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総務委員会会議録 
 
平成３０年９月１４日 金曜日 

  午前１０時００分開議 

  午前１１時３１分閉議（実時間８８分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１００号・平成３０年度八代市一般

会計補正予算・第６号（関係分） 

１．議案第１０３号・専決処分の報告及びその

承認について（平成３０年度八代市一般会

計補正予算・第４号（関係分）） 

１．議案第１０４号・専決処分の報告及びその

承認について（平成３０年度八代市一般会

計補正予算・第５号（歳入分）） 

１．所管事務調査 

 ・行財政の運営に関する諸問題の調査 

 ・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調

査 

 （八代市協働のまちづくり推進条例検討委員

会の取り組み状況について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  前 川 祥 子 君 

副委員長  村 川 清 則 君 

委  員  大 倉 裕 一 君 

委  員  橋 本 隆 一 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  村 上 光 則 君 

委  員  村 山 俊 臣 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 財務部長      岩 本 博 文 君 

  財務部次長    佐 藤 圭 太 君 

  理事兼財政課長  尾 﨑 行 雄 君 

 総務企画部長    増 住 眞 也 君 

  総務企画部次長  山 田 純 子 君 

  企画政策課長   福 本 桂 三 君 

 市長公室 

  国際課長     嶋 田 和 博 君 

 市民環境部長    潮 崎   勝 君 

  市民活動政策課長 遠 山 光 徳 君 

                              

○記録担当書記     岩 﨑 和 平 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（前川祥子君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり） 

 定刻となり、定足数に達しましたので、ただ

いまから総務委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第１００号・平成３０年度八代市一般会

計補正予算・第６号（関係分） 

○委員長（前川祥子君） 最初に、予算議案の

審査に入ります。 

 まず、議案第１００号・平成３０年度八代市

一般会計補正予算・第６号中、当委員会関係分

を議題とし、説明を求めます。 

 まず、歳入等及び歳出の第２款・総務費につ

いて、財務部より説明願います。 

○財務部長（岩本博文君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

財務部の岩本でございます。 

 本日、また総務委員会はお世話になります。

本日、本委員会に付託されました議案でござい

ますけれども、まず、議案第１００号・平成３

０年度八代市一般会計補正予算・第６号の歳入

及び歳出での総務費を佐藤財務部次長、消防費

を山田総務企画部次長が説明いたします。 
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 また、事件議案で、予算の専決処分に係るも

の、すなわち議案第１０３号・平成３０年度八

代市一般会計補正予算・第４号の歳入、及び議

案第１０４号・平成３０年度八代市一般会計補

正予算・第５号の歳入を佐藤財務部次長が説明

いたしますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○財務部次長（佐藤圭太君） おはようござい

ます。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）財務部の佐藤でございます。よろしくお願

いします。着座にて説明させていただきます。 

○委員長（前川祥子君） どうぞ。 

○財務部次長（佐藤圭太君） それでは、別冊

となっております議案第１００号・平成３０年

度八代市一般会計補正予算・第６号をお願いい

たします。 

 総務委員会付託分につきまして、説明をいた

します。 

 １ページをお願いします。 

 まず、歳入歳出予算の補正でございますが、

第１条で、歳入歳出それぞれ４億４５１０万円

を追加し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ５

８７億９４９０万円といたしております。 

 第２条では継続費の補正を、第３条では地方

債の補正をお願いしておりますが、内容につき

ましては４ページの表で説明いたします。 

 それでは、４ページをお願いいたします。 

 中段の第２表、継続費補正では、歳出予算の

補正に伴い、総額及び年割額の変更を行うもの

でございます。 

 款４・衛生費、項２・生活環境費の環境セン

ター建設事業で、補正前の総額４７億円に５５

００万円を追加し、補正後の総額を４７億５５

００万円としております。 

 また、その年割額を平成３０年度で補正前の

額６６００万円に同じく５５００万円を追加

し、平成３０年度で補正後の額を１億２１００

万円といたしております。これは、マテリアル

リサイクル施設や管理棟及び緑地エリアなどの

整備に要する経費として、平成２８年度から平

成３０年度までの継続費を設定し、事業の進捗

を図ってまいりましたが、平成２８年熊本地震

やインフレスライド等の影響により事業費が増

額となり、事業内容を見直すなど調整を行って

まいりましたが、なお事業費に不足を生じるた

め、補正するものでございます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 第３表、地方債補正は、歳出予算の補正に伴

い、地方債の限度額の変更を行うものでござい

ます。 

 まず、コミュニティセンター施設整備事業で

は、補正前の限度額４９９０万円に１７０万円

増額し、補正後の額を５１６０万円に変更して

おります。 

 次のごみ処理施設整備事業では、補正前の限

度額７２４０万円に５２２０万円増額し、補正

後の額を１億２４６０万円に変更しておりま

す。 

 次に、土地改良事業では、補正前の限度額１

億８３２０万円に１０３０万増額し、補正後の

額を１億９３５０万円に変更しております。 

 最後に、災害復旧事業では、補正前の限度額

１１億３８５０万円に３６３０万円増額し、補

正後の額を１１億７４８０万円に変更しており

ます。 

 なお、起債の方法、利率、償還の方法につき

ましては、補正前と同じでございます。詳細に

つきましては、１２ページの歳入、款２１・市

債のところで、改めまして説明いたします。 

 続きまして、歳入を説明いたします。 

 ９ページをお願いいたします。 

 款１０、項１、目１、節１・地方交付税で１

億７９６８万５０００円を計上しております

が、これは今回の補正予算の一般財源でござい

ます。 

 次に、款１４・国庫支出金、項１・国庫負担
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金、目３・災害復旧費国庫負担金で４８０５万

７０００円を計上しております。節１・公共土

木施設災害復旧費負担金の４４２２万円のう

ち、まず道路橋梁施設災害復旧費負担金の３１

５４万７０００円は、５月から７月にかけての

梅雨前線豪雨及び７月の台風７号により被害を

受けました坂本地区の市道、木折・責線ほか１

路線の路側崩壊などや泉地区の市道、腰越～平

線ほか２路線ののり面崩壊等に係る災害復旧事

業費４７３０万円に対する国からの負担金でご

ざいます。 

 次に、河川施設災害復旧費負担金１２６７万

３０００円は、７月の梅雨前線豪雨により被害

を受けました坂本地区の小野川、日奈久地区の

大坪川の護岸崩壊に係る災害復旧事業費１９０

０万円に対する国からの負担金でございます。 

 次に、節２・文教施設災害復旧費負担金の３

８３万７０００円は、７月の梅雨前線豪雨によ

り被害を受けました二見中学校西側ののり面崩

壊に係る災害復旧事業費５７５万６０００円に

対する国からの公立学校施設災害復旧費負担金

でございます。 

 次に、項２・国庫補助金、目１・総務費国庫

補助金、節１・総務管理費補助金で１１８３万

９０００円を計上しております。まず、地域公

共交通再編推進事業補助金の１８７万９０００

円は、近年増加しておりますＦＩＴ、いわゆる

外国人個人旅行者やクルーズ客船のクルーを対

象に、移動実態や路線バスの利用条件等につい

てアンケート調査を実施するなど、最適な公共

交通網の形成に向けたインバウンド移動需要調

査事業に要する経費に対して、２分の１が補助

されるものでございます。 

 次の社会保障・税番号制度システム整備費補

助金の９９６万円は、マイナンバーカード等に

旧姓の併記を行うため、住民基本台帳システム

の改修に対して１０分の１０が補助されるもの

で、平成２９年度から２カ年計画で改修するも

のでございます。 

 １０ページをお願いいたします。 

 目２・民生費国庫補助金で１９９５万円を計

上しております。節１・社会福祉費補助金の１

３６８万６０００円は、まず障害者自立支援給

付支払等システム事業補助金としまして、平成

３０年４月施行の障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律等の改正によ

り、高額障害福祉サービス等給付費のシステム

改修に対して補助される２７万円と、次の地域

介護・福祉空間整備等交付金としまして、有料

老人ホーム、ハッピーやちわほか２施設がスプ

リンクラー等を整備する経費に対して補助され

る１３４１万６０００円でございます。 

 次に、節２・児童福祉費補助金の６２６万４

０００円は、平成３０年度の国の制度改正に伴

い、准看護師養成機関を卒業する者が引き続き

看護師の資格を取得するために養成機関で就学

する場合は、通算３年分までの給付金を支給で

きるよう支援拡充による増額及び新規申請者が

増加したことにより生じました支給額の不足額

に伴い、追加して補助される母子家庭自立支援

給付金でございます。 

 次に、目６・消防費国庫補助金、節１・消防

施設費補助金で９７万６０００円を計上してお

ります。これは、本市の指定避難所のうち、非

構造部材の落下防止など、安全対策、老朽化対

策が未実施となっております第一次避難所の鏡

コミュニティセンターにおきまして、早急に整

備を行う必要がありますことから、その実施設

計に要する経費に対して補助される避難所整備

費補助金でございます。 

 次に、款１５・県支出金、項２・県補助金、

目４・農林水産業費県補助金で３６００万７０

００円を計上しております。節１・農業費補助

金の９５１万８０００円の内訳は、説明欄の上

から、まず、強い農業づくり交付金事業補助金

（生産総合）１４４万６０００円は、千丁町の
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有限会社松浦常男農産が行います生産、流通コ

ストの低減のために必要な稲作の共同利用施設

の導入に要する経費の一部が補助されるもので

ございます。 

 次の農業水路等長寿命化・防災減災事業補助

金の６５０万円は、農業の持続的な発展を後押

しするために、農業生産活動の基盤となる農業

水利施設の長寿命化対策や防災減災対策に要す

る経費の一部が補助されるものでございまし

て、今回、市が実施します日奈久新開町地区排

水路改修事業に対して補助されるものでござい

ます。 

 次のくまもと土地利用型農業競争力強化支援

事業補助金の１５７万２０００円は、米を中心

とした土地利用型農業の競争力強化を図るた

め、農事組合法人北出ファーマーズが行います

稲作用の機器導入に要する経費の一部が補助さ

れるものでございます。 

 次に、節２・林業費補助金２６４８万９００

０円は、間伐等の森林整備の加速化や森林資源

を活用した林業、木材産業等の地域産業再生を

図る取り組みについて補助されるもので、桧丸

株式会社のほか３つの事業主体が行います大型

林業機械の導入に要する経費に対して補助され

ます緑の産業再生プロジェクト促進事業補助金

でございます。 

 次に、目８・災害復旧費県補助金、節１・農

林水産業施設災害復旧費補助金に２２７７万５

０００円を計上しております。まず、農業施設

災害復旧費補助金の４２２万５０００円は、６

月の梅雨前線豪雨で被害を受けました八千把川

排水路の護岸復旧に係る災害復旧工事費６５０

万に対するものでございます。次の林道施設災

害復旧費補助金の１８５５万円は、６月から７

月にかけての梅雨前線豪雨で被害を受けました

泉町の林道、菊池人吉線ほか３路線の路側崩壊

などに係る災害復旧工事費３０８０万に対する

ものでございます。 

 １１ページをお願いいたします。 

 次に、目９・商工費県補助金、節１・商工費

補助金で９０万円を計上いたしております。こ

れは、泉地域の観光施設の一つであります矢山

岳山頂公園の森林整備、標識類の整備、それか

らトイレ等利便性向上施設の一部補修に対して

補助されます熊本県癒しの森整備支援事業補助

金でございます。 

 次に、款１７、項１・寄附金、目１・総務費

寄附金、節１・総務管理費寄附金の２０００万

円は、本市にゆかりのある方から、新庁舎建設

に使っていただきたいとの申し入れがありまし

たことから、新庁舎建設寄附金として受け入れ

たものでございます。 

 次の款１８・繰入金、項１・基金繰入金、目

６、節１・ふるさと八代元気づくり応援基金繰

入金の１８８万円は、国庫支出金で説明いたし

ましたインバウンド移動需要調査事業に活用す

るものでございます。 

 １２ページをお願いいたします。 

 目１３、節１・八代市学校・子ども教育応援

基金繰入金の１４３万１０００円は、教育振興

事業や学校教材充実事業など子供の学力向上に

資する事業に活用するものでございます。 

 次に、款２０・諸収入、項４、目５・雑入、

節１・実費徴収金の６０万円は、台湾基隆市よ

り本年１２月１１日から１２日の予定で本市に

来訪される際の祝賀会開催に伴います台湾基隆

市友好交流協定祝賀会負担金でございます。 

 次の節８・雑入の５０万円は、消防団八代方

面隊へのＬＥＤバルーン投光器２台の配備に対

して助成されます消防団員安全装備品整備等助

成事業助成金でございます。 

 次に、款２１、項１・市債、目２・衛生債、

節１・生活環境債の５２２０万円は、先ほど、

第２表、継続費で説明いたしました環境センタ

ー建設事業に係るもので、事業費に対し充当率

９５％の合併特例債を予定いたしております。 
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 次に、目３・農林水産業債、節１・農業債の

１０３０万円のうち５８０万円は、先ほど県補

助金で説明いたしました日奈久新開町地区排水

路改修事業に係るもので、事業費から補助金を

差し引いた額に対し、充当率９０％でございま

す。残りの４５０万円は、八代平野北部土地改

良区が実施します球磨川右岸用水路改修等に係

るもので、事業費５０００万円で、その１０％

の市の負担分に対し、充当率９０％でございま

す。 

 次の目６、節１・消防債で１７０万円を計上

いたしております。これも、先ほど国庫補助金

で説明しました鏡コミュニティセンター吊天井

改修実施設計業務委託に係る市債で、事業費か

ら補助金を差し引いた額に対し、充当率９０％

でございます。 

 １３ページをお願いいたします。 

 目８・災害復旧債に３６３０万円を計上いた

しております。節２・農林水産業施設災害復旧

債で１２８０万円を計上しております。まず、

農業施設災害復旧事業の２００万円は、先ほど

県補助金で説明しましたように、６月の梅雨前

線豪雨で被害を受けました八千把川排水路の護

岸復旧に係る災害復旧工事費に対する市債で、

事業費から県補助金を除いた額に対し、充当率

９０％でございます。 

 次の林道施設災害復旧事業の１０８０万円

は、これも先ほど県補助金で説明しましたよう

に、６月から７月にかけての梅雨前線豪雨で被

害を受けました泉町の林道、菊池人吉線ほか３

路線の路側崩壊などに係る災害復旧工事などに

対する市債で、事業費から県補助金を除いた額

に対し、充当率９０％でございます。 

 次の節３・公共土木施設災害復旧債で２１６

０万円を計上しております。まず、道路橋梁施

設災害復旧事業の１５４０万円は、これも先ほ

ど国庫負担金の説明で申し上げました５月から

７月にかけての梅雨前線豪雨及び７月の台風７

号により被害を受けました坂本地区の市道、木

折・責線ほか１路線の路側崩壊などや泉地区の

市道、腰越～平線ほか２路線ののり面崩壊など

に係る災害復旧工事に対する市債で、事業費か

ら国庫負担金を除いた額に対し、充当率１００

％でございます。 

 次の河川施設災害復旧事業の６２０万円は、

これも先ほど国庫負担金の説明で申し上げまし

た７月の梅雨前線豪雨により被害を受けました

坂本地区の小野川、日奈久地区の大坪川の護岸

崩壊に係る災害復旧工事に対する市債で、事業

費から国庫負担金を除いた額に対し、充当率１

００％でございます。 

 次に、節４・文教施設災害復旧債で１９０万

円を計上いたしております。これも、先ほど国

庫負担金の説明で申し上げました７月の梅雨前

線豪雨により被害を受けました二見中学校西側

ののり面崩壊に係る災害復旧工事に対する市債

で、事業費から国庫負担金を除いた額に対し

て、充当率１００％でございます。 

 以上が歳入でございます。 

 続きまして、歳出を説明いたします。 

 １４ページをお願いいたします。 

 款２・総務費、項１・総務管理費、目１・一

般管理費に、台湾基隆市友好交流事業として２

３１万６０００円を計上いたしております。こ

れは、本年４月の台湾基隆市との友好交流協定

を受け、基隆市より１２月１１日から１２日の

予定で本市への答礼訪問を実施したいとの要請

がありましたことから、その受け入れに要する

経費を補正するものでございます。記念品や通

訳の謝礼など報償費で２３万３０００円、祝賀

会などの食糧費や友好交流記念冊子の作成に係

る印刷製本費などの需用費１８７万円がその主

なものでございます。なお、特定財源としまし

て、諸収入の祝賀会負担金で１人当たり６００

０円の１００名分で６０万円を予定いたしてお

ります。 
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 次の目７・交通防犯対策費に、生活交通確保

維持事業としまして３７５万９０００円を計上

しております。これは、先ほど歳入の国庫補助

金及び繰入金で説明しましたが、近年増加して

おりますＦＩＴ、いわゆる外国人個人旅行者や

クルーズ客船のクルー等を対象としました移動

実態や路線バスの利用条件等についてのアンケ

ート調査や観光機関、交通事業者へのヒアリン

グを実施するなど、最適な公共交通網の形成に

向けたインバウンド移動需要調査業務に係る委

託料でございます。 

 次の目１２・市庁舎建設費に、市庁舎建設基

金事業としまして２０００万円を計上しており

ます。これも、先ほど歳入の寄附金で説明しま

したが、本市にゆかりのある方から、新庁舎建

設に使っていただきたいとの申し入れがありま

したことから、新庁舎建設寄附金として受け入

れたものを新庁舎建設基金に積み立てるもので

ございます。なお、特定財源としまして、全額

寄附金を予定いたしております。 

 次に、項３、目１・戸籍住民基本台帳費に番

号制度導入事業として９９６万円を計上してお

ります。これも、先ほど歳入の国庫補助金で説

明しましたが、国における男女共同参画・女性

活躍推進に向けた重点取り組みとして、マイナ

ンバーカード等への旧姓の併記などができるよ

うにするため、平成２９年度から２カ年計画で

行います住民基本台帳システムの改修に係る委

託料でございます。なお、特定財源としまし

て、全額国庫支出金を予定いたしております。 

 以上で、当委員会に係る歳入及び総務費の説

明といたします。御審議のほどよろしくお願い

いたします。 

○委員長（前川祥子君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

○委員（橋本隆一君） ちょっとお尋ねです

が、総務のほうに寄附金がされておられますで

すよね、新庁舎建設っていうことで。この方

は、匿名希望なんですか。それとも、何かお名

前を出されていいのか、どっちなんですかね。 

○財務部次長（佐藤圭太君） 寄附を申し込ま

れた際にですね、匿名でということで（委員橋

本隆一君「あ、匿名で」と呼ぶ）はい。お願い

を受けて、名前を一切出さないようにってこと

で。（委員橋本隆一君「ああ、そうなんです

ね」と呼ぶ）はい。 

○委員（橋本隆一君） じゃあ、感謝状等のそ

ういうのも、もういいですというなんですね。

使い道もそちらで考えていただきたいというこ

とで。 

○委員長（前川祥子君） 挙手お願いします。 

○財務部次長（佐藤圭太君） 感謝状とです

ね、お礼の品につきましては、担当部署でこっ

そりで差し上げるというような段取りになって

おります。（委員橋本隆一君「ああ、そうなん

ですか。はい、わかりました。もうそれ以上聞

かない。済みません。わかりました。もう詮索

しないようにします」と呼ぶ）はい。 

○委員（橋本隆一君） それともう１点、さっ

きのＦＩＴの方とかですね、調査をされるとい

うことですが、いつごろから始められて、いつ

ごろ終わってという計画はどのようになされて

いますか。 

○企画政策課長（福本桂三君） 企画政策課の

福本です。 

 １２月からかけて、３月までの予定としてお

ります。 

○委員（橋本隆一君） じゃあ、また、調査内

容は公表される予定はありますか。 

○企画政策課長（福本桂三君） はい。調査が

完了しましたら公表いたします。（委員橋本隆

一君「はい、わかりました。ありがとうござい

ました」と呼ぶ） 

○委員長（前川祥子君） ほかにありません

か。 
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○委員（大倉裕一君） 今、企画のほうから調

査の内容をですね、お答えいただいたんですけ

ど、全体的に今、船の寄港が減っているという

ようなお話も新聞記事でもあったのですけど

も、県のほうが主体性を持った事業ということ

ではあるかとは思うんですが、そのあたり、市

としてどのような情報が入ってきておりますで

しょうか。施設整備だとか、そういったクルー

ズ船の寄港数だとか、そのあたりの今入ってる

情報が非常にこう、気になるといいますか。当

初は、何ですかね、クルーズ船がかなり来ると

いうような話があったんですけど、４割減とか

というような話が新聞に載ると、市民としては

非常に不安な部分といいますか、そういった部

分もあるもんですから、現段階での情報をちょ

っとお知らせいただければと思います。 

○委員長（前川祥子君） 大倉委員、それは、

今、クルーズ船がどれぐらい入ってきているか

という。 

○委員（大倉裕一君） クルーズ船の。で、調

査にやっぱかかわりが出てくると思いますの

で。 

○委員長（前川祥子君） 状況がわかるかどう

かということですかね。 

○委員（大倉裕一君） はいはい。 

○委員長（前川祥子君） どなたかわかる方い

らっしゃいますか。 

○総務企画部次長（山田純子君） 総務企画部

の山田でございます。 

 現在ですね、今おっしゃったように、新聞報

道では東アジアのほうにですね、クルーズ船

が、寄港がふえてるということで、今まで日本

に来てたのが、行き先が変わってるというふう

には聞いております。 

 で、今後、県のほうは、ターミナルの整備に

向けてですね、目標に年間１００隻、２００隻

と掲げておりますので、その方向で努力をして

いくというところではございますけれども、私

どもも県と一緒になっていろんな情報収集をし

ながらですね、よりふえるように働きかけ、環

境整備を進めてまいりたいというふうに考えて

おります。 

○委員（大倉裕一君） ありがとうございま

す。若干、経済企業委員会にかかわった部分も

あるかなとは思ったんですけども、非常に気に

なったもんですからお尋ねをさせていただいた

ところもあります。ぜひ、調査をされた結果が

ですね、今、ふえるような取り組みへっていう

ようなところの言葉を使わせていただければ、

結びつくような事業計画になるように、ぜひ取

り組んでいただければと思います。 

 要望でここは終わりたいと思いますが。 

○委員長（前川祥子君） 要望で、はい。 

○委員（大倉裕一君） 歳入のほうでのお尋ね

をさせていただきます。まず、今回説明はあっ

てないんですが、本会議の中で正誤表が出され

ておりました。非常に気になったんですけれど

も、予算書の最終ページにもですね、地方債の

現在高の見込みに関する調書という部分です

ね。ここで、何億という、何十億という誤りが

当初のときの予算書で提出をされて、で、執行

部のほうで見つけられたということですけど

も、正誤表が出ておりました。ここに対して、

どのような認識をお持ちでしょうか。 

○理事兼財政課長（尾﨑行雄君） 財政課の尾

﨑です。お世話になります。 

 今、委員がおっしゃった部分につきましては

ですね、非常に申しわけなく思っております。

４３億ですね、実際、金額が違ったんですけれ

ども、この部分につきましてはですね、２９年

度から３０年度への繰り越しの部分の財源でご

ざいまして、その分を通常９月に入るときはも

う額が、繰り越しの分のですね、額が確定して

おりますので、載せておくべきところをです

ね、漏らしておりまして、本当に申しわけなく

思っております。以後、このようなことがない
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ように気をつけたいと思っております。よろし

くお願いします。 

○委員（大倉裕一君） 以後、このようなこと

がないようにということですので、私からも再

度、本当このようなことがないようにお願いを

しておきたいというふうに思います。 

 引き続きよろしいでしょうか。 

○委員長（前川祥子君） はい、どうぞ。 

○委員（大倉裕一君） 継続費のところで、今

回、環境センター建設事業で継続が上がってる

んですけど、補正が上がってるんですけど、こ

れも建設環境委員会にかかわる部分なのかもし

れないんですが、少し触れたら申しわけありま

せん。その中でお尋ねをしたいと思います。 

 今回は、見直しを行った結果、不足するとい

うことで追加補正になってるんですけれども、

今回、いつの時点といつの時点を比較されて不

足という形が判明したのかと、この契約先との

交渉、契約ですね。契約が、仕様書か契約書か

どちらかでその費用についての見直しとか、そ

ういったところがうたわれていると思うんです

けど、うたわれているはずなんですが、そこの

部分を御紹介いただければというふうに思いま

す。 

○理事兼財政課長（尾﨑行雄君） お世話にな

ります。 

 ただいまの件につきましてはですね、担当課

のほうは、地震発災後にですね、そういった分

の経費につきまして、継続費設定が４７億ござ

います関係でですね、地震発災後の経費の増で

すね。この部分を４７億の中で調整を図られた

んですけれども、どうしても残りの事業につい

てですね、不足するということで、今回、補正

を行ったところでございます。 

○委員長（前川祥子君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） ということは、地震の

前に設計といいますか、概算要求をしていた内

容と、６月、９月ですので、３０年度になって

精査をしたところ、足らなくなったので補正を

するということで理解をしてよろしいんでしょ

うか。 

○理事兼財政課長（尾﨑行雄君） 精査をした

上で、残事業の部分をですね、減らすなどの調

整も図られたんですよ。で、その上でどうして

も足りないという部分を今回、要求されたとい

うことで、委員がおっしゃってる意味にちゃん

と合うかどうかわからないんですけども、要

は、３０年度に入ってですね、調整、２９年度

中も調整されましたけど、３０年度に入って調

整をですね、事業を進める中で調整したけれど

も、どうしても足りないという部分の補正額で

ございます。 

○委員（大倉裕一君） 理解をしたいと思いま

すが、もう少し個人でも勉強してみたいという

ふうには思います。何ていうのかな、自分の思

いからすると、最初言ったように、何かこう、

請負先さんというか、そちらからの申し出があ

ったとか、何かそういうイメージがあるんです

よね。これまでも、ほかの橋梁だとか、そうい

う工事の中で追加補正が上がってくるという

と、設計では考えてなかった分が現場の工事で

見えてきたもんで、判明したためにというよう

なところが出てくるのをかなり見てきたところ

もあるもんですから、そういった経緯があって

かなというふうには思って、ちょっとお尋ねを

したところです。 

 理解はしたいというふうに思います。また、

個人的に勉強させていただきたいというところ

です。一旦、はい、終わります。 

○委員長（前川祥子君） ほかにありません

か。 

○委員（古嶋津義君） １０ページのですね、

国庫支出金の中で、母子家庭自立支援給付金４

分の３、准看から、まあ、これは正看ですか、

高看ですか。 

 それと、県内の養成機関であれば大丈夫とい
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うことでしょうか。 

 それと、給付金は、その支払い方法、一括で

振り込まれるのか、その辺のところをお願いし

ます。 

○理事兼財政課長（尾﨑行雄君） １点目の児

童福祉費補助金の件でございますが、こちらに

つきましてはですね、准看から高看に行かれる

分の（委員古嶋津義君「高看」と呼ぶ）はい。

准看で２年間されていらっしゃればですね、高

看の分で１年分は補助できますということに変

わりましたので、その分でございます。（委員

古嶋津義君「とりあえず、その養成機関は県内

だけに限定してあるとかな」と呼ぶ）ああ。申

しわけございません。（委員古嶋津義君「高看

なら熊本労災病院とか」と呼ぶ） 

 済みません。ちょっと確認はとれていないん

ですけれども、国の補助金でございますので、

県内に限っていることではないというふうに認

識しております。（委員古嶋津義君「支払い方

法は一括で振り込ますと」と呼ぶ） 

 申しわけございません。ちょっと、支払い方

法までは確認しておりません。後ほど、（委員

古嶋津義君「はい、後で」と呼ぶ）お伝えさせ

ていただきたいと思います。 

○委員長（前川祥子君） ほかにありません

か。 

○委員（大倉裕一君） 市債のところで、合併

特例債を活用されますという説明でしたけれど

も、毎回お尋ねしてるんですが、合併特例債の

発行、まあ、今までの利用額というんですか

ね、を教えてください。 

○理事兼財政課長（尾﨑行雄君） 現在の予算

計上分でですね、２３４億５４２０万円を計上

いたしております。 

○委員（大倉裕一君） はい、ありがとうござ

います。 

 それから、引き続きなんですが、ことしも豪

雨と台風関係で災害があっておりまして、災害

に対して国のほうから特別交付金が１２月と３

月に来るような形になっているかと思うんです

けれども、苦い経験を踏まえ、岩本部長、どの

ような、ことしは見込みを持っていらっしゃい

ますか。 

○財務部長（岩本博文君） まあ、苦い経験て

いう、──１３億８０００万円財政調整基金か

ら崩しましたという経験がございますので、安

易に特別交付税に頼ることなく、その辺の財源

の見きわめは慎重に、今、予算措置をするとき

は考えながらやっているところです。慎重に対

応させていただいております。 

○委員（大倉裕一君） 本当に、西日本、ま

あ、当市も災害、少なからず発生はしておりま

すし、西日本豪雨、それから近畿に上陸した台

風被害、それから北海道の地震ですか。非常に

日本全国で、──済みません、全国で災害が発

生しているということからすると、２年前と同

じように特別交付金の削減といいますか、思っ

とったより来んというですね、そういった部分

があるというところを踏まえておくべきだとい

う思いがありましたので、お尋ねをさせていた

だきました。ありがとうございました。終わり

ます。 

○委員長（前川祥子君） ほかにありません

か。 

○委員（古嶋津義君） 同じ１０ページの款１

５の県の支出金ですが、農林水産業費の中で、

農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金の中

でですね、どこだったか、球磨川右岸用水路改

修ということになっておりますが、この場所は

どこですか。財政じゃわからんど。 

○委員長（前川祥子君） 場所は、わかります

か。わからないですね。これは、農林水産分で

すから。 

○委員（古嶋津義君） 農林水産だから。は

い、わかりました。 

○委員長（前川祥子君） はい。じゃあ、ほか
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には。 

○委員（大倉裕一君） せっかくですので。支

出のほうで、台湾基隆市友好交流協定祝賀会に

ついてですが、その他の収入で６０００円の１

００名ということで諸収入を見込んでいるとい

うことで説明をいただきましたが、何名規模の

祝賀会を考えていらっしゃるのかということ

と、それから、謝礼じゃなくて返礼品ですか。

そういったものも検討してあるみたいですけれ

ども、もう既に決まっていれば、どういった返

礼品をお考えなのかというところをお聞かせく

ださい。 

○国際課長（嶋田和博君） 国際課長の嶋田で

ございます。御質問にお答えを申し上げます。 

 総勢ですね、祝賀会につきましては、１５０

名程度を考えております。基隆市のほうから、

市長を初めですね、関係者の方々で５０名から

５５名程度というふうに現在予定されておりま

す。それに対して、お迎えする側としては、そ

の倍の規模で約１００名程度ということでとり

行いたいと考えております。 

 次に、返礼品ということでございますが、お

互い、市長、議長の双方で交換する記念品、あ

るいは訪問団に対するお土産というなのも予定

はしておりますが、現在、検討中でございまし

て、具体的な案はまだ出ておりません。以上で

ございます。 

○委員（大倉裕一君） まあ、予算を要求され

るわけですので、そこを、返礼品といいます

か、ある程度のですね、こういった商品を幾ら

ぐらいというところをお考えの上で予算要求は

すべきだと思いますので、その点はお気をつけ

いただければと思います。 

 以上です。 

○委員長（前川祥子君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） 以上で、歳入等及び

歳出の第２款・総務費について終了します。 

 執行部入れかわりのため、小会します。 

（午前１０時４１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時４２分 本会） 

○委員長（前川祥子君） 本会に戻します。 

 次に、歳出の第８款・消防費について、総務

企画部より説明願います。 

○総務企画部長（増住眞也君） 改めまして、

おはようございます。（｢おはようございま

す」と呼ぶ者あり） 

 それでは、第８款・消防費について、山田総

務企画部次長から説明をいたします。 

○総務企画部次長（山田純子君） 総務企画部

の山田と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

 消防費につきまして御説明をさせていただき

ます。着座にて失礼いたします。 

○委員長（前川祥子君） どうぞ。 

○総務企画部次長（山田純子君） 補正予算書

の１８ページをお願いいたします。中段の表で

ございます。 

 款８・消防費、項１・消防費、目２・非常備

消防費では１００万円を追加し、補正後の金額

は２億８９６８万３０００円といたしておりま

す。 

 内容としましては、消防の夜間活動時の照明

としまして、消防団に投光器２台を配備する費

用としまして、備品購入費１００万円を計上し

ております。平成２７年度から各方面隊への計

画的な配備を進めており、昨年度までに泉、東

陽、坂本、千丁、鏡方面隊などへ８台を整備し

ており、今回は八代方面隊へ２台の配備を予定

しております。特定財源の５０万円は、消防団
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員安全装備品整備等助成事業助成金でございま

す。 

 次に、目４・防災管理費では２９３万１００

０円を追加し、補正後の金額は９８５４万１０

００円といたしております。 

 内容といたしましては、災害に備え指定避難

所の整備を早急に進めるために、非構造部材の

落下防止など、安全対策、老朽化対策が未実施

となっております１次避難所の必要な整備に向

け、実施設計の委託料２９３万１０００円を計

上しており、鏡コミュニティセンターのつり天

井の改修を進めることとしております。特定財

源の国県支出金９７万６０００円は国の社会資

本整備総合交付金を、地方債につきましては公

共事業等債１７０万円でございます。 

 以上、御説明とさせていただきます。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（前川祥子君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（大倉裕一君） まずは、消防団のほう

の照明整備ですが、年々整備が進められていっ

ているということで、今後の整備計画、各分団

への行き渡る年度とかですね、そういったとこ

ろがわかれば教えていただければと思います。 

○総務企画部次長（山田純子君） 国の基準の

ほうでは、分団ごとに複数配備というふうに規

定がしてあります。で、現在のところ、やはり

財源の確保というのもございますので、まずは

班、各方面隊ごと大体１２グループを想定して

おりますけれども、それに２台ずつ、３７年度

までに大体２４台の整備を進めていくというと

ころで現在のところ予定をしております。（委

員大倉裕一君「ありがとうございます」と呼

ぶ） 

○委員長（前川祥子君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） 済みません、今度は防

災管理費のほうなんですが、鏡コミセンのほう

を、まあ、防災管理費、防災のほうで整備をさ

れるということなんですが、もともとコミセン

というと防災のほうではないような気もしたん

ですよね。何か、企画、どげんなっとかな。企

画の予算というとですかね、コミセンっていっ

たら。何かほかの部といいますか、課の予算を

使ってやるような思いがするんですけど、その

あたりは、なぜこう、コミセンなのに防災管理

費、消防費を使ってされるようになったのかと

いう背景をお聞かせいただけますか。 

○総務企画部長（増住眞也君） 今、御質問に

ございましたように、コミセンですので市民環

境部の範囲になります。しかしながら、今回、

鏡のコミセンにつきましては、１次避難所とい

うことでございまして、今のスケジュールです

と３１年度までに間に合わないということがご

ざいまして、それで、できるだけ早く工事にか

かりたいということがございまして、今年度、

予算を計上させていただいたというところでご

ざいます。 

○委員（大倉裕一君） 済みません、３１年度

に間に合わないという、何かその、目標年度と

か、そういうあれがお持ちなんですか。 

○総務企画部長（増住眞也君） 済みません。

１次避難所につきましては、早急に整備をさせ

ていただきたいということで、できれば来年度

までに必要な整備を終えたいというふうに考え

ております。そういう観点から、ちょっと前倒

しをさせていただいて、できるだけそれまでに

間に合うように、目標を達せれるようにです

ね、整備したいというところから、まあ、補正

に上げたというところでございます。 

○委員（大倉裕一君） ありがとうございま

す。聞いてると、何か市民環境部のほうの関係

の予算よりも、この防災を絡めた予算確保のほ

うが何かやりやすいような感じで受け取れるん

ですけども、今、整備がされるということはい

いことだなというふうに思いますが、鏡コミセ



 

－12－

ンだけなんでしょうか。ほかにコミセンが、コ

ミュニティセンターがこうやってつり天井関係

で懸念されてるっていうふうなところが、もし

そういったところがあるということであれば御

紹介をいただきたいのと、今後の計画というと

ころもあわせてお聞かせいただければと思いま

す。 

○総務企画部次長（山田純子君） ほかのコミ

センにつきましては、太田郷のコミュニティセ

ンターのほうが、現在、本年度実施設計で、来

年度工事というところで予定で進められており

ます。１次避難所のコミセンにつきまして、天

井等の工事が必要な場所については以上でござ

います。 

○委員長（前川祥子君） 大倉委員、よろしい

ですか。 

○委員（大倉裕一君） ことし、年度、まあ、

設計ということですので、３１年度予算になる

でしょうか。今年度内にまた追加補正でもとい

うようなお気持ちなんでしょうか。そこを確認

だけさせていただければと思いますが。 

○委員長（前川祥子君） 予定ですね。予定で

すから。 

○総務企画部長（増住眞也君） 済みません。

設計の期間からいうとですね、今年度に設計終

わって、で、次の予算で工事を上げさせていた

だくというふうに考えております。 

○委員（大倉裕一君） 言葉尻を捉えるじゃな

いんですけども、最初、３１年度までに間に合

わせたいというですね、言葉がありましたの

で、早急にですね、いつ災害が起きるかわかり

ません。これ、もう誰もがおっしゃる話ですの

で、そういう中で避難所が使えないっていうの

は、もうやっぱり行政のあり方としてはです

ね、ない。何ていうんですかね、考えられない

というか、ないと思いますので、しっかりそこ

のところは検討を早急に実施していただくよう

な取り組みをですね、期待したいと思いますの

で、よろしくお願いしときます。 

○委員長（前川祥子君） ほかにありません

か。（委員古嶋津義君「要望でもよかですか。

要望ならある」と呼ぶ）じゃあ、質疑から。質

疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） では、質疑終了いた

します。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（古嶋津義君） 先ほど、大倉委員から

ちょっと消防費のところ出てましたが、まず消

防団の投光器でありますが、さきの北海道地震

で、やっぱ真っ暗になったという経験もありま

すので、災害時はいつ何が起こるかわかりませ

んので、この投光器の配置については、早急に

たくさんたくさんお願いをしたいと思います。 

 それから、鏡のコミュニティセンターのこと

であります。前身が農村環境改善センターとい

うところでありまして、体育館のほうはつり天

井になっております。現在、鏡総合体育館のほ

うが第一次避難所になっておりますので、ま

あ、台風がたまたま２個ともそれましたが、鏡

総合体育館のほうは冷暖房がついておりません

ので、そのたんびに支所の支所長に少し強く言

っております。この支所自体も今冷房が壊れて

おりますので、なるたけ早急にそのようなこと

はお願いをしたいと思います。 

 以上、意見として申し上げておきます。 

○委員長（前川祥子君） ほかに意見ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） ないようでしたら、

これより採決いたします。 

 議案第１００号・平成３０年度八代市一般会

計補正予算・第６号中、当委員会関係分につい

て、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 
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○委員長（前川祥子君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午前１０時５３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時５４分 本会） 

◎議案第１０３号・専決処分の報告及びその承

認について（平成３０年度八代市一般会計補正

予算・第４号（関係分）） 

○委員長（前川祥子君） 本会に戻します。 

 次に、事件議案の審査に入ります。 

 まず、議案第１０３号・平成３０年度八代市

一般会計補正予算・第４号中、当委員会関係分

に係る専決処分の報告及びその承認についてを

議題とし、説明を求めます。 

○財務部次長（佐藤圭太君） 財務部、佐藤で

ございます。引き続き、よろしくお願いいたし

ます。着座にて説明させていただきます。 

○委員長（前川祥子君） どうぞ。 

○財務部次長（佐藤圭太君） それでは、議案

書の１ページをお願いいたします。 

 議案第１０３号・専決処分の報告及びその承

認についてでございます。 

 内容は、平成３０年度八代市一般会計補正予

算書・第４号で、６月定例会後に災害復旧事業

に伴う起債限度額の変更などを行なう必要か

ら、平成３０年７月２０日に専決処分を行った

ものでございます。 

 総務委員会付託分について、説明いたしま

す。 

 それでは、５ページをお願いいたします。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございます

が、歳入歳出それぞれ７３７０万円を追加し、

補正後の総額を歳入歳出それぞれ５８３億４６

６０万円といたしております。 

 また、第２条で地方債の補正をお願いしてお

りますが、内容につきましては、７ページの表

で説明いたします。 

 それでは、７ページをお願いいたします。 

 第２表、地方債補正でございますが、１の変

更で、災害復旧事業におきまして限度額を増額

いたしております。詳しい内容は、後ほど、１

２ページ、歳入、款２１・市債のほうで説明さ

せていただきます。なお、この起債の方法、利

率、償還の方法につきましては、補正前と同じ

でございます。 

 続きまして、歳入を説明します。 

 １１ページをお願いいたします。 

 款１０、項１、目１、節１・地方交付税で５

３９０万円を計上しております。これは、今

回、補正予算の一般財源でございます。 

 次に、款１５・県支出金、項２・県補助金、

目８・災害復旧費県補助金、節１・農林水産業

施設災害復旧費補助金で１１０万円を計上いた

しております。これは、６月の梅雨前線豪雨で

被害を受けました八千把川排水路の護岸応急仮

工事に係る災害復旧事業費１７０万円に対する

県からの農業施設災害復旧費補助金でございま

す。 

 １２ページをお願いいたします。 

 款２１、項１・市債、目８・災害復旧債、節

２・農林水産業施設災害復旧債で２７０万円を

計上いたしております。まず、農業施設災害復

旧事業の８０万円のうち５０万円は、ただいま

県補助金で説明しましたが、６月の梅雨前線豪

雨で被害を受けました八千把川排水路の護岸応

急仮工事に係る災害復旧工事に対する市債で、

事業費から県補助金を除いた額に対しまして、

充当率９０％でございます。残りの３０万につ

きましては、本復旧のための測量設計業務委託

に係るもので、補助工事費８２０万円の５％に

対する市債で、充当率９０％でございます。 

 次の林道施設災害復旧事業の１９０万円は、

６月から７月にかけての梅雨前線豪雨で被害を

受けました泉町の林道、菊池人吉線ほか３路線

の本復旧のための測量設計業務委託に係るもの
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で、補助工事費３４００万円の５％に対する市

債で、充当率９０％の補助災害復旧事業債など

でございます。 

 次に、節３・公共土木施設災害復旧債で１４

００万円を計上しております。まず、道路橋梁

施設災害復旧事業の８５０万円は、６月から７

月にかけての梅雨前線豪雨及び７月の台風７号

により被害を受けました坂本地区の市道、木折

・責線ほか８路線の路側崩壊による本復旧のた

めの測量設計業務委託などや泉地区の市道、樅

木～本村線ほか５路線の舗装損傷による本復旧

のための測量設計業務委託や路肩崩壊に係る災

害復旧工事などのほか、東陽地区の小原下松球

磨線の落石撤去に係る災害復旧工事に対する市

債で、充当率１００％でございます。 

 次の河川施設災害復旧事業の５５０万円のう

ち１５０万円は、７月の梅雨前線豪雨により被

害を受けました坂本地区の小野川、日奈久地区

の大坪川の護岸崩壊による本復旧のための測量

設計業務委託に係るもので、補助工事費１９０

０万円の５％に対する市債で、充当率１００％

の補助災害復旧事業債などでございます。残り

４００万円は、大谷川ほか５河川の護岸崩壊な

どによる災害復旧工事に係る市債で、充当率１

００％の単独災害復旧事業債でございます。 

 次に、節４・文教施設災害復旧債で２００万

円を計上しております。これも７月の梅雨前線

豪雨により被害を受けました二見中学校の西側

のり面崩壊による本復旧のための測量設計業務

委託に係るもので、補助工事費５７５万６００

０円の５％に対する市債で、充当率１００％の

補助災害復旧事業債と、残りは同じく充当率１

００％の単独災害復旧事業債でございます。 

 以上が歳入の説明でございますが、総務委員

会に付託されました歳出はございませんので、

これで説明を終わります。御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

○委員長（前川祥子君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。意見あ

りませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１０３号・平成３０年度八代市一般会

計補正予算・第４号中、当委員会関係分に係る

専決処分の報告及びその承認については、承認

するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（前川祥子君） 挙手全員と認め、本

件は承認されました。（｢ありがとうございま

した」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第１０４号・専決処分の報告及びその承

認について（平成３０年度八代市一般会計補正

予算・第５号（歳入分）） 

○委員長（前川祥子君） 次に、議案第１０４

号・平成３０年度八代市一般会計補正予算・第

５号中、歳入分に係る専決処分の報告及びその

承認についてを議題とし、説明を求めます。 

○財務部次長（佐藤圭太君） 引き続き、座ら

せていただきまして、説明させていただきま

す。 

○委員長（前川祥子君） どうぞ。 

○財務部次長（佐藤圭太君） 議案書の１７ペ

ージをお願いいたします。 

 議案第１０４号・専決処分の報告及びその承

認についてでございます。 

 内容は、平成３０年度八代市一般会計補正予

算書・第５号で、６月定例会後に訴訟事務に伴

う債務負担行為の追加などを行う必要から、平

成３０年８月９日に専決処分を行ったものでご
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ざいます。 

 総務委員会付託分について説明いたします。 

 それでは、２１ページをお願いいたします。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございます

が、歳入歳出それぞれ３２０万円を追加し、補

正後の総額を歳入歳出それぞれ５８３億４９８

０万円といたしております。 

 また、第２条で債務負担行為の補正をお願い

しておりますが、内容につきましては、２２ペ

ージの表で説明いたします。 

 それでは、２２ページをお願いいたします。 

 下段の第２表、債務負担行為補正の追加でご

ざいますが、訴訟事務委託（一般廃棄物収集運

搬業務委託）といたしまして、期間を平成３０

年度から訴訟契約終了年度まで、限度額を訴訟

契約により決定した額に設定しております。こ

れは、本年５月３０日に熊本地方裁判所で本市

が勝訴判決を受けました一般廃棄物収集運搬業

務委託契約訴訟の地位確認等請求控訴事件及び

許可更新処分取消請求控訴事件につきまして、

相手方が福岡高等裁判所へ控訴手続を行い、本

年７月２７日及び３１日に訴状が届きましたこ

とから、早急な対応が必要であるため、その訴

訟の結審までに係る経費につきまして、債務負

担行為の設定を行っております。 

 続きまして、歳入を説明いたします。 

 ２６ページをお願いいたします。 

 款１０、項１、目１、節１・地方交付税で３

２０万円を計上しております。これは、今回の

補正予算の一般財源でございます。 

 以上が歳入の説明でございますけども、総務

委員会に付託されました歳出はございませんの

で、これで説明を終わります。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（前川祥子君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（古嶋津義君） 余り法的には詳しくご

ざいませんが、地裁で勝訴をし、高裁で控訴さ

れているということで、ひょっとすると最高裁

まで行くのかな。まあ、最高裁でもし判決が出

まして、勝訴をした場合は、その訴訟費用とい

うのは相手方から全部いただいていいんです

か。その辺のとこちょっと詳しゅうなかった

い。 

○委員長（前川祥子君） どなたか詳しい方が

いらっしゃればで結構ですが。いらっしゃらな

い。 

○委員（古嶋津義君） 後で結構です。 

○委員長（前川祥子君） はい。では、はい、

じゃあ、これは後ほどお願いいたします。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１０４号・平成３０年度八代市一般会

計補正予算・第５号中、歳入分に係る専決処分

の報告及びその承認については、承認するに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（前川祥子君） 挙手全員と認め、本

件は承認されました。 

 次に、本委員会に付託となっている請願、陳

情はありませんが、郵送にて届いております要

望書等につきまして、写しをお手元に配付いた

しておりますので、御一読いただきたいと存じ

ます。 

 以上で、付託されました案件の審査は全部終

了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ
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れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 執行部入れかえのため、小会いたします。 

（午前１１時０６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時０７分 本会） 

◎所管事務調査 

・行財政の運営に関する諸問題の調査 

・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調査 

○委員長（前川祥子君） 本会に戻します。 

 次に、当委員会の所管事務調査２件を一括議

題とし、調査を進めます。 

 当委員会の所管事務調査は、行財政の運営に

関する諸問題の調査、総合計画の策定推進等に

関する諸問題の調査、以上の２件です。 

                              

・行財政の運営に関する諸問題の調査 

（八代市協働のまちづくり推進条例検討委員会

の取り組み状況について） 

○委員長（前川祥子君） このうち、行財政の

運営に関する諸問題の調査に関連して１件、執

行部から発言の申し出があっておりますので、

これを許します。 

○市民環境部長（潮崎 勝君） 皆さん、おは

ようございます。（｢おはようございます」と

呼ぶ者あり）市民環境部の潮崎でございます。 

 本日、当委員会の所管事務調査で、八代市協

働のまちづくり推進条例検討委員会の取り組み

状況につきまして、報告させていただきます。 

 本年７月１０日でございますけども、この検

討委員会のほうから当条例の骨子案というのを

市長のほうに報告いただきました。前後の詳し

い状況につきましては、担当課長のほうが説明

いたしますので、よろしくお願いいたします。 

○市民活動政策課長（遠山光徳君） 皆様、お

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）市民活動政策課の遠山でござい

ます。よろしくお願いいたします。着座にて説

明させていただきます。 

○委員長（前川祥子君） どうぞ。 

○市民活動政策課長（遠山光徳君） それで

は、私のほうから、八代市協働のまちづくり推

進条例検討委員会の取り組み状況につきまし

て、御説明させていただきます。 

 このことにつきましては、昨年度６月、１２

月、３月の市議会定例会総務委員会におきまし

て、条例の概要、市民フォーラムやタウンミー

ティングなどの内容や結果などを御報告してお

ります。先ほど部長から御説明いたしました

が、その後、ことしの７月１０日に、八代市協

働のまちづくり推進条例検討委員会の澤田会長

より、中村市長に対し、（仮称）八代市協働の

まちづくり推進条例骨子（案）、以降は条例骨

子案と述べさせていただきますが、この条例骨

子案の報告が行われたことから、その内容を今

回、御報告しますとともに、条例の制定、施行

に向けた今後のスケジュール案について御説明

するものでございます。 

 資料につきましては、総務委員会資料、八代

市協働のまちづくり推進条例検討委員会の取り

組み状況についてと書かれている冊子１部でご

ざいます。お手元にございますでしょうか。

（｢はい」と呼ぶ者あり）よろしくお願いしま

す。 

 それでは、資料の１ページをごらんくださ

い。 

 前回までの説明と重複いたしますが、確認の

意味で、これまでの流れと八代市協働のまちづ

くり推進条例検討委員会、以降、検討委員会と

述べさせていただきます、の取り組みの概要に

ついて御説明いたします。 

 この条例につきましては、平成２７年度に八

代市協働の推進に関する条例研究会を発足さ

せ、調査、研究を行っていただき、平成２８年
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３月に提言書を提出いただきました。この提言

を受けた形で、平成２８年８月に検討委員会を

設置したところでございます。 

 検討委員会の概要ですが、２ページ下段に記

載しております。 

 この検討委員会の活動の主なものにつきまし

ては、条例に盛り込む事項の調査、研究と検討

に当たって広く市民の意見を聞くための活動を

行うことの２点でございました。約２年間、１

３回の会議を開催していただき、市民フォーラ

ムやタウンミーティングにも積極的に御参加い

ただいたところでございます。このような活動

の成果が、今回の条例骨子案報告書でございま

す。 

 続きまして、資料の４ページをごらんくださ

い。 

 ４ページから５７ページまでが、今回の検討

委員会からの条例骨子案の報告書でございま

す。 

 それでは、報告書の内容について御説明いた

しますが、内容にボリュームがありますことに

加え、昨年１２月、ことしの３月に御報告いた

しました内容も多くございますので、一部簡略

して御説明することを御了承ください。 

 それでは、６ページをごらんください。 

 はじめにという部分でございます。ここで

は、今、八代市に必要なのは時代に対応した新

たなまちづくりのルールであること、八代市に

おいて、市民のできること、地域コミュニティ

ーのできること、行政がすべきことの基本を定

め、市民と行政との協働に向けた環境を整える

ための基本原則をまとめたものが今回の条例で

あることなどが述べられています。そして最後

に、今回の検討委員会の答申について十分に御

配慮をいただき、八代市における市民と行政と

の協働のための条例制定に向けて取り組んでい

かれるようお願いしたいと思いますと締めくく

られております。 

 続きまして、報告書の内容について御説明い

たします。 

 ７ページをお願いいたします。 

 まず、項目（１）八代市が目指す条例は、市

民と行政が協働のまちづくりに取り組む基本原

則を定めるとともに、地域が抱える課題などに

対し、誰がどのような役割を担って、どのよう

な方法で取り組んでいくかを明らかにしたもの

で、市民のまちづくりへの参画に力点を置いた

条例とされています。 

 次に、項目（２）条例骨子案の構成といたし

ましては、協働のまちづくりの基本原則、まち

づくりの主体となる市民や市の役割、市民参加

による協働の推進のための仕組みなどを明らか

にし、自治会や地域協議会などの役割を明記す

るとともに、市民活動の推進による市民主体の

まちづくりについて定めています。 

 次に、８ページになりますが、項目（３）誰

にでもわかりやすく、なじみやすい文章にして

います。これまでの条例とは異なり、難解な行

政用語の類はなるべく使用せずに平易な言葉を

用い、文体をです・ます調の口語体としまし

た。 

 次に、項目（４）です。前文を設けることと

しました。八代市の現状や課題、目指すまちづ

くりの姿と条例制定の趣旨を明らかにし、市民

等に理解していただくためです。 

 最後に、項目（５）ですが、これまでの４項

目につきましては、昨年１２月の総務委員会で

説明いたしました中間報告にも記載してありま

したが、新たに条例の実効性のためにの項目が

追加されました。この項目は、検討委員会とし

て、市に対する要望という形で記載されていま

す。 

 この条例は、制定することが目的ではなく、

制定した後にどのように活用し、八代市がこれ

まで進めてきた市民等と行政による協働のまち

づくりをさらに発展させていくのかが重要であ
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ることから、市民の皆様が同じ目標、同じ方向

性でまちづくりを推進していくためにも、条文

と並行して検討を進めてきた解説文を活用し、

条例が制定された際は、逐条解説やパンフレッ

ト等を作成されることを望みます。また、定期

的な市民フォーラムの開催や出前講座などを実

施し、市民、地域自治組織、市民活動団体、事

業者など、まちづくりにかかわる全ての方々に

条例の周知が広く図られることで、協働のまち

づくりの活動がさらに盛んになることを期待し

ますと報告されているところでございます。 

 それでは、１０ページからが条例骨子案とな

ります。 

 １１ページをごらんください。 

 条例の構成です。前文と全７章で構成されて

います。前文に続き、第１章に条例の目的、用

語の定義、基本的ルールを定めた総則、第２章

に市民の役割、第３章に市の役割と市職員の意

識改革とまちづくり活動への参加促進、第４章

に情報の共有、市民参加の対象や方法などを定

めた協働の推進、第５章に地域自治の定義やそ

の重要性、自治会や地域協議会の定義、まちづ

くりを担う人材の育成などを定めた地域自治の

推進、第６章に市民活動団体の定義や役割など

を定めた市民活動の推進、最後の第７章の雑則

で構成されています。 

 実際の条例骨子案は、１２ページから１５ペ

ージまでに記載してあります。詳しい説明は省

略させていただきますので、後ほど御確認くだ

さい。 

 続きまして、１６ページをお願いいたしま

す。 

 ここから、３９ページまでが条例骨子案の解

説文でございます。条例の内容について、市民

がより理解しやすくなるために、注意事項や具

体的な例示をするなど、工夫した解説文が作成

されています。 

 申しわけありませんが、こちらについても、

後ほど御確認をください。 

 また、４０ページ以降に検討委員会の具体的

な活動実績や委員さんの名簿などを参考資料と

して添付してございますので、こちらも後ほど

御確認をお願いいたします。 

 以上が、検討委員会による（仮称）八代市協

働のまちづくり推進条例骨子（案）報告書に関

する説明でございます。 

 続きまして、今後のスケジュール案を御説明

いたします。 

 ５８ページをごらんください。最後から２枚

目になります。よろしいでしょうか。 

 中段になりますが、今後、まず９月から１０

月にかけてパブリックコメントを実施し、条例

案に関し、市民の御意見をいただくこととして

おります。 

 また、１０月に八代市地域協議会連絡会で、

パブリックコメントの実施などについて説明す

る予定としております。この連絡会は２カ月に

１回開催予定ですので、開催ごとに条例に関す

る報告を行い、地域の御意見をいただきたいと

考えております。 

 同じく１０月に、市職員の協働のまちづくり

の意識改革のための計画的な研修の第１弾とし

まして、管理職を対象とし、検討委員会の澤田

会長より条例骨子案の説明を行っていただく予

定としております。 

 あけて、５９ページをお願いいたします。 

 １２月ですが、１２月定例会総務委員会でパ

ブリックコメントの結果報告を予定しておりま

す。 

 その後、法令審議会など行政内部の手続の

後、３月定例会に本条例を上程したいと考えて

おります。 

 市議会で御承認をいただけましたら、平成３

１年４月に条例制定、公布、８月に施行と考え

ております。公布と同時の施行としませんの

は、施行までに条例の内容を真に御理解いただ
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くために、市民に対し、さまざまな形で丁寧に

説明する機会が必要と考えており、その間、住

民説明会を実施する予定としております。ま

た、啓発のためのパンフレットやグッズの作

成、配布も計画しております。また、８月の条

例施行にあわせ、市民フォーラムなどの記念イ

ベントも実施したいと考えているところです。 

 以上で、今後のスケジュール案の説明を終わ

ります。 

 今後、検討委員会からの条例骨子案をもとに

関係課等と協議を行いまして、協働のまちづく

り推進条例の案を作成いたします。作成しまし

た案をパブリックコメントですとか地域協議会

連絡会議などを通じ、市民の皆様に広く意見を

求めるとともに、市議会へも丁寧に報告を行

い、御意見をいただきながら必要な修正を行

い、最終案をまとめたいと考えているところで

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。 

○委員長（前川祥子君） それでは、本件につ

いて何か質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（古嶋津義君） ちょっと読ませていた

だきました。解説文の中のですね、２４ページ

ですが、第３章、市の役割の中で、１、市は、

市民等が市政について自ら考え、参加すること

ができるよう、市民等が必要とする情報を積極

的にわかりやすく提供します。この提供する方

法はどのような方法をとられるのか。 

 それと、２番目も同じでありますが、質問等

に対して誠意をもって対応しますと。これもど

ういう対応の仕方か、方法について少しお尋ね

をさせていただきます。 

○市民活動政策課長（遠山光徳君） まず、御

質問の１点目でございますが、市としてどのよ

うな提供をしていくかということで、今現在で

すね、ホームページですとか、広報紙あたりを

活用いたして情報提供いたしておりますが、そ

のほか、各校区でコミュニティセンターだより

というものをつくっております。その辺を通じ

てですね、今まで以上に情報提供していきたい

と、まいりますと同時にですね、さまざまな、

今まで以上にですね、いろんな手段を使いまし

て、ＳＮＳですとか、そういう情報機器を使い

ながらも提供していきたいというふうに考えて

おります。 

 その丁寧な対応にと、どのようにやっていか

れますかというような御質問でございましたで

すが、こちらとしましては、具体的にはです

ね、特にこれはというところをまだ考えており

ませんが、これにつきましても、先ほど申しま

したように、さまざまな機会を通じながらとい

うことで、特に地域コミュニティーに関しまし

てですね、さまざまな今、団体等が活動されて

おりますので、そちらに対しても情報提供をし

ていって、回答をしていきたいというふうに考

えているところでございます。（委員古嶋津義

君「はい。今後に期待しときます」と呼ぶ）あ

りがとうございます。 

○委員長（前川祥子君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本隆一君） 確認ですが、こういう

条例案をまた策定されるようになって、他自治

体の状況とかも参考にされていると思います

が、確認できる範囲内で、他自治体の動向とい

うのをどのように認識しておられますですか。 

○市民活動政策課長（遠山光徳君） 他自治体

の動向ということでございますが、ちょっと前

の資料になりますけども、平成２９年４月に調

べてある分に関しましてはですね、全国自治体

の約２０％につきまして、条例、このように関

連するような、まあ、自治基本条例という形に

なると思いますが、条例を作成しているという

ふうに聞いております。 

○委員（橋本隆一君） 理解できました。で、

いい方向だから、多分、取り組まれると思うん
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ですが、２０％ちゅうのは少し、逆に少ないな

という印象を受けたので、メリット、デメリッ

トがある、──デメリットはないと思うんです

けれども、本市としては、やっぱりこれを積極

的に進めていこうという意図は、最初の冒頭の

中に書いてあると思うんですが、２０％と少な

い割の中で積極的にこれを進めようという意図

は、何か強く思われるところありますですか。 

○市民活動政策課長（遠山光徳君） 先ほどの

ですね、資料の１ページをもう一回ごらんいた

だくとわかるんですが、実は八代市におきまし

ても、やっぱり条例化する云々は別といたしま

して、平成１９年の９月からですね、形として

まちづくりに取り組んできたという形でござい

ます。で、それ以降につきまして、条例をつく

るかどうか、そういう議論は市議会のほうにも

ですね、いろいろ御提案をしながらやっており

まして、その形につきまして、今の形に落ちつ

いたのが現在ということでございます。 

 その間、明文化をするか、いわゆる条例をつ

くるかどうかという議論がなされた中でです

ね、１つの明文化する機会といたしましては、

まちづくり協議会、地域協議会でございます

が、こちらが平成２６年に全ての校区に設置を

されたところですけど、それについては特に法

令規定もございませんし、明文化もございませ

んだったものですから、まずきっかけといたし

まして、きちっとまちづくり協議会の役割等に

つきまして明文化をする必要があるのではない

かというようなところがきっかけじゃないかと

思います。同時に、市民全体で協働のまちづく

りを共有化する必要があろうかという部分と市

民の意識の醸成というところでですね、明文化

したほうがそれぞれの役割をきちんと文章でわ

かるということで、条例をつくろうということ

で今まで検討委員会等を通じて活動を行ってき

たところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（橋本隆一君） よく理解できました。

よろしくお願いいたしたいと思います。 

○委員長（前川祥子君） ほかにありません

か。 

○委員（村上光則君） 今、古嶋委員から言わ

れたように、この第３章の市の役割、これ、本

当に１、２、３、４、見事な文章であります。

これをですね、ぜひ実現をしていかれるよう

に、切にお願いをしておきます。 

○委員長（前川祥子君） 御意見で、はい、お

願いいたします。 

 ほかにありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 御意見でもいいんです

よね。 

○委員長（前川祥子君） はい。 

○委員（大倉裕一君） もう何年前ですかね。

自治基本条例をつくりませんかというような一

般質問とかですね、議員さんからの働きかけと

かっていうところから始まって、かたいもので

はなくて、やわらかく入れていただくような形

を考えてというようなとこも踏まえてまちづく

りというようなですね、条例ができ上がったん

だと、取り組みが始まってでき上がったんだと

いうふうに認識をしておりますが、やっととい

う言葉をつけますけども、やっとでき上がっ

て、まあ、でき上がったことにはですね、一定

の評価をさせていただきたいというふうに思い

ます。皆さんから出ているように、本当にこれ

を今度は、（５）のとこだったですかね、実現

していくことがやはり重要なことであるという

ふうに思うところです。 

 で、私たちもつくれつくれって行政のほうに

言うばっかりでありましたので、逆に議会側も

ですね、議会の今度は立ち位置とかっていう、

議会基本条例、そういったところにもやっぱ行

政にもですね、行政のほうにちょっと働きかけ

た以上は、議会のほうも何かこう、議会基本条

例の取り組みが必要かなというふうな思いをち
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ょっと、改めて認識したようなところです。 

 お疲れさまでしたといいますか、まだお疲れ

さまじゃありませんけど、（｢はい」と呼ぶ者

あり）今後の取り組みに期待をさせていただき

ます。（｢ありがとうございます。」と呼ぶ者

あり） 

○委員長（前川祥子君） ほかにありません

か。 

○委員（古嶋津義君） まあ、協働のまちづく

りには大変なことで、その中に重きをなすとい

うのは地域協議会だろうというふうに思ってお

ります。その点にはですね、少し予算的にも、

潮崎部長の手腕を期待しておりますので、よろ

しくその辺のところはお願いしておきます。

（｢返事は要りますか、回答は」と呼ぶ者あ

り） 

○委員長（前川祥子君） 何かありますか。 

○市民環境部長（潮崎 勝君） じゃあ、コメ

ントにならないかもしれませんけども、今回、

この骨子条例というのがですね、読んでいただ

くとおり、丁寧にやさしく書いております。対

象者も多分、中学生以上の方ならですね、通

常、条例ってこう、かた苦しくなく、やさくし

丁寧に書いてありますので。それはどういう意

味かというと、今までのやっぱり地域の活性化

をにらんだ住民自治というのをですね、政府も

国の施策で推し進めておりますけども、今、委

員からおっしゃった地域協議会、それと今度の

この条例、この２つがですね、今後、地域の皆

さん方の、住民も巻き込んだ地域創生、まちづ

くりのですね、軌道になろうかという考えでお

りますので、両方スムーズに両輪がうまくです

ね、今後、回転していくように執行部は努める

必要があると考えております。頑張りますの

で、よろしくお願いいたします。（｢ここは」

と呼ぶ者あり）あ、それも含めたところで頑張

ります、はい。 

○委員長（前川祥子君） はい、ほかにありま

せんか。 

○委員（村川清則君） この委員会でですね、

たしかことしでしたか、去年でしたか、たしか

奈良市だったと思います。視察に行きまして、

そこは制定してやっておられるんですが、何か

最後のほうに、毎年でしたか、２年に１回でし

たか、見直しをするというような文言があっ

て、実際やっとられるんですかて質問したら、

一切こういう話も出ないということで。で、基

本的に市民の関心が薄いような、そういう印象

でした。ぜひ、制定されるんであれば、何かも

っとこう市民が関心を寄せるような方策という

のもぜひ考えていただきたいと思います。（｢は

い、わかりました」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） 見直しの件はいいで

すか。 

○委員（村川清則君） はい。 

○委員長（前川祥子君） じゃあ、よろしいで

すか。 

○委員（村川清則君） はい。 

○委員長（前川祥子君） じゃあ、ほかありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） 以上で、八代市協働

のまちづくり推進条例検討委員会の取り組み状

況についてを終了します。 

 そのほか、当委員会の所管事務調査について

何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） なければ、以上で所

管事務調査２件についての調査を終了します。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りいたします。 

 当委員会の所管事務調査２件については、な

お調査を要すると思いますので、引き続き閉会

中の継続調査の申し出をいたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（前川祥子君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。 

 これをもって総務委員会を散会いたします。 

（午前１１時３１分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    平成３０年９月１４日 

総務委員会 

委 員 長 
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