
議会事務局 編さん番号

起案 平成 22年  5 月  6日 施 行 平成  年   月   日

決裁 平成 2ミ 年 3 月 /3日 完結 平成   年   月   日

分類番号 002-007 保存年限 永 年

番号

り||

収 発

第        号

【施行区分】

郵便 (普通  速達

公示 使送 電子メール

書留  配達証明

FAX その他

内容証明)

)(

公開・非公開の区分 部分公開 個 人 情 報 盤

非公開 (部分公開)と する事由 情報公開条例 第7条 第5号 に該当 (審議、検討、協議に関する情報 )

時 限 非 公 開 解除予定年月日 ( 年 月 )

総務常任委員会 3月 定例会会議録 (平成 21年度関係 )

別添のとおり、報告いた します。

決
　
　
裁
　
　
欄

議 長 委員長

③
時
③

庶務課長

課長補佐

‐fl_
^i■ 11    ・

`.

起案者

内田 務

③   
議事係

f目言舌2266

△
ロ

議

公 印承認

文書主任

決
裁
後
供
覧

意見又は処理方針



川甲市議会総務常任委員会

(平成 21年度関係議案)

1 日  時  平成 22年 3月  2日 (火)開会 午前 10時 00分
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2 場  所  市議会第 1委員会室

3 審劃 1贋序  別紙のとおり

4 出 席 者  別紙のとおり
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平成22年3月 総務常任委員会 3月 2日 (火 )

◎開  会

○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。

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。

本日の審劃頃序につきましては、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〕

○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。

なお、本日は委員会閉会後に視察について御報告いたしたいと存知ます

ので、よろしくお願いいたします。

午前 10時00分閉会

○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

す。

本日の出席者は全員であります。

◎議案第 1号 平成 21年度川口市一般会計補正予算 (第 5

号)

○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 1

4款国庫支出金、第 2項国庫補助金、第8目 並びに第 10日 及び第 15款

県支出金、第 2項県補助金、第 1日 、第 16款財産収入ないし第 20款諸

収入並びに第 3条第 3表繰越明許費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。

企画財政部長
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平成22年3月 総務常任委員会 3月 2日 (火 )

○西川 亨企画財政部長 改めまして、おはようございます。

常日ごろより本市の行財政運営に御理解、御支援を賜り、厚く御礼を申

し上げます。

これより、議案第 1別 1口 市一般会計補正予算第 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第 2款総務費、歳入の

第 14款国庫支出金から第 20款諸収入まで並びに第 3条第 3表繰越明許

費のうち防災無線デジタル機器整備子局増設事業から総合文化センター施

設維持補修費につきまして担当課長より説明いたさせますので、御審査を

いただきまして御可決賜りますようお願い申し上げます。

なお、管財課長病気欠席のため、かわりまして管財課主幹が説明いたし

ますことをお許しいただきたいと存じます。

それでは、よろしくお願いいたします。

○宇田川好秀委員長 災害対策室長

○上山健三災害対策室長 おはようございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、はじめに、予算案及び補正予算説明書のお手元の資料 18ペ

ージをお開き願います。

3歳出、 2款総務費、 1項総務管理費、 10目 災害対策費につきまして

御説明を申し上げます。

はじめに、防災行政無線同報系子局の更新工事についてでございますが、

現行の防災行政無線をデジタル波に移行することにより双方向通信が可能

となるなど情報収集の強化を図るため3月 補正に新たに56か所の子局を

整備するものでございます。

補正の理由でございますが、 9月 補正予算の地域活性化・経済危機対策
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平成22年 3月総務常任委員会 3月 2日 (火 )

臨時交付金の本市分のうち他部局で実施した事業の契約差金 1億 4.58

9万 2,000円の特定財源を活用、さらには、一般財源 510万 8,00

0円、合計 1億 5,100万 円を工事請負費といたすものでございます。

よろしくお願い申し上げます。

なお、本事業は対象の更新子局数が多く設計等に時間を要するため年度

内の執行が困難なことから、予算の繰 り越しもあわせてお願い申し上げま

t。

続きまして、全国瞬時警報システム更新整備事業についてでございます

が、国が発令する緊急地震速報、それからテロなどの緊急情報を防災行政

無線を通じて住民に周知するため、衛星通信ネットワークを利用した全国

瞬時警報システムを更新整備するものでございます。

整備概要につきましては、従来の固定音声いわゆる事前に入力した録音

テープなどを流す方法に加え状況に応じた多様な音声放送も可能にするた

め本システムの受信機、自動起動機などの更新整備を行うものでございま

九

具体的な改修内容は、受信機の更新、自動起動機の更新、総合行政ネッ

トワークヘの接続などでございます。

予算措置といたしましては、工事請負費458万円、全額を県補助金と

して受け入れ実施いたすものであります。なお、国のシステムの決定が遅

れておりますことから、受信機等の納品及び工事の年度内の完了が困難な

ことから繰り越しにつきましてもあわせてよろしくお願い中し上げるもの

でございます。

10目 災害対策費につきましては以上でございます。どうぞよろしくお

願い申し上げます。
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平成22年 3月総務常任委員会 3月 2日 (火 )

○宇田川好秀委員長 財政課長

0橋口純―財政課長 おはようございます。

続きまして、第 16目 財政調整基金について御説明申し上げます。

財政調整基金費は、基金利子分の実額に合わせ減額いたし、前年度決算

剰余金の残額を積み立てるものでございます。

以上でございます。

○宇田川好秀委員長 管財課主幹

○野村重夫管財課主幹 よろしくお願いいたします。

次に、 19目 財産管理費について御説明申し上げます。

本市とUR独立行政法人都市再生機構が区分所有しております市街地施

設付住宅の耐震補強事業におきまして本年度予定しておりました仲町市街

地施設付住宅は、URの賃貸住宅入居者への対応に相当の期間を要するな

どの理由によりその実施を平成 22年度に変更いたしましたことから、同

住宅内にあります仲町市有店舗にかかる予算 2.580万 5,000円 を減

額するものでございます。

その内訳でございますが、 13節委託料について、工事の実施に伴い一

時的に移転などが必要となる店舗への補償料を算定するための物件調査委

託料 99万 7,000円 を19節負担金・補助及び交付金については、工

事を施工するURへの耐震補強事業負担金 1.580万 8,000円 を、さ

らに、22節補償・補てん及び賠償金の一時移転などにより、店舗借り受

け者に支払います物件補償料 900万円をそれぞれ減額するものでござい

ます。

以上でございます。

○宇田川好秀委員長 文化推進室長
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平成2年 3月総務常任委員会 3月 2日 (火 )

0賀集正喜文化推進室長 よろしくお願いいたします。

続きまして、 24目総合文化センター費、 15節工事請負費でございま

すが、 リリアは平成 2年に開館し本年 7月 に20年を迎えますが、建物に

劣化が進んでおります。特に、外壁アルミパネルの塗膜の磨耗やウレタン

樹脂の減少が進んでいるほか、窓ガラス枠のシーリングも劣化が著しく、

このまま進むとパネル本体の交換や雨もりの恐れがありますことから、今

回アルミパネル塗膜を対抗性の高い光触媒コーティングによる塗りかえ及

びシーリングの全面打ちかえを行うものでございます。

この工事は、国の第 2次補正による地域活性化・きめ細かな臨時交付金

の補助対象事業であり、補正予算 1億 3.098万 8,000円 を計上する

ものでございます。なお、年度内の施工は困難なため全額新年度へ繰 り越

すものでございます。

以上でございます。

よろしくお願いいたします。

○宇田川好秀委員長 税制課長

O岩澤幸雄税制課長 よろしくお願いいたします。

2項徴税費、2目賦課徴収費につきまして御説明申し上げます。

昨年 9月 中におきまして法人市民悦の還付金にかかわります補正をお願

いしたところでございますが、個人の市県民悦の還付金につきましても景

気の低迷期にあつては税の関心が高まり確定申告により還付を受ける納税

者が増加する傾向があり、昨年 12月 におきまして当初の予算額に達する

状況となりましたことから、 23節償還金・利子及び割引料におきまして

2,800万円の補正をお願いいたすものでございます。

よろしくお願いいたします。

ａ
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平成2年3月 総務常任委員会 3月 2日 (火 )

○宇田川好秀委員長 財政課長

○橋口純―財政課長 続きまして、総務常任委員会にかかわる歳入について

御説明申し上げますので、 12ページヘお戻りください。

12ページ、一番下の14款国庫支出金、 2項国庫補助金、8目 1節地

域活性化 。経済危機対策臨時交付金の防災無線デジタル機器整備 。子局増

設事業交付金は、学校運営費交付金等の残額を組換え事業費の財源とする

ため増額するものでございます。

14ページをお開きください。

14ページ上から2段目の 10目 1節地域活性化・きめ細かな臨時交付

金の総合文化センター施設維持補修事業交付金は、国からの交付限度額に

合わせ事業費を財源とするため計上するものでございます。

15款県支出金、 2項県補助金、 1目 総務費県補助金は、全国瞬時警報

システム整備促進事業交付金を受け入れるものでございます。

16款財産収入、 1項財産運用収入、2目利子及び配当金は、各基金の

預金利子の確定等により減額するものでございます。

17款 1項 1目 寄附金は、都市環境施設整備協力金終了に伴う減及び西

川口駅周辺都市整備事業寄附金の寄附申し出振り込みに伴うものでござい

ます。

16ページをお開きください。

16ページ、 18款繰入金、 1項基金繰入金、6目 教育施設自蒲基金繰

入金は本町小学校改築事業費の確定に伴い減額するもので、都市環境施設

整備基金繰入金は、基金の廃上に伴い全額繰り入れるものでございます。

19款 1項 1目繰越金は、前年度の歳入歳出決算剰余金のうち、既に当

初予算及びこれまでの補正予算計上額を差し引いた残額を全額補正財源と
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平成22年 3月総務常任委員会 3月 2日 (火 )

して追加するものでございます。

20款諸収入、 5項 1目 雑入の民生費雑入は、平成20年度市町村療養

給付費負担金の精算に伴い還付金を受け入れるもので、土木費雑入は民間

都市開発推進機構からの拠出金を受け入れるものでございます。

続きまして、恐れ入りますが 6ページヘお戻りください。

6ページ、予算第 3条第 3表繰越明許費中、総務費にかかわる項目の防

災無線デジタル機器整備・子局増設事業、全国瞬時警報システム更新整備

事業、 1つ飛びまして、総合文化センター施設維持補修費につきましては、

先ほど歳出で御説明いたしましたとおり、各事業が年度内に完了困難なた

め計上するものでございます。

以上でございます。

○宇田川好秀委員長 管財課主幹

○野村重夫管財課主幹 続きまして、市街地施設付住宅耐震補強事業にかか

わります予算の繰り越しについて御説明申し上げます。

今年度耐震補強工事の実施を予定しておりましたUR市街地施設付住宅

の幸町市有店舗におきまして一時移転などの補償について店舗借 り受け者

と協議をして参りましたが、協議に時間を要し今年度中の工事の着工が困

難な状況になりましたことから、URへの耐震補強負担金 1,768万 9,

000円 と物件補償料 2,700万円、合計4,468万 9,000円 を限

度額として繰越明許費の設定をお願いするものでございます。

以上でございます。

○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。

‐
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平成2年3月総務常任委員会 3月 2日 (火 )

17ページ、土木費雑入による民間都市開発推進機構拠出

金雑入、これ 1.600万円入つてくる。総額でたしか5.000万円とい

う事業になるということで、市が3,000万円、民間から400万円と

いうことなんですけれども、この使い道についてどういつたことに使える

のかということについてちょっと確認したいと思います。

○宇田川好秀委員長 財政課長

0橋口純一財政課長 今の御指摘のとおり、この民間都市開発機構から 1.

600万円、それから、地元の方々の寄附を今400万円予定しておりま

して、そのほかの西川日の付近を3,000万円投入して5,000万 円と

いう計画でございます。

それで、来年度 22年度予算で2,000万円を予定しておりまして、

その使い道ですが、西川口地区の潤いのある都市のイメージの骨格づくり、

あとにぎわいのあるシンボルスポットサインの整備、地域資源の活用・チ

ャレンジ店舗等の設営、新たな活力の担い手支援基盤等の整備という形で

予定しておるところなんですが、細かい申請はまだ今後出て参りますので、

こういつた対象事業にあたるかどうかの審査をした上で対象事業のあたる

ところにこの額を拠出していくという予定でございます。

以上でございま

○宇田川好秀委員長

聞いて何となくどうい うものなのかなとい

うのがちょっともう一つつかめていないところですが、その審査機関と言

うのですか、誰が審査をするのか、それについてちょっとお願いします。

○宇田川好秀委員長 財政課長

O橋口純―財政課長 審査機関でございますが、第二者委員会を構成する予



平成22年 3月 総務常任委員会 3月 2日 〈火)

定でおりまして、学識経験者それから知識経験者、経済界の方、それから

市役所のほうから行政事務に携わる職員、そういう形で今のところ5名を

予定しております。

以上でございます。

○宇田川好秀委員長 ほ力ヽ こ。

0       おはようございます。よろしくお願いします。

歳出歳入同じくかかわるんですけれども、総合文化センター費にかかわ

る国の第 2次補正で出された交付金だと思うんですけれども、この交付金

の中身をちょっと見ましたら、主な具体策というメニューが6項目挙げら

れていて、このうちのどの項目にこれが該当するのかというのをちょっと

教えていただきたいと思つています。

よろしくお願いします。

○宇田川好秀委員長 文化推進室長

O賀集正喜文化推進室長 地域活性化・きめ細かな臨時交付金のうちのどこ

に該当するかというお尋ねでございますけれども、幾つか要件がございま

すが、公共施設または公用施設の建設または修繕にかかわる事業という項

目がございまして、そこに該当するかというふうに考えています。

○宇田川好秀委員長

そもそもの地域活 l■4ヒ・きめ細かな臨時交付金というのは、

12月 8日 に閣議決定したところにおいては、電線の地中化、都市部の緑

化など地方公共団体によるきめ細かなインフラ整備等を支援すると書いて

あるんです。

それで、かなりどちらかと言うとこの交付金は普段使えないようなとこ
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ろにですよね。例えば、道路とかそういう橋の危険な部分の橋梁の補修と

かそういつたところ、今回も所管が違ってしまうのでここではあえて申し

上げませんが、そういつたところに主なものが充当されているというよう

な、これは結構なんですけれども、例えば、今言つた電線の地中化とかあ

るいは先ほど西り1日 のお話もありましたけれども、そういう何か活性化で

きるような、あるいは生活に密着できるようなものの支援をかなり重点に

置いたものであって、何かどちらかと言うと一般財源でできるようなとこ

ろと言うのですか、そういつたようなところでこの交付金を使うというの

はたしか今メニューがあったというのがありますけれども、もうちょつと

何というのでしょう、せつかく国から1億円来ているわけですから、今回

は充てているわけですけれども、もうちょつと違うような何か形というも

のが今後とれないものなのかというのをちょっと私の中の質問なんですけ

れども、お答えいただきたいと思います。

○宇田川好秀委員長 財政課長

O橋口純―財政課長 今御指摘の件なのですが、このきめ細かな臨時交付金

は確かに電線の地中化等に充てられるということになっております。

ただ、そのほかにも補修等にも充てられるという形で、リリアに関しま

しては建設からもう20年経過しておりまして、以前からこのアルミパネ

ルの老朽化についてどうにかしなければいけないということで、ずっと懸

案となつておりました。ただ、ここのところで財源がどうしても工面でき

ずにずつと延び延びになってきておりました。ここのところで、この交付

金が交付されるということでリリアのほうにも使えるということがわかり

ましたので、リリアのアルミパネルにつきましてはコーティング等がかな

り傷んでどうしようもない状態になっておりますから、ここのところでリ

―
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リアの補修にも使わせていただきたいというふうな形で計上させていただ

きました。

よろしくお願いいたします。

○宇田川好秀委員長

そういう劣化して激しい状態というのは、もう何回も説明

されていたと思うんですけれども、となると、今後リリア等に関してその

修繕に関しては、かなりかかつていくということは今の御説明でもよくわ

かったので、ぜひこういう計画を持つてやつていただかないとこういう交

付金でやられても、こう言つてはあれですけれども、もつたいないではな

いですけれども、何かせつかくこれから、例えば、そういう西り||口 とかで

やつていかなくてはならなぃ、そういつたところに集中してお金を回せる

ようなやはり交付金が出てきているわけですから、そうやってインフラ整

備でもそういつたところにも回せるような新たな工夫とかも考えていただ

きたい。これは要望にとどめておきたいと思いますが、よろしくお願いし

ます。

○宇田川好秀委員長 ほ力ヽこありますか。           |

18ページのところから歳出のほうで伺いたいと思 うんで

すが、まず、 10日 の災害対策費のところで防災無線のデジタノL/4ヒが20

年度くらいから順々にやられてきているかとは思うんですけれども、今回

56か所で残りあとどれくらいが残つているのかということと、その残り

については、どういう計画でやられていくのかということがまず 1つと、

それから、このデジタル化への整備の歳入が地域活性化・経済危機対策の

交付金のこれまでの契約差金で今回やるということなんですけれども、そ
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もそもこの経済活性化ということなので、このデジタノイヒに際して市内の、

例えば、そういうものを扱っている業者さんと力ヽ ここういった工事とか整

備について発注をしていくのかという、そういうことができているのかと

いうことをちょっと確認でお聞きしたいと思います。

それから、総合文化センター費なんですけれども、今、白根さんからも

質問があつたのでちょつとかかわってお聞きしたいんですけれども、この

何年か本当に工事が必要ということで先送りをしてきたということはわか

るのですが、指定管理者制度になつてその施設整備については市のほうで

責任を持たなければいけないというふうになっている中で、その施設整備

についての市の何というのでしょう、予算を削減するためにとかそういう

ためにリリアを指定管理者にしたのかなと思っていたのですが、その中で

管理運営は指定管理者に任せつつ、その維持補修の必要な部分については

先送りしてきたということについて、市としては本当に公の施設を管理す

るという責任を何年か先送りしてきたということにもとられかねないのか

なというふうに思うんですけれども。

先ほど言つた、白根さん要望しましたけれども、私はちょっと質問した

いのですけれども、今後の維持補修にかかわっていく経費というのをどう

いうふうに、財政厳しいと言われていますけれども、どういうふうに考え

ていくのかということをちょっときちんと問いておきたいなというのと、

あと、 3月 中の工事は難しいということで繰り越しますけれども、来年度

いろいろ20周年の記念事業が予定されている中で、イベントを開催する

ときに外壁を工事していて、何か言葉悪いのかもしれないですけれども、

そとからいろいろな人が来たときに20周年ということの記念イベントな

のに何か工事していてみつともないなということにならないように、その
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工事期間と力ヽ こついてどのような配慮がされるのかということをちょっと

お聞きしたいというふうに思います。

それから、あわせて聞いてしまいますけれども、 2項の徴税費について、

当初でどれくらい予算を組まれていたのか確認で伺いたいのと、あと、景

気の低迷ということで確定申告で正しい申告をしてくる方が増えていると

いうことですが、その申告の伸びが当初から比べてどのくらい伸びている

のかということをちょつと伺いたいと思います。

○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 デジタノL/4ヒヘ向けての残りの計画という御質問で

ございますが、現在まで指定プラス56か所を含めて82か所が整備が完

了をいたします。

これは、全体の48パーセントで全体では170基で運用していこうと

いうふうな基本計画を持つております。残り28年度を目途に計画を立て

ているんですが、これは関東電波局のほうから指示されておりまして、お

おむね28年度ごろにはデジタノイヒヘ移行すると。さらにそれが終了しな

い場合は免許の更新時に指導していきますよというお話を聞いてございま

すので、28年度を目途で計算した場合、年間残り13基程度を整備を進

めていくというふうな計画でございます。

それから、市内業者のというふうな話題がございましたが、我々直接契

約はしてございません。電気設備課さんのほうで実施しているんですが、

今年度の21年度の事業につきましては、市内業者の高山電設さんが挨拶

に来ているというふうなことで、間違いなく市内業者を使つているという

ことは確認されております。

以上です。
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○宇田川好秀委員長 文化推進室長

O賀集正喜文化推進室長 1点目の今後の補修工事の考え方でございますけ

れども、 20年目ということで補修が必要な箇所が大分出ておりますが、

優月頃位を精査していきまして順次計画的な補修をしていきたいというふ

うに考えております。

2点目の20周年のイベントヘの支障はということでございますけれど

も、本工事はゴンドラを使いまして2つのゴンドラは対になっております

けれども、それによって工事を進めていきますので、極論を言えば前日ゴ

ンドラを引き上げればイベントには支障がなくなりますので、その辺十分

配慮してやっていきたいというふうに考えております。

よろしくお願いいたします。

○宇田川好秀委員長 税制課長

0岩澤幸雄税制課長 市での還付金にかわります御質問でございますが、当

初の見込みといたしましては件数として1,500件 1件あたり3万円程

度予算では見込んでおりましたところですが、 12月 末の状況におきまし

て約 1,300件、単価的には平均的には3万 2,256円 という状況にな

っております。

今後におきましては2,000件、 1件あたり3万 6,500円程度の還

付金を見込んでおりますことから補正をお願いいたしたものでございます。

以上でございます。

○宇田川好秀委員長

14、 15ページの17款の寄附金で伺います。

これは、西川口駅旧辺都市整備事業寄附金で500万円補正で組まれる

のですけれども、これはどういった形で、団体なのか、個人なのか、その
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辺わかるところでお伺いしたいなというふうに思います。

それから、あわせてこの次の16ページの雑入ですLこれ民間都市開発

推進機構拠出金雑入ということで西川日の整備のほうにここから入つたお

金を使 うのだろうなと先ほど聞いていて思つたんですけれども、この民間

都市開発推進機構というのは一体どういう団体で、そしてまた、今回いろ

いろ条件があるのかどうかちょっと私にはわかりませんので、この性格と

ここに雑入として入つてきた経過というものをあわせて伺いたいと思いま

|卜 。

また、新年度の予算についても先ほど触れられたのですけれども、この

2.000万円ということになって、合計すると7,000万円になるのか

なというふうにちょつと思うんですけれども、わかりませんけれども、こ

こで西川口駅の周辺をピックアップして何らかの形で整備をされるという

ことの予算が組まれていくんだというふうに伺いましたが、これは何らか

の大きなビジョンがあるのかなと思います。ちょっと全体像についての経

過、それから選んだもの、全体像、その辺について伺います。

○宇田川好秀委員長 財政課長

0橋口純―財政課長 今、寄附金の件ですが、500万円を計上させていた

だいておりますが、まず、この民間都市開発機構から1.600万円、そ

れから、もとのフレームでは寄附金を400万円、それから市の基金から

3,000万円、それで5,000万円という予定でございます。ただ、寄

附をされる方は個人であれ、法人であれ一切構いません。西川口駅都市整

備基金という基金がございますので、西り|1回 の整備に協力していただける

方に寄附をいただくという形でございます。

それで、400万円を予定しているところを500万円計上しておりま

-16-



平成22年3月 総務常任委員会 3月 2日 (火 )

すのは、予定以上に寄附をもしもいただいた場合には歳入では問題がない

のですけれども、歳出で同額の500万円を積立金として計上しておりま

すので、400万円以上来た場合に積み立てができなくなるおそれがあり

ますので500万円という計上をさせていただいております。

それから、来年度 2.000万円を計上しているということでもつと増

えるのではないかというお話なんですけれども、これはもともと予定して

いる5,000万円を3年間かけて、 3年間の間に民間の団体に拠出する

という形ですので、その5,000万 円のうちの2,000万円を歳出とし

て22年度に予定しているということでございます。

それから、民間都市開発機構ですがこれは財団法人となっておりまして、

国の国交省の関係の財団法人となつております。それで、民間がまちづく

り等を行うのにこの民間都市開発機構と地方自治体と、それともう一つは、

地元の方々とこの3者でこの事業の場合は基金をつくってそのまちづくり

を行う、そういった支援事業を行なつている団体でございます。

以上でございます。

○宇田川好秀委員長

財政なので財政課長さんに全体像を伺 うのも何だか

ちょつと違うのかなというふうに思うのですけれども、これは3年間の計

画で、いろいろな形で第二者委員会をつくってそのまちづくりについてこ

れから検討していくという見通しのもとで今進んでいるということで認識

してよろしいでしょうか。

○宇田川好秀委員長 財政課長

O橋口純―財政課長 そのとおりでございます。

○宇田川好秀委員長 よろしいです力、
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おはようございます。よろしくお願いいたします。

私、 19ページの先ほどの関連になつてしまうのですが、 15節の工事

請負費、 リリアの施設のこの補修に関してなんですけれども、先ほどの御

答弁ちょつとお聞きしていまして、私おかしいなと思つたのがありまして、

優先順位をつけて順次計画的に補修をというお話しされていたのですが、

本来、こういった公共の建物というのは建設時に既に補修計画等を立てて

いないのかなと感じたのですが、その辺お願いいたします。

○宇田川好秀委員長 文化推進室長

○賀集正喜文化推進室長 当初、そういつた計画は存在しておりますけれど

も、現状に即してさらにそういった工事の補修のリストというのも現在存

在しておりますので、それらを勘案して今後進めさせていただきたいとい

うふうに思つております。

○宇田川好秀委員長
‐

わかりました。

また、この補修に関してなのですが、材料等を耐久性にすぐれたものと

か、そういつた選び方というのは意識していらっしゃるのか教えてくださ

い 。

○宇田川好秀委員長 文化推進室長

O賀集正喜文化推進室長 今回の工事でございますけれども、光触媒という

塗料、最近開発されたのだそうでございますが、非常に塗料というのは大

体一般的に自というのが非常にイ可か比率的には多いのだそうです。

それで、紫外線があたりますと酸化チタンが水となじみが非常によくて

水をはじくと。言うなれば、汚れがつきにくくて、ついた汚れが雨に流さ
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れると。そういつた何か塗料なんだそうでございまして、太陽が洗って雨

が洗い流してくれると、そういった何か塗装の工法だというふうに聞いて

おります。

○宇田川好秀委員長 よろしいです力、

ほ か に 。

〔「なし」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J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。

歳出の部、第 2款及び歳入の部、第14款第2項第 8目並びに第 10目

及び第 15款第 2項第 1日 、第 16款ないし第20款並びに第 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〕

○宇田川好秀委員長 起立者全員でありまう。

よつて、本案は可決されました。

◎議案第48号 平成 21年度川口市一般会計補正予算 (第 6

号)及び議案第49号 り1口市地晰 L化・公共投資臨時交

付金基金条例

○宇田川好秀委員長 次に、議案第48号にかかわる歳出の部、第 2款総務

費及び当該歳出に関係する歳入について並びにこれに関連する議案第49
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号「川口地域活性化・公共投資臨時交付金基金条例」を一括議題といたし、

本案に対する説明を求めます。

企画財政部長

○西川 亨企画財政部長 続きまして、御審議いただきます議案第48号及

び議案第49号につきましては、国の地域活性化・公共投資臨時交付金に

かかわります補正予算議案及び交付金を基金として積み立てるための条例

議案でございます。

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、

御審査をいただきまして御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○宇田川好秀委員長 総合政策課長

○押田善司総合政策課長 それでは、議案第48号及び議案第49号につき

まして、関連しておりますことから一括して御説明申し上げます。

まず、議案第 48号 「平成 21年度川 国市一般会計補正予算 (第 6

号)Jでありますが、議案第48号にかかわります予算議案及び補正予算

説明書の8ページをお開きいただきたいと存じます。

このたびの補正予算は、国の 1次補正予算であります地域活出 ヒ・公共

投資臨時交付金の第 2次交付限度額が示されたことに伴うものであります。

まず、歳入の部、 14款国庫支出金、 2項国庫補助金、 9目 地域活性

化・公共投資臨時交付金でありますが、国から第 2次交付限度額として示

されました8億 811万 6.000円を受け入れるものであります。

次に、恐れ入りますが、 10ページお開きいただきたいと存じます。

歳出の部、 2款総務費、 1項総務管理費、 13日 企画費の25節積立金

におきまして、この後、条例議案で御審議いただくこととなっております

が、新たに創設する地域活性化・公共投資臨時交付金基金積立金として同
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額を積み立てるものであります。

続きまして、議案第49号 「川口市地域活性化・公共投資臨時交付金基

金条例Jでありますが、議案第49号にかかわります一般議案の 1ページ

をお開きいただきたいと存じます。

ただ今御説明申し上げましたように、国の経済危機対策における公共事

業等の追加に伴う財政負担の軽減を図り、国の施策と補償を合わせ公共投

資を円滑に実施するため国から交付される地域活性化・公共投資臨時交付

金を受け入れて新たに基金を設置し、その基本的事項を定めるものであり

ます。

第 1条では設置について、第 2条では基金の額について、交付金の額を

基金の額とするとともに、運用から生ずる収益を基金に編入したときは編

入後の額とし、処分したときは処分後の額とするものであります。

第 3条ないし第 5条では管理及び運用について、第 6条では委任規定を

それぞれ定めております。なお、附則の第 2項におきまして、平成 24年

3月 31日 限りその効力を失うとしておりますのは、国の制度要綱におき

まして交付金を積み立てた基金については、平成 23年度中に事業に充て

るため取り崩すことと示されておりますことから当該条例に平成 23年度

までの 2か年の期限を付したものであります。

説明は以上であります。

どうぞよろしくお願いいたします。

○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

O       確認なんですが、この 2次補正というお話なんですけれど
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も、自公政権時代の補正予算なのかなというふうにちょっと思つているの

ですが、その確認と。この時期に確定したということはどういうことなの

かということをちょつと確認しておきたいなと思つています。

○宇田川好秀委員長 財政課長

O橋回純―財政課長 今の御指摘の自公政権時代の国の1次補正でございま

t。

それで、今回8億円強の補正をお願いしておりますが、先ほどの3月 補

正予算案の中でも2億 7.700万円計上させていただいておりまして、

それが 1次内示という形でこれはまだ年内に、要するに 12月 までの間に

1次内示がございました。それで、その 1次内示の額は本n/Jヽ学校の改築

事業の財源として充てさせていただくよう計上させております。

2次内示が、この8億 811万 6,000円 という形で、これがつい先

日と言いますか、それもまだ確定ではなくて予定という形で上限が示され

まして、さらに交付要綱等も案という形で正式なものがなかなか来ない状

態でございました。政権がかわったときにこの交付金について執行停止に

するのかどうなのかというやはり議論がなされたようでございますが、こ

れについては、既に見込んで使ってしまつていた、特に都道府県等が多か

つたようですが、ところもございましたので、今さら執行停上にはできな

いということで、それで交付されることにはなったのですが、国のほうの

作業がどのようになったかわからないのですけれども、本当に年度末ぎり

ぎりになつて示されましたのでこのような形で補正をお願いすることにな

りました。

以上でございます。

一
つ
‘

０
●

○宇田川好秀委員長
‐
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49号の条例を見ると、多分どうなるかわからないところ

で使途についても決まっていないので基金として積んでいるということに

なるのかなと思うんですが、3条に最も確実かつ有利な方法により保管し

ないといけないと書き換えてありますが、これはどのように考えたらいい

のですか。

○宇田川好秀委員長 財政課長

○橋口純―財政課長 これは、できればより金利の高い商品に定期預金がい

いのか何がいいのかわかりませんが、そのより金利の高い商品に預け入れ

て、それでその利率を上げると、これはこの基金に限らず基金につきまし

てはすべて同じ形をとつてございます。

それで、使途について委員のほうから触れられましたが、使途につきま

しては地方単独事業でなおかつ建設起債の対象事業、これにしか充てられ

ないというその制限はございます。

以上でございます。

○宇田川好秀委員長 ほ力ヽこ。

〔「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

りません力ち

〔「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、一括採決いたします。

両案を原案のどおり可決することの賛成の方の起立を求めます。

〔起立者全員〕
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○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46分休憩

午前10時48分再開

○宇田川好秀委員長 再開いたします。

◎議案第 10号 工事請負契約の変更契約の締結について 〈本

町小学校改築工事)

○宇田川好秀委員長 次に、議案第 10号 「工事請負契約の変更契約の締結

について (本町小学校改築工事)」 を議題といたし、本案に対する説明を

求めます。

理財部長

○吉田博―理財部長 おはようございます。

委員の皆様には、日ごろより御指導、御鞭撻を賜り、大変ありがとうご

ざいます。

これより、本町小学校の契約更新にかかわる議案をお願いするわけでご

ざいますが、この後、契約課長から御説明させていただき、よろしく御審

査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。

よろしくお願いします。

○宇田川好秀委員長 契約課長

04Ч II俊一契約課長 それでは、本町小学校改築工事の契約変更について御

説明申し上げます。
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この工事につきましては、平成 20年、21年度の2か年継続事業とい

たしまして本年 3月 をもちまして完了となる次第でございます。

このたびの契約変更につきましては、平成 20年 6月 に国土交通省及び

埼玉県からの資材価格の急激な価格変動に伴います単品スライ ド条項の適

用方の通知を受けまして、資料の 3ページのように川口市建設工事請負契

約基準約款第 24条第 5項の単品スライ ド条項に基づき運用基準を定め、

平成 20年 8月 1日 から適用いたしましたところ請負業者から単品スライ

ドによります適用申請がございましたので、このたび契約額の変更をお願

いするものでございます。

なお、契約変更額の内容につきましては、鋼材の変動後の価格と当初の

設計価格との差額から請負業者の負担額であります当初の請負金額の 1パ

ーセント分を減額した差額分を発注者が負担するものでございます。

スライ ド額につきましては、スライ ド分の確定数量をもとに請負業者の

実際の購入額と購入月の実勢価格と対比しながらどちらか低い額を採用い

たしたものでございます。

また、スライ ド額の算定につきましては、最終的な全体工事費及び契約

数量をもとに計算いたしますので、発注課であります建築課におきまして、

資料 1ページのように平成 20年 7月 に購入いたしました鋼材の購入数量、

品日、規格などの請求書、納品書、さらに領収書等を精査 し、平成 20年

2月 に積算をいたしました設計数量及び設計金額との整合性を確認した上

で算定いたしております。そして、そのスライ ド額につきましては、 5,

595万 9,669円で、そのうち当初の請負金額の 1パーセント分の 2,

122万4,700円を差し引きし、消費税等の計算をした結果、市負担

のスライ ド額につきましては3,473万 4,000円でございましたので、
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その額を上乗せいたしました契約変更額は、21億 5,720万 4,000

円でございます。

以上で説明を終わらせていただきます。

よろしく御審議のほどお願いいたします。

○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。

O       単品スライ ド条項が発動されてから本市でこの適用という

のは過去にあつたのでしょうか。

○宇田川好秀委員長 契約課長

04JII俊―契約課長 過去、昭和55年にございましたが、そのとき何件か

あつたようでございますが、担当課に確認いたしましたところその件数、

内容等についてはちょつと記録がございませんので、あったことはあった

のですが件数等につきましてはちょっと把握できない状況です。

以上です。

○宇田川好秀委員長
‐

ちょっと教えていただきたいとい うか確認なんですが、 3

ページの 3に発注者の負担というところがあるんですが、全体工事費契約

額の 1パーセントを超える額とあるんですが、この条件といたしまして全

体の工事費の額というのが、例えば、幾ら以上でないと該当しないとか、

そういつたことがあるのでしょう力、

○宇田川好秀委員長 契約課長

04JII俊―契約課長 それにつきましては、上限と下限とは別にございませ

んので、あくまでも適した工事で鋼材あるいは燃料油等の値上げが影響し
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たものについては該当するということでございます。

よろしいですか。

では、その単品スライ ドについてもう少し教えてい

ただきたいなと思うんですけれども、実際に川国市内でこれに適用される

と,思われた契約の件数など、それからそこに対してどういつた本市のほう

からアクションを起こして行つたのか。また、それに市内の業者がどうい

つた形でお答えをいただいたのかいただかなかったのか、ちょっとわから

ないので、その辺もあわせて教えていただきたいと思います。

それと、ここの3ページを見てみますと、単品スライ ドのところで燃料

油その他の資材は対象外というふうにあるんですけれども、この燃料油と

いうのはガソリンなども含まれるのでしょう力祐 あの当時は、大変ガソリ

ンの高騰も大きかつたと思うんですけれども、それでも含まれないのかな

というので、これは国・県のほうではこういうことだよと決めたものだと

は思うんですけれども、それについてちょっとわかっているところあった

ら教えていただきたいと思います。

○宇田川好秀委員長 契約課長

04り |1俊―契約課長 その当時8月 から実施でございましたので、7月 に調

査をいたしましたところ水道を含めて全部で20件ほどございました。そ

れらにつきましては、私どもは適用と同時にあわせましてメール等々で通

知をいたしまして、この工事につきましては単品スライ ドの適用がなりま

すので御留意というか、していただきたいということを通知いたしており
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ます。

あと、その後のいわゆる8月 1日 以降の契約につきましては、文書を一

緒に契約書とつけておりますので、それぞれの方々がこういうものが対象

になるということを御理解いただいております。

あと、反応でございますが、結局出てきましたのがこの本件と、あと水

道の 1件でございます。それらにつきまして、20件のうち結局 2件でご

ざいますので、 18件については最終的には該当しないのか明確ではござ

いませんが、請求は出てきておらないところでございます。

あと、3ページのこの値上がり分、右側の下段の燃料油その他の使用は

各項にくくられた表現のことです力、 これは、あくまでもこのP3の上に

あります、白枠で鋼材、燃料、その他とございますが、たまたま例で鋼材

が 1パーセントを超えた額ですよと、右側の燃料油は 1パーセント以内で

すよと、そういう例示でございますので、これが鋼材と同じように燃料油

も1パーセントを超えれば対象になると、そういうあくまでも例示でござ

いますのでよろしいです力、

以上でございます。

○宇田川好秀委員長 よろしいでしょう力、

ほかにありますか。

〔「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Jと 言う人あり〕

○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」と言う人あり〕
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○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〕

○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 57分休憩

午前 10時 58分再開

○宇田川好秀委員長 再開いたします。

◎議案第 1号 平成 21年度川口市一般会計補正予算 (第 5

号)

○宇田川好秀委員長 最後に、歳出の部、第 9款消防費及び当該歳出に関す

る歳入並びに第 2条第 2表継続費補正及び第4条第4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。

消防長

○荒井清光消防長 一言ごあいさつを申し上げます。

日ごろから消防行政に御指導、御支援いただきまして、まことにありが

とうございます。

これから御審議賜ります羽戎22年 3月補正予算につきましては、消防

ポンプ自動車などの購入 と平成 20年度、21年度の継続事業でありまし

た南平分署の建設工事に伴い契約差金が生じたことから歳入歳出の補正を
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行うものでございます。

詳細につきましては、消防総務課長より説明を申し上げますので、よろ

しく御審議を賜り御可決くださいますようよろしくお願いいたします。

以上でございます。

○宇田川好秀委員長 消防総務課長

0関 正治消防総務課長 よろしくお願いいたします。

議案第 1号 「羽戎21年度川国市一般会計補正予算」、第 1条歳入歳出

予算の補正について御説明を申し上げます。

補正予算説明書の24ページをお開きください。

歳出の部の 9款消防費、 1項消防費、 1日 常備消防費、 18節備品購入

費のうち自動車購入費、機材購入費でございますが、救急自動車及びその

車載無線機、それから小型動カポンプ積載車、合計 2台の消防車両の購入

に伴い契約差金が生じましたことから210万 9,000円 を減額補正い

たすものでございます。

次に、2目非常備消防費、 18節備品購入費のうち自動車購入費でござ

いますが、消防団の消防ポンプ自動車 1台の購入に伴う契約差金が生じま

したことから131万 1,000円を減額補正いたすものでございます。

次に、6目 消防分署建設費、 15節工事請負費のうち建設工事費でござ

いますが、平成 20年度、21年度継続事業が終了したことによりまして

契約差金につきまして3,755万 2.000円を減額補正いたすものでご

ざいます。

次に、歳入について御説明を申し上げます。

12ページをお願いいたします。

歳入の部の 14款国庫支出金、 2項国庫補助金、4目消防費国庫補助金、
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1節消防防災施設整備費補助金でございますが、歳出の部で御説明をいた

しました救急自動車車載無線機の購入において契約差金が生じたことに伴

い32万 4.000円 を減額補正いたすものでございます。

続きまして、 16ページをお願いいたします。

歳入の部の21款市債、 1項市債、 3日 消防債、 1節消防施設整備事業

債でございますが、歳出の部で御説明いたしました消防車両の購入及び継

続事業の南平分署建設工事の入札において契約差金が生じたことに伴い 1,

140万円を減額補正いたすものでございます。

戻りまして、6ページをお願いいたします。

第 2条第 2表継続費の補正につきましては、先ほど歳出の部、 6日 で御

説明いたしました南平分署の建設事業完了に伴いまして 2年分を減額補正

いたすものでございます。

続きまして、右側 7ページを御覧ください。

第4条第4表地方債の補正につきましては、歳入の部、21款で御説明

いたしました市債の減額に伴いまして限度額を変更いたすというものでご

ざいます。

次に、30ページをお願いいたします。

継続事業となっておりました南平分署建替え事業の 2年分の継続費につ

きまして、事業の完了に伴いまして建設工事費の契約差金を精算し、 3,

755万 2.000円を減額補正いたすものでございます。

最後に、 32ページをお願いいたします。

地方債補正調書のうち大きな 1の普通債 (6)の消防につきましては、

市債の平成 21年度中の起債見込額、元金償還見込額等を計上いたしてお

ります。
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以上で説明を終わらせていただきます。

よろしくお願いいたします。

○宇田川好秀委員長 以上で説明が終わりました。

これより、質疑を許します。

よろしくお願いします。

予算がない中、御苦労さまですということで、質問というかちょつと全

体を通してなんですけれども、この消防という分野自体が結構市債が出や

すいというか、そういう中で計画を立てられているということだと思うん

ですけれども、突発的に消防もこれもいつ法律改正がされるかわからない

と。例えば、前回ですとNOxと かああいう車両に急に国からの法律改正

で車両を購入しなければいけないという、それもまた、たしか市債でそれ

に任せてしまうというような中で、なんでしょうか、そういう基金みたい

なというものは他の自治体で、消防だけの基金というのは、そういう車両

購入とかあるいはそういう計画を立ててやらなければいけないと思うんで

すけれども、あるのかというのをちょつと質問させていただきたいんです

けれども、よろしいでしょう力、

O宇田川好秀委員長 消防総務課長

0関 正治消防総務課長 基金については、他市の状況ということでござい

ますが、他市の状況についてはちょっと今時点で確認はしてございません

が、基金について財政課のほうにちょっと確認をしまして、消防基金のと

いうふうな話もちょつとしてみたのですが、やはり今の厳しい財政状況の

中でなかなか基金を積み立てるのは難しいという点と、あと市債というの

は、将来にわたってその消防車両を使用年限使用するというふうな期間に
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合わせて将来消防の利益を受ける市民の方にも均等に負担していただくと

いうような趣旨からも市債でもよろしいのではないかというふうなことは

ちょつと財政当局からお話を伺つているところでございます。

以上でございます。

○宇田川好秀委員長

例えば、今回南平分署建替事業でも3,700万円近くは

差金が出てしまう。やはり市債はすべてやっているわけでありますから、

そういつた意味で差金が出たときに市債は減額になってしまうということ

はある意味、市債が出てきたからそういう差金も、要するに余裕を持って

組み立てて普通ならぎりぎりでかつかつでやっているところだつたらなか

なかこういう問題も出ないというか、厳しい中でやつているわけですから、

ある意味余裕が見方によればあるのかなというような見方もこれ以外にも

ないので、こういうのはちょっと注意して、今後やはりある意味計画立っ

てお金面では余裕を持った形で、余裕はないんでしょうけれども、やつて

いかないと市民の財産を守るという重要な部分ですので、ちょっと要望に

とどめておきます。

○宇田川好秀委員長 よろしいです力、

ほ か に 。

〔「なし」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

りません力祐

〔「異議なし」と言 う人あり〕
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○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。

歳出の部、第 9款及び当該歳出に関する歳入並びに第 2条第 2表及び第

4条第 4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〕

○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

○宇田川好秀委員長 以上で、当委員会に付託されました条件はすべて終了

いたしました。

以上をもちまして総務常任委員会を開会いたします。

午前 11時 08分閉会
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(平成 21年度関係議案)

(平成 22年 3月 2日 )

総 務 常 任 委 員 会 審 査 順 序

(第 1委員会室)

順

序

案

号

議

番
件 名 頁 所    管 結 果

1 1

平成 21年度川国市一般会計補正予算 (第 5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 国庫支出金

第 2項 国庫補助金 第 8目 第 10目

第 15款 県支出金

第 2項 県補助金 第 1日

第 16款 財産収入

第 17款 寄「fl金

第 18款 繰入金

第 19款 繰越金

第 20款 諸収入

第 3条第 3表 繰越明許費の内

第 2款 総務費 第 1項 総務管理費

防災無線デジタル機器整備 子局増設事業

全国瞬時警報システム更新整備事業

市街地施設付住宅耐震補強事業

総合文化センター施設維持補修費

予 -2
説 -12

企画財政部

総合政策課

財政課

総務部

災害対策室

理財部

管財課

税制課

市民生活部

文化推進室

2

48 平成 21年度川口市一般会計補正予算 (第 6号 )

予 -1

説 -8

49 川口市地域活性化・公共投資臨時交付金基金条例
般

-1

3 10
工事請負契約の変更契約の締結について (本 町ノJヽ 学校
改築工事)

般 -5 理財部

契約課

4 1

平成 21年度川口市一般会計補正予算 (第 5号 )

第 1条第 1表 歳入歳出予算補正の内

△ 歳出の部

第 9款 消防費

△ 歳入の部

第 14款 国庫支出金

第 2項 国庫補助金 第4目

第 21款 市債

第 1項 市債 第 3日

第 2条第 2表 継続費補正の内

変更

第 9款 消防費 第 1項 消防費

南平分署建替事業

第 4条第 4表 地方債補正の内

変更

消防施設整備事業

予 -2
説 -12

消防本部

※ 予  ・・・・・ 予算議案

説  ・・・・・ 補正予算説明書

般  ・・・・ 。 一般議案


