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総務建設委員会会議録 

 

開閉日時 平成29年10月４日（水) 午前10時00分～午前10時21分 

会  場 高浜市議場 

 

１．出席者 

１番 杉浦 康憲、 ３番 柳沢 英希、 ４番 浅岡 保夫、 

６番 黒川 美克、 ９番 杉浦 辰夫、１３番 北川 広人、 

１６番 小野田由紀子、 

オブザーバー 副議長 

 

２．欠席者 

   な し   

 

３．傍聴者 

２番 神谷 利盛、 ８番 幸前 信雄、１０番 杉浦 敏和、 

１１番 神谷 直子、１２番 内藤とし子、１４番 鈴木 勝彦、 

１５番 小嶋 克文、 

市民３名 

 

４．説明のため出席した者 

   市長、副市長、 

   総務部長、行政ＧＬ、財務ＧＬ、行政Ｇ主幹、 

市民総合窓口センター長、市民窓口ＧＬ、市民生活ＧＬ、 

税務ＧＬ、税務Ｇ主幹、 

都市政策部長、都市整備ＧＬ、都市防災ＧＬ、企業支援ＧＬ、 

上下水道ＧＬ、地域産業ＧＬ、上下水道Ｇ主幹、 

会計管理者、監査ＧＬ 

 

５．職務のため出席した者 
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   議会事務局長、書記２名 

 

６．付議事項  

 （１）議案第48号 高浜市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改

正について 

（２）議案第 49号  高浜市児童遊園等の設置及び管理に関する条例の

一部改正について 

 （３）議案第50号 市道路線の認定について 

 （４）議案第54号 平成29年度高浜市一般会計補正予算（第４回） 

（５）議案第55号 平成29年度高浜市国民健康保険事業特別会計補正

予算（第２回） 

（６）議案第56号 平成29年度高浜市土地取得費特別会計補正予算 

（第１回） 

（７）議案第57号 平成29年度高浜市公共下水道事業特別会計補正予

算（第１回） 

（８）議案第58号 平成29年度高浜市公共駐車場事業特別会計補正予

算（第１回） 

（９）議案第60号 平成29年度高浜市後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１回） 

 

７.会議経過 

 

委員長挨拶 

 

委員長 本日、委員会の傍聴の申し出がありましたので、高浜市議会委

員会条例第19条第１項の規定により傍聴を許可いたしましたので、御了

承願います｡ 

ただいまの出席委員は、全員であります。よって、本委員会は成立いたしま

したので、これより総務建設委員会を開会いたします。 
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市長挨拶 

 

委員長 去る９月25日の本会議におきまして、当委員会に付託となりま

した案件は、既に配付されております議案付託表のとおり、議案９件で

あります。当委員会の議事は、議案付託表の順序により、逐次、進めて

まいりたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 御異議なしと認め、これより議案付託表の順序により、会議を

行います。 

次に、本委員会記録の署名委員の指名についてであります。本件につ

いては、委員長から御指名申し上げて、御異議ございませんか。 

 

「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 御異議なしと認め、副委員長の杉浦康憲委員を指名いたします。 

それでは、当局の方から説明を加えることがあれば願います。 

説（総務部） 特にございません。 

 

 

《質 疑》 

（１）議案第48号 高浜市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正

について 

委員長 質疑を行います。 

問（16） 総括のときにいろいろ質問をされておりまして、しっかりと

御答弁をいただいております。今回住民票などの証明書がコンビニ交付

できるということで、この条例が改正されるわけでございますけれども、

それであと１点お伺いしたいのは、高浜市におかれましても、このマイ

ナンバーカードの所持率アップということで、いろいろ工夫して、これ
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から取り組みをしていかれるわけですけれども、近隣市のマイナンバー

カードの所持率は一体どれぐらいなのか、お伺いしたいと思います。 

答（市民窓口） 近隣市の状況ということで数値を今、持っておりませ

んので、大変申しわけありません。また改めてこちらのほうから、数値

のほうをお知らせさせていただきたいと思います。申しわけありません。

よろしくお願いいたします。 

意（16） じゃあ、あとでまたよろしくお願いいたします。 

委員長 ほかに。 

問（13） このマイナンバーカードで、コンビニの多機能端末というや

つを使って、いろんなものが取り出せるということになると思うんです

けれども、実際に、要は使い方自体をコンビニの方々にきちんと、その

教えていくようなことってするんですかね。 

例えば、今、いろんなチケットが取れますよね、その多機能端末で。

それでもやっぱりわからなくて、店員さん呼んでっていう場面を見かけ

ることもあるんですよ。そういった場合なんかは、やっぱりきちんと対

応していただけるようにしておかないと、要は利便性というのが、結果

が上がらなくなると思うんですけれども、そこら辺のところはどのよう

に考えてみえるのか。 

答（市民窓口） コンビニのキオスク端末のほうでは、音声案内を含め

て行うようになっています。ですので、チケットや何かを取られるとき

は、なかなかちょっと音声を含める案内はできないと思いますけれども、

このコンビニ交付に当たりましては、全て次から次という案内をさせて

いただく形になっていることから、どなたでもできるっていう形と聞い

ておりますので、その点では安心しております。よろしくお願いしたい

と思います。 

委員長 ほかに。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、議案第48号の質疑を打ち切ります。 
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（２）議案第 49号 高浜市児童遊園等の設置及び管理に関する条例の一

部改正について 

委員長 質疑を行います。質疑ありませんか。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、議案第49号の質疑を打ち切ります。 

 

 

（３）議案第50号 市道路線の認定について 

委員長 質疑を行います。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、議案第50号の質疑を打ち切ります。 

 

 

（４）議案第54号 平成29年度高浜市一般会計補正予算（第４回） 

委員長 質疑を行います。 

問（４） 補正予算書及び説明書の67ページになるかと思いますけれど

も、８款、土木費、２項、道路橋りょう費、１目、生活道路新設改良費、

道水路維持管理事業、15節の道路橋りょう修繕工事費、1,019万4,000円

について、どのような工事なのかを伺いたいと思います。 

答（都市整備） お答えいたします。道路橋りょう修繕工事費、1,019万

4,000円につきましては、愛知県の国道419号の４車線化工事が今、ずっ

と進捗しておりまして、その進捗がちょっと早まったということに伴い、

今回の豊田町交差点の工事の部分がございます。そちらについての隣接

する市道につきまして、舗装の修繕工事を419の拡幅工事に合わせて実施
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するものでございます。 

この交差点工事は、先行して愛知県が進めておりますが、その後、市

でも一部対応するということで、計上させていただいております。 

委員長 ほかに。 

問（３） 59ページ、歳入の14款、県支出金の２項６目ですけれども、

道路橋りょう費補助金で、250万円歳入があるんですけども、歳出のほう

で、どういうふうに見ていいのかなというのがちょっとわからなかった

ので、そこら辺をちょっと教えていただければと思います。 

答（都市整備） 県の補助金、土木費県補助金でございますが、こちら

の歳入につきましては、充当先が、市道新田芳川線、高浜緑地のほうを

整備しておりますが、こちらの緑地へのアクセス道路の整備費用でござ

います。 

こちらにつきましては歳出のほう、予算には今回、補正の金額は出て

おりません。歳入のみの補正となりまして、当初予算のほうで対象の事

業費を2,300万円見込んでおりました。県の補助金につきましては、決定

がちょうどこの９月、10月ぐらいの時期になります。今回、その補助金

の額が決定したことに伴い、当初900万円で見込んでおったんですが、

2,300万円の半額の1,150万円、県から交付されましたので、そちらの分

を250万円追加ということで、歳入を補正しております。 

問（３） まだ支出自体は、もともとの金額で変わらないということで

いいんですよね、理解としては。 

答（都市整備） 同じ８款の、当初予算のほうでは入るんですが、新田

高浜線という路線を道路改良工事費、3,530万円というところの金額で、

歳出のほうは変わりません。 

問（３） 66、67ページの支出のところですけれども、７款、商工費の

１項１目で、臨時職員賃金が47万円ついているんですけれども、これ臨

時職員ということですけれども、これ47万円というのはいつ頃までとい

うのと、どういった方が辞められたのか、病気なのか、そこら辺のとこ

ろがわかればと思いまして。 

答（地域産業） グループの職員の再任用の職員でございますが、５月
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31日付けで退職をしております。それに伴い、臨時職員を雇用し、３月

31日までの雇用を予定してございます。 

委員長 ほかに。 

問（３） ８款、土木費のところなんですけれども、生活道路新設改良

費のうちの負担金の坂上橋管理負担金、これ修繕の関係って聞いていた

んですけれども、この減額の補正の理由ですね、1,303万4,000円、これ

はなぜ減額の補正になっているのか、理由を教えていただければと思い

ます。 

答（都市整備） 坂上橋でございますが、ちょうど碧南市境に架かって

いる橋でございます。碧南市と協定を締結しておりまして、修繕工事等

に係る費用については、 50％ずつ負担するということになっております。 

この坂上橋の工事、工事の主体は今回碧南市さんのほうでやっていた

だけることになっておりますが、碧南市さんのほうでも当初予算で見込

まれておったんですが、他の工事の兼ね合いで、坂上橋をちょっと延期

するということで申し入れがございましたので、今回は高浜市も減額を

しております。来年以降、また当初予算で坂上橋は、碧南市と調整して

いきたいと思っております。 

問（３） これは、修繕の内容というのは、どういった内容だったかわ

かりますでしょうか。 

答（都市整備） 一般的な橋りょうの修繕というふうには一応聞いてお

るんですけれども、まず舗装がちょっと悪くなっているのが一つありま

す。 

あとは塗装の部分も桁の下の部分、ちょうど高浜川に架かっている関

係で、塗装の部分も悪いということは聞いております。 

問（３） あと１つ伺いたいんですけれども、同じく８款の公共下水道

費のこの減額補正、5,863万3,000円、これを教えていただければと思い

ます。 

答（上下水道） 公共下水道事業特別会計繰出金の減額につきましては、

平成28年度公共下水道事業特別会計の決算に伴いまして、繰越金が発生

しております。それに伴いまして、平成29年度予算におきまして一般会
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計の繰り入れを減額するものでございます。以上でございます。 

委員長 ほかに。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 ほかに質疑もないようですので、議案第54号の質疑を打ち切り

ます。 

 

 

（５）議案第55号 平成29年度高浜市国民健康保険事業特別会計補正予

算（第２回） 

委員長 質疑を行います。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、議案第55号の質疑を打ち切ります。 

 

 

（６）議案第56号 平成29年度高浜市土地取得費特別会計補正予算（第 

１回） 

委員長 質疑を行います。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、議案第56号の質疑を打ち切ります。 

 

 

（７）議案第57号 平成29年度高浜市公共下水道事業特別会計補正予算

（第１回） 

委員長 質疑を行います。 
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 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、議案第57号の質疑を打ち切ります。 

 

 

（８）議案第58号 平成29年度高浜市公共駐車場事業特別会計補正予算

（第１回） 

委員長 質疑を行います。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、議案第58号の質疑を打ち切ります。 

 

 

（９）議案第60号 平成29年度高浜市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１回） 

委員長 質疑を行います。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、議案第60号の質疑を打ち切ります。 

以上で、付託された案件の質疑は終了いたしました。 

なお、本委員会においては、自由討議を実施する案件はありません。 

 

 

《採 決》 

（１）議案第 48号 高浜市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正

について 
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          挙手全員により原案可決 

 

 

（２）議案第 49号 高浜市児童遊園等の設置及び管理に関する条例の一

部改正について 

 

          挙手全員により原案可決 

 

       

（３）議案第50号 市道路線の認定について 

 

          挙手全員により原案可決 

 

 

（４）議案第54号 平成29年度高浜市一般会計補正予算（第４回） 

 

          挙手全員により原案可決 

 

 

（５）議案第 55号 平成29年度高浜市国民健康保険事業特別会計補正予

算（第２回） 

 

          挙手全員により原案可決 

 

 

（６）議案第 56号 平成29年度高浜市土地取得費特別会計補正予算（第

１回） 

 

挙手全員により原案可決 
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（７）議案第 57号 平成29年度高浜市公共下水道事業特別会計補正予算

（第１回） 

 

          挙手全員により原案可決 

 

 

（８）議案第 58号 平成29年度高浜市公共駐車場事業特別会計補正予算

（第１回） 

 

          挙手全員により原案可決 

 

 

（９）議案第60号 平成29年度高浜市後期高齢者医療特別会計補正予算 

（第１回） 

 

          挙手全員により原案可決 

 

 

委員長 以上をもって、当委員会に付託となりました全案件の審査を終

了いたしました。 

お諮りいたします。審査結果の報告の案文は、正副委員長に御一任願

って、よろしいでしょうか。 

 

「異議なし。」との発声するものあり。 

 

委員長 御異議なしと認め、正副委員長に一任させていただきます。 

 

 市長挨拶 
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委員長 以上をもちまして、総務建設委員会を閉会いたします。 

 

 委員長挨拶 

 

                           終了 午前10時21分    

 

 

総務建設委員会委員長 

 

 

     総務建設委員会副委員長 


