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平成31年3月18日に委員会を開催し、次のとおり議決したので議事録を添えて報告する。 

 

記 

 

案         件 審査結果 少数意見 

議案第１号 平成31年度備前市一般会計予算中、産業部・建設部外関

係の審査 
原案可決 なし 

議案第16号 平成30年度備前市一般会計補正予算（第６号）中、産業

部・建設部外関係の審査 
原案可決 なし 

議案第40号 平成30年度備前市一般会計補正予算（第７号） 原案可決 なし 
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予算決算審査委員会記録 

 

招 集 日 時 平成31年3月18日（月） 午前9時30分 

開議・閉議 午前9時30分 開会  ～ 午後4時59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 田口豊作 

 委員 尾川直行  土器 豊 

  掛谷 繁  守井秀龍 

  川崎輝通  中西裕康 

  青山孝樹  藪内 靖 

  西上徳一  石原和人 

  森本洋子  星野和也 

欠 席 委 員  なし   

遅 参 委 員  なし   

早 退 委 員  なし   

列席者等  議長 立川 茂   

説 明 員 産業部長 平田惣己治 農政水産課長 坂本基道 

 産業観光課長 芳田 猛 都市住宅課長 大森賢二 

 移住定住推進担当課長 濱山一泰   

 建設部長 藤森 亨 建設課長 淵本安志 

 下水道課長 小川勝巳   

 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 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 

○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名です。定足数に達しておりますので、これより予算決算審査委員会

を開会します。 

 本日は、議案第１号平成３１年度備前市一般会計予算及び議案第１６号平成３０年度備前市一

般会計補正予算（第６号）について、産業部、建設部ほか関係の審査を行います。 

 審査の終了後、本委員会に付託をされました３議案の採決を行いますので、よろしくお願いを

いたします。 

 それでは、レジュメに従いまして議案番号が前後しますが、まず初めに議案第１６号平成３０

年度備前市一般会計補正予算（第６号）から審査を行います。 

 所管別分類表をお出しください。 

 まずは８ページにあります歳入全般につきまして質疑を希望される方の発言を許可いたしま

す。挙手にてお願いをいたします。 

○掛谷委員 １９ページ、商工費県補助金、農山村サテライトオフィス等誘致事業補助金が５０

０万円ほど減額をされております。安くできてるということで、減額の理由と状況について教え

てください。 

○芳田産業観光課長 先ほどの委員の御質問の中で安くということなんですけども、今回、皆減

で５００万円を減額させていただいております。 

 理由といたしましては、日生温水プールの２階を予定していたサンヨーホームズさんのほうと

協議を進めておりましたが、健康をテーマに地域活性化を目指す包括連携等を結ばれる中、今現

在そちらの事業も協議をしている中で、サテライトオフィスをどういった形での運営というとこ

ろで、また事業形態が定まっていないということで今年度の執行は難しいと。そういうことで、

今回は補助金のほうを減額させていただいております。 

○掛谷委員 この協議について、今後の行く末というのは見通しはあるんですか。 

○芳田産業観光課長 先ほど申しました健康のまちづくりの協議が進んでくれば、サテライトオ

フィスのほうも同時進行で話を進めていきたいというふうに考えております。 

○守井委員 １７ページ、土木費国庫補助金で社会資本整備総合交付金が５，５００万円からの

減額ということになっておるんですけども、これはどういう理由でしょうか。 

○大森都市住宅課長 大きな理由といたしましては、本庁舎の耐震の建てかえによります交付金

の減が４，２１５万円ということで、こちらのほうが主な要因になっております。ほかに耐震診

断、それからアスベスト等、実績によりまして交付金を減額にしております。 

○守井委員 本庁舎の耐震事業はやっておるということだから、どちらかというたらふえてもい

いような感じがするんですけど、耐震事業によって減額になった理由はどういうことなんでしょ

うかね。 
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○大森都市住宅課長 耐震の工事のほうがおくれているということで、後ほど３１年度の当初予

算のほうで引き続き上げさせていただいております。 

○守井委員 減額分は次年度へ持ち越したと、持ち越したというか３０年度でそれを減額して、

３１年度に再度交付金としてもらう準備になっておるという解釈でよろしいんですか。 

○大森都市住宅課長 はい、委員のおっしゃるとおりでございます。 

○守井委員 ２３ページ、商工費寄附金、備前焼振興事業寄附金というような形で特別にいただ

いておる１，０００万円なんですが、発表できるのかどんなか、どなたからこういう寄附金をい

ただいたのかわかりますでしょうか。 

○芳田産業観光課長 東京に本社があります株式会社ウエストホールディングスより、映画制作

等に対して寄附をいただいたものでございます。 

○中西委員 １９ページ、災害復旧費県補助金、ここの農業用施設災害復旧費補助金５０万円が

増額されてるんですけど、この理由についてお尋ねしたいと思います。 

○淵本建設課長 こちらにつきましては、坂根の農道の災害復旧になりますが、国の最終的な交

付決定額に伴いまして５０万円の増額となっております。 

○掛谷委員 ２３ページ、企業用地造成事業特別会計繰入金の５億円、これは畠田・香登西団地

と香登本団地の土地売払収入ということで、合わせて５億円ということですけども、それぞれの

内訳は幾ら幾らなのか。 

○芳田産業観光課長 それぞれで言いますと、補正予算で香登、畠田・香登西の団地につきまし

ては４億５，０００万円で売却しております。今回特別会計の補正のほうで香登本については１

億７，６６０万円で売却している、その残った部分を前回の４億５，０００万円のときには予備

費のほうで持っておりましたが、ここで最終団地のほうが全部売れましたので、差し引きして５

億円を返すということでございます。 

○田口副委員長 １９ページ、林業振興費補助金、それぞれ森林整備地域活動支援交付金と鳥獣

被害防止総合対策交付金というのが減額されてるんですけど、どういう理由でしょうか。 

○坂本農政水産課長 まず、森林整備地域活動支援交付金につきましては、当初予算時は事業の

継続が不確定なまま予算計上しておったんですけれども、平成３０年度から一括交付金化されま

して、事業メニューの内容が見直しされたことによりまして廃止になりました。その関係で今回

落とさせていただきました。 

 それから、鳥獣被害防止対策交付金につきましては、主なものとしましては備前市鳥獣被害対

策協議会補助金でございまして、この分につきましては、県にはマックスで補助要望しておった

んですけれども、県のほうが対象外にしたということで、この分は落とさせていただいたという

ことでございます。中身につきましては、おりの配布を協議会のほうからそれぞれの駆除班にし

ておりましたが、その購入費用が落とされたということでございます。 

○掛谷委員 ２７ページ、３６節土木費雑入、空き家購入補助金返還金が１００万円補正されて
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おります。これは、空き家については１年以内に売却してはならないようなことのようですけれ

ども、これについてもう少し詳しく教えていただきたいと思います。 

○濱山移住定住推進担当課長 今年度に空き家の購入補助金を使って購入された方なんですけど

も、１１月の末だったと思うんですけども、実は空き家購入補助事業で購入したんだけども、ち

ょっと家庭の事情で売却することになったのでどうしたらよろしいでしょうかというような御相

談がありまして、今委員おっしゃられた要綱によりまして１年以内だともう１０分の１０を補助

金返還ということで、その旨をお伝えしました。 

○掛谷委員 ちょっと関連で、新築はないと思いますけど、こういった空き家関係でそういった

事例は過去にありましたかね。 

○濱山移住定住推進担当課長 初めてでございます。 

○青山委員 １７ページの道路架橋新設改良費補助金の農山漁村地域整備交付金なんですが、こ

れの事業内容と減額理由を教えてください。 

○淵本建設課長 こちらにつきましては、頭島１号線の改良工事に伴う交付金になります。減額

の理由といたしましては、こちらの要望に対しまして国の決定額が少なかったということで減額

という形になっております。 

○橋本委員長 よろしいか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、歳出のほうに移りたいと思います。 

 所管別分類表の最終ページ９ページでございますが、産業関係の歳出４４ページから６３ペー

ジまでの分でこの産業関係で質疑を希望される方、挙手願います。 

○星野委員 ４８、４９ページ、商工費の商工振興費、負担金補助及び交付金、先ほどの歳入で

も質疑があったんですが、サテライトオフィス等誘致事業補助金１，０００万円マイナスになっ

てます。サンヨーホームズの件はわかったんですが、たしか当初予算のときには２社ほど問い合

わせがあるという話だったんですけど、もう一社はどうなったか。 

○芳田産業観光課長 もう一社につきましてもサンヨーホームズ関連で誘致のほう進めておりま

したので、今のところ保留ということでございます。 

○青山委員 ４９ページ、土木費の工事請負費、道路新設改良工事なんですが、減額理由を。 

○淵本建設課長 先ほどの歳入のときにありました頭島１号線の工事を予定しておりましたが、

要望に対しまして国のほうの補助金の額が大きく減っていることから、それにあわせた分を減額

とさせていただいております。 

○掛谷委員 同じ４９ページで１９節負担金補助及び交付金で、映画製作協賛負担金が８１８万

５，０００円減額と、結構な減額です。これは安くできたというようなことは覚えていますけ

ど、この映画製作は最終的には総額幾らかかって、それでこれだけ減になったと、もう少し詳し

くこのあたりの理由についてもお伺いしたいと思います。 
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○芳田産業観光課長 映画製作の総額につきましては、当初から計画しておりました３，０００

万円で制作しているという中で、先ほどの歳入でもございましたが、一般寄附で１，０００万

円、クラウドファンディングで１８１万５，０００円で、ふるさと納税の企業版で３００万円、

それ以外に市の歳入のほうには上がってきてない企業等協賛金で１，２６７万３，０００円、映

画会社の負担金で２５１万２，０００円の総額３，０００万円でできたという中で、市のほうの

寄附については１，１８１万５，０００円で済んだと、２，０００万円の負担は要らなかったと

いうことで減額させていただいております。 

○川崎委員 その下の先ほども出ました、頭島関連の道路の工事、予算で５，５００万円だった

か、こちらで４，５００万円、ちょっと誤差ありますけど、国が認められなかったら諦めるとい

うことなんですか。今後、来年度予算が国からつけばやるのかどうかという１点というのと、同

時に、たしか大型バスが行くのは頭島漁協のカキ工場というんか、むき工場の辺まで行くという

図面を見たことがあるんですけど、一体こういう４，５００万円削った中身というのは、ことし

はどういう道路をどういうふうにストップしてどうなるのか、その２点お聞きします。 

○淵本建設課長 こちらの頭島１号線につきましては、来年度も引き続き要望いたしておりまし

て、引き続きやっていく予定としております。やはり５０％の補助金がいただけるということで

国のついた予算にあわせて進めていくという形で今は進めております。 

 それから、落としたところにつきましては、委員おっしゃられるとおり海岸沿いの道路部分の

改良部分を予定しておりましたが、国のほうの補助金がつかなかったということで減額とさせて

いただいてます。 

○川崎委員 いや、ことし結局これ予算カットして、どの辺までできてるのかということと、肝

心なことは、あの橋ができる前提、日生町時代に鉢巻き道路ということを一貫して言うてきたわ

けだ。もう漁協ぐらいにとどまるとね、大型バスも行ったら、また同じ道を帰るということで

は、やっぱり少し車がふえるとえらい大渋滞とかということになるんじゃないんかという危惧が

あるわけですよ。やはり頭島から外輪のほうかどっか通って、ストレートに東回りで頭島大橋に

接続するという点を抜きに途中まで行ってとめるやこうというんだったら、もう駐車場の今の１

００円と３００円か５００円か忘れたけど、市営の駐車場程度にとどめて歩いてもらうしかない

んじゃないんかなあと。ある意味では無駄な道路になるんじゃないんかなあと。最後までやっぱ

り東回りでも大型バスが通れるような道路、そこまで計画してるんかどうかをちょっと確認して

おきたいと思います。それがいつごろ予算がついて、完成はいつごろになるのか、もし見通しが

あるなら、その見通しについての説明もお願いしたいと思います。 

○淵本建設課長 今のところ大型バスが周回できるような道路の計画は立っておりません。今回

のこの道路につきましても、入鹿側の漁協のカキむき施設までというのが今回の計画になってお

りますので、ぐるっと東回りに１周できるような計画にはなっていません。 

○川崎委員 大型バス同士がすれ違う道路をつくれ言うんじゃない。大型バスが通れる道路を拡
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張しとけば、引き返すんじゃったらぶつかるじゃないですか、特に行き帰りのバスで業者が違え

ば。もし漁協から、入鹿の辺から東通って外輪の上通って、今できてる郵便局も位置かえて一番

中心点に移動したじゃないですか。そういう方向に道をつくれば、まさに本来の架橋建設計画の

中でも、架橋が建設できるまでに頭島の鉢巻き道路はつくろうやというのが日生町時代の流れだ

ったわけですよ。そこまでやらんと、行ったわ、引き返すのにどっかでＵターンして返るよう

な、やっぱりそれは行政のあり方、道路の計画のあり方として不十分じゃないんかなあと。一方

で、やっぱり郵便局の辺から、西からばっかり行くのもええけど、東から行くという計画もちゃ

んと予算要求することが私は大切だと思うんです。ないというのは余りにも、同じ日生の時代か

ら議論してきた職員の立場として非常にええかげんだなあと言わざるを得ないんですよ。そうい

うことをちゃんとしてないとね、旧南小学校の跡地も何かサテライトに使うじゃ何じゃという話

も一時出とるけどどうなっとんか、そこまできょう議論したかったんやけど、やめたとしても、

まず道路をつくらんことにはどうにもならんじゃないですかということなんで、そういう計画が

ないじゃなくて、計画をつくるようにしていただくわけにいきませんか。答弁をお願いします。 

○淵本建設課長 おっしゃられるとおりですので、計画をつくっていくようにさせていただきた

いと思います。 

○尾川委員 ４９ページの１９節負担金補助及び交付金で、商業振興対策事業補助金で２００万

円減額になっとんだけど、理由を教えてください。 

○芳田産業観光課長 商業振興対策事業補助金ですが、これは空き家及び新規創業に伴う工事費

の補助ということで予定しておりましたが、今年度につきましては、この予算を組む時点ではま

だ１件の見込みしかありませんでしたので、２件分の２００万円を減額させていただいておりま

す。 

○尾川委員 要するに実際活用した人、補助金受けた人は何件なんですか。 

○芳田産業観光課長 実際にはまだ申請は出ておりません。 

○尾川委員 じゃあ形だけで、結局やったけど補助金は要するに利用者がなかったということの

ようなんで、何かその辺は問題はなかったんですか。それともこれはもうどうせ商工会議所と

か、どこが言うたからというんじゃないんですけど、そういう意見を聞きながらやっていきょう

ると思うんですけど、その辺は今後はどんなんですかね。 

○芳田産業観光課長 今後も当然計画して予算計上させていただきます。それとあわせまして、

創業支援ということでやっておりますので、そちらのほうで当然改修、事業を創業する場合に

は、この補助対象になってまいりますので、今までの実績でも各年度１件ずつぐらい、カフェの

オープンであったりレストランのオープンであったりというのがございますので、今後も継続し

て予算については確保していきたいというふうに考えております。 

○尾川委員 内容的にね、要するに利用者がないということは何かちょっと問題がある、そのあ

たりは何か把握されとんですか。それで、３１年度は改善なんか考えとんですか。 
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○芳田産業観光課長 ３１年度につきましては、これとあわせまして今現在事業をしておる店舗

についても商店リフォームという形でこの補助制度を使って補助できないかということで今検討

し、来年度に向けて準備を進めているところでございます。 

○尾川委員 せっかく予算つけて形だけではあれなんで、ぜひ利用できるような中身、それは余

り補助を簡単に、ずさんにするという意味じゃなしに、せっかくですから、その辺を工夫してほ

しいと思うんですけど、いかがですか。 

○芳田産業観光課長 しっかりいろんな意見をお伺いしながら改正も含め検討したいと思いま

す。 

○掛谷委員 ５０、５１ページの上段のところの土木費の道路新設改良費の１７節、１９節、２

２節について。１７節は、公有財産の購入が５２０万円減額されております。どこの場所なの

か、どういう理由なのか。１９節負担金補助及び交付金の道路改良県工事負担金が６７０万円減

額されてますので、どういう理由なのか、どこなのか。あと２２節補償補填及び賠償金も、市道

改良工事補償費ということで３１９万円減額されておりますので、このあたりを御説明をよろし

くお願いします。 

○淵本建設課長 まず、１７節の公有財産購入費につきましては、頭島１号線、それから香登４

号線、それから伊部７０号線につきまして買収が契約できていないということで減額とさせてい

ただいております。 

 次の１９節負担金につきましては、これは県工事負担金になりますが、最終的な県のほうの執

行に合わせた形で減額となっております。当初は１億４，５００万円に対しての負担金を予定し

ておりましたが、最終的に１億円ということで減額という形になっております。 

 場所につきましては、和気笹目作東線、それから都留岐吉永停車場線、それから鶴海坂田線、

それから岡山赤穂線になります。 

 それから、２２節補償補填及び賠償金につきましては、こちらは先ほどの用地買収と同じであ

りますが、伊部７０号線につきまして契約に至っておりませんので減額とさせていただいており

ます。 

○掛谷委員 １７節公有財産購入、２２節の補償のところで、特に公有地の用地の取得ができな

いと。これはそれぞれどんな理由なのでしょうか。もう売らないということなんでしょうか。今

後の見通しはどうなんでしょうか。 

○淵本建設課長 どうしても地権者の方との交渉の中での話ですので、なかなかその中で合意に

至っていないという状況になっております。 

○掛谷委員 相手との話なんですけども、本当に見通しというのがほとんどつかない、お金のや

りとり、いわゆる単価を高くすれば売るけど、そこまで言うかという話なんで、単価の問題で折

り合わんのんか、感情的になってるんか、なかなか難しいところですけど。本当に見込みは全然

ついてないんですか。どういうところに問題があるんか、その３つの頭島１号線、香登４号線、
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伊部７０号線について、もう少し言えるところまでちょっと言うてください。 

○淵本建設課長 まず、頭島１号線につきましては、地権者の方が県外の方でして、なかなかち

ょっと地元に対しての同意がいただけないという部分で、単価的にもどうしても都会のほうの方

からしますと田舎のほうの土地というのは単価的にかなり安く感じられるところもあるようでし

て、なかなか合意に至っていないというところであります。 

 それから、香登４号線につきましては、こちらにつきましてはかなり前向きに話は進んでおり

まして、新年度には契約できる見込みで新たに予算のほうを上げさせていただく予定としており

ます。 

 それから、伊部７０号線につきましては、先ほどの補償費のほうとも一緒になるんですけど

も、建物が一部絡んできます。そのあたりで建物の補償を含めてなかなか金額的に御納得いただ

けないというところで交渉のほうは成約に至っていないという状況になってます。 

○掛谷委員 金額というんか単価あたりの売却費用が折り合わないということについては、過去

にも当然あったろうし、そういうのを含めて路線価格もあろうし、相手の提示する価格というの

は最終的にはある程度譲歩して、県外の人もそうなんですけど、ある程度譲歩して買わざるを得

ないようにやはりなってくるんかなあと思ったりしますけど、過去の事例であれば方向はそうい

うふうになるんですか。なっていくんでしょうか。 

○淵本建設課長 土地の価格につきましては、今不動産鑑定を入れまして鑑定士のほうからいた

だいた鑑定価格でもって買収のほうは進めさせていただいております。それによって進めており

ますので、その鑑定価格を変えていくということは今は考えておりません。 

○川崎委員 その下の同じく河川の関係で、３３０万円設計監理委託料が減っております。どう

いうところなのかなあと。こういう減る金があるなら、もっとやってもらいたいというのは２点

目として、昨日までの議論の中で高潮対策の県の事業の防潮堤をつくっとんですけど、一番肝心

かなめはそれぞれの河川のところをどうするのかというのが一番大きな課題なんですよ。一番簡

単なのは水門つくるじゃ、つくらんのじゃという議論よりも、河川の両側の上から流れてる水が

スムーズに行くと同時に、高潮でも超えない高さにまで河川の防潮堤というたらおかしいですけ

ど、もうこの片上も潮が入ってきますんで、やっぱりそういうところを本気で研究、まさに設計

というか検討、予算で回してほしいですよ。何でそういうふうなところへ行かないんかな。まず

この理由は、どこがキャンセルなったんかということと、当初予算せっかく組んどるものをやる

べきところ一つも予算つけずに、ああ、できませんでしたから予算削りますというような、仕事

せんで喜んどるだけみたいにしか聞こえませんよ、我々には。ちょっとはっきりさせてくださ

い。 

○淵本建設課長 河川費の委託料につきましては、こちらは弁天川の改修工事に伴う設計費を予

定しておりましたが、下流の断面と同じような形で進めていこうということで地元調整がつきま

したので、減額とさせていただいております。 
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 それから、先ほどの河川の護岸のかさ上げなんですけども、恐らく中州川のことを一番思われ

てるんだと思いますが、私どものほうも護岸をかさ上げしていくのが、河川護岸のかさ上げして

いくのが一番現実的ではないかなと考えておりますので、そちらのほうは検討させていただきた

いと思います。 

○川崎委員 決して日生じゃなくてね、議論でここの流川というんか、そこを最終的に防潮堤つ

くっても川をどうするんかというのを抜きに潮なんかとめようがないじゃないですか。もう全く

ちぐはぐなことを、県が推進しとんであれば、それに応じて市のほうも市がやるべきところと調

整せんならんところは県と調整してくれりゃあええけど、日生だけの問題じゃないじゃないです

か。そないせんと、何千万円、何億円かけても、何ぼしても潮がとまりませんよ。本気でとめる

んじゃったら全部河川の側面もね、地下水が入らんような工事も含めて本気でそういうことをや

らん限り埋立地は全部下から来るわけじゃないですか。だから、そういうことを本気で、こうい

う全部河川関連じゃから、土地から来るというのは量は知れてますから、やっぱり川から来て水

圧がごんごん上がりゃあな、そこらの周辺はどっと本当に下がやわらかかったら来るんで、そう

いう川のところだったらもうのり面を１．５を２メートル、３メートルまで掘ってね、地下水が

なかなか逆流せんようにするとか、そういうのを含めて、減額じゃなくて本気でできるところか

らやってほしいと。何かこれはもう全部業者に頼まにゃできないんですかね。皆さんの課ででき

ないんですか。そういう点も確認しておきたいと思います。 

○淵本建設課長 やはり河川の設計ということになりますと、私どもだけではちょっと難しいと

いうことでコンサルタントのほうに委託したいということで予算のほうは計上させていただいて

おります。高潮に関連した部分につきましても検討のほうはぜひやっていきたいと思います。 

○川崎委員 技術的に難しいところはやかましく言いませんけど、例えば日生中学校の横なんか

というのは大概備前市の管轄じゃないんかなあと。流川についても皆喜橋より北側はたしか備前

市の管轄だとかなんとか、やる気になれば、上からの水量も計算してある程度高うしとかんと、

もし水門やこうつくって、上から、大体高潮来るのは台風のときなんじゃから、上からそれなり

の水が来たら、高潮じゃなくて上からの水でつかってしもたわというようなあほな話になるんで

ね、どうしても水門じゃなくて両側をサイド上げることによって、上から来ても下から来ても何

とか防げると。もう今回のゲリラ豪雨からの教訓じゃないですか。やっぱりそこらはやるべきと

ころはやって、予算を減額して来年に回しゃあええ、再来年に回しゃあええというたら、結局は

計画どおりいきょうらんということは、市民サービスが、危機管理が弱くなって、皆さんサボっ

とるとは言わんけど、全力でこれは部長なり市長か誰に相談するんか知らんけど、当初予算は徹

底的に使うというふうな観点ないんでしょうかね。特にこういう市民の生命と財産にかかわるよ

うなところについてはね、全部１００％執行して、まだ足らんからここで追加くれえというぐら

いの視点が要るんじゃないかと思うんですけど、いかがでしょうか。ちょっと部長答えて。 

○藤森建設部長 言われることはごもっともなことだと思います。ただ、今の職員の現状思いま
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すと、なかなかかなりの量の地元からの要望があって、それに対して応えるので一生懸命なの

で、なかなかそういうところまで手が回ってないのが現状です。それで委託費なんかもコンサル

に委託をさせてもらってるところが現状です。 

○川崎委員 市民の要望、いろいろあると思います。切実なのもあるんでしょうけど、今一番大

事なのは危機管理上、倉敷と砂川でしたか、やっぱりそういうことによって多大な市民の財産、

命が奪われる可能性があるという意味では、市民のいろんな要望もあって、それをほっとけとい

うことじゃないけど、危機管理上から緊急性があるものを最優先でやるんであれば、それはもう

ちょっとお断りしてこっちに集中したいんだということをはっきり言うてくれれば、委員会のほ

う、総務産業委員会やったら幾らでも認めてそっちを最優先でやれえやということになると思う

んでね、こういう特に河川関係は、ことしゲリラ豪雨は、本年度中の災害じゃないですか。幸い

備前市はなかったからというて緩んではだめなんで、本気でそういうところへ集中的に人を投入

して予算は１００％以上にやってほしいということだけ要望して終わります。 

○掛谷委員 ５３ページ、土木費の都市計画費、１９節負担金補助及び交付金で、木造住宅耐震

診断事業補助金、建築物耐震診断事業補助金、アスベスト改修事業補助金の５つですね。申請件

数が何件あって、実際実施されたのは何件でしょうか、まずそこをお伺いします。 

○大森都市住宅課長 木造住宅耐震診断補助金ですが、９０万円に対しまして実績として８棟を

行いまして、減額が３５万２，０００円ですね。次が９００万円に対しまして５３０万３，００

０円で３棟でございます。上から３番目は、これはありませんでした、実施しておりません。そ

れから、４番目が１５０万円に対しまして５０万円、１棟ですね、これで１００万円の減。アス

ベストについては、ありませんでした。 

○掛谷委員 結局こういう補助金があるにもかかわらず、一番は建築物の耐震改修事業補助金な

んですね。これが０円。０円で２，３５０万円、こういうことで現実厳しいなあというふうに思

います。厳しいというのが、それだけの補助金があってもしないと、できない、余裕がない、そ

ういうふうなことが露呈してるんかなと。これは、全体的に言えるんですけどね。このあたりの

原因について、深刻さも若干あると思うんですけど、どのように分析して今後またこれを来年度

やっていこうとされてるんか。全体もあるんですけど、特に私気になったのは建築物耐震改修補

助とか木造住宅ですね、このあたりは何か身近でできるんじゃないかなと思ってるんですけど。

耐震診断は結構やっても、いざ工事をやるかというのはなかなかお金が要ることなんで、そのあ

たりをこれは部長、どのように分析をして今後やっていこうとしてるんでしょうか。 

○平田産業部長 まず１番に、建築物耐震改修事業補助金２，３５０万円ほど減ということにな

っておりますが、こちらにつきましては、市内の金融機関さんが耐震改修事業をやる予定で計画

を進めておられます。ただ、いろいろ事情で今年度中に実施ができなかったということで、今回

予算を落とさせていただいてますけども、来年度実施の予定で、また改めて上げ直させていただ

いております。これが一番大きなものでございます。それから、その他、個人の持ち家にの耐震
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化について、何年もずっと補助事業を続けてきているわけでございますが、やはり先ほど委員も

おっしゃられましたように、補助金が出ると言いながら個人負担の部分がかなりございます。診

断については経費が少ないんで皆さんされるんですけども、いざ工事となるとやはり大きな経費

がかかってしまう、個人負担の部分が大きいということで、なかなか思うように実施ができてい

ないというのが現状でございます。なかなか個人の持ち物についてこちらが強制的にということ

にはならないんですけども、粘り強くお願いをしていくと、いろんな形で啓発活動していくとい

うことで何とか進んでいくように我々なりの努力をしていくしかないのかなというふうに思って

いるところでございます。 

○掛谷委員 ここではこういうことだけで、どうせえこうせえはなかなか言いにくいんですけど

も、補助金を上げてあげるということしかないんかなと思うところもあるし、しっかりと対応策

をまた考えてください。我々も提案したいと思います。１つは、補助金アップぐらいはせないか

んのんじゃないんかなあと思ったりしますけど。 

○田口副委員長 今の５３ページですけど、一番上の港湾管理委託料っていうのは、これ業務内

容はどういう内容なのか教えていただければ。 

○淵本建設課長 こちらにつきましては、県管理の明石公共埠頭になりますけども、こちらを片

上埠頭開発のほうに管理委託いたしております。使用料の７０％を片上埠頭開発にお支払いする

という形での契約になっておりまして、岡山県のほうへ使用料が１００％入ったもののうち、そ

のうちの７０％が市を経由して片上埠頭のほうに支払われるという中身になっております。 

○田口副委員長 そしたら、県管理の東備港とか伊里漁協あたりの港湾なんか、そういうところ

の桟橋とかそういう管理とかというのは全く別物ということですね。 

○淵本建設課長 こちらの委託料につきましては、明石公共埠頭の片上埠頭開発の案件になりま

す。 

○掛谷委員 だから、言わせてもらうと、ここで２６５万円追加で増になってるのはどうしてで

しょう。内容がようわからん。 

○淵本建設課長 最初の想定していた利用量よりも船舶の利用量がふえて収益が上がった分、当

然委託料もふえてくるという形になっております。 

○中西委員 ここでは歳入で４５９万３，０００円が計上されてます。今の課長のお話ですと、

県の管理委託金の７０％が片上埠頭に支払われると。残りの３０％はどこが取るんでしょうか。 

○淵本建設課長 残りの３０％は岡山県のほうが取ります。 

○守井委員 ４９ページ、先ほどのサテライトオフィス等誘致事業補助金ということで１，００

０万円、予定しておいたものが事業変更等で取りやめになっておるということなんですけど、見

ましたらこれ県の補助金というような形なんですが、これ補助金の関係で見ましたら３１年度も

サテライトオフィスというような事業の補助金がなってるんですけど、この事業については別に

できなくても県のほうが補助金が次々、普通であれば申請主義というような感じで確実に事業が
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できるものに対しての補助金というような感じがあるんですけれども、できなかったら仕方がな

いわというふうな感じの補助金に一応なっておるのかどうか、その辺をお聞きしたいと思いま

す。 

○芳田産業観光課長 県のほうも何件くらいサテライトオフィス誘致したいということの枠を予

算を持っておられますので、特にうちのほうから申請がなければ流したということではなくっ

て、市としては減額という形になっております。 

○守井委員 だから、県のほうとしてその事業ができなくても別に問題意識はないという形で、

次の次年度にもし予定があればというような形で予算が計上できるということなんでしょうか

ね。 

○芳田産業観光課長 委員お見込みのとおりでございます。 

○守井委員 ４７ページ、林業振興費の負担金補助及び交付金、有害鳥獣駆除奨励金が増額にな

っておりますけれども、３０年度のイノシシ、鹿の駆除に対する奨励金だと思うんですけども、

頭数はどんな状況になっているのか報告いただきたいと思います。 

○坂本農政水産課長 実は、猟期前までしか集計ができておりません。その関係で言いますと、

鹿については８６２頭でイノシシにつきましては５９７頭ということで、今回奨励金の予算を上

げさせていただいておるのは、猟期の期間に最初の見込みよりは１００頭ぐらいふえるだろうと

いう見込みで奨励金のほうを予算計上させていただいております。 

○守井委員 猟期前というたら１１月というようなことで、まだ期間は大分あるかなと思うんで

すけれども、イノシシと鹿で合わせて１，６００頭ぐらいになるというふうな感じなんですけど

も、３０年度はこんな感じの駆除数になるんですか。 

○坂本農政水産課長 昨年度２９年度につきましては３，１５８頭とっておりますので、全体な

んですけど、同じぐらいいくだろうという見込みで今回補正増しております。 

○守井委員 猟期前が鹿が８６０頭、イノシシが５９０頭だったら１，５００頭ほど。補正で鹿

が１００頭、イノシシが１００頭じゃったら１，６００頭ほどにしかならんのですけど、いかが

なんですか。ほかにもあるんですか。 

○坂本農政水産課長 実際に公表している数字がそうでございまして、見込みとして当初予算に

組んどったよりは１００頭ぐらいふえるということで今回予算計上させていただいたわけでござ

います。昨年は鹿は２，１００頭、イノシシは８５７頭ということですので、それに近いような

数字になるんじゃないんかということで上げさせていただいております。 

○守井委員 それでは、３０年度の駆除数については前年並みぐらいになるというような感じで

思っておるということで理解しとってよろしいですか。 

○坂本農政水産課長 はい、そのとおりでございます。 

○藪内委員 ５３ページ、土木費、住宅費、１３節委託料、債権回収業務委託料が１５０万円追

加になってますが、これどのような理由でしょうか。 
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○大森都市住宅課長 市営住宅の過年度分の債権回収委託料でございます。９月の補正で上げさ

せていただいたんですが、３月末の収入見込みが予定よりふえましたので、今回歳入もふやさせ

ていただきまして、あと委託料につきましても３月分の見込みを計算いたしまして１５０万円増

ということで今回上げさせていただいております。ライズ法律事務所に債権回収を委託している

内容のものです。 

○中西委員 ４７ページ、林業振興費、負担金補助及び交付金、備前市鳥獣被害対策協議会補助

金１５０万円が減額されてると。歳入のところで、おりの関係の県補助金が削減されたというこ

とでしたが、これまではおりは県は認めていたんでしょうか。県が認めないけども備前市はおり

の補助金は認めているということなんでしょうか。 

○坂本農政水産課長 一昨年あたりまでは購入できて送っておりました。ことしになって、先ほ

ども歳入のときに御説明したんですけれども、有効性のあるものにしてほしいというようなこと

で、県が、支給するだけでは余り有効に使われてないんじゃないかなということで落とされたわ

けでございます。それで、県の補助を活用してということですので、単市ではおりは支給はいた

しておりません。 

○中西委員 県はそういうふうに言われるんですけど、市のほうはおりというのは有効だという

ふうに思っておられるんでしょうか。 

○坂本農政水産課長 もともと個人でおりを設置しておりましたので有効だと思うんですけれど

も、県のほうの考え方で、今回は落とさせていただいております。協議会のほうとしては、小動

物用の金額の安いものの支給を現在は行っております。 

○中西委員 大きいものは市も県に倣ってしてないけども、小さいものは補助を出してるという

ことなんですか。 

○坂本農政水産課長 私どもの地域にも大きなおりが１つあります。毎年やっぱり何頭かかかっ

てるようなんで、やはり有効性については県にもまたお願いをしていただきたいというふうに思

います。 

○田口副委員長 その関連で、おりについては他市町村もかなり利用してまして、南区とか北区

なんかも補助金出してやってますんで、そういう鹿、イノシシの大きいわなというんですかね、

そういうものはしっかりと検討していただければと。非常に有効性があると考えてますんで、そ

の辺はしっかりわな入れて、補助金を組んでもらうような方向で努力していってほしいと要望し

ときます。 

○川崎委員 今の議論聞きよってね、県が何かおりの利用価値というか使用価値が出てないから

何か削減したとかなんか。現実にね、今例年どおりとれるというんじゃけど、その中でおりによ

る頭数はどれぐらいのパーセント占めとんですか。データ的に残っとるでしょう、補助金との関

係とかなんかで、どこでとったとか、銃で撃ったとか、おりでとったとか。パーセントをちょっ

と参考までに聞かせてください。 
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○坂本農政水産課長 数字は把握しておりません。ただ、私の説明がまずかったと思うんですけ

ど、単県の事業で、活動をもっと有効にしてほしいという補助金の意味の補助金を使ってたんで

す。駆除班活動を有効に活動してほしいというような補助メニューの中でおりを買ってましたの

で、そのおり自体で有効じゃないという話ではありません。 

○川崎委員 流れとしては、おりが余り利用価値がないように聞こえましたんでね、やっぱり正

確にデータをとって、何頭のうち、銃による、わなによるのが幾ら、おりによるのが幾らかとい

うとり方の集計はちゃんとパーセントで集約できて、出していただけたら、今後どういうふうに

予算をつけるかという意味では、全然とってないんやったらおりやこうようけつくる必要ねえが

なということにもなるし、それが５割も占めとんだったらもっともっとおりをつくってやらな、

とらなきゃあかんだろうという話も出てくると思いますんで、ちょっとその辺のデータは後ほど

で結構ですから要望しときます。 

○橋本委員長 報告で駆除班やいろんな人から上がってくるのに、何でとったというようなこと

は報告されてないんで、集計のしようがないと思うんですが、どんなんですか、坂本課長。集計

できるんですか。鉄砲か、おりか、わなか、全部集計できるんですか。 

○坂本農政水産課長 恐らくできると思います。わなでとったか、おりでとったかのは。 

○橋本委員長 鉄砲でとったか。 

○坂本農政水産課長 はい。できると思うんですけれども、細かく今までの分、集計してないだ

けの話で。 

○橋本委員長 川崎委員の要求ですので、またそのデータを作成して総務産業委員会等で報告し

てください。 

○中西委員 ４９ページの土木費の道路橋梁費、工事請負費４，５６０万円の減額の理由につい

てお聞かせ願いたいと思います。 

○淵本建設課長 こちらにつきましては、頭島１号線の改良事業を予定しておりまして、国の補

助金が申請どおりについておりませんので、その分を減額とさせていただいております。 

○中西委員 頭島１号線は県のほうもそうでしたけども、どうして国の予算がこのようにつかな

かったのか。当初の見込みではつく予定で恐らく計上されてたものだと思うんですが。どんな理

由なんでしょうか。 

○淵本建設課長 国のほうの道路関係の予算もかなり厳しい状況にあるようでして、例年満額つ

くということは余りないようです。今回にしましても、８，０００万円要求させていただいてお

ります。それに対してついたのは３，０００万円でした。そういう中で今回減額とさせていただ

いております。 

○掛谷委員 同じ４９ページ、商工費、１９節負担金補助及び交付金、備前観光ツアー促進補助

金が７０万円ほど減額になっております。事業内容と、７０万円減の理由についてお伺いをしま

す。 
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○芳田産業観光課長 当初予算では、５００円で３，０００人、この５００円といいますのが備

前市の観光施設２カ所に行く部分、プラス宿泊つきで１，０００円の１５０人を予定しておりま

したが、今の見込みでいきますと、宿泊はなく、実績でいきますと約２，０００人ぐらいになる

んじゃないかという中で、実績見込みの中で今回は減額させていただいております。ということ

で、昨年に比べまして少しちょっとこの制度を使ったツアーが少ないということでございます。 

○掛谷委員 ３，０００人が２，０００人、５００円ですか、１，０００人下回って、宿泊は１

５０人がなしと。こういうことであれば、これまたなかなかこの事業そのものが有効でないよう

にも見えますけれど、これは平成３１年度もたしかやるんじゃなかったかと思います。これをど

ういう形で今後分析しながら有効にしようとしているのか、お考えが何かありますかね。 

○芳田産業観光課長 平成２９年度では１カ所、備前市の施設でということでおおむね閑谷学校

を皆さんツアーの中へ組み込まれて補助を出しておりました。そうした中で、当然閑谷学校へ入

館されても県のほうに歳入が上がりますし、備前市としても補助を出して市の活性化になかなか

つながらないんじゃないかという中で２カ所、やはり備前市内でお金を使っていただくという中

で、３０年度では制度を変えております。その中で少なくなってるんですけども、これ岡山県全

体でもそうなんですが、やはり今年度につきましては西日本の豪雨災害等、風評被害もございま

したので、その辺も含めましてうちのほうも検証しながら、一応３１年度はこの３０年度の事業

を継続していきたいというふうには考えております。 

○掛谷委員 特に、宿泊がないというのは、これはいかがなんかなあと。１０人でも２０人でも

おればいいんだけど、ゼロでしょ。これは根本的にいろいろな問題、風評被害という段階じゃな

いと思ったりするんですけども、何が要因とお考えでしょうかね、この辺は。 

○芳田産業観光課長 当然宿泊についても、個人旅行については補助を出しておりませんで、旅

行業法で定められたツアーになっておりますので、団体客での利用というところでなかなかこの

制度を使っていただけないということもあります。当然うちのほうといたしましても、そういっ

た宿泊型のツアーを組んでいただけるような形での周知も含めＰＲしていきたいとは考えており

ます。 

○掛谷委員 団体のみというのが何人かよくわかりませんが、もう少し使い便利のいい、一人一

人がいいのか、グループ、家族とかね、やはりこういうゼロということは使い便利が悪いんかな

あというふうに思ったりしますので、個人か、グループか、家族か、もちろん団体も入れればい

いんですけど、どうせやるなら使っていただき、人にやっぱり交流していただかないと、もう余

り意味をなさんので、ぜひそのところはどういうふうに考えておるのか、もう一度答弁をお願い

したいんですけど。 

○芳田産業観光課長 先ほども答弁させていただきましたが、３１年度についても今の制度を継

続して予算計上させていただいておりますので、３０年度、３１年度の実績を見ながら、先ほど

委員がおっしゃられたような個人の部分での制度も含めていろいろ検討していきたいと思いま
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す。 

○青山委員 関連なんですが、宿泊にまで至らないというのは、やはり例えば閑谷学校にして

も、１時間程度の見学、それからほかのところについてもせいぜい半日。そこで食事をして、さ

らに足を延ばすというふうな場所がない、そういうことじゃないかと私は考えるんですが、そう

いうことについて全体的に観光客の足をとめるというふうなことについては何か施策考えられて

おるんでしょうか。 

○芳田産業観光課長 施策としてではないんですけども、やはり先ほどのお話の中で、備前市の

ほうでは施設を見たり食事をされたりして、最終的には岡山市内とか倉敷のほうに宿泊施設がど

うも動いてるようですので、逆にあちらへ泊まっていただかないためにも、当然そういった宿泊

施設等々が必要にはなってはくると思っております。そうした中で、備前焼の体験を１日かけて

していただきながら、それプラス市内の観光、もしくは当然吉永、八塔寺のほうへ足を運んでい

ただくとかということで、いろんな地域でいろんなものを見ていただきながら、やはり１泊２日

のツアーが組めないかなということでいろんなところとうちも相談しながら今後は検討していき

たいと思います。 

○青山委員 ぜひそういう観光関係だけじゃなくて、いろんなことが関係してくると思いますの

で、全体で考えていただけるようにしたらありがたいと思います。 

○中西委員 ５３ページ、港湾費の委託料、先ほど３割は岡山県が取ると。つまり、設置者であ

る岡山県が新たな設備投資なんかも含めて３割取って、７割を片上埠頭に渡してるということな

んですが、この７、３の割合というのはほぼ岡山県がこういう管理をしてるところではそういう

ような割合になってるんでしょうか。 

○淵本建設課長 先ほど７割と申し上げたのは、片上埠頭開発に委託されてる野積み場ですとか

の施設になるんですけども、施設によって若干違ってまして、やっぱり岡山県のほうも管理のか

かる係留施設ですとか荷役施設のようなものについては３０％、それから比較的後のメンテナン

スのかかりにくい野積み場ですとかそういったものについては７０％というふうになっておりま

す。 

○中西委員 といいますと、片上埠頭が管理してるところはかなり負担がかかるという施設にな 

○淵本建設課長 いえ、片上埠頭さんの管理されてるところについては、どちらかというと負担

がかからないところが多くありまして、片上埠頭さんの中でいきますと、荷役機械の部分が３

０％の委託料ということで７割を県のほうが取るという形のもので、あとはそれ以外のものにつ

きましては３０％が県で７割が埠頭さんのほうになっております。 

○中西委員 つまり物によって違うということなんですね。片上埠頭の中にいろいろ物がありま

すから、それによって違うと。 

○淵本建設課長 はい、そういうことになります。 

○尾川委員 今の関連で、要はこっちの解釈は、使用量が多ゆうなったんじゃろうという推察し
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とんですけど、要するに景況ですわ。景気の状況がどの程度予定よりふえてきたというふうなこ

とをちょっと詳しゅうデータがありゃね、どういうふうな、輸入がふえたんか、輸出がふえたん

か、その辺ちょっと教えてもろうたらと思います。 

○淵本建設課長 こちらにつきましては、中国のほうから入ってきます耐火れんがの材料の搬入

がふえているというふうにお伺いしております。 

○尾川委員 ざっくりでどのくらいふえていっとるというのはわからんかな。 

○淵本建設課長 量についてはわからないんですけども、当初の見込みよりも１割ぐらいふえて

いるという状況になっております。 

○尾川委員 よう関心持って情報入れてちょうでえ。要するに、ここの関係がどれだけ忙しいか

ということが税収の問題にはね返ってくるわけじゃから、そういう関心持って対応してくださ

い。 

○川崎委員 先ほどの議論で宿泊客がいないというやつですけどね、やっぱり日生地域は頭島含

めて今陸路になってね、民宿も相当数が減りましたけど、私も年末か、年明けか、赤穂の定住自

立圏の交流があるところの方たち１０人ぐらいと一緒に頭島の民宿で一泊二日でやりました。本

当に一時のにぎやかさに比べりゃ寂しくなっとんですけどね、だけど頑張って施設改造して、２

０年前ぐらいに行ったときに比べたら非常によくなっとるなあという施設でしたけど。やはり日

生地域には相当宿泊施設があるんでね、先ほどの議論じゃないけどもう少し、鉢巻き道路ができ

りゃ観光バスも入って宿泊もしやすいとか、そういうことになるんでね。もう少し地元に金を落

としてもらうということで、入場料の３００円、５００円、幾ら少々来たってね、大した金額な

らんわけで、やっぱり５，０００円、１万円単位で宿泊し、飲んでいただけるようなやっぱり宿

泊というのに重点をある程度置かないと、地域経済の活性化にはなりませんよ、はっきり言いま

して。ですから、もう少し、日生だけに力入れえじゃなくて、宿泊施設が多い地域に何かルート

入れて補助金なり援助金が出るようにやっぱりやっていただいたら、橋をつくった意義なんかも

相当付加価値が出てくるんじゃないんかなあと。何かさっきの議論じゃ、宿泊施設が少ないから

宿泊人が一人もいないんだというふうに聞こえたようなところがあったんで、もう少し観光のあ

り方、宿泊のルートの組み方なんかについても、旅行代理店というんですか、そういうところと

よく相談して、少し補助金が欲しいということであれば、そういうところにこそ補助金をつけて

いただければ経済効果は大きいと思いますが、いかがでしょうか。 

○芳田産業観光課長 済みません。決して少ないからじゃなくって、当然宿泊施設はあるんで、

そちらのほうに泊まっていただければと思います。そうした中で、委員の御指摘もございます、

観光施設とか宿泊所の改修とかにも、支援ができないかというのは今後検討してまいりたいと思

います。 

○中西委員 ５３ページの土木費の住宅費、住宅管理費の委託料、これはこれまでの補正なんか

でも債権回収がかなり上がってるということなんですが、決算の中でも指摘をしてきましたが、
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保証人には当然通知が行って、その上で弁護士事務所に債権回収が行くようになっているんでし

ょうね。 

○大森都市住宅課長 今後そういったことを改善していくというふうにしていきたいと思いま

す。 

○中西委員 私が伺ってるのは、この１５０万円の債権回収業務に関しての件なんです。今後は

そうしていただかなくちゃいけないということはもう当然ですけど。 

○橋本委員長 大森課長、中西委員の質問は、弁護士のところにこういった滞納家賃の回収を委

託するのに、事前に保証人なんかには連絡した上でこういったことをやってますかという質問な

んです。 

○大森都市住宅課長 今回の件につきましては、保証人に行ってなかったというふうな処置で進

んでしまいましたので、今後は気をつけていきたいというふうに考えております。 

○中西委員 ２９年度決算の中でそれは触れておいたわけです。少なくとも保証人には、こうい

う滞納があるんで保証人が払う義務があるんだということで案内をするようにということでお願

いをしてる、指摘をしたわけです。それがどうして今回のものはできてないのか。つまり、もう

一回、一斉に送ってしまってるからできなかったということなんでしょうか。 

○大森都市住宅課長 おっしゃられるとおりで、今回のこの補正につきましては、当初から委託

している流れで今回進めておりまして、３月末の見込みでふえるということで増額をさせていた

だいております。保証人さんに先に言うべきだったところだと思います。今後気をつけていきた

いというふうに考えております。 

○中西委員 つまり、もう一斉に送ってしまってるからそれはできなかったということなんです

か。 

○大森都市住宅課長 はい、そうでございます。 

○中西委員 ３１年度からはきっちり改めていただかなくちゃいけないということをお願いをし

ておきたいと思います。 

６１ページの災害復旧費の農業用施設災害復旧費、工事請負費の災害復旧工事（補助）が５

０万円減額になっています。これはどうしてなのか、お聞かせ願いたいと思います。 

○淵本建設課長 こちらにつきましては、入札を行った結果、契約額の確定によりまして精算と

しまして減額とさせていただいております。 

○石原委員 ５３ページ、先ほどの住宅費の件なんですけれども、委託料、これ歳入に絡むかも

わからんのんですけど、左のページの５２ページ見よったら、財源のところで、一般財源から５

０万円とその他で１００万円なんですけど、その他のところ、どういう財源なのかお教えいただ

けたらと思うんですが。 

○大森都市住宅課長 債権回収業務委託料の１５０万円につきましては、一般財源でございま

す。この１００万円につきましては、先ほど答弁がありました移住・定住推進事業の新築の返還
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金、これを充てているということで財政のほうに確認をいたしました。 

○橋本委員長 よろしいか。 

 ほかにございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、次へ移りたいと思います。 

 引き続きまして、予算書の６ページでございます。所管別分類表では９ページでございます。 

 第２表繰越明許費補正（追加）というやつと、それから第２表繰越明許費補正（変更）という

部分が本日のこの産業関係に関係する部分になっております。 

 繰越明許費補正で質疑を希望される方おられますか。 

○守井委員 土木費の都市計画費、浜山運動公園野球場スタンド改修事業５，１９０万円という

ことになっておるんですけれども、これはバックネットをやっておってスタンドが傷んでおると

いうことで一体でやらなくちゃならないというような感じの工事だと聞いておるんですけれど

も、バックネットのほうはもう済んだんですか。 

○大森都市住宅課長 済んでおりません。バックネットの工事のほうが災害の関連で労務者、そ

れから部材のほうがおくれておりますので、今回工事がおくれているということで繰り越しをさ

せていただいております。 

○守井委員 もう一つ、これスタンド改修事業になっとんで、そしたらバックネット事業も書い

ておかなくちゃいけないんじゃないんですか。 

○大森都市住宅課長 野球場のスタンド改修ということで全部含めて書いております。 

○守井委員 これ５，１９０万円じゃったのに、最初２，０００万円で次が５，０００万円で

７，０００万円になるんじゃないんですか。前払いか何かはもう繰り越ししないということで、

この金額になってるんですか。 

○大森都市住宅課長 前払い金を引いた金額でございます。 

○守井委員 スタンド改修事業という文言も、きちっと書いてもらわにゃいかんと思うんです

が、その点いかがですか。 

○大森都市住宅課長 名前につきましては、こちらのほうで含んでいるというような形でさせて

いただいておりましたんで、今後検討させていただきます。 

○守井委員 スタンド改修事業になってんで、スタンド等とかね。やっぱりほかの事業が入って

るよという意味合いの文章をちゃんと入れないといけないんじゃないか思いますよ。 

○大森都市住宅課長 はい、委員おっしゃるとおりだと思います。 

○青山委員 関連なんですけど、障害者席のスロープのこともお願いしたと思うんですけど、ま

だ設計図見てないんでよくわかりませんけど、含まれとんでしょうか。 

○大森都市住宅課長 補正のときに青山委員のおっしゃられた障害者スタンドなんですが、まだ

工事が終わっておりませんので、その中で変更で検討していきたいというふうに考えておりま
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す。 

○青山委員 ということは、まだ設計はできてないということですか。 

○大森都市住宅課長 はい、まだできておりません。 

○青山委員 その設計の入ったものができたら、また示していただきたいと思います。 

○大森都市住宅課長 できましたら示させていただきます。 

○掛谷委員 関連なんですけども、一番最新の改修事業の内容、それからスケジュールなんか

も、いつごろこれができるんかもよくわからないし、含めてそういう資料をちょっと請求をした

いんですけども。改修事業のスケジュールと改修内容の最新版をちょっと出していただきたいと

思います。どうですか。 

○橋本委員長 担当のほうで準備できますか。 

○大森都市住宅課長 はい、若干時間がかかると思いますが、後ほど提出させていただきます。 

○橋本委員長 この浜山運動公園野球場のスタンド等の改修事業で、あらましの内訳、それから

スケジュール的なもの、そういったものがそんなに時間かかるんですか。 

○大森都市住宅課長 若干お時間をいただけたらと思いますが。 

○橋本委員長 提出してください。 

○川崎委員 たしか、もう何年かスタンドも悪いということで議論してきて、これ当初予算じゃ

なかったですかね、たしか。何でおくれるんですかね、こういうのが。それにプラスして、まだ

完成してもないのに、たしか来年度予算に２，０００万円、トンネルがどうじゃこうじゃという

ような、何かきちっとせずにやるというのはどうも納得できんのですね。やっぱり当初これぐら

いのことをやって、一応工事を完成して、それでも使用したらこういう点がというんならまだわ

かるけど、使用も何も工事中にまた追加というのはどう考えても、受けとる業者が悪いのか何か

今材料が入らんじゃ何じゃかんじゃというようなこと言ようったけど、バックネットの金網、合

成繊維の網なんかどうかよう知りませんけどね、どうもこれはずるずるずるずるいって、来年度

予算には何か完成したときには記念行事やるじゃというて、もうどう考えても、流れからしても

設計内容というんか変更にしても納得がいかないんですけど、どういうことでこういうことにな

りよんですか。よっぽど請負業者が悪いんですか、それとも。 

○平田産業部長 この浜山グラウンドの工事なんですけども、延期の理由につきましては先ほど

担当課長のほうが説明をしたとおりでございまして、災害の影響によりまして、例えばネットフ

ェンスを支える支柱が鉄骨柱なんですけども、こうしたものが実際に災害の影響で、それをつく

ってる工場の施工能力が非常に追いつかない状況になってるということでなかなか間に合わない

と。それからまた、実際に工事をする専門業者、労務者のほうが、これもまた災害の対応でほか

の部分へ集中しているといったことがあってなかなか確保ができないというような状況があって

やむを得ず工期が延期になってるというものでございます。ことしの７月いっぱいをめどに完成

をさせるということで今進めていただいているところでございます。そんなような事情でござい
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ますので、こちらとしてもできるだけ早く完成ができるようにということで業者と調整をしなが

ら頑張っているところなんですけども、やむを得ない事情ということで御理解いただきたいなと

いうふうに思います。 

 それから、追加の工事につきましては、実際に工事を発注してやってる最中にいろいろ利用

者、関係者のほうから要望等もございまして、実際にグラウンドのほうが水はけが悪くなってで

こぼこになってるといったような状況もある中で、せっかく今回工事をしている機会の中で何と

か直したほうがいいだろうというようなことで調整をした結果、追加工事で新年度予算で４月以

降で発注をさせていただくと。そうしたときに、実際に今既に工事をしているわけでございます

から、その業者に随契をして、１つの工事の中でやっていくというのが経費も安くなるし、対応

がスムーズであるといったようなことから追加工事をあわせてやるという流れになっているもの

でございますので、そういうことで御理解いただきたいというふうに思います。 

○川崎委員 たしか私の記憶では７，０００万円ぐらいの工事じゃなかったかと思うんですけ

ど、結局１年かけて２，０００万円しかせずに５，０００万円もの、３分の１弱ぐらいしか仕事

せずに、３分の２は延長だよ。こういう何千万円の仕事の契約で工事期間が延長した場合の損害

賠償とかそういうのはどうなっとんですか。なあなあでもうしょうがねえなあ、延ばしたいだけ

延ばしてやってくださいと、そういうレベルで仕事やるんですかね。ちょっとその辺確認したい

と思います。 

○平田産業部長 請負業者の瑕疵によるものかそうでないかということになってこようと思いま

すが、今回の場合、先ほど説明をしましたような事情で、これはもうやむを得ないものというこ

とで御理解いただくしかないというふうに思います。 

○川崎委員 いや、７，０００万円からの契約して、工事内容と工事期間はちゃんとできるとい

うことで、無理な工事期間やこう設定してないと思うんですよ。にもかかわらずおくれるという

のは、どう考えても、そんな鉄柱や鉄骨、これだけオリンピックじゃというて言ようるときにバ

ックネットやあんなんの材料が入らんほど日本経済はお粗末とは、私は思いませんよ。よっぽど

受注業者の取引先のレベルが低いところで、変えてでも期間に間に合うようにつくっていただけ

るようなところ、指導するとか、そういうことやりました。確認の意味で聞いときます。 

○平田産業部長 私も細かい工事の協議にまで加わっているわけではないので詳しいこと把握し

ているわけではございませんが、できるだけの努力はしてもらうということでは話はしてきてい

るつもりでございます。できるだけ努力をした結果が今の状況ということなので、何とか御理解

いただきたいというふうに思います。 

○川崎委員 これ最後にしますけどね、土地買収とか周辺、利用者の了解得てないから工事おく

れるというのは、もう常にあることなんじゃけどね、こういう浜山グラウンドというて誰の近辺

にも迷惑かけない、野球練習しとる人に少し迷惑かけとんかどうかようわかりませんけど、その

人たちのためにきれいに気持ちよく競技ができるようにする改造しよんじゃから我慢してもらう
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としてね、ちょっと対応が私甘いんじゃないんかなあと。７００万円とか７０万円の仕事なら、

まあまあ何か都合があるからもうちょっと延期もしょうじゃけど、７，０００万円からの仕事が

ね、３分の１しかできないでしょうがねえなあというのはどう考えても私納得できないと思いま

すんで、しっかり指導か何かして、やっぱりそういう業者はもう減点でランク落とすとかぐらい

してでも、ぴちっと期日にやっていける業者選ぶという選択能力も問われとんじゃないですか。

指名競争入札でしょ、これ指名の仕方に問題があるんじゃないですか。しっかり判断してくださ

いよ。本当。 

○平田産業部長 御指摘ありがとうございます。こちらのほうの発注時期等、発注者としてもや

はりいろいろともう少し考えるべきところもあったのかもしれません。業者の指導等も含めまし

て今後できるだけこういうことのないようにしっかり努力していきたいと思いますので、御理解

いただきたいと思います。申しわけございません。 

○田口副委員長 さっき川崎委員もいろいろ指摘されたようですけど、もう一つ地元の民宿とか

そういう業者にも大きな関係があるんですよね。当初は３月いっぱいで終わる予定だったという

話を随分昔に聞いてました。本当にそこで終わるんかっていうて聞いてこられたんですが、何で

かというと、春休みの時期とか夏休みっていうのは、そこを使うために、民宿を利用する各チー

ムが、神戸方面とか岡山方面から来ると。そういう関連もあって、いつ完成するんかっていうの

は非常に大事なんですよね。市内の野球場が工事やってるから、そこがとまってるだけ、何も関

係ないっていうことでなくって、やっぱり広く影響があるんだっていうことをしっかり考慮して

いただいて、やっぱり掛谷委員もいつまでにできるんかっていうことを質問されてます。そうい

う事業内容もそうですけど、工期がいつまででいつ完成するんかっていうことをしっかりやっぱ

り早く公表ができるように努力していただきたいと要望しときます。 

○中西委員 道路橋梁費の交通安全施設整備事業、５００万円がそっくり繰り越しになってるん

ですけど、これは理由は何なんでしょうか。 

○淵本建設課長 こちらにつきましては１２月補正でいただきました通学路等のグリーンベルト

の敷設に絡む事業になります。その後、入札等を行いまして、業者との契約はなされておるんで

すけども、地元の方等の調整を順次行っておりまして、完成が３月までに間に合わないというこ

とで繰り越しとさせていただいております。 

○中西委員 続いて、住宅費の若年世代定住支援事業、２，６００万円が繰り越しになってるん

ですけど、これはどういうことで繰り越しになるんでしょうか。 

○濱山移住定住推進担当課長 新築住宅に係る補助金の交付決定をしていますけども、年度内に

登記が完了しないということで翌年度支出ということで繰り越しをさせていただいております。 

○中西委員 何軒ぐらい新築の家があるんでしょうか。 

○濱山移住定住推進担当課長 今年度交付申請は７５件になっております。 

○中西委員 この繰越明許にその７５件が全部入るわけですか。 
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○濱山移住定住推進担当課長 １世帯当たり１００万円の補助金ということで２６世帯でござい

ます。 

○中西委員 いつごろまでに完成するかというのはもう当然担当課のほうでは御存じなわけです

よね。 

○濱山移住定住推進担当課長 各世帯に個別に聞き取らせております。 

○青山委員 道路新設改良事業ですが、括弧の中に香登４号線道路改良工事外９件というふうに

なってるんですが、ここに一覧表、Ａ３のものが出てるんですけど、この中にその９件が入って

いるんでしょうか。 

○淵本建設課長 こちらの繰越明許費のほうに計上させていただいておりますのは、３０年度に

予算計上させていただいてる内容になります。お配りしているこの地図のほうは３１年度当初予

算のほうの内容を明記させていただいておりますので、同一のものではありません。 

○川崎委員 １億８，３５０万円、やっぱり結構大きい金額が繰り越しなんだから、これもなあ

なあで業者とやりよんかなあと言いたい気分なんですけど、３０年度のそういう繰越明許する一

覧表も参考までに下さいよ。こんなん出してきても、去年のもできてないのに来年度のやこうよ

う出してくるなあと言いたい気持ちですよ、率直に言うて。道路は確かに住民との合意というこ

とがあるんで私無理は言いませんけどね、やっぱりやることをやって次の予算出すということを

せんと、次から次、予算は取りよるけど工事は進まずというたら、どうも住民にとってもストレ

スが、周辺の人たまるんじゃねえんかなあと。いろいろ気持ちはわかりますんで、一応参考まで

に３０年度、まだ完成してない工事の予算計上したけどできてない一覧表、昼休みぐらいまでに

は出していただけたらと思うんですけど、委員長いかがでしょうか。 

○橋本委員長 １億８，３００万円余りのこの明細の資料できますか。 

○川崎委員 図面化してほしいです。 

○橋本委員長 一覧表でよろしいから、どことどことどことで、どこは幾らだとかというような

分をつくってくださいということです。できますか。 

○川崎委員 地名だけじゃわからんこと多いんで、申しわけないけど図面も。 

○淵本建設課長 はい。さすがにちょっと時間がかかるかなとは思いますので、でき次第という

ことで。 

○掛谷委員 その関連で言えば、これもいつごろぐらいには完成のめどがあるんかという、工程

も含めて出していただければさらにいいんじゃないかと思うんですね、完成。 

○橋本委員長 その明細に完了予定、完工予定を明記するということは可能ですか。 

○淵本建設課長 あくまで予定ということで、はい。 

○橋本委員長 以上をもちまして平成３０年度備前市一般会計補正予算（第６号）の審査を終了

いたします。 

 休憩します。 
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              午前１１時０９分 休憩 

              午前１１時２１分 再開 

○橋本委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

 次に、議案第１号平成３１年度備前市一般会計予算の審査を行います。 

 まず、歳入から行いますが、別冊の予算書の２０ページ、所管別分類表では１４ページをお開

きください。 

 項目が複数ございますので、１６款の国庫支出金までを前半部分の範囲として、まず歳入から

質疑を受けたいと思います。 

 質疑を希望する方、挙手願います。 

○尾川委員 ２０、２１ページの交通安全対策特別交付金、これもまた減額になっとる、別にそ

れは違反が、反則金がふえりゃええというもんじゃないんですけど、どういうふうな感触を持っ

とられるんですか。 

○淵本建設課長 こちらは、反則金を原資としたもので、毎年交付金としていただいているもの

なんですが、年々減少のほうが続いておりまして、２９年度の決算額も２６７万１，０００円と

やはり減ってきておりますので、３１年度の見込みとして今回２６０万円ということにさせてい

ただいております。 

○尾川委員 名称がこういう名称なんですけど、５００万円ぐらいあった時代から半額ぐらいに

なってきとんですけど、そのあたりで交通安全対策費との関連というたらどういうふうにお考え

なんですか。 

○淵本建設課長 交通安全対策費のほうにつきましては、例年どおり今年度も同額の予算は上げ

させていただいております。 

○尾川委員 これは公安委員会、県から来るんかな。公安委員会かどっかわからんけど、そのあ

たりの説明というのは少しはあるん、今後のことについて。もうこんな項目要らんようなるんじ

ゃないん。どんなんですか。 

○淵本建設課長 特にこちらのほうに今後どうなりそうという説明を受けたことはありません。 

○守井委員 ２５ページの農林水産業使用料、農道・水路占用使用料、３０年度に比べて若干増

額になっております。この理由についてお聞きします。 

○淵本建設課長 片上大池にソーラーパネルが設置されておりまして、こちらの分を増額分とし

て一応見込んでおります。 

○守井委員 同じページで、７目土木使用料、公営住宅使用料ですが、滞納分が大分ふえておる

というような予算になっておるんですが、これは何らかの理由がありますか。特定公共賃貸住宅

使用料が多少増額になっておるんですが、どういう理由でしょうか。 

○大森都市住宅課長 滞納繰越分でございますが、こちらのほうは引き続き債権回収につきまし

てライズ法律事務所に委託をしていきたいというふうに考えております。見込み額につきまして
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は、今年度の収入状況を見まして、昨年度よりは多く見積もりをしております。 

 特公賃でございますが、これにつきましては４０万円ほど前年に比べましてふえております

が、理由につきましては入居戸数は減ってはいるものの、家賃のほうが高い方が住んでおられる

んではないかということで分析はしております。人数は減ってるんですけど、収入のほうはふえ

てるというふうに考えております。 

○守井委員 滞納繰越分のところで公営住宅が、今年度当初で２８０万６，０００円が１，３０

０万円というようなことで非常にふえておるというようなことになっておるんですけれども、こ

れは大体実績によるということで理解しとってよろしいんですか。 

○大森都市住宅課長 例年、当初予算組む場合には前年度、３年間ぐらいの見込みで何％入るか

ということで積算をしておるわけなんですけど、前年度は３．８％で見込んでおりましたのが今

年度は２０％を見込んでおります。これは、今年度の歳入の実績からはじいた数字ということで

増額しております。 

○守井委員 それから、先ほど言いました特定公共賃貸住宅なんですが、日生のほうは見てない

んですが、吉永の公営住宅は非常にますます空き家になってるんじゃないんかなあというような

感じで思ってるんですけれども、その点はいかがなんでしょうか。 

○大森都市住宅課長 そうですね。前年度に比べましてお二人減っております。ですので、今後

とも特公賃につきましては、入居者数をふやすというような形で検討をしていきたいというふう

に考えております。 

○守井委員 ２２年度に家賃改定やって５年を受けて、もう一応その制度は使用料の改定が済ん

でおるんで、今後のやっぱし居住率といいますか空き家率をやっぱり少なくする対策がぜひとも

必要ではないんかと。対策をしなければいけない時期に来てるんではないかというふうに思うん

ですけども、その点はいかがですか。 

○大森都市住宅課長 委員おっしゃられるとおり、住宅の家賃のほうの改定もやはり今後下げて

いくような形で考えていかないとなかなかふえないのではないかなというふうにも考えておりま

すので、そういったところも含めて今後検討していきたいと思います。 

○守井委員 ぜひ検討していただきたいというふうに思います。住宅がもう空き住宅になってく

ることほど寂しいことはありませんので、ぜひよろしくお願いいたします。要望だけにしておき

ますから、結構です。 

○掛谷委員 今の関連ですけども、昨年の公営住宅の滞納分は２８０万円が計上されて、今回は

１，３４３万円と。特公賃は前年度４３万８，０００円が１８５万円。これは方針を大転換した

というふうに思うしかないんですよ。これは大転換なんで、どういう方針でこういうふうになっ

ていったか。私は納めてもらうことに反対するわけじゃないんですけど、物すごい大幅な増にな

ってるんですよ。その大転換の方針というのはどういうところでどういうふうに決まっていった

のかという経緯についてお話を聞きたいんですけど。 
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○大森都市住宅課長 今年度ライズ法律事務所に債権回収をお願いいたしまして、収入状況も上

がっております。それから、市の職員のほうも回収に努めまして、今年度今１，７００万円ぐら

いの歳入の実績になっております。今年度からやった回収につきましても、３１年度も引き続き

行いまして、この見込みのような金額になるように持っていきたいというふうに考えておりま

す。 

○掛谷委員 本年度の実績がいいから、それぐらいでいけるというふうに踏んだという、そうい

う意味では理解できますけど、大転換をしていってるという中で、払えない人はなかなか払えな

い、本当に払えない人は月賦で払ったりするんで、私が言いたいのは、前も話したように、悪質

というか払えるのに払わないのをちゃんと払わせてるというのが大事なことなんですけど、その

中身についてはちょっと踏み込みますけども、取れるところから取ったという感覚なんでしょう

か。そこのところをちょっと教えてください。 

○大森都市住宅課長 ライズ法律事務所に出しましたのが、過年度分の悪質と思われる滞納分で

ございまして、これは専門である法律事務所のほうが回収をしてるわけなんですが、この中で全

部債権を完納された方も多数おられます。でも、実際に何度接触しても全く対応をしてもらえな

いという方もおられます。そちらのほうが多いんですが、今後につきましてはそういった法律事

務所でも対応できないような債権についてどうしていくかというのを引き続き３１年度も事務所

に回収はしていっていただいて、専門家の意見も聞きながら今後どういった対応にするかという

のを考えていかなければいけないんじゃないかなというふうに考えております。 

○中西委員 ２５ページ、土木使用料の住宅使用料、私は決算委員会でもこの債権回収のあり方

について意見を申しました。その悪質であるという課長の言われる中には、例えば死亡してる方

なんかも入っているわけですよ。死亡してて、しかし保証人はついてる、入居の場合にはね。そ

うすれば、債権回収団体に行く前に、まず保証人に行くべきだと。保証人も知らないうちに債権

回収団体が保証人に支払い命令を出してくるということがあってはならないと。やはり手続を踏

んで、それはことしはやっていただきたいというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 

○大森都市住宅課長 こちらのほうも法律事務所ということで、弁護士にお願いしたということ

で、法的には間違いを犯してはいないと思うんですが、やはり心情的に急に保証人のほうに請求

が来てしまうというのはよくなかったというふうに考えておりますので、その辺は見直しをして

いきたいというふうに考えております。 

○中西委員 その上で、この家賃の滞納分というのは、こちらが請求できる分ですけども、幾ら

ぐらいな総額になってるんでしょうか。公営住宅のほうだけで結構なんで。 

○大森都市住宅課長 公営住宅のほうですが、６，０００万円でございます。 

○石原委員 ３０、３１ページな、７目土木費国庫補助金の中からお尋ねしたいと思います。 

 ２節の都市計画総務費補助金、社会資本整備総合交付金の内容といいますか、いただいており

ます参考資料の２３ページにある程度詳しくは載っておるんですけれども、ここでは上から３つ
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目以降あたりで内容、中身についてお教えいただければ。建築物耐震診断事業、緊急輸送道路沿

道建築物についての補助金、それから緊急輸送道路沿道建築物がもう一つあって、それからつい

でにその下の公共施設等耐震化事業の内容についてお教えいただければと思いますが。 

○大森都市住宅課長 建築物耐震診断事業につきましては２件です。市内の企業の社宅を予定し

ております。それから、緊急輸送道路につきましては、個人のお宅と、金融機関の耐震補強設

計。個人の方のは耐震診断事業でございます。それから、公共施設等耐震化事業ですが、先ほど

説明いたしました本庁舎の建てかえ工事に対するもの、それから旧ＪＡ福河の補強計画です。そ

れから、備前市の商工会館耐震診断ということで現在予定をしております。 

○石原委員 確認なんですけども、２つ同じ名目の緊急輸送道路関連につきましては、上記のも

のが金融機関、それから下の少し金額小さい、除却も含まれてますけど、こちらが個人という解

釈でよろしいんですか。 

○大森都市住宅課長 企業の耐震補強設計事業と、それから改修事業ということで、金融機関の

ほうは２つに分かれております。あと除却事業につきましては、個人と、それから商店を１件ず

つでございます。 

○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、次の範囲に移りたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、歳入の部分、１７款の県支出金から最終の諸収入の５５ページまで、後半部分の歳

入を対象としたいと思います。 

○尾川委員 ３６、３７ページ、２節の農業振興費補助金で農業次世代人材投資事業補助金が増

額になっとんですけど、ちょっと詳細教えてもろうたらと思うんですが。５２５万円の。 

○坂本農政水産課長 この補助金につきましては、１人当たり１５０万円ということで、３人分

プラス７５万円、半期分が入っております。３．５人分が今回計上している金額でございます。 

○尾川委員 ３．５人というのはちょっと詳しゅう説明してもろうたらと思うんですが、どうい

うところがどういうふうになったんか。継続なんかどうか。 

○坂本農政水産課長 ３人分につきましては、以前からお支払いしている方で、ことし１人ふえ

るということで半期分、スタートがおくれるということで半額の７５万円が追加されるというこ

とでございます。 

○尾川委員 ちなみに、細かいこと聞いたら悪いんじゃけど、どこらあたりへ０．５というん

か、半年分の方はどこなんですか。 

○坂本農政水産課長 一番最初が寒河の方、それから新庄の方、それから佐山の方、今回新しく

追加するのは三国の地域おこしの卒業生が追加するということでございます。 

○守井委員 ３１ページ、衛生費国庫補助金のところで１節環境衛生費補助金で循環型社会形成
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推進交付金５７６万円ということになっておるんですが、これ県のほうにも同じ金額が補助金と

なっておるようなんですが、件数は何件ぐらいを予定しておるんでしょうか。 

○小川下水道課長 件数ですけれども、これは国の方針で新築及び改築に係る浄化槽設置に係る

補助金をカットするというか、それを対象外とする方針が１月の下旬に出ました。備前市におき

ましては、５５基を予定していたんですけれども、その５５基のうち約２０基が新築に係る補助

金でありまして、５５の８０％、４４基を想定しております。そのうち４４基分の内訳は、５人

槽が１６基、７人槽が２５基、１０人槽が３基で、トータルで４４基ということで計算をして、

それぞれの補助金の金額を掛けまして５７６万８，０００円ということで計上させていただいて

おります。 

○守井委員 以前、浄化槽設置整備事業補助金という名前だったようですが、もう循環型社会形

成推進交付金と名前が変わってるんですけど、この辺はどういう理由なんじゃろうかね。 

○小川下水道課長 浄化槽設置整備補助金というのは、市がつけた名前だと思うんですけども、

国の正式な名称といたしましては循環型社会形成推進交付金、例えば社会資本整備交付金とか、

そういうふうな国がつけた名前だと考えております。 

○守井委員 ほんなら昔からこういう呼び方だったものが、備前市だけ浄化槽設置整備事業補助

金として今までの予算書に計上しとったということですか。本来はこれが正式名だったというこ

とですか。 

○小川下水道課長 本来はこれが正式な名称だったと考えております。 

○川崎委員 今の説明聞いてると、既存のものは何か補助金の対象になるけど新築はならんとい

うのは、現状維持でね、過疎化をストップさせるのにはそれでええんかわからんけど、そういう

過疎地域も元気よく、今のさっきどっかで議論した３人ほど農業の人に３．５人分出すやとかと

いうて元気出そうと考えると、やっぱり新築で新しく過疎地域に建ててもらったというのはあり

がたいことなんで、１００万円は１００万円で出しながら、そこがたまたま下水が来てないとこ

ろであれば、当然浄化槽でしたか、補助金を出してやるというようなことを、国が後退しても市

が援助するぐらいしてやって、少しでも過疎地域、下水が行かないような地域にも、空気がよく

環境がいいんで住んでいただけるというような意味では、やっぱり何か後退させてますます過疎

化に拍車をかけるための政策のようにしか思えないんですけど。国がそういう姿勢ならどうしよ

うもないとも言えるんじゃけれども、それをカバーするのが市の仕事じゃないんかなあと思うん

ですけど、いかがでしょうか。 

○小川下水道課長 私も委員と同じ意見であります。今、浄化槽法の中で新築を建てる場合に

は、くみ取りはいいですけれども、単独浄化槽はだめですよと。つまり合併浄化槽は当たり前の

ことですよというふうな決まりがあります。ここで３１ページと県の補助金の書いてある３７ペ

ージで５７６万８，０００円計上させていただいております。 

歳出にはなりますが、１１９ページの下から３番目の浄化槽設置整備事業補助金というとこ
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ろで、ここの３，６６３万２，０００円につきましては、内部で協議をさせていただきまして、

従来どおり５５基分計上させていただいております。国や県から補助金をいただけなかった部分

につきましては、市のほうで補助金を出して、より一層浄化槽の設置による促進を進めてまいり

たいと考えております。 

○中西委員 ５３ページ、２２節市営住宅等共益費徴収金、市営住宅等共益費実費徴収金、これ

は一体幾らぐらいで何の目的で徴収するものなんでしょうか。 

○大森都市住宅課長 吉永中団地及びスワ団地の街灯、散水の水道料、エレベーター補修、受水

槽清掃の年間経費の一部等を市営住宅の共益費ということで徴収をしております。 

○中西委員 １戸当たり年間幾らぐらいなんですか。 

○大森都市住宅課長 吉永中団地で年額６，０００円、月５００円でございます。スワ団地につ

きましては、年額１万８，０００円、月１，５００円でございます。 

○掛谷委員 ３７ページ、農林水産業費県補助金、３節農地補助金、農村地域防災減災事業補助

金３００万円、これは、どういうところにどういうようにされるのか。 

○淵本建設課長 こちらにつきましては、ため池のハザードマップ作成に伴います補助金でござ

います。一応１００％の補助金ということで３００万円いただいております。 

○掛谷委員 これはどっかに委託されますか。どういう形でこのハザードマップはつくるんです

か。 

○淵本建設課長 委託業務を考えておりまして、委託して地元の協議含めてつくる形となってお

ります。 

○掛谷委員 その委託業者に丸々行って、地元の人が協力をするという、そういう考え方です

か。地元に恩恵は、お金的にはほとんどないんでしょうね。 

○淵本建設課長 委託料のほうは請負業者のほうに行きまして、地元の方のほうにはヒアリング

はさせていただくんですけども、お金的なものは行かないです。 

○掛谷委員 たくさん池があるんで、これは指定された池というんが、全部やるというのは不可

能だと思うんですけど、ランクがあったと思うんですけど、何カ所考えてるのかね、これは。 

○淵本建設課長 ハザードマップ作成予定としておりますのは、防災重点ため池に指定されてい

るため池を作成する予定となっておりまして、今回この３００万円につきましては４つの池、大

ケ池、片上大池、それから南方大池、長谷下池の分を予定しております。 

○守井委員 ３９ページ、６目商工費県補助金、商工振興費補助金、若者空き家等活用事業者支

援事業補助金５００万円という計上になっておるんですが、３０年度はここのところに農山村サ

テライトオフィス等誘致事業補助金というのがあったわけなんですけれども、若者空き家等活用

事業者支援事業との違いはどんなんですか。同じものなんですか。 

○芳田産業観光課長 基本的には、平成３０年度の農山村サテライトオフィス等誘致事業補助金

なんですが、交付要綱が変わっておりまして、若者をターゲットにした制度に少し変わっており
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ます。そうした中で、３０代の方１人を雇用するという条件が加わっております。 

○守井委員 平成３０年度の農山村サテライトオフィス事業はできなかったというような先ほど

のお話だったと思うんですけれども、その事業のことですか。 

○芳田産業観光課長 はい、委員おっしゃられるとおりその事業を今年度も計上させていただき

ました。 

○守井委員 それで、先ほどの交付要綱のお話では、内容が変わっておるということで、採用が

ないとだめだということに変わってきたということですか。 

○芳田産業観光課長 ３０代の方１人を雇用してくださいということで、３０年度もそういった

お話もさせていただいております。 

○橋本委員長 よろしいか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、ほかにないようですので、歳入部分を終了したいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、暫時休憩いたします。 

              午前１１時５５分 休憩 

              午後 １時００分 再開 

○橋本委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

 再開後は歳出のほうに移りたいと思います。 

 所管別分類表の１５ページをおあけください。 

 これのうちの第６款農林水産業費までを前半部分として範囲として指定したいと思います。そ

れから、次の７款以降を後半部分ということで行いたいと思います。 

 前半部分に関しまして質疑を希望される方、挙手願います。 

○中西委員 １３０ページ、農業振興費で負担金補助及び交付金、ここで青年就農給付金という

のが昨年度当初よりも約２００万円ほどふえてるんですけども、その理由についてお聞かせ願い

たいと思います。 

○坂本農政水産課長 先ほど歳入のほうにありました次世代の分と連動しております。補助対象

分が３．５人と先ほど申し上げた分でございます。それプラス１で４人分を計上させていただい

ております。 

○中西委員 大体見込みは４人で来そうですか。 

○坂本農政水産課長 一応この見込みで事業を進めております。 

○守井委員 １３１ページ、負担金補助及び交付金で農作物獣害防止施設設置補助金ということ

で３００万円予定しております。３０年度も３００万円というような予定だったんですが、３０

年度の実績とあわせて３１年度の予定を教えていただきたいと思います。 
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○坂本農政水産課長 ３０年度につきましては、全体で８件ございました。今回の予算につきま

しても、同様の座を設けて３００万円というような形で上げさせていただいております。結構問

い合わせございまして、３００万円で何とかいけるだろうということで予算計上しております。 

○守井委員 ３０年度当初は３キロで３件、１キロ平均というようなことで申請がありそうだと

いうことだったんですが、３０年度８件の実態というようなことで、距離数がちょっと短くなる

ということは、８００メートル未満がふえてきて補助率も変わってくるんかなあというような感

じなんですが、その点はいかがですか。３１年度は。 

○坂本農政水産課長 ３０年度は、あらかじめもう予約されていた方がおりましたので、そのよ

うな説明をしておったんですけれども、今回は問い合わせのみで、具体的に距離という話は出て

おりませんので、座持ちということで上げさせていただきました。 

○尾川委員 １３０、１３１ページの農業振興費の中の負担金補助及び交付金、吉井川新田原井

堰管理費負担金、この変動要素というのはどういう分なんですかね。それと増額しとると思うん

ですが、ちょっと説明してください。 

○坂本農政水産課長 吉井川関連で、吉井川の土地改良事業ということで以前、昭和４５年から

６３年までそういった事業をやってきたんですけれども、年が過ぎまして性能低下ということに

なりましたので、国のほうが国営吉井川の土地改良事業ということで新たに２５年度から３２年

度まで、そういった機能保全であるとか施設の長寿命化をする事業を進めております。その関係

でそれぞれ新田原井堰であるとか坂根合同堰、それぞれ工事を行っておりますので、その年次計

画に応じて数字が少しずつ負担金が変わってきているということでございます。 

○尾川委員 順番が違うんじゃけど、新田原井堰というたらどこのことを言うん。 

○坂本農政水産課長 吉井川の少し上流になるんですけど、和気にございます。 

○尾川委員 普通言ようる田原井堰のことなんじゃな。昔からある井堰のところ。和気橋のちょ

っと北へあるが。あれのことかな。 

○坂本農政水産課長 はい。 

○尾川委員 いや、新言うから、また下のほうの話をしょんかなあ思うたんじゃけど。 

○坂本農政水産課長 この計画については、両方の井堰でございます。 

○守井委員 １３１ページ、同じく負担金補助及び交付金なんですが、この３月３１日で解散、

県のほうへ移行するという農済の負担金が昨年はあったわけなんですが、今度は県と、県下が一

体の合同で運営していくということなんで、これは今後一切もう負担金は要らないんですかね。

その点をちょっとお聞きします。 

○坂本農政水産課長 別組合になりましたので、負担金は要りません。そのかわり何年かは職員

を派遣してくださいということで、今回条例で上げとったような内容で職員を派遣するというこ

とでございます。 

○守井委員 同じく１３１ページ、農業総務費の２８節繰出金、農集への繰出金なんですが、今
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年度より大分ふえておると。２９年度が３，６００万円、３０年度が２，４００万円ほどという

ことですが、ふえた理由はいかがなんでしょうか。 

○小川下水道課長 特別会計のうち公営下水道事業会計と関連するんですけれども、この下水道

事業会計は公共下水道と特定環境保全公共下水道、それから農業集落排水事業、それと漁業集落

排水事業の４つの部門をトータルをして一つの公営下水道事業会計というものができておりま

す。そのうち、農業集落排水事業、この下水道につきましては、対象人数が少ないにもかかわら

ず、その施設が故障してとまったり、そこに住まわれとる人たちに迷惑をかけたらいけないとい

うことで当然維持管理をしていかなければならないということで、最近故障が目立ち始めまして

ふやさせていただいております。しかしながら、今申し上げましたとおり４つの事業をあわせて

１つの公営下水道事業会計として成り立っておりますので、その中で公共下水道の繰入金を少額

にさせていただきまして、トータルでは昨年よりも約２，２２０万円ほど繰入金を減らさせてい

ただいております。 

○守井委員 昨年の当初予算が２，４８８万５，０００円の繰出金になっとんですよ。当初でで

すよ。 

○小川下水道課長 昨年の当初は１６億２，２１８万２，０００円で、来年度につきましては１

６億円とさせていただいております。マイナス２，２１８万２，０００円減額とさせていただい

ております。 

○守井委員 農集だけの関係の予算のところを今お聞きしてるんですよ。 

 農集は、３０年度の当初の予算が２，４８８万５，０００円あるんですけど、それが３，

９００万円になっとるということで、その負担分が１，５００万円ほど多いくなってるのが何で

しょうかということ。故障が多いとかなんとか言われたですから、その辺だけきちっと説明して

いただいたら。全体の分はまた全体のところでお聞きしますから。 

○小川下水道課長 農業集落排水事業に係る維持管理費が処理人口に対して費用がかかるという

ことで、今年度は増額をさせていただきました。 

○青山委員 １２９ページの２項の労働諸費、１３節委託料の中のリフレセンターびぜん指定管

理料、その下、勤労者センター指定管理料というのがあるんですけど、収入としたら使用料なん

かが入るんじゃないかと思うんですけど、使用料なんかはどのような扱いになるんでしょうか。 

○芳田産業観光課長 利用料につきましては、指定管理者のほうで収入に上げております。市の

予算のほうには上がってきておりません。 

○青山委員 先日２月１５日付で一般市民の方からの意見書が議長宛てに出ているものを読ませ

ていただいたんですけど、使用については、例えば営業目的でやる場合には２倍いただくとか、

それからそれがちゃんとした規定があってやられていないようだというふうな指摘があったんで

すが、これについては規定のほうはどういうふうになっているか御存じですか。 

○芳田産業観光課長 委員御指摘の件でございますが、営利目的かそうじゃないというところ
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で、例えば市内の方でパソコン教室をする場合に、講習費を取るのが営利目的なのか、本当に市

民の方にパソコンを覚えてもらうとか、あとは健康部分で体操をするのが営利目的なのかという

ところがございました。そうした中で、実は１月に入りまして、うちの施設だけじゃなく施設管

理公社といった体育館関係の使用もございますので、関係部署で集まりまして、そこら辺が明確

になるような形でのマニュアル化ということで、３１年度からは担当がかわったからといって、

そこの捉え方がまちまちにならないように今整備して、３１年度から適用していくというふうな

今計画になっております。 

○青山委員 そういう改善がされたということで、３１年度からはマニュアルに沿って運営して

いただけるということなんですけど、今まで使ってこられた方の中にやっぱりまちまち感がある

んじゃないかと思うんですけど、そのようなところはどのように、今後の連絡されたり、改定さ

れたりということを考えられとんでしょうか。 

○芳田産業観光課長 当然連絡も含めまして、使っていただいてる団体であったり企業さんであ

ったりというところへしっかり周知はしていきたいと。窓口含めましてしっかりその辺は周知し

て、皆さんに適切に利用していただくという方向でさせていただきたいと思います。 

○川崎委員 たしか委託先は管理公社ですよね。ふと思ったんですけど、今指定管理料で管理公

社には１億数千万円か数百万円か委託しとるじゃないですか。それとこういう個別の委託とどう

いうところで区別しとんですか。全部もう管理公社がやりよんじゃったら管理公社一括で１億

１，０００万円やったら、１，６００万円、足した金額みたいに一括でというの何でしてないか

という理由がちょっと疑問になったんでお聞きしときたいと思います。 

○芳田産業観光課長 一括ということなんですけども、公共施設として運営するに当たってそれ

ぞれの施設で指定管理者を選んでいくという中で、３年に１度見直しでやっていきますので、決

して今のところうちの施設に関しましては施設管理公社がとっておりますが、民間の方でより効

果的な効率的な運営ができるということで手を挙げていただくようなことがあれば、そういった

ところで施設ごとにそういった相手先、委託先を探すというのが制度上ありますので、うちにつ

いては年間１，０００万円と５００万円ちょいで２つの施設をお願いしてる状況で、体育館なん

かはうちの管轄ではないので、なかなか一括してそれを全部まとめて施設管理公社へ出すという

のは難しいのではないかと思います。 

○川崎委員 ですから、１億数千万円というのはたしか久々井と浜山と、それで一括で１億円じ

ゃと。それは全部教育委員会関係かどうか知りませんけどね、それも民間業者でより安くきれい

に管理していただければ管理公社廃止してもええというふうに理解してよろしいでしょうか。 

○平田産業部長 極論をしてしまえばおっしゃられるとおりかと思います。実際にサービスが向

上して、なおかつ安く運営ができるという事業者の方がおられるんであれば、その方にお任せを

するというのが本来の姿かと思いますが、ただ今の時点で現実的には施設管理公社しかいないと

いうことで指定管理に出しているという状況でございます。 
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○川崎委員 一括で子会社と捉えれば１億円でも大したことないというふうに捉えるんかわかり

ませんけど、逆に所管が違うたらこういうふうな管理委託料というて出てくるんであればね、私

としては全ての公共施設、大きいところ、小さいところはまとめてでもいいですけど、大きい

１，０００万円を超えるような委託先は、全部施設ごとに委託料幾らというふうに出すべきじゃ

ないんかなあと。何か１億２，０００万円でばくっとなれば、もう全ての大きな公共施設は全部

管理公社が管理せないかんのかなあというふうな予算づけの仕方で理解しとったんやけど、改め

てこういうの見るとね、やっぱり久々井は久々井、浜山は浜山というふうに全部独自会計じゃな

いけれども、ここの管理はこれぐらいかかりよんですよということをはっきりさせた予算のほう

がいいし、逆にそういう予算の情報が民間にわかって、ここならうちならもうちょっと安く管理

運営できるという参入の仕方もしやすくなるんじゃねえんかと、そういうふうにも私は、問題意

識として捉えれますんで、１億数千万円も管理公社に払っとんのがいいのかどうかというのは合

併以来の私の素朴な疑問なんで、もう少しその辺は民間との競争をしていただけるような運営な

り情報の公開の仕方、予算づけを要望して終わります。 

○掛谷委員 １３３ページの１３節委託料の中で緊急排水業務委託料、昨年は９０万円でしたが

１５０万円つけております。これはどういったものでしょうか。 

○淵本建設課長 こちらにつきましては、井田の樋門の緊急排水業務に伴うものでありまして、

台風等大雨の際に緊急対応として板樋門のポンプを回していただく、それから仮設のポンプを置

いて回していただくという業務になっておりまして、３０年度４回実施がありまして、昨年の９

０万円では若干厳しいというところがございまして、今年度５回分ということで計上させていた

だいております。 

○掛谷委員 要は井田の水門の管理を、特に台風とか集中豪雨なんかでそういうふうにやられて

ると。５回ぐらいは考えられとるというんですけども、何人でそれをやっとられるとか、要する

に時間帯が台風、集中豪雨だって長いわけなんで、拘束をされてるような時間がどれぐらいなん

かなあと。何日とか何時間とか、その辺のもう少し何人でそういった水門の管理を運営してるん

かなあというところがちょっと気になるんですけど、教えてください。わかる範囲で。 

○淵本建設課長 日数的には台風の来る前日から水位を下げるために設置して回しております。

そういう関係でポンプとか発電機を設置するためのユニックを含めて２日間、それから運転期間

中の軽油、それから人工としては２日間で６人で行っておるということでございます。 

○掛谷委員 違う人が入れかわり立ちかわりじゃなく６人というのは固定した人ですか。 

○淵本建設課長 こちらでは請求書等、見積書等による人工となっておりまして、固定してるか

固定してないかまではちょっとわからないところでございます。 

○掛谷委員 やはりね、こういったものも手早くささっとやるということで、ある意味でなれて

ないといけないんですよ。だから、人がかわるがわる来よったら何しょん、これはどないなっと

んやというようなことを言よったらいかんもんだから、これはやっぱし固定された人できちんと
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管理をしてもらわなきゃならないんじゃないかと思って聞いてるわけなんで、そうですよという

んだったらそれでいいし、わかったらまた個人的に教えてください。 

次に、同じページの１５節工事請負費、単独事業で１，３６０万円がついております。どこ

にどういった単独事業なのかを教えてください。 

○淵本建設課長 まず、池の余水吐けの切り下げを２カ所、それから同じく池なんですけども、

斜樋栓改良が３カ所。それから、底樋の改良が１カ所、それから流路の整備が３カ所となってお

ります。 

○守井委員 １２７ページ、上水道費の水道事業会計繰出金、昨年１，２６９万６，０００円と

いうことで、ふえてはいるというような状況なんですが、水道事業自体は黒字だというような話

も聞いておるんですけれども、これ増額になった理由はいかがですか。 

○藤森建設部長 八木山地区の清掃場関連で、配水管整備を８，９００万円ほどしております。

それの負担金として１，５３０万６，０００円、一般会計からいただいた分がふえております。 

○守井委員 病院事業では交付金の何％とか決められた金額の中で繰り出しをやるんだというよ

うな話があるんですけれども、この繰り出しについての基準みたいなのがあるんですか。 

○藤森建設部長 基準というのは下水道の支障移転と同じ考えでここはいただいております。 

○守井委員 先ほどの八木山の清掃管理というのに対してと同じような考え方というのは、どう

いう理由によるんですか。 

○藤森建設部長 下水道と同じなんですけども、配水管に対しては耐用年数が残ってる分に対し

ていただくものと、それから個人がしている給水管に対していただくものと設計に対していただ

くものがあります。給水管は４２件ありました。それの改良分と、それから配水管５０ミリだっ

たのをここは消火栓を５つつけてほしいということだったんで、全部増径しております。その設

計分をいただいております。 

○掛谷委員 １３３ページの１９節負担金補助及び交付金で中山間地域総合整備事業負担金、前

年度は１，５００万円が倍の３，０００万円になっております。この増となってる理由について

お伺いしたいと思います。 

○淵本建設課長 中山間地域総合整備事業になりますのは、備前市内で１１カ所を順次平成２９

年度から３４年度までの予定で改修していく県事業になっております。３１年度は７カ所を予定

しておりまして、その中でも特に金額が多いのが長谷上池の改修工事になっております。こちら

の予算が昨年より大きくふえておりまして、総額で全箇所合わせて２億円になっております。そ

れの１５％ということで３，０００万円の負担金ということで計上させていただいております。 

○守井委員 同じく１３３ページの委託料でハザードマップ作成委託料、先ほども話がありまし

たけども、４池の作成委託料だということなんですが、その他の池の今後の予定のハザードマッ

プというのはどういうふうになっているのか教えていただきたいと思います。 

○淵本建設課長 防災重点ため池につきましては、年次的に全カ所作成する予定となっておりま
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す。 

○守井委員 それでは、今までにため池のハザードマップができているのが何カ所かあるという

ことで認識しててよろしいですか。 

○淵本建設課長 ３０年度は鬼ケ城の上池と下池、それから東奥池、それから城ヶ畑上・下池の

３カ所についてハザードマップを実施しております。 

○守井委員 防災重点ため池は、全部で１０ぐらいあったと思うんですよ。そうしたら、７池は

これで済むという予定ですか、それとも今上池、下池というのがあったから、そんなんも含めた

らあと一つぐらいが残るのかなというような感じなんですが、いかがなんですか。 

○淵本建設課長 防災重点ため池は１５カ所ございまして、残りのは５カ所は３２年度以降で行

う予定としております。 

○守井委員 それで全て終了ということになるんですか。 

○淵本建設課長 はい、終了という形になります。 

○守井委員 それで、作成されたハザードマップについてはどのように公表していくおつもりな

んか、随時していくのか、全部済んでからやるのか、その辺はいかがなんでしょうか。 

○淵本建設課長 随時行う予定としております。 

○守井委員 市民の方々にも公表するなり、あるいはどういう形で公表する予定にしておるんで

すか。枚数、各家庭にお送りできるような形になるんでしょうか。関係のところだけとか、いろ

いろ配布の仕方あるかと思いますけれども、どんなですか。 

○淵本建設課長 関係のあるところになろうかと思います。 

○守井委員 議会には全部出していただけるんですかね。 

○淵本建設課長 はい、出すことは可能だと思います。 

○守井委員 出していただきたいと思いますんですが、いかがですか。 

○淵本建設課長 ３０年度分のほうは３月いっぱいまで作業進めておりまして、成果品としては

まだいただいておりませんので、いただいた後には出せるかと思います。 

○石原委員 １３７ページ、水産業費の中の２目水産業振興費の中で１３節委託料、行事企画運

営委託料１００万円ですが、こちらの中身についてお教えいただければと思います。 

○坂本農政水産課長 頭島レストランのシェフに委託しまして、地域資源を生かした料理を提供

して市の魅力を発信すると。観光や地域振興に寄与するためにやる事業でございます。 

○石原委員 去年、今年度もあったマルシェとか、それとは別個で、もうこのとにかく頭島レス

トランのシェフの方に協力いただいての単独のイベントということで捉えておったらいいんです

か。 

○坂本農政水産課長 頭島レストランは別物なんです。マルシェの開催に参加して食の発信をし

たり、地元で料理教室を行ったり、備前市の食材を使ったレシピを作成して公表するという内容

でございます。 
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○石原委員 時期の見込みというのはもう予定立てされてるんでしょうか。 

○坂本農政水産課長 時期的にはまだ決めておりませんが、早い時期に料理教室ですとか広報等

でお知らせして、できれば年３回ぐらいやっていきたいなという思いでおります。 

○石原委員 それから、１２８、１２９ページの農業総務費の中で、給料並びに職員手当等のと

ころで拝見しますと、今年度より率でいうとかなり増額となっておって、それから１３４、１３

５ページの林業費のところの林業総務費の給料、職員手当等で見れば、こちらは逆に率でいえば

ですけれども半減というか、このあたりはどういうような状況を示しとんでしょうか、どういう

ところで捉えとったらいいんかなあ思うて。農業のほうへ力入れて、林業のほうちょっとあれな

んかなあというような捉えをしたんですけど。わかる範囲でお教えいただければ。 

○坂本農政水産課長 この農業費のほうは、農林水産課のスタッフ全員の給料です。それで、林

業費のほうは、建設課の耕地治山係の１名の給与です。ですから、今の実績に合わせて総務課の

ほうで予算組みをしてくださっとるというふうに解釈しております。 

○石原委員 １３６、１３７ページの林業費なんですけれども、１５節工事請負費の中に単独事

業と県補助事業が計上されておりますけれども、先ほどの農業関係でしたか、単独事業の御説明

ございましたけども、こちらも同様に簡単で結構ですんで事業内容をお教えいただければ。 

○淵本建設課長 単独事業につきましては、水路の改良ということで大滝線と寺山線の２路線、

それから維持補修ということで伊佐線、新田線、宝万坂線等を見込んでおります。それから、県

補助事業のほうにつきましては、これは伊佐線ののり面の改良工事を予定いたしております。 

○守井委員 先ほどの林業総務費のところで一般職の給料が１人になったということなんです

が、平成３０年度は９４４万６，０００円で倍だから２人だったというような感じだったんです

が、これは何か理由があって減ったんですか。 

○淵本建設課長 林業費のほうが今年度から建設課のほうに来ておりまして、建設課のほうと一

緒に予算組みをなされてる関係で林業費のほうでは１人分しか見てないんだろうと思われます。 

○守井委員 いや、昨年は９４４万６，０００円の予算が４８７万４，０００円になっとるとい

うことです。そこの原因は何かということなんです。 

○淵本建設課長 去年は２名でしたが、今年は１人になったということです。 

○青山委員 １３９ページの水産業振興費の海ごみ対策事業委託料なんですけど、昨年が２５３

万２，０００円だったものが今年度は１５０万円ということで理由をお聞かせください。 

○坂本農政水産課長 予算を多目にとっとったんで、なかなか事業量が追いつかないところがご

ざいまして、今回は１５０万円に抑えて事業をやろうかということでございます。もともと委託

してやりますもんで、委託先がなかなかやれないというようなこともございます。そういうのも

ありまして、この３カ所分になるんですけれども、５０万円ずつの３カ所で１５０万円というこ

とで今回上げさせていただきました。 

○青山委員 できないというのと、それから十分足りてるというのはまた違うと思うんです。こ
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れ足りてると判断されていますか。 

○坂本農政水産課長 足りているわけではございません。今回私どもが上げてる予算は、漁港内

の海ごみなんです。大多府漁港、頭島漁港、伊里漁港で、農政水産課はこれを水産業費で上げて

ます。ほかの地区につきましては、日生の支所であったり建設課でまた同じような事業を行いま

すので。私どもはもう３カ所でやるということでございます。 

○青山委員 その際、やっぱりごみが川なんかから流れてくると思うんですけど、そういったよ

うなところ、もう漁港内だけ、流れてきたものだけを対象にするんですか。 

○坂本農政水産課長 はい、漁港内に入ってきた分だけです。 

○青山委員 その下のほうで、負担金補助及び交付金の中で里海・里山ブランド推進事業補助金

というのが、昨年が９７０万円だったのが今年度３７０万円になっていますが、この減額理由に

ついて。 

○坂本農政水産課長 昨年は、ふるさと納税企業版を財源として進めてまいりましたので、それ

なりの予算があったんですけれども、３１年度からは予算がないので、今年度に渚の交番事業と

いうのを行うんですけれども、そっちの財源を求めるそのタイミングで改めて計上したいなとい

うふうに考えております。 

○掛谷委員 １４９ページ、港湾管理費の中の１３委託料、海ごみ対策事業委託料１１０万円

で、今さっきおっしゃられたのとは場所が違って金がこういうふうに出るんかなあと。それはど

ういう考えでこういうふうにな分かれた費目になるのか、やる場所が違うからこういうことです

かね。１３９ページは水産業振興費で出てて、この海ごみは港湾管理費のところで出てると、こ

の１１０万円。この辺のところの考え方をちょっと教えてください。 

○坂本農政水産課長 もともとこの３７ページに歳入がございます。衛生費の関係ですけれど

も、海ごみ地域対策推進事業費補助金というのが２４５万６，０００円あるんですけれども、そ

れぞれの課が担当している管理区域の分は自分たちでやろうということで分けてますので、日生

支所であったり建設課であったり、それぞれ歳出のほうで予算を組んでおります。 

○掛谷委員 ちょっと中身を突っ込んでみるんですけど、委託しました、これって回収し切れん

ぐらいあるもんですか。何日ぐらいでできるんですか。１日、２日。１１０万円のほうは。 

○淵本建設課長 こちらの１１０万円につきましては、建設課分としまして久々井の回収の委託

料として５０万円を見込んでおります。 

○大道日生総合支所長 ただいまの残り６０万円につきましては、寒河港と鴻島港及び鶴島海岸

で日生総合支所が持っております。 

○掛谷委員 新聞紙上でも、こういうごみを取りましたとかというのを見たことがあるんですけ

ど、これは１日ですか。１日じゃこんなに大きい予算はつかんと思うけど、どれぐらいやられる

んですか。わかりますか。 

○坂本農政水産課長 農政水産課分なんですけれども、これ３０年度実績です。作業人員１３５
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人出まして、船舶が５６隻、それからごみの処理費用、処理量にしましたら約６，０００キロで

すね、それぐらいの事業を、このときは２５０万円の予算でやってますけど、これぐらいのボリ

ュームがあるということです。 

○中西委員 １３７ページの林業費の委託料で、橋梁点検業務委託料が６００万円出ています。

これは、どの橋を点検されるんでしょうか。 

○淵本建設課長 こちらは、備前市内の林道にあります４メートル以上の橋梁ということで１６

橋を点検予定としております。 

○中西委員 わかりました。 

 それでは、その下の１９節負担金補助及び交付金のところで有害鳥獣駆除奨励金ですけども、

これは２９年度、３０年度と同じような出金の仕方をして同じようなもらわれ方をするんでしょ

うか。 

○坂本農政水産課長 駆除班の方がとられた鹿、イノシシに対して、それぞれの個人に支払うお

金でございます。昨年と同様の金額を計上しております。 

○中西委員 全く何ら制度上も変わってもいないんだ。 

○坂本農政水産課長 もともとこの奨励金の中には、国の補助金と、県の補助金と市の補助金の

３つが含まれてまして、これがまたころころと制度が変わるんですけれども、昨年同様ことしは

変わらずに市が４，０００円、県が４，０００円、国が７，０００円というような形でと、そう

いった金額になります。 

○中西委員 農林水産業費の水産業費、先ほど委託料の行事企画運営委託料のところで少し御説

明を受けましたけども、頭島レストランはどちらにあるんでしょうか。 

○坂本農政水産課長 旧頭島郵便局のところを借りて、イタリアンのシェフが営業しているとこ

ろです。西ノ谷という場所にございます。 

○中西委員 そこに、どっか個人か団体にお金が出るんですか。委託先というのはどちらになる

んでしょうか。 

○坂本農政水産課長 法人化しておりまして法人に対してお支払いをするようにしております。 

○中西委員 その委託の中身が料理であったり、料理教室であったり、島を代表するような料理

をつくるだとか、そういう中身になってるんですか。 

○坂本農政水産課長 はい、食の発信ということで地元の産物を紹介するようなことをやってま

す。 

○中西委員 １３８ページの漁港建設費、漁港整備県工事負担金が出てますけども、これはどこ

の漁港をどのように整備されるんでしょうか。 

○坂本農政水産課長 県事業で、これは頭島漁港です。東防波堤の機能保全ということでござい

ます。 

○中西委員 同じ１３８ページ、水産業費の負担金補助及び交付金、播磨灘地区水産環境整備事
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業県工事負担金３２０万円、恐らく何年間かにわたってのこういう工事をされるんでしょうけど

も、これは何をしてるんでしょうか。 

○坂本農政水産課長 この県工事につきましては、従前から底質改善ということで、大多府島海

域にカキ殻を施設するというような事業でございます。 

○中西委員 これは、このあたりの水産環境が悪いからよくしていくというようなことでカキ殻

を入れてるんですよね。何のためにこうしてるんでしょう。 

○坂本農政水産課長 底質はやっぱり悪くなってます。ヘドロ化してますので、そういったカキ

殻を施設することで、今までいたような生物が帰ってくるのではないかというようなことで、カ

キ殻の再利用を含めて行っているということでございます。実際にもナマコであるとかシタビラ

メとかというのが帰ってきたというような成果はございます。 

○中西委員 これは何年ぐらいの事業なんでしょうか。 

○坂本農政水産課長 予定は平成２７年度から３２年度までの６年間で行う予定でございます。 

○橋本委員長 後半部分にもう行きますよ。よろしいですか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、歳出のうちの後半部分１３８ページから一番最後の１９１ページまでを対象といた

します。 

○尾川委員 １４１ページ、負担金補助及び交付金で、いつも言わせてもらいよんですけど、岡

山セラミックスセンター運営費補助金が３００万円出とんですけど、要するに補助金出して何を

してもらうかということをいつもなかなか大変な話なんですけど、そのあたりの考えをちょっと

聞かせてください。 

○芳田産業観光課長 いつも尾川委員さんのほうからそういった御指摘もいただきながらうちの

ほうでもいろいろ考えつつ、当然セラミックスセンターにつきましては日本で唯一の公的研究機

関としての役割が大きいものでございます。そうした中で、やはり新しい分野への進出を支援し

ていただくとか、当然人材育成であったり、研究開発の中で粉砕技術であったり焼成技術、また

研磨技術など、こういった技術を活用して他の分野への事業展開ができないかというような研究

もお願いしてるところではございますが、なかなか今セラミックスセンターが行っております測

定や分析で実際には手いっぱいのところがあるというふうなこともお伺いしております。うちと

いたしましても、そういった支援をしながら、このセンターを活用して新しい人材育成であった

り新しい産業が生まれることを支援していきたいとは考えております。 

○尾川委員 そりゃ向こうも事務局もあるし所長の考えもあるし、いろいろ所長もかわってか

ら、またその運営のやり方というの変わってくると思うんですが、備前市としたら何をしてもら

いたいかということを明確にしてもらいたいと。そのために、ただ監査行って判こ打ってくるだ

けじゃなしに、適当な間隔で情報交換していろんな、非常に新技術というたって、そりゃ各社競

争ですから、そう簡単に、情報共有するというのは難しいところあるんですけど、何かセンター
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としていろいろ動きをしたいというのもあると思うんですよ。ですから、それを備前市とした

ら、例えば一般質問でもしましたけど、岡山県立大学のデザイン科と連携してあるもんを考える

とか、そんなことを私がどうこう言うよりも、担当窓口の人が向こうの事務局との連携でもって

もっと活用してもらいたいというのがこっちの願いで、昔は８００万円ほど出よったのが１００

万円になって３００万円になって、銭金じゃないんですけど、やはり備前市としたらこれから何

で重視していくんならという、耐火物でもいろんなことがあると思うんで、そのあたりの協議組

織というんか、そんなものについての取り組みを考えたらどうですかという話をしょうるわけで

して、その辺のお考えをお伺いしたいんですけど。 

○平田産業部長 このセラミックスセンターの運営というのは、かなり高度な専門的な技術を要

するものでございまして、じゃあそれをどう活用すればいいのかというと、我々ではなかなかす

ぐ知恵が出てこないといった部分もあろうかと思います。尾川委員がおっしゃられますように、

ほかとの関連との連携といいますか、そうしたことをしっかり考えていけばいいのかなというふ

うに思います。大学関係でありますとか、県、それからまた商工会議所などと情報交換等をしっ

かりやって、どういった形の方向で取り組んでいただくのがいいのか、しっかり研究していきた

いというふうに思います。 

○尾川委員 ぜひね、技術的にはなかなか本当に市役所の人がわからん言うたら悪いですけど、

そりゃ所長あたりだって新日鐵おったような人間ですからね、技術的にはそりゃレベル高いと思

うんですけど、やはり素人は素人なりのいろんなこういう悩みがあると、備前市としたらこうい

うことを、例えば備前焼との間を橋渡ししたり、そんなことをやって何とか水産とか農業とか試

験場とか、ああいうなんと同じような捉え方でうまく活用する必要があると思うんです。県の金

もちっとは出とんじゃろうと思うんですけど、そんなことをちょっとこの３００万円で、余り言

ようるとあれかもわからんですけど、取り組みを期待しとんですけどな。 

○平田産業部長 ありがとうございます。我々なりにしっかり考えてみたいと思います。 

○掛谷委員 同じところで４つ下の企業誘致奨励金が２，２４０万円ほどと、昨年は２００万円

ということで、今回平成３１年度は２，０００万円が増になっております。どういったところに

それを適用されるのか。何件を予定してるとか、どういう企業の誘致ができてくるんか、言える

範囲で結構ですので詳細を教えてください。 

○芳田産業観光課長 昨年につきましては、株式会社ノブハラさんと東海シープロさんのほうに

奨励金のほう出させていただきました。３１年度につきましては、新たに株式会社桂スチールさ

んと大東化成工業さん、こちらのほうの工場ができておりますので、そちらのほうへ奨励金を支

給していくということでございます。 

○掛谷委員 その２件なんですけど、補助金そのものの内訳はどっちがどうなっとんですか。ど

ういうふうな決まりでそういうふうに金額が決まるか。 

○芳田産業観光課長 内訳としましては、当然投資した金額の中の固定資産税についての４％
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で、土地につきましては１．３％で計算しております。ただし、桂スチールと大東化成工業さん

については、正式な申請のほうが３１年度に行われるということなので、概算でしかうちのほう

ではまだしておりません。ですから、今現在投資額で桂スチールについては７億８，０００万円

程度、大東化成工業さんにつきましては１７億円程度の投資がございますので、そこから逆算し

て今の予算を計上しております。 

○掛谷委員 桂さんはわかりますけど、この大東化成というのは、どこの方面の会社ですか。香

登ですか。 

○芳田産業観光課長 本社自体は大阪でございますが、工場につきましては伊里中の山田原とい

う地区にございます。委員さんが恐らく思われてる、日東化成さんというのは香登にはございま

すが。 

○掛谷委員 それとは違うん。 

○芳田産業観光課長 はい、それとは異なっております。伊里中です。 

○守井委員 それぞれどちらへ工場を造成しようとされておるんですか、場所がわかりますか。 

○芳田産業観光課長 桂スチールさんにつきましては、吉永の工場の隣に新設しております。大

東化成さんにつきましても、敷地内にもう一棟新たに建設いたしております。 

○中西委員 １４０ページ、観光費の需用費なんですが、ここが昨年度から見ると大体２５０万

円ぐらいふえてる。そのふえてる内訳は、印刷製本費のところと修繕料というところですので、

印刷製本費と修繕料のところでその理由を教えていただけたらと思います。 

○金藤吉永総合支所長 まず、需用費の修繕料でございますが、こちら八塔寺のふるさと館の合

併浄化槽の水中ブロアが故障しました。幸いに１号、２号ということで２基ありまして交互運転

しょうりましたが、１基が壊れたということで、その取りかえを上げさせていただいておりま

す。 

○芳田産業観光課長 観光費の中の印刷製本費でございますが、市の観光パンフレットのＷＡＢ

Ｉ ＳＡＢＩ ＴＡＢＩということで６カ国語でつくってるパンフレットがございます。これが

もう在庫がなくなったということで、今回４カ国語を３，０００部ずつ印刷したいということ

で、約１８０万円程度の増額になっております。 

○中西委員 以前は６カ国語だったのが今回は４カ国語に少なくなるんですか。 

○芳田産業観光課長 実は、中国語と日本語版はまだ少し残っておりまして、今回が英語と台湾

と韓国とフランス語ということになっております。 

○掛谷委員 同じく１４１ページの旅費、普通旅費が１１４万７，０００円という額が、これ安

いようでも高いと思うんです。ただ、ここでは観光関係の旅費になると、職員さんなんかが行か

れると思うんですよ。じゃあ、平成３１年度はどういうのを予定されてるかをちょっとお聞きし

たいと思います。 

○芳田産業観光課長 旅費につきましては、観光推進でいきますとツーリズムＥＸＰＯといいま
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して大阪のほうでキャンペーンをするものであったり、岡山県でも観光キャンペーンで大阪、こ

れが大阪だけでも５回ほど、近畿おかやま県人会でのＰＲも含めましてございます。あわせまし

て教育旅行の誘致活動ということで、名古屋、京都方面へ出張がございます。あとは東海県人

会、名古屋のほうと東京県人会のほうでＰＲ活動をする予定になっております。あわせまして観

光推進につきましては、約６２万２，０００円の旅費になっております。あわせてこの予算の中

には、備前焼振興費ということで六古窯の幹事会とか連絡会がございまして、京都の日帰りであ

ったり、今回文化庁のヒアリングに東京に行くとか、日本遺産サミットで高知でございます、そ

ういったところへの出張を予定しております。 

○掛谷委員 そういう意味じゃなくて、ちょっと詳しいことを聞けば、課長さんとか職員の皆さ

んお一人で行くというのは少ないんでしょうね。二、三人で行くケースが多いんですか、いろい

ろなんでしょうけどもね、どんなぐあいですか。 

○芳田産業観光課長 教育旅行等の誘致活動につきましては、県内の市町村が固まって行きます

ので、そういった場合は担当者１人で行くケースが多くございます。また、それぞれのエリアで

ある県人会につきましても、ＰＲする部署がまたがれば、うちのほうからは１名で参加というこ

とがあります。それ以外の出張につきましては、２名ないし３名でどうしても出席するようなこ

とになっております。 

○星野委員 １４２、１４３ページ、観光費の役務費の広告料１１０万８，０００円、こちらに

今年度モンベルフレンド登録料として９０万８，０００円がたしか入っていたと思いますが、来

年度も加入する予定なんでしょうか。 

○芳田産業観光課長 モンベルのフレンドエリアの広告料として９０万７，２００円を計上させ

ていただいており、引き続きやっていきたいと思っております。 

○星野委員 一般質問等でＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴをモンベルと共催予定ということで言わ

れていたと思うんですが、これ当初予算の参考資料にはちょっと予算的にどこに含まれているの

かわからないんで、どこに含まれているのかと具体的な事業の内容をお教えください。 

○芳田産業観光課長 御指摘の予算につきましては、１４３ページの負担金補助及び交付金の中

の一番下の観光推進事業補助金の４５０万円のうち２５０万円がＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴの

費用になっております。事業内容といたしましては、久々井のグラウンドのところからシーカヤ

ックで頭島まで行きます。その頭島から閑谷学校を経由いたしまして広域農道を通過して伊部に

入ってきて、最終自転車でリフレセンターまで行きます。そこで自転車をおりまして、今度は不

老川の上をずっと歩いていって大滝山の山を登っていってゴールという形のコースでイベントを

開催する予定になっております。募集の人員につきましては、約３００組ということで募集をか

けたいというふうに考えております。一応このＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴにつきましては９月

２１、２２日ら辺で予定を考えておりますが、２１日は講演会等を実施し、先ほどのシーカヤッ

クとかのイベントは日曜日になろうかと思っております。 
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○守井委員 １４１ページ、１９節負担金補助及び交付金、備前商工会議所補助金と商工会補助

金ということで要望書なんかも出てきて、金額が昨年に比べて変わっておるようですけれども、

これの支払いといいますか基本的に補助金なので、ある一定額以上の事業をやることに対しての

同じ金額での補助金かなあということも考えられますけれども、昨年に比べて増額になっている

というようなことで、補助の対象をどのように考えて補助金がなっておられるでしょうか 

○芳田産業観光課長 基本的な考えでいきますと、商工会議所につきましては事業目的といたし

ましては産業活性化基盤の整備拡充、商工業の振興事業等々を行い、地域の活性化を図る事業に

充てますが、補助金の算出根拠といたしましては、県の補助の３分の１ということで商工会議所

のほうからこちらのほうへ要望が来ておりまして、その要望額の満額を今回は計上させていただ

いております。あわせて今回商店街のにぎわい創出事業ということで、片上商店街でのまちなか

ゼミナールを開催したいということで、そちらの事業へのイベントを５０万円増額で計上させて

いただいております。商工会につきましても、商工会議所と基本的には一緒でございまして、県

の補助の３分の１ということで満額今回は計上させていただいてるという状況でございます。 

○川崎委員 １４１ページ、サテライトオフィス等誘致事業補助金１，０００万円、何か頭島で

やるじゃやらんじゃというて１年前から言よんですけど、１，０００万円も組んで具体的なとこ

ろが来るように決まっとんでしょうか。それとも単なる予算確保、それともどっか小学校跡地を

事務所らしい改造する費用なのか、ちょっと具体的にお願いします。 

○芳田産業観光課長 今回のサテライトオフィスの誘致事業につきましては、補正予算でもお話

しさせていただいたサンヨーホームズさんのが３０年度実施できておらず、再度この３１年度で

計上させていただいております。頭島についても、担当のほうで誘致活動はしておりますが、ま

だ詳細に補助金をいただくところまでの話がなかなか煮詰まってない状況ではあります。 

○川崎委員 そしたら、この１，０００万円というのは、ヘルスパの２階の食堂じゃったかな、

忘れましたけど、そこを事務所に改造するということですか、決まれば。 

○芳田産業観光課長 事業計画が決まれば、そういったことになろうかと思います。 

○川崎委員 ある意味でいいことなんですけどね、こういう誘致合戦の場合に補助を出していく

というのは何か基準あるのか、それとももう相手の言いなりで公共施設があいておれば改造して

入っていただいて家賃をいただくという形になるんですか。ちょっとその辺もう少し詳しく。 

○芳田産業観光課長 サテライトオフィスの補助事業につきましては、公共施設のあいていると

ころであったり、公民館であったり、空き家でも何でも結構でございます。サテライトオフィス

にするための工事費の４分の３を補助するということで、県のほうの歳入でもございましたが、

５００万円をいただいてるという事業でございます。ですから基準としては、備品購入費と工事

費に出るということでございます。 

○川崎委員 結構金かけるんですけど、家賃なんかどんなんなんですか、無料なんですか。 

○芳田産業観光課長 既に１軒、頭島で空き家をサテライトオフィスにしてますが、それはもう
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購入をされてしてますので家賃とかは発生しておりません。公共施設についても家賃をもらう部

分と購入していただける部分、例えば南小学校を購入してサテライトオフィスにされるケースも

出てくると思いますので、それはもうまちまちだというふうに思っております。 

○星野委員 １４３ページの負担金補助及び交付金で、今年度ここに岡山県アンテナショップ負

担金が６万円含まれていたんですが、来年度ここに計上されていない理由をお教えください。 

○芳田産業観光課長 本年度の当初予算を組むときに、岡山県のほうから今回３１年度からアン

テナショップの負担金をいただかないということで無料で置かせていただけるということで予算

のほうを減額させていただいております。 

○掛谷委員 何点か。まず、１４３ページの１５節工事請負費で観光施設整備工事１００万円、

これが何なんでしょうかというのが１つ。それから、１９節負担金及び交付金、観光協会補助金

が前年度は９００万円、今回は１，２００万円ということで３００万円増額されております。そ

の２つを教えてください。 

○芳田産業観光課長 工事請負費につきましては、観光施設整備工事ということで伝統産業会館

のトイレの洋式化を計上させていただいております。負担金補助及び交付金の観光協会補助金の

増額についてでございますが、観光協会のほうが実は伝統産業会館の１階の部分へ本部といいま

すか観光協会自体を移して、備前市全体の観光振興にということで、そちらのほうに動く今協議

をしている中で、どうしても人員が足りないという中で補助で観光協会の職員の方を１人ふやす

ということで予算を上げさせていただいております。 

○掛谷委員 今の観光協会補助金、１名の人件費という理解でいいんかと思ってます。それで私

ちょっと気になるのは、観光協会というのはしっかりしとりまして、備前市よりも観光協会のほ

うがしっかり計画を立ててるというのを聞いております。失礼な言い方でごめんなさい。そうい

う意味で、観光協会の平成３１年度の計画書というのはあるんですか。それがもうできているん

ですか。できておれば、それはちょっと見せていただくことは可能でしょうか。 

○芳田産業観光課長 ３１年度の事業については恐らく年度明けて総会があって、そこでお示し

されるんじゃないかなということで、まだ計画案の段階だと思いますので、ちょっとうちのほう

でもお出しできることができないのかなと。 

○掛谷委員 入手できたら、それは総務産業委員会等で公表できるんですか。 

○芳田産業観光課長 当然ながら総会済み次第、できましたらうちのほうでお出しさせていただ

きたいと思います。 

○掛谷委員 できましたら、平成３０年度の分とあわせて２つ出していただければ。決算が出て

おりますよね。 

○芳田産業観光課長 当然３０年度３月末まで事業を行いますので、決算と新年度事業計画とい

うことで同じタイミングで出てこようかと思いますので、あわせてお出しします。 

○橋本委員長 ほいじゃ、入手できたらその資料を総務産業委員会に提出してください。 
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○守井委員 先ほどの観光協会補助金の中で、説明書の中に備前観光情報センターの移設、運営

移行に伴うというようなお話が書いておりますが、先ほどちょっとお話が出ましたけれども、こ

の備前観光情報センターが今どこにあって、伝産会館のほうへ移るんだという。どういう状況で

どのようになるのか、もう少し説明していただけますか。 

○芳田産業観光課長 現在は、日生駅のすぐ横の１階部分でサンバースが運営をいたしておりま

す。それが今度伊部駅の、今ＩＣＯＣＡ導入であちらのほうの１階部分が物産とか販売をいたし

ておりますが、そこの部分を何とか活用して、本体自体を伊部の町の中へ持ってこれないかとい

うことで観光情報センター自体を移して、日生は支所といいますか出張所といいますか日生分室

といいますか、そういった形で残していきたいというふうに今考えているところでございます。 

○守井委員 それで、観光協会に対する補助金が２８年度から随時増額になって、２９年度が５

００万円、３０年度が９００万円というような形になっておるんですが、補助金を昨年並みの９

００万円なら９００万円でも結構なんですが、１，２００万円のうち９００万円が今までの活動

費というような形になるんだと思うんですけれども、その補助金の支払いといいますか補助の対

象項目といいますか、支払いに対する概要の考え方はどのようになってるかをお聞きします。 

○芳田産業観光課長 この事業でいきますと、人件費にほぼ当たっているという状況です。 

○守井委員 人件費といいますと例えばどういう事業に対しての何ぼの補助とか、そういう考え

方はなくて、申請のあった人件費に対して補助しておるという考え方になっておるということで

すか。 

○芳田産業観光課長 当然申請に対して全額ではございませんが、例えば平成２９年度ですと、

事務の事務長含めほかの方皆パートで、なおかつ観光情報センターの開所時間も１０時から４時

までとかという形で、それを今度３０年度には増額して、朝の９時から１７時までに延長するの

と合わせまして、やはりパートの方ばかりでは今後観光協会の事業のほうも人材育成も含めまし

て続いていかないという中でお一方を正規に月額で雇っていただくような職員をふやしていただ

いております。それとあわせまして３１年度につきましては、観光情報センターの移設というこ

とで事務局長のほうもかなり高齢になってきたということで、新たにやはり正規の職員の方を雇

って組織強化を図りたいというところで今回増額させていただいております。 

○守井委員 その観光情報センターを伊部のほうへ移転させるというような話の中で、やっぱし

市役所も新庁舎が新しくできるというような状況があるわけですから、一緒にやっぱし入って協

働で事業、いろんなことがやれるようなことを考えるべきだったら、新しい庁舎へ一緒に入ると

いうようなことは考えられなかったんかなあというように思うんですけど、その点はいかがです

か。 

○芳田産業観光課長 うちのほうでは庁舎の中への一緒にというのは検討いたしておりませんで

した。そうした中、備前焼も日本遺産に認定されたということで、伊部が観光の拠点、中心にな

るであろうというところでぜひ観光協会もそちらへということで今協議を進めている状況でござ
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います。 

○守井委員 やっぱしいろんな団体が１カ所へ集まっていろいろな情報を交換しながら発展させ

ていかなけりゃいけないんじゃないんかなというような感じで思うわけなんで、それはやっぱし

一度検討すべきじゃないんかなというように思います。できるかどうかは別にして、ぜひ検討し

ていただいて、観光振興の計画なりもやっていかなくちゃならない時代が来るわけなんで、一体

でやるべきだというふうに思います。それで、２カ所で事務所をやるというようなことになりま

したら、やはり必要以上の経費がかかってくるだろうと思うんで、その辺もあわせてよく検討す

べきじゃないか思いますけれども、いかがでしょうか。 

○芳田産業観光課長 ぜひそういったことも考えながらいろいろ検討して、各種団体とも、伊部

につきましては当然陶友会とかボランティア協会等々の連携もございますので、実際にどこに置

くのがいいのか含めて今検討中でございますので、意見としてそちらのほうへも投げかけてみた

いというふうに思います。 

○守井委員 同じ１４３ページ、伊部駅南ふるさと交流センター指定管理料というのが半額にな

っておるようなんですけれども、人員が半分になったのかなと思うんですけど、いかがでしょう

か。 

○芳田産業観光課長 こちらは、伊部南ふるさと交流センターの一部にＪＲの切符販売もあわせ

て実施しておりました。それがもう人員を配置しなくていいということで、建物の管理とトイレ

等の清掃管理で半額にさせていただいております。 

○守井委員 ＩＣＯＣＡができた関係で必要ないということになったんでしょうかね。 

○芳田産業観光課長 そのとおりでございます。 

○森本委員 その上のデザイン業務委託料の内容を説明してください。 

○芳田産業観光課長 これにつきましては、映画「ハルカの陶」の看板をつくっていただきまし

て、観光客誘致でそういった看板の横で写真を撮っていただけるような、そういった看板ができ

ないかなということでデザイン業務委託料で計上させていただいております。 

○森本委員 枚数は１枚分ですか。 

○芳田産業観光課長 できれば２枚くらいつくりたいということで３０万円の２カ所ということ

でございます。 

○森本委員 設置場所を教えてください。 

○芳田産業観光課長 今考えておるのは、伝統産業会館、駅のところへ１カ所と町なかに１カ所

を検討しております。 

○川崎委員 先ほど観光協会が移るということで支所になるということなんでね、ぜひ費用の削

減の面からも私は特に日生はカキオコなんかで料理飲食組合と旅館組合ね、ここらがやっぱり維

持管理なり情報、宣伝、基本的にはもう飲食店が中心じゃないんか、プラス一杯飲めば当然旅館

組合も必要になるんでね、そこらとタイアップして、民間で活力出したほうがいいところはどん
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どんそういうふうにお願いしたほうが、観光協会というたら何か漠然としてね、何か看板だけつ

くっときゃええし、何か宣伝をラインかなんかでしてインターネットで流しゃええというふうな

イメージも強いんで、もう少し地域地域に合った実践的というんか行動的な事務所として観光業

が発展するように、少し工夫していただけたらということを要望しておきます。 

 それからもう一つ、今森本さんが言われた２カ所ということで、特に伊部駅に気になりよんの

はね、備前焼が旧備前市の古い何かたしか看板か何かじゃ思うんです。私いつもあそこで充電す

るんでね、充電器の東隣に何か備前焼の看板か何かあるんです。あれ一貫して旧備前を意地でも

残すんだという看板かなあ思うて。合併から十四、五年たちよんのにね、やっぱり日生なり吉永

が入った、日生、吉永、何も観光するところない言われりゃそうなんでしょうけど、やっぱり備

前市全体は、新備前市はこうなってて、こういうところにこういうものがあるということは少

し、今回２カ所なんだけれども、何も３０で割らなくても、少し駅前、最もやっぱり、伊部駅私

は何となく一番一年通じたら観光客がよく出よんじゃないんかなと。日生駅は、集中的にはカキ

オコがあるんでしょうけど。そういうことを考えると、やっぱり立派な看板はあそこを中心にや

るべきではないかなというふうな考え方持ってますんで、少し工夫なり検討してみていただけた

らと思います。いかがでしょうか。 

○芳田産業観光課長 ぜひ実物も見ながら検討したいと思います。 

○尾川委員 １４３ページ、負担金補助及び交付金、観光ボランティアガイド協会補助金１００

万円、これについてちょっと詳しく教えてもらえますか。メンバー、今全員は何人おられるんか

ということと、年間のどの程度活動しておるんかと。観光協会との関連はどうかというその点ち

ょっとお伺いします。 

○芳田産業観光課長 ボランティアガイド協会についてでございますが、平成３０年４月現在で

４３名の方が登録していただいております。活動内容につきましては、出動回数が平成３０年度

現在では２５８回で、約６，９８３人の方にガイドをしていただいてるような状況でございま

す。 

○尾川委員 どこともね、高齢化が進んでから運営も大変だろうと思うんですけど、そのあたり

の何か市としてこの対応というのはどんなお考えなんですかね。 

○芳田産業観光課長 委員さんおっしゃられるとおり、皆さんもう定年されて高齢者の方がほぼ

占めております。そうした中で、いろんな観光地を見ますと、高校生のボランティアを頼んだり

とか大学生にとか、インバウンドでいくと英語のしゃべれる方というのがございますので、今後

そういったところも含めて勉強して、ぜひ充実ができればというふうに考えております。 

○尾川委員 私もそこら辺を提案したかったんですよ。高校生とかなかなか時間もないし、いろ

いろ大学生にしても、じゃあ地元の人がしてくれるんかというようなことあると思うんですけ

ど、今のガイドが悪いという意味じゃないんですけど、少し視点を変えたらまた交流人口もふえ

てくるし、そういった面で、あんたが直接今しょんかどうかわからんのですけど、その辺を運営
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していくというか、将来にわたっての準備してもらいたいと思うんですが。 

○芳田産業観光課長 御意見ありがとうございます。本当にもう委員おっしゃられるとおりで、

今後も続けていくためにはそういった若い人も含めて、うちのほうも地元で言うと緑陽高校がご

ざいますので、そういったところへぜひ投げかけていきたいというふうに思います。ありがとう

ございます。 

○掛谷委員 同じく負担金補助及び交付金で、無料公衆無線ＬＡＮ整備事業補助金１５万円、昨

年も一緒なんですけど、多分順次やっていくんかなと思ってます。１つ、平成３１年度はどこを

やられるんか、あわせて過去どの辺、何カ所やっておるのか報告をお願いします。 

○芳田産業観光課長 この制度につきましては、観光の施設について独自にそれぞれの施設でや

っていただくために座でうちのほうが予算を持っているものでございます。ですから、今年度に

ついてはどことどこというふうなことは決まってございません。そうした中で、平成２９年度か

ら実施しておりますが、平成２９年度につきましては２９件の設置がございました。そのうち１

５件ぐらいが備前焼の作家さんを中心とした設置で、それ以外でいきますと道の駅のしおじであ

ったり五味の市、伊里漁協さんであったり、日生で言いますと鹿久居荘さん、つり幸さんなんか

の民宿ということで２９件補助しております。３０年度につきましては、実は予算としては一件

だけで、頭島のグラウンドゴルフ場のところへ１設置補助を出しております。現状としては以上

でございます。 

○掛谷委員 平成３１年度は決まってないというのは、どういう意味かよくわからないのが、設

置してください、市のほうがどこそこにしたいんだというときに、その人がオーケーをしないと

できないという意味なのか、公共施設であれば市がやればできるはずなんですが、それが決まっ

てない、それで１５万円というのも少ないなと思うんですけど、決まってないからそれだけのも

んかわかりませんけど、どういう考え方でこれを進めようとしてるんか。平成２９年度は物すご

い進んでるんですけども、どうなんでしょうかね、そのあたりの考え方。 

○芳田産業観光課長 この制度につきましては、官民問わず施設にそういったのを設置したいと

いう要望があれば、設置費の２分の１、上限で５万円補助するというものでございます。公共施

設につきましては、それぞれの部門に予算計上してしていただくというので、この補助対象外だ

というふうに考えております。 

○掛谷委員 民間であれば２分の１は要るということなんですが、例えばある旅館がやりたいと

なれば、１カ所どれぐらいお金が要るんですか。１０万円なんですか。 

○芳田産業観光課長 一番高額でかかって１０万円かなと。光ケーブルを引っ張ってインターネ

ットのプロバイダー契約等々、Ｗｉ－Ｆｉの機器を購入して設置していただくということですの

で、最高で１０万円の２分の１で５万円あれば十分足りるのかなという中で、今機器もかなり安

くなっておりまして、補助によっては２万円程度で済んでる状況でございます。 

○掛谷委員 ちょっとしつこいようなんですけど、それはこれが通ったらそういうＰＲ、啓蒙啓
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発をして、そういう民間は募っていかれるんだと思いますね。それが１つ。もう一つは、官はど

っかへつけるということは、これは備前市としては別なんでしょうか。それは備前市としてどこ

へつけるとかというのはこれではないと思ったりするんですけど、じゃあそれは一体どういう考

えでどこにそういうの計上されていくんかなというのがちょっと思うんですけど。 

例えば市民センターなんかはあるんかなあ、リフレセンターなんかはあるんかなあとか、そ

ういうところはどうなんだろうかなあと。 

○芳田産業観光課長 リフレセンターはうちの産業観光課が管理してますので予算で設置いたし

ております。市民センターについては、当然市民センターのほうで設置をお願いすると、あくま

でこの補助は民間の施設ということでしておりますので、施設ごとで予算計上していただいて、

当然利用客の方の利便性も含めた設置を考えていただくようになろうかと思っております。 

○掛谷委員 最後にしますけど、結局外人さんがよく言われるらしいんですよ。Ｗｉ－Ｆｉがつ

ながらんということで、備前焼のあの町で無料の無線ＬＡＮ、いわゆる公共施設の無線ＬＡＮを

設置できるというのはなかなかないわけです、実際ね。西休憩所あたりと伊部駅あたりしかない

んで、備前焼の作家さん、窯元、あのあたりでつけたいということでつけるという話なんですけ

ども、公共施設はもうこれ別なんですよ。だから、しっかりとそういう観光に来られるところに

ＰＲして、民間につけていただくということをＰＲをやっぱししっかりして、お金が要るんだか

ら。そうしないと外国人等は何だというふうなこともよく聞くんですよ。それから、閑谷学校あ

たり、これは官なんでしょうからついてるんかなあ。ついてなければ、つける方向でいかなきゃ

いけないんで。要は観光で来られてる人が結構これを言うんですよ。そこの手当てができてます

かということを言いたい。官であれ民であれ。ここは民の話なんですけど。 

○芳田産業観光課長 ２９年度から実施している制度でございまして、ホームページ含めて当然

ＰＲはしていっております。それとあわせまして観光協会の会員さんのほうへもこういった制度

がありますのでぜひ設置してくださいということでＰＲ活動はしております。先ほどのお話の中

で、閑谷学校であれば県の施設でございますので、そちらのほうで当然設置していただく、この

制度とはちょっと違うという中で、うちのほうも当然インバウンド対策ということであれば…

…。 

○橋本委員長 ついとんかどうかということの質問です。 

○芳田産業観光課長 閑谷学校は外についております。 

○守井委員 １４３ページ、負担金補助及び交付金の六古窯日本遺産活用協議会負担金というの

が２５０万円ということになっておるんですけども、歳入のほうで結構大きなお金が清算金とし

て入っておるんですけども、これ同じ項目で負担金としての支払いで４００万円が３０年度とい

うようなことで２５０万円減額になっております。その減額の理由と、あわせて歳入のほうのな

ぜ清算金が戻ってくるかというあたりの説明をお願いしたいと思います。 

○芳田産業観光課長 減額理由につきましては、これが日本遺産の活用協議会の中で国から補助



- 51 - 

をいただく事業でありまして、この３１年度が３年目ということで毎年補助が減額されておりま

す。その事業に対する６市町の負担金の持ち分がこれだけになるということで、本年度は１，４

００万円程度の事業になろうかと思いますので、減額いたしております。返ってくるお金につき

ましては、まずは当然補助が確定して、国から補助いただけるのは年度末ということで、まずは

各市町で持ち出して協議会のほうへお金を負担して、その後精算という形になっているからでご

ざいます。 

○守井委員 今のお話の中で、国の補助金がだんだん減額になっておるというようなお話なんで

すが、それに伴って事業が少なくなっておるというようなことで理解しとっていいんですか。 

○芳田産業観光課長 はい、事業規模は縮小されております。 

○守井委員 どういう理由で国が減額になってくるのかわからないんですけども、やっぱし日本

遺産活用の事業ってのは、六古窯の関係市町でその業務自体を進行していかなければならないん

じゃないかなというふうな感じで思うんですけども、その点に関してはいかがなんですか。 

○芳田産業観光課長 委員おっしゃられるとおりで、今年度につきましては国の補助を使って事

業を考えていたということで、３２年度以降は当然各市町の持ち出しということになりますの

で、そういった継続も含めた事業計画をしていきたいというふうに思います。 

○橋本委員長 もう、歳入最後までいいですよ。 

○青山委員 １５３ページの公園費、１３節委託料、遊具安全点検委託料というのと遊具点検委

託料があるんですけど、この違いと内容を。 

○大森都市住宅課長 上の遊具安全点検委託料ですが、こちらのほうは茶臼山の遊具の点検を予

定しております。今まで職員のほうで点検をしておりましたが、業者のほうに見てもらいまし

て、修繕等を検討していきたいというふうに考えておりまして、今回上げさせていただいており

ます。 

○大道日生総合支所長 遊具点検委託料の１５万４，０００円は日生地区の公園にある遊具の点

検でございます。 

○青山委員 特に遊具安全点検委託料、茶臼山のほう１万１，０００円ということなんですけ

ど、業者に頼んでこれでやっていただけるんですか。十分な点検になるんでしょうか。 

○大森都市住宅課長 遊具の点検につきましては、これ単独ではなくて、今までやっています児

童公園、それから保育園、幼稚園等の遊具点検にあわせてこちらのほうも見ていただくというこ

とで安くしていただいてるということでございます。 

○青山委員 プラスになったと、プラスの料金が１万１，０００円ということでよろしいんです

か。 

○大森都市住宅課長 委員の御指摘のほうは、何年かに一度ということの御質問であれば、今ま

では職員で対応していたということで今回上げさせていただいております。 

○橋本委員長 大森課長、今青山委員が尋ねたのは、この１万１，０００円だけここで計上され
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てあるが、その他の箇所の部分は違うんですねと、どっか違うところで上がってるんですかとい

う質問なんですよ。それに対して答弁願います。ここは茶臼山だけのことをうたってるんでし

ょ。 

○大森都市住宅課長 はい、茶臼山だけでございます。 

○橋本委員長 だけでしょ。その他の分はどっか違うところで上がってるということでよろしい

んですね。 

○大森都市住宅課長 はい、そのとおりでございます。 

○橋本委員長 違う場所に上がってるそうです。それを聞きますか、違う場所というのを。 

○大森都市住宅課長 そこがちょっと担当がわからんのんで。 

○橋本委員長 担当が違うというのは、ここの担当じゃないという。教育委員会の関係だそう

で、この今の所管しとる部分は違うそうですので、把握しとらんということのようです。よろし

いか。 

○青山委員 了解しました。 

○尾川委員 六古窯の関係で、総事業費というのはどのくらいで、今平成３２年はもう各市持ち

出しで補助がないというふうな説明があったんですけど、そのあたりの総事業費と備前市の持ち

分と今後についてちょっと教えてください。 

○芳田産業観光課長 ３１年につきましては、約１，４００万円の総事業費になっております。

今後につきましては、今年度で補助金が終了ということで、まだ３１年度の後半でこの協議会に

ついての補助を幾らぐらいにして、どういった事業をしようかという計画になっていこうと思い

ますので、今のところは３２年以降については、まだ白紙という状況になっているのが現状でご

ざいます。 

○尾川委員 １，４００万円は均等という、六古窯ですから６つの市と町の負担は一緒なんです

か。 

○芳田産業観光課長 はい、負担額は全て一緒でございます。 

○掛谷委員 １４５ページ、備品購入費、公用車が１４５万４，０００円、これはどんな車を買

おうとしてるのか。 

○淵本建設課長 軽自動車の後ろの荷台がオープンになったタイプのものを、一台購入予定とし

ております。人間が４人乗れて、後ろをカットしたものです。 

○掛谷委員 関連ですけど、ここで言う道路橋梁総務費ですから、土木関係の方が使われると。

総務になるんかわからんけど、最近公用車買った台数というのはわかるかな。 

○橋本委員長 わからないということです。 

○掛谷委員 そのタイプの車というのは、仕事で便利がいいというか、そのタイプは余りないで

しょ。初めてかな。 

○淵本建設課長 余りないと思います。建設課のほうで使用する予定になってるんですけども、
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アスファルトの合材等を乗せる関係でかなりにおいがきついものですから、それで荷台がオープ

ンになったタイプをということで今回上げさせていただいてます。 

○掛谷委員 こういうものは、一台あったらもういいということですね。 

○淵本建設課長 あくまで１台廃車になったものに対しての代替えということでして、増になる

ものではありません。 

○青山委員 先ほどの１５３ページの公園費のところへ戻るんですが、委託料のところで公園管

理等委託料が昨年５０万円だったのが来年度は６０２万５，０００円になってるんですが、この

増額の中に安全点検等も含まれてるんかなというふうに思っていたんですが、内容を教えてくだ

さい。 

○大道日生総合支所長 この６０２万５，０００円のうち頭島グラウンドゴルフ場の芝生メンテ

ナンス業務ということで４３２万円入っております。 

○青山委員 ということは、この中には先ほどの遊具点検とかという部分は入ってないというこ

とですね。 

○橋本委員長 いや、青山委員、日生の分は１５万４，０００円の中に入っとんですよ、日生の

わんぱく丸公園は。それから、１万１，０００円は茶臼山。だから、この６０２万５，０００円

のじゃあ内訳を言うたってください。４３２万円が頭島のグラウンドゴルフ場、それ以外はどこ

ですか。６０２万５，０００円、公園管理等委託料。 

○大森都市住宅課長 公園管理委託料で、茶臼山公園の委託料が入っております。 

○橋本委員長 それが２００万円弱。 

○大森都市住宅課長 本年度は１７０万５，０００円でございます。 

○橋本委員長 合計したらこれになるということです。 

ほかにございませんか。 

○田口副委員長 １４１ページ、商工関係出たんですけど、１９節負担金補助及び交付金の地域

振興活性化事業補助金と商業振興対策事業補助金という、これちょっと詳しく具体的にどういう

ものか。 

○芳田産業観光課長 地域振興活性化事業補助金の２２０万円につきましては、１２０万円が八

塔寺ふるさと村の春まつりと三國の紅葉祭りの予算を１２０万円計上いたしております。もうプ

ラス１００万円で片上のひなめぐりへの補助とその他新規事業用に３０万円の予算を計上させて

いただいております。 

 その下の商業振興対策事業補助金につきましては、商店街等の空き店舗や新規創業者、３１年

度から考えております商店リフォームの工事費に対する３分の１の補助、上限が１００万円で３

件分を計上させていただいております。 

○田口副委員長 これは以前からある空き家というんかシャッター閉まってる分をあけるとか、

そういうもん含めて３件ということで。 
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○芳田産業観光課長 全てに、一応この制度としては当初予算では３件分を計上させていただい

ております。 

○掛谷委員 １５３ページ、公園費、１５節工事請負費、浜山運動公園整備工事、これは参考資

料の７６ページの上段に、暗渠整備ということで上がっております。この分については、初めて

私は聞きます。９００万円ですので結構大きいわけなんです。どのように具体的にされるのか。

これは説明だけではちょっとわからないんで、図面等も出していただきたいと思ってます。それ

をまず求めたい。今わかる範囲で、すぐ出ればいいですよ、図面なり何なりすぐ出るか出んかで

すよ。 

○大森都市住宅課長 図面のほうは後ほど提出させていただきます。 

○掛谷委員 じゃあ、説明をちょっとお願いします。どういうことでどうなってるん。 

○大森都市住宅課長 バックネットの改修工事を今現在やっておりますが、その中でグラウンド

のほうも水はけが悪く、芝生と内野との間に大きな段差ができております。それから、表面の排

水で土が流れているということで非常に利用者の方に危ないということを聞きました。今回バッ

クネット工事をしている期間中にこの工事に入りたいということで当初予算のほうに９００万円

計上させていただきました。内容的には、グラウンドの下に暗渠が入っております。約１．２キ

ロぐらいになるかと思うんですが、全体的にチューブのような暗渠の中に浸透した水を外に出す

という暗渠を入れておりますので、それの更新をしたいということで計上させていただいており

ます。 

○掛谷委員 詳しい工事内容等、大体わかったんですが、出していただきたいのもある。これ

は、今のバックネットの工事をやるうちにそういうことがわかったと、追加工事という話ですけ

ども、初めて聞く話で、３０万円、５０万円の話じゃったら、これいつごろこれがわかったんで

すかね。 

○大森都市住宅課長 工事を始める前の打ち合わせみたいなところでその話を聞きまして、実際

に工事が始まって現場を見たということで、１０月か１１月ぐらいじゃなかったかなと思うんで

すが、そちらのほうで確認をしております。 

○掛谷委員 当初予算に上げることは、９００万円だからそれはいいとしても、委員会なんかで

こういう説明されてますか。 

○大森都市住宅課長 委員会ではまだ説明をしていないということでございます。 

○掛谷委員 これが２月とか３月の初めにわかったら、そらもうできませんけど、１０月、１１

月であれば１１月定例議会等でもそういう議論、また委員会ではそういう話も出てもいいと思う

し、何でこんなに遅くなったんかなあと。それの理由はちょっと教えてください。部長でもいい

ですよ。 

○平田産業部長 追加工事、暗渠の整備工事の説明がなかったという御指摘でございます。 

 どこまで工事の内容を説明をさせていただけばいいのか、それは非常に難しいところがあろう
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かと思います。例えば、大規模工事で１億５，０００万円を超えるようなものになれば議決が必

要なので、これは当然お話はさせていただくようになるんですけども、小規模なものについても

全てあまねくということになるのかどうか、そのあたりは非常に難しいところがあろうかと思い

ます。通常の工事の中で私どもも認識をしておりましたから、あえて委員会では御報告をしてな

かったということでございますので、そのあたりは少しこちらが気がつかなかったと言われれば

そうかもしれませんけども、特にその段階で説明の必要をこちらとしては認識をしていなかった

ということで御理解いただけたらと思います。 

○掛谷委員 それはちょっとおかしいんではないかなと思いますよ。少しそういうことがあるん

だという、お金がどれぐらいかかるかというのはそのときにはわからんとしても、こういうこと

が現実起こってて、こういうのが問題になってるんで、この際やりたいということぐらいは、そ

れはやはり委員会には説明すべきだと私は思います。見解の相違かわかりませんけども。 

○平田産業部長 申しわけございません。そのあたりは、どこまで報告して、どこまでをしなく

ていいのかというのは非常に難しいところがございますけども、できるだけ気をつけたいという

ふうに思います。申しわけございません。 

○川崎委員 率直に言うてね、先ほど議論があったと思いますけど、繰り越しするような何千万

円でしたか、当然こういうのは一挙に起こるわけじゃないんですよ。はっきり言って私聞きたか

ったのは、あれができて数十年かちょっと忘れましたけど、やっぱり埋立地で地盤沈下によって

水はけが悪うなっとるのは現状じゃないですかね。そしたら、徐々にそういう水はけが悪うなる

という意味では、バックネットじゃ、客席をかえるじゃ何じゃということと同時に進行してるわ

けだからね、たまたま予算がついて急に出てきたから説明するチャンスがなかったというのが率

直なところじゃないの。わし聞いとってそう思いましたよ。だけどね、やることはやって、気持

ちよく野球場使うという意味ではええことなんで、別に反対する理由ないんじゃけど、ここを年

にどれぐらい使いよんか知りませんけどね、私これをええことだなあと考えたらね、日生中学校

のグラウンドどうなっとんかなと。義務教育で、はっきり言うて春休み、夏休み以外全部子供た

ちが使ってるグラウンドにじゃあ水はけのパイプが入っとんかと。一貫して水はけが悪いじゃ何

じゃというて議論しながら、義務教育の学校施設にはつけずにこういう公園とかなんとかにつけ

るというのはええことなんで、これが１つ済んだら、所管は違うじゃろうけど、やっぱり成功例

として必要なところにはぜひやっぱりこういう排水の工事をするというのをやってもらわんと

ね。行政のやり方がこういうものを重視して、義務教育の施設を軽視してるとしか私とれません

ので、順番を逆にしていただいたらもっとよかったんじゃろうけど、これが先へ先行すれば、当

然やるべきところが残っとんじゃないかということで教育委員会にもようそのよさを伝えていた

だいて、来年度予算でもつけてもらうようにやってください。本当にこういうものをちょっと一

言水はけ悪いのが工事中で現場行ったときに聞きましたということでね、その一言がないという

のはやっぱり我々委員会の軽視というかな、やっぱりたまたまことし予算が急についたから申し
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わけなかったということでも言うときゃええのに、言わずに、何も言わずにつきましたというの

は、少し、道路の予算がついたのと全然違う。道路なんか一貫して町内会が出しよるわけじゃか

ら。これはたまたま野球やっとる連中、市民の方から要望が出たからやりよんじゃろうから。決

して急に出てきたわけじゃないですよ。その辺もはっきりすることと、やるべき施設がまだ残っ

とるという点もしっかり行政内部でやってください。 

○尾川委員 関連でね、ちょっと恥ずかしいんですけどな、暗渠の工事というのはいろんなやり

方あったと思うんですけど、どういうふうな施工方法かちょっと概要を教えてもろうたらと思う

んです。 

○大森都市住宅課長 いろんな工法があるかと思うんですが、今つけている暗渠、チューブみた

いなもんですね、網の目状になったようなチューブみたいな感じと思っていただければいいと思

うんですが、それが今入ってますので、それのやり直しを考えております。 

○尾川委員 わしら理解しとんのは、大きな石から小さい石、だんだん暗渠というて溝というか

排水溝みたいな中に石入れて排水するというのもあるし、パイプ埋め込んで今言うパイプの穴が

あいといて、ほいで吸うていくという、どのぐらいもつようなもん。耐用年数というのがどのぐ

らいで考えたらええわけ。 

○大森都市住宅課長 詳しいことはわからないんですけど、通常の償却資産という形で考えます

と３０年というふうに載っておりますが、メーカー、素材によって違うと考えられますので、一

概には。実際どれを使うかということでもありますので、詳しい耐用年数というものは今資料と

してはございません。 

○尾川委員 よう耐用年数調べてね、構造もよう見て、本当は今川崎委員言うたように普通のグ

ラウンドやこうしとらへんのんじゃ。大体水がたまってきたら真砂とか入れていってからするだ

けで、そんなに吟味して下をやってない。ほとんどもう田んぼの上土投げたようなもんになっと

るからね。そら野球のグラウンドと違うけど、ちょっとその耐用年数とか構造の問題よう調べ

て、長もちするように考えてください。 

○青山委員 関連なんですけど、要望として水はけが悪いということなんですけど、水はけはほ

とんどがもう上部排水で、地面の傾斜とか、それから周りに溝があってそこへ引き込むようにす

るというのが、これ七、八割はそうだそうなんです。暗渠というのは、もう本当に２割程度とい

うことであるんで、恐らく段差がついてる部分とか、それから周りの側溝のようなものがうまく

機能してないとかというふうなこともあるかもしれません。それから、川崎委員のほうから学校

の件もありましたけど、学校についても水はけのいいところ、悪いところというのは、大概もう

水の逃げどころがないというふうなところなんで、その辺も恐らくもう御存じだと思うんですけ

ど、最終的に考慮していただけたらと思います。要望です。 

○石原委員 同じところなんですけれども、僕も従前、前市長のころからの一般質問等で、球場

の裏にもうとにかくスタンドに亀裂が入って、トラロープで張りめぐらせてもう立入禁止で大変
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危険なスペースがあると。最低限そこの危険なところは除去してくださいというような要望のと

ころから始まって、じゃあ、ネット裏の事務所を除去で、もうその上の観覧席についても最低限

のところでしていただいて、グラウンドの中の辺についても一般質問でも取り上げましたけど、

プレーする選手が、小学生がもうグラウンド内の溝に足をとられて転倒するような場面も間近で

見まして、その工事の一環で改修、改良の一環で最低限のところで結構なんで、グラウンドの中

にも目を向けていただけませんかという投げかけもする中でこういう形で進んではきとんでしょ

うけれども、金額だけ見たらやはりかなり大きいなあというのが率直な実感なんですが、もう既

にこれは調査なり設計も終わっとんですかね。 

○大森都市住宅課長 概算ということで見積もりをとっている状況でございます。これから工

法、それから先ほどの耐用年数等検討しながらやっていきたいと思います。もう全体をやると９

００万円ぐらいの見積もりをいただいておりますので、そちらで計上させていただいておりま

す。 

○石原委員 それから、整備をもしされて、その後のそれこそどなたかもおっしゃってましたけ

ど、体育施設の管理のありようも含めて、今後御検討もいただきながら、せっかくきれいにして

も、結局重要なのがその後の管理の面だと思いますんで、お願いをいたします。 

 それから、１４７ページ、土木費の中の道路橋梁費、３目道路新設改良費で１５節工事請負

費、交通安全施設整備工事で１，３００万円計上されておりますけれども、これには通学路等、

広い範囲で含まれるんか、ちょっと中身、概要というか、簡単に御説明いただければと思うんで

すけれども。 

○淵本建設課長 こちらにつきましては、例年８００万円ということでカーブミラー、ガードレ

ール、白線等、転落防止柵などを整備させていただいております。今回プラス５００万円という

ことで、通学路の安全対策としまして、今回５００万円は９カ所を見込んでおりまして、横断防

止柵で２カ所、それからカーブミラーを３カ所、それからグリーンベルトなどの路面標示を４カ

所見込んでおります。 

○石原委員 また、どこどこですよみたいなのがもし出ればお教えいただきたいのと、それから

一般質問でも申し上げましたけど、こういうところへ今後まちづくり応援基金の充当等も含めて

しっかり身近な安全・安心なところへより力を入れていただくよう要望ですけれども、お願いを

しておきたいと思います。 

 それから、１５０、１５１ページの同じく土木費で５項都市計画費、１目都市計画総務費、１

３節委託料の中に立地適正化計画作成業務委託料で８８５万円計上されております。こちら、た

びたびあるような国に義務づけられたというか、国の補助を受けることも含めた計画であるの

か、それから立地適正化計画というのはどういうような計画なのか、ちょっと簡単に御説明いた

だければと思うんですが。 

○大森都市住宅課長 これにつきましては人口減少社会に対応するため既存の市街地のコンパク
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ト化に向けた方向性を整理し、各分野の政策を前向きに展開していき、行政サービスの提供をし

ていくということで、持続可能な都市にしていくために必要があるため、今回上げさせていただ

いております。これにつきましては、３年間の債務負担行為を上げさせていただいて進めていき

たいと思います。債務負担の理由につきましては、公共交通の充実や公共施設の再編、公有財産

の最適な利用、それから病院、医療、福祉等のまちづくりにかかわるさまざまな関係施設と連携

を図り、それらの計画の整合性等を図って検討していきたいというふうに考えております。先行

している都市の状況を確認いたしまして、やはり３年程度でつくっているところがございますの

で、こういった形でしていきたいと思います。３１年度につきましては、都市計画の基礎調査の

結果の調査分析、課題の整理を行いたいと思います。３２年度については、都市機能誘導区域、

居住誘導区域の設定、３３年度に地元地区等に説明をしていきたいというふうに考えておりま

す。 

○石原委員 都市計画系の計画等も何かいろいろあってちょっとわかりづらい面もあるんですけ

ど、また随時お教えいただきたいと思います。 

 それから、その下の都市計画マスタープランですけれども、こちらの策定はいつを目途に進め

ておったんでしたかね。 

○大森都市住宅課長 今回上げさせていただいておりますのは、今あるマスタープランが平成２

８年度までの計画で上げておりますので、もう更新時期を過ぎております。この立地適正化計画

も法的根拠は違うんですが、都市計画マスタープランの一部ということで、立地適正化計画を策

定すると、都市計画マスタープランも変わるということで、マスタープランにつきましても３年

間で同じような業務が重なりますので、都市計画マスタープランも今回上げさせていただいてお

ります。あと一緒に上げさせていただいてるのは、業務が重なる部分につきましては、作業量が

減りますので安く上がるということで、今回同時に上げさせていただいております。 

○橋本委員長 ほかの方も含めて、まだかなりあるんだったら、この際休憩しますよ。どうです

か。かなりありそうですね。 

 じゃあ、休憩をいたします。 

              午後３時２１分 休憩 

              午後３時３５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。 

○石原委員 １５５ページ、住宅費、１目住宅管理費の中で１５節工事請負費、解体撤去工事３

００万円とありますけれども、こちらについて御説明をお願いいたします。 

○大森都市住宅課長 市営住宅の解体工事でございます。神根団地の北側棟が全て空き家になっ

ております。耐用年数も経過しておりますので、住宅の１棟を除却する解体工事費を計上させて

いただいております。 

○石原委員 それから、１９節負担金補助及び交付金、空家活用促進事業補助金２，２００万円
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ですが、この中で変更になるところといいますか、ちらっと見れば残存しておる家財道具の搬出

でしたかね、何かそういうようなところでの説明をお見受けしたんですけれども、この制度につ

いてちょっとお教えいただければ。 

○濱山移住定住推進担当課長 空き家の活用促進をするという目的に従来の空き家の購入補助事

業に加えまして、空き家の中にある家財道具の搬出及び処分等に対して補助金を交付したいと考

えております。補助金を交付する対象者といたしましては、備前市の空き家情報バンク制度に登

録している物件の所有者または購入者としまして補助対象経費が１０万円以上で補助率を３分の

２以内で上限を２０万円と考えております。 

○中西委員 １４５ページ、土木費、道路橋梁費、需用費の燃料費がここは珍しく今年度下がっ

ています。その理由についてお聞かせ願いたいと思います。 

○淵本建設課長 公用車のガソリン代になるんですけども、見込みとしまして今年度７４万２，

０００円というふうに算出しております。 

○橋本委員長 前年度の当初予算と比較して下がっておるのはどういう理由かということを聞き

ょんです。台数が減ったとか。最終予算実績で計上したとか、いろいろな理由があるでしょ。 

○淵本建設課長 まず、燃料費につきましては、３０年度につきましては、建設課と日生総合支

所分ということで計上がなされておりました。今年度分については、建設課分だけの計上となっ

ております。それが減の理由となっております。 

○中西委員 続きまして、１４４ページの委託料、道路維持管理委託料、これは何のためにどこ

に委託をするんでしょうか。 

○淵本建設課長 こちらにつきましては、日生頭島線の台風時の交通規制に伴う費用になりま

す。交通規制を行う際に業者のほうに委託するものでございます。 

○中西委員 続きまして、１４６ページの道路橋梁費の負担金補助及び交付金、ここで２点お尋

ねをしたいんですが、国道３７４号整備促進期成会会費、この会に残金は幾らぐらい残ってるん

でしょうか。同じく国道２号の整備促進期成会負担金、これは総額で残金がどのくらい残ってい

るのかお聞かせ願いたいと思います。 

○淵本建設課長 国道３７４の期成会の現在の残額につきましては、３８万４，４８６円となっ

ております。国道２号期成会の残額につきましては、５１万２，６１１円となっております。 

○中西委員 同じページの道路維持費の委託料、ここには、橋梁点検業務委託料４４７万２，０

００円が去年は当初の予算で組まれていたわけですが、今年度はありません。もう点検はなくな

ったんでしょうか、お聞かせ願いたいと思います。 

○金藤吉永総合支所長 ３０年度上げておりましたのは、吉永地域にありますつり橋２件につい

て上げさせていただいておりました。３１年度については吉永地域ではございません。 

○中西委員 全体としては、この橋梁の点検業務委託はしなくてもいいんでしょうか。 

○淵本建設課長 橋梁の点検に関しましては、１４９ページの橋梁維持費のほうで計上させてい
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ただいております。 

○中西委員 それでは、１４８ページの橋梁維持費の委託料のほうで点検業務が全部上がってる

ということですが、これは何件ぐらい上がってるんでしょうか。 

○淵本建設課長 こちらの橋梁点検委託業務につきましては、２，０００万円の予算で１６１橋

を予定しております。 

○中西委員 これまでの積み重ねと、３１年度分を合わせてどのくらいが点検されたことになる

んでしょうか。 

○淵本建設課長 市道分につきましては、橋梁全てで５０２橋ございます。５０２橋につきまし

て、今年度で一巡しております。こちらの１６１橋につきましては、５年に１回の点検というこ

とで、新たなもう一巡目のスタートという形になっております。 

○中西委員 続きまして、１４９ページの土木費の河川費、河川総務費、委託料、草刈作業等委

託料というのが上がっていますが、河川の中の、あるいは河川外も含めて、その近辺の草刈り作

業だと思いますが、これで河川の中の支障木なんか全部大丈夫なんでしょうか。 

○淵本建設課長 こちらにつきましては、これで全部大丈夫というわけではありませんで、ほん

の一部でございます。 

○中西委員 ぜひそこは、昨年の水害の教訓も踏まえて補正を対応することも含めて考えていた

だきたいと。同時にこの点では、県の管理河川も備前市内では多いわけで、私も県の管理河川見

て回りましたが、大変伐採が必要となるところが多いように思いました。これは、特に西日本の

大規模な水害で県のほうも砂川と真備のほうにかなりの金額を、予算を振り分けていますので、

備前のほうにお金が振り分けられなくなることがないように、県に強くこれは要望していただき

たいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○淵本建設課長 県のほうとしましては、しゅんせつ含めてなかなか処分場が準備できない間は

やっていただけない状況ではあるんですけども、要望のほうは頑張っていきたいと思います。 

○中西委員 最後に、１４９ページの土木費、道路橋梁費、橋梁維持費、工事請負費の橋梁補修

工事、これはどこの橋なのか教えていただきたいと思います。 

○淵本建設課長 こちらの補修工事につきましては、７橋を予定しております。船坂の東深谷川

橋、東鶴山の堂々川３号橋、寒河西９号橋、流川８号橋、大渕川８号橋、それから東栄町にある

名前のない橋梁が１橋、それと吉永町の前田橋という７橋の補修を予定しております。 

○守井委員 １４７ページ、１６節原材料費なんですが、昨年が１０９万３，０００円、ことし

１０９万２，０００円というようなことで、維持補修等原材料費というのは、通常の管理上かな

り必要ではないんかなあというふうな感じで思うんですけども、これは不足しているというよう

なことはないんでしょうか。 

○淵本建設課長 一応原材料費につきましてはおおむねこれで、不足してることがないこともな

いんですけども、予算の中で頑張っているというところでございます。 
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○守井委員 支所に対しての維持補修の原材料費はこの中から行くようになってるんですか。支

所は支所で別にあるんですか。 

○金藤吉永総合支所長 この１０９万２，０００円のうち９万６，０００円部分が吉永地域のも

のでございます。 

○橋本委員長 この中に入っとるということですね。 

○金藤吉永総合支所長 入っております。 

○守井委員 支所のほうはそれで十分対応できておるという状況なんですか。 

○金藤吉永総合支所長 今のところ足りている状況です。 

○守井委員 ほんなら足らないというようなことはないということで理解しとってよろしいんで

すか。御返答お願いします。 

○金藤吉永総合支所長 今のところ足りているというところです。 

○守井委員 １４７ページ、道路橋梁総務費の１９節負担金補助及び交付金の道路・河川等ボラ

ンティア推進事業補助金なんですが、これはアダプトだろうと思うんですけれども、団体の数を

教えていただきたいのと、団体に対する補助金がわかれば報告願いたいと思います。 

○淵本建設課長 現在６４団体となっております。それから補助金のほうは、１団体３万円とな

っております。 

○守井委員 この団体は対象路線というのがあるんじゃないんか思うんですけども、その辺はい

かがですか。 

○淵本建設課長 対象につきましては、市の管理している道路または河川ということでお願いし

ております。 

○守井委員 県道事業というのはもうアダプトがあるように思うんですけれども、それの分では

ないんですかね。 

○淵本建設課長 こちらについては県道のものではありません。 

○掛谷委員 １４９ページ、ちょっと話が出たところかもわかりません。１５節の工事請負費の

橋梁補修工事が昨年は２，９００万円、ことしは３，４００万円で、これは橋梁点検を終了し

て、補修が必要だと、これが決定してこそこの工事が始まると思います。ここについてたくさん

あると思うんですけども、これ来年度の一覧を、どこどこどこどこというのを一覧で、この３，

４００万円の内訳を、場所とか工事費とか、そういったものを出してほしいんですけども、出せ

ますか。 

○橋本委員長 内訳も出してもいいんですか。入札等の関係で別段支障はないですか。 

○淵本建設課長 場所と橋梁名、長さとかその辺は大丈夫です。金額はちょっと難しいです。 

○橋本委員長 また後刻でよろしいですから出してください。 

○川崎委員 １４７ページ、無電柱化を推進する市区町村長の会会費、３，０００円座持ちみた

いにしてますけどね、やっぱり観光の町というんなら、ここも新築になるしね、せめてここから
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市民会館への間かどっか、メーンのさっきの立地何とかマスタープランじゃ何やかんやというて

いろいろ言ようったけど、やることをやるという意味では私はもう景観考えるとね、先進国とい

うのは名前だけで、この無電柱一つできないのが本当に日本の先進国と言えるんかというたら、

ヨーロッパのいろんな町歩きなんか見る限り、ひどい日本だというのをあれを見るたびに感じる

んですよ。ちょっとこんなん、一歩一歩、１００万円か１，０００万円ずつでもやるというふう

なあれないんですか。こういう３，０００円で何かおつき合いしょんのかどうかもわからん。 

余り、３，０００円じゃなくてね、３００万円か、せめて３，０００万円というたらちょっ

と備前の財政では厳しいんかわからんけどね、ようわからんやけど、中電との半々とか、そうい

うことでもないんですか。ちょっと確認の意味でお聞きしときます。 

○淵本建設課長 こちらの３，０００円の予算につきましては、推進する市町村長の会の会費と

いう形になります。無電柱化の費用につきましては、中国電力の負担はないというふうに聞いて

おります。 

○川崎委員 会に入っとるぐらいならな、やる気はあるんじゃけどする気はないという感じがす

るような予算の計上の仕方なんでね、ちょっと本気で論議してね、やっぱり観光の目玉の地域は

せめて半径１００メートル、２００メートルぐらいは無電柱化するようなこと考えんとね、田舎

は田舎で終わるだけみたいになりますよ。例えば日生であれば駅前、そういうふうなところと

か、それから中銀がある辺とか、ここであれば伊部駅周辺か、この周辺か、やっぱりそういうこ

とはちょっと、マスタープランや何やというてプランつくりよるだけで一つもやりよることはや

りよらんようにしか思えんのです、私。連携ができてないというか、それぞれがばらばらにやっ

てるということなんで、しっかり３，０００円ではなくて３００万円か３，０００万円つけるぐ

らいの意気込みで、この会に参加して決意を新たにしていただきたいということを要望しときま

す。 

○掛谷委員 １５１ページ、委託料、測量調査設計委託料５５０万円と出てます。これは野積み

場の管理委託料なんですけども、日生のどこかになるんでしょうか。 

○淵本建設課長 鴻島港の整備を行うための離島振興事業の補助をいただくために整備計画を作

成する委託料となっております。 

○掛谷委員 鴻島の港が壊れたり使えない状況なんで整備をするということで、この１年かけて

調査をするんでしょ。調査した後は、これをきれいに整備されるんだと思うんですけど、その辺

のところの調査した後のことはどういう形を考えてますか。 

○淵本建設課長 こちらの調査費につきましては、鴻島港を整備するために離島振興事業の補助

金を国へ対して申請する必要があります。その申請に事業計画、それから費用対効果などの算定

調書が必要となってまいりますので、それを作成していただくための予算となっております。 

○掛谷委員 わかりました。その先のほうを聞くのもどうかと思いますが、港というのは結構お

金がかかるんかと思います。その辺のところの先の話はちょっとわからんかもわかりませんけ
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ど、相当なお金が要るんじゃないかと思ってますけど、そこらあたりの補助金なんかもやっぱり

出たりして、どういうふうに考えておられますか。この鴻島の港については。 

○淵本建設課長 おっしゃられるとおり、港湾工事はかなり金額がかかってまいります。そうい

う中で、やはり国の補助をもらわないと実施できないということで、離島振興の補助をいただく

ということで、こちらの補助率なんですけども、防波堤とか堤防等につきましては８０％の補助

です。それから、係留施設等については６０％の補助という形になります。その補助申請がうま

くとれるような形であれば、今後整備のほうが進めていけるんではないかと思っております。 

○掛谷委員 これは、離島振興法の中の補助金ということで考えていいんでしょうか。 

○淵本建設課長 はい、そう考えていただきたいと思います。 

○中西委員 １５０ページの港湾費、負担金補助及び交付金、港湾改修県工事負担金、この場所

はどこなんでしょうか。 

○淵本建設課長 こちらにつきましては、高潮対策として片上と日生地区、それから航路しゅん

せつ、港湾しゅんせつとしまして日生地区と穂浪地区の２カ所でございます。 

○中西委員 片上の港湾改修工事はこの３１年度で何％ぐらい終了するんでしょうか。 

○淵本建設課長 片上の高潮対策につきましては、ちょっとはっきり言えないんですけど、半分

以上はいけるんではないかというふうに思っております。 

○守井委員 １５１ページ、都市計画総務費、給与が昨年２，０９１万円から４，０８３万円と

いうことでかなりの増額となっております。その内容についてお聞きしたいと思います。 

○大森都市住宅課長 機構改革によります人数の増でございます。３０年度は６人、３１年度は

１０人でございます。 

○橋本委員長 職員増ということです。 

○守井委員 その機構改革の中身は全然ないんじゃけど、それはどんなことになるんですか。 

○橋本委員長 ほかの部署まではわからんでしょう。 

○守井委員 ６人が１０人になったと、３１年で４人ふえるんじゃけ、係か何かがふえるという

ことでしょうか。 

○橋本委員長 この都市住宅課のほうですか、そこら辺だけでもこの一般職の給料が大幅にふえ

た部署だけでもいいですから、機構改革の中身について若干説明願います。 

○平田産業部長 機構改革と説明をしましたのは、この３０年度の当初のことでございます。こ

の３０年度当初予算の段階では、要求段階ではまだ機構改革がはっきりしておりませんでしたか

ら、前年度並みの体制で給料、予算確保していたと。それが新年度で、３０年度当初で機構改革

で１０人体制になったということで、年度途中で補正予算を組んでるというものでございまし

て、その実績に基づいて３１年度予算を計上させていただいております。 

○中西委員 １５４ページの土木費、住宅費、住宅管理費の中の役務費で広告料というのがあり

ます。ここのところでは珍しいところなので、ぜひ何なのかをお知らせ願いたいと思います。 
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○濱山移住定住推進担当課長 郵便局の出入り口付近に、ロビーとかに設けている広告専用のパ

ンフレットのラックを活用しまして、備前市の移住・定住に関するパンフレットとかを設置し

て、郵便局に来客される方へ周知するとともに、あわせて備前市をＰＲしようという試みでござ

います。 

○中西委員 同じ１５４ページの住宅管理費の委託料のところで、債権回収業務委託料がありま

す。歳入のところでもあったわけですが、３７９万４，０００円の委託料を出すわけですが、悪

質なものというふうに前は答弁をされていましたが、私はやっぱり回収、支払いが困難な者、困

難な方という表現のほうがいいんではないかというふうに思います。そういう点では、私自身が

現実に見ました。やはり死亡していた方がおられて、どこに請求していいかわからないというよ

うなものがあるわけですから、それはやはり保証人なんかにきっちり周知をして、その上で債権

回収に入るという手だてをとるのが正しいんでないかというふうに思うんですが、その点につい

てもう一回尋ねておきたいと思います。 

○大森都市住宅課長 やはり困難な方もおられると思います。しかし、何度交渉しても支払いが

ない、連絡もしてもらえないというような方がおられますので、困難な方もおられますけど、悪

質な方もおられると思います。市営住宅の家賃というのは、皆さん払っていくのが普通だと思う

んですが、もし払えないんであれば相談なり分納誓約なりしていただければよろしいと思うんで

すけど、やはりそういったこともないということで何度電話しても書類を出しても音沙汰がない

という方もおられますので、そういった言い方にしましたが、困難な方というふうなことも考え

ていきたいと思います。 

 亡くなられた方につきましては、やはりそのときに親族に当たって、手続としては中の荷物を

出していただく、それから退去届を出していただくというような手続を踏んでいただければよろ

しいんですけど、なかなかそれができない方があるのが現状でありますので、その辺も保証人が

おられたら保証人に当たるということで御理解をいただきたいと思います。 

○中西委員 私は何度も言いますが、亡くなった方がおられたと。亡くなった方には保証人がい

たと。保証人に督促もなくて直接債権回収の弁護士の事務所から督促で、差し押さえをしますよ

というものが来ると。それは、その前に保証人に督促が行くのが当たり前じゃないんかというこ

とを言ってるんです。悪質だという中には、悪質だという人もいるかもしれないと。そのことは

私も否定はしませんが、亡くなった方もその悪質な中に入れられてしまっては、これはたまった

もんではないと。亡くなった人は回収が困難な人であると。親戚がどこにいるんか、子供さんか

誰かわからないけども、どこにいるんかわからないということなわけですから、やはりまず本来

請求すべき保証人のところへ請求して、その後というところの手続を踏む必要があるんじゃない

かと。でないと、保証人、弁護士事務所からわっと請求して、そら驚きますよ。恐らく担当課の

ほうにはたくさんの問い合わせの電話が入ってるんじゃないかと思うんです。それはやっぱしき

ちっと手続上は守っていただきたいということをお願いしてるんです。 
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○大森都市住宅課長 そういったことを、引き続きしていきたいと思います。 

○掛谷委員 １５５ページ、１９節負担金補助及び交付金、若年夫婦世帯家賃補助金と若年者新

築住宅補助金、これは昨年度は若年世帯定住支援補助金という形で一括になってるんです。平成

３１年度は分けてます。１億２，６７５万円が前年度で、今回は１億３，１８７万円ということ

で、５００万円ほどふえてます。この対象人数というのをどれぐらいそれぞれ見込んでおられる

のかお伺いしたいと思います。 

○濱山移住定住推進担当課長 新築住宅につきましては、８０件を見込んでおります。家賃補助

につきましては、継続の方を含めまして約２００件ぐらいの予定でございます。 

 以上です。 

○掛谷委員 若年夫婦世帯家賃が３年から１年にもう今なっておりますけれど、今の２００件と

いうのが１年するたびにどうなるんかという話になってきますけど、２００件のうち１年たった

ら何件減ったり、２年たったら何件減ったりするのが数字でわかると思いますけども、その辺の

ところの推計というか、そういうものはどういうふうになりますか。入ってくる人もおります、

当然。 

○橋本委員長 暫時休憩いたします。 

              午後４時０８分 休憩 

              午後４時０９分 再開 

○橋本委員長 休憩前に引き続き再開いたします。 

○濱山移住定住推進担当課長 単年申請では４０件程度を見込んでおります。 

○守井委員 １５５ページ、工事請負費、解体撤去工事、神根団地というようなことをお聞きし

たんですが、北側棟１棟というふうなことになっておるんですが、１棟ということは、４世帯分

を解体するということですか。 

○大森都市住宅課長 北側棟の４号棟と５号棟でございます。 

○守井委員 だから、その中には入居者数は何世帯入れる居室なんですか。 

○大森都市住宅課長 ２戸です。 

○守井委員 ２棟ということで理解するんですけれども、解体するというようなお話はどちらか

らか要望か何かあってやるような計画になったんですか。その計画自体はどういう計画になって

おったんでしょうか。 

○大森都市住宅課長 こちらにつきましては、やはり空き家ということで犯罪とか放火とか、そ

ういったことが危惧されますので、もう耐用年数も過ぎておりますし除却したいということで上

げさせていただいております。 

○守井委員 リフォームやこうは考えられなかったんですか。 

○大森都市住宅課長 長寿命化計画等でもやはりこのあたりでは市営住宅の新築等の予定もない

ということで、リフォームするにも多額の費用がかかるということで、新規の要望もないかとい
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うことで今回解体ということで上げさせていただいております。 

○守井委員 市営住宅の解体なんかの話は全くこちらのほうへ情報として入ってないですし、大

内住宅の解体を計画して進めておるんだというような話は聞いておるんですけども、やっぱし全

体の市営住宅をどうするかっていうのは方針をきちっと持っておいていただいて、その計画がど

うなってるかというのもちゃんと開示なりしていただいて皆さんの、市民らに意見を聞くべきじ

ゃないか思うんですけど、その点はいかがなんですか。 

○大森都市住宅課長 おっしゃるとおりなんですが、総合計画につきましても、更新時期に入っ

ております。今後どういった形で市営住宅を運営していくのか、新築をするとかリフォームする

とか、そういった要望等をお聞きしながら今度改定に向けて進めていきたいというふうに考えて

おります。 

○守井委員 やはしね、住宅政策については一つの方針をきちっと持って、情報開示もどんどん

やっていただいて、地域の方々の御意見も聞きながらやっていただかなきゃならないというふう

に思いますんで、その点だけ今後その方向で進めていただきたい、そして情報もこちらのほうへ

も十分開示していただくようにお願いしたいというふうに思っております。ここの先ほど入って

ないというふうなお話がありましたけれども、もう入らないんだというような話は地域からは全

く聞いておりませんのでね、中には入りたいという、どうしてもここがいい、ここでなければな

らないというような方も入る、入らなければならないという話も聞いたこともあるんで、そのあ

たりは今後の方針をきちっと、情報を開示していただきたいと思いますがいかがですか。 

○大森都市住宅課長 そういった御要望にお応えもしないといけないと思いますので、今後はそ

ういった御意見もお伺いしながら進めていきたいというふうに考えております。 

○守井委員 これ３１年度ですので、今の計画がこうであるかもしれませんけど、状況によって

は変えていかなければならない場合があるかもしれないんで、その点も含んでおいて、予算執行

にあっては十分慎重に進めていただきたいと思いますが、いかがですか。 

○大森都市住宅課長 はい。慎重に進めていきたいと思います。 

○川崎委員 この議論も何かきのうかいつかしたように思うんだけどね、やっぱり解体をすると

いうことは、どんどん居住地を広く門戸を開くのを狭めるだけで、だから同時並行で新築の市営

住宅を建てるという計画を立てて年次計画でやらないと、マイナス、マイナスばあじゃないです

か、やっぱり。決して大内だけが新築しないといけないというわけではなくて、日生はないんか

な、もう、吉永はぼろぼろ、それから備前の西のほうはもうぼろぼろがいっぱいある。いや、本

当ぼろぼろじゃって。何かそんなん解体する一方で、去年でもいつか解体したところ新築でも建

てるとかじゃな、そういうことをやらんと人口対策としては全然後退じゃからな。やっぱり大内

ぐらいは、時間がかかるんかわからんけど、私に言わせたら、どうしてももう要らん土地があり

ゃ、そんなん１つでも処分してやね、そういう新しい計画づくりの財源にするとか、そういうこ

とを何で同時並行でできないんですかね。ちょっと部長、答えて。 
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○平田産業部長 市営住宅の再編ということでは先週の総務産業委員会でもお答えをしましたけ

ども、これから再編の計画を立てていく予定ではおります。ただ、全体に見たときに、今人口減

に伴って市営住宅のほうも入居者がどんどん減ってると。また、ニーズも減ってきているという

状況がございます。そういう中で、既存の施設はどんどん老朽化が進んでると、耐用年数もはる

かに超えてしまって、中には非常に見苦しい状態になってるものもあるということで、そういう

中で今回の神根住宅などは入居者がいなくなって空になったと。そういったものについては、あ

いたものから可能なものについてはもう除却をしていくと。除却をして更地にした部分をあとま

た有効活用していただくということで、例えば民間に売却をして住宅地にしていただくとかとい

うようなことで家を建てていただければ、それは定住化に結びつくというふうに考えております

し、当面はそういう形で、古くなった除却の必要があるものを個別に少しずつ壊していきなが

ら、除却をしながら、あわせて全体の再編の計画というのもしっかり立てていきたいというふう

に今考えているところでございます。 

○川崎委員 考え方の違いでしょうけど、需要がなくなってるのは、私に言わせたら質が悪過ぎ

るから需要がないだけで、やっぱり民間よりも安くて、より民間並みの質のものをつくるという

市営住宅、やっぱり人口定着の上で私はなかなか民間の住宅、新築購入が所得の関係でいけない

人らの層があるはずですわ。やっぱりそこを歴史的に市営住宅、公営住宅、雇用促進住宅とかい

ろんな形でやってきたわけでね、もう少しそういう意味では、大規模なもんを一遍にやれとは言

いませんけど。例えば吉永であれば一戸建ての市営住宅か２戸で１戸になったような住宅とか、

そういうもので市民の要求なり市外から要望がどれぐらいあるかとかね、やっぱり手探りという

か、やりながらいろんな分析をして、よりよい事業をやっていくということが私は大切だと思う

んで、ただただ住む人がおらんようなったから需要が全くゼロだという発想は余りにも単純過ぎ

るということだけ注文つけときます。 

○橋本委員長 暫時休憩します。 

              午後４時２１分 休憩 

              午後４時２２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。 

○守井委員 １５１ページ、都市計画総務費、委託料の一番上のところの土地区画整理事業検討

業務委託料ということで計上されております。伊部の区画整理事業を取り消しにするというよう

な検討というようなことになっておるんですが、どのような業務予定をしておるか教えていただ

きたいと思います。 

○大森都市住宅課長 今土地区画整理事業の廃止に向けて地元説明会が終わって、パブリックコ

メント、それから都市計画審議会等を重ねておりまして、もうしばらくいたしましたら、案を確

定して公表をしていきたいというふうに考えております。この予算につきましては、その後廃止

になるということで、骨格道路の計画をしております。この骨格道路の概略設計の費用でござい
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ます。 

○中西委員 １４６ページ、土木費、道路橋梁費、１９節負担金補助及び交付金のところで、今

課長のほうから答弁がありましたけども、国道３７４号整備促進期成会会費の残額が３８万８，

４８６円とというのが、国道３７４号の整備期成会は恐らく備前、和気、赤磐ぐらいかなという

ふうに思うんですが、これだけの残額がありながら２万円を支出するその根拠について教えてい

ただきたい。年間幾らぐらい使ってて、１０万円であれば、もうこの２万円は、この会費を払わ

なくても残額の中で処理ができるというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 

○淵本建設課長 まず、３７４号の期成会につきましては、備前市、赤磐市、美作市、和気町、

美咲町の３市２町、会費については一律２万円となっておりまして、支出につきましてはやっぱ

り要望活動等、それから事務的経費含めまして年間、２９年度の実績ですけども、予算ベースで

２１万５，０００円、決算額ベースで支出済額は１７万５，３２０円となっております。そうい

う中で、一旦会費をとめてしまいますと、なかなかまた今度次に復活するのが難しいというのも

ございまして、毎年２万円ずつということで徴収されてるようでございます。 

○中西委員 国道２号の整備期成会も、岡山と瀬戸内と備前ぐらいが考えられるわけですけど、

これも１６万円を支出する理由ですね。年間どのくらい使ってるのかお聞かせ願いたい。 

○淵本建設課長 国道２号につきましては、岡山市、備前市、瀬戸内市、和気町の参加というこ

とになっております。２９年度の支出の決算額は、３２万７，４７４円でございます。こちらに

つきましても、そんなに余裕はあるような決算の中身にはなってないと思います。 

○中西委員 私は余裕はあるというふうに思うんですが。ただ、２９年度が３２万７，４７４円

ですから、残額はここの残ってる金が５１万２，６１１円ですから、１年ぐらいは十分そんなな

くてもやっていけるぐらいのものだと。 

○淵本建設課長 １年はいけるんですけども、次の年にはもうなくなりますので、これは回収し

ないわけにはいかないと考えてます。 

○中西委員 私は３年も４年もとめておく必要がないと。ただ、今年度支出する根拠がないじゃ

ないですか。ここに現実にお金があるわけですから、１６万円、払わなくても別に今年度は大丈

夫じゃないですかということを言っているわけです。 

○淵本建設課長 こちらにつきましては、それぞれの市の負担額ということで決めておりますの

で、備前市については１６万円を負担するという形で毎年行っております。 

○中西委員 続きまして、同じ節の中部高原地域整備促進期成会負担金、これ５万円です。私も

この期成会については存じ上げておりませんでしたので、この期成会の目的と、それからこの期

成会の残額ですね、教えていただければと思います。 

○淵本建設課長 こちらにつきましては、備前市、岡山市、赤磐市、高梁市、和気町、美咲町、

美作町、吉備中央町ということになっておりまして、市のほうが一律５万円、町は一律２万５，

０００円の会費となっておりまして、県中央部分を横断する道路の整備促進の要望活動を行うと
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いう中身になっております。こちらにつきましては、もともとは吉永町さんのほうが合併前は加

盟されてたようです。それで、合併後、そのまま備前市のほうが加入しているという中身になっ

ております。 

 それから、残額につきましては、ちょっと決算書のほうを確認しないと出ませんので、ちょっ

とすぐ今手元には申しわけないですけどございません。 

○橋本委員長 ほかにございますか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでありましたら、質疑を打ち切りたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 よろしいか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、平成３１年度一般会計予算、所管別分類表の２ページの一番下段、予算書７ページ

の継続費で第２表が出ております。この件と、予算書８、９ページの債務負担行為の全部で６項

目、これに関しまして質疑を希望される方おられますか。 

○守井委員 ７ページ、香登４号線改良事業、企業誘致の進入路というようなことで今進めてお

ると思うんですけども、この事業については、踏切もあるんじゃないんかなと思ってたんですけ

れども、完了年度は３２年度ということですかね。それから全体の事業はいつ完了予定か教えて

もらえますか。 

○淵本建設課長 こちらにつきましては、この４号線の踏切を改修するための工事費でございま

して、３１年度３，９００万円、３２年度９，１００万円で計上させていただいております。今

ＪＲのほうからお伺いしてるのは、３１年の１１月ぐらいから現地のほうに入りたいと。それ

で、年度をまたぐ形になって、作業を進めて３２年度の早い段階、５月か６月ぐらいには終わら

せたいということでＪＲのほうからお伺いしております。 

 その後に道路部分の舗装工事を済ませまして、３２年度の夏から秋ぐらいを目安に竣工させた

いというふうに考えております。 

○守井委員 恐らく片側１車線道路が出てくるんじゃないんかなあと思ってるんですが、２号線

との接続の関係もいろいろ工事がかかわるんじゃないんかなと思うんですけども、そのあたりの

関係はどんなんでしょうか。 

○淵本建設課長 ２号線との関係の部分だけは県の歩道整備の工程に合わせる必要がありますの

で、そこだけは先ほど言いました３２年度の秋ぐらいまでにというのにはちょっと該当しない部

分になろうかと思います。 

○守井委員 それじゃ、供用開始しながら、後日交差点部分について再度整備工事を行うという

予定なんですか。 

○淵本建設課長 はい、どうしても交差点部分は国のほうが行っております歩道整備の工事の進

捗に合わせる必要がありますので、そちらとの調整になると思います。 
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○守井委員 市の持ち出しはなくて、国のほうの事業でできるという考え方ですか。 

○淵本建設課長 いえ、市道部分については市のほうがやることになります。 

○守井委員 供用開始をしながら工事を行うという考え方でよろしいんですか。 

○淵本建設課長 はい、そうなります。 

○橋本委員長 ほかにございませんか。継続費と債務負担行為、５項目、これに関しまして質疑

を希望される方おられませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでございますので、これで質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、以上で議案第１号平成３１年度備前市一般会計予算のうち、産業部、建設部外関係

の全ての審査を終了します。 

 以上で産業部、建設部外関係の審査を全て終了いたしました。 

 説明員の方にはここで御退出いただきます。ありがとうございました。 

 暫時休憩したいと思います。 

              午後４時３６分 休憩 

              午後４時４０分 再開 

○橋本委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

 レジュメに従いまして、②の採決に移りたいと思います。 

 まず、議案第１６号平成３０年度備前市一般会計補正予算（第６号）の採決を行います。 

 本案は可決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１６号は可決されました。 

 以上で議案第１６号の審査を終了します。 

 次に、議案第４０号を採決いたします。 

 本案は可決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４０号は可決されました。 

 以上で議案第４０号の審査を終了します。 

 続きまして、議案第１号を採決いたします。 

 本案は可決することに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

 御異議ありということでございますので、採決をいたします。 

 本案は原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を願います。 

              〔賛成者挙手〕 
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 賛成多数ということで、議案第１号は可決をされました。 

 それで、反対が２人以上おられますので、少数意見を留保されるかどうか。 

○中西委員 少数意見を留保したいと思います。 

○橋本委員長 それでは、少数意見をここで発表してください。 

○中西委員 概略ですが、一つは苫田ダム関連の支出の問題、２つ目が西播東備定住自立圏へ支

出の問題、それから３つ目は、市民生活に必要な予算の提案の問題。特に、待機児童の解消のた

めの保育士の確保のための予算が不十分であると。その反面、商工費の伸びが率にして約２倍

と、これはやっぱり市民生活に必要なという点での大きな問題だと。４番目は、不必要な期成会

への支出の問題が明らかになりました。 

○橋本委員長 田口委員も先ほどの少数意見でよろしいでしょうか。 

○田口副委員長 はい。 

○橋本委員長 それでは、本会議で少数意見を発表していただきます。 

 次に、守井委員のほうから議案第１号を可決しましたけれども、附帯決議をつけたいというこ

とで提案がございました。 

 皆さんのお手元に附帯決議の案が出ております。全部で３本出ておりまして、それぞれ後で提

案の理由の説明をしていただいて、それに対して質疑を希望する方がおられたら質疑もしてもら

いますが、これらのうち賛成多数で通過したものだけを最後に取りまとめて合わさるというよう

なことでございますので、ひとつお含みおきをください。 

 それではまず、２款の総務費に関して附帯決議（案）が出ております。これは、守井委員に提

案理由を説明していただきます。 

○守井委員  議案第１号平成３１年度備前市一般会計予算に対する附帯決議（案）でございま

す。 

 ２款総務費、１項総務管理費、５目財産管理費、１３節委託料、測量調査設計等委託料１，４

５６万４，０００円のうち、旧アルファビゼン解体整備事業１，２４３万円は、旧アルファビゼ

ンの解体及び再整備に関する基本構想を策定するもので、解体を前提とした予算となっておりま

す。無償賃借であれば利用を検討したいという意見も聞いております。地元での懇談会を通じて

の意見聴取も行われておりますが、旧アルファビゼンの解体整備については、市民全体の意見聴

取を求めるものであるということを以上決議するという案でございます。 

 旧アルファビゼン、資産価値と評価は違うんですけども、評価額が１６億円もある。そして、

解体費用に５億円もかかるというふうなもので、やはり市民にこの判断について大きく意見を聞

いて、皆さん納得いくような御意見を拝聴して進めるなら進めるべきではないかという意味で附

帯決議（案）の御協力をぜひお願いしたいということで説明を終わります。 

○橋本委員長 ただいま守井委員から、前述のとおりの附帯決議（案）が出されて説明が行われ

ました。 



- 72 - 

 提案者に対する質疑を希望される方がおられたらお願いをします。 

○川崎委員 私、賛成というんか、何もなけりゃもう解体して更地にして何か再利用を考えにゃ

いけませんけど、過去合併して以来、有料での貸し出し及び売却ということで今まで来てますん

で、無料で貸して、改造費は御自分でやってくださいという方法はやってないんで、それをやり

ながら、１，２４３万円使って、どういう費用がかかるのか、どういうものをつくるんかという

のは相当まだ時間があると思いますんで、まずそういった市民の、また内外からも要望及び借り

たいという人の情報を集めて、完全に０であればね、こういう予算執行で、どんどん行ってもら

やええけど、私はあれだけの１６億円もの、５２億円で建てた新築のビルがそのまま解体される

というのは、まだまだ耐用年数の残からいっても問題があるし、もう少し市民及び内外の企業含

めて意見聴取してからこの予算を執行したらいいと思いますので、この附帯決議には賛成したい

と思います。 

○橋本委員長 提案者に対する質疑を希望する方おられますか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 おらないようでございますので、それではこれからこの附帯決議（案）をつけるかつけないか

を賛否を問いたいと思います。 

 先ほどの守井委員が提案をいたしました附帯決議（案）に賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

 賛成３名。賛成少数ということで否決されました。 

 続きまして、２枚目の３款の民生費につきまして、掛谷委員から附帯決議をつけてほしいとい

う提案が出ております。 

 提案者に説明を求めます。 

○掛谷委員 それでは説明いたします。 

 ３款民生費、３項児童福祉費、１目の児童福祉総務費、１３節委託料、工事設計監理委託料

１，４４７万円のうち９５７万円、１５節工事請負費、施設整備工事４，８９３万６，０００円

のうち２，３９３万６，０００円、１８節は備品購入費、施設備品２０９万円は、家でも学校で

もない第３の居場所として予算計上されていますが、Ｂ＆Ｇ財団の助成金で旧ＪＡ福河の施設を

整備し、備前市内の貧困支援、食事の提供、保健福祉分野の学習支援、子育て相談、子供の送迎

事業と放課後児童クラブもあわせて同施設で実施することを予定しています。備前市最東部に施

設整備するものであり、備前地区や吉永地区においても同趣旨の施設整備を実施するよう求めま

す。 

 以上、決議をお願いしたいと思います。終わります。 

○橋本委員長 ただいま掛谷委員から提案をされました附帯決議の案でございますが、提案者に

対して質疑を希望される方おられますか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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 ないようでございます。 

 それでは、ただいま掛谷委員から提案をされました附帯決議の案を付加するかどうかを賛否を

問いたいと思います。 

 ただいまの附帯決議の案に対しまして、これを附帯決議とすることに賛成の方の挙手を求めま

す。 

              〔賛成者挙手〕 

○橋本委員長 賛成７、反対６でこの附帯決議（案）については賛成多数ということで可決をさ

れました。 

 それから次、１０款の教育費に関しまして守井委員から附帯決議（案）が提案されておりま

す。 

 提案理由の説明を求めます。 

○守井委員 １０款教育費、７項保健体育費、１目保健体育総務費、１３節委託料、行事企画運

営委託料１９８万円は、甲子園出場チームを招聘するなど、浜山運動公園改修記念行事の経費と

して計上されていますが、当該施設は新設球場ではないことから、当市の厳しい財政状況に見合

った事業となるよう計画の縮小を求めるものであります。 

 以上、決議する。 

 新設球場とか、本当に新しい事業で内外に披露しなければならないような事業であれば当然こ

ういう記念事業やるのがいいかもしれませんけれども、改修事業ということで、特に記念事業を

やるほどに値する事業ではないというふうに私は思っており、やるんであれば簡単なやり方でや

っていただけたらということで提案し、附帯決議をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○橋本委員長 ただいま提案をされました附帯決議の案でございますが、提案者に質疑を希望さ

れる方は挙手をお願いいたします。 

○掛谷委員 最後のところですね。当市の厳しい財政状況に見合った事業となるよう計画縮小を

求めるものであるというのを、これ見直しを求めるものと普通したりもするんだけど、もう縮小

というふうに言書いてるのは、どういうふうな趣旨でそこを限定されたんですか。 

○守井委員 見直しも含めてこの予算を全額じゃなくて少しでも経費が安いような運営をやって

いただきたいという意味合いであります。 

○中西委員 大変失礼な話で申しわけないんですけど、耳が大変遠くて大変失礼してるところで

すけども、これは予算委員会の中で、あるいはこういう意見が出ていたんでしょうか。済みませ

ん。 

○守井委員 言ったと思いますよ。 

○橋本委員長 言ったと思うということです。 

 ほかにございますか。 
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○川崎委員 私は縮小よりもなくてもいいんじゃないんかなという考え方なんで、縮小も含めて

消極的賛成ですけど、やはり現場というのはもう長年してないということで、やっとスタンドの

改修、そしてバックネット、今度は溝の改修という流れになっとんですけど、原状回復が当たり

前の改造資金なんで、本来は祝うことではないと。新築でも何でもない、新規開設でもないと。

そういう意味では、記念行事という趣旨には私は合わないだろうというふうに思いますけれど

も、予算が通ってるんでできるだけ、２００万円という大げさな記念行事をやらずに、小ぢんま

りと、みんなが使いやすうなってよかったなあという程度の予算執行でこの附帯決議には賛成し

たいと思います。 

○守井委員 今、掛谷委員の質疑の中で見直しという意見もございますので、この文章の中の計

画の見直し、縮小という形でちょっと訂正で提案したいと思いますので。 

○橋本委員長 そのように附帯決議案を修正いたしました。 

 それでは、ここで附帯決議（案）を付すかどうかということを採決いたします。 

 この附帯決議（案）を付すことに賛成の諸君の挙手を願います。 

              〔賛成者挙手〕 

賛成５人。賛成少数ですので、否決されました。 

 以上でございます。 

 そういうこと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４時５９分 閉会 


