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（ 時に午前 ９時３０分 開会 ） 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 皆さん、おはようございます。 

 定刻となりましたので、ただいまから建設文教委員会を開催いたします。 

 なお、上下水道課長につきましては、病気療養中のため欠席ですので、御報告いたします。 

 去る１１日の本会議におきまして建設文教委員会に付託となりました議案について御審議いた

だきますが、その前に副議長から御挨拶を受けたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

副議長（浅井 泰三君） 

 おはようございます。御無礼します。 

 議長は傍聴にお見えでございますけども、途中でどうしても私用があるということで、私のほ

うから一言、本日の建設文教委員会に付託されました案件、調査・審査のほどよろしくお願い申

し上げます。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、市長から御挨拶を受けたいと思います。 

市  長（永田 純夫君） 

 改めまして、おはようございます。 

 本日は早朝より、議員各位には建設文教委員会に御出席、大変御苦労さまでございます。 

 今年は梅雨が記録的に早く入ったわけですけども、これまではあまり大きな雨は降っておりま

せんが、これから後半戦ということで、災害級の雨が降らないように願っているところでござい

ます。 

 本日は付託になりました案件につきまして慎重に御審議を賜り、御賛同をいただきますように

お願い申し上げまして、御挨拶とさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 ありがとうございました。 

 傍聴者はおみえですか。 
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議事調査課係長（鈴木 栄治君） 

 一般傍聴者の方はお見えになりません。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 当委員会に付託されました所管は、建設部及び教育委員会所管でございます。 

 それでは、議案第３４号 市道路線の認定及び廃止について説明をお願いいたします。 

 松村建設部次長兼土木課長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 土木課長の松村です。よろしくお願いします。 

 それでは、別冊の令和３年度市道路線の認定及び廃止（議案・調書・図面）をお願いいたしま

す。 

 表紙を１枚はねてください。 

 議案第３４号 

 市道路線の認定及び廃止について 

 道路法第８条第１項の規定に基づき、市道路線の認定をすること及び同法第１０条第１項の規

定に基づき、市道路線の廃止をすることについて、同法第８条第２項及び同法第１０条第３項に

おいて準用する同法第８条第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 令和３年６月１日提出 

 清須市長 永田純夫 

 提案理由 

 この案を提出するのは、民間事業者が計画する開発事業に対応するため、市道路線の認定及び

廃止をする必要があるからです。 

 １枚はねていただきますと、今回認定いたします路線が掲載してあります。認定路線といたし

まして、路線番号４５３２、野田町長久寺１号線から路線番号４５８１、長久寺３号線の４路線

になります。 

 ３ページに認定路線位置概要図と、１枚はねていただきまして４ページには詳細図がございま

す。このうち路線番号４５３２と４５８０の間の白くなっている道路と路線番号４５３３と４５

８１の間の白くなっている道路が今回開発区域に含まれる２本の路線になります。 

 次に、市道廃止路線といたしまして、５ページに路線番号４５３２、野田町長久寺１号線、路

線番号４５３３、野田町舟付１号線の２路線になります。 
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 １枚はねていただいて、６ページには廃止路線位置概要図、７ページには詳細図になります。 

 変更の内容といたしましては、春日地区において民間事業者が計画する開発事業が廃止路線を

含んだ事業用地になるため、道路の認定及び廃止をするものです。 

 また、廃止路線に接道します地権者全員から、道路を廃止することについて同意書が提出をさ

れております。 

 以上で、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。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 ただいまから審議に入るわけですが、質疑者、あるいは答弁者は必ず挙手をしていただき、指

名の後、名前を名のってから、質疑、あるいは答弁に入っていただくようお願いいたします。 

 それでは、質疑のある方、挙手をお願いいたします。 

 白井委員。 

白井 章委員 

 白井です。 

 提案理由が民間事業者が計画の開発事業ということですが、どのような事業なのか、事業の概

要、あるいは開発をされる面積・規模などを教えていただきたいと思います。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村課長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 土木課、松村です。 

 事業者は流通業務施設のものが来ることになっております。 

 一応、開発面積としては１万７千平米を予定しております。 

 あと、延床面積として２万３千５００平米ほどというふうには聞いております。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 白井委員。 

白井 章委員 

 今、１万７千立米ですか、お話があったんですけど、この図からいきますと、ちょうど４ペー

ジの東西に大体１１４メートルぐらい長さがあるんですけど、南北にどれぐらいの長さになるん

でしょうか。 
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建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村課長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 土木課の松村です。 

 事業用地といたしましては、４ページでいいますと、４５３２と４５８０の路線番号の真ん中

あたりに春日長久寺という地名があるかと思うんですけども、ここのブロックとその下のブロッ

ク、もう１つ下のブロックのこの３街区を使って事業用地ということになっております。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 白井委員。 

白井 章委員 

 これは企業誘致の一環でないかなというように思うんですけども、積極的に企業誘致に取り組

んでいくということですけども、市としては経済面では大変いいことだと思いますけども、いろ

いろ環境面について、地域への影響は全くないということはないと思うんですけど、流通関係で

すと交通の関係とか交通安全の影響があるかと思いますが、その点はどのようにお考えでしょう

か。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村課長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 土木課の松村です。 

 交通の計画につきましては、事業者から聞き取っておる中では、１日７００台ほど大小の車が

通るということで、極力南から大きな車は入るようにと。小さな車を市街地というか、住宅のほ

うに通すというふうには聞いております。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 白井委員。 

白井 章委員 

 交通安全に十分注意していただくということですね。 

 それと、この地域からの何か要望とか、そういうのはあるんでしょうか。 
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建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村課長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 田んぼということで埋め立てられるということで、水のことで心配されておりまして、事業者

のほうもその辺を考慮して計画されるというふうに聞いております。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 白井委員。 

白井 章委員 

 最後に、事業がスタートするのはいつ頃の予定なんでしょうか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村課長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 まだこれからになるかと思いますので、詳しくは分かりませんけども、１年後ぐらいにはなる

んじゃないかと思っております。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 他にございませんですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 

 それでは、議案第３４号 市道路線の認定及び廃止について採決いたします。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 全員賛成でございます。 

 よって、議案第３４号 市道路線の認定及び廃止については、原案のとおり可決するべきもの

と決しました。 

 次に、議案第３５号 令和３年度清須市一般会計補正予算（第４号）案所管分について説明を
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お願いいたします。 

 吉野学校教育課長。 

学校教育課長（吉野 厚之君） 

 学校教育課、吉野でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、令和３年度一般会計補正予算書及び説明書の８ページ、９ページを御覧ください。 

 教育部所管分について説明させていただきます。 

 まず、歳入でございます。 

 上から２段目の段で、１６款県支出金、３項県委託金、５目教育費委託金、補正額４０万円、

２節教育中学校費委託金２０万円、３節教育幼稚園費委託金２０万円でございます。こちらは道

徳教育支援事業費委託金の新規計上で、中学校と幼稚園の道徳教育の抜本的改善・充実に係る支

援事業委託金でございます。 

 １８款寄附金、１項寄附金、４目教育費寄附金、補正額１００万円、２節中学校費寄附金でご

ざいます。こちらは中学校寄附金の新規計上で、市外在住の新川中学校卒業生からの寄附金でご

ざいます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 １０ページ、１１ページをお開きください。 

 上から２段目の欄で、１０款教育費、２項小学校費、１目学校管理費、補正額３千７９５万円、

１２節委託料、１４節工事請負費でございます。小学校整備費の増額は、西枇杷島小学校におけ

る消火設備系統の漏水を改善するための上水道管改修工事の設計管理費と工事費でございます。 

 次に、３項中学校費です。１目学校管理費、補正額４千８７６万３千円、１２節委託料、１４

節工事請負費でございます。中学校整備費の増額は、清洲中学校における漏水を改善するための

上水道管改修工事の設計管理費と工事費でございます。 

 ２目教育振興費、補正額１２０万円、７節報償費から１７節備品購入費まででございます。中

学校教育振興費の増額で、清洲中学校教育振興費は、道徳教育の指導の在り方について研究を深

めることを目的に、愛知県から清洲中学校が研究実践校とされたため、それに係る講師謝金と消

耗品費でございます。 

 新川中学校教育振興費は、市外在住の新川中学校卒業生から母校の発展のために使ってほしい

と寄附金の申出がございましたので、これを活用するための事業費と備品購入費でございます。 

 ４項幼稚園費です。１目幼稚園管理費、補正額２０万円、７節報償費、１０節需用費でござい
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ます。西枇杷島第１幼稚園の増額は、清洲中学校教育振興費と同じく、道徳教育の指導研究を目

的に愛知県から西枇杷島第１幼稚園が研究実践校とされたため、それに係る講師謝金と消耗品費

でございます。 

 １２ページ、１３ページをお開きください。 

 ５項社会教育費でございます。２目公民館費、補正額１千３４４万２千円、１２節委託料、１

４節工事請負費でございます。春日公民館費の増額は、春日公民館１階のバリアフリートイレに

ついて、老朽化等に伴う不具合を補い、高齢者や障がい者の方の福祉の向上を図るため、現在利

用のないシャワー室の一部を改修し、新たにバリアフリートイレの整備を行うものです。 

 令和３年度一般会計補正予算の所管分は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、質疑のある方、挙手をお願いいたします。 

 白井委員。 

白井 章委員 

 白井です。 

 １１ページの中学校費、幼稚園費に関係します道徳教育の関係ですけれども、道徳教育の支援

事業委託金を使って道徳の教育を充実させていくということで、県の指定があって清洲中学校と

幼稚園が指定されたということですよね。 

 それで、県は、幼稚園・小学校・中学校、全体的に何校ぐらい指定しているんですか。そのう

ちの清須が２校指定があったんですけども、それはどのぐらいあるんでしょうか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 当局。 

学校教育課長（吉野 厚之君） 

 申し訳ございません。手元に資料が。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 では、後ほどということで。 

 白井委員。 

白井 章委員 
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 今後なんですけど、これは今回、幼稚園と中学校ということで、小学校とか他の校も含めて、

全校に展開していく計画とか、今後の予定とかそういうことはどのようになっているんでしょう

か。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 吉野課長。 

学校教育課長（吉野 厚之君） 

 こちらのほうは道徳が道徳科という科目になったことで、これまできちんとした道徳という授

業での形でされてこなかったということで、これが教科ということになって、その指導のスキル

を向上させるということが目的でこういったことを県から指定されているということなので、県

からの指定ということで、展開というか、こちらのほうのお願いしてという形ではございません

ので、どういった形で展開されるかというと、申し訳ございません、分かりかねるところでござ

います。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 白井委員。 

白井 章委員 

 また調べておいてください。 

 小学校のほうも関係するんですよね。 

学校教育課長（吉野 厚之君） 

 そのとおりでございます。 

白井 章委員 

 分かりました。いいです。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 吉野課長。 

学校教育課長（吉野 厚之君） 

 先ほどの愛知県でどのぐらいあったかということですが、全部で２０校ございました。そのう

ちの２校が第１幼稚園と清洲中学校でございました。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 白井委員。 

白井 章委員 
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 ２０校ですけど、それは幼稚園もあれば小学校もあれば中学校もありますね。それはどうなん

ですか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 吉野課長。 

学校教育課長（吉野 厚之君） 

 小学校が１０校、中学校が８校、幼稚園が２園でございます。 

白井 章委員 

 分かりました。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 他にございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 それでは、ないようですので、これで質疑を終わります。 

 採決に入ります。 

 議案第３５号 令和３年度清須市一般会計補正予算（第４号）案所管分について採決いたしま

す。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 ありがとうございます。 

 全員賛成でございます。 

 よって、議案第３５号 令和３年度清須市一般会計補正予算（第４号）案所管分については、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上で、建設文教委員会に付託されました議案についての審議は終了いたしました。 

 なお、従来どおり、常任委員会の閉会中の継続審査の申出をすることに御異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 異議はございませんので、議長に閉会中の継続審査の申出書を提出いたします。 

 また、委員長報告につきましては、正・副委員長に御一任いただけますでしょうか。 
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 よろしいですか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 異議はございませんので、そのように決定いたします。 

 これをもちまして建設文教委員会を閉会いたします。 

 早朝よりお疲れさまでした。 

（ 時に午前 ９時４９分 閉会 ） 
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