来禁止の看板、そ

れを１件やり直すということで、計３件を予定いたしております。 

○尾川委員 要らんこと言うようなんじゃけど、この観光看板も全体的に特化しとるとは言わん

けど、よういろんな地域を見てチェックしてください。何ぼでもあるんじゃからな。それを何か

なしに特化してしていくということが、気になるから言よんじゃけどね。全体的に一遍調べて調

査してみてください。 

○芳田まち営業課長 今うちのほうも観光協会と随時ずっと看板のほうを直させていっていただ

いております。今回についても完全に老朽化して見にくいのはまず今回させていただいて、当初

予算のほうにも看板設置の費用は上げさせていただいておりますので、今委員さん御指摘のとお

り市内全体をしっかり見回しながら、もう古い内容のものもあったりしますので、そこら辺は随

時交換、改修していきたいと考えております。 

○尾川委員 観光協会というから、また一言言いとうなるんじゃけど、観光協会の範疇がどうい

うになっとんか、どういう物件が観光協会か、あるいは教育委員会の関係か。いろんな範疇があ

るわけじゃから、それをよう調整してやっぱりやってもらわにゃあ、いろいろなお寺とかという
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のも観光協会に入っとんか入ってねえか知らんけど、その辺の範疇を調べて全体的に見直しして

ほしいと、観光協会と言うから言うわけじゃ、こっちは。 

○芳田まち営業課長 教育委員会等とも調整しながら考えていきたいと思います。 

○掛谷委員 一般質問の中で、私は閑谷学校が日本遺産になったというときに、看板がちっちゃ

いのがあってもう何年間もなるんですけど、もうちょっとしゃんこらしたものをつくったらどう

か言うたら、検討しますというて話をもらったことがあります。閑谷学校、それはないんです

か。おかしいですよね、これ。こん中にないんですか、ほかにどっかあんですか。 

○芳田まち営業課長 シティーセールス推進課のほうでの設置になっています。それとあわせま

して、先ほど尾川委員の答弁させていただいたように全体的な見直しながら、今度うちの所管に

なる場合にはしっかり看板のほうも検討していきたいと思います。 

○山本（恒）委員 今尾川さんが言よったように、私も大抵１週間に１遍ぐらいはすうっと蕃山

の上のほうまで行くけえ、課長見てくれたらええけど、よう汚れとんじゃねえ、もう腐っとるよ

うなんがあるから、よう見とって。 

○芳田まち営業課長 見に行かさせていただきます。 

○守井委員 ５０、５１ページの林業費の林業振興費の中の２件あるんですけど、報酬のほうの

鳥獣被害対策のほうが減額になっとる。それから、一番下のところの対策協議会補助金もかなり

減額になってる。予算のほうもかなりことしは昨年に比べて減少になっとんですけど、これはど

ういう実態なんでしょうか。お答え願います。 

○坂本里海・里山課長 まず鳥獣被害対策実施隊隊員の報酬ですけれども、実際に月６回１２カ

月の２人分、２，０００円を計上していたんですけれども、実績見込みが延べ３５回になりまし

たので減額したということでございます。それから対策協議会への補助金なんですけれども、わ

なを９基予定していたんですけれども、これは協議会等で相談する中では今回は必要ないという

ようなことで実際に使っておりませんので、実績見込みとして１３６万６，０００円を減額した

という内容です。 

○守井委員 それでは、２９年度の鳥獣のイノ鹿の駆除数はどのくらいになっとりましょうか。 

○坂本里海・里山課長 ちょうど今、猟期の分の集計が入ってきてる状況で、集計中ということ

になってまして、さきの委員会でしたかね、１２月に出した９月ぐらいのデータが最新と。９月

というんか猟期前の分が最新となっております。 

○守井委員 ほんなら９月でいいわ、わかれば。予算を組むのに実績をやっぱし確認しとんじゃ

ないん。すぐ出んかったら当初予算のほうでもええけどな。 

○坂本里海・里山課長 ２９年度の１０月末で鹿が６７３頭、イノシシが４５５頭、その他を合

わせまして１，２５３頭ということでございます。昨年の２８年度の実績と比較しますと、４０

０頭ぐらい余分にとっておりますんで、ことしはちょっと多いです。 

○守井委員 ５３ページ、要支援補助金が減額になっとんですけど、水道料金の補助だったと思
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うんですけど、量がかなり減ってるということはどんなかなという感じがするんですけど、いか

がですか。 

○芳田まち営業課長 今年度の実績なんですけども、一番水をたくさん使われるクラレさんと日

本ゴアさん、こちらのほうが雇用がなかったということで補助対象外になっておりますので、実

績的に減額させていただいております。 

○守井委員 何がなかったん。雇用がなかったん。 

○芳田まち営業課長 １人以上の雇用が条件で補助を出しておりますので、今年度の対象がなか

ったということです。 

○守井委員 人員に対してのほんなら補助だったということですか。 

○芳田まち営業課長 雇用していただいて、そこの会社が使ってる水道料の５％を補助するとい

うものです。 

○橋本委員長 ちょっとお断り申し上げときます。 

 歳出のほうに突入してますんで。 

歳入も歳出も全部合わせてこの補正予算（第６号）に関連するものだったら何でも受け付け

ます。 

○川崎副委員長 ５３ページに、先ほど観光ツアーは８，０９１人、結構多い人数だったんだけ

ど、下に市有船活用事業補助金が１５０万円カットになってますけど、のりなはーれか何か、具

体的にはどういうあれでしたかね。期間限定じゃったからこんなことになっとんかい。 

○芳田まち営業課長 市民の方に無料開放して、土日祝日を運航したものです。 

○川崎副委員長 １５０万円から減っとるということは、何ぼだった予定が何ぼしか乗らなんだ

というふうな説明をお願いしたいんですけど。 

○芳田まち営業課長 予定といたしましては、土日運航とあわせまして観光船としてのＰＲとい

うのも含めてということでしておりましたが、無料の方しか乗らなかったということで実績では

稼働日数が１１日間、計３４回運航しております。乗船者数は１，５１４人、そのうち有料で乗

っていただいた方は２２人。 

○守井委員 ５５ページ、道路橋梁費の道路新設改良費で工事請負２，０００万円からの残額に

なってんですが、工請の残が出てくるのは当たり前なんですけど、何か理由があったんですか、

ほかにも。 

○淵本まち整備課長 頭島１号線の工事請負費になりますが、国の補助金のほうの額が要望に対

してちょっと少なくなってしまいまして、その分工事費のほうを減額という形にさせていただい

てます。 

○石原委員 ５６、５７ページなんですけど、都市計画費、１目の中ですけれども、１９節の１

の建築物耐震診断事業補助金６００万円減額になっとんですけど、これは備前焼ミュージアムに

関しての事業でしたか。確認です。 
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○淵本まち整備課長 いえ、これは備前焼ミュージアムではございません。 

○石原委員 確認があれなんですけど、備前焼ミュージアムに関する耐震診断の費用がここの欄

にありましたかね。 

○淵本まち整備課長 備前焼ミュージアムのほうはもう既に診断のほうは終わってるというふう

にお伺いしております。ちなみに今のこちらの予定していたのは、備前信用金庫さんを予定して

たんですけども、３０年度のほうに延ばしたいということで今回減とさせていただいてます。 

○守井委員 その上の、港湾建設費の港湾改修県工事負担金のほうが減額になっとるということ

で何らかの理由で工事ができなかったんではないかなっていう感じなんですが、そこの理由、場

所を教えてください。 

○淵本まち整備課長 こちらのほうにつきましては、県のほうに確認しましたところ、やはり県

事業も国庫補助金をいただいてやっている関係で、国庫補助金のほうが思うようについてこなか

ったということが１つ。それから、どうしても海の場合漁協との調整が出てきますのでそういう

中でいろんな作業期間のほうがちょっと制約がありまして、見込んでたところまで作業ができな

かったということで減になっております。 

○守井委員 都市計画の中の総務費の中の委託料の土地区画整理事業検討業務委託料、これは伊

部のあれだろうと思うんですが、減額にもなっとるということなんですけども、これの報告書は

出ておるんですかね。減額の理由とその内容は概要でもわかれば報告願います。 

○淵本まち整備課長 こちらの業務につきましては、全額減とさせていただいております。業務

のほうは今年度はいたしておりません。理由につきましては、県とずっと協議しているんですけ

ども、この部分だけを見直すんではなくて、その上位にある国土利用計画、それから市のマスタ

ープラン、それもあわせて廃止であるなら廃止の方向ということで計画をきちっと立てた上で廃

止のほうに手続をとってほしいということで今年度のほうは業務のほうは見送らせていただいて

おります。 

○守井委員 そしたら、その後どうするんでしょうか。 

○淵本まち整備課長 ３０年度にまず一番上位にあります国土利用計画のほうの改定の予算を計

上させていただいております。 

○山本（恒）委員 ５７ページの１３の委託料の害虫駆除というのは、これ何。 

○淵本まち整備課長 市営住宅の害虫駆除、シロアリとかスズメバチを予定してるものになりま

すが、今回シロアリ等がなかったということで減ということにさせていただいております。 

○尾川委員 ４９ページの農地費の耐震診断調査委託料でこれが２３０万円の補正がかかっとん

じゃけど、その辺説明してもらえたらと思うんですが。 

○坂本里海・里山課長 耐震診断を毎年やっている防災ため池の分でございまして、工事を行っ

たんですけれども、想定した土質と異なっておりまして、具体的にはボーリングした際の平米当

たりの単価や、土質試験の内容が変更になったということで今回補正ということでお願いしてお
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ります。 

○尾川委員 ちなみに該当箇所というのはどこですか。 

○坂本里海・里山課長 三石の五石新池、それから吉永の城ケ畑の上池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。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、５時ももう過ぎましたし、このあたりでまちづくり部ほかの一般会計補正

予算（第６号）の審査を終了したいと思いますが、御異議ございませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、そのように取り計らいます。 

 以上で本日の予算委員会を終了いたします。 

 長時間御苦労さまでございました。 

              午後５時０４分 閉会 

 


