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川 国市議会総務常任委員会
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2 場  所  市議会第 3委員会室

3 審査順序  別紙のとお り

4 出 席 者  別紙のとお り
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平成21年9月総務常任委員会 9月 18日 (金 )

◎開  会

0宇田川好秀委員長 おはようございます。

本日は、公私ともにお忙しい中を当委員会に御参集いただきまして、ま

ことにありがとうございます。

また、先般の行政視察におきましては、委員の皆様方の御協力をいただ

き、所期の目的を達成できましたことに対し厚く御礼申し上げます。

それでは、開会に先立ち、審査順序につきましてお諮りいたします。

本日の審査1原序につきましては、机上に配付してあります案のとおりで

よろしいでしょう力、

〔「異議なしJと言う人あり〕

0宇田川好秀委員長 それでは、そのように進めさせていただきます。

午前 10時 00分開会

O宇田川好秀委員長 それでは、ただ今から総務常任委員会を開会いたしま

九

本日の出席委員は全員であります。

ただ今 1名の方から傍聴の申請が出ておりますので、御了承願います。

◎議案第76号 平成 21年度川国市一般会計補正予算 (第 2

号)

0宇田川好秀委員長 最初に歳出の部、第 2款総務費及び歳入の部、第14

款国庫支出金、第 2項国庫補助金、第8日 、第 16款財産収入ないし第

21款市債、第 1項市債、第 5日 並びに第 3条、第 3表地方債補正のうち、

当委員会の所管事項についてを一括議題といたし、本案に対する説明を求

めます。
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平成21年9月 総務常任委員会 9月 18日 (金 )

企画財政部長

0西川 亨企画財政部長 おはようございます。

委員の皆様には、常日頃本市の行財政運営に御理解、御協力賜り、厚く

御礼申し上げます。

これより御審議いただきますのは、議案第 76号「平成21年脚 ||口 市

一般会計補正予算 (第 2号)J、 第 1条、第 1表歳入歳出予算補正のうち、

総務常任委員会にかかわります歳出の部、第 2款総務費、歳入の部、第 14

款国庫支出金及び第 16款財産収入から第 21款市債まで、並びに第 3条、

第 3表地方債補正のうち、臨時財政対策債の変更についてでございます。

詳細につきましては、担当課長からそれぞれ説明いたさせますので、慎

重に御審査いただきまして、御可決賜りますようよろしくお願いいたしま

す。

O宇田川好秀委員長 災害対策室長

0上山健三災害対策室長 おはようございます。

災害対策室からは、防災無線デジタル機器整備子局増設事業につきまし

て御説明を申し上げますЪ                   `

お手元の資料 14ページをお開き願います。

歳出につきましては、 2款総務費、 1項総務管理費、 10日 の災害対策

費、補正前の額 1億 3,427万 2,000円、補正額 5.000万円、計

1億 8,427万 2,000円、補正額の財源の内訳といたしましては、特

定財源、国庫支出金5,000万円でございます。

15ページの 15節工事請負費 5,000万円の具体的な施設整備につ

きましては、防災無線固定系の子局を、現行のアナログ波からデジタル波

に移行とあわせて更新工事を実施するものであります。これによりまして
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平成21年9月 総務常任委員会 9月 18日 (金 )

無線電話を活用した双方向通信が可能となり、避難所等の学校やスポーツ

センターなどの約 80施設の防災活動拠点と災害対策本部との通信を確保

するものでございます。

工事箇所につきましては、幸町小学校、西中、新郷東小、芝中など11

か所を予定してございます。なお、選定につきましては、 1985年 製で

現在障害が発生 しているもの、さらには避難所、防災拠点としての位置付

けされているものを最優先に選考したものでございます。

御説明につきましては、以上でございま九

0宇田川好秀委員長 総合政策課長

0押田善司総合政策課長 続きまして、同じく14ページ、 13目企画費の

補正予算につきまして御説明申し上げます。

今回の補正は、この後、御審議いただきます川口市自治基本条例運用推

進委員会条例に伴い、この運営に係る費用をお願いするものでございます。

その内訳といたしましては、年度内に 3回の会議を開催することを想定し、

その費用として 1節報酬において、委員 14人分の報酬 30万 5.000

円、さらに11節需用費において、会議における委員の飲料水費用6.000

円の合計 31万 1,000円 となるものでございます。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

O宇田川好秀委員長 情報政策課長

0高柳昭彦情報政策課長 続きまして、市民開放キオスク端末の更新につい

て御説明させていただきます。

内容でございますが、本市では、市民が市ホームページ及びインターネ

ット閲覧、また公民館やスポーツセンターの利用状況の確認や予約を行え

るよう、市民が自由に利用できるキオスク端末を、公民館やスポーツセン
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平成21年9月 総務常任委員会 9月 18日 (金 )

ターなどの施設に設置し、市民の利用に供しております。現在、市内47

施設に48台のキオスク端末を設置しているところでございますが、一部

を除いては運用から長期間を経過していることにより、機器の経年劣化が

進んでいることから、早期の機器の更新について検討を進めていたところ

であります。

今般、地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用して、キオスク端末

の更新を実施することにより、市民に対する情報及びサービス提供の安定

的な維持継続を図るものでございます。

事業概要でございますが、更新台数といたしまして、況在の設置台数は

48台でありますが、このうち 10台が既に更新済みで、残り38台のう

ち、今回 10台の更新を予定しております。端末の機能といたしましては、

画面はタッチパネル方式で、メニュー内容は、川口市ホームページの関覧、

社会教育施設や体育施設の利用状況の確認、また予約、公民館ホームペー

ジの関覧、人材バンク魅学での人材情報の検索、またヤフー等による情報

の関覧でございます。

予算要求額としまして、歳出として総務費、総務管理費、情報化推進費、

情報システム費の備品購入で1,073万 4,000円で、全額、地域活性

化 。経済危機対策臨時交付金の歳入として要求しております。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 税制課長

○岩澤幸雄税制課長 続きまして、第 2款総務費、第2項徴税費、第2目賦

課徴収費、第23節償還金・利子及び割引料について御説明申し上げます。

法人市民税につきましては、決算により求められた税額が、前年中に納

めた予定納税額を下回つた場合に、その差額分について還付することとな
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平成烈年9月 総務常任委員会 9月 18日 (金 )

つております。昨年の予算要求時の予測を上回る景気後退による法人収益

の減少に伴いまして、法人市民税の予定納税分に係る還付金の支出が当初

予算を超えることが見込まれますので、過年度市税還付金として2億 60

万円、市税還付カロ算金として450万円、合計 2億 510万円を計上させ

ていただいたものでございます。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 定額給付金事業プロジェクトチームリーダー

○加藤邦則定額給付金事業プロジェクトチームリーダー 引き続き、補正予

算に係ります歳入について御説明いたしますので、事項別明細書の 12ペ

ージにお戻りください。

14款国庫支出金、2項国庫補助金、8日地域活性化・経済危機対策臨

時交付金、 1節地域活性化 。経済危機対策臨時交付金のうち生活支援特別

給付金給付事業交付金につきまして御説明いたします。

この事業は、定額給付金を受け取らないDV被害者に対し、福祉、生活

支援の観点から被害者を救済して、市独自に定額金と同額の生活支援特別

給付金を支給することとしたもので、歳出科目を設け、 7月 1日 より実施

して参りましたが、国の第 1次補正予算に盛り込まれました地域活性化 。

経済危機対策臨時交付金対象事業となったことから、歳出と同額を新たに

予算計上したものでございます。

なお現在、3件が該当となる見込みで、被害者3名 、その家族 3名 とな

つております。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

O宇田川好秀委員長 財政課長

0橋口純―財政課長 続きまして、同じく12ページ、14款 2項 8日 地域
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平成21年9月総務常任委員会 9月 18日 (金 )

活性化 。経済対策臨時交付金は、ただ今御説明申し上げました生活支援特

別給付金給付事業交付金のほか、総務常任委員会にかかわるものといたし

ましては、歳出で御説明いたしました防災無線デジタノし́機器整備及び市民

開放端末の整備の財源として、防災無線デジタル機器整備子局増設事業交

付金及び情報システム費交付金を計上いたすものでございます。

16款財産収入、 1項財産運用収入、2日利子及び配当金は、地域福祉

基金積立金の増に伴い、利子分を追カロいたすもので、 17款 1項 1目 寄附

金は、地域福祉事業寄附金が予算額を上回る見込みのため増額するもので

ございます。

18款繰入金、 1項基金繰入金、2日財政調整基金繰入金は、今後の財

政運営の健全化を維持するため、繰入額の金額を減額し、 19款繰越金に

つきましては、前年度の歳入歳出決算剰余金のうち残額の一部を今回の補

正財源として追カロいたすものでございます。

20款諸収入、3項 1目 貸付金元利収入の 2節福祉資金貸付金回収金は、

福祉資金貸付額の増額に伴い、回収金を増額するものでございます。

21款 1項市債、4目 臨時財政対策債は、普通交付税算定に際し、基準

財政需要額の一部として、発行可能額が当初予算額を上回りますことから

追加いたすものでございます。

続きまして、恐れ入りますが 5ページヘお戻りいただきたいと思います。

予算、第 3条、第 3表地方債補正中、臨時財政対策債でございますが、

先ほど21款市債の中で御説明いたしましたとおり、発行可能額の増額に

伴うものでございます。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

O宇田川好秀委員長 以上で説明は終わりました。
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平成21年9月総務常任委員会 9月 18日 (金 )

これより質疑を許しま九

おはようございます。

私からは 1点だけ質問させていただきます。よろしくお願いします。

まず、大きく2点ですね、すみません。まず御説明いただいたんですけ

れども、 12、 13ページの歳入の部のところの地域活性化・経済危機対

策臨時交付金です。ここは確認だけさせていただきたいんですけれども、

これに関しては、国のほうで今回の補正予算で来た金額だと思うんですけ

れども、この 5億数千万円ですか、こちらの金額というのを、これの内訳

は、一たんこの5億 5,000万近くの金額が入つてきた後に決められた

と、あとは、こちらの内訳に関しては、市のほうで決めることができると

いう認識でよろしいのかということを、企画財政部長、確認なんで、それ

でいいのかどうかというのを確認したいので、お答えのほうをよろしくお

願いします。

O宇田川好秀委員長 答弁者指定ですか。

どなたでも。

O宇田川好秀委員長 財政課長

O橋口純―財政課長 この金額の5億 5,625万 9,000円 ですが、これ

はその自治体の財政状況ですとか規模ですとかという形で、総務省のほう

で算式がございまして、割り出した結果、川国市の限度額が5億 5,625

万9,000円 となってございます。ですから、これ以内で要するに組み

なさいということでございまして、その額を国のほうから示されておりま

すから、この額に見合う事業を全庁的に調整した上、今回の補正を計上さ

せていただいたものでございます。
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平成21年9月総務常任委員会 9月 18日 (金 )

以上でございます。

0宇田川好秀委員長

ありがとうございます。

では、それに関連して歳出の部のほうで質問させていただきます。

そうしますと、 14、 15ページの情報化推進費の中の目の説明の情報

システム費の今回、キオスク端末を取りかえるというお話だつたんですけ

れども、私もこれは以前、一般質問のほうでもしたところでありますけれ

ども、その答弁の中で、この情報端末機というのは、その特徴として経年

劣化が余り、耐久性、耐用性というんですか、長いものであるという答弁

がたしか得られたと思うんですけれども、これを導入したのは平成 15年

ですか、そうすると6年であつて、6年しかと私は思ったんですけれども、

余り何か耐鳳′
l■ ももたないのかなというような感じもある。

それから10台交換して、あと残りの38台分に関して、今後検討して

いくということなんですけれども、一般質問の中で答弁をもらつたときに

は、今後、廃上を含めて検討するというような答弁もあつたと。そういう

中で、じや、でも38台、まだ更新する必要があるというような検討をし

ているということは、何か答弁と全然食い違つているのかなというような

ことが、まずあつたこと。

それから、そもそもこの端末機の例えば使われる需要状況、これに関し

ても、本当に私が調べたというか、これは担当課のほうに開いてきた調査

ですと、例えばホームページ閲覧というんですか、要するに、別にそこの

公民館でやらなくてもいいことまで要するにやつていて、公民館の場所に

よつては、具体的に言うと、中央ふれあい館とかを見ると、何か子どもの

ゲームとか、そういう利用はしないでくれという張り紙が張ってあったり、
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平成21年9月総務常任委員会 9月 18日 (金 )

何かそもそも当時入れたときには、いつでも、どこでも、誰でもという、

そういうユニバーサルデザインというのが当時はやっていた言葉で、ただ、

情報システムというのは、これは本当に 1年、2年で全く変わつてしまっ

たんでしょう力、

そういった中で、今後これをどういうふうにして情報システムというも

のを考えていくのかというんですか、私、これはだから、一たん入れたら

どんどんリプレースするというんですか、切りかえしなきゃいけないんで

すよ、ある時点で。それをどんどん、このような事業をやっていつたら、

これは結構恐ろしいことになっていくのではないのかなと、非常にこれは

今後、こういう予算を考えていく上では真剣に考えていかなければいけな

いやつなのではないのかなということで、担当課に、まず質問としては、

どこにこの 10台を、今後入れて、まず取りかえるのかということと、今

後の情報システム端末、キオスク端末に関しての今後の考え方に関して、

もう一度御説明していただきたいと思いますので、質問させていただきま

丸

0宇田川好秀委員長 情報政策課長

0高柳昭彦情報政策課長 まず、今後の 10台の具体的な設置箇所というこ

とでございますけれども、これにつきましては、まだ場所は決めてござい

ませんが、各施設での利用頻度等によりまして場所を、体育課や社会教育

課と協議しまして進めていきたいと考えてございます。

また、今後はどのようにするかということでございますけれども、まず

利用状況としまして、今年の4月 から8月 までの間、約 5か月で48台の

キオスク端末から施設予約システムにアクセスした件数は合計で3万件ご

ざいます。 1か月当たり6,000件、 1台当たり、 1か月当たり平均で
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125件の施設予約システムにアクセスしたという実績がございますЪこ

のうち単純に施設予約システムにアクセスしただけではなく、それから実

際に施設予約をした件数は、 1か月当たり83件ということでございます。

また、あくまで参考の数字でございますけれども、キオスク端末でもホー

ムページのヒット数、ホームページにどのくらい行つたかという形なんで

すけれども、 5か月間で約 300万件ございまして、 1か月当たりでは 1

万2,500件のホームページにヒット、アクセスとヒットは違うんです

けれども、アクセスとなりますと1万 1,500件になりますけれども、

一つのページを出しますのに10回から20回のアクセスがございますの

で、 1か月当たり1,000件 くらいの利用状況があると考えてございま

丸

このようなことから、まだ市民の方は利用しているという状況がござい

ますので、今後につきましては、実際に利用状況を見ながら、廃止も含め

て検討したいと思つています。

なお今回、委員の質問にもございましたけれども、廃上も含めて検討と

いうことでございますので、平成 21年 3月 に関係各課、課長会議を開き

まして、 12台の廃上を決定し、現在48台という形になっているところ

でございます。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長
―

まず、これは主に公民館に置かれているということなんで

すけれども、公民館には、結局、人がいらつしゃつて、そこで職員の方が

日々 事務作業等を、本当に公民館の運営をやられている方がいらつしゃる

と思うんですけれども、私はまず、そういつたところで、窓口でこれは結

―H―



0         ほかにあります力、

平成a年9月 総務常任委員会 9月 18日 (金 )

局、施設予約というのはできるわけでありまして、何でコミュニケーショ

ンを、人間と人間とのコミュニケーションが途絶えるようなことをやつて

しまうのかなと、私は、当初の導入目的というのは、いつでも、どこでも、

誰でも気軽に、タッチパネルでできるということはわかるんですけれども、

今、コミュニケーションが希薄だという中で、公民館は一つの本当に大事

な施設であつて、その中でどういつたことをやるのか、館長だつたり、そ

ういった方々とのコミュニケーションが私は大事なのかなと思いますし、

あえて、そこで人と人を切るような、そういつたシステムを入れることが

市民にとつて本当にいいのかなというのが、これは私は疑間に思います。

それは私の見解なので、それはちょっと御検討いただきたいんですけれど

も。

それからあと、 10台をどこにやるかわからないというのも、これは確

力ヽ こ今回、突発的に臨時経済対策で来たというんですけれども、ただ、交

付目的が、これは経済対策あるいは地域活性化ということだから、 じゃ、

このシステム導入が、地域のどなたの経済対策になるのかと考えたときに、

パソコンとかだったら、地元のパソコン業者があれかもしれませんけれど

も、ただ、どこが地域活性化になるのかという意味で、ちょっと私は疑間

に思つたので、これは答弁は要らないんですけれども、今後検討は、こう

いうシステム情報に関してのものを、もうちよつと考えていただきたいと

いうのは私からの意見でございます。

以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。

お願い します。
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じゃ、歳出のほうから伺いたいと思いますが、今の関連で、まず聞きた

いと思うんですけれども、今回、 10台を更新するということで、経年劣

化という御説明があつたんですけれども、実際に、じゃ、今どれくらいの

頻度で劣化の状況があらわれているのか、本当にその必要性があるのかと

いうのを、どういうふうに認識されているのかということ。

あと、今ちょつと補正とは直接関係ないところの議論で、廃上に向けて

というところの議論もあつたところなんですが、私、見る限りだと、公民

館で本当に老人会の人とかが、職員さんに聞きながら、コミュニケーショ

ンをとりながらタッチパネルもやつていらっしゃるのかなというふうに見

かけることもありますので、そういう意味では、コミュニケーションが全

くない中で、こういうものが活用されているというふうに私1部識してい

ないので、今の施設予約システムが導入されてから、そういうコンピュー

ターとかインターネットの環境とかにない方たちも、たくさんまだ市民の

中にはいらつしゃるのかなというふうに思いますので、単純に廃止、縮小

していくということではなくて、そういう市民の皆さんの利用の状況だと

か、そういうのをきちんと見ながら、今後の検討というのは進めていただ

きたいと思いますけれども、それについては考え方も含めて御答弁をまず

いただきたいというふうに思います。

それから、2項の徴税費のほうでなんですが、市税の還付ということで、

法人の状況が昨年と今年で、どういうふうな状況が出ているのかというの

を、全体として把握されているのがあれば具体的に教えていただきたいと

思います。お願いします。

O宇田川好秀委員長 情報政策課長

O高柳昭彦情報政策課長 これまでの故障の状況ということでございますけ
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れども、平成 18年から20年までの 3年間にして、延べにして 108回

ございます。 18年、 19年度は20回程度でございましたけれども、昨

年度は60回を超えているという状況にございます。一応、耐久性にすぐ

れた状況ではあるんですが、平成 15年に設置してから6年たつていると。

これにつきましては、さまざまな方が、こうしたものを使ってお りますの

で、普通のパソコンよりも消耗度は激しいものと考えております。こうい

つたことから、年々と故障の数は増えているなというふ うな印象でござい

ます。

それともう一つ、廃上の関係なんですけれども、廃上に向けてというよ

りか、廃止も含めて検討するということでございますけれども、それもや

はり利用状況なり、公民館等々の意見を聞きながら、廃止する場合とか変

更する場合は検討 して参 りたいと思います。

以上でございます。

○宇田川好秀委員長 税制課長

0岩澤幸雄税制課長 昨年と今年につきましての法人の申告状況ということ

でございますので、現在、7月 末までの状況といたしましては、平成 20

年度、申告件数が 5,606件、そのうちに法人税割、要するに法人で利

益があった方については2,338件、 21年度におきましては申告件数

5.537件、利益があつた方については 1,879件 ということで、前年

に比べて大幅な減少となっております。

また法人税割を、20年度に納めた2,338件のうち、法人税割が減

少 した法人にしましては 1.566件 ということで、約 70パーセン ト近

い法人につきまして利益の減少が見られているところでございます。

以上でございます。
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0宇田川好秀委員長

ありがとうございます。

その法人の市民税のところなんですけれども、 70パーセント近い企業

が利益が減つていて、今回、補正で 2億くらいですけれども、当初でどれ

くらい、この還付を組んでいて、合計で21年度、どれくらいの還付にな

る見込みなのかというのがわかれば教えていただきたい。

あと、すみません、歳入のほうなんですけれども、 12ページのほうで、

財政調整基金繰入金を、今回なくして、繰越金で数種の事業をやっていく

ということだと思うんですけれども、決算の繰越金が、あと乗」余金がどれ

くらい残るのかということと、財調は減にしてどれくらいになるのかとい

う今後の見通しとかも含めてお答えいただきたいと思います。お願いしま

す。

○宇田川好秀委員長 税制課長

○岩澤幸雄税制課長 当初予算におきまして、予算総額、還付金に関する市

税全体ですと2億 5,940万 円、そのうち法人市民税につきましては 1

億8,010万円を予定させていただいております。それが今年度末の見

込みといたしましては、還付金総額で4億 6.450万円、法人市民税分

といたしまして3億 8,520万円を予定させていただいているところで

ございます。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 財政課長

0橋口純―財政課長 18款の繰入金の財政調整基金繰入金に関してでござ

いますが、今回17億 9,000万円を減額補正させていただいて、繰入

金をゼロという形にさせていただきますと、その結果、今年度末の予定残
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高が59億 6,700万円の予定でございます。

次の 19款の繰越金でございますが、今回の補正をお願いした後の残高

が35億 1,200万円となります。今後の見通しですけれども、この

35億 1,200万円というのが、今後の 12月 及び3月補正の財源とし

て使わせていただきたく考えております。

それともう一つ、来年度の当初予算におきまして、税収のほうが今年度

よりもさらに落ち込むという見通しがありますので、でき得ることであれ

ば、この35億 1.200万円の一部を次年度の財源として使わせていた

だければというふうに考えております。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 ほ力ヽ こ。

すみません、歳出の賦課徴収費のところで、まずこ

このところで市税還付加算金という450万円、これについての御説明を

いただきたいことと、それから余り私は、この過年度市税の還付金、法人

市民税の還付金というのは、今までお目にかかったことがないかなという

気はするんですけれども、実際には過去、こういったケースがあったのか

どうかということ、それが今後、今年度もこういう形で法人市民税が、当

初予定していたよりも入らなくなったということは、本市の中小企業が大

変状況が危機的なのかなというふうに推測するんですけれども、その辺を

ちょつと総合的に、どういう御判断で見る、いろんな課にまたがっている

とは思うんですけれども、どうなのかなというふうに、今後についてもち

ょっとお伺いしたいなというふうに思っております。

それから、臨時財政対策債のところなんですけれども、先ほどの御説明
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の中で、基準財政需要額の算定基準によって、上回つてこれが認められた

というようなことだつたと認識しているんですけれども、実際にはこの臨

時財政対策債というのは、いわゆる借金になりますので、これらについて、

こういつた形でどんどん膨らませていくことについて、大変失礼な言い方

をして申しわけないんですけれども、対策債が増加していくことについて

の見通しも、あわせてお願いしたいと思います。

O宇田川好秀委員長 税制課長

○岩澤幸雄税制課長 まず、市税還付加算金につきましては、平成 21年つ

きましては年利45パ ーセントの割合で還付金に加算するということに

なっておりまして、市税還付金の2億 60万円に対しまして、約半年分程

度という形で予算を組ませていただいております。

続きまして、過去につきましては、私が記憶している限りにおきまして

は、NTTが東西に分割したときに、NTT本社分についての還付が発生

いたしましたので、確か補正をお願いしたことがあつたのかなというふう

に記憶はさせていただいております。

また、市内の事業主という形になりますと、今回、先ほど申し上げまし

たように、法人税害」が減少したということが 70パーセントくらいという

ことなんですが、今回、調べましたところによりますと、全体の業種的に

多くなっております。顕著なものといたしましては、やはり製造業、卸売

業等が件数的に大分多くなっておりますので、大変厳しい状況だというふ

うに認識はさせていただいておりま九

以上でございます。

○宇田川好秀委員長 財政課長

○橋口純―財政課長 臨時財政対策債の件でございますが、交付税の算定に
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伴つて臨時財政対策債というものが発生しておりますけれども、これにつ

きましては、御存知のとおり元利償還金は本来、交付税に算入するという

形になつておりますが、本市の場合、不交付団体ですので、借りたものは、

本市ですべて償還するということになります。

それで、これだけ借りての今後の見通しですけれども、今回の補正をお

願いした結果、 50億 9,100万 という臨時財政対策債になりまして、

12ページの一番下を見ていただきますと120億 3,861万 6.000

円と。これが補正後の市債の今年度の借入額でございます。今年度の、逆

に返すほうの公債費の元金の償還分が133億円でございます。ですから、

120億円借り入れを行いまして、 133億円の償還をしておりますので、

この段階、この補正をお願いした後の段階におきましても13億円ほど償

還のほうが多くなつてございます。今後、見通しをシミュレーションしま

した結果、今年度と同じように、ほかの事業の分の市債と、あと臨時財政

対策債も同じように今後借りていったとした場合に、どうなるかというシ

ミュレーションを、私どもで立てましたけれども、やはり徐々に起債残高

は減つていくという状況になっております。ですから、その辺のバランス

まで見た上で、この補正をお願いしているところでございます。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

0宇田川好秀委員長 ないようですので、以上で質疑を打ち切り、討論を行

います。

〔「なし」と言う人あり〕

O宇田川好秀委員長 以上で討論を打ち切り、一括採決することに御異議あ
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りません力ゝ

〔「異議なし」と言う人あり〕

O宇田川好秀委員長 御異議なしと認め、採決いたしま九

歳出の部、第 2款及び歳入の部、第 14款第 2項第 8日 、第 16款ない

し第 21款第 1項第5目並びに第 3条、第 3表を原案どおり可決すること

に賛成の方の起立を求めます。

〔起立者全員〕

O宇田川好秀委員長 起立者全員であります。

よつて、本案は可決されました。

暫時休憩いたします。

午前10時 37分休憩

午前 10時 38分再開

O宇田川好秀委員長 再開いたします。

◎議床第 84号 り‖口市自治基本条例運用推進委員会条例

O宇田川好秀委員長 次に、議案第84号「川口市自治基本条例運用推進委

員会条例」を議題といたし、本案に対する説明を求めます。

企画財政部長

0西川 亨企画財政部長 引き続きまして御審議いただきますのは、議案第

84号「り|1口 市自治基本条例運用推進委員会条例」でございますが、本年

4月 に施行されました川口市自治基本条例の規定に基づき制定される4つ

の条例のうち、一番最初に制定すべきものとして位置付けられているもの

でございます。
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詳細につきましては、これより総合政策課長から説明いたさせますので、

慎重に御審査いただきまして、御可決賜りますようよろしくお願いいたし

ます。

O宇田川好秀委員長 総合政策課長

O押田善司総合政策課長 議案第84号「川口市自治基本条例運用推進委員

会条例」について御説明申し上げます。

本条例は、本年 4月 に施行されました川口市自治基本条例第 33条第 1

項において、自治基本条例の運用状況について検討し、市長にその改善の

ための提言を行うため、自治基本条例運用推進委員会を置くものとし、同

条第 3項において、その組織及び運営に関し必要な事項は別に条例で定め

るとしていることに加えまして、附則第 1号で、平成 22年 1月 1日 まで

の間において規則で定める日に施行すると規定しておりますことから、今

議会に提案するものでございます。

あわせまして、今回、本条例により設置する予定の運用推進委員会は、

自治基本条例策定委員会におきまして検討された内容を踏まえまして条文

化いたしたものでございます。

それでは、本条文の内容について順次御説明させていただきます。

2ページを御覧いただきたいと存じます。

まず、第 1条の趣旨ですが、先ほど申し上げましたとおり、自治基本条

例の規定に基づき、運用推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定

めることを述べております。

次の第 2条は、所掌事務であります。その第 1号に自治基本条例の運用

に関すること、第 2号で条例の啓発、第 3号は条例の見直し、第4号は条

例の施行による自治の推進の検証、そして第 5項では、この委員会のあり
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方に関することとし、この 5つの項目について市長の諮問に応じ、調査、

審議することとしておりますЪまた第 2項では、第 1項の事項について市

長に提言を行うことができることとしております。

続く、第 3条から第 5条は、組織、委員、委員の任期についてでありま

す。いずれも自治基本条例の策定委員会の定義に基づき条文化しておりま

す。

まず、第 3条の組織については、委員数を14人以内とし、第4条の委

員については、その内訳を知識経験者、いわゆる市議会議員さんが2人、

市内の民間団体からの選出者が 2人、学識経験者、つまり大学教授などが

2人、そして公募市民が8人としております。

そして、第 5条の委員の任期については2年とし、 1年ごとに、その半

数を改選することとしております。委員の任期については、一度に全部の

委員が交代して委員会に糸区続性がなくなることのないよう配慮するもので、

まずは委員の人数の半分は、元自治基本条例策定委員会の委員がつくこと

となっております。その委員 7人の任期を 1年間とし、 1年後にその 7人

分を補充いたしまして、それ以後、 1年ごとに半分の委員が交代する、い

わゆる参議院の方式をとることとなっております。

なお、委員の選任に当たつての措置としては、恐れ入りますが4ページ

の附則第4号を御覧いただきたいと存じます。

この条例の施行の後、最初に委嘱される委員のうち半数の者で市長が指

定する者の任期は、第 5条第 1項の規定にかかわらず 1年 とすると規定さ

れておりますが、これが自治基本条例策定委員会の委員から選任される7

人のことを指しているものであります。また、委員の選任に当たりまして

は、自治基本条例策定委員会で確認されておりますが、再任は妨げないこ
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ととしております。

恐れ入りますが 2ページにお戻りいただきたいと存じます。

次に、第 6条でございます。委員会に委員長及び副委員長を置くことと

し、その選出、役害」などを定めております。

続いて、第 7条では、委員会の会議についての規定ですが、通常の会議

の規定に沿って行うものでございます。

そして、第 8条では、関係者の出席についての規定ですが、委員会が必

要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見を聞き、資料の提出

を求めることができることとしております。

次に、第 9条の庶務は、企画財政部が処理することとし、第 10条では、

委任として、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定めるとして

おります。

そして最後に、附則ですが、第 1項では、施行期日について、自治基本

条例の附則第 1号で定めている平成 22年 1月 1日 までの間において規則

で定める日としていることから、これを受けまして規定しておりますが、

別に定める規則におきまして、施行期日は10月 1日 にさせていただけれ

ばということを予定しておりま九

次に、第2項でございますが、この条例が施行されることになれば、そ

の役割を終えることになる川口市自治基本条例策定委員会条例を廃止する

ことを規定しております。

さらに、第 3項では、川日市非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償に関

する条例の一部改正として、自治基本条例策定委員会を廃止することから、

別表中にあります委員報酬を削減し、4ページにございますように、新た

に別表中に運用推進委員会の報酬として、委員長に7,800円、委員に
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7.200円 と規定するものでございます。

第 4項につきましては、先ほど御説明申し上げましたとおりでございま

す。

以上が条例の内容でございます よろしくお願いいたします。

O宇田川好秀委員長 以上で説明は終わ りました。

これより質疑を許 します。

先ほどの補正にも若千委員の報酬が組まれていたので、

10月 1日 からこの条例を施行するということでしたけれども、今後の

スケジュールを、ちょつとあらかじめ確認をしておきたいというのと、

今回選ばれた委員の半数が 1年で任期が終わるということなんですけれ

ども、それぞれ、市民、学識経験者とか団体、知識経験者のうちの半分

が全員 7人が入れかわるということなんですが、これまで策定委員会の

中で、この運用推進委員会に入られる方というのは、どういう話し合い

があつて、もう既に決まっているのかとか、その辺の流れもちょっと御

説明をいただきたいなというふうに思うのがまず 1点。

それから、 2条の委員会の内容について、それぞれ 5つがあるんですけ

れども、こちらの手引を見ると、運用に関することとあわせて、これから

個別条例を立ち上げる際についても、運用委員会の中で検討されていくよ

うな内容になつているので、その運用というところに関して、具体的にど

ういう中味が含まれているのかというのを、ちょっと御説明をいただきた

いと思います。

O宇田川好秀委員長 総合政策課長

○押田善司総合政策課長 まず、今後のスケジュールについてのご質問でご
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ざいますが、この条例が制定されましたということを前提にお話しさせて

いただきますが、年内に12月 を想定して 1回、開催させていただこうと

思つています。その中で、今後のスケジュールというものを、年明けのス

ケジュールを御審議いただきたいというふうに考えています。その中で、

とりあえず 3回 という想定をさせていただいたところでございます。

それから、2点 目の半数が 1年で任期が変わるということで、その策定

委員会の中で、どのようにして決まったかということですが、実際に決ま

りましたのは、委員公募の4人の方のみ決まつたところでございますЪこ

れはまず立候補制をとりまして、市民25名の委員さんの中から立候補を

募りまして、最終的に4人に決まったということでございます。

それから、手引の中の項目があつて、その中に条例では5つの項目で整

理して、その中の運用とは何ぞやという御質問かと思いますが、まず、本

条例の運用状況のチェックと申しまして、自治基本条例をつくりましたと

きに、つくって終わりとなってはいかんということで、その条例が正しく

使われているか、こういうチェックをさせていただく。さらには個別条例

という、現在、今回の条例も含めまして4つの条例が提案されております。

この条例を除きまして市民参力日、協働、それから市民投票条例、この3つ、

この進め方がすぐできるというふうには誰しも思っていませんけれども、

どのようなスケジュールでやっているか、あるいはどのような動きをして

いるか、あるいはその目的に向かつて進んでいるか、このような運用状況

というものでございます。大体がそのような、つくって終わりではない、

市民25人の方が参加していますから、その思い入れというものがありま

して、我々も参加して、その後、どうなっていくのかということで、この

委員会がつくられていますので、その辺で、また中味については今後進め
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て、会議のほうで考えていきたいというふうには思つています。基本的に

はそんなような形でございます。

0宇田川好秀委員長
―

―

ありがとうございま丸

この自治基本条例が策定される際にも、本当に多くの市民の方の、いろ

んな熱い思いが込められているということは、本当に策定の過程を見てい

てもわかりますので、この推進委員会が本当に運用とか、いろいろなこれ

からの個別条例についての議論をする際にも、本当にその委員会の域を超

えた市民参加というのを、この推進委員会自体が、やっぱりそれを実施し

てもらえるようになっていただきたいなというのが思いとしてありますの

で、そこの辺の、それは委員会の皆さんが決められることだと思うんです

けれども、事務局に当たる職員の皆さんからも、やつぱりそういうところ

に働きかけていただきたいなというふうに思いますので、その辺の考えが

あるかどうかも含めて伺いたい。

あと、第2条の (3)の ところには、自治基本条例の見直しについても、

運用推進委員会の役割の中に入つていますので、その見直しが具体的に必

要だというふうになったときには、この運用推進委員会だけで議論される

のか、それともこれまでのように、改めて策定委員会、見直しの委員会と

いうのが設けられるのかという、何か具体的ではないと思うんですけれど

も、具体的に何かそういう想定されるようなことがあれば教えていただき

たいと思います。

O宇田川好秀委員長 総合政策課長

O押田善司総合政策課長 まず 1点 目の御質問ですが、今後こういう市民参

加という、あるいはワーキンググループと申しますか、こういう委員会は、
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当然多くなっていくのかなというふうに思います。

そうしますと、そういう参加をした人は、そこだけに参加したのではな

くて、その後のフォローといいますか、それがどうなっているのか、この

辺は大変注目されていると思います。ある意味では、これは画期的な、 1

つは初めてのうちの事例でございますので、最初が肝心かなというふうに

思っていますので、その辺はしつかり相談しながら、またその意見を反映

させながら、今後のことも考えて対応 していきたいというふうには考えて

おります。

それから2点 目の見直しについてですが、基本的には、これは条例でご

ざいますので、条例に差別があるわけではございません。したがいまして、

最終的には市のほうで地方自治法に基づいた市の手続を踏まえまして、議

会に上程して、議会で初めて議決をされて制定されるわけでございます。

ただ見直し、条例だけではなくて、この手引の見直しも一応含まれており

ますので、条例の見直しも、そういう提言をしていただいて、これはでき

るものは反映させていく、こういう形が一番望ましいのかなというふうに

は思っています。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長
―

O―  自治基本条例の委員長を務めさせていただきましたけれど

も、もう役は外れておりまして、とにかく自治基本条例、お疲れさまでし

ブそ二。

運用推進委員会が、いよいよこの条例案が可決してスター トするわけで

すけれども、今の説明の中にも半数が新任の委員さんで半数が残ると。し

かし1年後には、経験者が全員いなくなってしまうということも1つある
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のかなと。それを懸念するわけではないんですが、事務局となる総合政策

課と、それとあと野村総研のかかわりは、今後どうなっていくのかという

ことを 1点確認したいのと、さらには法務担当者が、今後どのような形で、

この運用推進委員会にかかわっていくのかということを、まず 1点確認さ

せていただきたいと思います。

それと、自治基本条例を策定しているときも、フォーラム等、いろいろ

地区を分けて意見を聞く会議などを催したんですけれども、実際のところ

仲間うちだけの参加というような感が否めなかつたのかなというのは、私

はこれは現実としてあつたんですオ亀 それだけに、この運用推進委員会の

果たす役害1と いうのは、非常に私は大きいものがあるというふうに思って

います。ワーキンググループとか、また今度は自治基本条例の策定のよう

な大きな組織ではなくて、小さな組織で、 しかし、さらに多くの市民の参

加を得られる運用にしていかなければならないという、逆に大変大きな課

題であると思いますが、そこら辺をどう捉えているのかお聞かせいただき

たいと思います。

O宇田川好秀委員長 総合政策課長

○押田善司総合政策課長 まず 1点 目の 1年後には経験者がすべていなくな

るということでございます。私ども大変懸念しておりますところでござい

まして、実はここの条文には出てきませんけれども、再任を妨げないとい

うのは、これは自治基本条例策定委員会の中でも言われていたことで、そ

れからこの条文にも、その再任を妨げないという項目はございませんけれ

ども、逆に書かないことによって再任を妨げないという認識で、市の統一

の見解で、こういう条文のつくり方をしているということです。ですから、

私は全部取りかえるというのは、なかなか厳しいかなというふうに思つて
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いますので、この辺はまた話し合いでございますが、残られる方は残って

いただいて、今後の継続性にもつなげていただけたらありがたいなという

のが、個人的な考えでございます。

それから、野村総研でございますが、こちらにつきましては、この委託

はここには組んでおりません。また、これまでの構築関係もございますの

で、アドバイスはそれは適宜であり、ただ委託は全く組んでおりませんの

で、単独でやろうと思っております。

それから法務担当、これはもう役所の横のシステムとしまして、これは

これまでも法務担当はやっていましたので、随時、必要に応じて呼ぶこと

もできますし、一緒に参加するということも考えられますので、これは必

要に応じていきたいというふうに思つています。

それからフォーラムで仲間うちの参加が多かった。確かにおっしゃると

おりでございまして、この辺が今後の課題だとは思っているんですが、こ

の中に第 2条の第 2項 2号に、自治基本条例の啓発に関するということで

ございます。この項目があります。これは自治基本条例等を周知していく、

PRしていくということを、この委員会で考えていただきますので、この

辺も含めてどのようにして、例えば先ほど言いましたフォーラムがいいの

か、出前講座がいいのか、この辺もよく検討していただいて、い力ヽ こ自治

基本条例を浸透させていくかということが今後の課題かというふうに思つ

ていますので、よろしくお願いいたします。結果的に、それで多くの参カロ

を得られればありがたいなと思っています。

これから動いていく中でございますので、議員の皆さんのいろんなアド

バイスを得ながら進めていけたらなというふうに考えておりますので、何

とぞよろしくお願いいたします。
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○宇田川好秀委員長 ‐

自治基本条例が策定されましたというものを資料、全戸配

布したわけですオ為 本当に、じゃ、どれくらいの市民が内容を理解という

か、こういうまちにしていかなければいけないというような思いを持つて

いただいたかというのは、中には、ああ、こういうことかと御理解いただ

いた方もいるでしょうし、実際、その手引も見ていない方も多いんじゃな

いかなと思いますが、ぜひ、運用推進委員会の、この特に運用、啓発、こ

れについてしっかりやつていただくようにお願いをしたいと思います。

以上でございます、今のは意見で。

O宇田川好秀委員長 ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

0宇田川好秀委員長 以上で質疑を打ち切り、討論を行います。

先ほどの質疑の中でも、ちょつと言いましたけれども、こ

の策定される段階で、多くの市民参加を図るという努力をされてきたとい

うことは十分認識していますが、今後この運用推進委員会という14人の

委員さんの中だけの検討とか企画ということにとどまらないで、この運用

推進委員会自体が、市民参加の中で自治基本条例が、この川日の中に根づ

いて、さらにいいものに発展していかれるよう、その状況をよくやつてい

っていただきたいということを要望いたしまして、討論 といたします。

以上です。

O宇田川好秀委員長 ほ力ヽ こ。

〔「なしJと言う人あり〕

0宇田川好秀委員長 以上で討論を打ち切り、採決することに御異議ありま
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せんか。

〔「異議なし」と言 う人あり〕

○宇田川好秀委員長 御異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案どお り可決することに賛成の方の起立を求めます。

〔起立者全員〕

O宇田川好秀委員長 起立者全員であります。

よつて、本案は可決されました。

暫時休憩いたします。

午前 10時 59 本ヽ憩

午前 11時00分再開

○宇田川好秀委員長 再開いたしま九

◎議案第 83号 川口市市長等常勤の特別職職員の給与等に関

する条例の一部を改正する条例

○宇田川好秀委員長 次に、議案第 83号 「り口市市長等常勤の特別職職員

の給与等に関する条例の一部を改正する条例Jを議題といたし、本案に対

する説明を求めます。

総務部長

○中島陽二総務部長 それでは、引き続きましてよろしくお願いを申し上げ

ます。

本 日御提案 しております議題は、議案第 83号 「川国市市長等常勤の特

別職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例Jでございます。

議案内容につきましては、この後、職員課長から説明いたさせますので、
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よろしく御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。

以上です。

O宇田川好秀委員長 職員課長

0弓場賢―郎職員課長 それでは、議案第83号「川口市市長等常勤の特別

職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例」につきまして御説明

を申し上げます。

お手元の一般議案の 1ページに加えまして、条例議案、参考資料の 1ペ

ージもあわせてお開きをいただきたいと存じます。

条例改正の内容は、国民健康保険税の資産割額の課税誤りに関して、市

長及び副市長みずから引責をし、平成 21年 10月 支給分の給料月額を

10パーセント減額する措置を講ずるものです。

なお、現在、既に給料月額を6パーセント減額する措置を行なっている

ため、今回の措置と合わせて 16パーセントの減額とする旨の規定を、条

例附則第4項にカロえ、施行期日を公布の日からとするものでございます。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

O宇田川好秀委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑を許しま丸

〔「なしJと言う人あり〕

O宇田川好秀委員長 以上で質疑を打ち切り、討論を行います。

〔「なしJと言う人あり〕

0宇田川好秀委員長 以上で討論を打ち切り、採決することに御異議ありま

せんか。

〔「異議なしJと言う人あり〕

0宇田川好秀委員長 御異議なしと認め、採決いたします。
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本案を原案どおり可決することに賛成の方の起立を求めま九

〔起立者全員〕

O宇田川好秀委員長 起立者全員であります。                     
―

よつて、本案は可決されました。

暫時休憩いたします。

午前 11時 03分休憩

午前 11時04分再開

○宇田川好秀委員長 再開いたします。

◎議案第90号 工事請負契約の締結について (旧青木環境セ

ンター焼却施設解体工事)ないし議案第93号 工事詰負契

約の締結について (川 国市立並木公民館建替工事)

○宇田川好秀委員長 次に、議案第 90号「工事請負契約の締結について

(旧 青木環境センター焼却施設解体工事)」 ないし議案第93号 「工事請

負契約の締結について (川 国市立並木公民館建替工事)」 までの以上4議

案を一括議題といたし、本案に対する説明を求めます。

理財部長

○吉田博―理財部長 皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。

常日頃から理財部の行政につきましては、いろいろお世話になりありが

とうございます。

本日は、工事契約議案といたしまして、旧青木環境センターの解体工事

をはじめとする4議案につきましてお願いするところでございますが、こ

の後、契約課長から順次御説明させていただきたいと存じます。
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ひとつ慎重審議の上、御可決賜りますようお願いいたしまして、よろし

くお願いいたします。

○宇田川好秀委員長 契約課長

04り II俊―契約課長 それでは御説明いたします。

議案第90号から93号までの4件の工事請負契約の締結についてを御

説明申し上げますので、一般議案の 17ページを御覧ください。

旧青木環境センターは、建設から40年以上を経過 し、施設廃止からも

7年が経過した施設でございます。このたびの焼却場の解体につきまして

は、特殊な解体工事でございますので、国が定めたダイオキシン類ばく露

防止対策要綱に基づきました解体工事を施工した実績があることを要件に、

市内業者と組み合わせをいたしました」V方式を採用したものでございま

九

一方、今回は9社のうち8社が低価格での入札でございましたので、低

入札価格調査委員会を組織 し、発注課であります環境部の調査結果に基づ

きまして、 3番 目に低い価格で入札をいたしました東亜・修和特定建設工

事共同企業体の安全施工管理体制及びダイオキシン類対策での安全施工体

制などにつきまして確認ができましたので、落札者と決定いたした次第で

ございます。また、工期につきましては、濶成22年 12月 28日 までの

2か年継続事業で解体工事を行います。

なお、解体工事の概要につきましては、お手元の資料のとおりでござい

ま丸

続きまして、次ページの 18ページでございますが、議案第91号、朝

日東高層住宅耐震補強工事につきましては、昭和46年に建設し、その後

38年が経過 しておりますことから補強工事を行うものでございますもそ
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の補強工事につきましては、入居者が居住したままの工事となりますので、

外部からの作業だけで補強ができる工法で行います。工期につきましては、

平成 22年 7月 16日 までの 2か年継続事業で行います。

続きまして、議案第 92号、市営安行原住宅第 2期改築工事につきまし

ては、建設後40年を経過し、老朽化が著しいことから改築を行うもので

ございます。現在は2階建てで24戸分でございますが、8階建てで84

戸分に建替えをいたすものでございます。工期につきましては、平成 23

年 3月 31日 までの2か年継続事業で行います。

次ページの20ページでございますが、議案第93号、川口市立並木公

民館建替工事につきましては、昭和39年に建設されました公団住宅と保

育所との複合施設で、45年が経過しておりますので建替えをいたすもの

でございます。建替えに当たりましては、3階建てで多目的ホールを新設

するなど、地域住民の自主的な生涯学習活動や地域コミュニティーの強化

を図つた施設でございます。場所につきましては、埼玉県警の並木待機宿

舎跡で、現施設からは産業道路寄りに3分くらいのところでございます。

工期につきましては、平成 22年 12月 20日 までの2か年継続事業にな

ります。

工事内容につきましては、お手元の資料のとおりでございます。

以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

O宇田川好秀委員長 以上で説明は終わりました。

すみません、青木環境センターの解体に関しまして、ここ

に出てお りますので、これは私が地元として一般質問をさせていただいた

疑を許 します。
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んですけれども、ここでも質問させていただかないわけにはいきませんの

で、私のほうからも重複する面がありますけれども、若干の質問をさせて

いただきますので、よろしくお願い申し上げます。

まず、この解体工事に際しましての入札で、低価格入札ということで 1

番、 2番が、何というんでしょうか、落本Lに当たらないで、3番目が落本L

ということになりました。この件に関しましても説明を受けているわけで

すけれども、ただ、低価格入札とはいえ、 1番と3番の差が、一般質問で

も言つたんですけれども約 2.000万円くらいの差なんですね。そこで、

低価格入札のための調査委員会ということで、調査委員会を設けて調査さ

れたということなんですけれども、懸念されるのは、私、 1番、 2番、あ

るいはここに載っている9か所の入本Lの業者の方は、 9か所、日本の国に

しては、ほとんど名前が知れている、一流といえば一流の会社が親になつ

て、そこにりII回 の会社も、これも大体、私どもがほとんどよく耳にする会

社が」Vで組んでいるということで、しつかりした企業体ではないかと思

うんです。その中で、たかだか 1番が2,000万の違いでもつて落札に

はならなかつたわけですけれども、これだけの会社が、しっかりとした入

札をするということでもって、不備があったというのはお聞きしています

けれども、どんなところで不備があったかというのは、ちょっとどのくら

いの、やっばり1番にならないで3番になつてしまったという、不備がど

んなところであつたかというのは、やっばり若干懸念されるわけでして、

それをちょっと細かくお聞きしたいなというふうに思つています。

それと、その落札した会社は、3番が落札されたわけですけれども、

我々地元としては、じゃ、ここで間違いなく健全な、地元に迷惑がかから

ないようなしっかりした解体が保障される状況にあるのかと。どこで担保
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しているのかと、しつかりと見るところがあると思うんですけれども、ど

この機関で担保されているのかをお伺いしたい。

それからもう一点、この件でいいかどうか、わからないかどうか心配な

んですけれども、解体の後、恐らくダイオキシン類の上壌調査も含めての、

これは恐らく工事発注だろうと思っておりますが、万が一これが汚染され

ているということがはつきりした場合は、これはどういうふうになるのか、

その上壌の処理は、改めてまた別な予算をとってやるのか、あるいはこれ

にそれまで含まれる状況で、この入札がされているのか、ちょつとその辺

をお聞かせをいただきたい。しつかりした解体を、しっかりやつていただ

ければ、私もそれで文句はないんですけれども、そういうことを含めてお

聞きしたいと思います。よろしくお願いします。

O宇田川好秀委員長 契約課長

O小川俊―契約課長 まず、3点ほど御質問いたただきましたが、 1番目の、

いわゆる 1番 目、 2番目、そして 3番に該当した理由なんですが、私ども

低入札価格調査をさせていただきましたが、その際のポイントといたしま

して、いわゆる元請としての責任ある施工体制ができているのか。またダ

イオキシン類の対策について、どのような対策をとっているのか。また解

体工事、当然こういう既に有資格者として解体を行なっておりますので、

条件でありますので、今までの解体工事の実績等について、いろいろ調査

させていただきました。その結果、 1番目、 2番目につきましては、ヒア

リング等をお伺いしておりますと、あくまでも次の下請に出す、そこの業

者の見積もりを余りにもそのまま出すような形であつた、ヒアリング等々、

あと調書につきましても、まずそういうことです。

それから、ダイオキシン類の対策につきましても、発注課の環境で設計
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いたしました金額に対しましても、50パーセントを大きく割るような、

例えば40パーセント台、30パーセント台、 1番、 2番でございますが、

という数字であります。発注課といたしましては、周辺並びに市民全体の

生活環境だとか、そういった汚染されてはなりませんので、環境的なもの

も十分計算をした積算額でございますが、それをはるかに半数、いわゆる

50パーセントを大きく割るような数字でございましたので、それらにつ

きましても、あくまでも下請業者の見積もりで積算されてあるので、元請

としては十分な把握がなされていないような、そういう答弁あるいは調書

でございました。

また、実績につきましても、 1番、 2番につきましても、あるいは関係

地方公共団体等の実績はございますが、私どもが求めていましたのは、そ

れらの実際行った後の評価、どのような評価がされているのかを確認した

かったんですが、そこら辺については公表されていない、また必要がない

というか、点数が全くついていませんでした。ところが、そういうわけで

1番、 2番目につきましては、やはり安全施工管理体制等々に疑念が生じ

るということで、契約には該当しないと。

この低入札価格につきましては、 1番 目がだめであれば2番 目、2番 目

がだめであれば3番目と、そういう順番でいきますので、3番 目に当たり

ましては、その責任施工管理体制につきましては、いわゆる基発第401

号が平成 13年でしたか、定められたんですが、それに合わせまして3番

目の会社では独自の管理システム体制をつくりまして、元請としての責任、

そして下請、あるいは協力会社を一括的に総合的な管理をする管理システ

ムでありましたので、今回の調書並びにヒアリングにつきましても、すべ

てを把握しておりますので、こういう事業については元請として責任を持
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つて協力して行う、また実施するという内容でございます。

また、ダイオキシン類対策につきましても、先ほどは50を割るような

大きな数字でございましたが、この 3番 目につきましては594、 いわ

ゆる60パーセント近くの経費をダイオキシン類対策にはかけております

ので、そこら辺で 1番、 2番と大きく違うと。内容をお伺いするにしても、

1番、2番につきましては、それぞれお考えがあるんでしょうが、ダイオ

キシン類の対策につきましては、契約を受けてから現場に入つて再度調査

する。ところが 3番目につきましては、最初から、 1号炉、 2号炉、一体

的に養生テントを張つて、図面を持つてきて、こういう形で一体的に処理

をすると、最初からそういう御提案がありましたので、それらにつきまし

ても内容を確認できたところでございます。

そして、解体工事の実績でございますが、 3番目につきましては、国と、

あと小浜市の 2件をやつておりまして、そこにはちゃんとした評価点がつ

いております。いわゆる通常であれば大体 75点が平均点で、一番高い評

価で、そこからぐつと下がるんですが、この業者は80点を、国は79点

ですね、小浜市が80点、両方とも80点近い評価をいただいております

ので、それらの実績は間違いないという判断から決めさせていただいてお

ります。あと、 1番、2番は、そういうお答えにつながるかと思うんです

が。

3番目の上壌調査でございますが、これにつきましても工事の施工の中

で、すべて調査を、それぞれ分析を行いますので、それらが出た場合には、

その費用は全部そちら、請負業者のものということですれ 具体的な、中

を掘 り起こしてまではや りませんので、跡地利用の場合に、何かをつくる

と決まった段階では、中というんですか、土中というんですか、そこら辺
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はまた再度検査をするというお話はお伺いしております。

以上でございます。

○宇田川好秀委員長
―

すみません、お聞きしたとおりのことなんですけれども、

そのお話はよく私も理解しているつもりであります。

ただ、私ちょつと不思議に思つているのは、この 1番、2番の前田建設

であり松永建設であり、埼玉建興であり内山商事という、こういつたもの

だつて相当の会社ですから、それで前にも経験しているのが条件ですよね、

どこかを解体しているというのは条件ですから、そんなにいいかげんなの

はおかしいなという、ちゃんと本来でしたら、川日のこの解体工事でもつ

て、これだけの値段を出すには、やつばり川日の工事をとりたいというの

があつて、とりたくないから、やたら安くするということはあり得ず、取

りたくなけりゃ高くするので、取りたいというのがあって、恐らく低価格

になったんだろうと思うんですけれども、そういう会社が、何でそんなに

何というんですか、調査段階でそういうふうな答弁になってしまったのか

なと。あれだけの会社がという、会社の規模からしますと、何かちょっと

納得いかないところがあるんですけれども、こちらでの判断ですから、そ

の辺はどう捉えているか、まず1点なんです。

もう一つ、私の心配しているのは、じゃ、3番 目の東亜・修和さんが、

これが落札でもつて、それはそれだけの調査によつて決定したわけですか

ら、それはそれで結構なんですけれども、しかし、じゃ、この会社が言つ

ていること、それから、それをきちつとやる、間違いなくやったというこ

とを、それをどこかで担保しなければいけないだろうと思うんですよ。多

分言つたんだからやるだんべじゃ、これではしようがないわけで、どこか
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がしっかり見て、言つたとおりのこと、また設計になっていることがしつ

かり守られているだろうか、その辺の担保は、どこできちっとやられるの

か、それだけお伺いします。

O宇田川好秀委員長 契約課長

OJJll俊―契約課長 実は、この低入価格調査の関係でヒアリング並びに調

書の提出に当たりましては、私も立ち会つておりますので、いわゆるその

中で発注課の御質問、あとは私どもも質問させていただきましたけれども、

やはり当日の担当者、いわゆる私どもは下請を調べるわけではありません

ので、あくまでも元請であるその当該の企業、事業主を調べるのであって、

そこの段階において、ちょつといかにも、はつきり申し上げますと、よく

わかりませんとか、ちょっと余りあれなんですけれども、そういう言葉だ

とか、確認すると、あくまでも下請から出た数字なので把握していません、

現場も見ていないので、じゃ、これから現場を見てから云々とか、余りに

もちょつと私が発注課ではないんですが、私が第二者ということでF・Tlいて

いても、ちょつとこれはいいのかなという感じは間違いなく受けました。

1番、2番もおおむねそういうものがありました。

また、ちょっと余談なんですが、例えば誓約書だとか、そういう関係

する書類も出してもらうんですが、それを例えば誓約書が 5つの項目があ

るので 3つにして、あとの2つは省いてしまうとか、そういうのでは、ち

よつとそこら辺の企業性というか、それは何で外したんですかと聞くと、

下請の出た額を下回ることはないから、会社の持ち出し分はないから、そ

ういつた持ち出し分を補償する云々という項目は切りましたとか、それは

そういう一つの書式を勝手に改ざんするということは、やはり企業として

の責任を後々、何かあったときには、やっばりいろいろ問題があると思い
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ますので、とにかく今申し上げましたが、 1番、 2番につきましては、私

が見たり聞いたりしている段階では、やはり納得いかないような端々の説

明と、そういう言動が見られました。

あと2番目でございますが、いわゆる解体工事に当たりましては、それ

を施工管理する業者に、新たに別に委託をしますので、そこにつきまして、

その管理を委託する、全体の工事を管理する委託会社と、あと発注課の職

員が随時現場の監督ということで、常時見るというんですか、行程を見て

回るということを伺つております。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長

すみません、今お聞きしていまして、旧青木環境センター

の解体の件ですけれども、よく事情はわかりました。

私ちょつと確認したいところが、ダイオキシン対策に対する費用という

のは50パーセントを大きく下回つていたということでしたが、これはダ

イオキシン類の処分も含めてということでよろしいんでしょうか。

O宇田川好秀委員長 契約課長

04JII俊―契約課長 ダイオキシン類対策費というのは、洗浄から、ば―っ

と高速洗浄をやつて落とすんですけれども、それを今度は集めて、それを

中間処理場、あと最終処分場へ持つていくんですが、そういった費用、全

部もろもろの込みでございます。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長

そうしますと、ダイオキシン類のこの廃棄物の量というの

は、何 トン出るという想定はこれは統一されての計算になつているんでし
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ょうか。

O宇田川好秀委員長 契約課長

OJJII俊―契約課長 それもちょつといろいろ確認したんですけれども、量

というのは確認できないんです力、 ただ、ここへ付着しているというのは

わかりますので、それが厚みだとか、ちょっとよくわかりませんけれども、

量とかそういうものではなくて、間違いなく付着していて出るよと。そこ

でちょつと量的なものは確認しておりませんが、大変申しわけないですが。

○宇田川好秀委員長

そ うしますと、どういう計算のもとで、実際この見積もり

が出されているかというのが問題になつてくると思うんですね。例えば

50パーセントを大きく下回るといつても、量が少ない計算で見積もり出

されている可能性もありますし、そこも実際、だからその辺を考えますと、

必ずしも少ない、大きく下回つているというのは言い切れるのかなと感じ

るんですが。

○宇田川好秀委員長 契約課長

01,11俊―契約課長 ただし、3番目が59で、それ以降につきましては80

だとか90だとか、それぞれの 3番目よりもみんな高い、20から30パ

ーセント以上を上回る積算でございますので、ですからそれなり、ちょつ

と答弁があれですが、具体的に煙突でどれくらいの量が出るとか、どこで

どれぐらいの量が出るというのは、ですから使用年数と使用する温度とい

うのは決まっていますが、燃焼する温度というのは大体900から950

度くらいということでございますので、それが何年使つて、炉の大きさが

150ト ン掛ける2ですから、それで計算が、そうですね、積算のときに、

量ではなくてその炉の大きさで出るという話はしていましたオ礼 ですから、
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150ト ン掛ける2基ですから300ト ンですので、それによつて今まで

の実績等もありますので、そうすると何年燃やし続けて、何 トンそれぞれ

燃やしているかということで、その量なりは計算できるだろうと思います。

そういうもとで、年数と炉で、そういう計算が成り立っているものだと思

います。すみません、申しわけありません。

O宇田川好秀委員長

要望だけで、見積もりを提出していただいたときに、おお

よそこの何 トンとか、そういう項目をつけ足してもらうというのも一つの

判断基準になるのかなと思うんです力軋 今後そういつたことも必要ではな

いかなと思いますので、よろしくお願いします。

○宇田川好秀委員長 要望ですね。

はい、要望です。

○宇田川好秀委員長 ほかに。

すみません、先ほど

―

らヽの質問とちょっ

と関連するのかなと自分では勝手に思うんですけれども、土壌改良の件な

んですけれども、これは行わないというような御答弁だつたと思うんです

が、ダイオキシン類に関しては、土壌へのしみ込みというんですか、やっ

ぱり非常に多いというふうに私は認識しているんですけれども、これらも

含めてのこの解体工事ではなかったのかと。それを含めての入札ではなか

ったのかなというふうに思うんですが、これらについては入札の条件が最

初からなかつたんでしょうか。

それから、中間処分地、最終処分地と、いろいろありますけれども、こ

の3社で照合した中では、中間処分施設、それから最終処分施設などにつ
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いて明確でなかった業者などがあったというふうにこれは報告されている

んですけれども、では、実際に落札したところは、東亜・修和特定建設」

Vですね、ここについては何か所、どういったところが中間処理施設、最

終処分施設としてなつているのかということ。

それから、それらについての確認とかそういつたもの、それはさっきの

と関連しますオ島 じゃ、そこまですみません、お伺いします。

O宇田川好秀委員長 契約課長

04■ |1俊―契約課長 土壌改良につきましては、私ども聞いておりますのは、

あくまでも解体工事だけであって、土壌改良については、そこの跡地をど

のように使うか、今後どういうものを使う力ヽ こよつて、それに応じてその

土壌、もし検査をして出るようであれば改良すると。ですから、現時点で

は解体にあわせて土壌改良まではしないと、そういうふうにお伺いしてお

ります。

あと2番目でございますが、中間と最終処分地でございますが、マニフ

ェストに従いまして、例えばコンクリー ト殻だとか耐火材だとか燃え殻だ

とか 7品 日、ここで 7つに限定するんだから7品 目ほどございますが、そ

れぞれまず受け入れ会社につきましては5社ございます。最終処分場につ

きましても、この資料でいきますと4社でございます。

〔「場所とかはわかりますかJと言う人あり]

04JII俊―契約課長 場所ですか、どうしましょうか、中間処分は、最終処

分でいいですか、中間処分 ……

〔「はい」と言う人あり〕

04JIl俊―契約課長 中間処分につきましては、東京の江戸川区とか、群馬

県の桐生市だとか和光市だとか神奈川県内ですね、最終処分につきまして
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は宮城県あるいは千葉県だとか愛知県とかになります。

以上でございます。

○宇田川好秀委員長

すみません、土壌改良にこだわって申しわけないん

ですけれども、これは最初から、じゃ、入札の条件として入つていなかっ

たということの認識でいいのかどうかという点ですね。一般に工場などを

売却 して、例えば工場を開鎖して、次にどこかへ売去口したりするときは、

土壌改良まで行なって、すべてやつていくというのが通例であると思うん

ですけれども、ここに関しては、その土壌の調査、そこを例えばその後、

上のままにしておくのか、コンクリー トで固めるのか、いろんなことがあ

ると′思うんですけれども、そういつたものについての条件とか、そ ういつ

たものはあったのかどうか、お願いします。

O宇田川好秀委員長 契約課長

○小川俊―契約課長 やはり上壌改良そのものは行わないんですが、ただ、

今回は解体 した後に、いわゆるその上に30センチの覆土、土を覆 うんで

すね、覆上 して、それにさらに飛散防止をするためにアスファル トを引く

そうです。ですから、本当の掘 り起こして改良とか、そういう意味ではな

くて、 30センチの上を盛って、その上に飛散 しないようにアスファル ト

を引くとのことでございます。

○宇田川好秀委員長 ほかに。

すみません、ちょっと何点か教えていただきたいんですけ

れども、議案 91から93で、入札の業者で、埼和興産ですか、 3社入っ

ていて、これはすべてが辞退されているということのその理由。
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あとは今回落本Lしたその業者が、さっき同じように入札して、この川口

市の何か工事を請け負つたことがあるのかということ。

すみません、ちょっと私の間き間違いでしたらあれなんですが、先ほど

―

質問の最後の答弁のほうで誓約書でしたつけ、何か 5項 目ある

のを3項 目を削ったりとかという、そういうことをしたという話だつたん

ですが、そういう業者が、今後同じようにまた入札で入つてくると思うん

ですけれども、そういう場合の対応といいますか、何かそういう、正直ち

よつとそういう業者が今後入つてきたときにどうするのかというのをお聞

かせいただければと思います。お願いします。

O宇田川好秀委員長 契約課長

04■ ll俊―契約課長 埼和興産の辞退の理由でございますが、このたびはい

ろんな理由があろうかと思いますが、私どもでは理由は具体的に聞いてお

りませんが、やはり監督者が重複するとか、例えば、あとは積算をしたん

だけれども、具体的なこの数字では、どうしても自分の会社としては折り

合わないとか、いろんな理由があって辞退したのだろうと思います。です

から、具体的な辞退の理由は求めておりませんので、明確なものはつかん

でおりません。

2番目、ちょっと申しわけないんですけれども。

今回、 3件でそれぞれ落札されていると思うんです。榎本

建設と力埼 玉建興とか落札されているんですが、最近、同じように入札を

して、この業者が落オLを して、例えば何かかかわっている工事とかがある

のかどうかというのを教えていただけれ,t

04り II俊―契約課長 申しわけありませんでした。それぞれ 3社につきまし

ては、これだけではなくていろいろな工事は承って、落本Lして行なつてお
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ります。ちょっと具体的にはどういう工事をやっているのかはわかりませ

んが、実績はそれぞれお持ちでもあります し、これ以上の工事も行なって

お ります。

誓約書の 2項 目を勝手に取つた場合、どういうものが措置的なものをす

るのかということでございますが、これはあくまでも、それに伴 う例えば

今後指名 しないとか、そ ういったものはできないところでございますが、

これはあくまでも低入札の調査の段階でこういうものを提出していただき

ますので、本来であればそこまで求めるものではございませんので、たま

たま勝手に向こうが解釈 しただけでございますが、それに伴 う処分という

のは、今のところできないところでございます。

以上です。

○宇田川好秀委員長 よろしいですか。

わかりました。

○宇田川好秀委員長 ほかに。

すみません、今のほかの91か ら93号の議案にかかわっ

て、埼和興産が辞退しているという話なんですけれども、この業者は 6月

議会で提案された元郷南小学校の改築工事のときにも辞退をされていると

思うんですオ亀 申し込みをしてから辞退の申し出があるまでに、それぞれ

どれくらい、それぞれいつ辞退をしているのかというのがわかれば教えて

いただきたいんですけれども。一般入札に申し込みをされてから辞退、申

し込みから辞退までどれくらい時間があつたのか。多分申し込む前の時点

で、それぞれホームページ上とかで、いろいろな入札に関する書類なんか

は見て、確認した上で申し込んでいるんだと思うんですけれども、その申
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し込んだ後に辞退をするという、先ほどの説明だけだとどうも理解 しづら

いので、そこをどういうふ うに判断するのかということを、もうちょつと

詳しくお聞きしたいなというふ うに思います。

それから今回、 3つの議案については、同じ市内のAラ ンクで特定建設

業ということで、市内に限ってしまうと、特定された業者だけの入札にな

ってしまうのかなというふ うに思うんですけれども、落札率が非常に高め

に、青木環境センターとは違つて高めになっていると思いますので、それ

で競争性が本当に確保されているのかということについて御見解、一般競

争入札で条件付きにしたということについて、ちょっと伺いたいというふ

うに思います。

O宇田川好秀委員長 契約課長。

O小川俊―契約課長 大変申しわけございません。今ちょっと申し込みされ

てどのくらいの時間で辞退をされたかというのは、ちょっと資料を持ち合

わせておりませんので、具体的には申し上げられませんが大変申しわけあ

りません。

あと、 2番目の特定Aと いうことで競争性の発揮でございますが、今回

につきましては、青木に限りましては、やはり基発 401号 という、そ う

いう規定がありますので、やはり有資格、それなりの資格を持たないと施

工はできない、そういう条件がありますので、さらに特定Aと いう、当然

下請に出すということが考えられますので、下請の条件としては特定を持

たないとできませんので、そういう条件、いろんな条件がありますので、

ある程度、市内の中でも限られた競争性の中で、ただ市内全域を対象 とし

たAでございますので、それなりの条件を付 して、条件を持っているもの

が対象となつた案件でございますので、競争性を発揮しているものと思っ
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てお ります。

以上でございま九

O宇田川好秀委員長

じや、一番最初のほうの、いつ申し込んで、いつ辞退 した

かというのは、わかった時点で後で教えていただきたいというふうに思い

ますけれども、何というんでしょうか、一般競争入札ですので辞退したか

らといって、いろんなペナルティーを、こういう辞退した業者に科すこと

はできないというふうに思いますけれども、やはり辞退した業者に対して

は、何か理由なりなんなりをきちんと、特にこういうふうに議案で上がっ

てくるものについては、私たちも辞退の理由その他がわからないと、この

会社についての半」断をどういうふうにしたらいいのかというのがわかりま

せんので、そういうのをぜひ事前に調査なりをしていただきたいなという

ふうに思いますし、余りにもこういう入札に対して不誠実だというふうに

判断できる場合には、それなりの対応とかも今後必要になつてくるのかな

というふうに思いますので、その点は要望をさせていただきたいというふ

うに思います。

それから、青木環境センターについては、もう何か十分いろんな方から

質疑があったので、余り言うことはないんですが、今回、調査が入つたか

ら、そういう各業者について、いろいろな状況が不十分だということがわ

かつたと思うんですけれども、それがなければ、どういう工事が行われる

かというのがわからなかったということを考えると、特に、やっばり住民

の安全だとか、そういうことに本当にかかわってくる工事ですので、こう

いう工事に限つては、例えば今、施工されている総合評価方式とかを活用

して、事前にそういう工事がきちんと住民の安全を担保される形で行われ
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るのかとか、そういうことをしてもよかったのではないかなというふ うに

思うんですけれども、そういうことをして、きちんと評価に値する業者が

きちんと入本しに参加するというふ うになってほしかったんですけれども、

そういう検討とかはされなかったのか伺いたいと思います。

○宇田川好秀委員長 契約課長

〇小川俊―契約課長 いわゆる普通のこれ以外の、普通のとはおかしいです

けれども、一般的な工事につきましては現場監督、それで発注課の監督員、

そして中間検査だとか、検査室がありますので中間と最後、最近はまたさ

らに広がっていますので、最低 2回以上は検査室が別にや ります。発注課

は当然発注課ですから、毎日行くかどうかはわかりませんが、ポイン ト、

ポイン トには、必ず監督員が行つてお りますので、それなりのチェックを

してお ります。最終的には検査室と発注課の現場監督員の評価を両者でつ

けますので、いわゆる途中の工事はどうだ、施工状況はどうだというもの

を、最終的に両者が足したものが合計点で評価されますので、そこら辺は

ちゃんと見ているというんですか、そ ういうものは検査 してお ります。

以上でございます。

○宇田川好秀委員長 それから、今、
日

のほうから取 り下げまでの時

間は、個人的に資料のほうを出していただきたいと思います。

ほ か に 。

特にこういった大きな工事の場合は、建退共の証紙

の問題、証紙だけではないんですけれども、証紙をきちつと元請が購入 し

て、それを最後のところまで点検するシテムができ上がっているかどうか

ということと、これらについて今後の方針、でき上がっていればいいんで
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すけれども、一般質問でやったときに、まだだったようですので、その辺

について確認をさせていただきたいと思います。

O宇田川好秀委員長 契約課長

O」JII俊―契約課長 建退共につきましては、建退共の共済の証紙を、いわ

ゆる契約して 1週間以内に市のほうに届ける、それが義務付けになってお

りますので、ですから、いわゆる働く人が何人いて、何枚必要だというの

は、それは応じた枚数を徴しております。ただ、現時点では最終的にそれ

が間違いなく行き渡つたかどうかについては確認をしておりませんが、そ

れにつきましては、他市でも実施しているところもありますので、やはり

これらにつきましても検討はしていきたいと考えております。

ですから、それぞれ大中小の企業がありますので、それぞれの負担率が

多分違つてくると思いますので、そこら辺も十分、受注者側もいろいろな

面も考慮しながら検討して参りたいと考えております。

以上でございます。

よろしいですか、先ほどの埼和興産ですが、今、資料が出ましたがよろ

しいです力、

O宇田川好秀委員長 結構です、発言してください。

O小川俊―契約課長 7月 22日 に申し込みをいただきまして、 7月 31日

に辞退でございます。ですから10日 間に積算をいろいろ重ねたり、工事

担当者だとか、そういうものを精査しながら、やはりということで辞退の

ようでございます。

以上です。

O宇田川好秀委員長

だとすると、これは告示されているのは7月 上旬ですよね、
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たしかそれぞれ。申し込むまでにも2週間くらい時間があつて、その間ず

っと、その間に積算するなりなんなりができたはずなんですよ、本来で言

えば。その 2週間で、それをやつて、できると思つて申し込むものなので

はないかなというふうに思うんですけれども、そこはどうなんです力、

O宇田川好秀委員長 契約課長

O小川俊―契約課長 やはり企業ですから、ぎりぎりまでいろいろ精査を重

ねたんだろうと思います。ですから、さっき申し上げましたけれども、現

場の監督員が、いわゆる工事が重なった場合には重複することはできませ

んので、だから前の工事のできぐあいだとか、多少のすり合わせはできま

J「 力`。

大変申しわけございません。具体的な内容はちょつと把握しておりませ

んので。

以上でございます。

○宇田川好秀委員長 よろしいですか。

ほかにあります力、

〔「なしJと言う人あり〕

○宇田川好秀委員長 以上で質疑を打ち切り、討論を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

○宇田川好秀委員長 以上で討論を打ち切り、一括採決することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

O宇田川好秀委員長 御異議なしと認め、一括採決いたします。

本案を原案どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。

〔起立者全員〕
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O宇田川好秀委員長 起立者全員であります。

よつて、本案は可決されました。

◎閉  会

O宇田川好秀委員長 以上で本委員会に付託されました諸議案の審査は、す

べて終了いたしました。

これをもちまして、総務常任委員会を開会といたします。

本日はまことに御苦労さまでございました。

午前 11時40分閉会
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平成 21年 9月 定例会

(平成 21年 9月 18日 )

総務常任委員会審査順序 総
3

順

序

案

号

議

番
件 名 頁 所 管 結  果

1 76

平成 21年度川 口市一般会計補正予算 (第 2号 )

第 1条第 1表 歳入歳出予算補正の内

△ 歳出の部

第 2款 総務費

△ 歳入の部

第 14款 国庫支出全 第 2項 国庫補助金

第 8目

第 16款 財産収入

第 17款 寄附金

第 18款 繰入金

第 19款 繰越金

第 20款 諸収入

第 21款 市債 第 1項 市債 第 5日

第 3条第 3表 地方債補正の内

1 変更

臨時財政対策債

予
-1

説-14
企画財政部

総合政策課

情報政策課

財政課

総務部

災害対策室

理財部

税制課

市民生活部

自治振興課

９
乙 84 川 口市 自治基本条例運用推進委員会条例

般 -2 企画財政部

総合政策課

3 83 川口市市長等常勤の特別職職員の給与等に関する条例の
一部を改正する条例

般
-1 総務部

職員課

4

90
工事請負契約の締結について (旧 青木環境センター焼却
施設解体工事 )

般-17
蜘
魏

91
工事請負契約の締結について (朝 日東高層住宅耐震補強
工事 (建築工事))

般-18

92
工事請負契約の締結について (市営安行原住宅第 2期改
築工事 )

般-19

93 工事請負契約の締結について (川 口市立並木公民館建替
工事)

般 -20

※ 予  ・・・・・ 予算議案

説  ・・・・・ 補正予算説明書

般  ・・・・・ 一般議案


