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予 算 決 算 常 任 委 員 会

平成２５年９月１９日（木）

◎ 開 議 の 宣 告 （午前１０時００分）

〇委員長（大光 巌） ただいまから予算決算常任委員会の会議を開きます。

国本委員、嶋崎委員から欠席する旨の連絡がありましたので、出席委員数は15名であります。

本日の審査案件は、議案第11号 平成25年度伊達市一般会計補正予算（第６号）、議案第12号

平成25年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）、議案第13号 平成25年度伊達市下水

道特別会計補正予算（第２号）、議案第14号 平成25年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第２

号）、議案第15号 平成25年度伊達市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）、認定第１号 平

成24年度伊達市水道事業決算の以上６案件であります。

それでは、まず議案第11号から議案第15号までの以上５案件を一括議題といたします。

お諮りいたします。提案理由の説明につきましては、９月３日の本会議におきまして既に説明を

受けておりますので、省略したいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（大光 巌） 異議ないものと認め、提案理由の説明につきましては省略することに決定

をいたしました。

質疑を始めるに当たり、私のほうからお願いを申し上げます。まず、委員会における質疑は、先

例に基づきまして一問一答方式により質疑願います。あわせて、運営がスムーズに進むように、質

疑及び答弁とも簡潔に要領よくお願いをいたします。

初めに、議案第11号の質疑を行います。事項別明細書、歳出の質疑を行いますが、歳入及び地方

債補正につきましては、関連する項目について歳出にあわせて質疑していただくことといたします。

また、議案のページ数及び具体の質疑項目を明確にしてから質疑を願います。なお、今委員会にお

きましては、説明員の都合により、債務負担行為補正は第２款総務費から第７款商工費とあわせて

質疑を願います。

それでは、第２款総務費から第７款商工費及び債務負担行為補正について、13ページから30ペー

ジまでと４ページ及び39ページまでの質疑を願います。質疑はございませんか。

〇委員（犬塚貴敬） ページ数が24ページ、地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金と26ページ

の研修センターの運営管理費、２つで質問させていただきます。

まず、地域介護・福祉空間の補助金でもうちょっと詳しい説明を求めたいのですけれども、定員

の内訳ですとか駐車場などの整備についてまず聞きたいと思います。

〇高齢福祉課長（山根一志） お答えいたします。

定員につきましては７名を予定しておりまして、内訳といたしましては高齢者が５名、障がい者

が２名ということで想定しております。あと、駐車場につきましては、主に来客用を想定している

ということですが、10台分ほど確保したいというふうに聞いております。
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以上です。

〇委員（犬塚貴敬） 定員の内訳で、高齢者が５名、障がい者の方が２名ということで、福祉施設

で例えばグループホームですとかさまざまな形態をとっている福祉施設があると思うのですけれど

も、実際に利用者の方が選ぶときに、こういう共生型のグループリビングということで、現時点で

もしあればでいいのですけれども、それであれば住んでみたいなという方というのはいらっしゃる

のでしょうか。

〇高齢福祉課長（山根一志） 今回新しくできる施設につきましては、まずグループホームという

言葉とよく似ていますが、介護保険施設あるいは障がい者のほうの施設とは違います。グループリ

ビングという言葉は、実は誰も定義づけはしてくれていないのですが、簡単に言いますと下宿のよ

うなイメージになるかと思います。このような施設につきましては、既存のグループホーム、その

他の施設との最大の違いは多分入居される方の生活の自由度が高いということだと思います。施設

ではございませんので、入られる方は、今若者を中心にシェアハウスですか、こういうものがはや

ってきておりますが、多分こういう要素も含んでいるような建物になると思います。

〇委員（犬塚貴敬） 介護保険の適用施設なんかとはまた別で、サービスつき高齢者向け住宅です

とかいろんなものがある中で、利用者の方が困らないように、いろんなタイプがあるので、施設の

中で自分にどれが一番合っているのかなというような、そういったところで利用者さんが困らない

ようにその違いというのを明確化していくような考えというのは、市のほうから発信していくよう

な考えがあればお聞きしたいと思います。

〇高齢福祉課長（山根一志） 我々のほうに、老後の住まいあるいは今すぐの住まいについての相

談というのは結構あります。我々は当然その方の、例えば介護を使っているのであれば介護度です

とか、あるいは一番大事なのは経済的な部分がございますが、そのようなものに応じて最適なもの

はいろいろ紹介させていただいていますが、今後その選択肢の中に、このようにお体が元気であれ

ばある程度自由度が高い生活ができて自由気ままに暮らせるということも含めて、もしこういうこ

とを希望される方がいれば紹介はしていきたいなというふうに考えております。

〇委員（犬塚貴敬） わかりました。

次に、就農支援研修センターの運営管理費のほうで質問させていただきます。まず、試験栽培に

向けてのさまざまな研究の一環として行うということで、実際にこの検証結果を今後に反映するた

めの例えば工夫なんかがあればお聞きしたいと思います。

〇農務課長（大和田一樹） 今回の試験につきましては、平成24年度において試験栽培をイチゴで

行ったときに相当の燃料がかかってしまったという結果があります。したがいまして、今回の試験

において相当の燃料費の削減が期待できると。この製品、実は製造者のほうで実証実験をした結果

があって、札幌市のほうで１棟当たり25万程度のシーズン当たりの削減効果があったということで、

これが伊達でも同様の効果があるのかどうかということを今回試験結果として見ていきたいと。そ

の結果が反映できるように、今回の試験結果に基づいて今後拡大をしていきたいと。また、今回の

試験において、このフィルムを設置することによってまた新たな課題を見つけていけるのではない

かというふうに考えてございます。



－3－

〇委員（犬塚貴敬） 検証することによってある一定のデータが出るということなのですけれども、

実際にそのデータを活用するための比較の検証をするですとか、そういった考えは今の段階ではあ

るのでしょうか。

〇農務課長（大和田一樹） 比較については、他の条件を全て同様にして、今回でいえばフィルム

を設置している、あるいは設置していないと、こういうことだけで検証していかなければこの効果

が検証できません。同様にほかのところでも、例えば熱交換器を設置しているところについては、

熱交換器を設置している、あるいはしていないと、そういったことだけを違いにして試験をしてい

きます。したがいまして、そういう細かい設定をいろいろしていきながらやっていくということに

なりますと、やはり相当年数もかかりますし、いろんな工夫も今後していかなければならないとい

うふうには考えてございますので、少し時間をいただいて今後やっていきたいというふうに考えて

います。

〇委員（犬塚貴敬） 就農支援の研修センターということで、ここで行われる試験栽培ですとかデ

ータの検証というものが長い時間をかけてでも最終的に新規就農する方へのデータになるですと

か、そういったふうになってほしいなと思うのですけれども、最終的にはこのデータを新規就農さ

れる方なんかにも開示をしてやっていきたいという気持ちでよろしいでしょうか。

〇農務課長（大和田一樹） この試験に関しましては、今回でいえば夏イチゴと冬イチゴ、両方の

試験栽培をさせていただいていまして、夏イチゴの試験結果については相当いいデータがとれまし

て、その内容をもとにしまして今回新たに亘理町の方々がご自分で就農されたということで、試験

結果をフィードバックさせることができたというふうに考えてございます。冬イチゴのほうも、こ

ういったさまざまな試験を行うことによって最終的には事業として十分経営が成り立つというよう

なことになれば、当然新たな新規就農のイチゴの方も期待できるのではないかというふうに考えて

ございまして、それに向かって試験研究をやっていきたいというふうに考えてございます。

以上です。

〇委員（辻浦義浩） 何点かお聞きいたします。

資料の14ページになりますけれども、財政調整基金積立金並びに備荒資金組合納付金があります

けれども、今現在それぞれ残高はどのぐらいあるのかお聞きしたいと思います。

〇財政課長（大矢 悟） お答えいたします。

財政調整基金につきましては、平成24年度末現在で約23億3,240万ですので、今回の補正で４億9,

293万3,000円を積み立てることにより28億2,533万ほどとなる見込みであります。もう一つ、備荒

資金組合納付金につきましては、平成24年度末現在で11億6,016万ほどですので、今回の補正２億5

00万を積み立てることによりまして13億6,516万となる見込みであります。

以上です。

〇委員（辻浦義浩） ありがとうございます。昨年度伊達市行政改革大綱2011というやつが出まし

て、その中に健全な財政運営の推進の中で平成27年度において財政調整基金等累計基金残高を15億

円以上にするという目標値が定められておりますけれども、今お聞きしますと両方足しますと約39

億円ほど積み立てされているということでありますけれども、今後将来的に赤字に転換されるとい
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う推定の中で今後も積み立てを継続していくのか、その辺をお聞きしたいと思います。

〇市長（菊谷秀吉） 財政は、基本的にはバランスだと思うのです。基金積み立てをするのか、起

債を減らすのかという、そのバランスを考えながらやっていくのが本来の筋だと思います。今の財

調、備荒のほかにも合併振興基金で15億ほどございますので、これはいわゆる算定替に向けて基金

を積んでおいて、その対策を講じようということで振興基金を積んでいますが、算定替も大体全国

で１兆6,000億と言われているのですが、算定替にかわって新たな、合併した自治体に対する有利

な方向に進んでいるというふうに聞いていますので、私としては基金ももちろんでありますが、今

度は起債を減らすような方向で財政運営をしていきたいなというふうに考えていますので、要する

に起債の発行残高と基金の合計額で判断をしていけば適切な運営ができるのではないかと。ただ、

基本的に交付税は間違いなく減っていきますので、起債は最低限減らすということにしておかない

と、元金償還、この額が減らないと交付税の減少に対応できないというふうに考えていますので、

単年度で最低でも５億から10億ぐらいは今後起債の発行残高を減らしていくという方向で、その上

に立って、例えば臨時財政対策債のようなものが多分来年度もふえるのです。そうすると、これは

交付税措置があるので有利な起債でありますけれども、一方で通常債は交付税措置が少なければ場

合によっては起債を発行しないで一般財源を充てるとかという、そういう財政措置も講じながらバ

ランスを考えていきたいなと、このように考えております。

〇委員（辻浦義浩） 赤字を目の前にしていくわけですけれども、そういった意味では今健全な財

政になっているというところで、今後修繕とか、いろんな意味で老朽化が進む施設等々ありますか

ら、積み立てもしながら必要な事業はすべきと思いますけれども、その辺についてはいかがでしょ

うか。

〇市長（菊谷秀吉） 先ほど申し上げましたように、財調とか備荒資金とか積み立てるのももちろ

ん大事なのですが、今ご指摘のあったように将来に備えて、大規模施設がたくさんふえてきました

ので、その修繕を早目にやらないと、そのときに財源がなければそういう手当てもできませんので、

早くやることによって修繕費を抑えることができるというふうに考えていますので、今回財調、備

荒に充てましたけれども、できれば年度末に修繕積み立てのような形で費目の振り替えを、決算を

予想しながら基金として充当していきたいなと、このように考えております。

〇委員（辻浦義浩） ありがとうございます。

次に、資料の議案の11の28ページになりますけれども、伊達漁港共同作業所整備事業補助金につ

いてでありますけれども、今回作業所の新築整備ということでありましたけれども、これまでそう

いうような整備はあったのでしょうか。

〇水産林務課長（山下 茂） お答えいたします。

伊達漁港の共同作業所自体は、全体で今３棟ございます。それで、この３棟につきましてもそれ

ぞれ国の補助、それから道の補助、市の補助を受けて設置しておりますし、有珠の共同作業所、漁

協の前に２棟、それから野矢の澗に１棟ということで共同作業所ございますけれども、これも同様

に補助を受けて、市の補助も入れながら整備をしているという状況にございます。

以上です。
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〇委員（辻浦義浩） こういう整備についての制度といいましょうか、そういうのは道とか本市に

おいてはあるのでしょうか。

〇水産林務課長（山下 茂） この共同作業所の整備のほうは、国のほうの補助を受ける形になり

ますから、当然事業計画、そういうものを出しまして、その認定を受けて補助採択を受けるという

ような流れで設置をしております。

〇委員（辻浦義浩） 今後も、先ほど市長からもありましたけれども、いろんな意味で老朽化が進

む施設が多くなるところで、今後水産の振興含めて、例えばそういう制度を設けてやっていかない

と、また次の段階で大きなこういう施設の建築とかになると費用がかかってきますので、その辺の

ご検討はいかがでしょうか。

〇水産林務課長（山下 茂） 今回伊達の漁協のほうについては、共同作業所の新設ということで

道の地域づくり交付金、それから市の補助を入れながら整備をしています。それと、有珠のほうに

つきましては、単純にいけば修繕ということになりますけれども、こちらのほうにつきましてはこ

の修繕を図ることによってさらに耐用年数を10年間延長させる、要するに施設の延命を図るという

ことで、道の基準に従って整備をしています。可能な限り漁業者の負担を少なくするということで、

道の制度なり国の制度をフルに活用しながら今後適切な対応をしてまいりたいというふうに考えて

おります。

〇委員（辻浦義浩） ありがとうございました。

次に、議案の11の36、トレーニング室の備品整備についてでございますけれども、今回予算は約

3,100万円となっておりますが、どのような器具がそろうのか……

〔何事か呼ぶ者あり〕

〇委員（辻浦義浩） 失礼しました。

〇委員（小久保重孝） まず、先ほど同僚委員からもありましたが、地域介護・福祉空間の整備等

施設整備補助金の関係です。新しい施設ということの中で、こういった事例というのは他の事例と

してどんなところがあったのか、それについてご存じだと思うのですが、事例についてちょっとご

紹介をいただきたいなと思っています。

〇高齢福祉課長（山根一志） お答えいたします。

同様な施設は、実は伊達市内には既に長和に１カ所ございます。ただ、建物はちょっと前にでき

ていたそうなのですが、実際に人が入り始めたのはつい最近だということで、こちらのほうの経営

が軌道に乗っているのかとか、そういうところはまだわかっていないのですが、あと近隣でいいま

すと壮瞥に１カ所ございまして、登別も１カ所あります。ここまでは把握しておりますが、これは

行政に対して届け出等が必要のない施設ですので、私のほうで把握し切れていない施設もあろうか

とは思います。

〇委員（小久保重孝） 私も改めて、この施設は国のお金が使えるということで、こういうやり方

もあるのだなということを知ったのですが、ほかにもこれからもこうした事例が出てきたときに、

それは簡単にということにはならないのですが、ふやしていくことはできるのでしょうか、要する

に事業者がある程度資金を用意できればこういったメニューが使えるのかどうかなのですが、いか
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がですか。

〇高齢福祉課長（山根一志） この後どのような事業者がこういうことをやりたいということは全

然把握はできておりませんが、皆さん考えられている方は今回できる施設なり長和の施設なりの運

営状況をよく見てお考えになると思いますが、長和の施設につきましては補助金等も一切入れず、

全て自己資金でつくっております。そういうことからしますと、そういう資金等が準備できるので

あれば、我々のほうから規制する手だてはございませんので、ふえることは可能かなというふうに

は思います。

〇委員（小久保重孝） わかりました。

それから、次は就農支援の研修センターの運営費の関係です。26ページです。先ほど同僚委員か

ら話をお伺いしましたので、大体わかったのですが、ちょっと聞き漏らしていたところでは、札幌

市の事例が25万削減というのは１棟でしょうか、２棟でしょうか。

〇農務課長（大和田一樹） 答弁で漏れておりました。失礼いたしました。１棟当たり25万という

ことで、今回は１棟当たり約100万円ですので、少なくとも４年程度でペイできるのではないかと

いうふうに考えてございます。

以上です。

〇委員（小久保重孝） それで、24年度は相当かかったということでしたけれども、24年は１棟当

たりどのぐらいかかったのでしたか。

〇農務課長（大和田一樹） 24年度は全部で灯油代が約600万かかってございます。１棟当たりに

いたしますと、７棟ですので、１棟約100万弱という金額かかってございます。したがいまして、

試験研究ということでして、まず栽培ができるかどうかということでしたので、温度を下げないよ

うにばんばんたいてしまったということもございますので、今回は仮にこのフィルムを設置しなく

てもそれより少なくできるのではないかという研究はしようと思っておりましたが、今回さらなる

期待ができるということもありまして、25万プラスアルファの効果が期待できるというふうに考え

てございます。

以上です。

〇委員（小久保重孝） ４分の１ですか、今おっしゃったように４年で大体償却できるというか、

ペイできるということですが、耐用年数的には４年ないし５年なのでしょうか。

〇農務課長（大和田一樹） これは、設置する業者に聞きますと破れるまで使用は可能だというこ

とで、よほどの災害がない限りは10年ぐらいはもつだろうというふうに言われております。

以上です。

〇委員（小久保重孝） 耐用年数は長いけれども、災害のことがあると、昨今のいろんな大風、大

雨の災害を考えると、そのことはやっぱりリスクとしてはあるということですね、わかりました。

それで、今後の就農支援研修センターの利用方法だけお伺いしてこの部分は終えたいと思うのです

が、現状はこういった費用、コストを算出しながら、実際の事業者というか、農業者にとって有効

な数字を出していくとかいうことになってくるのですが、もちろん作物も現在のイチゴだけではな

くて、幅広くいろいろな作物に取り組んでいくという考え方もあると思います。また、以前ご提案
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をしている漢方の生薬的なものの栽培も、これはハウスの中でやる必要があるかどうかはあります

が、そういったことも視野に入れたり、また既存の事業者がその施設をもっと自由に使えるという

のですか、そういう道というものもつくっていくことも大事なのではないかというふうに思ってい

るのですが、その辺の将来に対しての使い方についてはどうお考えですか。

〇農務課長（大和田一樹） 現時点ではまだまだイチゴにおいて試験研究するテーマがございまし

て、まだ数年間はイチゴでやっていきたいというふうには考えてございますが、イチゴのほうの試

験結果である程度の試験結果が出たという段階では、当然ながらイチゴ以外の新たな作物、せっか

くの施設ですので、特に施設園芸に合った作物、そういったものの試験研究をしていきたいという

ふうに考えてございます。また、改めて新規就農者ですとか、そういった方々の研修施設、そして

将来的にはそういった施設の貸し出しということも視野には入れて今検討を進めているところでご

ざいますが、ここ２年ぐらいはまだまだイチゴのほうでどのような結果が出るかということでやっ

ていきたいというふうに考えてございます。

〇委員（小久保重孝） わかりました。期待をしておりますので、よろしくお願いいたします。

次は、30ページ、商工費の公有地取得事業の関係でございます。説明資料を見ますと、よく知っ

ているハローワークの部分の土地の取得ということになるのですが、市がいわゆる商店街の駐車場

を購入するということについてはいろんな声があるなというふうに感じています。庁内でもいろい

ろ議論があったのではないかと思っていますが、今回の駐車場、目的は多分駐車場しかないと思う

のですが、駐車場ということの中で政策目的という部分は、どのように結論というか、考えて今回

こういう決定をするのか、その辺についてまずお伺いをしたいと思います。

〇商工観光課長（岡田 忍） お答えいたします。

今委員からお話ありましたとおり、場所は網代町のハローワークの山側の場所というところで、

隣はハローワークの分室、向かいが商工会議所という形になっておりまして、商工会議所もここ数

年景気対策事業などいろんな事業に取り組んでおりまして、市民の方、事業者の方、非常に多く訪

問されているというふうに伺っております。また、ハローワークのほうも、求人が伊達の分室の場

合周辺から比べて、道内の状況から比べてかなり高い求人が出ているという状況もございまして、

求職者の方も多く訪問されているということであります。また、求人はあるのですけれども、前か

ら指摘されておりますミスマッチの部分はなかなか解消できていないという現状もございまして、

ハローワークの分室のほうでは、求職者または事業者向けにセミナーですとか説明会など開いてミ

スマッチの解消に努めるような努力をされているというふうに聞いておりますが、そういう取り組

みをしますと、今ハローワークの分室のほうには20台ちょっととめるスペースはあるのですが、そ

この駐車場だけではもう既にその取り組みだけで手狭だというようなお話も伺っております。そう

いう状況を勘案しますと、市内中心部に市民の方が来るに当たって来る方が駐車場で非常に苦労さ

れているという現実があるというふうに伺っておりますので、市民の利便性の向上というところを

目的に今回購入というところを計画させていただいたところです。また、駐車場というところがメ

インになるかとは思いますけれども、中心市街地ですので、いろんなイベントを催されている、企

画されている団体もございますし、そういうイベントのときにも活用できればというふうに考えて
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おります。

〇委員（小久保重孝） 詳しく説明をいただいたのですが、そうすると今回は商工会議所から要請

があってこれを検討したのか、ハローワークから要請があって検討したのか、また地元商店街から

要請があって検討したのか、この辺は事実としてはどうなのでしょうか。

〇商工観光課長（岡田 忍） 今回は、まず商工会議所さんのほうからは、駐車場を自分で持って

いるのですけれども、手狭になっていると、近隣非常に混み合っているという状況があるので、何

とか市のほうでもいろんなことを考えていただけないかというところの要望はいただいたところで

ございます。

〇委員（小久保重孝） そうすると、ハローワークからは特に要望があったわけではないのですね。

〇商工観光課長（岡田 忍） ハローワークのほうからは、直接市のほうにそういう要望が上がっ

てきたということはございません。ただ、今回会議所のほうからそういう要請があったものですか

ら、私のほうで分室の主任の方、またハローワーク室蘭の所長さんともいろいろお話しさせていた

だきました。その中では、所長もおっしゃっていたのですが、駐車場が今少ないというのは認識さ

れているのですけれども、ハローワークとしてはなかなか購入というところの計画が立てられない

でいたというところはあったようです。ですから、そういう意味では市のほうで購入していただい

て、そこを駐車場に使えるということはハローワークとしては大変ありがたいというようなお話は

いただいたところです。

〇委員（小久保重孝） もちろんハローワークのほうから言えることでもないのでしょうが、お聞

きをすれば当然そういう声も、閉鎖をされている期間がありましたので、あのときなどを見ている

と非常に不自由なときもあったなというふうに、私もずっと見ているわけではありませんが、そん

なふうに感じています。ただ、決定に当たって、商工会議所さんからのヒアリング、またはハロー

ワークさんのヒアリングだけで決定をしたのかということなのですが、例えばこういった判断をす

る上で、モニタリングというか、現地のリサーチというのですか、実際に何曜日がどのぐらい利用

があってとか、月のうちどのぐらいの朝、昼、夜の利用があるとか、そういったことも本来的には

当然調査をして行うべきではないかなと思うのですが、この辺についてはいかがでしょうか。

〇経済環境部長（仁木行彦） 詳細のリサーチについては、実施しておりません。ただ、先ほども

お答えしましたように、会議所のほうから直接うちのほうに要望があったわけですけれども、その

前に商店街から会議所のほうに相談がありということになって、最終的に市のほうに来たというこ

とです。また、私どもでも、中心市街地において需要があって、しかも利用可能な土地がバリケー

ドで封鎖されているということは望ましい形ではないということがありましたものですから、この

際将来に向けても市で購入して市有地にするのがいいだろうという判断をさせていただいたもので

す。

〇委員（小久保重孝） 今部長がおっしゃった部分はよくわかるのですが、要するにこういった判

断をする上でどういう基準といいますか、中で決定がされたのかというところがやっぱり大事だと

思うのです。要するに、今バリケードがあれば当然中心市街地の中で不適切というか、余りいい状

況ではないのは確かです。では、ほかの商店街の皆さんで共有している、要するに皆さんで借りて
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いるような駐車場はどうするのかというところがまた１つテーマとして上がってくるわけです。ご

存じのとおり、市役所通り商店街のところも、めむはうすさんでしたか、その隣の駐車場などはみ

んなで共有して、１店舗でも借りないとなったら借りられないというか、要するに家賃が高くなっ

てしまうので、どうするかということで、毎回更新時にいろいろと議論があるようなのです。ああ

いったところも、例えば２つ、３つ歯抜けになってきたときに、ではそれ市のほうで何とかしてく

れるのですかというところで、今回はハローワークさんもあるから、それとはわけが違うよという

答えになるのか、そういうことではなくて、これからも中心市街地の活性化のために駐車場の確保

は市として率先してやっていくのだという判断なのか、財産というものを取得することになります

ので、そういったところの考え方に整合性を持たせないといけないというのは当然のことだと思っ

ているのです。ですから、その辺の考え方をしっかり市民に説明できないと、どうしてということ

がなかなか答えとして出せないなと思っています。今申し上げた他の商店街の駐車場対策というこ

とにも今後は目を向けていくのかどうか、それについてはどうですか。

〇経済環境部長（仁木行彦） 確かにそういうことがあると思います。まず、第１に、中心市街地

ですので、空洞化を避けていきたいということがあります。それで、今回は条件的にもかなり、購

入するということでいいかなと思っていたのです。それで、今ほかの商店街という話もありました

が、それぞれでいろんな条件があると思います。１つずつ条件をクリアしていかなければいけない

かなとは思いますが、基本的には振興会としての基本的な方針、そこが会員の合意のもとに形成さ

れた方針であるということと、それからメインストリートというのですか、そこに面しているとい

うことが基本的な条件になっていくかなと、これらの条件をクリアした中でそれぞれの細かい条件

が合えば、購入していって空洞化を避けるということも必要だろうと考えております。

〇委員（小久保重孝） もちろん簡単ではないし、おっしゃったように会員の合意、またメインス

トリート、いろんな条件などをクリアさせながら判断をしていくということです。それにしても、

駐車場だけに限らず、今商店街が抱えている、以前から指摘をさせていただいている空き店舗対策

ですとか、またこれもずっと意見が出ている歩道です。歩道を以前整備して、今はかなりボコボコ

の状態になっていて、これも非常に危険だというような指摘もあって、本当にそちらも早く手をつ

けてくれというようなお話もあります。ですから、商店街というか、まちの中心を活性化していく

というところの政策というのはたくさんまだまだ手をつけなければいけないという中で、今回が一

つのきっかけになるのかなというふうには思うのです。ですから、そのことが結果的にあそこだけ

ではないのだということになるように、今後商店街の活性化というもののメニューをしっかりと考

えていっていただきたいと思うし、この点については最後市長からお伺いをしたらいいと思うので

すが、さまざまなそういった声を、先ほどの来年以降の修繕ももちろん大事ですけれども、地域と

しては経済の活性化という点で常に要望が出てくる。もちろん修繕をしていくことによる経済効果

というのもあるのですが、ただお金がある中でどう運用していくか、どう使っていくか、その部分

も非常に皆さん期待をしているところもあるのです。ですから、そういったところで、ここだけの

話、駐車場だけの話ではないのだという中で、今後どう絵を描いていけるのかというところが政策

として見えないとなかなか理解されないのではないかと思うので、その辺については政策というこ
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とで市長からお伺いをしたいと思います。

〇市長（菊谷秀吉） 実は、公共駐車場の問題というのは今に始まったことではなくて、ほぼ30年

前から市街地の空洞化ということが叫ばれ始まって、私も議員時代に高知県の中村市に視察行って、

ここは市街地の中に公共駐車場で、このケースの場合は明らかに市街地がすごく密集していまして、

駐車場がないという状況の中でございました。私は、その後市役所通りの整備の際に、当時議員で

ございましたから、果たして今の整備でいいのかと、当時私は議員の立場では今の整備手法には非

常に疑問を持っていました。その最大の理由は何かといいますと、１つは駐車場が完備していない

ということと、それから中心市街地というのはそれぞれの土地の持っている面積というのが小さい

のです。したがって、郊外型の大型店が出たということは、そこに店舗が大きく、かつまた大規模

な駐車場ができるということのメリット、当時オートモービル時代とかなんとかいったような記憶

があるのですが、一方それに対して中心市街地というのは土地が細かく分散している、駐車場がな

いということに対して抜本的な解決にならないと私は個人的な考え方でございました。残念ながら

今ある形で整備が進んできまして、これから先ほど部長が答弁したように空洞化がさらに進んでく

る可能性が高いということになります。

そうすると、大事なことは、私権がそれぞれ非常に細かくなっているということをどう集約でき

るかということだと思います。その際に、市が考えるというご指摘ございましたが、もちろんそれ

も大事なのですが、住んでいる地域の方々がこうしたいという方向性を出さないと、市が出せる代

物ではないと。駅前再開発でも経験しましたが、それぞれの私権というものに対する考え方が違え

ば、市が入ることによってむしろ混乱するというケースが非常に多うございます。それはなぜかと

いうと、全部市が買ってくれるのだろうみたいな期待がされますと、非常にコストがかかって生産

性が低い形になりがちでございます。したがって、我々として期待したいのは、地域の商店街ある

いは自治会を含めて、まずどういう形の方向にしたいのかという基本的な方向を出していただいて、

それに対して市が国の制度を含めてどんな手法を使えるかということを考えながら整備をしていく

ということが望ましい。ただし、先ほど答弁しましたように、その振興というのは非常に手間がか

かるものですから、時間かかってしまうという問題もありますので、今問題なのは景観という問題

も出てまいります。余りにも空き地が出たり、老朽化して危険家屋が出たりしますと、そもそもそ

の地域自体が住めないというふうになっては困るので、今後はそういった危険家屋の問題、あるい

は空洞化の問題とあわせながら市のほうとしては対応していくということになりますので、これは

今回の機会に各商店街ともそういう考え方、あるいはまた自治会とも連合して、その地域でどうし

ていきたいのだということがもし方向が示されれば、市は率先してそれに対して対応していきたい

なと考えています。市からこうすれ、ああすれというものではございませんので、その点は議会の

皆様もそういうふうに応援していただければ、地域の再編というのは早く進むのではないのかなと

思いますので、ご理解とご協力をお願いしたいと、このように考えております。

〇委員（小久保重孝） 市長の考えはよくわかります。もちろん私も、市が余り率先してやること

は、これはおかしな話だと思っておりますし、それではうまくいかないと思っておりますから、今

回特に駐車場のことについては商工会議所さんから提案が出されたものだというふうに思っており
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ますから、今市長がおっしゃったように、ある面商工会議所さんが事業者側のいろんな要望、また

自分たちでリスクを問いながら、何をするのかというところの部分を整理していただく、まとめて

いただく、また各商店街についても現状でいいのかということの話をぜひ促していっていただくと

いうことなのかなと思っておりますので、これを契機にそういったところの声をぜひまとめていっ

ていただきたいなと、そのように思っておりますので、よろしくお願いいたします。

それと、もう一点は、同じページの物産館の増築事業の関係です。以前に説明も受けております

ので、大体のところはわかっておりますが、改めて、今回１億1,915万ということですが、当初建

設費を含めてこの物産館、今回含めてどのぐらいかけたことになるのでしょうか。

〇商工観光課長（岡田 忍） お答えいたします。

当初建設費が約２億2,300万ということですので、今回の約１億2,000万というものを上乗せしま

すと３億3,500万くらいという事業費になります。

〇委員（小久保重孝） 大体で結構ですが、とにかく今回１億2,000万近くかけるという中でかな

りの額に上るわけでありまして、前回も議論がありましたが、これをかけた以上どんどん活用して

いかなければならないということだと思っております。床面積もふえますので、参加できる事業者

とか扱える商品数もふえていくということで、いいことだらけだと思うのですが、まず１点確認し

ておかなければいけないのは、前回の説明から今回の計画に当たってどこか変更があった点がある

かどうかです。大体説明のとおりだったのかどうか、その辺についてはいかがなのでしょうか。

〇商工観光課長（岡田 忍） お答えいたします。

６月の補正の段階で委託費補正させていただきまして、そのときにおおむね400平米程度増築さ

せていただきたいということで提案させていただきました。基本的には、当初考えていたのと同じ

ような形になっております。現状のあの建物を、正確には6.7メートルほどになりましたけれども、

海側に延ばすというような形に予定しております。意匠も見た感じも、若干建具の配置など変わる

ところはございますけれども、今の形に近い形で増築するという計画でございます。

〇委員（小久保重孝） 説明のとおりということで、少し延びたのですかね、ちょっと外側に延び

たということだと思います。そのことによって駐車場などまた影響が出てこないかということも心

配ですが、もちろんこれは当然はかられていると思いますので、しっかりとその辺事故のないよう

にお願いしたいなと思っています。

それで、今回商品数とか事業者数をふやしていけるということの中で１点気になっておりますの

は、これまでの運営の中で納入業者の間で商品の納入率というのが違うのですが、これは当然ロッ

トとか、入れている数について違う、また売れている数によって違う、それは仕方ないと思うので

す。ある程度その中身については運営側に任せていると思うのですが、クレームとして来ていたの

は、公の施設の中で運営がなされている中で、微妙に単価というか、納入率が違うという事業者が

いて、そのことの指摘をしてもなかなか改善をしてくれなかったというような話があって、最終的

には改善してくれたのですけれども、その経緯をお伺いしていると、そういったところの管理と言

ったらいいのですかね、売り上げとか納入とか、そういった部分での管理が本当に大丈夫なのだろ

うかというような気がいたしました。これ具体的に申し上げるわけにいかないので、あれですけれ
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ども、そういう声があって、最低の単位というのがたしか決まっていたり、ただ事業者によって差

が出てくると、そのことを事業者側に指摘をしてもなかなか改善をしてくれないというようなこと

があったということです。これを言えば、では誰がそれをやって誰が責任を持っているのかという

ことになってしまうので、これ以上申し上げませんが、要するにお客様からもちろん信頼される、

またすごくいい場所だということは当然なのですが、地域としては納入業者の方も一緒に参加しな

がらやっているという、もちろん商売ですから、事業ですから、その中で大変厳しいことはあると

思うし、厳しいものを優しくしろなんていうことは言っておりません。そうではなくて、ルールと

いうのがきちんと守られているのか、またそれがみんなかかわっている方にちゃんと周知されてい

るのかという点がどうなのかなという部分があるので、その辺について、今回売り場を広げるので、

当然そのことでまた新しい事業者さんも入ってきたり、いろんな状況が生まれてくると思うのです。

ですから、そういった中での取り扱い方についてもある程度市としても物を言っていってもらう必

要があるのかなと、そんなふうに思うのですが、いかがでしょうか。

〇商工観光課長（岡田 忍） お答えいたします。

今農産物の協議会の会員の方75戸、年度当初75戸いらっしゃいました。それぞれの農家の規模は、

やはり規模の大きな農家の方もいらっしゃいますし、小さな方もいらっしゃるということで、ほと

んど毎日のように作物を出している方、それも時間ごとにどんどん、どんどん追加して販売されて

いる方もいらっしゃいますし、週に１回、２回ぐらいの出品が精いっぱいという農家さんもいらっ

しゃるというのが今の現状だと思っております。ただ、余り品物が出てきませんと販売ブースがあ

くということになりまして、余りあくブースが多いと売り場としてちょっと寂しいところもござい

ますので、運営側、指定管理者側としてはなるべく出す回数をふやしていただきたいというお話は

しているというふうに伺っております。実際にその運営に関しては、先ほど言いました農産物出品

の協議会の中でルールを決めて、協議会の各会員さんにルールを周知した上で出品するという形を

とっておりますので、最低限そのルールは会員さんの中では周知されていると思いますけれども、

ただ、今のご指摘でいきますとまだなかなか周知し切れていない部分もあるのかなというふうに私

今お話伺って感じましたので、その辺は指定管理者のほうとも協議していきたいと思いますし、そ

の協議会の中には一応私も入ってくれということで、入っておりますので、そのときにまたそのよ

うなお話もその機会を捉えてさせていただきたいというふうに思います。

〇委員（吉野英雄） 議案説明資料の11の24ページ、同僚委員も質疑をしておりますが、改めて何

点か確認をさせていただきたいことがありますので、お伺いします。13番の地域介護・福祉空間整

備等施設整備補助金です。先ほどの高齢福祉課長のご説明で、グループリビングということで、こ

れまでの介護施設やグループホームとは性格を異にしているというご説明がありました。市内に同

様の施設があるのかという同僚委員の質疑に対して、長和に同様のあれがあるけれども、これは自

己資金でやられたようだというようなお話がありました。私もこのことについてはちょっと調べさ

せていただきましたけれども、国の平成23年度分のをインターネットで引っ張ってみましてもこれ

しか出ておりませんので、わかりませんが、この補助金といいますか、交付金といいますか、それ

を入れるためには市町村が整備計画を策定して計画書を国に提出して、国が採択して市町村に交付
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するということになっておりまして、市町村が整備計画を策定する際に日常生活圏を単位としてや

るのか、あるいは市町村全域を単位として計画を立てるのかというようなことが２通りあります。

今回は、この交付金を申請するに当たってはどちらの手法でやられたのかお伺いをしたいと思いま

す。

〇高齢福祉課長（山根一志） お答えいたします。

計画書は、確かにつくりました。ただ、計画書といいましても、交付金の請求に当たりまして事

前に様式が決められているような計画書になります。こちらのほうで市内全域を対象とした計画書

として作成して提出しております。

以上です。

〇委員（吉野英雄） 今回は市全域を単位としてということで計画を立てて申請をしたということ

なのですけれども、ご存じのようにこれは介護保険の施設とは直接的にはつながっていない施設で

すけれども、国が今進めている介護保険事業計画でいきますと要介護の１と２を介護保険から外す

というようなことで進むとか進まないとかというような報道もされております。あるいは、要支援

の１、２の人を完全に外してしまうとかというような、そういうような報道もされております。そ

うしますと、今ある介護施設と、それからグループホームだけでは当然全体的に足りなくなってく

るのではないかなというふうに思います。ですから、介護保険の施設とは別だといっても、実際に

それを受け入れる施設がなければ、市としては困っているお年寄りの方、ひとり暮らしの方とかを

全体的にカバーしていけないという問題が起こってまいります。ですから、今後国の全体的な予算

がどうなっていくのかという問題もありますけれども、もちろんこれは事業者の方が手を挙げて、

ではやりますというふうにならないとなかなかならないわけですけれども、全体として市として計

画を一定程度、こういうような介護から外れたような方々をどうするのかというようなことは全市

的に計画をしながら、事業者に手を挙げていただけるようなことも検討していかなければいけない

のかなというふうに思っています。介護保険そのものから外すことに関しては我々もいろいろ批判

的な意見は持っておりますが、実際に制度がそうなったときにそういう方々を救っていけるのかど

うかというようなことについてはやっぱり検討していかなければいけないと思いますが、この辺に

ついての考え方をお聞かせください。

〇高齢福祉課長（山根一志） おっしゃるとおり、高齢者はどんどんふえておりまして、要介護者

も当然比例してふえていくことは間違いないと思いますが、施設に関しましてはこれだけあれば十

分という数になりますととても伊達市の財政がもたないような形になってしまうと思います。国も、

そういうことから施設より在宅のほうに力を入れているというような形になっておりまして、今回

つくります施設につきましても、こちらは施設ではなく、どちらかというと住まいですから、もし

そこに入っている方が介護保険を使うといった場合には在宅のサービスを使うというような形にな

ります。そういう意味では、今後我々も国の方針に従って、在宅のほうに力を入れざるを得ないの

かなというふうに思いますが、今回民間のＮＰＯの方がこのような形で住まいをつくるということ

に関しては、その計画が適正だと思われるものについてはなるべく支援したい、協力したいという

ふうに考えております。
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以上です。

〇委員（吉野英雄） 介護保険に直接かかわる介護保険事業としてやるような施設をつくっていく

ということは、市の財政に大変な影響を及ぼすわけです。もちろん国もそういう形で及ぼすので、

いろいろな方策を立てているわけで、実際に介護保険の要支援１だとか２だとか、あるいは要介護

１、２の方々が今施設からどんどん出されているような状況なのです。うちのかみさんも特養ホー

ムの看護師をやっておりますから、何でこんな人を家に帰すのだというようなところまで現実には

帰さざるを得ないというようなことになっているわけで、それを全部家庭で見れるのかということ

になりますと、そうはいかないという現実があります。介護休暇だとか、そういう制度もあります

けれども、現実には使われていないですよね。ですから、一体そういう方々を家庭でどうやってい

くのかということは、今後非常に問題になってくると思います。それで、介護保険の要支援１、要

介護１だとか２だとかというふうになっていても、介護保険を使わないでこういうところに入れる

ような仕組みがあるのかどうかということになりますと、これはまた制度設計をどうしていくのか

ということを国に求めていかなくてはいけないと思いますが、伊達市の高齢化率などを見ていくと、

介護保険対象者であるけれども、介護保険を利用しないで入るという、そういう形での施設みたい

のも、制度的にそういうものが可能かどうかという問題はありますけれども、これは考えて整備の

計画なりを立てていかなくてはないのではないかなと。そういう場合に、この制度というものは事

業者の方が手を挙げていただければ利用できるという制度ですので、これが国のほうでずっとこれ

をやるのかどうかという問題はありますけれども、この事業を国としてやるという以上は、これを

市町村としてはそういう方々を一定程度救っていくための制度として計画の中に考えておくという

か、考えていくということも必要ではないかなと思いますので、この辺について改めて、制度が今

後どうなっていくのかもわからない段階で市のほうの考えを示せというのも無理かもしれません

が、私はそういう方向で考えていく時期に来ているなというふうに考えておりますが、この辺につ

いてもしお考えありましたら、お聞かせください。

〇高齢福祉課長（山根一志） この辺につきましては、次の介護保険の計画、第６期は来年度検討

いたしまして27年度ですから、その辺の中でもいろいろ皆さんの考えを聞かせていただきたいなと

いうふうに思っております。あと、先ほど話ございました介護保険の適用がない方でも入れる施設

というお話ですが、今回つくる施設は、施設ではないですが、介護保険の適用がない方が入る前提

の住まいでございますが、サービスつき高齢者住宅というものが出てきたのですけれども、大体こ

の辺の管内一通りあるのですが、なぜかうちのまちには今ないのですけれども、恐らくそういうも

のを民間の事業者さんが考えていっていただけるのではないかなというふうに考えております。

〇委員（吉野英雄） 債務負担行為もオーケーでしたか、オーケーですね。債務負担行為について

ちょっとお伺いをいたします。今の件についてはまだまだ論議をしなければいけない部分があると

思いますが、次回に論議をしたいと思います。

債務負担行為でごみ収集運搬業務委託で資料の11の９の大滝区の関係についてだけちょっとお伺

いをしたいと思います。大滝区についても今回債務負担行為でごみ収集運搬車を受託業者が所有す

る方式に、伊達と同じような方式、これに変更するということにして、委託するということに今回
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なっております。それで、伊達と大滝の収集回数や収集方法、こういったものについては現在も伊

達地区と同じ方式でやられているのかどうか、これを１点確認させてください。

〇地域振興課長（岩渕泰人） お答えいたします。

収集の方法につきましてはステーション方式という形で行ってございまして、可燃物、不燃物に

つきましては同じ方法でございます。ただし、大滝区のほうは生ごみの収集は再資源化センターの

指定管理のほうに入ってございまして、この部分については入ってございません。それと、こちら

は２つに分かれていますが、リサイクルの収集につきましても大滝区についてはごみ収集の中に入

ってございます。

以上です。

〇委員（吉野英雄） それで、今回はごみ収集運搬車の購入、これ受託業者が所有する方式に変更

するということなのですが、ごみ収集運搬車の購入費はどの程度になっているでしょうか、車その

ものを購入するという場合にはどの程度の費用がかかるものでしょうか。

〇地域振興課長（岩渕泰人） お答えいたします。

現在使用している車両は平成14年度の購入でございまして、28万3,936キロの距離を走ってござ

いまして、どちらにしても同じ方式をとるということになれば車両を購入しなければならないとい

う形になっている現状でございます。それで、今回新方式、伊達の方式と比べまして車両の購入の

価格でございますけれども、公共で買うと1,200万円程度かかるというふうに言われてございまし

て、これが民間の購入となるともっと安く買えるとお聞きいたしておりまして、これの４年間の新

方式、従前の方式と比較いたしますと400万程度経費が削減できるものというふうに考えまして、

この方式を採用したところでございます。

以上です。

〇委員（吉野英雄） 平成14年に購入したのが28万キロ走っているということで、大滝区で収集し

たものについても広域連合のあそこに運んでいるわけです。そうしますと、大滝区内で収集する距

離がどの程度かわかりませんが、さらになおかつあそこの石川町のところまで運ぶということにな

りますと、走る距離としては伊達で使っている収集運搬車よりもかなり距離を走るということにな

りますし、燃料代もかかるということになります。そういったものは見込んだ上での委託経費にな

っているのかどうか、これについてお伺いします。

〇地域振興課長（岩渕泰人） 収集の距離でございますけれども、委員おっしゃるとおり大滝区の

ほうが往復距離といたしまして長い距離になってございます。ただし、収集の回数が伊達地区のほ

うでは月曜日から土曜日まででございますが、大滝区の場合は可燃物につきましては月曜、金曜だ

け、それから不燃物につきましては第１、第３木曜ということで、収集の日数が伊達地区よりも少

ないということもございまして、これらも全部計算いたしまして、この設定価格にしてございます。

以上です。

〇委員（吉野英雄） 大体説明はわかりました。ごみの収集運搬ということについては、大滝の場

合は可燃物、月、金ということになっておりまして、これは人口からいってこの程度で間に合うと

いうふうに考えているのかなというふうに思います。ただ、ごみの収集運搬ということについては
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一日も欠かさず業務としてはやっていかなければならない業務ですので、これに支障が生じないよ

うにしていくということが必要だと思います。現在平成26年から29年まででこういうことで債務負

担で委託をするわけですけれども、途中で一度、実際に委託をする業者との協議ですとかそういっ

たものを中間で一旦、債務負担行為で行った委託料で間に合うのかどうかというようなことについ

は中間で一度両者で協議するような方法が必要ではないかなというふうに思うのですが、この辺に

ついてはいかがでしょうか。

〇大滝総合支所長（武川哲也） 債務負担といいますか、契約期間が４年間ということで長く設定

してございます。これは、車両を購入するということで、一番効率のいい年数で契約をしたいとい

うところから４年に設定したものでございます。今委員おっしゃるとおり、最近ガソリン代もかな

り高騰してございます。今想定できない事項が発生した場合に、本当に４年間の入札額で済ませる

のかという部分につきましては、契約条項の中に１つ特例条項を設けて、不測の事態といいますか、

異常な事態が発生した場合には協議していくというような条項を加えながら対応していきたいと考

えてございます。

〇委員（小泉勇一） 14ページの備荒資金の納付金についてお尋ねをいたしたいと思います。先ほ

ど同僚委員からもありましたように、２億500万を積み増すと13億7,000万ほどになります。これは、

備荒資金組合をつくって、市長もその中に入って運用されているものだというふうに思いますけれ

ども、元本は保証されているのかどうなのか、それから積み上げるといいますか、積み足す上限と

いうのはあるのかどうかお尋ねをしたいと思います。

〇市長（菊谷秀吉） 基本的に、備荒資金組合の場合の資金運用でございますが、いわゆる仕組み

債的なものは一切やっておりません。ほとんどが国債の運用でございます。あるいは道債とか、そ

ういう運用でございまして、したがって近年は運用利率がだんだん落ちてきているのも事実でござ

います。私も組合議会の議員もやっていましたので、２年間ぐらいやりましたので、その間の経験

でいくと大体0.8前後の運用利回りということになっています。それから、額の上限については多

分ないと思いますけれども、ただそれぞれの自治体がリスク分散ということがありますので、定期

預金よりはるかに運用利回りはよろしいのですけれども、やっぱりリスク分散もしなければいけな

いということもありますし、また地域に対する金融界に対する貢献ということもありますので、そ

こら辺は勘案しながら各自治体が対応しているものだと、このように思っております。

〇委員（小泉勇一） 確たる定めがないようですから、ほかの利子から見ると、基金の利子や何か

から見ると、決算や何かを見ると結構利回りのいい資金なので、積み増すことは大変結構なことだ

と思いますし、かつては４億ぐらいしかなかったものが現在13億ということになると３倍ですよね。

そうしますと、財政が非常に困った平成十二、三年ごろですか、当初予算で備荒資金の取り崩しと

いいますか、備荒資金を使用するというような当初予算も出たことがあると思いますけれども、そ

うするとこの資金は、この説明資料からいきますと噴火等の災害に対する備えの充実と強固な財政

基盤確立のためというふうになっていますけれども、何ら問題がなくても、上限がないようですし、

それから元本も余り保証されていないようですから、いつでも取り崩そうと思えば全額取り崩せる

という性格のものなのですか。
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〇財政課長（大矢 悟） 備荒資金組合の納付金につきましては、今委員がおっしゃいましたとお

り、災害発生時に取り崩すことになります普通納付金というものと、いつでも取り崩すことができ

る財政対策に充てることができる超過納付金という部分に区分されております。今回につきまして

は、２億円を超過分という部分に積み立てるということになりまして、この超過分につきましては

今ご説明したとおりいつでも取り崩せるというものでございます。

〇委員（小泉勇一） わかりました。それで、そうしますと伊達市の超過分は、超過分と普通納付

と分けられるわけですよね、それはどのぐらいの割合になっていますか。

〇財政課長（大矢 悟） 普通納付金につきましては平成24年度末現在で１億9,500万ほど、超過

納付金につきましては９億6,500万ほど積み立てております。

以上です。

〇委員（上村 要） 一、二点ちょっと確認だけさせていただきたいのですが、ごみの収集関係で

すけれども、大滝が今回方法が変わって伊達のほうに合わせた業務内容にするということでありま

す。今までの契約というのは大滝のほうは恐らく１年ごとにされていたのが今回は４年になるとい

うことですよね、それと入札に参加する業者が車両も用意しなければならないということになろう

かと思います。そこで、大滝は１台で収集業務やっていたと思うのですが、業者のほうで用意する

のは１台あればいいということであっても、不測の事態というか、もしその１台が故障したとか、

何らかの都合で動けないといいますか、稼働しなくなったことも想定して入札に参加しなければい

けないという、そういう条件なのかどうかお聞きします。

〇環境衛生課長（坂元正光） お答えいたします。

ただいまの何かあったときの予備車といいますか、現在の伊達市のほうの契約がそういう形にな

っていますが、伊達市のほうは現在車５台ありまして、４台稼働と、１台が予備車ということでし

ております。それで、その１台の予備車については、現在も大滝のほうの車両で何かふぐあいがあ

った場合に使用できるということで業者との契約になっておりますので、来年度以降も同じように

伊達市のほうの予備車をそういった場合は使うということで予定しております。

以上です。

〇委員（上村 要） わかりました。

それから、もう一点、ことし除雪車の購入ということで６月補正で上がったと思うのですが、特

殊車両というようなこともあって、今年度の冬期間は間に合わないと、ごみの収集車両についても、

恐らく特殊車両になると来年４月以降といってももう早々に手配していかないと間に合わないので

ないかと思うのですが、この入札といいますか、業者選定というのはいつごろを考えておられるの

かお伺いしたいと思います。

〇環境衛生課長（坂元正光） お答えいたします。

以前からごみ収集、伊達のほうにつきましては４年で新車購入、こういう形で契約しておりまし

た。それで、前回は12月の議会でお願いしておりました。今回も来年度こういった形で更新になる

ということで、自動車会社のほうとディーラーのほうとお話しした結果、前回までは三月程度で納

車が間に合っていたものが今回震災の関係ですとか、あと消費税の関係もございまして、受注生産
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であることも含めると４カ月以上見ていただきたいというお話がありましたので、今回は９月の議

会、この議会でお願いして、議決後速やかに契約していきたいということで考えております。

以上です。

〇委員（菊地清一郎） 公有地取得事業について二、三確認させていただきたいと思います。

先ほど同僚委員のお話の中でも大体わかりましたけれども、駐車場としての土地を市が買って、

それは伊達商工会議所からの要望だというお話がございました。それで、駐車場としてのこの土地

は、管理は伊達商工会議所さんがなさるのでしょうか。

〇商工観光課長（岡田 忍） お答えいたします。

これは、市が直接という形ではなくて、委託ということを考えておりまして、会議所さんのほう

に管理をお願いしたいというふうに思っております。

〇委員（菊地清一郎） わかりました。ということは、今回2,690万ほどのこの土地を購入するた

めの費用ですけれども、これ以外は市は一切今後お金は出さないというような考えでおるのでしょ

うか。というのは、例えばの話ですが、駐車場にするには駐車のライン引きだとか、雨水排水の費

用だとか、それから普通駐車場でありますと駐車場内で事故が起きた場合は責任はとりませんとか、

そういう看板が立つとか、そういう部分があるように思うのですが、そういう部分に関しましては

一切伊達商工会議所さんのほうで費用を出して管理をするということでよろしいのでしょうか。

〇商工観光課長（岡田 忍） お答えいたします。

基本的に、契約につきましてはこれから具体的な中身を市と商工会議所のほうで詰めていくこと

になりますけれども、一般論としまして大きな施設の修繕を伴うような場合は、これはどこで負担

するかというところは協議しなければならないところだと思いますけれども、一般的な小破のメン

テナンス程度のものであれば、そこは委託先のほうにお願いしたいというふうに考えております。

〇委員（菊地清一郎） わかりました。今後そういう意味ではそんな大きな出費はないというよう

に今受け取りました。

それと、管理のほうは商工会議所さんのほうにお願いするということですけれども、例えば夜間

の駐車はどうなるのか、バリケードで塞ぐのか、バリケードで塞がなければ、無断駐車、そういう

部分が起きる可能性が非常にここは高いのではなかろうかというふうに考えますし、若者が車で何

台か集まってくるような、そういう場所になっては困りますし、そういう部分はしっかりと伊達商

工会議所さんと詰めていただきたいというふうに思います。

それで、約200坪ぐらいですが、駐車台数というのは何台想定なさっておりますか。

〇商工観光課長（岡田 忍） お答えいたします。

おおむね三十数台というところでございます。

〇委員（菊地清一郎） 三十数台で例えば現在の混雑、路上駐車、そういうものがなくなって、中

心市街地への誘客に支障がなくなるというふうに思っておりますか。

〇商工観光課長（岡田 忍） 確かにその台数で全て充足されるだけの台数が確保されたのかとい

う意味のご質問かなというふうに今思ったのですけれども、基本的には今の現状が駐車場を探すの

に厳しい状態だというところがありますので、そこのところの利便性の向上につながればというぐ
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らいに考えていたところでございます。

〇委員長（大光 巌） ほかにございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（大光 巌） ないものと認め、第２款総務費から第７款商工費及び債務負担行為補正に

ついての質疑を終わります。

次に、第８款土木費から第12款諸支出金について、31ページから38ページまでの質疑を願います。

〇委員（辻浦義浩） 資料の11の36ページになりますけれども、トレーニング室備品整備事業につ

いてお伺いします。備品等について約3,100万円ほどになっておりますけれども、実際的にどのよ

うな器具がそろうのか、今現在カルチャーセンターにありますけれども、数とか量、その辺のとこ

ろをお聞きしたいと思います。

〇生涯学習推進課長（石 秀隆） お答えいたします。

このたび予算計上させていただきましたのは、大きな分類でございますけれども、ランニングマ

シン等の有酸素系のマシンで５種類、25台、それから筋力系のマシンでございますが、そちらにつ

いては10種、10台、油圧系マシンということで６種、６台ということで、トレーニングの機械につ

いては全41台ということを予定しております。また、それ以外には体力測定用の備品関係、こうい

ったものを今回計上させていただいております。

以上です。

〇委員（辻浦義浩） 今回器具はそろうわけですけれども、いろんな意味でハードは整備されます

が、トレーニングにおいてはきちっとしたスポーツトレーナーがいないと器具もうまく活用できま

せんし、やる側にしても自己流ではなかなかいい方向にはならないと思います。来月にも室蘭では

民間がこういう施設をオープンするという記事もありましたけれども、今回ハードそろえましたけ

れども、ソフトの意味で例えばそういうトレーナーを設けるようなことは検討しているのかお聞き

します。

〇生涯学習推進課長（石 秀隆） お答えいたします。

この後10月ころから運用開始に向けて指定管理のほうの公募作業に入る予定でございます。その

中で、ただいま委員おっしゃったようなソフトメニューでいうスポーツのプログラムといいますか、

そういったメニューを組み込みながら、これだけの経費を投入いたしますので、有効的な活用を図

っていきたいというふうに考えております。

以上です。

〇委員（辻浦義浩） ぜひ使う側の身になっていただいて、人を雇うということはもちろん経費か

かるわけですけれども、そろったけれども、きちっとしたトレーニングが行えないというのであれ

ばある意味無意味なことになりますので、ぜひいい形の運用をしていただきたいと思います。

以上です。

〇委員（小久保重孝） 何点かさせていただきます。

まず、今同僚委員が質問いたしましたが、トレーニング室の備品整備事業の関係で５種類、25台

ということですが、それは今回こうやって決定をされて、納入はいつになるのでしょうか。
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〇生涯学習推進課長（石 秀隆） 納入の関係でございますけれども、この後議決後入札に当たっ

ての手続をとりまして、今回この計上するに当たってメーカーさんのほう等からいろいろ情報をも

らっているのですけれども、納品まで２カ月程度あれば納品可能だということでお聞きしておりま

す。

以上です。

〇委員（小久保重孝） それで、その機材はこれから選定するのか、もしくは市としてはある程度

機械は操作された、要するに使ってみたか、その辺はいかがですか。

〇生涯学習推進課長（石 秀隆） 機械そのものは、私自身使ったことはございません。このたび

計上してあるのは、メーカーさんのほうからの企画提案、それをもとに他市の施設等をこちらのほ

うで視察させていただいたりしまして、そこからのアドバイス等を受けて、基本的に健康増進であ

るとか体力づくりということを主眼にした企画提案の中で私ども選定させていただいたという状況

でございます。

〇委員（小久保重孝） 使っていらっしゃらないということですが、ご承知だと思いますが、今カ

ルチャーセンターのトレーニング室のほうのランニングマシンが壊れてしまいました。利用者から

は早く修理してほしいという声を聞いておりますが、なかなかいい答えが出てこないわけです。来

年のことがあるから、費用をかけるのはどうかということだと思うのですが、今お話のあったとこ

ろでいえば、これで決まれば先に２台ぐらいカルチャーセンターに入れて試験運転させると、試験

運転させた中でしっかりと本決めをしていく、そんなこともできるのではないかというふうに思う

のですが、いかがですか。

〇生涯学習推進課長（石 秀隆） このたびただいまお話ありましたとおり、カルチャーのランニ

ングマシン２台ございまして、１台は１つの機能しか生きていないと、またもう一台は頻繁に故障

するというお話を聞いております。今回整備する中では、ランニングマシンのほうは全部で８台予

定してございまして、この後施工を含めて状況を落札した業者さん含めて協議してみないとわから

ないと思うのですけれども、その辺で検討できれば進めていきたいなというふうに思います。

〇委員（小久保重孝） こういうことは運用の問題だと思いますので、ぜひやっていただきたいな

と思います。そして、施設が移ったときには速やかに移動するということで、大型機ですから大変

なこともあるかもしれませんが、先に試運転させるということは多分事業者にとっても別に悪い話

ではないと思うのです。ですから、ぜひその辺は考えていただきたいと思います。

それから、34ページの縄文遺跡の世界遺産登録推進経費の関係でございます。10万程度のことな

のですが、世界遺産というのが非常に今話題になってはいるのですが、これについて今後もその取

り組みを進めていくということなのだろうなというふうに受けとめているのですが、これまでの取

り組みの反省点みたいな点はどう押さえていますか。

〇文化課長（本間浩一） お答えさせていただきます。

残念ながら、北黄金貝塚が構成史跡となっている北海道・北東北を中心とした縄文遺跡群は推薦

に漏れました。ただ、現在まだ有力候補の一つであるということは確かであります。今回提出させ

ていただいております負担金につきましては、これは推薦に漏れた時点で国のほうから指摘を受け
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ました管理計画がばらばらだという部分で、統一したものを北海道でつくれという指摘を受けて今

回計上させていただいたものであります。

〇委員（小久保重孝） 管理部門の指摘があったということは、逆に言えばまだまだ可能性がある

ということだというふうに理解はするのですが、たしか以前大島先生からお伺いしたところによれ

ば、他のこういう推薦に当たる上でのいろんな協議会ですとか団体はもっとしっかりやっていると、

資料もきっちり集めて。体制がまだまだ甘いのではないかということを反省というか、これではい

けないのではないかというお話もあります。そういう点も含めて、今単に資料、書類がばらばらだ

というだけではなくて、何か取り組みの中で足りないところが結構あるのではないかと、書類だけ

でないのではないかというふうに思うのですが、その辺はいかがですか。

〇文化課長（本間浩一） お答えいたします。

今までは、世界遺産の関係につきましては道と、あと３県がまずメインになって検討していたと

いう部分あります。今回計画書のほかに、なぜ日本中に縄文遺跡があるのに北東北と北海道だけな

のだという指摘も受けているという部分で、ことし推薦は難しいと言われたときに、伊達市として

も北海道に対しまして、市の考え方、そういうものを反映させる席を設けてくれということでお願

いをしております。今回北海道の５市町では打ち合わせをしたという形になっています。それを何

とか北海道と北東北の縄文遺跡なのだという形をつくり上げながら、推薦に向けて対応していきた

いと考えています。

〇委員（小久保重孝） 押さえているところはわかってというか、理解をしながら進めていると思

うのですが、私は世界遺産が全てだというふうに思っておりませんで、もっともっと地域として東

北、北海道が盛り上げていくということが大事だと。であれば、うちとしては北黄金貝塚にもっと

もっと力を入れていくということを進めていく中で、では世界に向けてどう発信できるかと、その

先で世界遺産がついてくればいいなと、そんなふうにも感じているので、今の取り組みも、世界遺

産への取り組みではなくて今の北黄金貝塚への取り組みがまだまだ足りないのではないかというよ

うな思いもあるのです。そういった点でどうかという点なのです。いかがでしょうか。

〇文化課長（本間浩一） お答えいたします。

北黄金貝塚につきましては、今年度国の史跡の追加指定を受けるということで、今現在、もう審

議会のほうは通っているのですけれども、告示のほうを待っているという状態であります。新しく

追加を受けた部分につきましては、今年度の予算で用地等を買収するという考え方でおります。確

かに世界遺産という部分で先に出てくるのですけれども、私たち文化課としましては北黄金貝塚が

縄文遺跡だという部分で動きながら世界遺産になれればありがたいという形で動きたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。

〇委員（小久保重孝） わかりました。よろしくお願いします。

あと、最後、36ページの温水プールとトレーニング室の維持管理費の関係です。運営開始までの

維持管理費が計上されたということでございますが、以前から指摘をさせていただいている運用開

始までの試験利用という点です。団体側ともお話をされたというふうに聞いておりますし、その辺

の考え方についてお考えを聞かせていただきたいと思います。
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〇生涯学習推進課長（石 秀隆） お答えいたします。

４月からの運用前の早期開始についてなのですけれども、基本的にこの後引き渡しの準備等を行

って、いろいろ課題はあります。監視員の関係、安全対策どうするのだというようなこともござい

ますので、その中でも試験運用ができると、自己責任になるかもしれませんが、そういった協議と

いいますか、それらを経て、可能であれば、期間としてはどの程度と断言できないのですが、進め

られればなというふうには思っているところでございます。

以上です。

〇委員（小久保重孝） 団体側との話し合いの中で何とかいい形で利用促進されたらいいなと思っ

ております。

あと１点だけ、これは今のお話ですと監視のことがあるので難しいかもしれませんが、個人利用

の開放というのを検討されているかどうか、プレオープンみたいなことで、これは団体の方にも協

力をいただきながら、市民に向けて、施設を水を張った状態をただ見るということではなくて実際

に利用することが可能かどうか、そういったところも、要するに運営していない期間が長いもので

すから、そういった中でそういうことが考えられるかどうか、いかがでしょうか。

〇生涯学習推進課長（石 秀隆） 先ほども申し上げました。一番は、安全対策としての監視員の

関係だと思っています。指定管理を開始するのも基本４月１日からでございますので、一般開放の

部分としては運用を具体的にどうするかというとかなり厳しいかなという感じは持っております。

以上です。

〇委員（小泉勇一） 34ページの（仮称）総合文化展示館の整備事業についてお尋ねをしたいと思

います。説明資料によりますと、市民有識者や学識経験者から成る検討委員会を設置するというふ

うになっていますが、市民の有識者、学識経験者、それぞれ何名ぐらいで検討委員会を立ち上げる

予定なのかお尋ねしたいと思います。

〇文化課長（本間浩一） お答えいたします。

これから皆さんにご相談してお願いするという形なのでありますが、本当の専門家の方に対して

札幌の大学の先生１名と、あと市内の有識者の方７名程度で８名程度を現在考えております。

〇委員（小泉勇一） ただいま札幌の大学の先生と、それから市民の有識者の方７名というお話が

ありました。そうしますと、学識経験者の中に札幌の先生が入って、あとは市民の有識者だという

ふうに理解されますけれども、この検討委員会をつくって、どんな視点で検討されるお考えなのか、

まだわからないのかどうかわかりませんけれども、わかっている範囲でお聞かせいただきたいと思

います。

〇文化課長（本間浩一） まず、一番最初には、今黎明観の跡に建てるという部分で進んでいるの

ですけれども、その部分から、あとはどの程度の大きさの規模のものをつくるかとか、あと構造で

す。今考えている部分では、縄文文化財、それと記念館等に飾ってあります武家文化財、それと市

が所有している美術品等を展示、また収蔵したいという考え方を持っておりますので、そういう構

造等も検討していただきたいと思って考えております。

〇委員（小泉勇一） そうしますと、かなり多岐にわたることを考えられているようですし、それ
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から相当なスペースも要ることになるだろうなというふうに思われるのですけれども、そうします

と今の黎明観をある程度利用してこういうものをつくられるのか、あるいは新たに建設してつくる

のかというふうなことも検討材料の一つにしなければならないのでないかなと思うのですけれど

も、そうしますと大学の教授か何かは建築とかそういうものに対する専門的な知識を有する人とい

うふうに考えておられるのですか、お尋ねをしたいと思います。

〇文化課長（本間浩一） まず、建て方の部分なのですけれども、第２回の定例会のときにお答え

させていただいたのですけれども、現在の黎明観の物販スペース部分では狭過ぎるものですから、

その部分だけは取り壊して、その部分に新築するという形で考えております。また、札幌の先生と

いう部分は、博物館等に詳しい方ということで、美術品や文化財等を展示したり保管したりする場

合にどうしても博物館と同じような構造等を求められるという部分で、そういう形で考えておりま

す。

〇委員長（大光 巌） ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（大光 巌） ないものと認め、第８款土木費から第12款諸支出金についての質疑を終わ

ります。

以上で議案第11号についての質疑は終わりました。

これより討論に入ります。

議案第11号については討論の通告がありませんので、討論を終わります。

お諮りいたします。議案第11号については、原案のとおり可決すべきものと決定することにご異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（大光 巌） 異議ないものと認め、議案第11号については原案のとおり可決すべきもの

と決定をいたしました。

次に、議案第12号から議案第15号までの各特別会計補正予算についての質疑を願います。質疑は

ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（大光 巌） ないものと認め、議案第12号から議案第15号までの質疑を終わります。

以上で議案第12号から議案第15号までの以上４案件についての質疑は終わりました。

これより議案第12号の討論に入ります。

議案第12号については討論の通告がありませんので、討論を終わります。

お諮りいたします。議案第12号については、原案のとおり可決すべきものと決定することにご異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（大光 巌） 異議ないものと認め、議案第12号については原案のとおり可決すべきもの

と決定をいたしました。

次に、議案第13号の討論に入ります。
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議案第13号については討論の通告がありませんので、討論を終わります。

お諮りいたします。議案第13号については、原案のとおり可決すべきものと決定することにご異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（大光 巌） 異議ないものと認め、議案第13号については原案のとおり可決すべきもの

と決定をいたしました。

次に、議案第14号の討論に入ります。

議案第14号については討論の通告がありませんので、討論を終わります。

お諮りいたします。議案第14号については、原案のとおり可決すべきものと決定することにご異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（大光 巌） 異議ないものと認め、議案第14号については原案のとおり可決すべきもの

と決定をいたしました。

次に、議案第15号の討論に入ります。

議案第15号については討論の通告がありませんので、討論を終わります。

お諮りいたします。議案第15号については、原案のとおり可決すべきものと決定することにご異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（大光 巌） 異議ないものと認め、議案第15号については原案のとおり可決すべきもの

と決定をいたしました。

それでは、認定第１号を議題といたします。

お諮りいたします。提案理由の説明については、９月３日の本会議において既に説明を受けてお

りますので、省略したいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（大光 巌） 異議ないものと認め、提案理由の説明については省略することに決定をい

たしました。

それでは、認定第１号の質疑を願います。質疑はございますか。

〇委員（辻浦義浩） 決算書の16ページになりますけれども、保存工事の概況ということでいろい

ろ上がっていますけれども、気仙川の砂利の洗浄工事というものが本年度３回行われております。

過去をさかのぼりますと、平成22年度が２回、平成23年度も２回、本年度が３回になっています。

いろいろお聞きしますと結構詰まってくるという状況にあるとお聞きしましたが、この辺について

はいかがなものでしょうか。

〇水道課長（山崎安紀） お答えいたします。

気仙川の砂利洗浄の関係でございますけれども、確かに委員のおっしゃるとおり年々ふえており

ます。ことしも実はふやしております。実際河川のほうなのですけれども、最近のゲリラ豪雨等々

で雨量が多いせいか、流出物というか、土砂関係、それが多く流れてきて目詰まりを起こす回数が
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ふえてございます。そのような状況で回数をふやさせていただいております。

以上です。

〇委員（辻浦義浩） 今後こういう豪雨が続くとまた回数がふえてくるということで、いろんな意

味で経費がかかってくるかなと思いますけれども、今後大幅に改善するような予定はありますでし

ょうか。

〇水道課長（山崎安紀） これ以上豪雨が続いた場合は、河川をうちの取水施設のほうを迂回させ

るような形でいけないものかなという青写真は組んでございます。ただ、そうなるともちろんいろ

いろな、建設課との協議も必要ですし、費用的に大幅にかかりますので、今の時点では回数をふや

していく程度で考えております。

以上です。

〇委員長（大光 巌） ほかにございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（大光 巌） ないものと認め、認定第１号の質疑を終わります。

以上で認定第１号についての質疑は終わりました。

これより討論に入ります。

認定第１号については討論の通告がありませんので、討論を終わります。

お諮りいたします。認定第１号については、原案のとおり認定すべきものと決定することにご異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（大光 巌） 異議ないものと認め、認定第１号については原案のとおり認定すべきもの

と決定をいたしました。

以上で付託された議案の審査は終わりました。

お諮りいたします。審査結果報告書の案文については委員長に一任願いたいと思いますが、ご異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（大光 巌） 異議ないものと認め、そのように決定をいたしました。

以上で当委員会に付託となった６案件につきまして審査を終了しましたので、予算決算常任委員

会を閉会いたします。

大変ご苦労さまでございました。

◎ 閉 会 の 宣 告 （午前１１時５５分）


