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平成2年 3月総務常任委員会 3月 16日 (火 )

◎開  会

O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、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。

本日の審査順序につきましては、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」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

0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。

ここで、委員の皆様にお願いいたします。

質問の際は、 1回あたりおおむね 5間から6間を目安にお願いしたいと

思います。

◎議案第 12号 平成 22年度川口市一般会計予算

0宇田川好秀委員長 初めに一般会計予算にかかわり歳出の部、第 1款議会

費を議題といたし、本案に対する説明を求めます。

議会事務局長

0橋本文雄議会事務局長 おはようございます。

それでは、平成 22句却 |1国 市一般会計予算歳出第 1款議会費につきま

して御説明申し上げますので、予算説明書84ページをお願いいたします。
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平成2年3月 総務常任委員会 3月 16日

予算額は7億 9,802万 2,000円でございまして、前年度に対して

1 4パーセントの増、金額にいたしまして 1,096万 3,000円 の増

となっております。

なお、詳細につきましては庶務課長より御説明いたしますので、よろし

くお願いいたします。

O宇田川好秀委員長 庶務課長

0吉川濶―議会事務局庶務課長 おはようございます。

それでは、予算説明書84ページからの第 1款議会費について御説明い

たします。

議会費につきましては、85ページの右上の欄、日の説明にありますよ

うに議員報酬、職員人件費、議会運営費の3事業に係る経費を計上してご

ざいます。ただ今局長が申し上げましたとおり、前年度と比較いたしまし

て議会費全体では 1 4パーセントの増、 1,096万 3,000円 の増額

となつております。事業ごとの主な増減内容でございますが、まず、議員

報酬に係る経費につきましては、補欠選挙の執行によりまして欠員が解消

されたことに伴い、 1節報酬の議員報酬及び 3節職員手当等の議員期末手

当並びに4節共済費の議員共済給付負担金など、議員報酬全体で04パ

ーセントの増、 185万 8,000円 の増額となっております。

続きまして、議会運営費に係る経費につきましては、本会議のインター

ネット中継を開始する準備経費といたしまして 13節委託料において映像

配信業務の委託経費及びホームページの作成保守に関する委託経費といた

しまして計 324万 1,000円 を新たに計上いたすとともに、 14節使

用料及び賃借料において、映像配信機器の借上料として 104万 8,00

0円を新たに計上いたしております。また、10節交際費の議長交際費を

(火 )
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平m22年3月総務常任委員会 3月 16日 (火 )

50万円の減額によりまして200万円といたし、 11節需用費の印刷製

本費におきましては、隔年の作成といたしております市政概要の印刷経費

91万 9,000円 を減額する一方、平成 23年度の改選にかかわる準備

経費といたしまして例規集や先例集、図書目録を作成する経費 147万 3.

000円を新たに計上いたしております。

議会運営費全体では33パーセントの増、484万 3.000円の増額

となっております。

説明は以上でございますので、どうぞ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。

まず、85ページの3節についてなんですが、この中の時

間外勤務手当が21年度の予算と比べると大きく増えているんですが、そ

の理由についてどのような時間外が見込まれるのか、まず教えていただき

たいというふうに思います。

それから13節と14節で、先ほど御説明があつた映像配信業務の委託

と機器の借 り上げについて、インターネット中継という御説明だつたんで

すが、具体的にどういうものを借りたりとか、どういう業務を委託する予

定でされているのか、その中身について教えてください。

O宇田川好秀委員長 庶務課長

0吉川潤―議会事務局庶務課長 3節の時間外の問題でございますが、確か

に倍以上になつてございます。この大幅の増の要因といたしましては、平

成 20年度から政務調査費に領収書を添付とこういったことが義務付けさ

れました。これらの書類が提出されたのが21年 4月 でございまして、初
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平成22年3月 総務常任委員会 3月 16日 (火 )

めての作業ということで、これらの提出書類の精査に時間がかかりました。

それとあわせまして、情報公開、閲覧の申請がございまして、これには個

人情報ということもありまして、マーキングあるいはコピー、そういった

もので大変時間がとられました。

さらには、議会改革に伴います業務、いわゆる新しい制度の調査事務の

増カロ等、こういったものが挙げられるかと思います。

また、 22年度につきましては、当然改選前の準備事業、それと先ほど

出ましたインターネットの中継の準備作業、それと平成23年度に県議長

会の会長市ということが回つて参りますので、それらの準備事業というも

のでこういった形で計上させていただきました。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 議事課長

○安田恭一議会義務局議事課長 13節、 14節映像配信委託料と映像配信

の機器の借上料の関係でございますが、インターネット中継を行うという

ことで、まず委託料につきましては、議場のカメラの操作だとか、あと画

面の中にテロップを入れるような操作だとか、そのような操作を行う職員

の委託だとか、あとはライブ中継だとか、インターネットの生中継だとか、

録画配信のもののサーバーを行うソフトを運営する委託を行 うというよう

なことがございます。       `

また、映像の機器の借上料のところにつきましては、 ドーム式のカメラ

だとかそれをリモー トコントローノレするようなユニットだとか、あとはそ

れをコン トロールするようなコンピューターだとか、制御のソフトウエア、

あと議場内に傍聴側に向けるテレビのモニターだとか、そのようなものを

借 り上げる経費を入れてございます。
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平成2年3月総務常任委員会 3月 16日 (火 )

以上でございます。

O宇田川好秀委員長

ありがとうございます。

先ほどの時間外の勤務手当に関連してなんですが、今、お話を聞きます

と調査事務も増えているし、 23年度からの議長会の会長市になる準備も

大変事務量が多いのかなということでお話を受けとめたんですが、そうす

ると時間外で対応するのではなくて、例えば事務局の人数を増やしたりだ

とか、本来はそういうふうに対応したほうがいいのかなというふうに思う

んですが、そういう事務局の人数については21年度と比べてどうなの力、

また、その増やしていくということについての考えというのはどうなのか

伺いたいと思います。

O宇田川好秀委員長 庶務課長

O吉川潤―議会事務局庶務課長 まず、事務局の人数でございますが、平成

20年から16人でございます。それで、ただ今松本幸恵委員さんから御

指摘のとおり、確力ヽ こ以前と比べまして業務は確実に増えております。ま

た、そのことが時間外勤務の増加につながっていることも、これは確かに

事実でございます。しかしながら、市の取り組みといたしまして行政改革

集中改革プランに基づきます定員適正化計画というもので図つているとこ

ろでございまして、 17年比 5パーセントの削減を目指していると、議会

事務局といたしましてもこれに沿つた形で進めなくてはいけないのかなと

思つております。

時間外等につきましては、今後、事務の効率化あるいはそういつたもの

いろいろ知恵を絞りながら頑張つていきたいとこのように思つております。

以上でございます。
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平成22年3月 総務常任委員会 3月 16日

○宇田川好秀委員長

ありがとうございました。

事務局の皆さんには本当に仕事量が増える中で大変なお仕事をお願いし

ているんだなというのはわかりました。ただ、これから今議会の中でも議

員提案としての条例制定など今後議会改革が進む中で、事務局のほうでの

仕事とかもどんどん増えていくんではないかというふうに思いますので、

ここには議長もおりますが、ぜひ職員の増員と事務局の機能の充実という

点では、引き続き努力をしていただきたいというふうに要望させていただ

きます。

以上です。

O宇田川好秀委員長 ほ力ヽ こ。

O』||||lr今 回、ホームページ作成委託料というのが新規にこれ入つ

たと思うんですけれども、主にどういつたものがこれ加わるのかというこ

とと、もう一つ、ちょつと率直的な疑問なんですけれども、会議録作成の

ときによく冊子ですよね、冊子のほうが先に出て、その後にインターネッ

ト上の会議録が出ちやつていると思うんですけれども、あの手順というの

はやつばり本が先になるというのは、何か私から言わせると違和感じゃな

いけど、普通最初にデータのほうが出ているはずなのにと思うんですけれ

ども、そこら辺のちょつと関係の御説明いただきたんですけれども、よろ

しくお願いします。

O宇田川好秀委員長 議事課長

○安田恭―議会義務局議事課長 まず、ホームページ作成委託料でございま

すが、どういつたものかということなんでございますが、今、現実に川口

(火 )
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平成2243月 総務常任委員会 3月 16日 (火 )

市議会のホームページがございます。ただ、それは職員が手づくりで行つ

ておるものなので、どうしても文字だとか活字が多い、どちらかというと

見やすさからするとはっきり申し上げて見やすいものではないだろうとい

うことでございます。また、議会的 1ヽ委員会の中でもわかりやすい議会

というようなことも含めまして、議会ホームページの充実ということが議

題として取り上げられたということでございますので、もつと映像だとか

視覚的なものに訴えられるような形で、例えば議員名簿なん力ヽ こついても

議員の皆様の顔写真が入れられるようなものにしていきたいなということ

で、御了解をいただいて動いておるところでございます。ですので、職員

だけでは対応できないというようなことがございますので、改めて委託を

させていただくと、ああいうつくり込みからの委託をさせていただくとい

うことがございます。

2点 目ヾ 会議録検索システムのほうが冊子よりも後にできてくるという

ことなんでございますが、会議録をつくったデータを会議録検索システム

にデータとしてアップしていますので、手順とするとどうしてもやはり先

に会議録をつくるという形になってくるという形になってくるので、その

辺は御了解いただきたいと思います。

以上でございます。             .

0宇剛晦秀委早長

"
ホームページの作成委託なんですけれども、そこに関して

誰が内容です、やるのか、それは議会事務局が主導でやられるという認識

でよろしいんです力、 要するに中身ですね。ホームページのそういうコン

テンツ内容に関しては、という認識でよろしいんですよオヽ

0宇田川好秀委員長 議事課長
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平成2243月総務常任委員会 3月 16日 (火 )

○安田恭―議会義務局議事課長 内容については、議会改革小委員会の中で

一応議会の概要には、議会の役割だとか市議会の仕組みだとか議長、副議

長の紹介だとかあと議会事務局だとか、あと陳情、傍聴という項目には、

請願の陳情だとか議会の傍聴の仕組みだとか、また、議員名簿の中には、

議席番刊頃だとか50音順だとか会派別だとか委員会別だとか、また会議

の内容については、会議 日程、またインターネット中継、一般質問の内容、

会議録検索システム、また議決の結果を掲載するということで、一応委員

長思案をつくらせていただきまして、議会改革小委員会の中で図らせてい

ただいたというような形で今進めておりますんで、よろしくお願いいたし

ます。

O宇田川好秀委員長 ほかにございます力■

〔「なし」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」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、採決することに御異議ありま

せん力、

〔「異議なし」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。

歳出の部、第 1款を原案どおり可決することに賛成の方の起立を求めま

丸

〔起立者全員〕

0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も   ｀
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午前 10時 13分休憩

午前 10時 16分再開

O宇田川好秀委員長 再開いたします。

O宇田川好秀委員長 続きまして歳出の部、第 2款総務費及び当該歳出に関

係する歳入並びに第 3条第 3表債務負担行為及び第4条第4表地方債のう

ち、当委員会の所管事項についてを一括議題といたします。

まず、第 1項総務管理費のうち第 1目一般管理費ないし第 12日会計管

理費に対する説明を求めます。

総務部長

O中島陽二総務部長 おはようございます。

委員の皆様方には日頃から本市の行財政運営に対しまして御指導、御鞭

撻を賜り、厚く御ネLを 申し上げる次第でございます。

これより御審議をいただきますのは、平成22年度一般会計歳入歳出予

算の歳出のうち、 2款総務費 1項総務管理費の1目一般管理費から12目

会計管理費までについてでございます。

内容につきましては、この後、各担当課長から説明いたしますので、よ

ろしく御審議の上御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。

O宇田川好秀委員長 総務課長

0小林誠―総務課長 おはようございます。

初めに、平成 22年度一般会計歳出予算のうち2款総務費 1項総務管理

費の 1目一般管理費及び 2日公平委員会費につきまして御説明申し上げま

九

一H―
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予算説明書の88ページをお開き願います。

まず、 1目 一般管理費でございますが、市長及び副市長をはじめ、29

課室機関、338人の職員に係る人件費のほか、主に内部管理にかかわる

事務経費を計上いたしており、前年度予算額に対しまして 1億 8,303

万8,000円 、29パーセントの減となつております。これは、職員の

人件費に係る2節給料におきまして、現行制度等に基づき必要額を計上す

る一方、 3節職員手当等におきまして、退職者の減に伴い減額となったも

のでございます。

なお、その他の科目につきましては、 13節委託料において平和都市宣

言 25周年を記念して、新たに青木町公園内に記念碑を設置するための経

費を計上したこと等から、若干の増額を見込むものの、おおむね前年度同

様の額となっております。

90ページをお開き願います。

次に、 2目公平委員会費でございますが、公平委員の報酬のほか、全国

公平委員会連合会、の負担金など、委員会の運営経費を計上いたしており

ます。平成 22年度につきましても、財政状況等を十分勘案し、事務執行

経費の削減に努めましたことから、全体として若干の減額となっておりま

丸

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 職員課長

0弓場賢―郎職員課長 おはようございます。よろしくお願いいたします。

続きまして、92ページをお開きいただきたいと存じます。

3目職員研修費でございますが、この費目は職員の基礎的知識や専門的

な知識の習得など、研修に係る経費を計上しており、予算額は2.091
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万 3.000円 、前年比 36万 5,000円、 1 7パーセントの増となっ

ております。これは8節報償費におきまして、報償単価の見直しや研修回

数の見直しなどにより前年対比29パ ーセントの減となつたものの、 1

1節の需用費において新規採用職員の事前テキスト代の単価の値上がりな

どにより増となったことなどによるものでございます。

次に、4目職員厚生費でございますが、この費目は職員に対する健康対

策、または職場の安全衛生等に係る費用を計上しており、予算額は3,8

99万 1,000円、前年対比 157万円、4 2パーセントの増となつて

おります。これは 13節委託料に職員のメンタ/1/Aルス対策としてメンタ

ノ7‐/1/ス診断業務委託料を新規に計上したことなどにより、増となったも

のでございます。

続きまして、5目職員退職手当基金費でございますが、運用元金の減に

より平成 22年度中における預金利子等を見込み、 1.616万 8.000

円を計上いたしております。

次に、6目 恩給及び退職年金費でございますが、この費目につきまして

は昭和 37年に地方公務員共済組合法が施行されましたが、それ以前に退

職 した職員の遺族に遺族扶助料として1名 に支給いたしているもので、前

年同額を計上いたしております。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 行政管理課長

○江連保明行政管理課長 よろしくお願いします。

7目 行政事務管理費でございますが、行政管理課の一般事務費と印刷事

務費の経費を計上いたしておりまして、前年度に対し243万 2.000

円、4.7パーセントの減となっております。主な減額の理由でございま

-13-



平成2243月 総務常任委員会 3月 16日 (火 )

すが、 95ページ上段、 14節使用料及び賃借料の印刷機械等借上料にお

いて印刷の効率的な運営を図り、プリント予定枚数を減と見込みまして約

231万円の減額としたものでございます。

次に、8目 文書費でございますが、文書の維持管理や郵便物の収受、発

送業務を行 う文書管理費と情報公開、個人情報保護制度の経費を計上いた

しておりまして、前年度に対し1,467万 5,000円、 9 8パーセン

トの減 となっております。主な理由でございますが、 1節報酬におきまし

て不服申し立ての審査を行う情報公開、個人情報保護審査会の開催回数を

2回分減らしたこと、また、 12節役務費の通信運搬費につきまして発送

の文書数を減と見込みまして、 1,460万 円の減額となってございます。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 青少年対策室長

O津端秀信青少年対策室長 同じく94ページ、9目 青少年対策費について

御説明申し上げます。

青少年対策費につきましては、青少年センター施設管理費のほか、七つ

の祝い子ども自然体験村通学合宿などの事業に係る経費を計上いたし、前

年度に対 し1.328万 2,000円、 334パ ーセントの減となってお

ります。主な減額理由でありますが、前川及び並木青少年センターの施設

整備が完了したため、 15節工事請負費 1,323万円の予算計上を取り

やめたことによるものでございます。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 災害対策室長

O上山健三災害対策室長 おはようございます。

続きまして、96ページ、 lo日災害対策費につきまして御説明申し上
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げます。

災害対策費につきましては、目の説明に御記載のとおり、災害対策事業

のほか7事業に係る経費、9,983万 3,000円 を計上し、前年度に対

し25 7パーセントの減額となっております。主な増減額の理由につき

ましては、 11節需用費の医薬材料費につきましては、備蓄救急箱に保存

の医薬品の対象物品が少ないことから、前年度に対し79 1パーセント

の減額となっております。また、同節被月長費につきましては、自主防災組

織防災服支給事業が完了いたしましたことから、915万 9,000円 の

減額となっております。

13節委託料の情報業務委託料につきましては、21年度の実績により

見直しを行い、前年度に対し259パ ーセントの減額となっております。

18節備駒 、の器材購入費につきましては、大規模災害時に発生する

身元不明者に対する個人鋤 、ヽ身元確認の迅速化を図るものとして歯科用

デジタルエックス線画像解析装置などの購入が終了いたしましたことから、

前年度に対し504パ ーセントの減額となつております。

19節電気・電波等利用負担金につきましては、防災行政無線固定系に

よる情報収集の強化を図つたため、子局からの通信が可能となりました。

したがつて、子局が発信局としての機能を有するため、電波利用負担金と

して前年度に対し160 7パーセントの増額となつてございます。災害

対策費の説明につきましては以上でございます。

O宇田川好秀委員長 広報課長

0蓮尾重徳広報課長 おはようございます。

続きまして、98ページから99ページにかけての 11目 広報広聴費で

ございますが、これは広報紙発行事業、市民手帳等発行事業、テレビ等視
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聴覚広報事業等に要する経費でございまして、前年度に対しまして353

万7,000円、 2 1パーセントの増となっております。増減額の内訳で

ございますが、11節需用費の印刷製本費におきまして、広報かわぐちの

発行部数の増加を見込んだものの、印刷単価を見直したことによる減並び

に12節役務費の広告料におきまして、市外から本市へ人を呼び込むため

の川口PR事業を新規に立ち上げることによる増、同じく12節の広報か

わぐち等配布手数料におきまして、町会による配布部数が増えることを見

込んだことによる増、以上が主な内訳でございます。

よろしくお願い申し上げます。

O宇田川好秀委員長 会計課長

O石塚正夫会計課長 続きまして、98ページからの 12日会計管理費につ

いて御説明申し上げます。

会計管理費につきましては、一般事務費及び審査出納関係費に係る経費

を計上しておりまして、前年度予算に対し120万円、 59パ ーセント

の増でございます。増えた理由といたしましては、99ページの11節需

用費のうち、県収入証紙購入費について近年の売りさばき実績を踏まえ、

前年度の 1,440万円から1,560万円と120万円増やしたことによ

るものでございます。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑を許します。

1点質問させてもらいま九

直接的に予算に余りかかわりないのですが、せつかく関係の皆様いらっ
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しゃるので伺いたいんですけれども、災対費なんですけれども、デジタル

防災無線の件なんですが、子局が増設されて、よリクリアな音が市域によ

く聞こえるようになるのはいいんですが、きのう、中学の卒業式で 11時

くらいに定刻のメッセージでしょうか、流れたんです。それで、要するに

静寂の中でセレモニーをやっているときに、たまたま私の出席した司会者

の教頭先生は言葉がとまっちゃったんですよ。これは聞かなければいけな

いのかなと思って。それで、すごくいい雰囲気だつたのに、ちょっと一瞬

雰囲気が崩れちゃつたんです。それで、何ていうんでしょうか、捜し人を

するだとか、緊急なことであればこれはしようがないと思うんですけれど

も、定刻のメッセージであれば、全市的にセレモニーをやっているという

のはわかつているわけなんで、今後、小学校も入学式、卒業式ありますけ

れども、そういったことは若干考慮することもあつていいのかな、その日

だけはちょつと時間をずらすだとか、 1回定刻の放送を飛ばすだとか、そ

ういったことも検討する余地があるんじゃないかなというふうに思ったん

で、これに対してちょつとコメントいただきたいなと思うんですけれども。

O宇田川好秀委員長 広報課長

O蓮尾重徳広報課長 じやその件に関しまして広報課のほうからお答え申し

上げます。

迷い人、迷子の放送のほ力ヽ こ、定時に放送しているものがございます。

これは教育委員会等からの要請によりまして、そういつた子どもたちの安

全を守るということをむしろ見えない犯人に対して言つているんだと、

我々はきちんと見守っているんだぞといったメッセージを込めて放送して

いるものではございますけれども、特に入学試験の日、特にヒアリングな

んかがあるときは、教育委員会のほうからこの時間帯だけは余程のことが
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ない限り放送してくれるなという要望がありまして、そのときは放送して

おりません。今おつしやったようなこういった式典のときにつきましても、

教育委員会のほうと十分に連携をとりまして、放送のしないで済むもので

あれば、放送については差し控えて参りたいと今後そのようにして参りた

いと思います。

以上です。

O宇田川好秀委員長 ほ力ヽ こ。

おはようございます。

それでは、私のほうからまず、99ページの先ほど御説明がございまし

た広報紙の発行事業のところなんですが、日の説明で、この部数が増えた、

増やすということですが、この辺は何部くらいに増えるんでしょう力、

O宇田川好秀委員長 広報課長   、

O蓮尾重徳広報課長 21年度におきましては、毎月 18万 9,000部を

計上しておりましたが、 22年度につきましては20万 2.500部の増

で計上するものでございます。

以上です。

0宇田川好秀委員長

川口市の世帯数からして現実足りないんじゃないかなとは

思つてはおつたんですが、21年度としてこの部数がどのくらい実際余つ

ていたのか、足りなかったのか、その辺のことをお間かせください。

O宇田川好秀委員長 広報課長

0蓮尾重徳広報課長 今年 1月 末の外国人登録を含む総世帯数は約 23万世

帯でございます。これに対しまして、広報かわぐちの発行部数は18万 9・
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000部でございます。川口では町会自治会を通して各世帯に配布してお

りますわけでございますけれども、町会に加入しているのは23万世帯の

うちの約 15万世帯でございます。それで、未カロ入世帯につきましても配

布をお願いしておりますが、これにつきましては約 1万 1,500世帯に

配布をしていただいております。 15万 と1万 1.500を足しました 1

6万 1,500部が町会自治会を通して各世帯に配布している部数となり

ます。これは全世帯に対する配布率といたしましては703パ ーセント

となるところでございます。

以上です。

O宇田川好秀委員長

最後に要望になるんですが、字がかなり、文字が小さいと

いうことで、よく言われるんです。それで、大きくすれば内容が薄くなる

のはわかっておるんですが、小さいことによって読まない方も結構いらっ

しやるんですね。特に御年配の方からそういうお話をお聞きしますもので、

できればその辺をもう少し工夫をしていただければと思ぃます。要望であ

ります。よろしくお願いします。

員 長  ほ か に 。

1点だけちょっとお伺いしたいんですけれども、 88ペー

ジ、89ページの新規事業ではないんですけれども、予算が3倍近く膨れ

上がったという一般管理費の、ちょっと目の説明で申しわけないですけれ

ども、平和都市宣言事業関連ということで、今回前年比に比べて3倍近く

これ増えているんですけれども、今度記念碑建てられるということなんで

すけれども、まず 1点は記念碑つてどういつた記念碑なのかということと、

0
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それからこれはちょっと関連になってしまうかもしれないですけれども、

今、国のほうで平和都市というか、平和の核の問題で要は密約問題という

ことで、アメリカが言つていることと日本が言つていることが要するに食

い違っていたということが今回わかつたということが、それを隠していた

ということがわかつたということが、密約問題が出てきたと思うんですけ

れども、これに対しての本市としての検証等も今後やっていくのかという

ことをこの予算の中でやっていくのかどうかということも含めて、ちょっ

とお伺いさせていただきたいと思います。

O宇田川好秀委員長 総務課長        ―

0小林誠―総務課長 まず、平和都市宣言の関連事業の中で予算が大きく増

えたというのは、今おつしやられた平和都市宣言 25周年を記念して青木

町公園内に平和都市宣言の要は平和都市宣言文を掲げた鋳物製の記念碑を

つくると、その費用が約 500万円くらい増えておりますので、 3倍程度

に増えたということでございます。

もう一つの今、新聞等で報道されております核の密約云々につきまして

は、本市においてはこの予算の中でどのような検証をするかというものが

全く含まれておりません。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長

これは、検証というかその当時の国の検証した方々、歴史

家もその座長さんがやられて、それで深く評価されているというような中

で、やつばりこれ検証しないと記念碑つくったって、要は何のための記念

碑なのかということがはつきりいつてそこが一番問題であつて、そういっ

たことの検証しないで、たださっき申し上げた500万それでつくる、そ
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れはいいんですけれども、それに関しての 3倍増えていたつてこれ予算額

と全く500万以上の金額が計上されているわけですから、それ何のため

にそのほかの予算が増えているのかも今の説明じやちょつと見えてこなか

ったのがまず 1点 と、やはり検証だつたり、国の動向を見てということか

もしれませんけれども、本市独自のそういった平和のどういつた取り組み

今後しなければいけないかを含めて、やっばりせっかく25周年でやるん

であれば、そこをあいまいにしたままでやっていたら、これ本市平和都市

宣言しているのに何のための平和都市宣言なのかというのが全然これ見え

てこないんですけれども、ちょつとその辺に関しても御答弁いただきたい

と思うんですけれども。

○宇田川好秀委員長 総務課長

○小林誠―総務課長 まず、平和都市宣言関連事業の記念碑の関係の増額と

いうことですけれども、この約 500万円を除くと去年と同じくらいの金

額になっているということで、平和都市宣言関連事業の経費につきまして

は、まさにこの記念碑の分だけが増額になっているとそういうことでお願

いいただきたいと思います。

もう一つの平和に対する非核等含めて幅広く検JL●るという市の立場と

してできる範囲の平和に関する事業は今後とも行つていきたいと存じます

けれども、この予算で具体的に幾らその中に含まれているかということに

なると含まれていないというようなお答えになるかとそのように考えてお

ります。

0宇田川好秀委員長 ■|||
そうすると今までこれは何年からやつているのかちょっと

存じ上げないけれども、ずつとこれ関連事業でやってきているわけですよ
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オ亀 それに対してじゃイベントをやるからじゃ予算をつけるというだけの

ものであって、平和そのものの中身に関しては、今までじゃ前年踏襲でや

っていただけということの認識でよろしいんですよね、今のお話聞いてい

ると、ですよオ亀 だから、それに関してはだからはい、じゃやりましょう

で終わつてしまっているということで、ちょっとそれは余りにも例え二百

何万だと言つていたつて、これはちょっとお粗末と言つては悪いですけれ

ども、これはとれないんじゃないです力、 ちょっとここ答弁いただきたい

んですけれども。

O宇田川好秀委員長 総務課長

O小林誠―総務課長 その具体的な内容につきましては、当然平和の大切さ

とかそういつたものを市民に周知していくと、PRしていくというのが総

務課の二番の目的だと思いまして、これに対して毎年 8月 にSKIPシテ

ィで平和展というものを、毎年テーマを設定しまして平和の大切さ、戦争

の悲惨さ等を市民の皆様にPRしている。それとあと毎年 6月 に埼玉県の

平和資料館見学会と、こういつたところに大型バス2台を借り上げて、市

内のお子様、子ども会の方を参加募つて、それで平和資料館を見学しても

らつて、将来を担う子どもたちに戦争というのはこんな大変なことなのか

とか、または戦争というのは二度としちゃいけないんだなと、そういうこ

とを学んでいただくというようなことを積極的にやらせていただいており

ます。

そんな中で、先ほどの核密約の検証ということに限つて言うと、どのよ

うなものが、どのくらいで何ができるのかという問題ございますけれども、

今後とも平和の大切さとか戦争の悲惨さというのは、そういつた事業の中

で広く市民の皆様に伝えていきたいと存じますので、御理解いただきたい
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と思います。

O宇田川好秀委員長 ‐

そういう今、そういう事実というのはだんだんと明らかに

なったわけですので、それに対する一文だつたり、そういつたものをつけ

加える何々をやつばり、平和平和と言つても漠然とした抽象的なものにな

ってしまっていて、戦争はだめだと、それは誰だつてわかるわけでありま

して、やつばりそういうことを含めてもうちょつとそれに対する独自策み

たいなのを入れていただければうれしいなと思いますので、それ要望とさ

せていただきますので、答弁要りませんので、よろしくお願いします。

O宇田川好秀委員長 ほ力ヽ こ。

‐
すみません、ちょっと今の関連で、青木公園、恐らく戦没

者の慰霊祭とか毎年やつているんでそういうところでそういう部分で銘板

の作成等をして、そちらのほうに設置をしていただけるような形になると

いうふうに思うんですが、またその銘板の設置もそうなんですが、その公

園自体、例えば名称の変更をする予定があるのかというのと、あとはちょ

つと関係なくなるんですが、93ページの職員厚生費の委託料のところの

先ほどメンタ/1/‐ルス診断業務というお話が出ましたが、これ具体的にど

のようなものかというちょつとその2点を確認させていただければという

ふうに思います。

O宇田川好秀委員長 総務課長

O小林誠―総務課長 記念碑の設置場所については、まだ具体的に結論は出

ておりませんけれども、今言われました青木町公園の英霊碑ですか、あの

近くに設置したいと今の現時点ではそのように考えております。
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また、青木町公園の名称変更につきましては、正式洛称で変更するか、

いわゆる通称という形で変更するかとか、そのような検討がされていると

ころでございますけれども、現時点ではいわゅる通称で名称を変更してい

きたいなとそのよ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 職員課長

0弓場賢―郎職員課長 メンタ泣ヘルス診断業務の内容でございますけれど

も、近年ス トレスを訴えて心身に変調を来す職員が年々増えてきておりま

すことから、早期発見、早期治療を主眼として職員みずからが心の健康度

を知り、ストレスヘの早期対応と自己管理能力を高めるとともに、組織ヘ

のメンタ/●―ルス対策への活躍を図る内容となつております。

具体的には、職員に対してセルフチェックシー トを配付いたしまして、

その後回収をし、個人結果を分析し、ス トレス度の高い職員に対しまして

は医療機関への相談勧奨通知を行うものでございます。

以上です。

0宇田川好秀委員長

じや、幾つか質問します。

まず、先ほどの平和都市宣言関連事業に関連して伺いますが、毎年SK

IPシティでやつている平和展についてなんですが、今年、先ほどもあり

ましたが、 25周年という記念の場所ということで、その平和展の中身に

ついても従来のものから何か新しい企画とかをされているのかということ

が 1つ と、それから一般質問の中で市長が8月 に広島の式典を訪問すると

いうお話があつたと思うんですが、その予算についてはどれくらいでどこ

に出てくるのかということがもう一つと、平和についてはそれで、あと大

-24-



平成″年3月 総務常任委員会 3月 16日 (火 )

きく聞きますが、この 1目 の中で職員人件費が先ほど大きく減つていたか

なというふうに受けとめたんですが、職員の全体の人数が 21年度と比べ

てここに目の説明にある人数がどうなつているのかということを伺いたい

のと、時間外の勤務手当が若干上がっていたのかなと思うんですが、その

理由についてその見込みがどういうふうになっているのか伺いたいという

ふうに思います。

O宇田川好秀委員長 総務課長

O小林誠―総務課長 毎年 8月 に行つています平和展のこと、22年度の事

業内容について 25周年ということで特段の変更をされるかという趣旨の

御質問でございますけれども、22年度の事業内容につきましては、まだ

具体的には決めておりませんが、毎年テーマを設けて実施しているという

ようなことで、これからテーマを設けて検討に入りたいと思います。現時

点では、昨年実施した声優による「はだしのゲン」の紙芝居というのが好

評だったことも含めまして、また今年も上映したいなということとヾあと

はまた例年どおりになりますけれども、埼玉県平和資料館とかNHKアー

カイブスですね、そういったところとの連携を図りながら充実していきた

いとそのように考えております。

もう一つ、市長の広島市平和祈念式典への参列のための旅費でございま

すけれども、これにつきましては 1目 一般管理費の 9節旅費の中の普通旅

費です、この中に市長と随行者の分として約 18万円計上させていただい

ています。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 行政管理課長

O江連保明行政管理課長 職員数についてお答え申し上げます。
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この一般管理費の分、ここに338名 となってございますが、昨年度は

ここが357名 でございます。そして、職員数全体でございますが、21

年度 3,902人のところが、一応来年度の予定でございますが3,872

になる予定でございます。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 職員課長

O弓場賢―郎職員課長 時間外勤務手当の予算が増えている理由ですけれど

も、労働基準法の改正がありまして、月60時間を超える時間外手当の支

給率が従来の100分の125か ら25パーセント引き上げが行われまし

て、 100分 の150と なったこと、あわせまして平成 20年度の決算、

平成 21年度の見込み決算を参考に積算をしたため、増となったものでご

ざいます。

以上です。

0宇田川好秀委員長

ありがとうございました。

まず、平和都市宣言の関連事業についてなんですが、平和展の事業の内

容についてはまだ未定ということですが、通常ですといろいろな川口市の

戦争当時のものがわかるようなものの展示だとか、あと昨年は昭和館でし

たつけ、そこからも資料をお借 りしていろいろと展示をされていたという

ふうに思うんですが、今年、市長が広島に行かれるということもあります

し、それから5月 にNPTの再検討会議がニューヨークであります。そう

いったいろいろな今年特に25周年ということもありますけれども、世界

の中でもいろいろな動きもある中ですので、そういうたことが反映される

中身にぜひしていただきたいなというふうにこれは要望をさせていただき
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たいというふうに思います。

それから、市長が広島に行く点については、市長と随行者ということで

御説明ありましたけれども、私たちも広島に市民の方をぜひ派遣してほし

いということ、広島、長崎などに派遣してほしいということも常々要望さ

せていただいておりますが、随行者の中にそういう市民の方もぜひ入れて

いただきたいというふうに思いますが、その点についてのお考えはいかが

でしょうか。それが 1つです。

それから、職員の21年度と比べて職員については、 19人減つている

ということだと思うんですが、ここにある増えているところと減っている

ところがあると思うんですが、課ごとに、例えばここにある目の説明のそ

れぞれの課ごとに、どこの課が何人増えてどこの課が何人減つてというの

がわかれば教えていただきたいのと、それからすみません、再任月の職員

さんについては、ここで給料に含まれているのかどうか、それから再任用

の職員さんの人数がどうか、あと働き方が20年度からどこか何か変化が

あるのか、そこについても伺いたいというふうに思います。

O宇田川好秀委員長 総務課長

O小林誠―総務課長 広島市平和祈念式典に市民の皆様をお連れするという

お尋ねでございますけれども、市長のほかの随行員として誰がついていく

かということもちょつとまだ決定しておりませんけれども、総務部の人間

が行くんだろうと、その式典に総務部としてもまだ行つたこともございま

せんので、今回初めて行くと、そして今後、市民の方をお連れするという

ことになれば、どうやって選定したらいいんだろうかと、また行つてもら

つた限りにおいては何か感想文というか、それをどうやつて生かしたらい

いんだろうかとか、いろいろ考えなくてはいけない問題もございます。先
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ほど申し上げましたように川口市としてこの平和事業取り組むにあたって、

どういう手法がいいのかというその選択肢の中で、また今後の課題として

検討させていただきたいと存じます。

よろしくお願いしま九

0宇田川好秀委員長 行政管理課長

0江連保明行政管理課長 目の中の職員の増減でございますが、増えたとこ

ろは総合政策課、それから総務課、それから災害対策室でございます。

減となりましたのは情報政策課、財政課、それから職員課、行政管理課、

それから検査室、用地対策、それから市民相談室、文化推進室、そして交

通安全対策、芝支所、新郷支所、神根支所、行政センター、パー トナース

テーション、そして会計課でございます。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 職員課長

0弓場賢―郎職員課長 再任用職員についてのお問い合わせですけれども、

予算上は平成 22年 4月 1日 で176人で積算をさせていただいておりま

す。一般管理費につきましては27人、この給料の中に予算計上をさせて

いただいております。

次に、再任用の勤務形態でございますけれども、従来勤務時間が常勤の

2分の1ということで、 2週の5日 間の勤務であつたものを平成 22年度

より1日 5時間45分の週 5日勤務、 1日 7時間の週4日 の勤務形態を設

けたところでございます。

以上です。

0宇田川好秀委員長

まず、その平和都市宣言の平和展関連事業については、今
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までどんなにお願いしても考えておりませんだったのが、今回検討してい

ただけるということなので、ぜひ前向きに検討していただきたいというふ

うに要望をさせていただきます。

それから、職員さんの人数が大きく減つている中で、再任用の方が多少

増えて、また働き方の見直しとかもされるのかなということで、特に今回

減つている課のところではそういう再任用さんを中心にそういう業務とか

仕事の内容を補てんされていくのかどうか、そこのところの考え方をちょ

っと伺いたいというふうに思います。

それからちょっと次にいきまして、91ページのほうの19節のところ

で、国保組合助成金については、助成の団体の対象がどれくらいかという

ことと、そこの団体にどれくらいの人数の方が加盟されているのかと、単

価等について変化があるのか伺いたいというふうに思います。

それから飛びまして、92ページ、93ページの4目職員厚生費につい

てですが、先ほどメンタノ7-ルスの診断業務の委託料の内容については御

説明をいただいてわかったんですが、ストレスが増えていることによって

心身に変調を来す方が増えているのかなと思うんですが、そもそもストレ

スが増えている原因については何か倹証をされているのかどうか伺いたい

というふ うに思います。

それから、 7日 の95ページの 12節の人材派遣の手数料については、

これ毎年出されているものだと思うのですが、今回その内容についても改

めて御説明をいただきたいというふうに思います。

O宇田川好秀委員長 行政管理課長

O・T適保明行政管理課長 再任用 と職員数の減との比例でございますが、職

員に対応して先ほど職員課長から説明のありました新たな再任用の働き方
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が構築されました。よって、再任用の労働力の安定を図るということで、

職員と再任用の職員を入れ替えて、採用抑制をして減に努めておりまして、

それによつての住民サービスの低下というところはないというふうに判断

して、減の方向に向かつているものでございます。

あと、7日 の人材派遣の関係でございますが、これにつきましては印刷

業務を人材派遣によって行っておりまして、2名分を計上いたしておりま

丸

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 秘書課長

0原田倫貝り秘書課長 国保組合助成金の助成先についてですが、埼玉土建国

民健康組合と埼玉県建設健康保険組合の 2団体です。それと人数ですが、

平成 21年 4月 1日 現在の組合員数に土建国保のほうが 1万 3,948人、

建設国保が 2,477人、これに若干の増加率を見込みまして、 1人あた

り250円を助成するものでございます。

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 ス トレスの原因についての検証ということなんです

けれども、一般的にメンタルを抱える原因となる心身に変調を来すという

ところの理由といたしましては、職場の環境問題ですとか、仕事の量の問

題ですとか、家庭、家族の悩みといつたものが一般的にストレスの原因と

いう形で言われておりまして、市として特にそういったものについて具体

的な検証等はしておりません。

以上です。

0宇田川好秀委員長
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ありがとうございました。

職員が減る中で、再任用の方がその業務を補つていただくということは

非常に大事なことだとは思うんですが、再任用の方の持つそもそもの仕事

の責任と、それ以前の常勤の正規の職員さんの仕事の量の分担みたいなの

が、正規の職員さんが減らされる中で、その仕事の分担だとかというとこ

ろがどういうふうにそれぞれの職場の中で見直されるのかというところに

は、すごく疑間を感 じますので、再任用の方の働き場所をしっかり確保す

ると同時に、正規の職員 さんの仕事についての考え方というのももし何か

あれば伺いたいというふうに思います。

それから、93ページのメンタ/2‐ルスの診断業務の委託料にかかわつ

てですが、ストレスの原因については市のほうでは特に関与しないという

ことだと思うんですが、家庭だとか家族のことは別にしても、仕事のこと

だとか職場環境でのストレスの増大がメンタル面での職員の変調を来して

いる人の増えていることの原因だとしたらば、そこはやはり市としてきち

んと検証してその職場環境の改善だとか、仕事については見直しというこ

ともしつかりとしていかなければいけないと思うんですが、それについて

のお考えも一緒に伺いたいというふうに思います。

それから、95ページの先ほどの 7日 の人材派遣の手数料については、

例年 2人ですが、これ契約の会社も全然変わらないでそのままいらっしゃ

るでしょうか、そこもちょつとすみません、確認をさせていただきたいと

いうふうに思います。

次に、 9目 のほうの青少年対策費についてなんですが、青少年センター

の青少年の利用率はどのように見込んでいらつしやるのか、それから黒姫

がなくなって 2年目に入ると思うんですが、昨年から22年度にかけて青
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少年の皆さんのいろいろな野外活動だとか自然体験活動だとかというとこ

ろに、どのようにまた改めて取り組んでいかれるのか伺いたいというふう

に思います。

それから、 10目 の災害対策費についてなんですが、ここで目の説明に

ある防災訓練事業の22年度の事業の内容とそれから国民保護事業の事業

の内容と内訳について御説明をいただきたいと思います。

O宇日川好秀委員長 行政管理課長

O江連保明行政管理課長 再任用の活用につきましては、再任用のパターン

としまして 0 5と 4分の 3の時間数を働く再任用の方がおりますので、

職員 1人についてその職場がどうしても同じ労働時間数が必要であれば0

5の人材を 2人つけます。場合によっては 1人、4分の 3でもオーケーと

いうような職場については、正職と4分の 3の職員を切 り替えるというよ

うな形で、内部の業務量を見て判定してございます。

それで、その責任というのは、再任用につきましては係長クラスの責任

という形で内部的には考えております。

それから、先ほどの人材派遣の契約業者でございますが、契約業者につ

きましては平成 17年から数社選択して見積もり合わせ等やって参りまし

たが、常に1社以外すべて辞退ということになってございます。例年やつ

てきましたが、辞退ということで一応本年度は同じような結果だというこ

とで、同じ業者になったとなります。

O宇田川好秀委員長 職員課長

0弓場賢―郎職員課長 市として検証の考え方ですけれども、先ほど説明を

させていただきましたメンタルヘルスの診断業務の中には、個人結果の分

析とあわせまして組織の分析を実施し、所属職員のメンタノンッレスの傾向
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及び課題を把握し、具体的なメンタ/1/A/pス対策が行えるように所属長に

説明をするというような業務内容になっておりますので、その内容をもつ

て検証というような形で考えております。

O宇田川好秀委員長 青少年対策室長

O津端秀信青少年対策室長 青少年センターにおける青少年の利用率という

ことですが、平成 20年度におきましては 11 2パーセン トの利用状況

でございます。

もう1点、黒姫青年の家が廃上になつてその影響ということですが、私

どもの事業、子ども自然体験村、これは埼玉県青少年総合野外活動センタ

ーで同じような活動を行つております。それと、一般の青少年団体の利用

につきましては、従来から黒姫の青年の家につきましては 1団体し力

"J用
しておりませんので、さほど影響はないと思つております。

以上です。

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 平成 22年度の総合防災訓練の事業の内容でござ

いますが、当番地区といたしまして南平、領家、朝日、朝日東地区の連合

町会を対象にして実施いたします。また、戸塚地区連合町会につきまして

も当番地区として運用を図るところでございます。具体的な内容につきま

しては、避難計画の実践から避難所開設、さらには風水害対策尋1練という

ふうなものを目指して進めて参ります。

特に、マンションの訓練につきましても位置付けをして進めて参りたい

というふうに考えております。

それから国民保護関係につきましては、川口駅の西日を中心といたしま

して集客施設を対象として訓練を実施するというふうな形で考えておりま
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す。住民の参カロと協力を得て実地訓練、それから市本部といたしましまし

ては図上訓練を実施するというふうなことで考えてございます。

以上です。

0宇田川好秀委員長

今の■0目 の災害対策費にかかわってですがt今、国民保

護事業のところでは、22年度に予定されている訓練のことだと思うんで

すが、この保護事業の168万 7.000円 の内訳がどういうものかとい

うこともちよつと伺いたいなというふうに思つたのと、防災訓練と国民保

護事業の訓練とそれぞれ参加する市民の対象者がどういう、防災訓練につ

いては南平と戸塚地域の地域の方だというのはわかるんですけれども、国

民保護事業についてはどういう市民の方が対象になるのかということと、

それからそれに参加するそれぞれの機関、警察だとか消防だとかいろいろ

あると思うんですが、それがどういうところなのかというところを伺って

おきたいというふうに思います。

O宇田川好秀委員長 災害対策室長

○上山健三災害対策室長 国民保護事業の内訳でございますが、これは国民

保護協議会を開催するための報酬、それから事業費といたしましては消耗

品、これはベストとか誘導するための合図灯、それに委託料といたしまし

て訓練可能のための会場設営、それに備品の購入といたしまして誘導に使

うメガホンというふうなものが主な内容でございます。

それから、総合防災訓練の対象でございますが、これは地域内に住んで

いる住民の方、誰でも御参加願いたいというふうなことでお願いをしてい

るところでございます。

それから、国民保護のテロ訓練に対しましては、川口駅の周辺というふ
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うなことで、中央地区、幸栄地区、それから西地区、並木地区の一部とい

うふうなことで、各連合町会にお願いいたしまして、それで駅に近いエリ

アの中でお願いをして進めて参りたいというふうに考えております。

参加機関につきましては、総合防災訓練、自衛隊をはじめといたしまし

て警察、消防、それから輸送として国際興業、そういうあとは電気設備協

会さんという関係の団体約 70団体くらいの形の応援を得ながら進めてい

くというふうに思っています。

それから、国民保護関係につきましては、当然ながら自衛隊、警察、そ

れから市消防、それにプラス救援した後の支援というふうなことで、ガス、

LPガス協会さん、それから輸送の関係で国際興業さんというふうな機関、

約十二、三の企業を出動お願いいたしまして進めて参ります。

以上です。

0宇田川好秀委員長

ありがとうございます。

今のお話だと防災訓練のほうは70団体くらいど非常に多い参加なんで

すが、国民保護のほうだと12から13事業者くらいということで、それ

であればすみません、端的に防災訓練をもうちょつときちんとやることで

別に駅を使わないでも一つに集約してきちんとやるほうがいろんな事業者

さんも参カロされますし、消防も警察も自衛隊も両方来るのであれば、いい

のかなというような気がするんですが、そこをあえて別々にやる必要性が

あるのかどうか伺いたいと思います。

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 総合防災訓練につきましてはあくまでも自然災害

を対象とした司1練というふうなことで、従来から進めております。現に見
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ましても、最終的にはやはり機動力の持った自衛隊さん等の力をかりない

となかなか救援活動がそんなに進まないよというふうな部分がございます。

それから、国民保護法につきましては、19年 2月 に国民保護法が制定

されまして、川回計画の規定の中で訓練を年に1回常時するというふうな

内容のもとで、実地言1練、あるいは図上訓練を実施するものでございます

ので、中身としてはいわゆる事件を対象としたものを対象にして司1練を進

めていくというふうなことですので、自然災害との相違の中で両方とも訓

練を進める必要があるというふうに考えております。

以上です。

O宇田川好秀委員長

今の御説明だと自然災害と事件ということで、別々にpl l練

の必要性があるという認識で伺ったんですが、そもそも自然災害もそうで

すが、そのほかのいろいろな事故による災害ということも、そういう大き

な災害の一つと捉えて訓練ができるんじゃないかというふうに思うんです。

あえて、これまではテロだとかいろいろな爆発物ということを対象に実地

検証をされてきたんだろうなというふうに思うんですが、改めてその災害

の大枠の中で見れば、自治体は本来そういう自然災害にきちんと対応して

いく、またはその自然災害を防いでいくというところで、そのほかのいろ

いろな事業も、それからそれぞれの町会での取り組みもされてきていると

いうふうに思いますので、あえて事件と災害を区別 しなくても、例えば大

きな災害の中で、大きな災害が起きればいろんなところで爆発が起きたり、

大規模な火災が起きたりというそういうことを想定した防災訓練というこ

とで、できるんじゃないかなというふうに思うんですが、そこをちょつと

改めて伺いたいと思います。
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0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 事件というふうな部分については、あらかじめ不

特定多数の方々を殺傷するという意図的な行為によって発生する部分、当

然ながらむやみに避難すればいいのだと、みんなまとまって避難をすると

そちらのほうに今度は攻撃が来るというふうな、そういうふうな部分も視

野に入れて対応していかなければいけない。自然災害というのは、避難と

いうとすべてが避難をする、危ない部分から逃げればいいよというふうな

部分で考えるんですけれども、事件の場合は追いかけてくるよというふう

な部分も視野に入れてヽヽ を図つていかなければいけないというふうな部

分で、御理解賜りたいと思います。

O宇田川好秀委員長

わかりました。

事件はそんなに恐ろしいことなんだというのはわかりましたけれども、

事件に至る前のそういう、事件に至らないようにすることのほうが大事な

んじゃないかなというふうに思うんですけれども、そこについてはこうい

う国民を本当に保護するつもりであれば、そういうことのほうが大事だと

思うんですが、この国民保護事業の中で事件に至らないようにするための

さまざまな努力をするようなことがされているのかどうか、伺いたいと思

います。

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 これにつきましては、世界の平和というふうな部

分で捉えられております。国民保護法では事象が発生した後の対応につい

てのみ規定されておりますので、それに向けて我々粛々と対応策を考えて

いるというところでございます。
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以上でございます。

O宇田川好秀委員長 ‐

今の災害対策についてちょっと質問させていただきたいん

ですが、私は国民保護に基づく劃1練は必要かなというように感じます。そ

の上で、実は今通つている学校でも図上訓練を私も経験させていただきま

した。その司1練というのは、大田区で電算システムに爆発事故が起こつた

という想定のもとの図上訓練だつたんですが、その後に脅迫電話がかかつ

てきてという想定でありました。この司1練の、うちの行つている訓練と大

きく違 うところは、配役だけは、役は誰が例えば大田区長は誰がやるとか

というものはありながらも、当日までどういう事件が起こるか知らされな

いという図上司1練なんです。今、川口で行つているplll練は、 1分 1秒まで

ある意味想定された範囲でやつている訓練なのかなというふうに思います

ので、新年度の予算で組まれている訓練はそういう訓練なのか、それとも

今年も例年と同じような訓練をやっていくのか、それについてまず御答弁

ください。

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 平成 19年度から川口としても訓練に取り組んで

おりまして、そのテロというふうなものはどういうふうなものから始まり

まして、現実的に言1練の中でいろいろな服装をした部隊が入つてきて救助

するんだ、それから危険なエリアと安全なエリアというふうなものを分け

ての割1練を展開してきたと、また、負傷してきた方々の対応はどうするの

というふ うな中での行動をメーンにした訓練を計画いたしました。

それで、実際に東川口駅周辺と、それから前川のキャラというふうなこ

とで実施いたしました。今年度は雨天のため中止になったんですけれども、
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こういう流れの中で、何年かの後にはシナリオなしのpl l練というふうなも

のを計画して参りたいというふうに思つておりますけれども、現在のとこ

争
まだ本部琴員以上、いわゆる部長以上の方々がその域まで達していない

というふうなものが事実でございまして、まだまだ教育の期間中でござい

ます。将来的にはシナリオなしというふうなことを目指して参りたいとい

うふうに考えています。

以上です。

O宇田川好秀委員長 ‐

今回、私の場合は学校の授業の一環というのもありました

けれども、自治体危機管理学会もさらには大田区も協力して図上訓練をや

りました。

もう一つ、よかつたなと思つたことは、想定外のことがどんどん起きて

きますから、ある意味では対処を失敗したり、判断を誤つたりとかという

ことがやつぱり出てくるんです。そういう経験が私は後々生かされると、

要はシナリオどおりにいつているという訓練を行って、実際何かが起きた

ときにシナリオどおりにいかないということが多々あると思うんです。そ

ういう失敗や何が起こり得るかわからないという中で言1練 というものをや

るということの重要性を強く感じたので、今、まだ域に達していないとい

うことでありますが、早く域に達していただいて、域に達するのはどの時

点で達するかというのはわからないので、そういう経験をして、失敗をし

て、次にいい域に達するということも1つだと思うんで、域に達していな

いからそれをやらないということじゃなくて、域に達するためにそういう

訓練をやるということも考えていただきたいと思います。

それと、そういう危機に遭ったときにマスコミヘの対応、これもマスコ
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ミがどんどん質問してくる。例えば極端なこというと議会も区長あてに何

やっているんだということになってくる、また住民からも苦情が出ると、

そういった自分たちの言1練だけじやなくて、自分たちを見ている周りとい

うんですか、行政を見ている周りの人たちも協力をいただいて、pl練、危

機管理をやっていただきたいなと思います。これは要望にとどめます。

それと、広報広聴費、今年はさいたま市、県内や東京都内から多くの人

を呼び込みたいというところに広告もかけているのかなというふうに思い

ますが、一般企業でいうと広告料を使 うとなると費用対効果というところ

を考えたりもするんですが、この広告料に費用対効果とは言えないでしょ

うけれども、どのような期待を持つて、どのような広告をするのかという

その辺についてちょつと。

O宇田川好秀委員長 広報課長

O蓮尾重徳広報課長 一般質問のときに市長も答弁申し上げましたけれども、

現在、庁内の職員によるプロジェクトチームをつくりまして、人数は5名

でございます。私入れると6名 になるんですが、鋭意検討しているところ

でございまして、何をどこの時点で言えるものはないんでございますけれ

ども、しかしやはり確かに費用対効果というのはあるわけでございますか

ら、 100万 円使つて 120万の金が川口に落ちればいいかなと、そうい

うことを常に念頭に置きながら、アイデアが出るように努力して参りたい

と思つております。

0宇田川好秀委員長
‐

100万円で120万円なんてケチくさいこと言わないで、

100万円かけたら1億円くらい効果が出るような広告を打つていただき

たいというふうに思います。どういう広告になるかよく考えていただきた
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いと要望しま九

それと、ここでSRを支援するという予算もここで今度の議会で検討さ

れるところなんですが、どうせ広告を出すんであれば、極端なこと言つた

らSRに どんどん乗客も乗つてもらつて、川口に来てもらうと、こういう

ような広告を出すことによつてSRの利用率が高まって、将来的には市の

負担が減つて、白根委員がよく言つている料金が下がるというところにつ

ながっていくといいと思うんですが、そこら辺について検討されているの

か質問します。

O宇田川好秀委員長 広報課長

0蓮尾重徳広報課長 SR沿線にも安行、戸塚、特に緑化センター等々、あ

るいは神社、仏閣等々見どころがありますので、そういうところに誘客で

きるような、あそこでそういうイベントができればもちろんいいわけでご

ざいますけれども、そういつたところがり|1口 にもあるんだよということを

しっかりと都内の人にもPRしていきたいなというふうに考えています。

O宇田川好秀委員長 1111「
先般、公園緑地公社の理事会に出ましたが、利用率を上げ

ようということで、キャンペーンを張つて、職員が夕方、駅でティッシュ

等を配ったら、翌日早速 3組の予約が入りましたという効果がありました

という事業課の報告もありましたけれども、どのようにそのチラシをつく

る、さらにはどのように配置する、そういつたこともよく検討していただ

いて、 100万円で 1億円の効果が出るような努力をしていただきたいと

要望します。

O宇田川好秀委員長 ほ力ヽ こ。
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すみません、松本委員の質問で青少年センターに関する質

間ありまして、ちょっと思い出したことがありますので、ちょつと95ペ

ージですか、青少年対策費の中の青少年センターについてお聞きしたいと

思います。

先ほど、何かこの利用率、青少年の利用率が 11数パーセント、 11パ

ーセントというと非常に低いわけですけれども、これ、今青少年センター

:JII口 に何か所くらいあつて、じや青少年が11パーセントで、あとのじ

や何に利用されて、総体的にはどんな状況で利用されているのか、ちょっ

とお答えいただきたいと思います:

0宇田川好秀委員長 青少年対策室長

O津端秀信青少年対策室長 青少年センターの設置数ですが、現在市内に 1

0ハ所ございます。

それと、青少年以外の利用につきましては、町会、社会教育関係、あと

は地域コミュニティ、そういうふうな団体が主に使つております。

以上です。

O宇田川好秀委員長

0       10か 所あつて、この町会ですとか、コミュニティセンタ

―に利用されている、恐らく前にちょつとお聞きしたところ、町会の利用

が非常に多いんじゃないかな、ほとんど町会で利用されているのが実情で

はないかなと、例えば私が思うに、子どもさんが利用している、青少年が

利用しているといつても、その町会のその子どもの利用も含めて、そうす

ると青少年の利用ということで 11パーセントになっているのかなという

感 じがしないでもないんですけれども、これはこの町会の利用でも何でも

いいんですけれども、この管理費が前にちょつと質問したところによりま
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すと、管理するのは町会に管理をお願いして、委託して、管理費も支払っ

ているということなんですと開いていますけれども、じや例えばほかの青

少年が使 う場合、町会が使う場合の使用料というのはどのようになつてい

るのか、ちょっとその件お願いします。

O宇田川好秀委員長 青少年対策室長

O津端秀信青少年対策室長 今況在におきましては、青少年の使用料は無料

となっております。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 |||ロ
管理委託料というのは、多分町会管理にしていると思うん

ですよ。前にそんなことをお聞きしましたので、そうすると管理料という

のはやっばり年間例えば 1か所どのくらいの管理料をお支払いしているの

かしていないのか、その辺をお願いします。

O宇田川好秀委員長 青少年対策室長

0津端秀信青少年対策室長 今現在 10か所ございまして、町会委託が4施

設、管理人委託が 6施設ございまして、すべてそれぞれ毎月4.800円

を委託して払っております。年間4.800の 12、 年間57万 6.000

円の額を支出しております。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 ‐

そういうような状況で、4か所が町会委託、それから管理

の6か所がこれは市の管理ということですか、市が委託して管理している

ということでよろしいんです力、 市が直営で管理しているということだろ

うと思います。
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それで、前回もこれ、施設が大分老朽化しているというふうなの問いて

おりまして、これの施設改修料結構かかつて改修しているわけです。なお

かつ、名称が青少年センターでありながら11パーセントで、ほとんどが

町会が使用しているんじゃないかというふうに聞いているんですけれども、

非常に私にしてみるとこれも10か所ある町会地域は無料で使えて、地域

活動もそれがあるから地域活動ができるという面には評価するんですけれ

ども、しかし、全体から見ますと非常に町会によっては、自分のところで

町会会館を何千万もかけて建築して、それでまた何百万もかけて維持をし

て、そういう町会がほとんどなんですね。そうするとこれ、非常にこの何

ていうんですか、不公平というか、無料で使つている地域、それから全部

自分のところでやつている地域からしますと、えらい不公平感があるよう

に感じていまして、やつばり地域のバランスをとるためということを考え

ると、もう少し何か考えられたほうがいいんじゃないかと思うんですが、

この辺はどういうふうに考えているでしょう力、

O宇田川好秀委員長 青少年対策室長

0津端秀信青少年対策室長 今、委員さんのおっしゃるとおり年間で光熱費、

修繕料、 600万 くらいかかっております。今後につきましては、使用料

これ云々は別にして、もうちょつと公平さを兼ねた考えで進めたいと思つ

ております。

O宇田川好秀委員長

そういう面からいつて、これは私もいろんな面で地域活動

をしてきた人間ですので、やはり不公平感というのはやっばり各地域ごと

に平等にすべきだろうとこのように考えるものです。そういう中でいきま

すと、これからやつばリリ||口市の財政も将来的には非常に厳しい状況にあ
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ることは間違いないわけでして、すべての施設等も見直すべきであろうと、

やつぱり必要なものはしっかり必要であるし、これはある面もこう考えて

いかなければ、将来的には考えていかなければならない状況にあると私は

考えております。そういう中でいきますと、目的を達した施設であつたり、

目的外に使われるのが多い施設というのは、それなりにやはり考えていく

べきだろうと思っていますし、できるんだったらこの10か所の施設が町

会がほとんど町会が8割使っているんでしたら、町会に払い下げるとか、

その辺も十分将来的には考えていくべきだろうと思つております。

そういうことで、この件についてもし何かお答えがあれば、お聞かせい

ただきたいとこのように思いますがいかがでしょう力、

O宇田川好秀委員長 総務部長

0中島陽二総務部長 ただ今の件、現状としてはおつしやるとおりでござい

ます。基本的には施設、40年たつた青少年センターについては、今後廃

上していくという基本的な考えがございます。今既にほとんどが30年以

上たっている施設なので、今後新規にということは一切考えてございませ

ん。ただ、今ある施設、周辺住民、町会の方が使われているのをどう用途

変更していくかということも、それをせつかくあいているのに使わせない

というのもまたこれ 1つ問題があると思うし、委員さん言われたとおり、

公平感、不公平感があるということも現実だということは、十分認識がご

ざいます。

そういうことで、先ほどの御提言等踏まえながら、今後適正な施設管理

等々につきまして、検討して参りたいと思います。

以上でございます。

〔「よろしくお願いします」と言う人あり〕
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O宇田川好秀委員長 ほ力ヽ こ。

すみません、今の青少年会館のことについて1点要

望させていただきたいんですが、青少年会館の利用の仕方というのは、い

ろいろ問題もあるということもわかりますし、検討もされなければいけな

いということもわかるんですけれども、今、団体でなければ貸さないとか、

そういつた形が結構青少年会館の中ではあるように聞いているところなん

です。それこそ青少年と言われる若い世代の人たちが実際に自分たちでそ

の会館を借りようと思つたときも、既成の団体ではないわけですから、何

人かで集まってそこでミーティングをしたいとか、自分たちの何らかのこ

とをやりたいというと借 りられないという相談なんかも寄せられておりま

す。ですので、利用の仕方の問題というよりも、何ていうんですか、貸す

ときの条件の緩和とか、本当に青少年会館らしく青少年に開放されるとい

う貸し方についての検討もあわせて行つていただけるようこれは強く要望

したいと思います。

それで、質問入ります。すみません、88、 89ページのこれは職員さ

んのこととかいろいろ先ほど質疑があったんですけれども、まず、川国市

役所の中で障害者の雇用率についてどのくらいあるのかということが 1点

目。それから、管理職の皆さんのこれはカウントされていないんですけれ

ども時間外、これが一体どのくらいあるのかということをできれば3年く

らいは教えていただきたいんですけれども、わかる範囲で結構です。

それから、時間外で多かつた担当課なり、担当室、よくわかりませんけ

れども、それらについて平成 21年度はどうだったのかなということで、

これをお伺いしたいというのが3点日です。

-46-



平成2年3月総務常任委員会 3月 16日 (火 )

それから、有給休暇の取得率、これは全体でなんですけれども、実際に

は有給休暇というのはきちっと保障されるべきだと思うんですが、これが

どのくらい取得されているのかということをお伺いいたします。

それと、時間外勤務手当、先ほどからいろいろお話になっておりますが、

当初予算のときからこれだけ時間外を見込むということは、実際にオーバ

ーワークになっている、いわゆる基本的な労働時間の範囲ではおさまらな

いということの結果なのではないかと思うんですけれども、 1人あたりの

平均した時間外の積算の根拠、これで5つだと思います。よろしくお願い

します。

O宇田川好秀委員長 職員課長

0弓場賢―郎職員課長 障害者の雇用率の状況ですけれども、新規の採用職

員に障害者枠を設けまして、雇用に努めております。雇用者数につきまし

ては、平成 21年 6月 1日 現在で40人で、そのうち17人が重度障害者

ということで、換算人数でいきますと加算の対象となっております。そう

しますと、換算人数では57人となり、法定雇用者の54人をクリアして

いる状況でございま九

次に、管理職の時間外についてですけれども、平成 19年から過重労働

対策というようなところで、管理者の時間外についてもきちんと事業主側

で把握をしなさいというようなところになっておりまして、平成 21年の

12月 現在 3カ明 平均で80時間を超えている職員が53人、そのうち管

理職が3人という形になつております。

次に、時間外の多い箇所ですけれども、平成 21年の 1月 の状況で申し

上げますと選挙管理委員会、国民健康保険課、障害福祉課というような順

番になつてございます。
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次に、有給休暇の取得の状況ですけれども、有給体暇につきましては平

成 19年度市長事務部局で平均取得日数は11 4日 、平成 20年度が 1

1 3日 ということになっております。また、課長補佐以上の管理職の有

給休暇の取得数は平成 20年度88日 ということです。平均の時間外に

つきましては、一般管理費におきまして濶成21年の 1月 の支給分で申し

上げますと2.530円 というような形になっておりまして、時間外の単

価の推移としましては、平成 19年度 2.632円、平成20年度2,60

4円 ということになっております。

以上です。

0宇田川好秀委員長

次に、臨時事務員さんなんですけれども、この人数

について増えているのかどうかということと、単価的なものですね、一般

事務職、保健師、福祉職等の臨時事務員さんの単価はどうなっているのか、

またこれは他市と比較してどうなのかということをお伺いいたします。

それから、先ほど有給休暇の件では、 19年度が 11 4、 平成 20年

度が 11 3と 減っていますし、管理職にしては88と いうことで、全体

に有給休暇の取得率が低いのではないかと思うんですけれども、何日まで

有給体暇というのは与えられているのかというのを伺います。

それから、こういった状況の中で先ほどの93ページにありますメンタ

ルヘルスの診断業務委託料なども出てくるんじゃないかと思いますが、松

本委員から先ほども質問もありましたけれども、これは実際に職場のこう

いった過重労働とか、振替休日などがとれるかとれないかわかりませんけ

れども、そういつたこと、あわせて検証されるんだと思うんですけれども、

これはどういつた病院、業者、コンサル、いろいろあると思うんですけれ
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ども、どういつたところに委託し、また、市のほうからも要望を伝えると

思うんですが、こういつた点について重点的に、これについてはお考えを

お伺いしたいなと、もうちょつと詳しく伺いたいなというふうに思います。

それから、これは90、 91ページになると思いますが、19節の電子

入札共同システム負IBAなんですけれども、電子入木Lシステムということ

で、昨年から多分完全実施になったのかなというふうに思いますが、登録

業者数、またこれについて川国市内の業者がどのくらい登録しているのか

ということと、それから実際に前にやつていた紙入札の関係なんかは、完

全になくなってしまったのかどうかということを確認したいと思います。

それと小規模事業者登録という制度があるんですけれども、これの拡大

についてどのような御努力をしようとしているのか、この22年度につい

ての計画をお伺いします。

O宇田川好秀委員長 行政管理課長

O江連保明行政管理課長 臨時事務員賃金の関係でございますが、昨年は一

応40名を予定して、次は一応43人を予定してございます。これは育休

に係るパー トさんの採用でございま丸

それから、そうしたパー トさんの単価でございますが、一般事務パー ト

につきましては 1時間830円、保健師にっきましては 1.450円でご

ざいます。

なお、一般の事務パー トにつきましては、他市とほぼ同様でございます

が、保健師につきましては川越等、川日の値段は決して高くないと、若干

他市より低目であるという結果でございます。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 職員課長
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0弓場賢―郎職員課長 有給休暇の取得の付与日数ということですけれども、

年間40日 という形で職員に付与されております。ちなみに、先ほど20

年度の取得の状況が11 3日 ということで説明させていただきましたけ

れども、国の調査によれば平成 20年度の平均取得日数は都道府県で11

8日 、指定都市で13 1日 、市で107日 、町村で9 7日 、平均で 1

1 2と いう調査結果が出ておりま丸

次に、メンタルヘルスの委託の業者ですけれども、市で登録をしている

業者に対しまして、プロポーザル方式での契約を考えております。また、

委託の使用等については、今後業者等は決まった段階で詰めさせていただ

きますけれども、単年度で終わることなくフォローアップというような体

制もきちんとしていただけるよう要望をして参りたいと考えております。

以上です。

O宇田川好秀委員長 契約課長

O小川俊―契約課長 まず、電子入札に関しまして登録の業者数でございま

すが、今年の2月 末現在でございますが、総計で1,740社でございま

すが、そのうち市内業者が367業者ございます。

あと紙入札がなくなったのかということでございますが、原則電子入札

でございますが、いわゆる機械が途中でちょつとおかしくなってしまった

とか、いろいろ諸条件がいろいろ違う等ございますが、そういうものは事

前に電話等でいただいて、紙入札もいわゆる入札日の前日の午後4時まで

できるようにいたしております。

今後、小規模事業拡大の関係でございますが、その登録業者へのいわゆ

る指名等につきましては、私どもで毎月登録をいただいた方のいわゆる登

録名簿等を各発注課に電子関係で送付をいたしまして、登録業者から優先
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的に使うようにそういう文書も一緒に送付いたしております。

また、四半期ごとでございますが、それらの小規模の利用状況等につき

ましても調査をいたしておりますので、使うようにというそういつた内容

をこれからもまた努めて参りたいと思います。

以上でございます。

0宇田川好秀委員長

職員の皆さんのこといろいろ聞いてきたんですけれ

ども、実際には業務量が大変多くなっているのと、それから定員適正化計

画のもとで、人数がどの課も、どの課もということは言えないですけれど

も、おおむね減らされている中で、やはり臨時事務員さんとか人材派遣さ

んとか、そういつたところに頼る部分が大変多くなっていること、カロえて

職員一人ひとりの肩に背負わされる仕事の量が多くなつてきていること、

これについての改善の努力をしていかない限り、このメンタ/7‐ルスの部

分、またはほ力ヽ こメンタルではなくても体の部分でのいろいろな病気、疾

病などについての予防にもならないと思いますんで、ここは今後について

本当にきちっとした対策を立てていただきたいというふうに強く要望させ

ていただきます。

それから、90、 91ページにあります 19節の同和対策事業助成金に

ついてなんですが、これの内容ですもそれから、どうしてここに出すよう

になったのかという経過、経緯も含めておわかりであればお伺いしたいな

というふうに思います。

そこまでちょっとお願いします。

O宇田川好秀委員長 総務課長

O小林誠―総務課長 同和対策事業助成金の内容でございますけれども、2
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団体に交付予定しておりまして、 1団体が部落解放北足立郡協議会川口支

部、ここに23万円、もう1団体が部落解放同盟北足立郡協議会、ここに

7万円でございます。

また、この団体にそれぞれ助成するいきさつ等につきましては、歴史的

な経緯もございますけれども、これらの団体は同和問題をはじめといたし

まして、幅広く人権問題の解決のための啓発活動を行つているというよう

なことから、研修とか大会とかそういつたものの必要経費の一部に使用さ

れるということで、助成をしているということでございます。

以上でございます。

0宇田川好秀委員長

すみません、じゃその同和対策事業助成金にかかわ

って、全体の同和事業についてお伺いしますけれども、これは公的な根拠

等々、いろいろこの間、同和行政については変わっていると思うんですけ

れども、それに基づいて執行されているものなのかどうかということと、

それから戻つて89ページの中のいろいろ需用費とかいろんなことがある

んですけれども、そこの中でまだ同和対策に関して会場の借上料などいろ

いろなことがかかわっているのかなと思うんですけれども、この川口市内

で同和地区と呼ばれるところがあるのかどうかということもあわせて、最

初にそれを聞きます。川国市内に同和地区と呼ばれているところがあるの

かどうかということを聞きます。それから、どうしてこういったところに

出すのかという法的根拠と、それから事業をやるにあたつて会場借上料な

ど、ほかにどういった内容の予算が組まれているのかということを伺いま

丸

O宇田川好秀委員長 総務課長
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O小林誠―総務課長 まず、同和地区につきましては、国の特別対策をした

ときの地区は、川国市内にはございません。

それとあと、根拠でございますけれども、国の特別対策が終わつた後に、

平成 12年に人権教育及び人権啓発の推進に関する法律というのができま

して、そこで市町村、地方公共団体は人権教育とか人権啓発に関する施策

を行 う義務があるというようなところを踏まえまして、民間団体もそうい

つた意味では広く人権啓発をしているということから、助成をしていると

いうように考えております。

それから、同和対策事業の内訳ということでありますと、まず 1′急日と

して同和対策審議会に関して委員報酬を、あと人権を考える集いに関係し

て講師報奨金とか、そのPR用ポスター、舞台の関係の看板の委託料、あ

とリリア音楽ホールの借上料とか、あとは人権啓発パネ/1/Pに 関しまして、

人権パネルの借上料、あとそのほかの人権の関係の研修の講師報奨金だと

か、人権啓発のDVD購入費用等々となっております。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長

人権啓発つて大変大事なことですし、これを忘れて

はならないとは思うんですけれども、なぜこの人権啓発のところで同和だ

けが助成の対象になるのかということを最後にお伺いしたいと思います。

ほかにも障害者の問題とか、本当にいろんなところへ人権の問題というの

は広がっていくと思うんですが、これがここに一つになってしまうという

ところで、なぜなのかという疑間にお答えいただければと、よろしくお願

いします。

O宇田川好秀委員長 総務課長
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O小林誡―総務課長 先ほど若千申し上げましたように、この団体等に対す

る助成につきましては、歴史的な経緯もございまして、過去においてはか

なり多額な助成金を支給、交付していたというようなところから、月日を

重ねまして努力して現在の額に落ちついているということでございますの

で、御理解賜りたいと存じま九

0宇田川好秀委員長 ほかに。

〔「なし」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、暫時休憩いたします。

この際お諮りいたします。

残りの案件については昼休憩後に引き続き審査を行いたいと思いますが、

これに御異議ありません力ゝ

〔「異議なし」と言う人あり〕

0宇田川好秀委員長 御異議なしと認め、暫時休憩いたします。

再開は 1時の予定でお願いします。

午前 11時 53分休憩

午後 1時 00分再開

O宇田川好秀委員長 再開いたします。

0宇田川好秀委員長 次に、第 13日企画費ないし第 20日庁舎等整備基金

費及び第 36目合併協議費に対する説明を求めます。

企画財政部長。

O西川 亨企画財政部長 常日頃より、本市の行財政運営に御理解、御支援

を賜り、厚く御ネL申 し上げます。

-54-



平成22年 3月 総務常任委員会 3月 16日 (火 )

これより御審査いただきますのは、平成 22年度一般会計予算のうち、

歳出の部、第 2款総務費、第 1項総務管理費、第 13目企画費から第20

目庁舎等整備基金費及び第 36目合併協議費でございますが、詳細につき

ましては、各担当課長から順次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。

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。

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 予算説明書の 100ページと101ページを御覧

いただきたいと存じます。

13目企画費について御説明申し上げます。

企画費につきましては、総合政策課、政策審議室及び行政経営推進室の

1課 2室の事務に係ります経費等を計上しております。

前年度予算に対しまして2.655万 3.000円 、5001パ ニセン

トの大幅な減となっております。主な増減理由でございますが、昨年度の

13節委託料に計上されておりました総合計画策定支援委託料及び自治基

本条例にかかわりますパンフレット等作成の事業が終了したこと、さらに

は施設マネジメント推進支援業務委託料は、当該業務を外部委託としない

ことなどから、 13節委託料において前年度と比較して約 2.330万円

の減となり、このことが企画費の大幅な減額となった要因であります。

また、 1節報酬でも、昨年の9月議会でお認めいただきました自治基本

条例運用推進委員会の答申を当初予算に計上しておりますものの、総合計

画策定作業の終了に伴い審議会の委員報酬がなくなったことなどから約 1
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90万円の減となっております。

なお、 101ページの事業別予算で、総合計画進行管理事業として 15

1万 6.000円を計上しておりますが、これはこれまでも総合計画策定

事業の一環として市民意識調査を実施して参りました。このほど、第4次

総合計画の策定が終了しましたことから、新たに総合計画進行管理事業と

位置付け、今後は市民意識調査を毎年一定時期に実施することといたした

ものであります。

ただ今御説明申し上げました以外につきましては、おおむね前年度と同

様の予算計上となっております。

以上が、 13日 企画費の説明でございます。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。

O高柳昭彦情報政策課長 続きまして、当ページ下段の 14目 の情報化推進

費について御説明申し上げます。

平成 22年度の 14目 の予算額は8億 7.511万 6.000円で、21

年度予算額に対し4,640万 2,000円、56パ ーセントの増となつ

てございます。

これは、電子自治体構築システム運用事業費の増額によるものが主な理

由でございます。

情報化推進費の主な業務は、大型対応コンピューター並びにインターネ

ットの運用管理及び職員研修費等情報化の推進でございまして、一般事務

のほか、恐れ入ります、次のページ、 lo2ページ、 lo3ページの目の

説明に主体の 5事業に係る経費を計上してございます。

情報システム費は、現在稼働中のシステムの運用管理を行い、職員情報

化研修費は、職員が市民の情報を取り扱う上で、特に重要な情報システム
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セキュリティー保持の研修を実施し、システム運用事業及びシステム開発

事業から成る電子自治体構築事業は、住民記録、税システム等で使用して

いる大型汎用コンピューター及び各種サーバーは、ハー ドウェア、ソフト

ウエアともに老朽化しており、故障等による市民サービスの低下のおそれ

があり、早急に更新しなければならないこと、また、総合窓回やワンスト

ップサービスなど昨今の高度情報化二‐ズに耐え得る状況にないことから、

羽戎20年度から段階的にシステムの再構築を行なっているものでござい

ます。その他情報化推進費は、負担金等の計上を行うものでございます。

それでは、各節について御説明申し上げます。

まず、 11節需用費でございますが、前年度に比して211万 9.00

0円、7 21パーセントの減でございますが、電子計算機の消耗品を実

績に合わせ計上したことによるものでございます。

12節役務費は、前年度に比して572万 2,000円、41 73パー

セントの増でございますが、電子自治体構築事業において、携帯用端末機

の通信運搬費を新規に計上したことによるものでございます。

13節委託料は、4,291万 2,000円、1583パ ーセントの増

でございますが、電子自治体構築事業に係る来年度構築予定システムの開

発委託及び文書管理システムの更新委託によるものでございます。

次に、 14節使用料及び賃借料は3,706万 9,000円、 1008

パーセントの増でございますが、電子自治体システム及び老朽化機器の更

新に伴 う機器の借 り上げに要するものでございます。

次に、 18節備品購入費は781万 8.000円、 7 1パーセントの減

でございますが、老朽化 した窓日業務系の端末及び職員パソコンの入れか

えに伴 うものでございます。
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以上でございます。

O宇田川好秀委員長 財政課長。

O橋口純―財政課長 続きまして、予算説明書 102ページの 15目 財政管

理費について御説明申し上げます。

財政管理費につきましては、当初予算及び主要な施策の成果の印刷製本

費のほか、予算編成事務にかかわる経費で、前年度に対し7万円、0 8

パーセントの増と、ほぼ前年どおりの計上となってございます。

次に、 16目財政調整基金費でございますが、運用利子のみの積み立て

でございまして、積み立て利率を1 0パーセントと見込み計上し、前年

度に対し28 2パーセントの増となつております。

なお、本年度は、財源不足を補 うため、基金の取り崩しを39億 7.0

00万円としましたことから、平成 22年度末の基金残高は37億 2,5

32万円となる見込みでございます。

104ページをお開きください。

17目 土地開発基金費は、基金利子のみの計上でございまして、平成 2

2年度末の基金残高は14億 7.965万円となる見込みでございます。

続きまして、 18目 減債基金費につきましても、基金利子のみの計上で

ございまして、平成 22年度末の基金残高は20億 9,177万円となる

見込みでございます。

_以上でございます。

O宇田川好秀委員長 管財課主幹。

O野村重夫管財課主幹 よろしくお願いいたします。

続きまして、 19目 財産管理費、 20目庁舎等整備基金費につきまして、

順次御説明申し上げます。
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初めに、 19目 財産管理費でございますが、本庁舎の機能を維持するた

めの経費、土地・建物及び庁用備品などの財産を管理するための経費など、

用地対策課、契約課、管財課における事業のうち財産管理に係る経費を計

上しており、前年度に対し3,626万 1.000円、6パーセントの減と

なっております。

主な内容について御説明申し上げます。

まず、 11節需用費につきましては、自動車用ガソリンや暖房用重油な

どの燃料費、また、本庁舎などの機能維持に要する修繕料などにおいて7

77万円、6 9パーセントの洩  13節委託料につきましては、仲町及

び栄町市有店舗の耐震補強工事に伴う一時移転等の補償料算定のための物

件調査委託料を増額いたしましたが、庁舎の管理、経理、清掃など維持管

理に係る経費を減額したことなどから、235万 6,000円、 1 6ノく―

セントの減となっております。

106ページをお開きいただきたいと存じます。

15節工事請負費につきましては、本庁舎施設の機能維持に必要な工事

をはじめ、市民会館事務棟の屋上の防水工事の経費を計上するなど、 1,

501万 5,000円 の増。 18節備品購入費につきましては、会議室の

机を更新するため221万 2,000円 の増となっております。 19節負

担金・補助及び交付金並びに22節補償・補てん及び賠償金につきまして

は、 21年度では 2施設を計上いたしておりましたが、22年度は仲町市

有店舗 1施設の耐震補強工事を予定しておりますことから、負担金 1,7

74万 8,000円、並びに物件補償料 600万円が減となるものでござ

います。 27節の公課費は、 22年度は車検の車両が少ないことから13

9万 5,000円、 128パ ーセントの減:最後の28節繰出金につきま
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しては、川回駅東口地下公共駐車場における使用料収入の増加が見込まれ

ますことから、2,070万円、21パーセントの減となっております。

なお、内容につきましては、後ほど特別会計の御審査の際に御説明させ

ていただきますのでよろしくお願い申し上げます。

続きまして、20目庁舎等整備基金費につきましては、前年度に対し9

04万 6.000円 の増となっております。運用利率については、 1パー

セントを見込んでおり、これにより平成 22年度末の基金残高は、約 39

億 5,800万円となる見込みでございます。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 総合政策課長。

O押田善司総合政策課長 続きまして、少し飛びますが、 126ページをお

開きいただきたいと思います。

36目 合併協議費について御説明申し上げます。

合併協議費につきましては、川口市と鳩ヶ谷市の合併協議にかかわる議

員の報酬、協議会だよりの作成、ホームページの維持管理費用などの運営

費用の負担金でありまして、本市から1,038万 9,000円 を19節負

担金・補助及び交付金として計上いたしたものであります。

なお、負担金は両市が均等に負担するものであります。

説明は以上であります。よろしくお願いいたします。

O宇田川好秀委員長 ただ今、 1名 の方から傍聴の申請が出ておりますので、

御了承願いたいと思います。

よろしいでしょうか。

′    〔「はい」と言う人あり〕

0宇田川好秀委員長 続けます。以上で説明は終わりました。
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これより質疑を許します。

まず、 13日 の企画費から幾つか伺いたいというふうに思

います。

先ほどの御説明で、 22年度から市民意識調査を第4次の総合計画の進

行管理のために毎年行なっていくということでしたが、この市民意識調査

の内容についてはどのように毎年考えられていくのかということと、その

対象になる方を何人くらいやられていくのかということの内容を伺いたい

というふ うに思います。

それから、自治基本条例の運用の委員会の経費もここに新しく上がって

きているというふうに思うのですが、この運用の推進委員会の開催の予定

とか、それから自治基本条例の中で、新しく市民参加の条例だとか幾つか

の条例をつくるということが条例の中に書き込まれていると思うのですが、

そういつたことの条例の制定のためのいろいろな作業などはどのようにや

られていくのか、そこについて伺いたいというふうに思います。

それから、日の説明で男女共同参画の推進事業というところがあるんで

すが、例えば、この22年度で条例の制定に向けた考え方があるのかどう

力、

それから、川口市の職員の中の次世代育成推進のための計画があると思

うんですが、その中でも男女共同参画の推進のためにという項がたしかあ

つたと思うんですが、その推進のために市の職員向けに男女の共同参画と

いうことがどのように図られていくの力、 その辺も伺いたいというふうに

思います。

O宇田川好秀委員長 総合政策課長。
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O押田善司総合政策課長 まず、市民意識調査のその内容でございますが、

川国市に住んでよかったというそういう項目がございまして、これはずっ

と続けていきたいというふうに思つています。

それから、総合計画の事業の市民満足度という調査で、どこを市民が求め

ているかということを含めて、その辺の調査をしていきたいと思つている

ところです。したがつて、各項目に応じてヽヽ していくということでござ

います。

それから、その対象となる人数でございますが、無作為抽出で5,00

0人の抽出をします。これは18歳以上の男女ということでございます。

基本的には、前年度当たつた人は避けて、なるべく新しい人、新しい人と

いう形で選んでいきたいというふうに思つています。

それから、自治基本条例の運用推進委員会の開催予定でございますが、

一応当初予算には年 4回 というふうに見ているところでございます。

そして、新しい条例の作業についてです蒸軋 こちらのほうは市民参加条

例、それから協働推進条例、この 2つが24年 4月 1日 まで条例を制定す

るという形になっております。それから、市民投票条例が25年 4月 1日

まで条例制定ということになります。況在、その期日に向けて作業を行つ

ているところであります。

ちなみに、市民参加条例は行政管理、それから市民協働条例は市民生活

のパー トナーステーション、そして市民投票条例は総合政策課、それぞれ

ヽヽ していくということで、それぞれそれに向けて準備しているところで

あります。

それから男女共同の推進の関係で、22年度に条例に向けてという形で

す。 22年度は男女共同の中に推進協議会というボランティアの団体がご
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ざいます。今現在 28名の委員さんが就任されています。ここで既に条例

に向けて勉強会等を開いておりますので、こちらのほうで他市の例も含め

て勉強して、 23年度には審議会に諮つていきたいという形で今進めてお

ります。

その中で、市民意識調査を出前で出ていつて、意向を確認 して参りたい

というふうに考えています。

それから、職員の研修についてですが、つい先日、職員研修、 1年に 1

回ですが、約 80名以上の参加を各部署から出ていまして、もちろん男女

です、男も女も出席しておりまして、DVの研修を今年はやつたところで

あります。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長

ありがとうございました。

まず、自治基本条例の先ほどのそれぞれの課に分かれて条例の制定につ

いては今後やつていくということでしたが、その際に、条例自体は各課が

やるにしても、この運用推進委員会、もしくはそれ以外の市民の皆さんか

らのいろいろな意見を開いて条例をつくつていくという考えがあるのかど

うか、そこをまず確認をしたいのと、それから男女共同参画の推進のとこ

ろでは、条例に向けての勉強会もやっているということですので、早期の

制定に向けて期待をしたいというふうに思いますが、先ほどおつしゃつた

DVの研修を職員の中でやられているということですが、川口市の男女共

同参画のパー トナーステーション内にある窓口では、なかなかそういった

DVだとかの緊急性のある個別の相談や対応というのが、今の時点ではで

きないという中で、そういう個別の対応とかにもできるような機能をぜひ
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川口市として持っていってほしいと思うんですが、この予算の中に、そう

いう方向性として出てくるものが何かあるのかどうか伺いたいというふう

に思います。

それから、22年度が指定管理者が川口市に導入されて、 5年目の年に

あたる施設が数多くあると思うんですが、そういった 5年で指定が23年

度に向けて変わっていくことになると思うんですが、指定管理者のこの 5

年間の評価、それから今後の方向性について、どのような市の中での評価、

それから外部も含めての評価等をされていくのか、そこを確認したいとい

うふうに思います。お願いします。

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 まず自治基本条例のそれぞれの個別の条例の運用

推進委員会のかかわり方、あるいは市民の意見を聞くのかということです

が、運用推進委員会のほうでは、各条例に対して、早く始めなさい、逆に

言えば、条例にかかわるのではなくて、自治基本条例に基づいて運用して

いるかというチェックを重′点に考えておりますので、その趣旨に基づいて

対応しているかということのチェックというような考え方ですので、直接

運用推進委員会のメンバー、一応全員にかかわるとは考えております。

市民の考え方の取り入れについては、当然、市民参加、市民協働でござ

いますので、こちらは市民の意見をどのように反映していくかというのは、

これ、自治基本条例にもしつかりうたってありますので、それに基づいて

投入していくものというふうに考えているところでございます。

それから、DVの研修で、要は一元化というようなお話かなというふう

に思つています。委員さんおっしゃるとおり、現在DVの関係は、男女共

同市民相談、あるいは子育て、福祉課、こういうようにばらばらと言いま
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すか、いろんなところでそのポジションにおいて対応しているところでご

ざいます。なかなかこの一元化というのは難しい、すぐ、即というのは、

この前の星野議員さんの質問にもお答えしたとおり、なかなか現実化は難

しい。ただ、そういう組織が必要だということは十分認識しているところ

にあります。それが、男女共同の拠点化という位置付けにもなっていくの

かなというふうに思っています。特にこの中の予算で、そういうものを意

識しているかということになりますと、況在のところはまだこの予算には

反映されていないということでございます。

以上であります。

O宇田川好秀委員長 行政経営推進室長。

O清水竹敏行政経営推進室長 ′指定管理者に対するお尋ねでございますが、

来年度は、 18年度に指定した 5年の指定管理者が最終年度を迎える関係

で、 23年度が初年度のまた 2巡 目に入るわけですが、現在のところ、都

市公園 19公園を含めまして43施設を2巡目の指定管理をやる予定でご

ざいます。これまでこの43施設につきましては、毎年度各部局で評価を

行い、また全庁的な視点でも指定期間の途中で評価を行なって参りました

が、この5年間での評価といたしましては、どの施設もおおむね良好に運

営されております。

また、今後の方向性等につきましてでございますが、基本的に評価の方

向としましては、 3点ございまして、まず、市で払つています指定管理料

が、その施設で適正に収支されているかどうかというのが 1点目。

さらに、その指定管理者に雇用されている方の雇用環境等を調査すると

いうのが 2点 日、最後に、何よりもその施設を使っている市民の皆様の市

民満足度が向上しているかどうか、その3点が主な評価の指標として今後
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も取り組んでいく予定でございます。

以上でございます。

○宇田川好秀委員長

ありがとうございました。

今の指定管理者の5年目の評価については、各部局で毎年評価するのと、

全庁的にやるものというの|よ 例えばどういつた方がその評価をこの間さ

れてきているのかというのをまず聞きたいのと、収支についてはもちろん

なんですが、そこの施設で働いている方の雇用の環境というところでは、

法でまずは重視されているのかの確認がきちんとされているのかが 1′点と、

あと市民満足度についてはどのような調査をされてきているの力、 例えば

運営の中身であればいいんですけれども、一部の福祉施設だと老朽化があ

ったりだとかというところで、施設の運用の中身とは関係ないところの施

設への要望なんかもいろいろお聞きしますので、そこについてはしっかり

本来市が責任を持たなければいけないところだと思うんですが、そういっ

たものにきちんと施設が指定管理者と市がきちんとこたえられてきたのか

というところの評価はどういうふうにされているの力M司いたいと思います。

O宇田川好秀委員長 行政経営推進室長。

O清水竹敏行政経営推進室長 まず指定管理者の評価でございますが、各部

における評価につきましては毎年度実施しておりまして、基本的には各部

の管理職に外部の方をお願いいたしまして、例えば税理士さんであるとか、

そういう方が入つております。

また、仝庁的な視点での評価につきましては、 9人委員がおりまして、

1名が本市職員で、残り8名は外部の方でございます。 8名 の内訳といた

しましては、弁護士さん、税理士さん、社会保険労務士の方、あるいは連
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合町会長さん等合計で 9人で行なっておるところでございます。

ただ、労働者の労働環境につきましては、今申しました委員さんの中に

社会保険労務士の先生がおりますことから、最低賃金でありますとか、社

会保険あるいは雇用保険のカロ入状況だとか、そういったものを中心に評価、

検証をしております。

また、市民満足度の調査でございますけれども、基本的に各施設提供し

ているサービスがそれぞれでございますが、基本的にその指定管理者の方

に利用されている方へのアンケー ト調査等をお願いいたしまして、そうい

つたところで満足度の調査をしているところでございます。

また、施設の管理につきましては、各部局に対しまして指定管理者から

も幾つか要望等もございまして、そこは各部局で適切に対応しているとこ

ろでございます。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長

要望ですが、5年たつて大きく問題になっている施設はな

いというこの間の評価をされてきているんだと思いますが、この5年間の

中で、本当に市民の利便により供するような施設になってきたのかとか、

きちんとその市民の福祉が向上されてきたのかという本来の公の施設の目

的から外れることがなかったのか、そこの点の確認と、それから今後の再

指定を行なっていく、また公募を行なっていく際の一番大事な点としてそ

こをやつていただきたいというふうに思います。もし、それができないと

いうことになれば、直営に戻すことも含めて検討をしていく、そのことも

要望させていただきたいというふうに思います。

それから、次の104ページの 19目 についてですが、仲町のURの耐

-67-



平成22年 3月 総務常任委員会 3月 16日 (火 )

震化が昨年度から今年度に移つてきたということなんですが、その耐震化

の今年度の見通し、きちんとできるのかどうか、そこのところをもう一回

確認をさせていただきたいというふうに思います。

それから、22年度以降、23年度からそれ以降の計画についてはどう

なっているのかということも確認をさせていただきたいと思います。

あと、次のページの15節工事請負費のそれぞれ庁舎等の工事だと思う

んですが、改修工事、補修工事、施設整備工事費、それぞれの内容につい

て伺いたいというふうに思います。お願いします。

O宇田川好秀委員長 管財課主幹。

O野村重夫管財課主幹 順次御答弁申し上げます。

仲町につきましては、物件調査を含めまして、 4月早々開始したいと思

っております。工事につきましては、その調査内容を含めて補償等の算定

が終了次第、工事設計等になりますが、年度内でほぼ完了する予定でござ

います。  ~

それから、続きまして、22年度以降でございますが、 22年度につき

ましては、仲町それから北園を予定してございます。その他の芝、本町、

前川町、栄町につきましては、まだURと の調整も済んでおりませんので、

正式な工事日程は界在のところ定まっておりません。 23年度以降という

ことで予定してございます。

22年度の工事請負費の関係でございますが、まず、改修工事費につき

ましては、新館の空調機の老朽化もございまして、そのコンプレッサーの

オーバーホールを予定しております。それから、本館の5階に電話交換機

だけの部屋があるのですが、そこの空調機が老朽して、大分異音も発生し

てきている状況でございますので、そこの交換の工事を予定しております。
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それから、補修工事につきましては、先ほど御説明申し上げました市民

会館の屋上の防水工事のほか、新館の東になるんですが、空調機の機械室

がございますが、そちらのほういろいろ外壁からの漏水等もございますの

で、その辺の防水工事を予定しております。

続きまして、施設整備工事費につきましては、幸町市有店舗におきまし

て、大雨による店舗内への雨水の浸入が著しくそれに伴いまして、止水板

を設置する予定でございます。

解体工事費につきましては、賃貸惜契約解除に伴いまして、旧鳩ヶ谷職

員住宅の解体を予定しております。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長

ありがとうございました。

先ほど23年度以降のURの予定についてはまだ未定ということでした

が、大変な中だとは思うんですが、ぜひURさんとの話し合いも早期にや

つてもらつて、できるだけ早く改修が行なわれるように要望をさせていた

だきたいというふうに思います。

それから、 15節のところの、幸町のURの市有店舗についても、22

年度で上水板がつけられるということで、これ自体はいいことだと思うん

ですが、ほかの例えば市有店舗のところでのいろいろな改修だとかという

ことは、それぞれ老朽化があつたりしますので、そういう要望とかはない

のかどうか、またそれにどういうふうにこたえていくのかどうか、それに

ついては伺いたいと思います。

あと、飛びまして、 126ページの36日 の合併協議費については、今

年度両市で均等に負担するということで約 1,000万が計上されていま
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すが、協議会を22年度で何回分見込んでいるの力、 それから、広報紙の

発行はどれくらい見込んでいるのか等を伺いたいというふうに思います。

O宇田川好秀委員長 管財課主幹。

O野村重夫管財課主幹 幸町店舗以外の市有店舗の修繕等につきましては、

小規模なものにつきましては、要望があった段階で修繕料でヽヽ して今ま

でも参つております。ただ、大きな工事になりますと予算の関係もござい

ますことから、■在のところ要望は上がっておりませんが、大きなものが

要望があればそういう形で次年度予算計上という形をとらざるを得ない形

となつております。

以上でございます。

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 合併協議会の回数でございますが、一応 1年間を

みておりますので、月 1回 ということで 12回 ということで予算は計上さ

せていただいております。

それから広報紙のほうでございますが、 6回 というふうに回数で予算計

上させていただいております。

ただし、二月に 1回なのかということではなく、その審議を要するよう

なものに対しましては臨時でも出したいというふうに考えていますので、

合計で 6回 というふうな形で考えております。

O宇田川好秀委員長

ありがとうございます。

協議会についてはいろいろな中身が議論される場だと思いますので、 1

年間を通しての予算だというふうに理解をいたしました。

それから、広報紙については臨時も含めてということですが、あとホー

-70-



平成2年3月 総務常任委員会 3月 16日 (火 )

ムページの中身についてなんですが、これまでの間、 21年度までやって

こられた会議録等については、なかなかデータがアップされなかつたりと

いう中で、早く見たいという市民の皆さんとかのお話もお聞きしますので、

その辺の努力をどうされているのか、ちょっと確認をしたいと思います。

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 ホームページの会議録、確かにおっしゃるとおり

現在のところ、まだ設立が 1回 という形でホームページを確認しましたそ

うなんですが、これは実際、もう少し早くならないかということで我々も

協議会のほうには伝えているところであります。

手続上、合併の会議録の署名人とか確認するのにちょつと時間を要して

おりまして、なるべくそれは早く出せるように今後とも努力させていきま

すのでよろしくお願いいたします。

O宇田川好秀委員長

お聞きします。

101ページ、企画費の13委託料になるんでしょうか、先ほど御説明

で施設マネジメントがなくなったということで、予算がこの辺縮減された

という話ですけれども、私、過日の一般質問でも触れましたけれども、公

有財産の最適化ですとか、全般に対しての今後のあり方の方針とか、やは

りこういったものは基本方針を私はつくるべきだと思つている中で、予算

がなくなっているということは、庁内的に進められる分だけ進めていこう

ということなんでしょうけれども、その辺の22年度の考え方についてお

聞きしたいことが 1点。

それと、めくっていただいて、電子自治体のことに関してなんですけれ

ども、これも一般質問でも私、大分細かく触れさせていただいたんですが、
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白根委員もよく質問をされますけれども、意外と難しい分なので、ある程

度知識のある議員がそれなりにチェックしていかなければいけないエリア

だなというふうには思つているので、一応確認の意味で聞きたいのですが、

ざつくりと数字がまとまっておりますけれども、22年度としては、例え

ばシンクライアントの端末が今 200台設置してあるけれども、もうちょ

っとこの予算の中でさらに増やしていこうという素案があるですとか、あ

るいは汎用機からオープンにかえる予算もこの中には含まれているとか、

その辺の中身についてもう少し触れて御説明いただきたいというふうに思

いますが、お願いします。

O宇田川好秀委員長 行政経営推進室長。

O清水竹敏行政経営推進室長 施設マネジメントに係る経費の減でございま

すけれども、これまでは本市の各施設の調査を行いまして、データベース

化して参 りました。そういつた関係で、外部委託も一部ありましたことか

ら委託料を予算計上しておりましたが、一応、おおむね施設データも把握

できましたので、今後はもろもろの施設を庁内で検討いたしまして、今後

各施設をどのような形で維持管理していくか、あるいは統廃合するのか、

そういつたものを庁内全庁的な視点での体制づくりを来年度は進めて、そ

の中で板橋委員さんのおっしゃるような公有財産の方針等も出していきた

いと考えています。

以上でございます。

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 この費用につきましてでございますが、実際、平

成 22年度から24年度の間までに開発の事業としまして 5億 8,800

万ほど予定してございます。それと経常経費としまして8億 8,300万、
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3年間で予定しておりますが、その中でまだまだ2億円と1億円という必

要な予算でございます。ですので、実際この充てられた費用の中で来年度

は事業を進めていこうと考えてございますが、まずはシステムの構築につ

きましては、税システムの関係を構築していこうと考えてございます。そ

の費用としまして 1億の範囲内でできる限りのことをやつていきたいと考

えてございます。

それと、先ほどの仮想PC等の環境は整備費用はこの中に入つているか

ということでございますけれども、仮想PCにつきましては、現在のとこ

ろ、今年度の200台 として考えてございますけれども、今後の運用的に

まだまだ必要であると考えてございますので、それはその時点でまた予算

化していきたいと考えてございます。

以上でございます。

0宇田川好秀委員長

まず、施設マネジメントの全般的なことなんですけれども、

再三、午前中も青少年会館のことですとか、今も別の質問の答弁で老朽化

によるいろいろな修繕費の話が出ました。これもまして全庁的に考えてい

かなければいけないことなので、これはやはり大変コストのかかることで

ありますけれども、23年度以降、そういっだ基本方針というものをぜひ

策定するような方向性を22年度中にしつかりと協議してもらいたいと思

います。これ、要望です。

それと、電子自治体構築システムのほうは、今の答弁ですと数字が丸ま

つていますけれども、この予算の範囲内でできる限りのところをやってい

こうとい うそういう方針だということがわかりました。しっかりと進めて

いただきたいと思います。
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O宇田川好秀委員長 ほ力ヽ こ。

13目企画費の 13節委託料で、行政評価システム推進支

援業務委託料と書いてありますけれども、昨年に比べて、こちらも約 2倍

増えているということなんですけれども、委託料に関してのまず委託先は

どこなのかということと、これ何回かちょつと問いたところによりますと、

外部評価の中のそれも含めて計上されたということなんですけれども、こ

の平成 22年度の予算内容のところを見ますと、どういうことをやるのか

というのを書いてあるので、ここではそれに基づいてちょっと質問させて

いただきたいんですけれども、予算編成と個々の連携した総合的な支援委

託から行政評価システムを構築すると書いてあるんですけれども、予算編

成のプロセスをきちんとここで評価していくということだと述べているの

だと思うんですけれども、それに関しても、例えば、市のホームページに

出ている第 3カ II口 市行政評価大綱とか、パブリックコメントとかで聞い

ているんですけれども、何かこういうものにもこのことに関しても触れら

れていないのではないかと私は思ったのがまず 1点 と、先ほど板橋委員か

らのそういう施設の話もあつたと思うんですけれども、ではそういう全体

的な話ですね、要するに予算の問題を絡めた、先ほど議長のほうからも言

われた青少年会館とか、そういつたものみたいにそういう一つ一つの事業

を評価してというだけでなくて、もうちょつと大きなビッグピクチャーみ

たいなところを描いた上での話というのが、何か横連携とか含めての話が

何かされていないんではないのかと思つているんですけれども、それに対

して、まず外部評価システムの中身とそれを含めてちょっとお答えいただ

きたいんですけれども、よろしくお願いします。
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0宇田川好秀委員長 行政経営推進室長。

O清水竹敏行政経営推進室長 まず、 13節の委託料が前年度より増えてい

る理由ですが、それは白根委員さんの御質問にあるとおり、来年度からの

外部評価を導入する予定でございます。これまでは、 18年度から内部評

価を実施しておりましたが、今後その外部評価の方向といたしましては、

内部評価 した評価が妥当かどうかというのとあわせて、各評価に目標とい

いますか、成果指標のようなものが設定してございますので、そういった

目標設定も妥当かどうかというようなことを外部で評価してもらうもので

ございます。

また、予算との連携につきましては、予算につきましては、ここ何年か

も、いわゆる枠配分方式でやっておりますが、また、年々予算状況が厳し

いという中では、行政評価の結果を見て、真に必要があるかどうかを判断

の上、厳 しい予算の中では事業単位で予算を減額していくというようなこ

とも考えていかなければいけませんので、財政課とも相談の上、評価の結

果を予算に今後反映させていきたいというようなものでございます。

また、回答につきましては、現在パブリックコメント中でございますの

で、それが最終決定ではございませんけれども、施設につきましてはこれ

までも行政評価の中で別途の施設マネジメントをやるということで評価し

てお りませんが、今後は全体的な考えの中でやつていくのと、大綱は12

年の期間でございますが、その中は3つに分けて、 1期 4年で推進期間を

考えておりますので、各推進期間の中では具体的な計画等を立てて進めて

いきたいというふうに考えております。

委託先につきましては、行政評価につきましては、平成 15年度から野

村総合研究所にずっと委託しておりまして、来年度につきましても今のと
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ころ同じように随意契約でやっていきたい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

平成15年から野村総合研究所のほうとやっているという

お話なんですけれども、ではそのやった評価の内部評価で、それを多分お

つしゃつているのかと思うんですけれども、あれを見てみると90パーセ

ント以上はそこの事業に満足だというふうになってしまっているんですね、

もう二重丸だつたり。それを今度外部評価するというと、これもおかしな

話で、だつてその評価を外部評価してもそれは。ええと私から思うんです

けれども、それ、何か、それなりに評価人を集めてしまえば、それはもう、

はい、それでオ
=ケ

ーですと判こを押してしまって終わりになるのではな

いかと私は思つて、余りそれに対して、お金がそれで約倍近くそれに使わ

れるという、これははっきり言つて、それこそ無駄遣いになつてしまって

いるのではないのかというのがまず 1点と、やはり外部評価のあり方でも

う一度これ検討し直したほうがいいのではないかのかなと思うんですね。

それに関しても御意見をいただきたいんですけれども、よろしくお願いし

ます。

O宇田川好秀委員長 行政経営推進室長。

O清水竹敏行政経営推進室長 先ほども申しましたように、今までは職員だ

けの内部評価でございましたので、そこに市民の視点を入れて、外部評価

というのは有識者とか学識者の方も含めて、市民の視点を入れた中でその

評価についての妥当性を再度評価いただく、そういう中でまた職員の気づ

き等も生まれて、事業の本当の必要、そうでないというような判断も出て

こようと思いますので、とりあえずそういう形で進めていきたいと考えて
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おります。

O宇田川好秀委員長

ぜひ、ここに対しては要望で述人させていただきたいので

すけれども、ここにも改革大綱のところに書いてあるんですけれども、市

民参加、市民参画という言葉があると思うんですけれども、それというの

も参画というのも、これ結構難しい言葉だと思うんですけれども、どうい

う人がまず入るのかというところを、やはり枠を、市民参画だとあれば、

そういう代表者という応募された人が全員できるような形でもやれるのか

どうか含めて、やはり幅広くやっていただきたいというのが、私は評価人

に関してはそういう評価プロセスを主たる人、専門家にされる人ももちろ

ん含めるのも重要ですけれども、それプラス、やはりそういつた一般市民

の方、そういう方にもぜひとも入つていただきたいということは、私でな

くても皆さんもそう思っていると思うので、要望させていただきたいと思

います。

それから、次のページの情報政策に関しては、 19節の負担金・補助金

及び交付金のところで、地方自治情報センター負担金 36万、これ毎年各

自治体、会員になると36万ほど勝手に取られていってしまうということ

なんですけれども、これも国のほうで今事業仕分けでこのセンターはひっ

かかってしまっている、仕分け作業の対象になってしまっているんですけ

れども、私やはり1つ疑間に思うのは、ここのセンターは、私は技術研修

費とか、そういうふうにやつているのはわかるんですけれども、もう一つ

ア トリックという、要するに、今電子自治体やっているそれの開発、標準

化するにはどうすればいいのかという作業をやつていると思うんですけれ

ども、そことやはり2つ、これを全く私思うんですけれども、同じような
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んです。ただ、片方は行政の方が集まつているのと、片方は民間を入れて

そつちがやつて、 2つ何か併用してしまっていて、やはりこんな36万毎

年払つているメリットというんですか、これは何か、どうなのかという、

逆にこれを払わないと何が不公平なものが生まれてきてしまうのかという、

ちょっとそこら辺を含めて御答弁いただきたいんですけれども。

O宇日川好秀委員長 情報政策課長。

O高柳昭彦情報政策課長 この地方自治情報センターでございますけれども、

この36万というのは、人口規模によつて金額が決められておりまして、

川口の場合は36万、最高額になつてございます。

ここの地方自治情報センターに加入していないと何か不便なことがある

かということなんですけれども、この地方自治情報センターでは、さまざ

まな研修、市の職員に対して研修を行なっておりますけれども、その研修

につきましては、会員につきましては無料でございます。研修の中身につ

きましても、セキュリティー研修から情報の原簿の関係とか、いろいろな

情報基盤をつくる上でのさまざまな研修をやつてございます。それらが無

料で受けられるという特典がございます。それでこのまま地方自治情報セ

ンターに加入しているということはかなりのメリットがあるというふうに

理解しております。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長       _

では、もう一つのアスディックのほう等は、関係を含める

と、これ今御説明ですと、 2つ同じようなところがあつて、それで今度ア

スディックの億の負担金を払つているけれども、これはやはり明ら力ヽ こ私

はおかしいと思つておりましたが、負担金については、これは国のほうが
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という話だと思うんですけれども、では、もし国のほうでこれがなくなっ

てしまったら、もちろんこれは市のほうも払わなくていいということにな

っていくんだろうと思うんですけれども、こういう認識で、要するに国の

ほうから要は負担金が来ているということでの認識でよろしいんです力、

メリットは今おっしゃられたんですけれども、そこを含めてちょつと御答

弁いただきたいんですけれども。

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 まず 1点 目のアスディックというところとの関係

でございますけれども、アスディックというのは、行政と民間とが相互接

続するためのその仕様をつくっているところでございます。

それと、地方自治情報センターにつきましては、地方自治の情報政策に

つきまして、有効な手段、例えば共同化とかそういつたものを研究してい

る団体でございます。ですので、民間との接続というのは、一切考えてい

なくて、自治体内がいかに情報化を進めていけばいいのかというようなこ

とを行なっている団体が地方自治情報センターということで、民間さんと

の接続いうことは一切考えていないというところでございます。

それと、国においてここに加入しろと言つているのではなくて、これは

任意の加入でございまして、ここに加入するメリットがあれば、その自治

体の判断で加入しているという団体でございます。

101ページの 13節の委託料のところなんですが、確認

の意味でお聞かせ願いたいんですが、行政経営品質向上支援業務委託料と

O      員長
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いうのがあります。

まず、この委託先を教えていただきたいのと質の高い行政サービスの提

供というのは非常に大事なことなんですが、事業の概要の中で組織改革及

び人材育成等を行うものというのが出ているんですが、この22年度、具

体的にどのようなことを行なつているのかということと対象者なんかがあ

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 行政経営推進室長。

O清水竹敏行政経営推進室長 行政経営品質の委託先ですけれども、財団法

人日本生産性本部を予定しております。これは21年度と同じでございま

す。

また、来年度の事業内容でございますけれども、これまでこの事業につ

きましては、主に職員の研修を中心にやつて参りましたが、おおむね職員

の研修が終わりましたことから、今後は各組織の組織診断といいますか、

そういう形で各組織が持つ機能であるとか、最終的な市民サービス向上の

ための施策をどのようにやつているとか、そういつた組織診断をやる予定

でございます。

また、あわせまして課長補佐職以上の管理職研修等を来年は実施する予

定でございます。

以上でございます。

0宇田川好秀委員長

そうしますと、 22年度は21年度とは若干違つたような

形でやると思うんですが、参考に聞かせていただきたいんですけれども、

21年度で主要な成果というんですか、どんなような成果があったのか教

えてください。
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0宇田川好秀委員長 行政経営推進室長。

O清水竹敏行政経営推進室長 21年度につきましては、まだ結果は全部出

ておりませんが、4月 に採用された職員約 100名に対する研修を実施い

たしましたほか、先ほど説明しましたように、来年度組織診断を予定して

おりますが、その試行という形で今年度庁内 2つの課で組織診断を実施い

たしました。また、職員満足度調査ということで、職員に対しましても、

職場でのもろもろの考え方であるとか、意思の疎通がうまくいつているか

どうかとか、そういつた調査等を実施いたしまして、これにつきましては、

2月 に実施した関係で現在集計中でございます。

以上でございます。

0宇田川好秀委員長

市民の満足度の向上ということでは、厳密 どういう結果だ

ったんでしょう力、

O宇田川好秀委員長 行政経営推進室長。

O清水竹敏行政経営推進室長 これにつきましても、組織診断を実施しまし

て、最終的に終わったのが今年の2月 でございまして、場在その集計をし

ておりまして、今後、これも公表させていただく予定でございますので、

もうしばらくすみませんが調べたいと思います。

O宇田川好秀委員長

自治基本条例運用推進委員会の運営費が計上されているん

ですけれども、自治基本条例策定委員会のときも委員の方から声が出てい

たんですが、職員が策定委員会が終わった後にも新入職員が入つてきたも

のですから、自治基本条例、例えば議会でありますと全員協議会などで理

解を深める機関を設けてはいるんですけれども、果たして職員がこの自治
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基本条例について研修する機会とか、そういつたものを設けているのかと

いう点が 1点。

それと、 126ページの合併協自身にもかかわることなんですが、委員

さんの報酬ですとか、さらには広報紙、手れまでもつくつてきたんですけ

れども、先ほども意見が出たように、会議録、これについては、会議録を

精査して、さらには委員さんの発言をチェックして、さらに皆さんに了解

をもらつた上で表に出るということで、どうしても時間がかかつてしまう。

これはいたし方がないことかと思うんですが、先ほどの意見と同様にでき

るだけ早く出すということ。それと、広報紙に載せる内容を、要はある意

味、議事録についてはインターネットで見られるけれども、広報紙に何を

載せるかということを、たしか合併協議会の中では詳しく議論をしていな

ぃのではなしソ なヽというふうに思っているんです。

そこの管理をだれが判断するのか、そこら辺について考えをお伺いした

いということ、とりあえずこれで。

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 まず自治基本条例の職員の研修ですが、実は全職

員を対象に自治基本条例ができ上がって、昨年4月 にでき上がりましたの

で、早速 5月 に全灌員を対象に研修をいたしました。

ただ、全職員を一括でできるわけでございませんので、業務に支障のな

いように何回力ヽ こ分けて、市民会館で実施したところであります。

さらには、新人職員、課長補佐職員、課長昇格職員、これの研修にもす

べて、この4月 から始まるものについても、もちろん昨年も実施したんで

すが今年も続けていく予定でございます。

それから、合併の関係ですが、会議録のほうはやはりもちろん私のほう
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もちょつと気にしておりました。今立石委員さんがおっしゃつたように、

確かに全部通していきますとどうしても遅くなるということで、暫定版で

もいいから載せる、ただこれは確定したところでは差し替えますというよ

うな形でできないかということを今やっています。ですから、今の全部手

続を済んでではなくて、できましたらリアルタイムとまではいかなくとも、

なるべく早く暫定版の会議録を出して、全部経緯を経た後に差し替えると

いうような形をできないかということで、ちょっと確認をさせてもらって

います。まだその返答は来ていないのですが、それがどの程度、出して、

こんなこと言つてないと言われたときに対応というのをちょっと怖がつて

いるというのもありますので、それは慎重にしたいと思つています。あく

までも暫定版だということをわかるようにできればいいかなとも思つてい

ます。

それから、広報紙に何を載せる力、確かにおっしゃるとおりでございま

す。現在のところ、合併協議会の中で協議をしております。私どもでも実

は広報紙のほうでも、なるべく少しのスペースでもいいから合併の動きと

いうことで出そうということで、そちらとバジティングしないように調整

しているんですが、この辺の調整というのは前回の合併協議会の編集委員

さんというのがいて、そこを通してやられていたようなんですが、今回そ

ういう形では設けていませんので、これも何ら、こういう形で次の協議会

にはこれも載せますとか、載せてもいいですかという形は、やはり図つて

いくべきかなというふうには思つていますから、それも含めて合併協議会

のほうには伝えて参りたいというふうに思つています。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長            ｀
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その載せる内容によつては、市民の捉え方も随分違 うのか

と思います。先般も、委員さんの 1人の方が素朴な疑間でという質問をさ

れて、事務方として、例えば10月 1日 まで合併できるんですかという質

問で、鳩ヶ谷の市民の方からそういうふうに言われていますということで

の質問で、答えたのが事務局で、事実的に10月 は無理だと思いますと。

このやりとり1つをとつても、本当に、では不可能なのかどうなのかとい

うところを突き詰めていければどうか、それがまた記事になった場合に、

受け取り方にも変わってくるのではない力、

今広報紙についてはどうするのかということを、これからも協議会のほ

うで話をするということでありますけれども、この予算付けをして広報紙

については、川日、鳩ヶ谷全戸配布、さらには公共施設に置くというよう

なことに確認をされていることと思うんですが、この秋に鳩ヶ谷では市長

選挙、さらには市議会議員の選挙、これがあるわけですので、事によると

広報紙が選挙に影響をしかねないということにもなるかもしれませんので、

よくよく慎重に中身を精査して、合併協議会の委員の方の了承を得た上で、

やはり表に出るような形で手はずを整えていただきたいと思いますが、そ

の点について最後にお聞きします。

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 確かに載せる内容によつてどちら力ヽ こ偏つている

というのは非常に我々も気にして、どちらにかというのは合併推進派、合

併反対、この辺の位置付けというのはやはり中立公平でなくてはいかんと

いうことで、その辺は具体的にどちら力ヽ こ偏つていくという書き方はまず

いということで、そこには十分注意しているところであります。

また、その載せる内容についてもやはり慎重に精査していくということ
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でありますので、この辺も含めまして次回にはこのような形を載せたいと

いうことなんですが、実は4月 号を予定しておりまして、おおむね今ほぼ

でき上がっていまして、その辺もちょつと3月 22日 に、どのようにとい

うのはちょっと難しいところもあるかと思いますが、いずれにしても今後

そのような形をとらせていただきたいと思つています。もう少し、この次

あたりからは具体的な話にもなりかねないので、この辺は慎重に取り扱つ

ていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。

O宇田川好秀委員長

ぜひ、慎重にお願いしたいと思います。

4月 号については、 21年度予算でやるということですね。

O押田善司総合政策課長 そのとおりでございます。

O宇田川好秀委員長 ほ力ヽ こ。

よろしくお願いします。

102ページの財政管理費についてなんですけれども、23節のこれは

償還金・利子及び割引料のところで、過年度普通交付税の返還金というの

があるんですが、これについての詳細説明をお願いしたいと思います。

それから、日の説明、節のほうもあるんですけれども、財務諸表の作成

事業ということで昨年も出ていたんですが、これについては4つの指標に

ついて作成するんだということだと思いますけれども、外部委託にしなけ

ればいけない理由、また、日本全国これをやつていると思うんですけれど

も、これはどういった会社に委託するのか、入札なのか、随契なのか、そ

れとも国からここにしなさいと言われているのか、その辺のところを伺い

たいというふ うに思います。
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それと、 19節の地方自治研究機構負担金というところが、これは本当

に小さな金額なんですけれども、昨年に比較して上がっているんです。こ

れについてもどういつた内容のところなのか、また、この負担金の増額の

理由について、これを伺います。

それから、ちょっと戻りまして、101ページになりますが、先ほど質

疑の中でこの行政経営品質向上支援業務委託料、ここのところが財団法人

日本生産性本部ということなんですが、この会社、財団ですから、これの

性格とか、どういつた内容の会社なのか、その辺について、また、ここに

した理由、昨年ここと契約した理由、また今年もするのかどうかわかりま

せんけれども、その辺についてちょつと一言お願いします。

O宇田川好秀委員長 財政課長。

O橋口純―財政課長 103ペ ージの償還金・利子及び害1引料の過年度普通

交付税返還金でございますが、これは2年に一度交付税検査があるんです

が、昨年、 12月 暮れに交付税検査がございまして、今回は平成 17年度

から20年度まで4年間についての検査でございまして、 18年度以降は、

川国市は普通交付税不交付団体ですので、 18年度以降は検査の対象には

なつているんですけれども、数字的な問題は何もございません。 17年度

につきましても、 7万円の基準財政需要額と収入額の差で、収入額のほう

が 7万円多かった。これは家屋について、新築ですとか滅失、これが調査

基準日の後にわかつたというものがあったりするのでどうしてもずれてし

まう。あとは、軽自動車税で、例えば、オー トバイが盗難に遭って、後で

廃車届がさかのぼってずれてしまつて、 7万円収入額が多かった、収入額

が多かったので交付税を7万円返してくださいということでございます。

それから、財務諸表につきましては、これは委託先は日本生産性本部に

-86-



平成22年3月総務常任委員会 3月 16日 (火 )

今委託しておりますが、これは委託するのはどこにしなさいということで

はございません。まず、委託する理由ですけれども、委員さん御存知のと

おり、自治体の場合は単式簿記でございまして、それを通常の民間の会社

と同じ複式簿記に変えるのに、言葉は悪いですけれども、無理やり変えて

いるという形で、どうしても最初から発生主義で帳簿をつけていけばそん

なことはないんでしょうけれども、最初は発生主義になっていないもので

すからヽ それを変えるのにどうしてもテクニックが要るということで委託

してございます。

それで、委託する際には、プロポーザル方式で、各会社からコンペで内

容を募りまして、それでそこの会社に委託したということでございます。

それと、地方自治研究機構の負担金ですけれども、これは21年度は人

口割を、もう21年度も50万人以上だったんですが、 20万人以上の人

口割で4万 5,000円 の支払いで終わつたんですけれども、22年度に

つきましては、人口割が50万以上は6万 3,000円 ということで値上

がりしたものです。

以上です。

〔「会社の概要は」と言う人あり〕

0宇田川好秀委員長 行政経営推進室長。

O清水竹敏行政経営推進室長 日本生産性本部の件でございますが、まず今

年度なぜここに契約したかということで、これまでは早稲田大学との相互

連携に伴いまして、この経営品質につきましては行なつて参りましたが、

早稲田大学以外でこういつた経営品質をやっているところを探しましたと

ころ、この財団法人の日本生産性本部であるということで、随意契約でこ

こにお願いしたところでございます。
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この日本生産性本部の概要でございますけれども、この日本生産性本部

は、 1955年 、昭和 30年に設立されたものでございまして、昨年3月

までは社会経済生産性本部というふうに名称しておりましたが、4月 から

日本生産性本部に変わっています。これは、国の外郭団体の一つでござい

まして、いわゅる社会経済生産性本部という名が示すとおり、国内はもと

より海外の社会経済にかかわる調査研究等を行なっているところでござい

ます。ちなみに、この3月 に公益認定を受けまして、現在正式には公益財

団法人日本生産性本部となつているところでございます。

また、ここには25名の理事等の方が名を連ねておりまして、会長がウ

シオ電機の取締役の会長、副会長には日本 IBMの相談役でありますとか、

富士通の相談役、あるいは学習院大学の教授、政策研究大学院の教授であ

るとか、そういつた方 25名が理事として名を連ねているというところで

現在把握をしておるところです。よろしくお願いします。

O宇田川好秀委員長

すみません。先ほどから質問されていますけれども、情報

化推進事業についてちょっとお伺いをしておきたいと思います。

皆さんいろいろ御質問ありましたけれども、私もこの市の情報化につい

ては非常に関心を持っていまして、いろんな面で一般質問をさせていただ

きましたが、要は財政情報化システムですとか、GISですとか、あるい

はこの庁合の情報化といいますか事業化というのを進めるべきだというこ

とで、情報化を進めるべきだということで質問させていただきましたし、

また、私が議員になってから、電子自治体という言葉が結構耳に入ってき

まして、それがどんどんどんどん進められているように感じております。

また、そういうようにしなければならない状況にあるし、またはそうす
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べきだと私も理解はしているところですけれども、そう言いながらも、言

われてから電子自治体を構築するという言葉を聞いてからかなりの時間が

たつているような感じをしております。

この電子自治体を進めるにつきまして、非常に、何といいますか、予算

も相当額、私見ているところによりますと、ほかから比べても予算が非常

にお金のかかる事業というふうにとっているわけなんですけれども、この

究極の目的は、私が思うには、やはりこれを進めることによつて、人件費

を含めた経費、全体的な経費が削減できることであるでしょうし、また、

市民サービスの向上にもつながつていくというのが究極の目的であろうと

このように考えているわけですけれども、過渡期と言えば過渡期なのかも

しれませんけれども、いろいろなものが一つに集約されないで、それぞれ

こつちはこっちで進め、こっちはこっちで進めと事業が幾つかに分かれて

進んでいるような感じがしてならないので、究極的にはOr~一つにした電

子自治体とぃうことが究極的にいくんだろうと思つているわけなんですけ

れども、最終的にこれはどこら辺を目指して、どういう状況を目指してい

くのか、あるいは到達点はないのか、いずれのことに、目的の最終点はど

の辺なのか、わかるようでしたらちょっと御説明いただきたいと存じます。

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 それではお答え申し上げます。

電子自治体でございますけれども、まず定義的にはコンピューターやネ

ットワークなどの情報通信技術を行政のあらゆる分野に活用することによ

りまして、住民の方々や企業の手続、事務負担の軽減や利便性の向上を図

るものでございます。また、委員さんおっしゃるように、行政事務の簡素

化、合理化、これも図るものでございまして、総合的に自治体運営を実現
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するというものでございます。細かい内容になりますけれども、従来紙媒

体で行政手続をやる制限から、申請、届け出等で来庁された市民の方々が、

窓口を渡 り歩いたりする負担が強いられる、そういったものを電子自治体

では電子で情報流通をさせることによりまして、時と場所に関係なく市民

サービスが受けられるということが、市民サービスの一つのメリット。ま

た、今必ず本人確認のために住民票を添付しなさいとか税金の証明書をつ

けなさいとかというものもありましたけれども、これちょつと法律上の制

限もございまして、法律でつけなさいと言つているものもありますけれど

も、こういうものが解消されれば電子の情報ですべて確認できるというこ

とで、市民の方が一々住民票をとりに行つたり、例えば、前市町村に行つ

たら税証明をとりに行かなくてはいけない、そういうことまでなってござ

いますけれども、それもこの電子の情報でや りとりすることによって要ら

なくなるというのが一つの市民サービス面での究極の目標ということにな

ってございます。

それとまた、政策形成途上の製作、こういうものはインターネットに載

せまして、今でもやつておりますけれども、パブリックコメントを求めま

したり、FAQと いうもので市民の方の意見を吸い上げて、それを分析し

て行政にフィー ドバックしいていく、こういつたことも情報の流通ができ

て初めて実現するもので、紙でやっていますと、やはりそこに分析という

ものはかなり時間がかかりますけれども、情報ですとそれを分析すること

が早いということでございます。

それと、また行政情報のGIS等々で、行政情報を共有化することによ

りまして、この業務というものが市全体的に見られる。先ほど委員さんが

おつしゃつたように、何か分割されて何かやつているように見えるという
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ことも、この情報というものは一つの器の中ですべてのものが見られます

ので、その辺からも運営コスト、こういったものが削減できるのではない

かということで、究極的は4つ挙げてございますけれども、インターネッ

トなどによる行政情報の提供とか(意見の収集ができること、それから住

民、企業、自治体間の手続が電子化すること、それによりましてワンスト

ップサービスが実現できる。それと総合窓口ということで、関係する 1回

の手続が一つの窓口ですべてが完結する。そういったことをすることによ

つて、住民のサービスも向上して、行政の効率化も図られるということに

なってございます。

それで、それを実現するために電子自治体構築というものをやってござ

いまして、究極の目標を達成するために電子自治体構築をしておりますけ

れども、現在の汎用コンピューターというのは非常に古い考え方、昭和の

50年の後半くらいからの古い考えのもと、ずつと引き続きしております

ので、昨今の新しい考え方に耐え得らないということでございます。これ、

早急に更新しなければいけないということで、金額もかかりますけれども、

今この長い期間やつております。ただし、この財政事情、高額な金額を投

入することではなかなか難しいので、長くなっているということでござい

ます。

ちなみに、今までは運用費に5億円かかっていました。それが電子自治

体構築システムにいきますと4億円台に下がります。 4億円台に下がつて

市民サービスが向上して行政の効率化が図られるということでは、かなり

の効果があるというふうに考えてございます。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長
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ありがとうございます。

大変な事業で、これを構築するためにはそれ相応の皆さんの努力も必要

でしょうし、辛抱強いそういうような推進が必要になってくるのではない

かなとこのように思つています。ぜひ進めていただきたいとこのように思

うわけですけれども、そういう中で、特に見えるところによると、大分市

民サービスにおきましても出先機関でもつてワンストップサービスが見ら

れますし、こういう面では進んできたという感じがしないでもありません。

ただ、私が見ているところによると、経費の面ではどうかといいますと、

各部署において、このためのシステムをつくる経費、総務でも相当なお金

がかかっていますけれども、あらゆる部署で、部署ごとにシステムをつく

る仕組みですとか、あるいはそういう経費が何千万単位でかかつたりなん

かしているのを見ていますと、経費は余り、これによって経費が幾らか軽

減されるということはないの力、逆にかかっていく状況なのではないかと

いうところも若干見られますし、まだまだ行政の中のシステムが縦割りに

まだなっている状況もあるかと思いますけれども、一つの、先ほどのお話

に出ていました施設の管理システムという1つをとってみましても、例え

ば学校関係は教育でもつてそつくり施設は維持管理していますし、紙管理

しているという、この間聞いたら、何かコンピューターで管理しているん

ですかと言つたら、いや紙で、設計図でも何でも、直したところでも全部

紙で積んであるんですと、ですからいつあれしたか調べるのが大変なんで

すという話もありましたけれども、恐らくみんないろんな何百とある施設

が、それぞれに部署ごとに管理されている、それを電子自治体というのは、

すべてのところで一元に管理できて、どこからでもコンピューターでもつ

てすぐ引っ張り出せるというのが最終的な目的なのかなとは思うんですけ
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れども、そこまでいかないとなかなか電子自治体を構築した中のメリット

というのはなかなか見えにくい状況にあるのかと、このように思いますと、

まだまだこれから先相当な御努力とそれから予算をつぎ込んでいかざるを

得ないのかなという感じがぃたします。

そういう中で、やはり進めるべきはきちつと進めるべきだろうと思いま

すし、先ほどから言つて、やはり施設管理なん力,こ しますというと、ある、

面はどんな家でも、普通のお宅でもそうですし、会社でもそうなんですけ

れども、常に計画的にやはり整備をしていかないと物は絶対的には壊れる

んですから、やはり維持管理の費用が高くなってしまって、壊れそうにな

つて直すとえらく高くなりますし、それを長寿命化するというためには、

そういうことがもう絶対的には必要なわけですので、そういうシステムを

しつかりと構築していくべきであろうと私はそのように思つておりますが、

そういう中で、そういう面にもしつかりと力を入れていっていただいて、

非常に財政、基幹財政なものですから、財政を預かつているわけですから、

財政的に非常に厳しい中でありますので、これからやはりそういう面も今

度の一般質問で板橋議員が一般質問しましたGISの関連にしましても、

あれを構築していくのは非常に私も大事なことだと思つていますし、それ

から、私も見ているところによると、GISを進めていって、それの最終

目的がすべての庁舎を含めて、その施設の維持管理、それから長寿命化の

管理を含めて管理しているという方向にもあるんだろうと私は思つていま

す。

そういう中で、これから、先ほども私、ちょつと何かえらく遠くのほう

みたいなんですけれども、当面の目標はこの辺に置いて、ここら辺まで持

つていきますというのがあったらぜひお願いします。
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○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 まず、言いわけではないんですけれども、平成 1

9年度に今まで各課で行なっていましたシステム、それをシステムと予算、

それをすべて情報政策課へ集めまして、各課のものを一元でシステム化を

するというふうに、平成 19年度から組織替えをしまして、システム開発

係というものを設置しまして、現在横断的に業務を見ながらやってござい

ます。   '

それと、当面は何かということなんでございますけれども、まずは古く

なったシステム、これをオープン化をして、 1社独占にあらずではないで

すけれども、ブラックボックス化されたシステム、また現場に偏らないオ

ープシなシステム、これを導入しまして、経費でも安くなりますし、それ

で市民サービスも図れる。市民サービスにつきましては、総合窓口という

ものが当面の目標なのかなと。ワンス トップにつきましては、まだ家庭か

らとかというのはなかなか難しい問題もございますので、また来庁された

市民がい力ヽ こ楽に事務手続をできるか、これを求めていきたいと思つてお

ります。

以上でございます。

…

 
ありがとうございます。

0宇田川好秀委員長 ほ力ヽ こ。

〔「なし」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ます。

暫時休憩いたします。

午後 2時 25分休憩
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午後 2時 27分再開

0宇田川好秀委員長 再開いたします。

0宇田川好秀委員長 次に、第 21目 自治振興費ないし第 35目市民活動推

進費に対する説明を求めます。

市民生活部長。

O森田雅夫市民生活部長 こんにちは。

委員の皆様におかれましては、常日頃より市民生活部の行政運営に対し、

格別なる御理解と御協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。

それでは、これから御審議いただきますのは、議案 12号平成 22年度

川口市一般会計予算歳出の部、第 2款総務費、第 1項総務管理費、第21

目自治振興費から第 35日市民活動推進費までの各費目でございます。

詳細につきましては、順次、各課長から御説明申し上げますので、よろ

しく御審議を賜り、御可決いただきますようよろしくお願い申し上げます。

O宇田川好秀委員長 自治振興課長。

O沢田龍哉自治振興課長 よろしくお願いします。

初めに21目 自治振興費について御説明申し上げます。

予算説明書の106ページをお開きください。

21目 自治振興費でございますが、一般事務費、自治振興事業、市表彰

関係事業など、lo事業にかかわる経費を計上いたしており、事業全体で

は、前年度に対し1,715万 8,000円、 15 1パーセントの減とな

つております。

主な理由でございますが、 109ぺ
=ジ

をお開きください。

19節負担金・補助及び交付金のうち、町会会館建築事業と補助金にお
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いて、町会会館の新築を予定する町会が4町会から2町会に減少したこと、

また修繕等を予定する町会も減少したことにより、大幅に減となることか

ら、全体で減となっ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 市民相談室長。

O鈴木幹雄市民相談室長 よろしくお願いいたします。

続きまして、 108ページからの第 22日市民相談費について御説明申

し上げます。

この費目につきましては、市民の皆様などからのさまざまな相談にヽヽ

するための消費生活相談に係る報酬や弁護士等の専門相談に係る報奨金な

どの経費を計上しておりまして、前年度と比べ 89万 1,000円、 5 9

パーセントの増となってございます。

増となりました主な理由でございますが、 8節報償費は県の消費者行政

活性化基金から補助金を受け入れ、弁護士による多重債務法律相談を新た

に行 うことなどから、また、 18節備品購入費につきましても、先ほどの

補助金を活用しまして、消費生活相談室の充実を図るための備品購入費を

新たに計上いたしましたことなどから増となっ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 文化推進室長。

O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、文化推進費にかかわる23日文化推進費から26目市民会

館費まで一括説明させていただきます。

まず 108ページ、 23目文化推進費でございますが、前年度に対して

50万 7.000円 、23パ ーセントの減となっております。主な内容と
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しましては、皆様に身近に音楽を楽しんでいただく市民コンサー ト事業、

毎年市役所ロビーと市民会館において開催して参りましたが、新年度は公

共施設などへの出前コンサー トを新たにカロえ開催するものでございます。

また、旧田中徳兵術住宅における歴史的建造物活用事業は、新年度は回

遊式庭園を借景に、宮廷音楽として受け継がれてきた雅楽の調べを開催す

るものでございます。

続きまして、24目総合文化センター費でございますが、前年度に対し

1億 9,554万 円、273パ ーセントの減となっております。これは、

中央監視装置に係る新設コンピューター等の通信工事が終了したことに伴

うものでございます。

主な内容としましては、 15節工事請負費でございますが、メーンホー

ルの舞台機構、つり物、ワイヤーロープ取替え工事を前年度に続き2か年

継続で実施するほか、有事の際、身障者が避難しやすいようメーンホール

からの避難路として、南口に身障者用スロープ設置工事などの経費を計上

いたしております。

また、 18節備品購入費につきましては、舞台設備備品及び音響設備備

品を年次計画により買い換えるものでございます。

続きまして、25ロ アー トギャラリー費でございますが、前年度に対し

13万 4.000円 、03パーセントの増となっております。

主な内容としましては、 1節報酬でございますが、展覧会や多くのワー

クショップを企画運営している美術専門補助員は現在4名体制でございま

すが、業務量及び業務実績を勘案し、うち2名 を新年度より美術専門員に

変更すべく経費を計上いたしております。

13節委託料のうち、イベント委託料につきましては、一環して写実的
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な表現をモチーフとする3人の作家によります春の企画展や、地元川日の

新鋭ア‐ティストを発掘、紹介する新鋭作家展などの経費を計上いたして

おります。

15節工事請負費につきましては、展示作品の保護のため、展示室の空

調設備に新たに加湿機能を追加する改修工事の経費を計上いたしておりま

丸

最後に、 26目 市民会館費でございますが、前年度と同額になっており

ます。

主な内容としましては、 15節工事請負費につきましては、経年劣化に

よる改修工事として、ホール棟空調高圧動力盤取替え工事、舞台用仮設調

光器切りかえ工事などの経費を計上いたしております。

18節備品購入費につきましては、舞台用機材を必要に応じ順次買いか

え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 防犯対策室長。

O小林伸光防犯対策室長 よろしくお願いいたします。

27目防犯対策費について御説明申し上げま丸

114ページから115ページの27目 防犯対策費でございますが、一

般事務費と防犯対策事業にかかわる経費を計上いたしております。

27日 全体では、前年度と同額の計上でございますが、 11節需用費は

21年度実績を参考とし、消耗品等節減を見込み、前年度比25パーセン

ト、33万4,000円の減額となっております。

また、 19節負担金・補助及び交付金は、前年度比 1 5パーセント。

47万 8,000円の増額でございますが、これは主に町会防犯灯電気料
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補助金について、20年度の決算額及び21年度実績を参考とし増額計上

いたしたことによるものでございます。

その他の費目につきましては、20年度の決算額及び21年度実績を参

考としながら、いずれもわずかな増減額で、ほぼ前年度同様の計上とさせ

ていただいております。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 交通安全対策課長。

O牧田充正交通安全対策課長 続きまして、 116ページからの28目交通

安全対策費でございますが、前年度に比べ 90万円、 1 5パーセントの

増となっております。

以下、主なものにつきまして御説明申し上げます。

117ページ、 13節委託料のうち、違法駐車等防止指導業務委託料で

ございますが、225万円、845パ ーセントの減額 となっております。

これは、平成 18年 6月 の改正道路交通法の施行に伴い、警察による違

法駐車の取り締まりが強化され、川口駅東口周辺の駐車違反車両が激減し

ていることから、現在、違法駐車防止重点地域に指定し、指導活動を行な

つております同地域の指定を一時解除することによるものでございます。

また、 18節備品購入費のうち、医療用器具費でございますが、交通安

全教室で使用しますデジタルカメラ、グミー人形並びに信号機の買換え等

のため246万 9,000円の増額となつております。

その他の費目につきましては、ほぼ前年どおりの予算を計上いたしてお

ります。

続きまして、 116ページ、29目 自転車安全利用対策費でございます

が、前年度に比べ 2,052万 1,000円、 3 6パーセントを減額して
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計上しております。

増減の主なものにつきましては、119ページの 13節委託料のうち、

警備等の委託料につきましては、人員配置等の見直しを行い 199万 3,

000円、 10パーセント減、自転車駐車場等管理委託料につきましては、

人件費の時間単価アップ等により204万 7,000円、09パ ーセント

増、撤去自転車等管理委託料につきましては、自転車等保管場所の人員配

置等の見直しを行い383万 8,000円、 11 7パーセント減、自転車

等放置防止指導業務委託料につきましては、人件費の時間単価アップ等に

より159万 1,000円、 1 2パーセント増、また14節使用料及び賃

借料につきましては、器具等借上料において、川口自転車駐車場エレベー

ター内及び川口駅東 回第 1自転車置き場に防犯カメラを設置するため40

万 4、 000円、 1 1パーセント増。

15節工事請負費におきましては、前年度において、川日駅東口地下自

転車駐車場の電気室ほか改修工事が完了いたしましたことから皆減となっ

ております。

続きまして、 30日 交通公園費でございますが、前年度に比べ 160万

7,000円、226パ ーセントの減となっております。これは、前年度

15節工事請負費で芝児童交通公園の管理棟の屋根塗装の工事が完了いた

したことによるものでございます。

その他の費目につきましては、ほぼ前年度どおりの予算を計上いたして

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 国民年金課長。

O森田晃廉国民年金課長 よろしくお願いいたします。
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続きまして、同じく118ページ、 31目 国民年金事務費でございます

が、職員人件費及び国民年金事務費を計上いたしてございます。前年度予

算額に対しまして0 3パーセントの減、前年度と同程度の額の計上とな

つてございます。

主な内容につきましては、 1節報酬の年金相談員報酬につきましては、

前年度と同額を計上いたしております。

次に、 121ページ、 13節委託料におきましては、国民年金制度にか

かわるプログラム修正のためのシステム開発保守等の委託料を計上いたし

てございます。

なお、 11節需用費におきましては、消耗品費等の見直しにより、2

8パーセントの減となってございます。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 芝支所次長。

O今成 忠芝支所次長 よろしくお願いいたします。

続きまして、120ページから123ページの32日支所費について御

説明いたします。

支所費につきましては、芝支所を含めました 5支所及び蕨駅前芝連絡室

にかかわる経常的な一般事務費、施設管理費及び施設維持補修費でござい

まして、前年度に比べましてマイナス4.9パーセント、289万 2,00

0円の減額となっております。

主な理由といたしましては、 15節工事請負費におきまして、芝支所の

トイレ設備改修工事費を計上しておりますが、 11節需用費の修繕料にお

いて減額 したことや消耗品費、光熱永費の節減によりまして、支所費とし

ては全体で減額となったものでございます。
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次に、 122ページ、 33日芝市民ホール費でございますが、これは施

設の運営管理経費でございまして、前年度に比べまして08パ ーセント、

22万 7,000円の増額となつてございます。

主な理由といたしましては、 11節需用費や 13節委託料において、2

1年度の執行状況を勘案 し減額したものの、 15節工事請負費において 2

階、 3階の トイレ設備改修工事と大会議室照明改修工事を予定いたしまし

たことから、全体で若干の増額となっ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 駅前行政センター所長。

O矢作席章川口駅前行政センター所長 よろしくお願いいたします。

続きまして、124ページの 34目川口駅前行政センター費でございま

すが、前年度に対しまして51万 7.000円、02パ ーセントの増とな

つてございます。

このうち、主なものといたしまして、 125ページの 13節委託料のう

ち、旅券申請事務業務委託料でございますが、パスポー トセンターにおき

まして、役務費におきます人材派遣としての雇用期間等の関係から、旅券

申請業務の一部を委託に組換えをしたこと、並びに 15節工事請負費にお

けます施設整備工事費といたしまして、川口駅前市民ホール・フレンディ

アでのさまざまな利用者の状況に応じました音声コントロール等が可能と

なりますよう音響調整設備改修工事を計上したことによるものでございま

丸

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 市民パー トナーステーション所長。

O鷲巣敏行かわぐち市民パー トナーステーション所長 続きまして、 124
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ページから127ページまでの35目 市民活動推進費について御説明申し

上げます。

この市民活動推進費は、かわぐち市民パートナーステーションに係る運

営管理の経費及びボランティア活動の推進、市民との協働推進に係る経費、

マンションコミュニティ支援、国際化関係経費を計上しており、前年度に

対して 0 8パーセント減の3,051万 1,000円で、ほぼ前年並みの

予算でございます。

それでは、増減があった主なものを御説明申し上げます。

8節報償費は、前年度と比較し、25倍 となつておりますが、これは

講師等報奨金において多言語による外国人支援を充実させるために外国人

相談員を配置する経費 137万 7,000円 を新たに計上したことによる

ものでございます。

19節負担金・補助及び交付金は前年度と比較し246パ ーセント減

となっております。これは前年度実施した50歳の盛人式事業等が隔年開

催のため減額となつたためであります。一方、マンションコミュニティ推

進を目的に開催するマンションコミュニティ祭 り等に係る経費のために、

マンションコミュニティ連絡協議会への補助金及び盛人大学の実施に伴う

実行委員会の補助金をそれぞれ新たに計上しております。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 以上で説明は終わりました。

します。

では、21目 から伺いたいというふうに思います。

まず、先ほど御説明にも若干あったんですが、町会会館の建築事業量が

許
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前年比で大幅に減っているんですが、22年度で予定されている建築、ま

たは補修、修繕の箇所がわかれば教えていただきたいというふうに思いま

す。

それから、同じ19節のところで、コミュニティ事業助成金については、

宝くじから来るものだと思うんですが、22年度での内容についても伺い

たいというふうに思います。

戻つて、13節の委託料に、管理置営業務の委託料がありますが、この

コミュニティセンターの指定管理者の管理運営は22年度で何年になるの

か、それから、この間の運営についての評価をどのように検証をされてき

たのか教えていただきたいと思います。

それから、22日 の市民相談費のところで、89ページを見ますと、市

民相談室の職員の人数が4人 となつていまして、前年と比べるとマイナス

2人くらいになつているんですが、職員の相談体制については、22年度

どのようになるのかが1つ。それから御説明があつた多重債務の相談を4

月から始めるということですが、この多重債務の相談は月に何回くらいを

見込んでいらっしゃるのでしょう力ヽ お願いします。

O宇田川好秀委員長 自治振興課長。

O沢田龍哉自治振興課長 まず、町会会館の建築についてお答え申し上げま

丸

22年度の予定箇所につきましてはミ上戸塚町会と安行町会が新築です。

それから修繕といたしまして、行衛町会、東本郷台町会、伊刈町会の3つ

でございます。

続きまして、コミュニティ助成事業の22年度の内容でございますけれ

ども、東領家 1丁目町会が集会用テント、会議テーブル、いす、屋外放送
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設備等です。それから赤井町会が、太鼓の購入です。 3件日、芝 2丁 目町

会がみこし、それから太鼓等の購入ということです。

それから13節、これ芝コミュニティセンターなんですけれども、22

年度で指定管理者の管理といたしましては4年目にあたります。

今までの評価ですけれども、コミュニティセンターの管理については、

非常によくやっているという評価を得ておりますが、ただし、自主事業と

いうものをやっておりませんので、今後はコミュニティセンターとしての

自主事業を来年度以降すべく今検討しております。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 市民相談室長。

O鈴木幹雄市民相談室長 まず、職員の体制でございますが、21年度は正

職員が 5名 と、それから再任用ということでお 2人で、ワークシェアで 1

名ということで、正職員 5名、それと再任用が人数として1名 ということ

で、 6人体制でございました。

来年度は、正職員は4名 に減るんでございますが、再准月が 2人でワー

クシェアでございますので、 1組増えまして、正職員は4名 と高獲月は合

わせて 2名、都合で 6名体制ということで、人数上は変わりございません。

それから、多重債務相談でございますが、これは埼玉県消費者行政活性

化補助金というのを活用しまして行われるものでございまして、4月 から

第 2、 第4金曜日の午後 1時から4時までということで予定してございま

す。人数については、何名にするのかまだ決まつていませんが、30分ず

つ 6名以内くらいで、5人になるか、4名 になるか、ちょっとこれから弁

護士先生と相談なんですが、そういうことで 6名以内ということで予定し

てございます。もちろん、無料でございますので、困られている方がござ

-105-



平成22年 3月 総務常任委員会 3月 16日 (火 )

いましたならばこちらへ御案内できれば、後々弁護士事務所へ行つてフォ

ローをして相談が継続できるということになつてございますので、積極的

に活用していただきたいと思います。

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。

21目 については、コミュニティ事業の助成金のところで、おみこしが

対象になつているということなんですが、数年前の委員会の議論の中では、

コミュニティというところと宗教的なところで、線引きをどこにするのか

という議論もされていたかと思うんですが、それについて単純に宝くじ事

業のほうで、項目に入つているからよしとするんではなくて、市のほうで

そこについては、市としてやるべき業務なのかどうかということの議論が

されてきたのかどうか、きちんとその辺は計上されてきたのか、伺ってお

きたいというふうに思います。

それから、芝のコミュニティセンターなんですが、センターの管理はち

ゃんとやつているということですが、コミュニティセンターの自主事業と

いうものは、具体的にどういうものをイメージされているのか、私もちょ

っとわからないんですが、今後の管理の運営の仕方というところで、自主

事業というので具体的なものがあるのかどうかわからないですが、何か想

定されているものがあるのか伺いたいというふうに思います。

それから、市島相談費のところでは、人数については再任用で現在の相

談員さんの人数を確保していくということだと思うんですが、いろんな市

民のニーズも状況も、すごく複雑化して多様化している中で、現在の場所

で人を増やしたり、相談室を増やしたりというのは難しいかと思うんです
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が、将来にかけて、この市の職員の相談員さんとしての確保も含めて、あ

と相談室の拡充とかについてもぜひ検討していただきたいというふうに思

いますので、よぅしくお願いします。

それから、 24目 のリリアの指定管理者のところなんですが、ここも2

2年度で5年目に入るのかというふうに思います。ちょうど23年度に向

けての指定管理者の契約の切りかえの時期になっていくかと思うんですが、

契約を切りかえる際に、以前は指定で契約をしていたと思うんですが、公

募をしていく等の考えがあるのか、それからこの総合文化センターの管理

運営に係るところで、評価等をどのように、この5年間をされてきている

のか伺いたいというふうに思います。

それから、26目 のところで、市民会館のこの間の平均の利用率はどれ

くらいなのかということと、主にどういった方がこの市民会館を多く利用

されているのか、傾向等があれば教えていただきたいのと、 15節の工事

請負費の詳細について、もう少し御説明をいただきたいというふうに思い

ます。

O宇田川好秀委員長 自治振興課長。

O沢田龍哉自治振興課長 まず、コミュニティ助成事業のみこしの購入につ

いてなんですけれども、一応、このみこしにつきましては、宗教的なもの

ではなくて、コミュニティの推進のためにどうしても町会が欲しいという

申し出が何年も前からございまして、町会ではどうしても金額が張るもの

ですから、高くて買えないのでいかがなものかということで、市のほうで

検討を重ねて参りまして、コミュニティの推進のために使うものであれば

いいだろうということで、最近はみこしのほうを認めております。

それから、芝コミュニティセンターの自主事業についてでございますけ
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れども、今利用している団体の発表の場ですとか、また、公民館で行なっ

ているような文化祭ですとか、そういう皆さんを集めたというような催し

物をこれから検討していきたいと考えております。

以上でございます。

O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 24目 のリリアの指定管理者の更新につきまして

お答え申し上げますが、 5年目を迎える22年度、御指摘のように23年

度以降更新の時期に入つております。

20年 12月 3日付の指定管理者候補者選定及び評価会議という会議で

評価をいただいておりますが、当会議におきましては、意見等聴取したと

ころ、施設の管理運営状況等はおおむね良好と認められ、今後も引き続き

指定管理者としての運営をゆだねることについては妥当であるというよう

な御回答をいただいておりますので、その方向で進めさせていただきたい

というふ うに考えております。

次の市民会館の利用率と利用者についてでございますが、毎年、利用率

につきましては60パーセント前後でございまして、利用者につきまして

は、幼稚園、中・高校生または学校、あるいはアマチュアの音楽団体、ア

マチュアの文化団体など、利用者に御利用いただいておりまして、地域に

根差した文化活動の拠点となつております。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 市民相談室長。

O鈴木幹雄市民相談室長 それでは、お答えいたします。

まず、相談のスペースでございますが、相談する場所はちよつと手狭で

はないかということなんでございますが、確力ヽ こそれは重々承知をしてお
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るんですが、相談に来る相談者のプライバシーを保つ意味でも、ちょつと

あそこの別館がちょうどいいかとは存じ上げているんですが、ちょつと狭

いということは、これ私ども十分認識しいているわけでございまして、こ

れについては将来の課題とさせていただきたいと存じます。

あと、いろいろな相談の内容についてでございますが、来年度、多重債

務相談以外に、土地家屋調査士会の御要望がございまして、 2月 に一遍だ

けなんですが、土地の境界、測量相談というのを、土地家屋調査士会の方

にお願いして開催する予定でございます。これからも時代のニーズに即し

ましたいろいろな相談を取り入れていきたいと存じます。

以上でございます。

O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 申しわけありません。市民会館の工事費の内容に

つきまして、答弁がもれておりましたので御答弁申し上げます。

市民会館の工事費 766万 8,000円でございますが、新年度 3つの

工事を予定させていただいております。

1つは、ホール棟の空調高圧動力盤取替え工事でございます。これは、

空調設備を運転セープします高圧動力盤が会館以外のものでございまして、

い に劣化が進んでおりまして、定期点検におきましても早急に対応

するように指摘を受けておりますので、取替え工事を行うものでございま

す。

2点目としましては、舞台用の仮設調光器切りかえ工事でございますが、

舞台の照明を操作する調光器というのがございますが、調光器設置後29

年が既に経過しておりまして、代替の部品が既に廃盤になっていたり、調

光器機能に支障を来しております。全体を取り替えるのが一番いいんでご
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ざいますけれども、財源の問題もございまして、経費が大きいことから、

ぐあいの悪い箇所を抽出しまして、部分的に機材の外付けによります取替

え工事というものを予定しております。

それから、 3つ 目の工事でございますが、舞台ホリゾントライ ト部品交

換工事、舞台照明のアッパーホリゾントライ トのソケットが高圧のために

焼損劣化 しておりまして、そのソケットを交換させていただく工事、その

3つを予定しております。

以上であります。

O宇田川好秀委員長

ありがとうございます。

22目 の市民相談員については、いろいろと相談の中身については努力

をしていただいているということで、了解をいたしました。 1点だけ確認

をしたいんですが、その多重債務の相談について、新しく始める部分につ

いては県からお金が来るということなんですが、これはずっと来るものな

のかどうか確認だけ、教えてください。

それから、市民会館につきましては、利用されている団体の様子を聞き

ますと、本当に広い市民の方に利用していただいているのかなというふう

に思つているんですが、その工事の内容を聞くと、開館以来ということな

ので、40年以上たっているものだとか、あとは仮設の調光器、それはも

う29年がたつたりしているというものがありますので、幾ら幅広い市民

団体だとかアマチュアの方だからといって、施設の利用に支障を来さない

ように十分その施設の運営については努力をしていらっしゃるとは思うん

ですが、改めて努力を求めたいというふうに思っています。

リリアについては、指定管理者ということで、運営費が年間で4億 7.
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000万という本当に大きなお金がかかっている一方、本当に広い市民の

方が利用される市民会館については、本当にわずかな予算でいろんな方に

利用されているという意味では、それぞれの施設として目的も違うとは思

うんですが、本当にもうちょつと充実したものになってほしいというふう

に思つていますので、その辺の決意を含めてお伺いできたらと思います。

それから、 28日 の交通安全対策費についてなんですが、先ほどの御説

明で、 13節の委託料の違法駐車等の防止指導業務委託料は、川口駅周辺

については一時解除するということでしたが、そのほかの地域については

どういうふうに、ほ力ヽ こ指定されている地域があるのかどうかも含めて、

どういうふうにするのか伺っておきたいというふうに思います。

それから、 29日 の119ページの 13節委託料の中の警備委託料につ

いても、人員の体制を変えていくということだと御説明があつたんですが、

当初、川口駅地下の駐車場に行く際には、警察のほうからもここの人員を

きちんと配置して対応するようにという指導があったかと思うんですが、

それらの何か変更があつたのかどうか、そこを確認をさせていただきたい

というふ うに思います。

それから、幾つかこの委託料の中で、人件費が少しアップするという御

説明があつたんですが、今まで幾らで、22年度ではどれくらいを単価と

して見込んでいるのか、そこも確認をさせてください。

あと、飛びまして、 32日 の支所費についてなんですが、ここの支所費

についても、89ページを見ますと、それぞれの支所の人の配置が21年

度に比べますと1人ずつですか、減つているところが多いんですが、支所

の運営については、人が減ってしまうのか、減るんであれば、その支所に

ついては運営に支障がないのかどうか、そこを確認したいのと、あと人材
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派遣の手数料がありますが、これはどこの支所にヽヽ というふうに見込ん

でいらつしゃるのか、伺いたいというふうに思います。

O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 市民会館の今後の運営のあり方についての決意を

という御質問でございますが、リリアに比べまして市民会館は、料金も低

廉でございまして、特に昔から音響効果がとてもよく使いやすいという、

そういう声をよく耳にいたします。御利用いただく方も上級者から中級者、

さまざまなそういった多様なニーズがございますので、利用者に支障が及

ばないよう最大限のそういった維持管理に努めていきたいと思っておりま

九

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 市民相談室長。

O鈴木幹雄市民相談室長 消費者行政活性化補助金でございますが、これは

21年度から3か年の時限的な事業でございまして、国の補助金により県

が基金を造成し、この基金から消費生活多重債務相談というのを行 うわけ

でございますが、10分の10全部補助が出ます。出ますけれども、22

年度、 23年度の2年間の時限的な事業ということで御理解賜りたいと存

じます。

O宇田川好秀委員長 交通安全対策課長。

O牧田充正交通安全対策課長 まず 1点目の、違法駐車等防止指導業務にか

かわる重点地域でございますが、こちらにつきましては、川国市違法駐車

防止条例に基づきまして、重点地域を指定して実行するものでございます。

現在指定箇所は、川口駅東回周辺、主な路線につきましては、産業道路、

本町通り、六間道路、人間道路、川信前通りを指定して啓発活動を行なっ
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ているところでございます。これ以外のところは、指定をしておりません

ので、その違法駐車対象にはなつておりません。

次に、警備等委託料にかかわる御質問でございますけれども、こちらに

つきましては、20年 10月 に川口駅東口地下駐輪場が改修工事を行いま

して、収容台数が、当初 996台から2,700台に増えたわけでござい

ますが、その関係で旧マノ1//側からの入り日の改修工事を行いまして、そ

のときに警察と交通協議する中で、この利用者の動線がある程度確保され

るまで、手厚く警備のほうを行なっていただきたいという要望がございま

した。

開設後 1年半がたちまして、その動線等を調査した結果、警備体制を今

の 1か所プラス、そごう側の臨時的な警備員配置については、見直しても

よいというお話もありましたことから、今回予算を見直させていただいて、

人員を削減させていただきました。

それから、 3点日の自転車駐車場等管理委託料と自転車等放置防止指導

業務委託料の単価アップの件なんですが、自転車駐車場等管理委託料につ

きましては、昨年度、平日826円を計上しておりました。それで算出根

拠としておりましたが、今回 5円アップということで、831円で相談さ

せていただきました。また、自転車等放置防止指導業務委託料の平日の時

間単価が、昨年 787円、これを23円アップの810円 ということで、

予算の積算の根拠とさせていただきました。

O宇田川好秀委員長 芝支所次長。

O今成 忠芝支所次長 支所の人員配置が減なのかというお尋ねでございま

すが、21年度におきましては再任の職員を2名 1組ということで、 1人

分の職員を各支所に配置してございます。
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なお、芝支所においては、ほかの支所とは違いまして、蕨駅前連絡室に

も職員が 1名退職した関係で、その分をお尋ねの人材派遣ということで賄

っております。人材派遣につきましては、蕨駅前連絡室だけでございます。

1名 でございます。

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。

市民相談室の今御説明があつた時限的というところで、 23年度までは

弁護士さんを配置して多重債務の相談はお金が来るということですが、2

4年度以降については、市の負担でも行 うのかどうか、まだわからないこ

ともあるかもしれませんが、ぜひやっていただきたいという希望も含めて、

一応お答えをいただければというふうに思います。

それから、29日 、 119ページの先ほど人件費が幾つかのところでア

ップしていただいて、努力をしていただいたんだなというのはよくわかり

ました。特に、その放置防止の指導員さんなんかは、自転車駐車場の管理

の方もそうですけれども、本当に早朝から、寒い中でも、いろんな天候が

悪い中でも、頑張つていただいていて、放置自転車の防止には本当に大き

な役割を果たしていただいているのかなというふうに思いますので、引き

続き、本当に放置自転車だとか交通安全のために、そういつた経費につい

ては今後も努力をしていただきたいというふうに思います。よろしくお願

いします。

それから、 32日 の先ほどの職員が減つている部分は、再任用で賄って

いるので、実際には、業務にかかわっている職員は変わらないという認識

でいいのかどうかの確認を 1つ させていただきたいのと、人材派遣につい
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ては、いつから蕨の駅前連絡室の人材派遣の職員さんがいらっしゃるのか、

ちょっと改めて確認をさせてください。

それから、次に、 34目駅前行政センターについての12節の人材派遣

の手数料は、ここはどういった業務をされていて、何人くらいの方がいら

つしやるのかを伺いたいのと、 13節の委託料について、先ほど御説明が

あつたパスポー トセンターの人材派遣については、委託に切りかえるとい

うところですが、ここだけ今まで人材派遣だったものを委託に切りかえる

理由について何いたいというふうに思います。

それから、フレンディアの指定管理者の運営についてなんですが、ここ

も22年度で何年目になるのか、それからこの間の評価、調整というのを

どういうふうにやられてきたのか教えてください。

O宇田川好秀委員長 市民相談室長。

O鈴木幹雄市民相談室長 22、 23年度の時限的事業、多重債務のことで

ございますが、それ以降はどうなるのかということでございますが、現在

も、第 1、 第 3水曜日に、これは司法書士会川口支部で、川回のキュポ・

ラの5階で夜間司法書士相談をやつてございまして、その中の、これは司

法書士会がやつているんですが、ここに 1つ、多重債務の相談も受け付け

られるということがございます。あと、私どもでは、これから2年間、多

重債務の弁護士さんといろいろ勉強する中で、よく話を聞いて、金融庁の

マニュアルによりますと、多重債務者が来たら、よく話を聞いて弁護士さ

んにつなげるまでをやつてほしいということでございます。ですので、こ

の2年間の間に、弁護士さんのいろいろ意見交換して、顔もつなげておい

て、それでその後、それ以降になりましたら、職員が簡単な相談をして、

そこの先生に連絡してということをできるような体制をつくるように、こ
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この22年度、23年度で弁護士先生と、隣にいて聞いてもいいというこ

となんで、ちょっと勉強して、そういう体制を築くように努めて参りたい

と存じます。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 芝支所次長。

O今成 忠芝支所次長 先ほどの松本幸恵委員さんの御質問でございますが、

職員体制に変更はございませ紘

1名ずつ減つているのは、先ほども申しましたように再種月職員で賄う

という考えでございます。

それから、人材派遣につきましては、平成 20年度から蕨駅の連絡室が

3名 から2名体制になつたことにより、そこで住民票等の発行業務をお手

伝いいただいて、サービスの維持に努めているところでございます。

以上でございます。よろしゅうございましょうか。

O宇田川好秀委員長 り||口 駅前行政センタT所長。

O矢作席章川口駅前行政センター所長 行政センターにかかわりまして、数

点の御質問にお答えいたします。

まず、行政センターは、どういう仕事をしているか、また業務というよ

うなことですけれども、 12節の行政センターにかかわりまして、これは

戸籍とか住民票の届け出に係る電算入力業務にかかわるといいうようなこ

とで、こういつた業務を行なっております。

また、時間帯は、平日の8時半から5時までと夜間、あとは土・日・祝

日の8時半から5時までの23名のローテーションで行なっております。

2点 目のパスポー トの委託についての理由ということでございますが、

これは、旅券等の窓口については、人材派遣会社等事業を行なつて参りま
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したが、政令に定められています 26種業務以外というようなことで、3

年を超えて派遣を受け入れることが制限をされているというようなことか

ら、今回委託の方法をとるものでございます。

3点 目ですけれども、フレンディアにかかわりまして、フレンディアは

22年度で 5年 目を迎えるものでございます。

また、 19年度に評価会議を受けまして、そこでは非常に駅前の利便性

ということもありますけれども、皆さんからは、非常に利用効率も高いと

いうことで喜ばれており、そういう中で、さらに利便性を高めるために、

先ほどお話ししました工事等を行なつて、さらに利用率を高めていく、こ

ういつたことでございます。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長

今の 34目 のところでは、パスポー トセンターについては、

26種以外ということで、3年以上はだめだということですが、そのほか

の人材派遣については、これは業種の中に含まれているので、3年以上で

も、ずつと同じ人を人材派遣でやっていても構わないということなのかど

うか、ちょっと確認をしたいのと、それからフレンディアの管押運営業務

につきましては、5年 目になるということで、これから契約の切りかえに

なっていくかと思うんですが、ここについては、利便性があるので利用率

が高いと思うんですが、サービスの内容については、今のところと比較し

てもつとほかにできるところがあるのかどうか等のいろんな議論もされる

のかなというふうに思うんですが、その辺について、今後の考え方を伺い

たいというふうに思います。

それから、同じ13節の管理業務の委託料の詳細についても伺いたいと
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いうふうに思います。

それから、 35目の13節の管理業務の委託料につきましても、詳細に

御説明をお願いしたいというふうに思います。お願いします。

O宇田川好秀委員長 駅前行政センター所長。

O矢作席章川口駅前行政センター所長 まず、行政センターにおきましては、

労働者派遣法で考えますと、 26種類の業務内というようなこともござい

まして、派遣期間に制限がないといったことで、現行のままで行うという

ことでございます。

それから、フレンディアにかかわっての御質問でございますが、これは

サービスが利用されているという駅前の利便性ということもございました

けれども、そういつたことを踏まえつつ、現在の、御存知のようにホテル

オークラエンタープライズというところが、今現在4年 目ということで、

来年度に5年目を迎えるわけでございますけれども、そうした中とまた同

じようなところがあるかどうかというふうなお尋ねだと思うんですが、こ

れは今後のことということで、まだ現時点で、こういつたところというふ

うな形で候補を選んでいるというふうなことではございませんので、御理

解をいただきたいと思います。

また、 13節の委託料にかかわらての御質問でございますが、これは、

3つの業務がありまして、行政センターの専有部分と、公益共用部分の定

期点検等の管理業務委託、また行政センター等の床の清掃委託、また、2

階受付にございます公共施設案内業務委託、この 3点でございます。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 市民パー トナーステーション所長。

O鷲巣敏行かわぐち市民パー トナーステーション所長 35目 にかかわる委
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託料の内容ということでございますけれども、まず、管理業務委託料につ

いて説明いたしま丸

2つございまして、まずはパートナーステーションの清掃部分の委託料、

それから公益専用部分の管理業務委託料、この2つを計上してございます。

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。

34目 についての管理業務委託料の中の、今 3つ挙げられたと思うんで

すが、それぞれについて、21年度までの契約の相手方と契約の仕方、随

意契約だったのか、見積もりだつたのか、その辺についても教えていただ

きたいのと、 22年度についての考え方。 35日 の管理業務委託料につい

ても同じようにお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。

O宇田川好秀委員長 駅前行政センター所長。

O矢作席章川口駅前行政センター所長 21年度の相手方ということでした

らお答えできるんですが、 21年度におきましては、行政センターの専有

部分の管理業務委託につきましては、これは川口土地開発株式会社でござ

います。

それから、清掃委託については、三幸マネジメントというところに委託

をしております。

3点 目の 2階受付の公共施設案内業務委託、これは、社会福祉貢献活動

を行なっている団体に委託をしているところでございます。

それから、 22年度については、これから予算というような中で、今順

次進めておりますので、御理解をいただきたいと存じます。

O宇田川好秀委員長 市民パー トナーステーション所長。
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O鷲巣敏行かわぐち市民パー トナーステーション所長 35目 においても、

34日 と同じ形で、まず清掃のほうは、一緒に入札をした関係がありまし

て、同じ株式会社三幸に入札されております。また、公益専用部分管理業

務委託、これも全く34日 と同じように、川回土地開発株式会社のほうで

委託をしております。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 駅前行政センター所長。

O矢作席章川口駅前行政センター所長 先ほどの管理委託にかかわつての御

質問について補足説明させていただきます。

社会貢献活動を行なっている団体でございますが、輝け盛人というふう

なことでございます。

それと、22年度の予定というふうなことで、管理業務委託につきまし

ては、 1社、随契というような形で予定しております。

それから、清掃委託へは、6社が見積もり合わせということで考えてお

ります。また、先ほどの2階の受付の案内業務、これもこういつた社会貢

献活動を行なっている団体の 1社と随意契約ということを予定しておると

思っています。

以上でございます。

では、お願いします。

110ページのアートギャラリー費のところで、私の聞き間違いかと思

うんですけれども、次ぎ113ページのほうになりますが、15節改修工

事費、ここの中で加湿機能を設けるとおつしゃったと思うんですが、アー

O              ほ か に 。
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トギャラリーですので、多分、加湿、除湿両方なのかなと作品に関しては

思うんですが、これが本当にカロ湿だったのか、それとも両方だったのか、

ちょっと正しく教えていただければというふうに思います。

それは確認で結構なんですが、あとは、 120ページからの支所費なん

ですが、これは芝支所のところが目の説明にありますけれども、ほかの支

所についても、ここの費目で伺っていいのかどうかということを聞きたい

のです。そうすると、先ほどの総務の一番最初の職員の人数があったんで

すけれども、戸塚支所以外の安行支所、神根支所、新郷、とにかく全部人

数が 1減だつたんですけれども、この影響について、これは先ほどおっし

ゃられたような再任用との関係で考えていいのかどう力、 支所に行つたと

きなどは、職員の皆さん、自分の席に座つている暇もないくらしヽにしいと

いう場によく出会うんですけれども、過重労働だと私は思いますが、その

辺の認識についてどうなのか、お伺いしたいと思います。

それから、 123ページの 15節の工事請負費、ここ2つ とも、支所費

の中の工事請負費と、それから芝市民ホールの工事請負費と、これは芝支

所の トイレ、または2階、 3階の トイレ設備工事という御説明だつたんで

すが、昨年も同じようにあつたんですれ 昨年は要望があって、それに合

わせて トイレの工事を和式から洋式に取り替えたというのがあったんです

けれども、これについては一体どういうふうな経緯で、 トイレと改修工事

になつたのかということの御説明をお願いしたいと思います。

それから、先ほどの駅前行政センターのところと、それからパー トナー

ステーション、両方とも土地開発株式会社に、これは 1社随契でやってい

るということなんですが、 1社随契というのが正しいのかどうかというこ

とも含めて、今後の方向性についてお伺いしたいと思います。
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それから、その下のマンションコミュニティ、 126ページのマンショ

ンコミュニティ連絡協議会の補助金ということで、予算概要にあったのは、

いろいろ情報交換とか、安心・安全なまちづくりというようにあるんです

けれども、具体的に何を計画されていらっしゃるのか、マンションのいろ

んな問題を解決するとか交流を図るということは、都市部ではこれからい

ろんな試みがなされていくと思うんですけれども、実際には今どういった

形でこれをやつていくのが最適と考えていらっしゃるのか、その方向性も

伺いたいと思います。

以上です。

O宇田川好秀委員長 アートギャラリー館長。

O小川順=郎アー トギャラリー館長 今の御質問にお答え申し上げます。

アートギャラリーの改修工事の内容でございますが、加湿機能の付カロで

ございます。除湿は入つてございません。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 芝支所次長。

O今成 忠芝支所次長 職員数のお尋ねでございますが、もう少しこれは細

かくというので、詳しくお話をさせていただきますと、22年度は芝支所

が 1名減で、そのかわりに再任月をいたします。それで20から19にな

つております。ほかの支所につきましては、再任用職員で採用しています

ので、引き続きそのままということでございます。そうすると、昨年の6

月に銀行派出所が撤退した関係で、それは再任用職員を職員数とは別にも

う既に配置済みでございまして、収納等の業務をやつていただいてござい

ます。したがいまして、桜井委員さんの過重労働かどうかというのは、ち

ょつと判断しかねないのですが、職員が今一生懸命やって、窓口対応して
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いるというのは事実でございます。お客様がたまたま待たせている場合が

ございますが、それはまた職員が一生懸命やっているということで御理解

いただきたいと思います。

それから、支所費の工事請負費、それから市民ホールの工事請負費でご

ざいますが、昨年は確かに市民ホールの工事請負費で、3階の女子 トイレ

だけを改修してございます。要するに、21年度はやってはございますが、

22年度はその残りの部分、 1階の支所に相当する部分、支所のお客さん

用の男女 トイレ、それから2階、3階の市民ホールにございます21年度

にやったトイレ以外の部分につきまして、改修工事を計画いたしていると

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 駅前行政センター所長。

O矢作席章川口駅前行政センター所長 土地開発 1社というようなお尋ねで

ございますけれども、これは組合設立当初から、再開発事業を進める中で

支援にあたつてきたという中で、全体共用部分等々含めまして、これは公

団等管理組合、あるいは団地管理組合が、土地開発のほうに管理業務を委

託しているという中にあって、構想を推進する部分におきましても、そう

いった全体共用分と関連するというような規定がございまして、管理組合

とこのような同じところへ委託しているというようなことで、効率的なス

ムーズな運営ができるということで、こういうふうに行なつているという

ことでございます。

O宇田川好秀委員長 市民パートナーステーション所長。

O鷲巣敏行かわぐち市民パートナーステーション所長 まず、マンションコ

ミュニティ祭りの関係でございますけれども、どういつた内容か、どうい
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った意味があるのかということでございますけれども、市内のマンション

は今 830棟ございます。マンション居住者は10万人以上になっており

ますけれども、マンション居住者は国とのつながりを敬遠する傾向もあつ

て、マンション管理や地域コミュニティの面で、まちづくりの課題である

と考えております。

このため、マンション同士と、それからマンション内の交流イ足進をする

何らかのイベントが必要だということで、今回新たに計上したものでござ

います。実際には、 11月 の初旬の日曜日にキュポ・ラ広場において、テ

ントだとかステージを設営して、それの出店だとか、ステージに出る方々

を公募しようというふうに考えております。

この公募だとか企画段階で、‐応マンション同士の方々の交流が生まれ

れば、さらに効果が出るのではないか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 ほかに。

〔「1点だけすみません」と言う人あり〕

本当すみません。

では、今のマンションコミュニティに関してなんですが、現在 830棟

あるというお話だつたんですが、この連絡協議会に何棟の参加があるかと

いうのをちょっと聞かせていただければと思います。

O宇田川好秀委員長 市民パー トナーステーション所長。

O鷲巣敏行かわぐち市民パー トナーステーション所長 830棟 あるという

ことは、830の管理組合があるというふうに考えられるんですが、実際

には呼びかけてもなかなか集まらないということがありますけれども、今

の時点で 50の管理組合、それから30人のマンションの居住者、それか
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らNPO法人が 2つ入つておりまして、これをコアにしてもつともつと広

げていきたい、将来的には全部の管理組合が入れるように努力していきた

いということで、さまざまな事業を行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 江袋委員。

ちよつと要望なんですが、呼びかけられていてなかなか参

加していただけないというのは、重々承知はしておるんですが、その中で

も、そうは言つてもやはリマンションの問題に関して、例えば、管理の会

社が倒産をしてしまって、そこで、そのマンションの問題になると思うん

ですけれども、それでかなりやはり困つているというそういうお話とかも

ありますので、これからもどんどん積極的にこういうものがありますとい

うのを、あきらめずに粘 り強くマンションのほうに伝えていただければと

いうふうに思いますので、これは要望にさせていただきます。

O宇田川好秀委員長 ほ力ヽ こ。

〔「なし」と言う人あり〕

9宇田川好秀委員長 以上で質疑を打ち切ります。

暫時休憩いたします。

再開、45分の予定でお願いします。

午後 3時 34分休憩

午後 3時 45分再開

O宇由川好秀委員長 再開いたします。

O宇田川好秀委員長 次に、第 2項徴税費ないし第 6項監査委員費に対する
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説明を求めま丸

企画財政部長。

○西川 亨企画財政部長 これより御審査いただきますのは、平成 22年度

一般会計予算のうち、歳出の部、第 2款総務費、第 2項徴税費から第 6項

監査委員費まででございますが、詳細につきましては、各担当課長から順

次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 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。

126ページをお開きください。

2項徴税費につきまして御説明申し上げます。

職員人件費を除いた徴税費につきましては、前年度に対し、約 27 8

パーセントの増でございます。

1目 税務総務費につきましては、固定資産評価審査委員会運営費のほか、

税 4課にかかわる一般事務費の経費を計上しておりまして、職員ノヘ、件費を

除きますと、前年度に対し203パ ーセントの増となっております。

129ページをお開きください。

主な理由といたしましては、 19節負担金・補助金及び交付金の地方税

電子化協議会負担金におきまして、一部負担金の免除措置が終了したこと

及び従来紙により行なっておりました所得税の確定申告情報を、23年 1

月の確定申告から電子化するためによる負担金が生じましたことから、6

92万 6.000円 を増額したものでございます。

次に、 128ページからの2目賦課徴収費でございますが、これは市悦

の賦課及び徴収にかかわります経費を計上しておりまして、前年度に対し
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28 3パーセントの増となつております。

主な理由といたしましては、固定資産評価替え事業におきまして、適正

な地価を鑑定評価するための費用として、 12節役務費及び 13節委託料

を増額し計上いたしたものでございます。

131ページをお開きください。

収納データ作成及び還付関連業務費でございます。

23節償還金・利子及び割引料におきまして、依然として厳しい経済状

況下のため、企業収益の悪化に伴いまして、予納されました法人市民税の

還付分として、 1億円を増額計上いたしたものでございます。

以上で説明を終わらせていただきます。

O宇田川好秀委員長 市民課長。

O小野雅美市民課長 続きまして、 130ページ、 3項 1目戸籍住民基本台

帳費について御説明申し上げます。

戸籍住民基本台帳費は、一般事務費、戸籍管理費、住民基本台帳管理費、

証明発行業務費、外国人登録業務費で、戸籍の謄・抄本及び住民票の作成

や交付に係る経費でございまして、前年度予算に対し27パ ーセントの

減となっております。この中で、 133ページ、 14節使用料及び賃借料

のうち、さらに窓ロサービスの充実を図るため、発券機 1台増やすための

借 り上げ料と18節備品購入費のうち、お札用の保管庫購入分が若千の増

となっております。

説明は以上でございます。

O宇日川好秀委員長 選挙管理委員会事務局次長。

O森田陽―選挙管理委員会事務局次長 続きまして、 132ページから13

9ページにかけての4項選挙費につきまして御説明申し上げます。
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本年度予算は、前年度予算に対し、項全体としては174パ ーセント

の減となっております。これは主に、前年度では市長選挙並びに市議会議

員補欠選挙及び衆議院議員総選挙などの投開票事務などに関する経費を計

上させていただきましたが、本年度は、 7月 25日 任期満了となります参

議院議員通常総選挙の投開票事務の経費並びに23年度に任期満了となり

ます県議会議員一般選挙、市議会議員一般選挙の準備経費を計上したこと

などから、前年度と比べまして減額となったものでございます。

それでは、引き続き、日ごとに順次御説明申し上げます。

はじめに、132ページから135ページにかけての 1目 選挙管理委員

会費でございますが、これは委員会にかかわります職員人件費、一般事務

費、選管運営費の3事業の経常的経費のほか、国民投票に係る投票人名簿

管理システムを構築するための経費及び選挙機材倉庫管理経費を計上いた

したことなどから、本年度は前年度予算に対し、45パ ーセントの増と

なっております。

次に、 134ページから135ページにかけての2目選挙常時啓発費で

ございますが、これは毎年実施しております常時啓発に係る経費で、実績

に基づき、前年度予算と同額を計上いたしたものでございます。

次に、同じく134ページから137ページの3日参議院議員通常選挙

費でございますが、これは任期満了に伴い、執行が予定されます参議院議

員通常選挙の投開票事務等の経費を計上いたしたものでございます。

次に、 136ページから139ページの4目 県議会議員一般選挙費でご

ざいますが、これは23年 4月 29日 に任期満了となります県議会議員一

般選挙の執行に係る準備経費を計上いたしたものでございます。

次に、 138ページから139ページのかけての 5日 市議会議員一般選
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挙費でございますが、これは23年 5月 1日 に任期満了となります市議会

議員一般選挙の執行に係る準備経費を計上いたしたものでございます。

なお、 138ページの末尾に記載がございます市長選挙費、市議会議員

補欠選挙費、衆議院議員総選挙費、最高裁判所裁判官国民審査費でござい

ますが、前年度に選挙の執行が終了いたしたことから、項目のみの計上と

なっております。

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 総合政策課長。

O押田善司総合政策課長 続きまして、138ページからの 5項統計調査費

について御説明申し上げます。

初めに、 1日 統計調査総務費でございます。

これは、統計係幸町分室にかかわります管理事務費でございまして、職

員人件費を除きますと、ほぼ前年と同額の計上となっております。

次に、 140ページの2目基幹統計調査費でございます。

この目は、国・県からの法や条例に基づく調査委託に係る経費でござい

ます。

平成 22年度においては、工業統計調査ほか、 3つの調査及び 2つの事

後処理を行 うための予算でございます。

なお、濶載22年度に、大規模調査である国勢調査が実施されることか

ら、前年度より約 530パーセント、 2億 1.296万の増額となってお

ります。        、

この目に係 ります経費につきましては、すべて県からの委託金によって

賄われるところでございます。

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
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0宇田川好秀委員長 監査委員事務局次長。

O飯塚高史監査委員事務局次長 続きまして、140ページから143ペー

ジの6項監査委員費につきまして御説明申し上げます。

1目監査委員費につきましては、監査委員及び監査委員事務局職員の人

件費にかかわる経費が主な内容でございまして、前年度に比べ 1,446

万3.000円、126パ ーセントの減となってございます。

減となつた主な内容は、事務局職員の給料等人件費の減によるものでご

ざいます。

なお、 9節旅費の増額につきましては、全国都市監査委員定期総会兼委

員研修会の開催地が昨年度と比べ、遠隔地となったことから大幅な増額と

なつたものでございます。

また、 12節役務費の増額及び 18節備品購入費の新規計上につきまし

ては、テレビ電波のデジタノL/4ヒ に対応すべく、テレビ受像機の買換えに伴

います再商品化等手数料及びテレビ受像機の購入費を計上したことによる

ものでございます。

以上で説明を終わります。よろしくお願いを申し上げます。

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。

127ページの 1日 の総務費のところでなんですが、日の

説明を見ますと、21年度比で合計で約 10人くらいの職員さんが減員に

なつているんですが、この減員になつた分の職員さんは、例えば再任用と

かで、そこの仕事の中身についてはきちんと保障されるのかどう力、 そこ

の職員の配置について、まずそれぞれ伺いたいというふうに思います。

-130-



平成2年3月 総務常任委員会 3月 16日 (火 )

もし、再任用さんが配置されるのであれば、その人数についても示して

いただきたいというふうに思います。

それから、次の128ページの 2日 からのところで、すみません、飛ん

で 131ページの23節の償還金のところで、説明で市税の還付金を1億

ほど増に見込んだということですが、その詳細について、もう少し御説明

をいただきたいというふうに思います。

それから、次の3項の 1目 についても、ここも市民課の職員が 1人減に

なっているんですが、その仕事の補てんについてはどういうふうにされて

いくのかということと、次のページの 12節の役務費の人材派遣の人数と

仕事の内容について伺いたいというふうに思います。

それから、同じく19節の市自衛隊父兄会の補助金というのが、ここの

目に入つてきているんですが、この自衛隊父兄会というのはどういう活動

をされているのか教えていただきたいというふうに思います。

O宇田川好秀委員長 税制課長。

○岩澤幸雄税制課長 それでは、税務総務費に係 ります人件費、人数 10名

減ということでございますが、税 4課全体で 15名 の再任月の職員が確保

されておりますので、業務に支障となることはないものと考えております。

続きまして、償還金につきましてでございますが、平成 20年度におき

まして、法人市民税が約 2億 6,000万程度の還付を行なつておりまし

たところですが、今年度につきましては、 9月 に補正をさせていただきま

してヽ約 4億 6,000万程度という形になっておりますが、現在の景気

の状況をかんがみますと、法人市民税の還付につきましては、法人の利益

が上がった場合、その予納される部分というのは半分予納という形になり

ますので、前年度に比べて21年度の予納分というのが、やはり法人市民
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税が悪化しておりますことから減少しておりますので、その上に伴いまし

て、予算分つけまして、 1億円の還付が増額になるだろうというような見

込みの上から計上させていただいた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 市民課長。

O小野雅美市民課長 最初に、 1名減の対応につきましてでございますが、

この 1名 につきましては、再任用で対応ということになっております。

あと、人材派遣の関係でございますが、これは人材派遣の人数につきま

しては、現在 7名 ということで、転入と外国人登録の転ヽ こ伴うパソコン

入力が主な業務でございます。

自衛隊の父兄会の活動内容でございますが、これにつきましては、広報

活動の協力、それから会員相互の交流とか、研修活動などでございます。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長

ありがとうございます。

今の市自衛隊父兄会補騎金については、活動の内容を聞いていますと、

何で市がここにお金を出さなければいけないのかが全くわからないんです

けれども、何でこの自衛隊の父兄会というところに特化して市が補助金を

出すんでしょう力■

0宇田川好秀委員長 市民課長。

O小野雅美市民課長 これは、自衛隊の募集に関して、これは国の法定受託

事務ということで、県からも補助金として歳入が入つてきています。その

関係でございまして、その広報活動を市がやるような活動になっておりま

して、その活動の協力体制をとつていただいている団体ということで、補
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助金を出しているところでございます。

O宇田川好秀委員長

すみません、わからないんですが、今、歳入の御説明も一

緒にされたので、ちょっと関連して伺つてしまいますけれど、県から来て

いるその14万 3,000円 のうちの4万円がここに入つているという説

明なんですか、今のだと。

○宇田川好秀委員長 市民課長

〇小野雅美市民課長 そういうことではなくて、結局国の法定受託事業で、

こういう来ている仕事の中の一部をそういうPR、 広報活動していただい

ているという団体で、その金額が入つているということではなくて、そう

いうことに関連して一つの協力をしていただいているということを含めて

申し上げたことでございます。

O宇田川好秀委員長

すみません、いいです力λ わかりました。最初の説明だと

関係があるようなちょっと受けとめ方をしてしまったのを、今、伺つたん

ですが、関係ないということはわかりました。

それで、市のところが会員相互の活動の交流ということが主なのかなと

思いますし、全国の自衛隊父兄会のそれぞれの事業の中身とか、目的とか

を見ましても、PRしていくということは一切定款には書いておりません

し、あくまでもこの中身、事業とか、目的の中身を見ますと、会員相互の

親睦及び相互扶助、会員の研修というふうな中身にしか書かれていないん

です。そうすると、市がここに出している意味というのは、PRもその会

の目的からしても、全然合致しないのかなというふうに思うんですが、そ

の辺については、この父兄会の皆さんとどういう話をされているのでしょ
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うか。

O宇田川好秀委員長 市民課長

0小野雅美市民課長 この活動につきましては、自衛隊機関紙だとか、こう

いうものを団体が購入しまして、PRと して配つているわけでございます。

ですから、そういう中にこういういろんな市がやっている広報とか、そう

いう中にそういう内容も盛り込まれている関係もありまして、そういうこ

とから、これはPR活動に一部貢献しているという趣旨で出しているもの

でございます。

O宇田川好秀委員長

そうすると、自衛隊のPRをするのは、市の固有の仕事だ

というふうになるんです力、

O宇田川好秀委員長 市民課長

O小野雅美市民課長 これは自衛隊法がありまして、政令の中に市町村町長

は自衛官の募集に関する広報活動を行うものとするという規定があります

ので、それに基づいて。

O宇田川好秀委員長

それは県に来る分で、県から来る自衛隊募集の事務の委託

金としてそれをやるんではないんです力、

O宇田川好秀委員長 市民課長

0小野雅美市民課長 この広報活動に伴うことということで、県からも補助

金が出ていることでございま九 やっているのは、実際今、市の広報紙に

掲載をさせていただいているとかということです。

O宇田川好秀委員長

わかりました。
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また、おいおいちょつと後で御説明をいただければというふうに思いま

す。ただ、この自衛隊父兄会が通常目的としている事業というのは、PR

ではなくてあくまでも会員の相互の研修並びに親睦というところが大きな

主題に置かれているところだというふうに、この全国の定款なりを、あと

活動内容を読むなり、拝見するなりでは、そういうところを特化されてい

るのかなというふうに思いますので、何で 1日 からここにお金が出されて

いるのかもわかりませんが、ちょっと疑間が残るところです。別に答弁は

要りません、これについては。

それから、次に選挙費の 1日 の、136ページの 13節の委託料のシス

テム開発保守委託料の詳細について御説明をいただきたいのと、次の3日 、

4目 、 5目 にそれぞれ人材派遣の手数料が入つていますが、これの派遣さ

んにお願いする仕事の内容等について、あと人数についても伺いたいと思

います。

それから、最後に140ページの統計調査費の2目 国勢調査について、

調査員さんの報酬だとか、人材派遣の手数料などがこれに関連して上がつ

ていると思いますが、その調査員の報酬、人材派遣の仕事の内容について

詳細な説明をお願いしたいと思います。

O宇田川好秀委員長 選挙管理委員会事務局次長

O森田陽―選挙管理委員会事務局次長 では、お答えいたします。

システム開発保守委託料でございますが、内容につきましては国民投票

におきます投票ノヘ銘 簿の管理システム並びに期日前投票の管理システム、

当日の投票の管理システム、それぞれの開発改修の委託でございます。

続きまして、人材派遣につきましてお答えいたします。

人材派遣につきましては、参議院選挙、県議会議員一般選挙、市議会議
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員一般選挙それぞれございます。仕事の中身につきましては、参議院議員

選挙につきましては期日前投票事務、それから当日投票事務、開票事務で

ございます。県議会議員選挙につきましては選挙の準備事務、そして一部

期 日前の事務。市議会議員の選挙につきましては、準備事務ということに

なります。

以上でございます。

O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 まず調査員の報酬でございますが、 1調査区約 3

万9,000円 を想定しております。

それから、人材派遣の関係でございますが、今回ちょつと調査方法が変

わりますので、こちらのほうの苦晴を含めて仕分けといいますか、出てき

たものを全部今度は封書で入つてきますので、そちらのほうの仕分け作業

等々を対応 していただくというような形になります。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長

135ページの 13節の先ほど御説明のあった幾っかのシ

ステム改修の中で、国民投票法のための投票人名簿のシステムの構築とい

うのは、多分昨年から2か年でシステムの改修がされている中身だという

ふうに思うんですが、法が施行の準備に入っていますが、今のところ、例

えばここでいう投票人名簿のシステムの改修と言われる18歳以上という

ような民法の改正等もされていない中で、事前にこういった投票人名簿の

システムをつくるという必要性があるのかどうか、ちょつとそこを確認し

たいのと、それから他市についても同じようにこういったシステム改修が

されているのかどうか伺っておきたいというふうに思います。
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あと141ページのほうの統計調査のほうで、人材派遣さんにお願いす

る内容が、苦晴も含め派遣さんが処理をされるというふうになると、市の

職員 さんは一体何をするのかなというふうに思うんです。仕分けというの

も、調査員さんがその中身についてはプライバシーなり、個人情報の保護

なりがあるので確認しないまでも、この人材派遣で来た方が協力してくだ

さった方のプライバシーについてはどういうふうに扱われるようなことを

されるのか、そこを伺いたいと思います。

O宇田川好秀委員長 選挙管理委員会事務局次長

O森田陽―選挙管理委員会事務局次長 お答えいたします。

国民投票につきましては、既に法律は19年に公布されておりまして、

来る5月 18日 に施行されるものでございます。したがいまして、この法

律の施行に向けて国、最高掛 」所になりますが、そちらからこの国民投票

に係る投票人名簿、また、期日前のシステム、そして当日の投票のシステ

ムをつくり上げるために、私ども川口だけではなくて、全国の各市町村に

向けて、この構築のための費用を国のほうが出すということで、それに基

づきまして昨年度とこの22年度に、これを構築するための委託料という

形で執行を予定しているものでございます。

なお、国民投票の投票年齢でございますが、易在のところ、法律では 1

8歳以上ということになってございますが、法を施行する前に関係する法

律、民法でありますとか、公職選挙法でありますとか、そちらのほうが年

齢 20歳ということになっておりますので、そちらの改正が行われない限

り、 20歳 ということで適用するというふうに法律上うたわれております

ので、そのような形で考えてございます。

以上でございます。
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0宇田川好秀委員長 総合政策課長

0押田善司総合政策課長 苦情処理までやるのかとい うことですが、今回の

場合、封入方式で全部開封せずにこちらのほうに届きますので、こちらの

仕分けは当然のごとく、あとどのくらい来るかというのがちょっと想定で

きませんので、その電話等々も多いだろうということで、電話の応対とい

いますか、そういう苦情と言いますと語弊ありますけれど、そういう応対

もしていただくと、そういう意味で人材派遣をお願いしている。実際に、

郵送方式というのも取り入れておりますので、調査員が回収する、あるい

は個人の選択で郵送で送られてくるというものもありますので、こちらの

対応方も含めて、仕分け等も含めて対応していくと、このような形になる

ものでございます。

それから、プライバシーの観点ですが、これは守秘義務というのを徹底

させて、研修させて、対応していきたいというふうに思っています。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 よろしいですか。

ほ か に 。

少しだけ質問させていただきます。

この徴税費にかかわつてなんですけれども、 126からずつとなってい

ますが、まず収納促進課という名前がなくなってしまった理由ですね、こ

れを1つお願いしたいと思います。

それと、先ほど松本委員の質問の中でもあつたんですけれども、人数が

ここでは大幅に減って、それを再任用の方にやっていただくという御説明

があったんですけれども、今までも課長職以上の皆さんが、例えば収納の
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ために、納税のために各家庭を訪問されたとき、そういつたとき結構多か

つたと思うんですけれど、その分については代休というものはきちっとと

れていたのかどうかというのは、どなたか把握していらっしゃるでしょう

力ゝ それを確認させてください。

それから、実際にここ何人なんです力、税制課、納税課、市民税課、固

定資産税課、それぞれの皆さんの時間外手当なんですけれども、ちよつと

多いように思うんですが、最高でどのくらいとか、平均してどのくらい、

ちよつと私もわからないんですけれども、それについて多い県のところで

お答えをいただきたいなというふうに思います。

それから、昨年のこの委員会の会議録を見てみますと、差し押さえ物件

というんですか、それを公売にかけたりとか、そういうのがいろいるあっ

たんですが、それについて今年はどのような対応をされるの力、 いろんな

形で各自治体、今、税の収納が遅れている中で、頭の痛い話だとは思いま

すけれども、なかなかこの差し押さえというのは大変難しいことでもあり

ますので、川国市としてはどういう方向で今年進むのかということを伺つ

ておかなくてはいけないかなというふうに思ったので、よろしくお願いし

ます。

そこまでお願いします。

O宇田川好秀委員長 収納促進課長

O岩城和美収納促進課長 まず第1点の収納促進課から納税課に今回変えさ

せていただくわけなんですけれども、まず平成14年度に当時収納未済額

が増えていたことから、庁内なんですけれども、税収確保を図るために検

討委員会が立ち上げられたと。その中で、自主的納税を期待する納税課と

いう名称よりも、より徴収に力点を置いた課名のほうがいいのではないか
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ということで、当時収納促進課ということに変わった経緯がございます。

それで、収納促進課ということでも六、七年たつわけなんですけれども、

実際市民にとつてわかりづらいという声が多々ございました。特別徴収に

関しましては、市外の会社が約 8割、固定資産に関しましても納税渚約 2

割が市外にございます。文書等もそうなんですが、特に電話をさせていた

だいた場合、催告電話なんですけれども、そのときに収納促進課とお伝え

しても、何課か通じないとかということから、課名の説明をまずしなけれ

ばいけないということがございました。それと、優良増税者、収納促進課

では回座振替も担当してございます。固定資産に関しましては約45パー

セント、市民税に関しましては約 30パーセント、日座振替お願いしてい

るんですが、その優良納税者の方からは口座振替の済み通ということで、

全部終わりましたという通知を年度末に出すんですけれども、そういう

方々から言わせると、収納促進課から通知が来たということで、これは失

礼ではないかということで、あえて優良納税者の方からは評判が悪かった

と、市長へのメールもいただきまして、課路でもめるのはちょっとないか

なという感じもございました。それと、あと収集業務課と紛らわしいとか、

先週もあつたんですけれども、布団をどうやつて捨てるんだというのもご

ざいました。そういつた面もございます。それと、県内見ましても納税課

あるいは収税課という名称でございまして、あっても収納対策室というこ

とで、促進という文字が入つている課はちょつと聞いたことがないんです。

同じ四、二十万の関東近県の都市を見ましても、大体納税課なもんですか

ら、今回改めてまた昔の名前になってしまうんですが、納税課ということ

にさせていただきたいというふうに考えております。名前は戻しますけれ

ども、
′
当時とやっていることは違いまして、滞納処分ということで、以前
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と比べまして、今、お話もございました公売等も力入れておりますので、

名前は同じですけれども、内容は違うんだということで御理解いただきた

いと思います。

第 2,点 目の管理職徴収の場合の代休というのは、ちょっと申しわけない

んですが、把握してございません。

それと、差し押さえ、公売と、22年度ということで、公売に関しまし

ては、 18年度、 19年度、インターネット公売やらせていただきまして、

不動産購買に関しましては、 15年度から毎年やつてございます。 21年

度、今回は公売やつたんですけれども、入本Lなかったということなんです

が、今後も実際に住んでいる家とか、その辺は公売にかけるつもりは全く

ございません。使つていない土地ですとか、本人ではなくて家族が住んで

いるようなマンションとか、本人の居住用ではないところに関しましては、

もしあれば銀行に優先するような、税に配当できるような場合があれば考

えていきたいなというふうに思っております。そういうことで御理解いた

だきたいと思います。

以上です。

O宇田川好秀委員長 税制課長

0岩澤幸雄税制課長 時間外の会議なんですが、個別につきましては、ちょ

っと資料を持ち合わせてございませんが、昨年の状況等でありますとやは

り税制改正の状況等によりまして、一部職員については時間外が多くなっ

ている傾向がございます。また、市民税関係、固定資産税関係等も負荷的

につきましては確定時期、年が明けまして今ごろの時期になるんですが、

必然的にデータが確定をしないと課税ができないということもございまし

て、時間外が見受けられる状況ではございます。ただ、あとの時間外勤務
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手当の徴税費におけます額につきましては、人数が 122名 という多い人

数になっておりますので、格段私どもの時間外手当が多くなっているとい

うことではない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 よろしいです力、

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ます。

暫時休憩いたします。

午後 4時 20分休憩

午後 4時 24分再開

○宇田川好秀委員長 再開します。

O宇田川好秀委員長 次に総務部に関係する歳入のうち、第 13款使用料及

び手数料並びに第 14款国庫支出金に対する説明を求めます。

理財部長

O吉田博―理財部長 ただ今から13款並びに14款のうち、総務常任委員

会にかかわります各費目につきまして管財課長より御説明申し上げるとこ

ろでございますが、病気療養中のため、管財課主幹より御説明させていた

だきますので、よろしく御審査賜りたいと存じます。よろしくお願い申し

上げます。

O宇田川好秀委員長 管財課主幹

O野村重夫管財課主幹 よろしくお願いいたします。
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議案第 12号「羽成22年度川口市一般会計予算」第 1条、歳入歳出予

算のうち、総務常任委員会にかかわります歳入につきまして、順次御説明

を申し上げます。

予算説明書の38ページをお開きいただきたいと存じます。

初めに、 13款使用料及び手数料でございますが、前年度に対し4,3

99万 3.000円 、 1パーセントの減となっております。これは、 1項

使用料について179万 8,000円、0 1パーセントの減を見込むとと

もに、 2項手数料において4,219万 5,000円 、36パ ーセントの

減を見込むことによるものでございます。

まず、 1項使用料、 1目総務使用料でございますが、前年度に対し2,

349万 7,000円、42パ ーセントの減となつております。これは、

3節自転車駐車場使用料において、無料の一時利用者が当初の見込みより

大幅に増カロしたことから、2,399万円、56パーセントの減額があつ

たものの、8節支所使用料において、芝支所など5つの支所に通勤する職

員の駐車料金を受け入れるため、新たに計上いたしたことなどによるもの

でございます。

飛びまして、44ページをお開きいただきたいと存じます。

2項手数料、 1目 総務手数料でございますが、前年度に対し1,073

万3.000円 、48パ ーセントの減となっております。これは、 1節納

税証明書等手数料から9節情報公開手数料まで、それぞれ実績を勘案した

ことによるものでございます。

48ページをお開きいただきたいと存じます。

続きまして、下段の 14款国庫支出金でございますが、前年度に対し8

4億 2.003万 6,000円、 51 6パーセントの増となっております。
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これは、 1項国庫負担金について84億 8,201万 4,000円、62

8パーセントの増を見込む一方、 2項国庫補助金において7.378万円、

28パ ーセントの減を見込むとともに、 3項委託金において1,180万

2,000円、6 9パーセントの増を見込むことによるものでございます。

56ページをお開きいただきたいと存じます。

3項委託金、 1目 総務費委託金でございますが、前年度に対し1,17

9万 7.000円、6 9パーセントの増となっております。これは、 1節

国民年金事務費委託金、 2節外国人登録事務委託金などにおいて、それぞ

れ実績を勘案したことによるものでございます。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑を許します。

38ページの使用料のところから伺います。

2節の土地使用料についてですが、これ一般質問にもあつたんですけれ

ども、電柱等が立っているところの使用料について、いつ改正されて、そ

のままなのか、単価といいますか、そういったものです。それお伺いした

いと思います。

それから、土地開発の駐車場などもあるのかなと思いますけれども、こ

この土地の利用使用料について、幾ら計上されているのか、お願いいたし

ます。

それから、支所の使用料のところで、先ほど説明がありました駐車料金

ということなんですが、これは今年度からいろいろなところで出てきてお

りますけれども、これは職員の皆さんの駐車料金かと思うんですが、何台
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分を見越していらっしゃるのか、また、それぞれの支所の駐車場というの

は、余り広くないような印象があるんですけれども、場所的にはその職員

さんの分はすべて確保されて、市民には影響ないのかどうかということも

あわせてお願いします。

O宇田川好秀委員長 管財課主幹

O野村重夫管財課主幹 使用料についてでございますが、電住等の件数、面

積につきましては、電柱等につきましては57件、 13646平 方メー

トル、金額につきましては57万 9,021円を見込んでおります。

2点 目の川口都市開発の臨時駐車場につきましては3か所、場所につい

ては4か所ございます。許可面積につきましては、3,070 22平方メ

ー トル、使用料につきましては728万 16円を見込んで計上しておりま

丸

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 芝支所次長

○今成 忠芝支所次長 8節の支所使用料でございますが、延べ 24人分の

職員の駐車場使用料でございまして、各支所のあいている土地、これはお

客様が利用する駐車場は利用してございません。例えば、安行支所だとか

芝支所だとか、裏のわきにあいているスペースがございまして、そういう

ところを活用しまして、職員のための駐車場ということで利用させており

ます。市民の駐車場は利用しないようにしております。影響はございませ

スノ。

以⊥であります。

O宇田川好秀委員長 ほ力ヽ こ。
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1点だけ質問させていただきます。

ちよつと不思議だというか、積算根拠を教えていただきたいんですけれ

ども、総務使用料です。これは138パージ、同じくの4節総合文化セン

ター使用料なんですけれど、この総務使用料は全部昨年度と数字が違って

もちろん結構なんですけれど、唯一ここの総合文化センター使用料が前年

度と全く金額が一緒なんですけれど、特に、今回 25周年ですか、リリア

総合文化センター。という中で、かなりのイベントをやられるというのに

もかかわらず、20周年ですか、失ネしいたしました。 20周年ということ

なんですけれども、何でこれが金額が、私から言わせれば増えないのかと

いうのがまずこの積算根拠がちょっとよくわからないんですけれど、積算

根拠を示していただきたいと思います。

O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 ただ今の総合文化センター使用料につきましては、

事業の使用料ではなくて、テナント6社の目的外使用料でございます。行

政財産の使用料に関する条例により算出した金額でございまして、前年度

と同額というふうになっております。

O宇田川好秀委員長 ほかに。

以上で質疑を打ち切 ります。

暫時休憩します。

午後 4時 33分休憩

午後 4時 35分再開

0宇田川好秀委員長 再開いたします。
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α宇田川好秀委員長 次に、総務費に関係する歳入のうち、第 15款県支出

金及び第 21款市債並びに第 3条第 3表債務負担行為及び第4条第4表地

方債のうち、当委員会の所管事項に対する説明を求めます。

企画財政部長      ヽ

O西川 亨企画財政部長 これより御審査いただきますのは、平成 22年度

一般会計予算の歳入の部、第 15款県支出金、第 21款市債及び第 3条第

3表債務負担行為、第4条第4表地方債のうち、総務常任委員会にかかわ

る項目でございますが、財政課長から順次説明いたさせますので、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 財政課長

O橋口純―財政課長 議案第 12号 「平成 22朝 ||口 市一般会計予算」第

1条歳入歳出予算のうち、総務常任委員会にかかわる歳入のうち、第 15

款県支出金及び21款市債並びに予算第 3条第 3表債務負担行為、第4条

第4表地方債につきまして、順次御説明申し上げます。

予算説明書の56ページをお開きください。

56ページ中ほど、第 15款県支出金は、前年度に対しぢ億 8, 629

万円、 107パ ーセントの増となっております。

1項県負担金は、前年度に対し2, 109万円、0 7パーセントの増

となっております。

1目 県負担金でございますが、前年度に対し29 2パーセントの増と

なっております。これは、2節旅券事務交付金において、交付金め算定基

準が変更となったためでございます。

58ページをお開きください。

58ページ、5目埼玉県分権推進交付金、中ほどの真ん中よりちょっと
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下ですけれども、算出根拠となります人件費の減などから、08パ ーセ

ントの減となつております。

2項県補助金は、前年度に対し4億 2.851万円、324パ ーセント

の増となっております。

1目総務費県補助金は、前年度に対し404万円の減となつております。

これは、4節コミュニティ施設特別整備事業費補助金において、集会所建

設費補助金の減によるものでございます。

飛びまして、66ページをお願いいたします。

66ページ下段になりますが、3項委託金は前年度に対し1億 3, 66

8万円、132パーセントの増となつております。

1目総務費委託金は、前年度に対し1億 7.690万円、 180パ ーセ

ントの増となつております。これは、69ページをお開きください。69

ページの7節統計調査委託金において、国勢調査委託金の増等によるもの

でございます。

飛びまして、80人―ジをお願いいたします。

次に80ページ、第 21款 1項市債でございますが、前年度に対し7億

6,770万円、73パーセントの減となっております。総務常任委員会

にかかわります市債といたしましては、82ページをお開きください。

82ページ、6目臨時財政対策債は、地方交付税の財源不足を補うため、

借り入れをいたすものでございます。

恐れ入ります。戻りまして、18ページをお願いいたします。

続きまして、 18ページの予算第 3条第 3表債務負担行為でございます

が、地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為の期間及び

限度額を定めるもので、一番上の電線施設等使用料は、光ファイバーの架
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設にかかわる電線施設等の使用に要する額を次の公共用地先行取得費は、

川口土地開発公社が平成 22年度に先行取得した場合の取得額を計上する

とともに、平成 12年度に設定いたしました公共用地先行取得費にかかわ

る債務負担行為の期間が経過いたしましたことから再度設定するものでご

ざいます。また、次の川口土地開発公社に対する債務保証は、平成 22年

度以降について事業費借入金の債務保証を行うものでございます。

右の19ページの予算第4条第 4表地方債でございますが、地方自治法

第 230条第 1項の規定により、本年度適債事業として起債の借り入れを

行う事業の借り入れ限度額及び借ヌ沐」率等を定めるもので、歳入の起債で

申し上げました臨時財政対策債につきまして、起債の金額を借り入れ限度

額とし、借 り入れ利率は金利の動向を勘案し、上限を5パーセント以内と

見込み計上いたしたものでございます。

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。これより質疑を許します。

58ページの埼玉県分権推進交付金なんですけれど

も、これは一体どういう分権の推進のために来たのかという、その中身に

ついて御説明いただきたいと思います。

それから、66ページのほうの委託金では、この委託金の中で、まず 2

節県民税徴収取り扱い委託金なんですけれども、この積算の数字ですね、

今まで納税義務者 1人あたり3,300円 というときがあつたと思うんで

すが、これについて、今回3,000円 となっておりますので、行つたり

来たりはあるのかなとは思うんですけれども、詳しいことを御説明いただ

きたいと思います。
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それから、 3節の先ほど少し議論のありました自衛官募集の事務委託金

なんですが、これについてどういつた基準でこれは県から来るのか、また、

使途目的などについて御説明をいただきたいと思います。

それと、82ページの臨時財政対策債なんですけれども、これは限度額

もあるかと思うんですが、これについてのどういった形で積算されるのか、

また、臨時財政対策債を借りなければ、この川国市の財政というのはどう

いつた形になるのかという、いろんなことがあると思うんですけれども、

これを教えていただきたいと思います。

戻りまして、 18ページですけれど、先ほど御説明がありました債務負

担行為の中で、上から3つ 目ですね、公共用地の先行取得費のところで、

平成 12年度取得分について、いろんなことがあったんでしょうけれども、

これが22年度から濶成30年度まで、言ってみれば期間を繰 り延べされ

たのかなというふ うに思うんですけれども、この金額、また、その内容と、

それから期間の理由についてをお伺いしたいと思います。

以上、よろしくお願いします。

O宇田川好秀委員長 行政管理課長

0江連保明行政管理課長 埼玉県の分権推進交付金の合計ですが、この交付

金は県から権限の移談を受けた事務処理に要する経費について、県から支

出される交付金でございます。

1つには、国土交通省所管の公共財産の嘱託登記であるとか、国内公共

物の簡易除去等々、来年度は52の事務を予定してございます。一応目的

としましては、市民の方の利便性の向上、総合行政の展開、それから迅速

で的確な対応というそれぞれの目的を持ちまして、知事の権限に属する事

務処理の特例に関する県の条例をもちまして、移譲されている事務でござ
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います。

以上です。

O宇田川好秀委員長 税制課長

O岩澤幸雄税制課長 県民税徴収取り扱い委託金につきましては、地方税法

施行令で21年度に限つて3.300円 という規定がございまして、それ

については3.000円 という規定がございましたことから、今年度につ

きましては、 1人あたり3.000円 ということで予算計上させていただ

いたところでございますが、最近になりまして、地方税施行令につきまし

て所得税の確定申告データの引き受け等、新たに経費が見込まれることか

ら、 22年度につきましても3,300円 としたいという意向が出ており

ますので、 3月 31日 の施行で施行令の改正を含めて、注視しているとこ

ろでございます。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 市民課長

○小野雅美市民課長 自衛官募集事務委託金の積算根拠でございますが、裏

の前年度志願者実績と適齢人口害」合に基づき算出されたものでございます。

目的につきましては、自衛官の募集に関する広報活動でございます。

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 82ページの臨時財政対策債の御質問ですが、まず、

この40億円の積算でございますが、臨時財政対策債は、その自治体の人

口に応じて額が決まって参ります:本市の場合は、人口から計算しますと、

計算上は50億円程度になります。ただ、臨時財政対策債は額が正式に決

定するのが 6月 、もしくは7月 の上旬でございますので、ここで限度額い
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っぱいまで計上した場合に、万が一その限度額に満たないときには財源不

足を生じてしまいますので、その限度額の8割程度で計上させていただい

ております。

それと、あとこれを借りない場合はどうなるのかという御質問ですが、

22年度の予算につきましては財政調整基金を39億 7.00o万円繰 り

入れを行なっております。それで何とか21年度並みの一般財源を確保し

たとぃう形をとつておりまして、この臨時財政対策債の40億円がないと、

この40億円分の財源が不足して事業にかなりの支障を来すということに

なります。ただ、その臨時財政対策債につきましては、本来、元利償還金

が交付税措置という形になるものですから、交付税として今年度にもらえ

るという性質のものですが、本市の場合は不交付団体ということで、借り

たものはすべて自分で返すということになつてしまいますけれども、今の

事業費を確保するには、この40億円というのは非常に貴重な財源だと認

識しております。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 用地対策課長

O岩瀬幸司用地対策課長 18ページの債務負担行為の額なんですが、 12

年度分としまして約 58億、 10年たちましたので 10年切 りかえという

ことで再度計上いたしてございます。

以上です。

O宇田川好秀委員長

後ろからですみません。今、お答えいただいたとこ

ろからもう一度質問させていただきますが、 18ページのこの公共用地の

先行取得費のところ、58億、 10年で切りかえということで、これは導
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入されたのは12年 くらいだったかなというような印象なんですけれども、

これは公共用地を先行取得したときの部分について、このとき12年度分

については全然返さなかったのか、それこそ一部だつたのか、ちょっとそ

の辺詳しく教えていただきたいなというふうに思います。

それから、ち8ページの分権推進交付金何ですが、 52事務ということ

で大変多いんですけれども、県知事の職権ということになりますと、精神

障害者の部分ですとか、それからごみの不法投棄の部分とか、まずさまざ

まな部分入つてくると思うんですけれども、これはいわゆる住民のそうい

った生活に密着した部分に入つてくると考えてよろしいのでしょう力ち そ

れとも何かもつと違う目的があるのかなとか、分権というのでいろんな深

読みしてしまいそうなんですけれども、内容についても二、三例があれば

教えていただきたいですが。

それから、67ページの先ほど県民税の徴収取り扱い委託金のところで、

3月 末にこれも改正されて、今年度も3.300円単価がアップするかな

となるんですけれども、そうすると、ここのところで今、 7億 5, 600

万ほどになっていますが、これが大分アップするのかなというふうに思う

んですけれど、どうなのかしらということです。

それから、82ページのこの臨時財政対策債なんですけれども、毎年い

ろんな形で一般質問や委員会などでも聞いていると思うんですが、この臨

時財政対策債を借 りても、不交付団体である本市の場合は全くこれが交付

税の算定の根拠にもならないし、借金として残っていくと。こういったこ

とに対して、自治体間の公平を大きく言うつもりはないんですけれども、

財政状況はいいといいましても積算根拠の数字と計数をいじっただけで全

然変わってしまいますので、これについては市のほうから何らかの働きか
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けをしているのかどうか。臨時財政対策債というものがあるということ自

体、非常に住民に対して大きな負担を与えると思いますので、その辺での

市の姿勢を伺いたいと思いま九

以上です。

O宇田川好秀委員長 用地対策課長

O岩瀬幸司用地対策課長 債務負担行為の平成 12年度の取得分に関しまし

て減っているのかとぃうことですが、毎年必要に応じて市のほうに買い戻

していただいておるのが現実でありまして、幾ら減ったかというのはちょ

つと資料を持ち合わせておりませんので。

以上です。

O宇田川好秀委員長 行政管理課長

O江連保明行政管理課長 総務分権推進交付金なんですが、やはり市民に身

近なものをということで、一応市としては基準を持っていまして、先ほど

申しました利便性の向上であるとか、総合行政の展開を図る、そして迅速

で的確な太ヽ 、住民意向の反映ということを念頭に置きまして、全部受け

てというわけではございません。市民に身近なものであれば、例えば身体

障害者の手帳の再交付であるとか、それから障害者に対する補装具の支給

等、解約等もございますが、そういつたやはり市民に身近なものがこの中

に多く含まれている、市町村がやつたほうが効率的であろうというような

事務を設定してございます。

以上です。

O宇田川好秀委員長 税制課長

0岩澤幸雄税制課長 県民税徴収取扱委託金に関します施行令が3, 300

円と改正されますと、約 7, 500万 円ほど増収というふうに考えており
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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 臨時財政対策債の働きかけをしているのかという御質

問ですが、本来の臨時財政対策債は交付税の不足分を国と地方で折半する

という折半ルールがございまして、それで現在地方が臨時財政対策債発行

する形になっております。これは、法律が3年ごとに時限で期限を切られ

ておりまして、平成21年度で一度切れました。 22年度からさらにまた

延びたという経緯がございます。それで、川口市としましても、全国市長

会等、あらゆる機会等を通じて、この臨時財政対策債自体が本来は交付税

として配るべき金額なので、本来の交付税としてその交付税の税率を上げ

るなり何なりして、そういう措置をしてほしいということは常々要望して

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 以上で質疑を打ち切ります。

この際お諮りいたします。

本日の会議時間は、あらかじめ延長したいと思いますが、これに御異議

ありません力、

1 
〔「異議なし」と言う人あり〕

御異議なしと認め、延長することに決定いたしました。 ｀

これより歳出の部、第 2款総務費及び当該歳出に関係する歳入並びに第

3条第 3表債務負担行為及び第4条第4表地方債のうち、当委員会の所管
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事項に対する討論を行います。

いろいろなことが今年度大変厳しい不況の中で予算

編成行われたというのはわかりました。詳しくは本会議で述べますけれど

も、まず職員の皆さんが適正化計画のもとで大変な過重労働を課せられて

いるということ、そこの中でメンタルでも体でも壊されているという問題

が、やはり市としてきちつと対応していくべきだと思いますし、看過でき

ない問題だということを1点上げさせていただきます。

それから、反対の項目として上げさせていただきたいのが、いつも同和

の問題では、昭和50年に同和地区というのを規定したという川国市内は

この同和地区はないということになつておりますので、にもかかわらず同

和対策事業への助成金を毎年執行しているということについては、これは

反対をさせていただきます。

それから、歳入歳出にかかわつて国民保護法に関する歳入と歳出両方な

んですけれども、これについては災害とそれから事件との問題という点で

は全く'l■質が違うということが明らかになったと思います。実際には、防

災ということは執行部の方の御答弁にもありましたように、世界の平和と

捉えられているというのが大変貴重なことであり、この軍事目的としたこ

ういつた国民保護法も計画を国が発動することに自治体が乗つていくとい

うこと自体が間違いだと思いますので反対をします。   '

それから、国民保護法に関連して、システム開発時 委託料が歳入歳出

とも計上されておりますけれども、これについても今の法の不備及びこれ

自体の執行について、今の憲法をきちんと遵守するというところからでも

問題であると考え、これは反対です。
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それから、自衛官の募集事務委託金が歳入で入つておりますし、また、

歳出のところでは市自衛隊父兄会補助金というのがありましたけれども、

自衛隊というものも憲法上の疑義があることから、これは反対をさせてい

ただきます。

以上です。

O宇田川好秀委員長 ほ力ヽ こ。

〔「な助 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

りません力Ъ

〔「異議なし」と言う人あり〕

0字田川好秀委員長 御異議なしと認め、一括採決いたします。

歳出の部、第 2款総務費及び当該歳出に関係する歳入並びに第 3条第 3

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

九

〔起立者多数〕

O宇田川好秀委員長 起立者多数であります。

よつて、以上の案件は可決されました。

暫時休憩いたします。

午後 5時 00分休憩

午後 5時 02分再開

0宇田川好秀委員長 再開いたします。

O宇田川好秀委員長 次に、歳出の部、第 11款公債費ないし第 14款予備
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費までの歳出 3款及び歳入の部第 1款市悦ないし第 11款交通安全対策特

別交付金並びに第 16款財産収入ないし第 20款諸収入までの歳入 16款

及び第 5条一時借入金並びに第 6条歳出予算の流用を一括議題といたし、

説明を求めます。

企画財政部長

○西川 亨企画財政部長 これより御審査いただきますが、羽戎22年度―

般会計予算のうち歳出の部、第 11款公債費から第 13款予備費まで並び

に歳入の部、第 1款市税から第 11款交通安全対策特別交付金まで、第 1

6款財産収入から第 20款諸収入まで及び第 5条一時借入金、第 6条歳出

予算の流用につきまして財政課長から順次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いたします。

O宇田川好秀委員長 財政課長

O橋口純=財政課長 議案第 12号「羽成22年度川国市一般会計予算」第

1条歳入歳出予算のうち総務常任委員会に係る歳出の部、第 11款公債費

からlle次御説明申し上げますので、恐れ入りますが326ページをお開き

ください。

初めに326ページ、第 11款 1項公債費は償還年利表に基づく財政融

資資金などに対する市債の元利償還金が主なものでございまして、前年度

に対し120パ ーセントの減となっております。これは、埼玉高速鉄道

株式会社貸付金借換え事業にかかわる転貸債の償還金が減となつたことに

よるものでございます。

以下、パーセントにつきましては前年度に対するものでございます。

1目 元金は 136パ ーセントの減となっておりますが、この主な理由

は、今、申し上げました埼玉高速鉄道株式会社貸付金借換え事業によるも
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のでございます。

2目利子は 1 0パーセントの減となっておりますが、これは近年の市

債借入利率が低いことによるものでございます。

328ページをお開きください。

続きまして328ページ、第 12款諸支出金でございますが、前年度に

対し3, 928万円、223パ ーセントの増となつております。

1項 1目 土地開発公社貸付金は、都市開発公社の運用資金として貸し付

けるものでございます。地方公共団体金融機構納付金は、51 6パーセ

ントの増となつておりますが、これは前年度売り上げ見込みの増によるも

のでございます。

330ページをお開きくださし■

330ページ、第 13款 1項 1日 予備費でございますが、不測の事態に

備えるため、前年度と同額の計上でございます。

続きまして、歳入について御説明申し上げますので、恐れ入 りますが2

8ページヘお戻りください。

初めに28ページ、第 1款市税でございますが、前年度に比べ 16億 5,

739万円、 2 1パーセントの減となっております。

1項市民税、 1目個人は、納耽義務者の増が見込まれるものの、依然と

して厳 しい状況にある景気の影響を受け、 1 8パーセントの減となって

おります。

2日 法人は、企業収益の減収が続くと見込まれますことから、 138

パーセントの減となっております。

2項固定資産税は、前年とほぼ同額となっております。

30ページをお開きくださし、
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30ページ、2目 国有財産等所在市町村交付金は、国の機関等の固定資

産相当分を計上しております。

3項 1目 軽自動車税は、四輪自家用軽自動車等の台数増が見込まれます

ことから、 14パーセントの増に、4項 1日 市たばこ税は、売り渡し本

数の実績を勘案し、144パ ーセントの減となつております。

また、 5項 1目 特別土地地方税は、ここ数年の実績を勘案し計上してお

ります。

32ページをお開きください。

32ページ、6項 1目事業所税及び 7項 1目 都市計画税は、前年とほぼ

同額となっております。

第 2款地方譲与税、第 1項第 1目 地方揮発油譲与税は、地方道路譲与税

から名称変更となつたもので、前年と同額計上しております。

2項 1目 自動車重量譲与税も、前年と同額計上でございます。

34ページをお開きください。

34ページ、第 3款 1項 1目利子害1交付金、第4款 1項 1日 配当割交付

金、第 5款 1項 1目株式等譲渡所得害」交付金は、前年度の交付見込み額等

を勘案 し、減額計上しております。

第 6款 1項 1日 地方消費税交付金、第 7款 1項 1ロ ゴルフ場利用税交付

金は、前年度の交付見込み額等を勘案し、前年と同額計上するものでござ

います。

第 8款 1項 1目 自動車取得税交付金は、自動車の販売不振から減額計上

し、第 9款 1項 1目 地方特例交付金は前年と同額計上するものでございま

丸

36ページをお開きください。
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36ページ、第 10款 1項 1目 地方交付税、第 11款 1項 1目交通安全

対策特別交付金につきましても、前年と同額の計上でございます。

恐れ入 りますが、飛びまして68ページをお開きください。

68ページ下段になります第 16款財産収入でございますが、前年度に

対し1, 847万 円、50パーセントの増となつております。

1項財産運用収入、 1目財産貸付収入は、土地貸付収入及び家屋貸付収

入の増により、28パーセントの増となつております。

70ページをお開きください。

70ページ、 2日利子及び配当金は、財政調整基金をはじめとする各種

基金の運用利子でございまして、年利を 1 0パーセントに見込み計上し

ております。

2項財産売り払い収入、1目不動産売り払い収入は、売り払い用地の減

を見込み、前年度に対し41パ ーセントの減となつております。

第 17款 1項 1目 寄付金は、これまでの実績等を勘案し、 35パーセン

トの増となつております。

72ページをお開きください。

第 18款繰入金、 1項基金繰入金は、前年度に対し22億 9, 950万

円、 726パ ーセントの増となつております。

1目 職員退職手当基金繰入金は、退職者の増に伴 うもので、2目財政調

整基金繰入金は、本年度の財源不足を補うため計上するものでございます。

3目文化振興基金繰入金から、8日教育施設整備基金繰入金は、それぞ

れの事業目的のため計上しております。

次に、第 19款 1項 1目 繰越金は、前年度と同額となっております。

第 20款諸収入でございますが、前年度に比べ 18億 8, 183万円、
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373パ ーセントの減となっております。

1項延滞金及び過料、 1目延滞金は、市税延滞金等を計上し、2項 1目

市預金利子は、今後の金利動向等を勘案し、50 3パーセントの増とな

っております。

3項 1目 貸付金元利収入は、前年度に対し15億 4, 521万円、67

6パーセントの減となっております。これは、74ページをお開きくださ

い。

第 11節埼玉高速鉄道株式会社元利収入において、計画に基づき再貸し

付けを行 うための一時的な回収金が減となったこと等によるものでござい

ます。

4項収益事業収入は、競艇事業からの収入を減と見込み計上しましたこ

とから、 125パ ーセントの減となっております。

76ページをお開きください。

次に、第 5項 1目 雑入は、前年度に対し1億 9, 638万円、 12 6

パーセントの減となっております。

1節受託事業収入は、鳩ヶ谷市からの可燃ごみ処理等にかかわる経費の

受け入れで、 2節滞納処分費は、公売に要した費用を計上するものでござ

います。

3節議会費雑入から81ページの 12節教育費雑入までは、歳入のどの

科目にも属さないものを歳出予算の区分ごとに計上しております。

以上で歳入の説明を終わり、引き続き予算第 5条及び第 6条について御

説明申し上げますので、恐れ入 りますが、 9ページヘお戻りください。

9ページ、予算第 5条一時借入金でございますが、年度の途中に歳計現

金に不足が生じました場合の一時的な支払資金に充てるため、一時借入金
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の最高限度額を定めるものでございまして、前年度と同額を計上しており

ます。

最後に、予算第 6条歳出予算の流用でございますが、人件費にかかわる

同一款内での各項の流用ができることを定めるものでございまして、前年

度と同様の内容となっております。

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 以上で説明は終わりました。

これより質疑を許します。

それでは、 28ページの市税のところからお伺いい

たします。

市税に関して、法人市民税の収納率の見込みなんですけれども、昨年よ

り0 5パーセント落ちているかなと思うんですが、平成 20年度から見

ると1パーセント落ちているというところで、これは積算するとき実績と

合わせたのか、それともかなり不況だからということでこういつた形にな

つているのか、その所得の落ち込みと合わせて落としたんだと思いますけ

れども、その辺の経過についてきちんと伺っておきたいと思います。

それから、滞納繰り越し分については、これはどういうふうに考えてい

るのかなと思うんですけれども、実際には収納率を見ましても上げている

というのは、これは現年度では取れなくても滞納したものを実際には払つ

ていただくという、そういつた考え方なのかなというふうに思うんですけ

れども、これについてお伺いいたします。

それから、法人市民税のほうなんですけれど、先ほども歳出のところで

予定納税の分が大変少なかったので、そこのところ少なくなつているとい
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うことで、そういつた形で市内の業者の動向を見ていらっしゃると思うん

ですけれども、実際に、では均等割の納税義務者数の増減どのくらいにな

つているのかということ、それから税率の147パ ーセント適用と12

3パーセント適用、これについても何社になっているのかということをお

伺いいたします。

それと、固定資産税についてなんですが、これも収納率に関して下がつ

てきているということが大変なので、ここのところでは実際に払えないく

らい高くなっている固定資産税だという話も日々聞くんですけれども、市

のほうとしては、課税客体についての右肩上がりになっていくんですが、

去年 1 1パーセントで抑えていたというのが、上げ幅ですか、今年はど

うなるのかなというその辺のところをお伺いいたします。

それから、これに関係して都市計画税、32ページになりますけれども、

都市計画税の何年前になりますか、議会での決議での都市計画税で税率の

引き下げ03パ ーセントから引き下げてくれというのがありましたが、

それについてどのような検討をされていらつしゃるのかということですね。

実際には、固定資産税と都市計画税も税を滞納しなければいけないという

声も結構聞こえてくるもんですから、これにつきましては、今後何か検討

していく方向があるのかどうか伺います。

以上です。

O宇田川好秀委員長 収納促進課長

O岩城和美収納促進課長 まず、個人市民税の収納率の低下なんですけれど

も、今回95パーセントで均等割、所得割等見させていただきました。ち

なみに前年度が95 5パーセントですので、0 5落としたんですが、2

0年度の決算が実績ベースで9509と いうことなもんですから、 19
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年度ちなみに9538と いうことで徐々に景気の低迷を受けまして徴収

環境が厳 しいということを勘案させていただきまして、 95を 目指してい

るというところでございます。

それで、あと滞納繰 り越し分収入未済の取り方という考え方なんですけ

れども、こちらに関しましては、現在収入未済が20年度末で87億ちょ

っとなんですけれども、今回は全体で90を超えるかなと、91億、場合

によってはいくのかなというふうに見込んでおります。それで、収入未済

額、滞納繰越額が増えるということから、よリー層徴収に努力したいとい

うことで、個人市民税のところだけなんですけれども、調定見込み額自体

が増えているのがですね、ほかの税目のところが調定見込み額なんですけ

れども、特に個人の調定見込み額滞繰に関しては、今、増えているという

ことで、厳 しくというのもあれなんですけれども、細かいところまでなる

べく催告等をやらせていただきまして、税負担の公平性の確保とともに財

源の確保に努めてまいりたいという考えでおります。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 市民税課長

○早船 浩市民税課長 法人市島税の納税義務者のうち、均等割の社数、そ

れから法人税害」の123パ ーセン ト、それから147パ ーセントの社の

増減はいかがなものかという御質問だと思いますが、これにつきましては

22年度の予算積算時においては、均等割の社数を 1万 5,451社 と見

込んでおるところでございます。昨年につきましては 1万 5,419社 と

いうことでございます。都合 32社増えるものと見込んで積算をいたした

ところです。

それから、税割の関係で申し上げますと、123パーセントの会社さ
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んが4, 289社、 147パ ーセントの会社さんが1, 210社という

ことでございます。 21年度のそれについて申し上げますと、 123パ

ーセントの会社が4, 281社、 147パ ーセントのところが 1, 20

8社 ということで、 123パ ーセントのところが8社、それから147

のところが 2社ということで想定して積算したところでございます。

O宇田川好秀委員長 固定資産税課長

0新井秀男固定資産税課長 固定資産税と都市計画税に係る御質問でござい

ますけれども、お答えいたします。

まず固定資産税でございますが、払えない、高いというお話ですけれど

も、 21年度がちょうど評価替えにあたりましたので、それに基づきまし

て地価が上昇したものですから、負担水準の関係から上昇する納税義務者

の方がいらしたわけですけれども、22年度につきましては今の状況で景

気後退等もありまして地価も下落しておりますので、その状況を22年度

の謀税に反映いたしたいというふうに考えてございまして、その結果とい

たしますと予算に計上させていただきましたように、前年度同額程度の計

上になりますので、負担はいただくんですが、そのような形で一応予算計

上させていただいている状況でございます。

それから、都市計画税でございますが、都市計画税につきましては、や

はり区画整理とか、外部事業等も都市基盤整備事業が、今後とも川口いろ

んな地域で整備 していくということが現時点でございますので、引き続き

そのための財源、目的税としての財源ということに充てられておりますの

で、そういつたことも考えながらいろいろと検討はさせていただいている

んですが、事情がございますので、なかなか結論が得られないということ

がございまして、今後におきましても引き続きそのような大変厳しい状況
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というふうに考えておりますので、御理解を賜りたいと思います。

〔「わかりました」と言う人あり〕

では、68ページからの財産の貸付収入のところなんです

が、土地の貸付収入と家屋の貸付収入、現在何件くらいあって、土地につ

いては市外のものもあると思うんですが、それの今後の方向性についてど

ういうふうに管理していくのか等の方向性を教えていただきたいと思いま

丸

それから、70ページの16款不動産売払収入は、先ほど昨年から比ベ

ても減るというふうに言われますけれども、今、もともと私道で廃道にな

つたりだとか、赤道になつたりとかしているところの部分については、積

極的に財産を売り払つたりとかして処分していって、少しでも財源の足し

にするべきなのかなというふうに思うんですが、そこの辺についてはどう

いうふ うになつているの力V司いたいというふうに思います。

それから、80ページの20款の 5項の雑入の 12節のところの一番下

なんですが、指定管理者の管理施設利用料金還元雑入は、戸塚スポーツセ

ンターの部分だと思うんですが、実際に市の部分としてやつている以外に、

この指定管理者がどれだけの収入を得ていて、何害J分が還元されるのかと

いうこと、見込みで予定されているのか、そこについて伺いたいと思いま

九

O宇田川好秀委員長 管財課主幹

O野村重夫管財課主幹 まず 1点目の土地貸付収入の部分と家屋貸し付けの

関係でございますが、これにつきましては、土地貸し付けにつきましては
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149件、 5万 5, 306平米ほどございます。また、家屋貸し付けにつ

きましては 12施設で、 61戸、面積といたしましては3, 605平米ほ

どございます。また、その中で土地のほうでございますが、市外にござい

ます東京あるいは鳩ヶ谷に31の宅地としてございますことから、この辺

の処分等々につきましては、なかなか住んでいらっしゃる方もいらっしゃ

いますので、その辺の今後の状況等で売り払い等できていければなと考え

ております。

2点 目の不動産売り払いにつきましては、議員 さん御指摘のとおり廃道

路、排水路につきまして積極的に進めていきたいとは存じますが、今回、

近年の売り払い実績を含め、過去 5年間の平均から23件ほどの売り払い

を見込んで計上させていただいております。これにつきましては、今後も

その状況に応じて売り払いを進めてまいりたいと存じます。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 財政課長

O橋口純―財政課長 雑入の指定管理者管理施設利用料金還元雑入でござい

ますが、これは御指摘のとおり戸塚スポーツセンターの指定管理者分を計

上したものでございまして、利用料金還元金の基準額として2, 999万

3, 213円、これは契約時に定めたものでございますが、これを超えた

部分につきましては、20パーセントを市に還元するという契約になって

ございます。今回計上しております448万 8, 000円 という額は、2

0年度の決算額と同額を計上させていただきまして、20年度の利用料金

収入が、戸塚スポーツセンターで5, 243万 3, 510円でございまし

た。これから先ほどの2, 999万 3, 000円 を引きますと、 2, 24

4万 297円 となりまして、それの20パーセントで448万 8, 000
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円となったものでございます。

以上でございます。

〔「いいです」と言う人あり〕

0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〕

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

〔「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

りませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

0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 11款ないし第 13款及び歳入の部、第 1款ないし第 11

款並びに第 16款ないし第20款及び第 5条並びに第 6条を原案どおり可

決することに賛成の方の起立を求めます。

〔起立者全員〕

0宇田川好秀委員長 起立者全員であります。

よつて、以上の案件は可決されました。

◎散  会

0宇田川好秀委員長 本日の審査、これにて打ち切り、あす 3月 17日 午前

10時から引き続き委員会を開き、残りの案件の審査を行いたいと思いま

すが、これに御異議ありません力、

〔「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、さよう決定いたしました。

本日は長時間にわたり、まことにご苦労さまでした。

これをもちまして散会といたします。

午後 5時 29分散会
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O宇田川好秀委員長 それでは、
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◎開  会

0宇田川好秀委員長 おはようございます。

本日も、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。

本日の審査順序は、昨日に引き続き、審劃眸 の4番目からの審査でご

ざいますので、よろしくお願いいたします。

ただ今から総務常任委員会を開会いたしま

す。

本日の出席委員は全員であります。

◎答弁の訂正

O宇田川好秀委員長 まず、審査順序の4番目に入ります前に、昨日の議案

第 12号 「平成 21年度一般会計予算」第 3条第 3表債務負担行為のうち、

公共用地先行取得費、平成 12年度取得分にかかわる審査において、理事

者側に答弁の誤りがあったとのことですので、再度答弁を求めます。

理財部長

O吉田博―理財部長 おはようございます。

昨日の委員会におきまして、桜井委員さんより御質問のございました債

務負担行為にかかわります平成 12年度分の取得につきまして、私どもの

回答は、 58億円がその中で取得分だというふうに御回答申し上げました

が、実際は、これは平成 12年度分にかかわります債務負担行為額でござ

いまして、正しい数字は約 8億 4,000万円ということでございます。

大変申しわけございませんでした。おわび申し上げますとともに、訂正
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の方をひとつよろしくお願いいたします。

O宇田川好秀委員長 以上、お聞き及びのとおり訂正することで御了承くだ

さい。

暫時休憩いたします。

午前 10時 01分休憩

午前 10時 02分再開

0宇田川好秀委員長 再開いたします。

◎議案第21号 平成 22年度川口駅西日地下公共駐車場事業

特別会計予算、議案第22号 平成 22年度川口駅東回地下

公共駐車場事業特別会計予算

O宇日川好秀委員長 続きまして、議案第 21号 「平成 22年度川口駅西日

地下公共駐草場事業特別会計予算」及び議案第 22号「平成 22年脚 ||ロ

駅東口地下公共駐車場事業特別会計予算」を一括議題といたし、両案に対

する説明を求めます。

理財部長

O吉田博―理財部長 改めまして、おはようございます。

ただ今から、議案第 21号「平成 22年度川口駅西日地下公共駐車場事

業J並びに議案第22号「平成 22年度川口駅東口地下公共駐車場事業特

別会計」につきまして御審査を賜るものでございますが、本来ですと管財

課長がこの席において御説明申し上げますが、昨日と同様、病気療養中で

ございますので、かわりまして管財課の主幹の野村のほうから御説明させ

ていただきたいというふうに思います。何とぞ、慎重な御審議をいただき
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まして、よろしく御可決賜りますようお願い申し上げまして、よろしくお

願いいたします。

O宇田川好秀委員長 管財課主幹

0野村重夫管財課主幹 おはようございます。よろしくお願いいたします。

恐れ入りますが、予算説明書の515ページをお開きいただきたいと存

じます。

議案第 21号 「平成 22年度川口駅西日地下公共駐車場事業特別会計予

算」について御説明申し上げま九

歳入歳出予算の総額は9,010万円で、前年度に対し、7,520万円、

455パ ーセントの減となっております。

522ページをお開きいただきたいと存じます。

歳入でございますが、まず、駐車場使用料につきましては、前年度の実

績等を勘案し計上いたしましたことから、前年度に対し、 130万 円、3

4パーセントの増となっております。

次に、繰越金につきましてはヽ公債費の償還などに要する経費の財源と

して一般会計から繰り入れるもので、前年度に対し、7,650万円、 6

04パ ーセントの減となっております。

524ページをお開きいただきたいと存じます。

歳出でございますが、まず、事業費につきましては、当該駐車場の施設

管理に係る経費、利用促進を図りながら老朽化した施設の改修を行うため

の費用などを計上いたし、前年度に対し、262万 5,000円、59パ

ーセントの減となっております。

次に、公債費でございますが、償還計画に合わせ計上いたしております。

526ページをお開きいただきたいと存じます。
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地方債調書でございますが、当該駐車場の建設にかかわる地方債の平成

22年度中の元金償還見込み額などを記載しており、この償還は平成 22

年度をもちまして終了いたします。

川口駅西日地下公共駐車場事業特別会計につきましては以上でございま

丸     ‐

続きまして、527ページをお開きいただきたいと存じます。

議案第 22号 「平成 22年度川口駅東口地下公共駐車場事業特別会計予

算」について御説明申し上げます。

歳入歳出予算の総額は 1億6.600万円で、前年度に対し、 1,070

万円、 6 1パーセントの減となっております。

534ページをお開きいただきたいと存じます。

歳入でございますが、まず、駐庫場使用料につきましては、前年度の実

績等を勘案し計上いたしましたことから、前年度に対し、 1,000万円、

128パ ーセントの増となっております。

次に、繰入金につきましては、公債費の元金及び利子の償還に要する経

費の財源として一般会計から繰り入れるもので、駐車場使用料の増加が見

込まれますことから、前年度に対し、2,070万円、21パーセントの

減となっておりま丸

536ページをお開きいただきたいと存じます。

歳出でございますが、事業費につきましては、当該駐車場の施設管理に

係る経費を計上しており、前年度に対し、 1,070万 円、 183パ ーセ

ントの減となっております。

次に、公債費につきましては、償還計画に合わせ計上いたしております。

538ページをお開きいただきたいと存じます:
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地方債調書でございますが、当該駐車場の建設にかかわる地方債の平成

22年度中の元金償還額などを記載しております。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

O宇口川好秀委員長 以上で説明は終わりました。

おはようございます。

西回公園の駐車場なんですけれども、こちらのほう、今年度でちょうど

もう償還が終わるということだったと思うんですけれども、こちらのほう

の予算、歳出を見ますと、なおまだ一般繰 り入れして、一般会計のほうか

ら繰 り入れをされているということなんですけれども、こちらに関しても、

今後とも償還した後でも一般会計からまだ繰 り入れていかなければいけな

いような現状で、台数が、この予算を見ると増えるような積算根拠になつ

ているのかなと思うんですけれども、西日におかれ ては、民間駐車場もあ

る中で、そこの民間駐車場も余り、何か入つているような雰囲気もない中

で、今後西日の駐車場というのはどうお考えになっているかということを

含めましてお伺いしたいんですけれども、よろしくお願いいたします。

O宇田川好秀委員長 管財課主幹

O野村重夫管財課主幹 西日につきましては、償還は来年度、平成 22年度

をもちまして満了になりますので、今回の予算では繰入金が発生してござ

います。次年度以降、23年度以降については、現時点では歳入、歳出、

繰入金を入れずともどうにか黒字になるかなというところで、現在のとこ

ろは予定しておらない現状でございます。

なお、西日の民間等の駐車場の関係につきましては、公共駐車場として

疑を許します。
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の立場から、今後とも存続を含めて利用促進等図つていくことが重要かと

考えております。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長

利用促進を図つていきますということなんですけれども、

ただ、現状では民間いつぱいある中で、お答えになっていなかったんじゃ

ないかと私は今の答弁伺つているんですけれども、結局、黒字を目指すと

言つていますけれども、本当にまず黒字になる根拠ですね、今回だつて、

若干増えていますけれども、この間前回の総務常任委員会で聞いたところ

だと、大体、 1日 あたり1回転ちょつとだったわけですよね。そういう稼

働率といいますか、そういう中で、本当にそれ、急激に増える理由という

のはどこにそういう根拠があってそういうお話が出てくるのかというのが

まず 1点です。

片や、民間のそういう駐車場がいっぱいある中で、西日にはある中で、

逆に東口に欲しいぐらいですね、要するに東口など飽和状態ですかられ

一般駐車場がない、ほとんどなくなつてしまっているわけですけれども。

その中で、この西日の、やっばりもう一度、あり方も含めまして。ちなみ

に今年度の根拠ですよね、その積算根拠に関してちょつと詳しくお伺いし

たいんですけれども。その確率含めてです。

O宇田川好秀委員長 管財課主幹

O野村重夫管財課主幹 議員御指摘のとおり、確力ヽ こ、西日の利用台数につ

きましては、 19年度から徐々に下がつておるのが現状でございます。 2

1年度実績につきましても、2月 末現在で、現在のところ4,272万程

度の使用料収入となっております。 21年度末の見込みといたしますと、
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このままですと4,550万程度になるかというところで推移してござい

ます。

今回の使用料の歳入、予算組みにつきましては、今年度の実績見込み額、

ただ今申し上げました4,550万円を踏まえて、また 1パーセントある

いは 1 5パーセントfitの減少になるものと見込んで、4,000万円の

駐車場使用料を計上させていただいております。

2点目の先ほどの答弁につきましてですが、西日につきまして、確力ヽこ

民間の駐車場もございます。公共駐車場として、西日の利用が減少してい

るのも確かでございまして、今回、20年度から自動二輪車の駐車も24

台開設いたしまして、現在、自動二輪車も、21年度の実績といたしまし

ては、 1月 末現在で1,215台、21年度末で1,400台程度収容の予

定でございます。今後、雨風しのげる自動二輪車等の駐車スペースはほか

にはないこともありますので、その辺のPRに努めて、なるべく減少にな

らないようにPRし、利用促進等、看板等の設置あるいは周知、広報等に

努めて参りたいと考えております。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 よろしいです力、

西日についてはかなり償還が終わって、ぎりぎり繰 り入れ

がないということが予想されるというところが今わかったんですが、一方

で、償還が終わることによって、運営も独自の方法でやつていけるのかな

というふうに私は思うんですが、そこで、今のPR等々、例えば来年 1年

かけて少しでも利用状況の促進につなげたいという話なんですが、逆に、
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来年、償還終わった後に、例えば民間に委託していくとか、そういったよ

うなことは考えていないのか、質問します。

O宇田川好秀委員長 管財課主幹

○野村重夫管財課主幹 西日駐車場、償還終わった後に民間等への委託とい

うことで、現時点では指定管理者等の導入の御質問かと思いますが、指定

管理者制度等の導入につきましては、その可育旨l■も含めまして、ただ、今

後、現在組んでいます委託費、あるいはその他経常的に必要となります電

気代、その辺の数字が、予算を上回る形でその事業主あてに支払う必要も

出てきますことから、その辺につきましては今後研究して参りたいと考え

ております。

O宇田川好秀委員長

発想がどういう発想か、例えば電気代だとか固定費がかか

るから今の委託業者とどうなのかという話もあるんですが、逆に、提案を

してもらって、来年 1年間かけて研究もしてもらうし、さらには、研究を

した上でよりよい効率を、例えば利用者の中には、夜中の出し入れができ

ないから、ちょっとあそこはとめないんだなんていうことを、私なんかも

直接聞いたりもするんですけれども、そういう夜間利用も含めて、ぜひ効

率のよい運営ができるように研究をしてもらうように、ちょつと要望させ

ていただきます。

O宇田川好秀委員長 ほ力ヽ こ。

よろしくお願いします。

簡単な質問なんですけれども、西日駐車場の開設してからの料金設定の

変化というんですか、料金設定の推移、あと利用時間が今まで変更されて
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きたのかという2点、お願いいたします。

O宇田川好秀委員長 管財課主幹

O野村重夫管財課主幹 1点目の料金につきましては、西日駐車場、平成 3

年 4月 1日 オープンということで、当初は30分あたりの価格設定でござ

いました。 30分 200円 という設定でスタートしております。現在、 1

5分 100円 という、ちょつとイ咳」みな区切りをつけましたが、金額的な

ものにつきましては変更ございません。

平成 19年度から、一般的な時間的な料金に加えまして上限料金を設定

いたしました。平日1.500円、土日休日2,000円 という設定を開始

しております。           _

あと、禾」用時間の変更についてはどうでしょう力■

0宇田川好秀委員長 管財課主幹

○野村重夫管財課主幹 営業時間ということでよろしいでしょう力、

0野村重夫管財課主幹 営業時間につきましては、西日は午前 7時から午前

0時、24時までということで、従来から変更はございません。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 よろしいですか。

ありがとうございました。

○宇田川好秀委員長 ほ力ヽ こ。

償還が終わるということで、これから経常経費でや

っていけるのかなと、使用料との関係で思うんですが、もともとに戻つて

いただくといいますか、最初は西公園地下公共駐車場だったんですけれど
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も、その建設時にあたって、どれだけの費用がかかつて、また、その建設

に関して起債を起こしていますので、それが実際に償還の期日が終わった

ということですけれども、どれだけの金額が、では収入で賄われずに繰入

金等で今までここに、表現は大変困つてしまうんですけれども、ここに投

資されたのかといいますか、投入されたかということです。

O宇田川好秀委員長 管財課主幹

O野村重夫管財課主幹 西公園として設立された段階での建設費でございま

すが、建設費につきましては、20億 5,500万円かかつてござぃます。

それから、返済にかかりまして、22年度の償還額を合わせまして、償還

額合計では28億 1,711万 となつてございます。

平成 3年のオープンからの使用料収入、21年度はまだしっかりした数

字が出ておりませんので、20年度末までの使用料収入につきましては、

9億 9,479万円、約 10億円という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 管財課主幹   ―

O野村重夫管財課主幹 失礼いたしました。

繰入金につきましては、20年度末で 24億 3,989万円になってご

ざいます。

O宇田川好秀委員長

これで今後、この西日駐車場のほう●頃当に利益が

上がっていくのかということになつていけば、もしかしたら市からの繰 り

入れた金額が、いずれは、何というんでしょうね、プラス・マイナスにな

っていく可能性もあるのかなというふうには思うんですけれども、ここの

ところで、私が大変心配だというか、もともとのところで建設当時のとこ
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ろが、いろいろな方たちがかかわっていたので、それなりの目的はあった

と思うんですけれども、いわゆる市の税金をここに投入するというところ

で、当初の計画や何力ヽ こついて、何らかの西日の地区計画というんですか、

そういつたものがあつたんじゃないのかなというふうに思うんです。それ

との関係で、こういつた大変高価な駐車場ができていつたんだと思うんで

すけれども、その辺の、まず、そもそもこれがどうして必要であつて、金

額の設定とかそういうものに対してどういつた論議がなされたのかという

こと、わかる範囲で結構なんですけれども、ちょつとそれを御説明、1点

いただきたいなというふうに思います。

今後についてなんですけれども、いわゆる返済は終わるわけですけれど

も、この西日の駐車場に関して、では使用料とか、先ほども御質問ありま

したけれども、そういつたものも含めて、市民に対してどういつた還元を

していくのか、また、利益を上げるということだけではなくて、本当にこ

こが生きた施設となるような見通しなどについて、計画もお伺いしたいと

思います。

O宇田川好秀委員長 理財部長

O吉田博―理財部長 ちよっと昔のことなので、最初の質問については定か

なことではない部分がかなりあると思いますけれども、一応お話しさせて

いただきます。

これはもともと、ご存知のように、旧燃研というんですか、いわゆる公

害資源研究所の跡地として、あの一帯を錦町公園を含めて再開発しようと

いうことから始まった計画だというふうに理解しています。その中で、国

から土地をもらうというんですか、安く買うというんですか、ともかく払

い下げてもらうという段階で、公園をつくりなさいという意見がありまし
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たので、その中の一つの行為として、あそこに公園をつくるんだというこ

とがまず一つ出ました。それに合わせて、市内にはいわゆる公会堂という

んですか、立派なというか、そういうものをやる施設が、市民会館きりご

ざいませんでしたので、そういうものも付設したほうがいいんじゃないか

という案が出まして、それはいいことだということなので進めるにあたり

ました。そのときに、リリアという施設をつくるにあたって、その地下に

も駐車場をつくりましたけれども、リリアがたくさんのお客さんが来たと

きに、リリアの下にある駐車場のキャパシティーだけt要するに駐車台数

がそんなにあるものではないので、たしか200台弱だと思うんですけれ

ども、小さいので、足らないんじゃないかと。あるいは、西日の再開発を

したときに、付近に駐車場があの当時全然なかつたものですから、そのた

めにもう一つ必要だろうということで、公園の地下というか下に駐車場を

つくることということを計画したそうです。それで、あわせてリリアの駐

車場と地下の駐車場の中に、リリアに来たお客さんも利用できるし、近隣

に駐車場がなかったことで、再開発した段階できれいになったときにお客

さんがたくさん来たから駐車場がないと、路上駐車が増えてしまうんじゃ

ないかということから、時間貸しの駐車場ということで、あそこへつくっ

たというふ うな経緯だつたというふうに賜つております。それが一つので

きた経緯だと思います。

ただ、もう一つは、今後の将来的にというか、現在も含めて、市民の皆

様にどういう形で還元していかなくてはいけないかということは、一つに

は、あそこは都市計画決定という形で、駐車場ということで都市計画決定

を打つてありますので、駐車場以外には使えません。駐車場をどこかに壊

したり移設するときには、代替のものをどこ力ヽ こつくらなくてはいけない
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というのが基本的に都市計画法の趣旨でございますから、我々としては、

半永久的にあそこに駐車場としてあり続けるだろうと、あの付近にあり続

けるだろうというふうに理解しています。ということは、ほかの駐車場は

時期によつて、時期というのは景気だとかそういうものによつて、駐車場

スペースというのは、建物としてではなくて空きスペースを駐車場として

やつているという状況が大変あります。近所で、私どもも調べたところに

よりますと、実際には、時間貸しの駐車場としてあるのは、西日では川日

駅から600メ ートルぐらいの範囲までで16か所ぐらいあるんです。こ

れは大体、台数にすると六百七、人十台らしいんです。これは、川口が持

つている西日の駐車場と、それからリリアの駐車場合めた数ですから、リ

リアが155台で西日が同じぐらいで、とってしまいますと、大体300

台ぐらいきり、残りがなくなってしまいまして、これは景気がよくなると

いうか、建設ラッシュとかいう時代になりますと、空き地はみんななくな

って建物になってしまいまして、いわゆる路上駐車がまた増えてしまうん

じゃないかという危惧もありますので、リリア及びこの私どものやつてい

る西日の駐車場については、ずっと続けるということが前提です。公共と

いうことも含めまして、駐車場というのは絶対必要ですので、置き続ける

と。

ただ、ほかとの競争ということと、それから管理ということが2つ次に

問題になつてくると思うんですけれども、競争するということは、深く考

えれば民営圧迫というんですか、民業圧迫ということになりまして、私ど

もが例えば、今時間400円ですけれども、これを300円、200円 と

下げていってしまいますと、屋根がついてて管理人がいてというのと、野

つ原にただ、入り口にぽつとアームがあって入るだけの管理権の問題を考
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えたときに、必然的に、駅にも比較的、200メ ー トル程度で近いですし、

そこへ全体的に集中するのはもう日に見えていますから、そうすると民業

圧迫ということにもなりかねませんので、その辺については、料金につい

ては若千の、全体的な上昇があつたときに合わせて上昇することはあつて

も、全体に合わせた料金の体系をつくらなくてはいけないということを一

つ考えております。

それから、もう一つは経営の方法ですけれども、経営の方法については、

先ほどの御質問で私ども答えたように、指定管理者ということもありまし

たけれども、実は、お金を償還するのは22年度で完了するんですけれど

も、建設省の無利子融資というのを受けていまして、この無利子融資とい

うのが、実は完了後 5年間は旧建設省、国土交通省の管轄下にまだ入つて

いまして、何かをするについてはそこヘー々お伺いを立てなくてはできな

いんです。例えばt料金をこうするよ、時間変更をこうするよ、あるいは

先日のバイクの駐車につきましても、そこの了解をとつて全部やつている

ことでして、そういう行為の中で、指定管理者制度というのが、向こうが

オーケーしてくれるのであれば、我々としても考え方の中に含められるん

ですけれども、今のところ、そういう話というのはまだできておりません

ので、今後については、おつしゃるように、我々がやるより上手に運営し

てくれるところがあるならば、そういう形でしていつたほうがよリベス ト

ですし、市民の利便性も向上する、サービスがよくなるんじゃないかとい

う点もありますので、そういうことも含めて、今後は考えていかざるを得

ないと。ですから、23年度以降にそういうことについて考える時間を持

つんではなくて、22年度からもう準備をしていくということは考えてい

きたいと思つています。ただ、その前に、国土交通省との話し合いを持た
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せていただきたいというふうに思っておりますので、今後はそんな形で進

ませていただければというふうに思つております。

ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

O宇田川好秀委員長 よろしいです力、

すみません、ちょっと簡単なことで。

先ほど、錦公園のほうの駐車の利用が、 19年ぐらいから徐々に減つて

きたという御説明だつたんですけれども、東回の公共駐車場は、同じぐら

いの時期からできていて、逆に、東日の公共駐車場に西日にいたお客さん

がとられているんじゃないかというふうにも思うんですけれども、その東

回のほうは、先ほど20年度の予算でいうと、歳入を見ると、使用料も増

えていてというふうな状況になつているので、そこの辺の関係が、西日と

東回の駐車場の関係がどうなっているのかということと、東日の利用は増

えて、駐車場を見ていても増えているなというふうには思うんですけれど

も、東日と西日と一体的に利用を増やしていかないと、これから東日のほ

うの償還もまだまだたくさん残つていると思いますし、東日にはまだまだ

この先ずつと一般会計からの繰 り入れもされていくんだろうなというふう

に思いますので、その東口についての今後の繰り入れの残がどれぐらいあ

るのかということ、繰 り入れというか償還の残がどれぐらいある見通しな

のかということと、一体的にどういうふうにその駐車場を見ていくのかと

いうところの考え方をちょつと教えてください。

O宇田川好秀委員長 管財課主幹

O野村重夫管財課主幹 東日の関係でございますが、まず、使用料の伸びに

つきましては、東口につきましては、18年にオープンして以来、19年、
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20年と順調な、順調なというとこれもあれですが、20年度の収入とい

たしまして9,046万 6,000円 ございました。21年度につきまして

は、現在、 2月末現在の数字でございますが、約8.764万円、使用料

として入つております。これを21年度末の見込みでいたしますと、約 9.

500万円程度になるかと今予想しているところでございます。そうしま

すと、今議員さん御指摘のとおり、東口が軒並みに行っているだけではな

くて、西日からの、確かに、西口を禾J用 されていた方が東口に移動してき

ているというのは、数字的な伸びを見ましても、ある程度頭打ちの状態に

22年度でなってきているのかなというところもございます。ですので、

来年度以降もこのまま順調にいくかというと、それはなかなか難しいとこ

ろがあるかと考えているところでございます。

それから、東口につきまして、東西の一体的な活用、また利用促進とい

うことでしようか、東へ行け、西へ行けというところもなかなか難しゅう

ございますので、西日については、現在のところ、先ほど申し上げました

とおり、バイクのPRに努めて、特色あるという言い方もあれですが、西

日はこういう点がいいという、そういう東口とはまた違ったPRの仕方で

利用の促進を図つていけたらなと考えてございます。

それから、東日の償還額でございますが、総額で、現在のところ、予定

でございますが、21億 12万円程度の償還総額となっております。今後、

終了予定が平成37年度末を予定しておりまして、現在のところの残額と

いたしましては、 19億 5,500万円程度まだ残があるというところで

ございます。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 よろしいでしょう力■
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|まか に。

〔「なし」と言う人あり〕

O宇田川好秀委員長 以上で、質問を打ち切り、討論を行います。

反対はいたしませんが、要望をさせていただきたいという

ふうに思います。

西日にしても東口にしても、本当に莫大な、合わせて40億を超える市

の税金が投入されて建設をされてきている経過を考えますと、本当にこの

駐車場が、半永久的に駐車場としてあり続けるのだとしたら、市民の、き

ちんと利便、それからためになるような運営の仕方というのをきちんとこ

れから考えていかなければならないのかなというふうに思っています。償

還が終わつた後について、またそれから償還している間でも、利用料金の

設定だとカメリ用の仕方について、この質疑の中でもいろいろと要望が出さ

れていますので、そうした点についてはしつかりと検討をしていただきた

いということを重ねて要望させていただきます。

以上です。

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 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、

〔「異議なし」と言 う人あり〕

O宇田川好秀委員長 異議なしと認め、一括採決いたします。

両案を原案どおり可決することに賛成の方の御起立を求めます。

〔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、両案は可決されました。

暫時休憩いたします。

午前 10時 40分休憩

午前 10時 42分再開

○宇田川好秀委員長 再開いたします。

◎議案第 24号 平成 22年度川口市交通災害共済事業特別会

計予算、議案第 25号 平成 22年度川国市学童等災害共済

事業特別会計予算

0宇田川好秀委員長 続きまして、議案第 24号 「平成 22年度川口市交通

災害共済事業特別会計予算」及び議案第 25号 「平成 22年度川口市学童

等災害共済事業特別会計予算Jを一括議題といたし、両案に対する説明を

求めます。

市民生活部長

O森田雅夫市民生活部長 おはようございます。

それでは、これから御審議賜りますのは、議案第 24号 「平成 22年度

川口市交通災害共済事業特別会計予算J及び議案第 25号 「平成 22年度

川国市学童等災害共済事業特別会計予算」でございます。

詳細につきましては、交通安全対策課長から御説明申し上げますので、

よろしく御審議を賜り、御可決いただき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 交通安全対策課長
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O牧田充正交通安全対策課長 よろしくお願いいたします。

それでは、川口市交通災害共済事業特別会計予算につきまして御説明申

し上げます。

555ページをお開きください。

555ページから557ページの総括表、歳入歳出総額は575万円で、

前年度に比べ、 133万 円、 188パ ーセントの減で計上いたしており

ます。

558ページからの歳入でございますが、 1款 1項 1目 共済会費収入は、

過去 5年間の加入実績から加入率 16 1パーセントと見込み、8万 4,6

00人分の会費を予算計上いたしております。

2款 1項 1目 利子及び配当金は、基金から生ずる利子を、 3款 1項 1目

繰入金は、弔慰見舞金と交通遺児年金にかかわる一般会計からの繰入金を

前年度と同額とし、4款 1項 1目 繰越金は、前年度における不用額が生じ

たことによるものであり、前年度は基金に1,300万円積み立てたこと

により、繰越金を減額として計上しております。

5款 1項 1目貸付金元金収入は、生活資金貸付金の回収金で、前年度と

同額とし、 5款 2項 1目 雑入は、臨時事務員の保険料個人負担額を計上い

たしております。

続きまして、 560ページからの歳出でございますが、一般事務費をは

じめ、交通災害共済事業に係る経費を計上いたしております。

11節需用費のうち、印刷製本費において、会員証等の印刷物の単価減

やPR用ポスターの単価減により、減額計上しております。

12節役務費のうち、通信運搬費において、前年度市民アンケー トを実

施するための郵送代を計上いたしましたが、今年度はその分減額となって
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おります。

19節負担金・補助及び交付金は、共済見舞金や診断書料助成金におい

て、過去 5年間の支給実績を勘案し、減額して計上しております。

21節貸付金は、ここ数年、生活資金貸付金の利用がないため、前年度

と同額を計上いたしております。

25節積立金は、不慮の事故に備え、500万円を積み立てるものでご

ざいます。

なお、事務局経費のうち、交通災害共済と学童等災害共済に共通する経

費につきましては、 2つの特別会計間の負担割合 9対 1でそれぞれ計上し

ております。

続きまして、川口市学童等災害共済事業特別会計予算につきまして御説

明を申し上げます。

567ページをお開きください。

総括表の歳入歳出総額は 1,600万 円で、前年度に比べ 560万円、

26パーセントの減となっております。

570ページからの歳入でございますが、 1款 1項 1目共済会費収入は、

過去 5年間の実績を勘案し、加入率 21 6パーセントと見込み、 1万 8,

400人分の会費を計上いたしております。

2款 1項 1目利子及び配当金は、基金から生ずる利子を、 3款 1項 1目

繰越金は前年度における不用額が生じたことによるものであり、前年度は

基金に800万円積み立てたことにより、繰越金を減額とし、4款 1項 1   ,

日雑入は、臨時事務員の保険料個人負担額を計上いたしております。

続きまして、572ページからの歳出でございますが、 7節賃金、 11

節需用費、 12節役務費、 13節委託料、 14節使用料及び賃借料、 19
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節負担金・補助及び交付金は、交通災害共済と同様に計上いたしておりま

九

25節積立金につきましては、交通災害共済と同様、不慮の事故に備え、

600万円積み立て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す。

学童共済じやなくて、最初の共済の話ですね、これまで私

も何回も発言させていただきまして、かなりの御努力をされているという

のはわかるんですけれども、ただ、加入率がどうしてももう20パーセン

ト以下、切つてしまうという、これはもう16パーセントですか、これは

やっばり、そもそも制度自体がどうなのかということがまず 1点で、埼玉

県内で構わないんですけれども、この共済事業を今、廃上している事業、

ほとんど皆さんもう、さいたま市をはじめ廃上してしまっているんですけ

れども、何自治体、この共済事業をやっているのかということをまず 1点

お伺いします。

それから、過去3年間の加入率ですか、これは加入促進PRをかなりさ

れたということも、前回の、昨年度の総務常任委員会で新たな加入促進を

やられたということですけれども、それに対する成果だつたり、そういう

ことを含めてお伺いをさせていただきます。

2点、よろしくお願いします。

O宇田川好秀委員長 交通安全対策課長

O牧田充正交通安全対策課長 交通災書共済制度につきましては、委員御指
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摘のとおり、加入率の低下がここのところ著しく、22年度につきまして

は予算で 161パ ーセントという形になっております。また、御指摘の

とおり、本来であれば最高加入率が、昭和 53年の48 14パーセント

と比べますと大分下がってきているわけでございますが、この事業の内容

を含めまして長年検討して参りまして、23年を目途に、見舞金の改正、

それから会費の減額という形をとりまして、より魅力ある制度に向かつて

今後取り組んで参りたいと思つております。それを受けて、加入率の増加

に努めて参りたいと思つております。

それから、 2点 目の川口市のほ力ヽ こどういう自治体がこの交通災害共済

の事業を行なつているかということでございますが、県内におきましては、

行田市、所沢市、草加市、戸田市、ほ力ヽ こ全国で天童市、それから阿久根

市、厚木市等々、20市で交通共済事業を行なっているところでございま

九

過去 3年間の力日入率でございますが、 19年度が 1653パ ーセント、

20年度が 15 64パーセント、21年度につきましては、 1月 末現在

で15 17パーセントとなっております。

また、成果につきましては、御指摘のとおり加入率は少ないんですが、

交通災害、学童災害、合わせて 10万人が加入しているということを重く

受けとめまして実施しているわけでございます。ちなみに、例を示します

と、昨年、交通事故● ‖国市内8人の方が亡くなられたわけでございます

が、そのうち、高齢者の方 3人がこの共済制度に入つておられまして、家

族の方からも大変喜ばれている制度ということで、事務局のほうとしても、

大変よい制度でございますので、今後も続けて参りたいという考えは変わ

っておりませんので、よろしくお願い申し上げます。
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0宇田川好秀委員長 ‐

ただ、当時つくられたのが、今、民間のそういう保険だつ

たり、そういうのが充実しているわけでありまして、当時の40年前です

か、設立当時はそういう保険も充実していない中で、共済事業というのは

要するに行政がやらなければいけないという事業の中で設立されたという

ことを私も聞いております。そうすると、やっぱり今、いいか悪いかと言

われてしまえばそれはいいかもしれませんけれども、ただ、行政がやるの

か、やらなければいけないのかという仕事になつてしまうとということ、

これはちょつと疑間の余地があるところだと私は思つております。

そういう中で、あと、例えば基金に関しても、基金の残高も、これも

年々増えていっているわけでありますし、それを考えますと、やつばりこ

れは制度上、カロ入率というのはかなり大きいものじゃないのかなと思つて、

重く見なければいけないと思いますし、改善したからといつて、これがい

い方向に向かうとも思わないし、逆に手厚くするつてしてしまうと、今度

は、じやほかの、これ一般繰り入れしているわけですよね、これ繰入金と

いうことで。繰入金にしているということは、要するにこれ条例で繰り入

れしなければいけないということなんですけれども、であれば、条例改正

して、繰り入れしないで、みずからここの中でやつていくような形でやつ

ていかないと、もし共済自体を続けるというのであれば、それはそれなり

にちゃんと条例改正して、繰入金を入れないような形でやつていくような

形をしていかなければいけないんじゃないかと思うんですけれども、最後、

1点だけ御答弁いただきたいと思います。

〔「繰り入れですか」と言う人あり〕

繰入金です。条例改L
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O宇田川好秀委員長 交通安全対策課長

0牧田充正交通安全対策課長 繰入金については、この交通災害共済条例、

それから学童等災害共済条例の中で、会員にかかわりなく、市内で交通事

故に遭つて亡くなられた方、または市民の方、住民票を置いている市民の

方の父兄が交通事故で亡くされた交通遺児の方に、会員、会員じやない問

わず、この条例の中で一つでまとめて、市のほうからその分のお金を繰入

金としていただいて支出している制度でございます。御指摘のとおり、そ

れを別にしたほうがいいというお話もありますが、今の制度の中でやるこ

とによつてメリットもございます。そういう要綱でやるのか、条例でやる

のか、ちょつと見えないところありますけれども、一つの課で、情報も、

ここで事故があつたらこの人たちに請求がな〈ても積極的に遺児年金のこ

とをお話できたり、進んで見舞金を支給できたりという、制度の中でそう

いう形もありますので、白根議員さん、別々にしたほうがよろしいんじゃ

ないかというお話も踏まえて、今後ちょつと研究、勉強して参りたいと思

っておりますので、よろしくお願いします。

ありがとうございました。

○宇田川好秀委員長 ほ力ヽ こ。

繰入金のこととかいろいろありましたけれども、ま

ず、私たちはこのり||口 市の中で、市民が何か体とかそういつたところで、

交通事故などで損害を得たときに、この共済制度の中で何らかの見舞金が

支払われるというの、これは私は市民にとってプラスではないかなという

ふうにいろいろ思つているわけです。また、私たちが率先して入るかどう

かは別として、いわゆる市の中でこの制度を続けてきた意味というのは大
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変大きいものがあると思うんですけれども、先ほどから繰入金のこと、い

ろいろなっていますが、例えば、今年度ですと98万 4.000円ですか、

直近でいいんですけれども、先ほどの西日の地下駐車場と比較するわけで

はないですが、一般会計からの繰入金の3年なり5年なり、どのぐらい、

はじめからでもいいんですけれども、繰 り入れされたのかというのがおわ

かりになりましたら、これを質問させていただきます。

O宇田川好秀委員長 交通安全対策課長

O牧田充正交通安全対策課長 繰入金については、毎年予算計上させていた

だいて、過去 3年間ということでございますが、ちょつとお待ちください。

まず、遺児年金につきましては、20年度が 18万円、給付人数 10人

になっております。 19年度については、給付人数 16人の28万 8,0

00円、それから18年度が、給付人数 22人の37万 2,000円。ほ

力ヽ こ、弔慰見舞金につきましては、 20年度、給付人員 3人、6万円、そ

れから19年度、給付人員 6人、 12万円、 18年度が、給付人員が 9人

で 18万円という数字になっております。

O宇田川好秀委員長 よろしいでしょう力、

0宇田川好秀委員長 ほ力ヽこ。

,    〔「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〕

0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、

〔「異議なしJと言う人あり〕
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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。

〔起立社鋼罰

0宇田川好秀委員長 起立者全員であります。

よつて、両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

0宇田川好秀委員長 再開いたします。

◎議案第41号 第4次川口市総合計画基本構想を定めること

について

O宇田川好秀委員長 続きまして、議案第41号「第4次川国市総合計画基

本構想を定めることについて」を議題といたし、本案に対する説明を求め

ます。

1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。

これより御審議いただきます議案第41号は、第4カ II口 市総合計画基

本構想を定めることについてであります。さきの全員協議会でも御説明申

し上げたところでございますが、地方自治法の規定に基づき、第4次総合

計画の基本構想について、議案として御提案申し上げるものであります。

詳細につきましては、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、御可決賜りますようよろしくお願いいたします。
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O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 議案第41号 「第4測 ||口 市総合計画基本構想を

定めることについてJ御説明申し上げます。

一般議案の41ページをお開きいただきたいと思います。

当議案は、地方自治法第2条第4項の規定に基づき、本年4月 から新た

に始まる第4匁 ||口 市総合計画のうち、基本構想につきまして、議案とし

て御提案申し上げるものです。

42ページをお開きいただきたいと思います。

第 4次川口市総合計画の基本構想の本文でございます。

さきの全員協議会で御説明いたしましたとおり、第4次総合計画は、基

本構想、基本計画、実施計画の 3層構造とし、計画期間を本年4月 から平

成 34年 3月 までの12年間としております。基本構想は12年間の計画

とし、また、基本計画は6年ずつ、前期、後期の2つに分け、その時代に

柔軟な対応ができるよう区分けしたところであります。さらに、実施計画

は 3年ごとに第 1次から第4次までの計画としたところであります。

第 4次総合計画は、第 3次総合計画を引き継ぐべきところは引き継ぎ、

改める点は、これまでの成果を踏まえて、必要に応 じて改めるという考え

方で作成したものであります。その上で、市民にとつてわかりやすい計画

を目指し、計画全体の構成をシンプルにするとともに、特に基本計画では、

基本構想の実現に向けた施策分野ごとの基本目標や、その迪戎渡合いをは

かる目安として目標指標を設定したところであります。

それでは、その概要につきまして順次御説明申し上げます。

まず、42ページの目的と計画期間ですが、本市の将来姿を掲l大 その

実現のための施策の基本的な方向性を定めるものとしており、計画期間は、
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先ほども申し上げましたように、羽戎34年までの12年間としておりま

t。

次に、基本理念ですが、現行の基本構想でも4つの基本理念がございま

したが、そのうちの「人間性の尊重」、「市民との協働」、「環境との共

生」の 3つは現行を踏襲しつつ、これまで第 3次総合計画でうたつており

ました「地域性の尊重」にかわり、古くから受け継がれてきた川日の大切

な心である「人づくり。ものづくりの継承と発展」を新たな理念 としたと

ころであります。

次に、43ページの将来の姿ですが、ここでは4つの部門から構成され

ております。

まず、 1つ 目は「将来都市像」ですが、「緑 うるおい 人 生き活き

新産業文化都市 り||口 Jと し、第 3次総合計画から引き継いだものであ

ります。計画の継続性を考えた場合、 10年間の計画期間が終了したから

といって、全く男」な都市像が出てくるということは考えにくく、さらには、

現行計画において、この将来都市像に到達したとはまだ言えないだろうと

の考え方から、現行計画を継続し、同じ将来都市像としたものであります。

将来の姿の 2つ 目は「将来人口Jでありはす。直近の国勢調査の結果等

を踏まえて推計しましたところ、計画期間の最終の人口をおおむね50万

人としたところであります。

将来の姿の 3つ 目は「めざすべき姿」であります。第 4次総合計画では、

本市の目指すべき姿として、「安全・安心なまち」、「市民が活躍できる

まち」、「産業が息づくまち」、「地域の特色を生かしたまちJ、 「緑の

豊かなまち」、
｀
「自立した自治体運営を進めるまちJと いう6つの姿に集

約し、44ページから48ページにかけて、それぞれの目指すべき姿のた
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めにどのようなまちづくりを進めていくのか、そのなすべきこと、あるベ

き姿を述べております。

そして、基本構想の最後となります48ページから49ページの、将来

の姿の4つ 目となる「土地利用構想」です。この内容は、現行計画の構想

を引き糸区ぐもので、土地利用の方向性として、現行計画と同様に「拠点の

形成」、「産業と住宅の混在した市街地における土地利用の再編成」、

「緑と調和した住宅地の形成」、「水と緑の空間形成とネットワーク化」

を掲げたものであります。

以上が基本構想の内容であります。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す。

この議案自体はここにある基本構想のみを議決するという

ふうに認識をしたので、その範囲で幾つが質問をさせていただきたいとい

うふうに思います。

今御説明がありましたので、一つ一つの言葉じりをとつて何か質問して

しまいますと、いつになっても終わりませんので、ざっくりと大きなとこ

ろだけ聞きますけれども、これに、基本構想に基づいて前回全員協議会で

議論がされた総合計画と、それから今後つくられていく実施計画というふ

うになつていくと思うんですが、基本計画自体はこの間、委員会の中でた

くさん、ずっと議論されてきているというふうに思いますので、その中身

が反映されているとは思うんですが、実施計画に移つていくときに、そう

した市民の皆さんのこれまで積み重ねてきた議論がきちんと実施計画に反

映されるようにするために、職員さんの中でどういうふうなことを考えて
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いくのかということと、あと、一度つくったこの基本構想、つくられる 1

2年間の基本構想、それから当面の6年間の総合計画を、例えば時代の流

れで、いろいろと置かれている状況が変わつてきたときに、それだけにと

らわれることなく、基本、目指すべき姿はあるにしても、そこに至る計画

については柔軟に対応していくような考えがあるのかどうか、その点を確

認させていただきたいと思いま丸

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 実施計画に市民の意見を反映するかということで

ございますが、当然それは反映させていただくという考え方、例えば、変

な話ですけれども、基本構想がありまして、基本計画がありまして、実施

計画という3層構造というような、これまでも説明しているとおりであり

ますが、これは、基本構想の趣旨を踏まえて基本計画をつくつております

ので、この基本計画に基づいて実施計画、細部、細かい話になっていくわ

けですので、この辺は、その辺の趣旨をしつかりとらえていく。さらに、

実施計画で、例えば何々の計画をつくる、あるいは何々の条例をつくると

いったときには、それはまた、その専門分野の人たちの意見を取り入れな

がら、あるいは市民の意見をとりながら、そちらでヽ応 していくものと考

えておりますので、よろしくお願いいたします。

それから、時代の流れが変わる、それにとらわれることなく柔軟に対応

していくかということでありますが、こちらのほうも、当然ながらその時

代に合つたもの、逆に取り入れていかなくてはいけませんので、この基本

計画は、基本的には基本的な方針ですが、時代になじまなくなった場合に

は、それはその対応を考えていかなくてはいけないというふうには思つて

います。ですから、これで全部進めていくのかということは、基本的には

-200-



平成22年 3月総務常任委員会  3月 17日 (水 )

これで進めていくんですが、やはり、時代になじまないものが出てきたと

きには、その辺は柔軟にヽヽ していきたいというふうに考えております。

0宇田川好秀委員長

ありがとうございます。

そういう基本的な考え方があればいいかなというふうに思うんですが、

ちょつと幾つかだけ、中身についての確認をしたいのが、議案の46ペー

ジの、工の中で、都市計画基本方針に即しというふうに、この基本構想の

中にそういう具体的なマスタープランというものが出てきているんですが、

これ、単純に読んでしまうと、基本構想の前提にこの都市計画のマスター

プランがなっているかのような印象を受けるんですが、ここに、具体的に

こういうマスタープランというこの名称が出てきた理由と、これまでの委

員会の議論の中でそこについて何か御意見があつたのかどうか伺いたいと

いうふうに思います。

あと、次に48ページの土地利用の構想というところがあるんですが、

これだけ、文章だけ読んでいると、すごくイメージがいろいろで、読む人

によって、この文章からイメージするものが全く違ってくるんじゃないか

なというふうに思うんですが、それを具体化するのが計画だとか実施計画

になっていくと思うんですが、実施計画になった段階のときに、この基本

構想でイメージしていたものと何か違うなというふうになる場合があるの

かなと思うんですが、そうならないようにするためにも、実施計画をつく

る前の段階で、それぞれのアとかイとかウとか工とかって想定される地域

とかがあると思うんですが、そういう、そこに居住される地域の皆さんだ

とか市民の皆さんの意見というのをきちんと反映していつてほしいなと思

うんですが、その点について伺いたいと思います。
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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 最初の質問の地域の特色を生かしたまちの都市計

画のマスタープランについてでありますが、こちらのほうも、やはり都市

計画のマスタープランがどっちが上かということ、基本的にはこちらの総

合計画が上位計画としては位置付けられます。その中に、ある意味で、都

市計画マスタープランというのがやっぱり重いものという認識がございま

すので、どっちが上ということではないんですが、基本的には基本構想、

それに基づいて都市計画のマスタープランができていくというふうに考え

ていますけれども、そちらも大変重いものでありますので、あえてこれは、

ここの議論をしっかりやつてもらつて、その中で対応していただく、基本

方針は基本構想を踏まえながらも都市計画マスタープランでしっかりその

意思を踏まえたものをつくっていつていただきたいという意味で載せたも

のでございますので、それを御理解いただきたいと思います。

それから、土地利用構想において、イメージが人によつても違うという

ことでありますし、さらに市民の意見、当然、その地域地域によって土地

利用というのは変わりますので、そこはそちらの地域の意見のことを踏ま

えまして、十分その辺を取り入れてつくっていくものというふうに考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。

0宇田川好秀委員長

わかりました。

じゃ、ちょっと要望だけさせていただきたいと思うんですが、基本構想

とマスタープランがどっちが上という話では確かにないというふうに思う

んですが、基本構想の中で、これからここに住む住民の人たちが目指した

いまちの姿と、例えばその都市計画のマスタープランでこうやらなければ
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いけませんというふうにもしなうているものが、少し方向性が、例えば違

くなつてくるというときには、きちんとマスタープランも見直しながらや

っていくぐらいのことがないと、この基本構想との整合′性もなくなつてく

るのかなというふうに思いますので、このマスタープラン自体を所管する

部局がまた違うのかとは思いますが、全庁的にどうしていくのかというこ

とはきちんと確認をしていただきたいというふうに思いますので、よろし

くお願いします。

O宇田川好秀委員長 ほ力ヽこ。

ちょつとしたことで。

画でいろいろな施策が公布されて、中にもちょつと消極的

な目標値のものもあるので、余り第4次総合計画に縛られ過ぎない、日標

値に縛られ過ぎずに前向きに行けるような、数値を伸ばせるようなところ

には、市民の皆さんが喜ぶことなので、あくまでも目標値の、消極的な目

標値に係る施策については、もつと可能性があるのであれば、もっと目標

値を上げられるようなものに、柔軟にできるような計画ということで考え

ていただきたいということです。要望で。

O宇田川好秀委員長 要望でよろしいです力、

はい。よろしくお願いします。

O宇田川好秀委員長 ほ力ヽ こ。

あわせて、私も要望なんですけれども、私は逆に数値目標

を掲げることによって、これは画期的であることだと思つていますし、次

の総合計画での6年 6年ごとにそのときの数値と対比ができるのでいいん
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ですけれども、それにプラス、財政計画ですか、それとの連携というのも、

これも大きく総合計画等、やつばりこれ併用 していかないと、片方、やは

り政策は非常に重要かもしれないですけれども、それはやっばり財政との

こともありますので、これは両輪を一緒にやつて、ぜひリンクさせていっ

てもらいたいということで、要望を含め、ちょっと答弁いただけるならば

いただきたいということでお願いします。

○宇田川好秀委員長 要望ですか、答弁です力、

答弁いただけるならお願いします。

○宇田川好秀委員長 いただけるならというのは、どっちなんですか。

いただきたいということです。

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 基本的には、基本計画、今回の議案は基本構想で

すけれども、基本計画をつくるときには、予算と計画が連携するというよ

うなコンセプ トでつくっております。ただ、そうはいうものの、やっばり

財政状況というのもかなり厳しいものがありますので、できるものは、や

らなくてはいけないものはやっていかなくてはいけないということで、そ

の辺は十分意を用いて対応していきたいというふうに考えておりま丸

ありがとうございます。

0宇田川好秀委員長 ほ力ヽ こ。

すみません、42ページなんですが、基本理念のところで、

ちょつと表現的によくわからないので教えていただきたいんですが、
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(3)の環境との共生というところで、循環を基調とする持続可能な社会

づくりに取り組むということなんですが、これは具体的にどんなことを想

定されているのか、ちょっとお聞きしたいんですが。

O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 3Rつて、要はリサイクルとか、要は使つたもの

をまた再利用していく、この辺を基調として、そういう持続可能な、いわ

ば結局無駄にしないで、持続可能な、公害的にも少ないものを選んで、そ

ういう社会づくりをしていくと。使い捨ての時代から、基本的にはもうそ

ういう時代ではなくなってきたと。物を大切にしていくという、そういう

意味でございます。

O宇田川好秀委員長

環境との共生という意味なんですかね、それが。

O宇田川好秀委員長 総合政策課長

O押田書司総合政策課長 環境というのは、私が環境のものを話すのはあれ

ですけれども、環境 というのは非常に大きくて、幅広いものというのがと

らえ方として一つあります。それは、ごみ問題も環境ですけれども、環境、

要は社会環境もあるわけですので、その辺は一緒に、共生、ともに生きて

いくという意味で、ごみだけではないということで認識をしています。し

たがつて、簡単に言いますと、環境を大事にして、例えば景観も環境とい

うふうにとらえ方をしていますし、幅広くとらえていますので、その環境

とともに生きていくという、環境を大事にして生きていくと言つたほうが

いいのかな、そのような意味合いで、それはごみだけではないというふう

には考えているところであります。

O宇田川好秀委員長 よろしいでしょう力、
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先ほどの松本委員のところでもあつたんですけれど

も、私はどうしても、この都市計画基本方針、都市計画マスタープランに

即しというところ、大変気になるんですが、地域的に見て、全員協議会の

ときにもちょつと質問させていただいたんですけれども、川日はいろいろ

な地域、それこそ特徴のある地域がいつぱいあるというところで、この都

市計画マスタープランに即して、これが入つてしまうと、これの意味する

ところというのは、今、こっち側のほう見てみたんですけれども、こつち

側つて、総合計画案のほう見てみたんですけれども、やつぱり線路とか、

それから土地利用とか、そういうまちのイメージなんですね、とっても。

そうではなくて、空地があつたり、でも空地というのもやつばり持ち主が

いますから、そこで農業を営む方とか、それから緑地とか景観とか、また

それとは別に、本当にお仕事としてやつていらっしゃる方たち、そういつ

たところでの位置付けというのが、私にはここの中からなかなか読み取れ

なかつたんですけれども、都市計画のこのマスタァプランだけで行つてし

まうということの危険性をやつばり考えてしまうんですが、そこで先ほど

一度お答えはあつたんですけれども、ちょつと目を郊外辺に転じていただ

いたときに、これはどうなるのかなということで質問させていただきます。

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 この地域の特色を生かしたまちというところで、

今マスタープランの話ありましたけれども、そもそも論から言いますと、

これはまず基本理念の中に地域 l■の尊重というのが一つあって、今回それ

が人づくり、ものづくりに変わったんですが、それにかわるものとして、
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ここの中に、目指すべき姿で、地域の特色を生かしたまちということで、

当然それは地域、それぞれの地域、郊外辺も意識した、それにふさわしい

まちづくりをしていくという意味の特色を生かしたまちというふうにとら

えています。その中に都市計画のマスタープランが入うているのはちょっ

と違和感があるということでありますが、こちらのほうについても、やは

り均衡ある発展ということを目指しておりますので、それに準じて対応し

ていきますので、その地域の特色を生かした、地域の特性を生かしたまち

づくりに貝口して対応していきたいと、こういうふうに考えてこのような表

現にしているんですが、ちょっと説明になっているかわかりませんけれど

も。

○宇田川好秀委員長

もう1点だけ。すみません。

都市計画マスタープランになりますと、調整区域とかそういうのはその

ままなんだと思うんですね。多分、区域別な害1り 当てといいますか、その

特性を生かすことでは。住民の方の御意見を聞きますと、それでいいとい

う方もだめだという方もいろいろいらっしゃって、大変複雑な状況になっ

てきていたりするので、なかなかこの辺に対してはぜひ、先ほどもありま

したけれども、柔軟な角ヽ というところでよろしくお願いいたします。

O宇田川好秀委員長 ほ力ヽ こ。

〔「なし」と言う人あり〕

次の基本構想については、これまでにない、市民の皆さんも参カロした活発
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な議論が行われる中でつくられてきているものだと思いますので、この基

本構想自体については賛成をいたしますが、今後の計画や実施計画をつく

っていく際にも、やはり多くの市民の皆さんの声を生かした形になるよう

に、それから、またその計画を実施していく段階においても、常にいろい

ろな皆さんの御意見を聞く中で、柔軟に対応していただきたいと思います

し、6年間の計画にあります目標指標については、その優先度をきちんと、

本当に市民の皆さんが必要とされるものを踏まえて計画、それから実施を

していつていただきたいというふうに思います。ということを要望させて

いただきます。

以上です。

O宇田川好秀委員長 ほ力ヽこ。

これまで、策定委員会をつくって数多く時間をつくって議

論をしてきたということについて、これは今までにないということで、一

歩議論も前進 したのではないかなというふうに思います。その上で、今回、

この基本構想について、議会で議決をすると。そして、いよいよ基本計画、

実施計画に移つていくということになるわけでありますが、市民の皆さん

の 100パーセントの理解を得るということは不可能であるということは

行政、さらには議会、そして市民の皆さんも共通に理解はしているという

ふうに思っておりますけれども、やはり、市民福祉の向上ということに関

しては、それぞれにとらえ方等も違うかとは思いますけれども、できるだ

け多くの方が賛意を示せるような計画づくりにこれから入っていっていた

だきたいと、こういうことを要望して賛成討論といたします。

O宇田川好秀委員長 ほ力ヽ こ。
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〔「なし」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

ません力、

〔「異議なし」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。

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。

暫時休憩します。

午前 11時 23分休憩

午前 11時 25分再開

0宇田川好秀委員長 再開いたします。

◎議案第32号 川口市職員の旅費に関する条例等の一部を改

正する条例

0宇田川好秀委員長 次に、議案第32号 「川国市職員の旅費に関する条例

等の一部を改正する条例」を議題といたし、本案に対する説明を求めます。

総務部長

0中島陽二総務部長 おはようございます。本日もよろしくお願い申し上げ

ます。

本日提案しております議題は、議案第 32号 り||口 市職員の旅費に関す

る条例等の一部を改正する条例Jについてでございます。
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内容につきましては、この後総務課長から説明いたしますので、よろし

く御審議の上、御可決を賜りますようお願い申し上げます。

O宇田川好秀委員長 総務課長

O小林誠―総務課長 おはようございます。

それでは、議案第32号 「川口市職員の旅費に関する条例等の一部を改

正する条例Jにつきまして御説明申し上げます。

お手元の一般議案の 7ページに加えまして、条例議案参考資料 8ページ

もあわせてお開きいただきたいと存じます。

条例改正の内容といたしましては、条例中に使用している「旅行」とい

う用語を、市民の視点に立ち、より公務性を適切にあらわす「出張J等の

用語に改めるため、川口市職員の旅費に関する条例ほか、関係する8条例

の一部を改正するものでございますも文言の整備でありまして、旅費の支

給事務の内容につきましては変更はございません。

なお、施行期 日につきましては公布の日とす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 以上で説明は終わりました。

これより質疑を許します。

〔「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〕

○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〕

○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 11時 27分休憩

午前 11時 29分再開

0宇田川好秀委員長 再開いたします。

◎議案第29号 川口市職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

る条例の一部を改正する条例

0宇田川好秀委員長 続きまして、議案第 29号「川口市職員の勤務時間、

休 日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたし、本案

に対する説明を求めます。

総務部長

0中島陽二総務部長 引き続きまして、よろしくお願い申し上げます。

今回提案しております議案は、議案第29号でございます。

内容につきましては、この後職員課長から順次御説明いたしますので、

よろしく御審議の上、御可決を賜りますようお願いします。

なお、30号、31号ないし33号もこの後やりますので、それもあわ

せてよろしくお願い申し上げます。

O宇田川好秀委員長 職員課長

O弓場賢―郎職員課長 それでは、議案第29号 「川口市職員の勤務時間、
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休 日及び休暇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申

し上げます。

お手元の一般議案の 1ページにカロえまして、条例議案参考資料の 1ペー

ジもあわせてお開きください。

条例改正の内容は、月60時間を超える時間外勤務手当の支給割合の変

更と、割 り増し手当の支給にかえて代休時間を指定することができる労働

基準法の一部改正等に伴い改正を行うもので、そのうち、代休時間の指定

について、条例第8条の 3第 1項で、月60時間を超える時間外勤務手当

の支給割合と、本来の支給割合との差額分の支給にかえて、勤務をするこ

とを要しない日または時間とすることができること。第 2項で、休暇を取

得した職員は、当該日または時間には、正規の勤務時間において勤務をす

ることを要しないこととすること。第 10条第 1項に、この勤務をするこ

とを要しない日または時間が指定された勤務日等については、代休日を指

定することができないとするものです。

なお、施行期日につきましては、平成 22年 4月 1日 からとなっており

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 以上で説明は終わりました。

これより質疑を許します。

qlllllll際 例の改正の内容はわかりましたが、幾つか確認をさせて

いただきたいというふうに思います。

まず、労基法の今回の改正の中身で、60時間を超える分については今

回時間外手当を50パーセントにするということなんですが、45時間を
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超えて60時間未満までの労使のほうでの時間タド賃金の割り増し賃金の率

については、何か協議をすることが労基法の改正で努力義務にされている

というふうに思うんですが、その点について、この間、労使の協議はされ

てきているのかが 1点。

それから、実際に、きのうの予算でも少し聞いたかもしれないんですが、

この60時間を超える残業を月でされている方がどれぐらいいらっしゃる

のかをちょっと聞きたいというふうに思います。

それから、この代体の対象になる職員さんが、時間外手当をもらえる職

員さんに限られてしまうのかどうか、そこの辺の。例えば課長職以上だと

か部長さんだとかは時間外手当の対象にはならないかと思うんですが、そ

この辺についてはどうなのかも教えてください。

O宇田川好秀委員長 職員課長

O弓場賢―郎職員課長 労使協議の部分ですけれども、今議員さん言われた

ように、月40時間を超える部分については努力義務というような形の労

使協議をしなさいよという改正内容になっておりまして、組合のほうには

説明をさせていただいた状況です。

次に、60時間を超える時間外の関係ですけれども、平成 20年度の時

間外の実績、全部局を合わせた月 60時間を超えたことのある延べ職員数

という形で答えさせていただきますと、全部で215人という形になつて

おります。

=代
体の対象はというようなところで、今回は管理職を除く一般職という

ような形になっております。

以上です。

0宇田川好秀委員長
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ありがとうございます。

すみません、労組への説明だけで、実際の協議はまだしていないという

ことでいいのか(それとも、これから協議をしていくという考えがあるの

かどうか、ちょつとそこを伺いたいのと、今の20年度の60時間を超え

る方が 215人の中で、その方、215人全員が一般職の方なのか、それ

ともそこには課長職以上の方も含まれているのかということを確認をさせ

てください。

O宇田川好秀委員長 職員課長

O弓場賢―郎職員課長 労使の協議につきましては、今回の基準法の改正に

伴いまして条例改正というようなことで趣旨説明をさせていただいた中で、

きちんとお話をしてございます。それについて組合のほうからどうのこう

のという話はなかったです。

次に、この215人につきましては、一般職と、時間外の勤務手当支給

対象になる職員が全部で215人、延べ職員数が215人だというところ

です。

O宇田川好秀委員長

ありがとうございます。

そうすると、これから先、労組のほうから45時間を超える分について

も割り増し賃金率の引き上げについて申し入れがあれば、それについては

協議をするということで受けとめていいのかということと、それから、そ

もそも一般職で60時間を超えている人が215人ですか、年間でいらっ

しやるという中で、残業があることが常態化しているということが危惧を

されるんですが、本来、こういう60時間を超えないようにすることが大

事なのかなというふうに思うんですが、そこについて、市として何か考え
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ていらっしゃるのか、お願いします。

O宇田川好秀委員長 職員課長

0弓場賢―郎職員課長 努力義務ということですので、今後、組合のほうか

らそういう話がありましたら、協議というような形を考えてお ります。

あとは、残業の常態化というような部分で質問ですけれども、今回の労

働基準法の一部改正の趣旨が、長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や

仕事と生活の調和を図ることを目的としておりますので、今後、市としま

しても、長時間労働、時間外の縮減については、 17年度から対 16年度

に比べて、例えば毎週水曜日をノー残業デーにするだとか、いろいろな縮

減の取り組みをやってきておりますので、その縮減についての取り組みを

引き続き継続をしていくというところと、常態化している所属については、

毎年人事配置で業務内容等も精査をしながら、人の適正配置というような

ところで努めていきたいと思つております。

以上です。

O宇田川好秀委員長

あ,がとうございました。

御答弁があつたように、本当に今回の改正で仕事と家庭と休日と調和の

とれた人間らしい生活が本当にできるのかどうかというところで、努力を

していただきたいというふうに思います。

きのうの予算の中で、有体の取得率も、平均ですが11日 ちょつととい

うことのお話もありましたので、そういう有休もとれない中で、本当に6

0時間を超えて、例えば76時間やつた場合に、半日でも代休がとれるよ

うな、そういう職場の状況になるのかどうかというところも疑間ですので、

本当にそこの点については、そもそも残業をきちんとなくして、人間らし
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い生活をしていけるようにというところが一番だというところで、努力を

していただきたいというふうに要望させていただきます。

以上です。

O宇田川好秀委員長 ほ力ヽ こ。

〔「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。

〔「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、採決することに御異議あり

ません力、

〔「異議なし」と言う人あり〕

O宇田川好秀委員長 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〕

0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。

◎議案第30号 川国市非常勤の特別職脚員の報酬及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例

O宇田川好秀委員長 続きまして、議案第 30号 「川国市非常勤の特別職職

員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」を議題といた

し、本案に対する説明を求めます。

職員課長

0弓場賢―郎職員課長 それでは、議案第30号 「川口市非常勤の特別職職

員の報酬及び費用弁償に関する条例の二部を改正する条例」につきまして
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御説明申し上げます。

お手元の一般議案の 2ページに加えまして、条例議案参考資料の3ペー

ジもあわせてお開きをいただきたいと存じます。

改正の内容は、生活保護業務の迅速化、効率化を図るため、生活福祉面

接相談員の規定を設け、その日額を1万円とすること、介護給付に関する

点検を強化し、一層の適正化に努めるため、介護給付適正化点検員の規定

を設け、その日額を7,000円 とすること、介護の現場を訪問し、施設

の状況を把握することや、さまざまな相談に応じるため、介護相談員の規

定を設け、相談業務 1回につき3,000円 とするものです。また、行政

審議員は、市民が市行政に対し、直接意見や提言を行う環境が整備された

ことなどの理由から廃上をするものでございます。

なお、施行期日につきましては、濶或22年 4月 の 1日 からとなってお

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 以上で説明は終わりました。

これより質疑を許します。

今の御説明にありました生活福祉面接相談員という

のは、これは国からの 10害Jの多分、補助金、負担金、委託金、ちょっと

わかりませんけれども、来るということなんですが、これは、この22年

度当初予算から反映されているのかどう力■ これは多分来年かなと思うん

ですけれども、そうしますと、今年度、この生活福祉面接相談員というの

を川口市のほうで採用した場合の予算措置などにういてはどうなのかとい

うことと、それから、仕事の内容、または資格の種類、そういつたことに
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ついて、生活福祉面接相談員と介護相談員について質問します。

O宇田川好秀委員長 職員課長

0弓場賢―郎職員課長 当初予算での措置ですけれども、22年度の予算で、

民生費の国庫補助金というところで、生活保護適正化実施事業推進事業費

補助金という形で、今回福祉課のほうで予算要求をされております。

次に、相談業務の内容ですけれども、まず最初に、面接相談員につきま

しては、生活保護に関する面接相談ですとか指導、面接に係る記録の作成、

ケースワーカーとの連絡調整、生活保護に係る申請書の記載及び指導とい

うところが面接相談員の業務内容です。

次に、介護給付適正化点検員の業務の内容ですけれども、介護サービス

事業者への介護給付の誤請求等の防止を図るために配置をするもので、ケ

アプラン及び介護給付費明細書の点検等を実施するというところで業務内

容等はなっております。

介護相談員の業務につきましては、介護相談員が現場を訪ねて相談に応

じることによりまして、利用者の日常的な不満や疑間、不安の解消を図る

ことを目的としているものでございます。

以上です。

O宇田川好秀委員長

わかりました。

では、生活福祉面接相談員についてもう1点なんですけれども、これを

なぜ、こういつた形で、例えば再任用の方を今まででしたら来ていただく

とかということもあつたかと思うんですけれども、こういつた特別な非常

勤特別職ということにした理由、国のほうから来ているんだとは思うんで

すけれども、そのほかにもつと詳しいことがあれば教えていただきたいと
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思うんです。その背景にあるもの、実際にはこの生活福祉の面接相談員と

してやってくださる方たちの資格とか、それから業務内容、今までの職員

さんがやっていたこととはどう違うのかということとか、それから、これ

を特別にここに持ってきたということがちょつとなかなかわかりづらいの

で、これについてお願いします。

O宇田川好秀委員長 職員課長

0弓場賢―郎職員課長 面接相談員につきましては、今委員さん言われたよ

うに国からの指導でありまして、今、非常勤の特別職という形で配置をし

てほしいという要望と|ヽ うか国からの通知、そういうものがありまして、

非常勤の特別職というような形をとらせていただいています。

いわゆる資格等につきましては、生活保護の関係で業務に従事したこと

がある経験者というような形を基本的に考えておりま九

以上でございます。

O宇田川好秀委員長

生活保護については、国の事務であつて、それを市

町村でやるときに、その人件費等について、ちゃんとよこせと、ちゃんと

10割国の負担でやってほしいというのがやっばり市町村からの要望とし

てあると思うんですけれども、これがまた、こういつた特別突出した形で

経験者ということで、再任用という形ではなくて、今まで経験した方を配

置してほしいというのが国からの要望だと思うんですけれども、そのため

にお金をつけたと言われると思うんですけれども、何かここのところで、

本来とはちょっと違うように思うんですけれども、その辺についてお考え

なりありましたらよろしくお願いします。

O宇田川好秀委員長 職員課長
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O弓場賢―郎職員課長 今回の面接相談員を配置したというようなところが、

生活保護業務の迅速化、適正化というようなところでして、今現在、経済

情勢を見ますと、生活保護を申請される方が非常に多くなってきていると

いうようなところで、そういった方たちに一刻も早くそういう生活保護の

制度を適用させていくというところも、一つの面接相談員を配置した理由

なのかなというようなところで私は考えております。

以上です。

O宇田川好秀委員長

―

すみません、勉強不足で申しわけイ1いんですが、ちょつと教

えていただきたいんですが、一番上の行政審議員というのがまずどういう

ものかというのと、それが改正されたことでなくなっているんですが、そ

の理由というのを、ちょつとすみません、教えていただければと思います。

O宇田川好秀委員長 職員課長

O弓場賢―郎職員課長t行政審議員制度は、市行政について識見を有する市

民を委員に委嘱をいたしまして、市長の策定する重要な施策について進言、

助言をする制度で、昭和 51年に創設をされた制度でございます。

また、今回廃上するというようなところでは、近年、市長への手紙です

とか市政モニター、パブリックコメント、各種審議会への公募委員の登用

と、市民が市行政に対して直接意見や提言、こういつた環境が整備をされ

てきたというところで廃上をするものでございます。

以上です。

O宇田川好秀委員長 よろしいです力、

はい。いいです。ありがとうございます。

0宇田川好秀委員長 ほ力ヽ こ。
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〔「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。

〔「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

ません力、

〔「異議なし」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。

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〕

0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。

◎議案第 31号 川口市職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例

O宇田川好秀委員長 次に、議案第 31号「川国市職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例」を議題といたし、本案に対する説明を求めます。

職員課長

O弓場賢―郎職員課長 それでは、議案第 31号「り||口 市職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例」につきまして御説明申し上げます。

一般議案の4ページに加えまして、条例議案参考資料の4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、先ほど御説明させていただきました労働基準法の一

部改正等により、条例第 12条第4項に、月60時間を超える時間外勤務

に係る時間外勤務手当の支給割合を、現行の100分の125から25パ    、
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―セントを引き上げ、 100分 の150と すること、同様に、深夜の時間

帯の時間外勤務手当につきましても25パーセント引き上げ、 100分の

175と するものでございますЪ さらに、第 5項は、月 60時間を超える

時間外勤務に係る時間外勤務手当の支給にかえて代休時間を付与した場合

の時間外勤務手当は引き上げを行う前の支給割合とするもの、第 6項は、

第 5項同様に、再任用短時間勤務職員が代休時間を取得した場合の時間外

勤務手当の支給割合を定めるものでございます。この条例の改正に合わせ

まして、附則の川口市職員の育児休業等に関する条例中の関連する箇所の

文言を同様に整備するものでございます。

なお、施行期日につきましては、平成 22年 4月 1日 からとなっており

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 以上で説明は終わりました。

これより質疑を許します。

すみません、一つ確認をさせていただきたいんですが、今

回の条例改正の中で、深夜の部分については今までの150から175に

するということだつたんですが、休日、土日とかに例えば仕事をした場合

の手当についてはどうなるのか、ちょっとそこを確認させてください。

O宇田川好秀委員長 職員課長

O弓場賢―郎職員課長 今回の改正につきましては、法定休日、日曜日等に

ついては従来どおりの支給割合で支給をするという形になつておりまして、

その部分の支給割合をどうするかという部分については、今後の状況を国

のほうで見ながら改正等についても検討していくという内容になつてござ
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います。

○宇田川好秀委員長

参考までに、その上日の場合の手当はどれぐらいになる、

今どれくらいで設定されているのか伺います。

O宇田川好秀委員長 職員課長

O弓場賢―郎職員課長 休日につきましては、8時半から5時まで、通常の

勤務時間帯であれば100分の135というような形で、深夜の部分につ

いては 100分の150という形の支給割合で時間外手当を支給しており

ます。

O宇田川好秀委員長

では、要望ですが、ないとは思いますが、今の 60時間超

えた場合ですね、5時を過ぎて残業するよりも土日に出勤したほうが10

0分の130で安いから、夜は帰つて土日に来いよということも、ないと

思いますが、そういうことがないように、職員 さんの働き方については十

分配慮をしていただきたいという、これ要望ですので答弁は要りませんが、

よろしくお願いします。

O宇田川好秀委員長 ほ力ヽ こ。

〔「なし」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」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、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〕

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。

◎議案第 33号 川口市職員退職手当支給条例等の一部を改正

する条例

0宇田川好秀委員長 次に、議案第 33号「川口市職員退職手当支給条例等

の一部を改正する条例」を議題といたし、本案に対する説明を求めます。

職員課長

O弓場賢―郎職員課長 それでは、議案第 33号 「川口市職員退職手当支給

条例等の一部を改正する条例」につきまして御説明申し上げます。

お手元の一般議案の10ページに加えまして、条例議案参考資料の20

ページもあわせてお開きいただきたいと存じます。

条例改正の内容は、国家公務員退職手当法の一部を改正する法律が施行

されたことに伴い、退職手当制度の一層の適正化を図り、公務に対する市

民の信頼確保に資するため、不祥事を起こした職員に対する退職手当の取

り扱いについて、支給制限及び返納制度を定めるもので、具体的には、退

職手当支払い後に在職期間中に懲戒免職処分等を受けるべき行為があつた

と認められた場合、退職手当の返納を命ずる処分を行うことができること、

当該職員が死亡している場合は、退職手当支払い前であれば遺族等に対す

る支給を制限し、支払い後であれば遺族等に返納を命ずる処分を行 うこと

ができること、退職手当の支給については、品位の性質等を考慮して退職

手当の一部支給または一部返納をさせることができるとするものでござい
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ます。また、処分を受ける者の権利保護を図る観′点から、処分を行う際に

は退職手当管理機関が退職手当審査会に諮問することとするものです。

なお、この条例の改正に合わせまして、この条例を準用している現業職

及び企業会計の関連条例を同様に整備するものでございます。施行期日に

つきましては、公布の日からとなっております。

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 以上で説明は終わりました。

これより質疑を許します。

〔「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〕

O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〕

O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。

1時再開にさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

午前 11時 54分休憩

午後 1時再開
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O宇田川好秀委員長 再開いたします。

◎議案第 12号 平成 22年度川口市一般会計予算

0宇田川好秀委員長 最後に、一般会計予算にかかわり、歳出の部第 9款消

防費及び当該歳出に関係する歳入並びに第4条第 4表地方債のうち、当委

員会の所管事項についてを一括議題とし、本案に対する説明を求めます。

消防長

O荒井清光消防長 一言ごあいさつを申し上げます。

委員の皆様には、日頃から消防行政に御指導、御支援を賜りまして、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平成 22年度当初予算、 9款消防費でございま

すが、61億 6,069万円で、前年度に対し2億 8,721万円、4 5

パーセントの減となっております。減額の主な理由は、平成 20年度から

2か年の継続事業で行なっておりました南平分署建替え事業が完了したこ

とによるものでございます。平成 21年度に引き続き、22年度にも市民

の生命、身体、財産を災害から守るため、消防施設等の充実に努めて参り

たいと存じます。

詳細につきましては、消防総務課長より説明申し上げますので、よろし

く御審議賜り、御可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。

以上でございます。

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 よろしくお願いいたします。

それでは、平成 22年度の当初予算につきまして、各目節ごとに前年度

と比較し、増減の大きなものについて、順次御説明を申し上げます。
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まず、第 1条第 1表歳入歳出予算のうち、歳出の部から御説明を申し上

げますので、予算説明書の258ページをお願いいたします。

9款消防費、 1項消防費、 1日 常備消防費でございますが、59億 10

4万円で、前年比 1億 4,703万 3,000円 、26パ ーセントの増額

となってございます。

主な増減の要因につきましては、 3節職員手当等において、前年度と比

較して、退職者数の減少等により、 1億 9,519万 5,000円、前年比

27パ ーセントの減額となつてございます。

4節共済費において、職員共済組合負担金が増加したことによりまして、

前年比 7,904万 7.000円 、 134パ ーセントの増額となつてござ

います。

11節需用費につきましては、前年比2,349万円、 11パーセント

の増額となってございます。主な増額の内容でございますが、修繕料にお

いて、はしご車のオーバーホールを実施するため、前年比3.636万 3,

000円、 101 5パーセシトの増額となってございます。

12節役務費につきましては、前年比 175万 7.000円、66パー

セントの増額となっております。主な増額の内容といたしましては、電波

法に基づき、羽成22年度は5年に一度の無線局再免許申請に該当してお

りまして、 148万 4,000円 を計上したこと、また、地デジ化に対応

するため、アナログテレビの再商品化手数料について20万 3.000円

を計上したためでございます。

続きまして、261ページをお願いいたします。

13節委託料につきましては、前年比 63万 6,000円 、 1パーセン

トの増額となっております。主な増額の内容でございますが、平成 23年
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度に更新を予定しております指令システムの実施設計委託料といたしまし

て、新たに934万 8,000円を計上いたしました。主な減額の内容に

つきましては、庁舎清掃委託料において、平成 21年度の契約額を考慮し、

468万 2,000円、 157パ ーセントの減額となってございます。

14節使用料及び賃借料につきましては、前年比 737万 6.000円 、

84パ ーセントの減額となっておりますが、減額の内容といたしまして

は、消防情報システム借 り上げ料において、再々リースといたしたため、

724万 1.000円、61 8パーセント減額してございます。

15節工事請負費につきましては、前年比 1,905万 7,000円、2

19.4パーセン トの増額となってございます。工事の内容は、昭和 62

年の消防本部庁舎竣工以来使用しておりました電話交換機の交換工事、同

じく本部庁舎の冷温水発生器の整備工事、さらに昭和45年に建築され老

朽化が著しい、新郷にございます消防職員の待機宿舎の外部補修工事を実

施するものでございます。

18節備品購入費につきましては、前年比 1億 4,522万 5.000円、

332 1パーセン トの増額となっております。主な増額の内容は、消防

自動車整備事業に係る自動車購入費の増によるものでございます。その内

容は、新郷分署、横曽根分署及び神根分署の高規格救急自動車、さらに新

郷分署の消防本部自動車、さらに南平分署の化学 2型消防自動車、さらに

予防課の危険物パ トロール車の合計 6台の更新整備に伴う自動車購入費と、

車載無線機 2台の器材購入費でございます。また、庁用器具費におきまし

て、地上デジタノ1/4ヒに対応するために、デジタルテレビ19台を計上した

ことによるものでございます。

続きまして、262ページをお願いいたします。
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2目 非常備消防費でございますが、 1億 227万 2.000円で、前年

比366万 2,000円、35パーセントの減額となつてございます。

8節報償費につきましては、前年比92万 4.000円、 11 2パーセ

ントの減額となつてございます。これは、退職する消防団員の減が見込ま

れるため減額したものでございます。

9節旅費につきましては、前年比122万 6.000円、49パ ーセン

トの減額となってございます。主な減額の内容といたしましては、平成 2

2年度は荒川左岸水防演習を蕨市で開催するため、参加する消防団員の費

用弁償 129万円を減額 したことによるものでございます。

11節需用費につきましては、前年比408万円、22 9パーセント

の減額となってございます。減額の要因といたしましては、被服費におき

まして、消防団員夏制服の更新整備が終了したため、406万 3,000

円を減額としたためでございます。

15節工事請負費につきましては、前年比276万円、 102 2パー

セントの増額となってございます。これは老朽化した消防団車庫 2か所の

外部補修工事費540万 6.000円を計上したものでございます。

265ページをお願いいたします。

18節備品購入費につきましては、車両購入費におきまして、排ガス規

制に伴 う消防団車両の更新を、前年と同様に 1台を予定しておりますので、

ほぼ同額の計上となってございます。

19節負担金・補助及び交付金につきましては、隔年で開催されており

ます県消防協会ポンプ操縦大会の負担金と、消防大学校の消防団長科の研

修負担金を計上したため17万 9,000円、前年比21.2パーセントの

増額となつてございます。

―-229-―



平成22年3月 総務常任委員会  3月 17日 (水 )

続きまして、3目 消防施設費でございますが、 1億 2,385万 2,00

0円で、前年比678万 7.000円、52パーセントの減額となつてお

ります。

13節委託料でございますが、前年比316万 4,000円、 143 1

パーセン トの増額となってございます。これは耐震性貯水槽の設置工事に

伴い、地質調査委託料 367万 5,000円 を新たに計上したことによる

ものでございます。

15節工事請負費につきましては、前年比695万 1,000円、30

8パーセントの減額となっております。これは戸塚東部地区土地区画整理

事業に伴 う耐震性貯水槽 1基の設置工事費を前年と同様に計上してござい

ますが、鋼材等の材料費の下落によりまして、前年比445万 2,000

円の減額となつたこと、及び平成 22年度は防火水槽の漏水補修工事の予

定がないことから、補修工事費を計上しなかったためでございます。

19節水道事業会計負担金につきましては、前年比300万円、 28

パーセントの減額でございまして、消火栓と飲料水兼用耐震性貯水槽の維

持管理費及び消火栓設置費を計上したものでございます。

続きまして、4目職員研修費でございますが、2.743万 1.000円

で、前年比244万円、82パ ーセントの減額でございます。

主な増減の内容でございますが、 9節旅費につきまして、新規採用職員

を県消防学校初任科教育課程研修派遣に要する旅費を、1日常備消防費の

通勤手当に組換えをしたことによりまして、 131万 1,000円、25

8パーセントの減額となっております。

13節委託料、健康診断委託料でございますが、県消防学校救急科の派

遣人数を9人増加させたこと等によりまして、前年比20万 3,000円、
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249パ ーセントの増額となってございます。

19節負IB4・ 補助及び交付金につきましては、専門研修を受講するた

めの負担金でございまして、22年度は34の研修コースに延べ 180名

ほどの派遣を予定しておりまして、前年比 120万 7,000円、54パ

ーセント減額となつてございます。減額の主な要因は、救急救命士養成所

への派遣人数 4人を、4人から2人に減したものでございます。

続きまして、5日火災予防運動費でございますが、609万 5,000

円で、前年比17万4.000円 、29パーセント増額でございまして、

21年度とほぼ同様の予算計上でございますが、 13節委託料において、

新規事業といたしまして、路線バスの車内で住宅用火災警報器の普及促進

と救急車の適正利用についての車内放送を実施するための広報委託料 25

万2.000円を計上してございます。

266ページをお願いいたします。

消防分署建設費でございますが、平成 20年、21年度の継続事業とし

て、南平分署の建替えを行なって参りましたが、事業の完了に伴いまして、

22年度は目を廃止といたしております。

以上で歳出の部を終わらせていただきます。

引き続き、歳入の部について御説明を申し上げます。

戻りまして、予算説明書の歳入、42ページをお願いいたします。

13款使用料及び手数料、 1項使用料、7目 消防使用料につきましては、

前年比212万 7,000円、405 1パーセントの増額でございます。

これは自動車通勤をしている職員の各消防庁舎における駐車料 210万円

を新規に計上した結果、増額となったものでございます。

次に、48ページをお願いいたします。
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2項手数料、6目 消防手数料につきましては、前年比45万 4,000

円、 18 9パーセントの減額でございます。これは平成 20年度決算額

及び 21年度のここまでの実績を考慮した結果、減となったものでござい

ます。

続きまして、54ページをお願いいたします。

14款国庫支出金、 2項国庫補助金、4目 消防費国庫補助金でございま

すが、前年比 1,098万 4,000円、714パ ーセントの減額でござ

います。これは、 22年度は国庫補助対象となる消防車両の購入がないこ

とから減となつたものでございます。          `

続きまして、80ページをお願いいたします。

21款市債、 1項市債、 4目 消防債でございますが、前年比 1億 5,7

20万円、480パ ーセントの減でございます。減の要因は、南平分署

建替え事業の終了に伴うものでございます。

22年度の消防施設整備事業債の内訳は、神根、新郷、横曽根分署に配

置する救急自動車 3台分の7,610万円、新郷分署に配置する消防ポン

プ自動車分 3,130万円、南平分署に配置する化学消防ポンプ自動車分

4.580万円、消防団に配置する消防ポンプ自動車分 1,680万円の合

計 6台分、 1億 7,000万円でございま九

戻りまして、19ページをお願いいたします。

第4条第 4表地方債のうち、消防施設整備事業でございますが、地方自

治法第230条第 1項の規定により、適債事業として市債の借り入れを行

う事業の借 り入れ限度額及び借 り対 琢叫率等を定めるもので、先ほど歳入

の部で御説明申し上げました常備消防と非常備消防の消防自動車整備事業

に係る市債につきましてt起債の金額を借り入れ限度額とし、借り対 研叫
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率は金利動向を勘案して上限を5パーセント以内と見込み、計上をしてお

ります。

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。

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。

すみません。

259ページ、語句の説明の、高機能消防指令情報システム事業という

ことで、システムの老朽化に伴つてということみたいですが、これは何年

前に組まれたシステムなのかということを一つはお聞きしたいと思います。

あと、金額ですね、当時の。よろしくお願いします。

O宇田川好秀委員長 警防課長

0遠藤春雄警防課長 現在使用しております指令システムにつきましては、

平成 14年の4月 、約 5億 2.600万円で 5年 リースで契約したもので

ございます。平成 19年の 3月 、この機器の部分改修をいたしまして、2

億 6.200万円で4年 2か月のリース契約で現在に至っているところで

ございます。

以上です。

○宇田川好秀委員長

今回、このシステムを新たなものにすることによって、シ

ステム自体というのは変わつてくる部分というのはあるんでしょう力、

O宇田川好秀委員長 警防課長

0遠藤春雄警防課長 基本的には、現在の指令システムと同様の内容でござ

います。ただ、現在、いろいろな指令機器に伴 うITの進歩等があります
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ので、それに絡みまして、おおむね4点の新しいものを入れたいと考えて

おります。

主なものにつきましては、出動車両の運用管理装置、これにつきまして、

現在普及されておりますGPS機能を利用して、調査等で出向している消

防車両等の現在の位置を自動検出いたしまして、位置情報を指令センター

に伝導し、各車両の現在の位置をリアルタイムに表示する装置でございま

丸

続きまして、 2点日、経路探索装置、これにつきましては、出動車両運

用管理装置で、各車両の位置から災害発生場所までの最短距離を自動計算

いたしまして、分署に待機中の車両を含め、災害地点に最も近い車司 1頂に

選定する装置でございます。

3点日、メール 119番受信装置、これにつきましては、聴覚障害等の

ある方の災害時要援護者からEメ ールで119番通報を受信した場合、指

令センター受信装置で受信音並びに表示灯で通知いたしまして、指令セン

ターの画面に表示する装置でございます。

最後に4点 日、Eメ ール指令装置、これにつきましては、自動出動指定

装置と運動いたしまして、災害出場指令と同時に、メール登録しておりま

す消防職員、団員等の個ノ`、携帯電話に災害発生情報を自動配信する装置で

ございます。この装置につきましては、災害種別に応じました非番者、週

体者等の招集職員を自動選別し、招集命令を発信することができる機能も

つけられております。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 ほかに。
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今、実は質問しようとしたらそれを言われてしまったので、

というか、最後の4点 目の消防団員ですね、今まで試行期間ということで、

委員長の御努力もあつたと思うんですけれども、選別されていなかったの

が選別されるということだったので、それは本当に、招集、夕方、夜もで

すね、そうやって招集させられると思うので、そういう区切られると、本

当にそれは有効でありますので、せっかくこのお金かけてやりますので、

有効的に使われることを願いますということで、ありがとうございますと

いうことで。答弁は要りません。

ほ か に 。

259ページの目の説明を見ますと、消防本部と署の職員

さんの人数で482人となっているんですが、21年比で見ても、4名 ほ

ど減って、ここで出されているのが4名 ほど減らてぃるかと思います。条

例で規定されている消防に関係する職員さんの人数は、前回、去年だつた

か、たしか増員されたのかなというふうに記憶をしているんですが、それ

と比べて、今回のこの人数はどうなのかということと、あと、消防の消防

力の整備の指針みたいなのがあったかと思うんですが、それから見て、こ

の消防の関係の方たちの充足率というのかわからないんですけれども、そ

ういうのがどうなつているのかということ、確認をしたいというふうに思

います。

O宇田川好秀委員長 消防総務課長

O関 正治消防総務課長 予算書、482名 となつてございまして、21年

度の予算は486名で、4名の減となつてございますが、これにつきまし

ては、採用計画を立てた後に予定外の退職職員が発生しましたので、ちょ

―-235-―



平成2年3月総務常任委員会  3月 17日 (水 )

っと採用し切れなかったというふうな事情がございます。条例定数は49

6で、昨年の3月議会で御可決をいただいているところで、496名 が条

例定数でございます。

それから、消防力の整備指針の数字はいかがかというお尋ねでございま

すが、482名でございますと、基準数は719名 が基準数でございます

めで、充足率といたしましては67パーセントということでございます。

以上でございます。

0宇田川好秀委員長

わかりました。

昨年に比べては、予定外の退職ということで、なかなか読めなかった部

分はあるかと思うんですが、その次の年に向けて、また新たに496名 に

近づけられるように消防の職員さんを募集していけるのかどうかというと

ころが 1つ と、あと、退職する方が21年に比べれば減るということで、

退職手当は減っているんですが、この間、市役所全体でも退職者の方が増

えていますが、消防のほうの退職を何人ぐらい見込んでいるのかというこ

とと、消防のところにも退職された方、再任用で消防のほうにも引き続き

かかわっていってくれるような方たちがいるのかどうか、ちょっとそこを

確認させてください。

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 496の 定数まで追いつくのかというお話でござ

いますが、直ちに496と いうのはなかなか難しいところはあろうかと思

いますが、少なくとも4名採用 し切れなかつた分については、当局に対し

て要求をして参りたいというふうに考えております。

それから、退職者の見込み数でございますが、22年度末には20名、
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23年度末には27名、24年度末には26名、25年度末には21名の

者が定年を迎えるという数字でございます。

それから、再任用の人数はということでございますが、21年度は再任

用が8名でございましたが、22年度は15名 の再任用職員を消防で採用

するという予定でございます。

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した。
｀
退職される方も本当にここ何年かで非常に多くなると思いますので、消

防も本当に専門的な技術だとか知識が必要なところだというふうに思いま

すので、職員のネ甫充もそうですが、積極的に増員をしていく中で、災害に

対する備えというものを万全にしていただきたいなというふうに思います。

今は496にするにはちょっと難しいかなということだったんですが、そ

れに向けての課長の決意、消防長のほうがいいのかちょっとわからないん

ですが、ちょっと退職者が多いので、そこは本当に計画的にきちんとやつ

ていただいたほうがいいのかなと思いますので、よろしくお願いします。

それから、後ろのほうで、火災予防運動費の5日 のところで、新しくだ

と思うんですが、先ほどの説明だと、バスの中で火災警報器の普及促進と、

あと救急車の適正利用ということがあったんですが、特に救急車の適Irl

用というところでは、ここ何年間かずっと課題になっているところだなと

いうふうには思うんですが、このバスの中の広告以外に、適正利用に向け

た取り組みというのがどういうふうになっているのかということと、ここ

何年か、今年も含めて、救急車の利用というのがどういう状況になってい

るのか、そこを聞いておきたいというふうに思います。
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それから、ちょっと戻るんですが、同じ265ページの3日 の消防施設

費の中で、水道事業の会計の負担金の中で、22年度で新しく消火栓が設

置される箇所数がもしわかれば教えていただきたいというふうに思います。

O宇田川好秀委員長 消防長

0荒井清光消防長 1点日の4人等含めました増員関係でございます。関係

部局と調整しながら積極的に進めていきたいというふうに考えていますの

で、よろしくお願いします。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 予防課長

O尾島健雄予防課長 バスの新規事業の件でございますが、内容は先ほど申

し上げたとおり、住宅用火災警報器の設置促進及び救急車の適正利用等の

PRを図るもので、京浜東ヨ腑謝||口駅、西川口駅及び蕨駅の3駅の東回の

直近で放送をし、24路線、上り下り含め、 1日 あたり1,485回 の放

送を実施する予定でございます。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 救急課長

0鈴木和明救急課長 それでは、まず救急車の利用状況でございます。

平成21年中の救急車の利用状況でございますが、まず出動件数でござ

いますが、 1万 9,765件でございました。前年比プラス615件でご

ざいまして、32パーセントの増であります。事故種別では、急病が 1

万2,422件で最も多く、全事故種別の約 63パーセントを占めてござ

います。次いで一般負傷が2,564件で、 3番 目が交通事故、●イナス

48件ということでございます。

次に、救急の搬送人員でございますが、平成21年中の救急搬送人員は

-238-



平成22年3月 総務常任委員会  3月 17日 (水 )

1万 7.061人でございまして、前年比プラス371人、22パーセン

トの増でございました。このうち、急病が 1万 681人ということで、前

年比プラス 379人の増でございます。全体の626パ ーセントを占め

てございます。次いで一般負傷が2,211人、 3番 目が交通事故で 2,1

34人、こちらのほうはマイナスになっております。

救急車が増加 したということで、これから救急車の適正利用について呼

びかけて参りたいと思いますけれども、急病が515件増加しております。

65歳以上の高齢者も前年比で419人増加しておりまして、また一般負

傷につきましても前年比で157件増加しているというようなことから、

軽症の傷病者が全体で558パ ーセント、約 56パーセントが軽症の傷

病者でございます。前年比で366人の増ということでございますので、

こちらにつきましては、機会あるごとに救急救命講習等の講習会、あるい

は防火管理講習会でもそうですが、機会あるごとに、訓練の都度に、また

住民広報に対しまして適正利用を呼びかけていきたいと思つております。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 警防課長

0遠藤春雄警防課長 22年度の消火栓の設置箇所という御質問でありまし

たけれども、この消火栓の設置につきましては、水道部の水道管の新たに

布設する工事並びに現在の水道管の細い水道管を太い管に取り替える工事

等の水道部の工事の状況に合わせまして、水道部のほうから来年度の予定

ということでその設置工事基数をいただいております。拡張工事、また新

たに水道管を布設する工事にかかわる消火栓につきましては40基、水道

管の改良工事につきましては13基、計 53基ということで水道部のほう

から報告を受けておりますので、22年度、53基の予定で進めておりま
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す。

以上です。

O宇田川好秀委員長 よろしいです力、

わかりました。ありがとうございました。

要望になると思うんですが、救急車の適正利用をもちろんやっていって

いただきたいと思うんですが、去年、議会中にも市役所に救急車の方も来

ていただいて、待つている間は本当に、ああいう時間つて短いんでしょう

けれども当事者たちにとつてはすごく長く感じるところだというふうに思

いますので、適正な利用というところとあわせて、本当に市民の不安な気

持ちにこたえられるような、そういう救急体制とか消防体制の充実という

ところには、引き続き、救急車の新規の設置も含めて努力をしていただき

たいなというふうに思います。お願いします。要望です。

O宇田川好秀委員長 ほ力ヽ こ。

〔「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〕

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

ありません力ゝ

〔「異議なし」と言う人あり〕

0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係する歳入並びに第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〕
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0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lビ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。

2日 間にわたり、まことに御苦労さまでございました。     、

午後 1時 38分閉会
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平成 22年 3月 定例会

総務常任委員会審査順序

(平成 22年度関係議案)

(平成 22年 3月 16日 )

順

序

案
号

議
番

名件 頁 管所 結  果

1 12

半成 22年 度りll口 雨一般含 pl予算

第 1条第 1表 歳入歳出予算の内
△ 歳出の部
第 1款 議会費

† -14
説 -84

議会事務局

2 12

平成 22年度川 国市一般会計予算
第 1条第 1表 歳入歳出予算の内

△ 歳出の部
第 2款 総務費

第 1項 総務管理費 第 1目  ～ 第 12目

予 -14
説 -88

秘書諜、広報課、
会計課、
総務部、理財部、
市民生活部の各所
管課

△ 歳出の部
第 2款 総務費

第 1項 総務管理費 ― ,=20日 、目

目

３

６

１

３

第

第

予 -14
司1-100

政策審議室、
企画財政部、
理財部の各所管課

△  歳 出 の部

第 2款 総務費
第 1項 総務管理費 第 21目  ～ 第 35日

予 -14
説 106

市民生活部の

各所管課

△ 蔵出の部
第 2款  総務費

第 2項 徴税費 ～ 第 6項 監査委員費

予 -14
説 126

企画財政部、
理財部、市民生活
部の各所管課
選挙管理委員会事

務局、監査委員事
務局

使用料及び手数料
使用料 第 1目
手数料 第 1目

国庫支出金
委託金 第 1目

部の
款
項
項
款
項

入
３
１
２
４
３

歳
１
第
第

１
第

第
　
　
第

△ 予 -11

説 -38
総務部、理財部、
市民生活部の各所
管課
選挙管理委員会事

務局

歳入の部
第 15款 県支出金

第 1項 県負担金 第 1日 、第 5日
第 2項 県補助金 第 1目

第 3項 委託金 第 1目

第 21款 市債
第 1項 市債 第 6目

第 3条第 3表 債務負担行為の内
電線施設等使用料 (平成 22年度設置分)

公共用地先行取得費 (平成 22年度取得分)

公共用地先行取得費 (平成 12年度取得分)

川 国市土地開発公社に対する債務保証
第 4条第 4表 地方債の内

臨時財政対策債

予 -12
説 -56

予 -18
司氾-344

予-19
説 356

企画財 lFt部 、
総務部、理財部、
市民生活部の各所
管課
選挙管理委員会事
務局

3 12

半成 22年度川 口市一般会計予算
第 1条第 1表 歳入歳出予算の内

△ 歳出の部
第 11款 公債費 ～ 第 13款 予備費

△ 歳入の部
第 1款 市税

第 11款 交通安全対策特別交付金
第 16款 財産収入

第 20款 諸収入
第 5条 一時借入金
第 6条 歳出予算の流用

予 -16
膏t-326

予 -10
説 -28

予 -12
説 -68

予 -9
予 -9

企画財政部、
理財部の各所管課

会計課



順
序

案

号

議

番 件 名 頁 所   管 結  果

4

21 平成 22年度川口駅西日地下公共駐車場事業特別会計予算

予 -515

説 519
理財部

管財課

22 平成 22年度川 口駅東日地下公共駐車場事業特別会計予算

]与-527

説 531

5

24 平成 22年度川 口市交通災害共済事業特別会計予算

予 551

説 555
市民生活部

交通安全対策課

25 平成 22年度川口市学童等災害共済事業特別会計予算
月「

-563

説 567

6 41 第 4次川 国市総合計画基本構想を定めることについて 般 -41
企画財政部

総合政策課

7 32 川 口市職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例 般-7
総務部

総務課

8 29 川口市職員の勤務時間、休日及び体暇に関する条例の一部
を改正する条例

般-1
総務部

職員課

9 30 川口市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条
例の一部を改正する条例

般-2

31 1口 市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 般-4

33 ||口 市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例 般 -10

12 12

平成 22年度川口市一般会計予算

第 1条第 1表 歳入歳出予算の内

△ 歳出の部

第 9款 消防費

△ 歳入の部

第 13款 使用料及び手数料

第 1項 使用料 第7日

第 2項 手数料 第7日

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4目

第 4条第 4表 地方債の内

消防施設整備事業

予-15

説 258

予-11

説 -42

予-19

説-56

消防本部

※ 予・・・予算議案 説・・・予算説明書 般 =・
。一般議案


	2010032-01
	1/58
	2/58
	3/58
	4/58
	5/58
	6/58
	7/58
	8/58
	9/58
	10/58
	11/58
	12/58
	13/58
	14/58
	15/58
	16/58
	17/58
	18/58
	19/58
	20/58
	21/58
	22/58
	23/58
	24/58
	25/58
	26/58
	27/58
	28/58
	29/58
	30/58
	31/58
	32/58
	33/58
	34/58
	35/58
	36/58
	37/58
	38/58
	39/58
	40/58
	41/58
	42/58
	43/58
	44/58
	45/58
	46/58
	47/58
	48/58
	49/58
	50/58
	51/58
	52/58
	53/58
	54/58
	55/58
	56/58
	57/58
	58/58

	2010032-02
	1/106
	2/106
	3/106
	4/106
	5/106
	6/106
	7/106
	8/106
	9/106
	10/106
	11/106
	12/106
	13/106
	14/106
	15/106
	16/106
	17/106
	18/106
	19/106
	20/106
	21/106
	22/106
	23/106
	24/106
	25/106
	26/106
	27/106
	28/106
	29/106
	30/106
	31/106
	32/106
	33/106
	34/106
	35/106
	36/106
	37/106
	38/106
	39/106
	40/106
	41/106
	42/106
	43/106
	44/106
	45/106
	46/106
	47/106
	48/106
	49/106
	50/106
	51/106
	52/106
	53/106
	54/106
	55/106
	56/106
	57/106
	58/106
	59/106
	60/106
	61/106
	62/106
	63/106
	64/106
	65/106
	66/106
	67/106
	68/106
	69/106
	70/106
	71/106
	72/106
	73/106
	74/106
	75/106
	76/106
	77/106
	78/106
	79/106
	80/106
	81/106
	82/106
	83/106
	84/106
	85/106
	86/106
	87/106
	88/106
	89/106
	90/106
	91/106
	92/106
	93/106
	94/106
	95/106
	96/106
	97/106
	98/106
	99/106
	100/106
	101/106
	102/106
	103/106
	104/106
	105/106
	106/106

	2010032-03
	1/85
	2/85
	3/85
	4/85
	5/85
	6/85
	7/85
	8/85
	9/85
	10/85
	11/85
	12/85
	13/85
	14/85
	15/85
	16/85
	17/85
	18/85
	19/85
	20/85
	21/85
	22/85
	23/85
	24/85
	25/85
	26/85
	27/85
	28/85
	29/85
	30/85
	31/85
	32/85
	33/85
	34/85
	35/85
	36/85
	37/85
	38/85
	39/85
	40/85
	41/85
	42/85
	43/85
	44/85
	45/85
	46/85
	47/85
	48/85
	49/85
	50/85
	51/85
	52/85
	53/85
	54/85
	55/85
	56/85
	57/85
	58/85
	59/85
	60/85
	61/85
	62/85
	63/85
	64/85
	65/85
	66/85
	67/85
	68/85
	69/85
	70/85
	71/85
	72/85
	73/85
	74/85
	75/85
	76/85
	77/85
	78/85
	79/85
	80/85
	81/85
	82/85
	83/85
	84/85
	85/85


