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（ 時に午前 ９時３０分 開会 ） 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 皆様、おはようございます。 

 定刻となりましたので、ただいまより福祉委員会を開催いたします。 

 なお、住田副委員長により欠席の届けが出されていますので、御報告いたします。 

 去る８日の本会議におきまして、当福祉委員会に付託となりました議案について御審議をいた

だくわけですが、その前に永田市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。 

市長（永田 純夫君） 

 おはようございます。 

 昨日あたりから随分暖かくなってまいりまして、サクラの開花予想が気象庁の予報が早くなっ

たようで、来週にもサクラが咲くというような、そんなことで言っておりました。髄分、春に近

づいてきたというふうに感じておりますけども、本日は福祉委員会への御出席、まことに御苦労

さまでございます。付託になりました案件につきまして、慎重審議の上、全ての案件につきまし

て御賛同賜りますようにお願いを申し上げまして、御挨拶とさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いします。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 どうもありがとうございました。 

 傍聴者はお見えでしょうか。 

議事調査課課長補佐（吉野 厚之君） 

 一般傍聴の方が１名おみえになります。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 では、入室を許可いたします。 

 当委員会に付託された所管は、市民環境部と健康福祉部の各所管でございます。 

 審議日程といたしましては、本日、市民環境部の審査をいただきまして、明日１４日に健康福

祉部の審査をしていただきたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 異議なしと認め、そのように進めさせていただきます。 
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 それでは、最初に、議案第１号 平成３０年度清須市一般会計予算案につきまして、所管ごと

に歳入歳出続けて御説明をお願いいたします。 

 当局、よろしくお願いします。 

 加藤次長。 

市民環境部次長兼市民課長（加藤 和彦君） 

 市民課長の加藤でございます。 

 平成３０年度一般会計歳入予算のうち市民環境部の所管分につきましては、私のほうから一括

して御説明させていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

 それでは、平成３０年度一般会計・特別会計予算書及び説明書の１４、１５ページをお願いい

たします。 

 １１款分担金及び負担金、１項負担金、２目衛生費負担金、１節保健衛生費負担金のうち説明

欄の２行目、斎苑施設周辺環境改善費負担金９千８６０万円でございます。 

 はねていただいて、１６、１７ページをお願いします。 

 １２款使用料及び手数料、１項使用料、３目衛生使用料、本年度予算額８０万円。 

 １節保健衛生使用料で、新川墓地使用料でございます。 

 ４目農林水産業使用料、本年度予算額２４万３千円。 

 １節農業使用料で、市民農園使用料でございます。 

 ５目商工使用料、本年度予算額１千８４５万２千円。 

 １節商工使用料で、清洲城天主閣入場料と芸能文化館等使用料でございます。 

 ２項手数料、１目総務手数料、１節総務管理手数料のうち説明欄の１行目、自動車臨時運行許

可手数料、本年度予算額３０万３千円でございます。 

 ３節戸籍住民基本台帳手数料、本年度予算額２千６０万３千円で、説明欄の戸籍手数料から個

人番号カード再交付手数料でございます。 

 ２目衛生手数料、１節保健衛生手数料のうち説明欄の１行目、新川墓地清掃管理手数料、本年

度予算額４６万４千円でございます。 

 はねていただき、１８、１９ページをお願いします。 

 ２節清掃手数料、本年度予算額１億２千６７９万２千円で、説明欄の家庭系一般廃棄物処理手

数料から浄化槽清掃業許可申請手数料でございます。 
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 １３款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、２節戸籍住民基本台帳費補助金、

本年度予算額１千３３９万５千円で、個人番号カード交付事業費補助金でございます。 

 はねていただき、２０ページ、２１ページをお願いします。 

 ３項国庫委託金、１目総務費委託金、２節戸籍住民基本台帳費委託金、本年度予算額５０万円

で、中長期在留者住居地届出等事務委託金でございます。 

 ２目衛生費委託金、１節社会福祉費委託金、本年度予算額１千７２０万６千円で、国民年金事

務費交付金でございます。 

 １４款県支出金、１項県負担金、１目民生費県負担金、１節社会福祉費負担金のうち説明欄の

１行目、国民健康保険保険基盤安定負担金、本年度予算額１億５千５３９万１千円、その下２行

目、後期高齢者医療保険基盤安定負担金、本年度予算額９千３７８万４千円でございます。 

 はねていただき、２２、２３ページをお願いします。 

 ２項県補助金、２目民生費県補助金、１節社会福祉費補助金のうち説明欄の１行目、福祉医療

費支給事業補助金、本年度予算額１億９千５８０万７千円、その下、後期高齢者福祉医療支給事

業補助金、本年度予算額５千２５６万２千円でございます。 

 ３目衛生費県補助金、１節保健衛生費補助金のうち説明欄の１行目、住宅用地球温暖化対策設

備導入促進費補助金、本年度予算額２０３万５千円でございます。 

 ４目農林水産業費県補助金、１節農業費補助金のうち説明欄の１行目、農業委員会交付金、本

年度予算額１４５万８千円、その下、水田農業経営所得安定対策推進費補助金、本年度予算額３

１万２千円、その下の国有農地等管理処分事業事務取扱交付金、本年度予算額７万２千円でござ

います。 

 ５目商工費県補助金、本年度予算額２６１万４千円。 

 １節商工費補助金で、げんき商店街推進業費補助金と地方消費者行政活性化基金事業費補助金

でございます。 

 はねていただき、２４、２５ページをお願いします。 

 ３項県委託金、１目総務費委託金、４節統計調査費委託金のうち説明欄の１行目、人口動態調

査事務市町村交付金、本年度予算額７万２千円、その下、人口動向調査事務市町村交付金、本年

度予算額７万２千円でございます。 

 ３目衛生費委託金、本年度予算額２４万４千円。 

 １節保健衛生費委託金で、地下水位調査委託金と地盤沈下観測所管理委託金でございます。 
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 はねていただき、２６、２７ページをお願いします。 

 １７款繰入金、１項特別会計繰入金、１目国民健康保険特別会計繰入金、本年度予算額１千円。 

 １節国民健康保険特別会計繰入金で、窓口計上でございます。 

 ４目後期高齢者医療特別会計繰入金、本年度予算額１千円。 

 １節後期高齢者医療特別会計繰入金で、窓口計上でございます。 

 はねていただき、２８、２９ページをお願いします。 

 １９款諸収入、３項貸付金元利収入、１目貸付金元利収入、１節貸付金元利収入のうち説明欄

の１行目、金融信用貸付金収入、本年度予算額２００万円、その下、商工業振興資金収入、本年

度予算額１億５００万円でございます。 

 ２枚はねていただき、３２、３３ページをお願いします。 

 ５項雑入、２目雑入、５節衛生費雑入のうち、説明欄の３行目、不法投棄未然防止事業補助金、

本年度予算額４５万５千円、その下、五条広域事務組合派遣職員人件費戻入金、本年度予算額２

千１７７万８千円、その下、アルミ缶等売却代金、本年度予算額３７３万４千円、その下、クリ

ーンパーク新川焼却し渣焼却費負担金、本年度予算額１３２万円でございます。 

 ６節農林水産業費、雑入のうち説明欄の１行目、農業者年金事務委託金、本年度予算額１２万

１千円、その下、宮田用水農地転用事務助成金、本年度予算額５万６千円、その下、レジャー農

園利用料、本年度予算額１４６万７千円、その下、農業体験塾参加料、本年度予算額８万円でご

ざいます。 

 ７節商工費雑入、本年度予算額７０万１千円で、説明欄の商工業振興資金貸付信用保証料返戻

金から雑入まででございます。 

 平成３０年度一般会計のうち市民環境部所管分の歳入につきましては、以上でございます。 

 引き続きまして、市民環境部、歳出予算について、各担当課長より御説明させていただきます。 

 まず、最初に、市民課所管分から御説明いたします。 

 ４４、４５ページをお願いします。 

 ２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住民基本台帳費、本年度予算額１億６千６１

６万５千円。 

 ２節給料から１９節負担金、補助及び交付金まででございます。 

 市民課所管分につきましては、以上でございます。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 
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 浅野課長。 

保険年金課長（浅野 英樹君） 

 保険年金課長の浅野でございます。保険年金課所管分について説明させていただきます。 

 ５０ページ、５１ページをお願いします。 

 第３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費のうち中ほど、国民年金費として本年度

予算額６１７万円。 

 ７節賃金から１９節負担金、補助及び交付金まででございます。 

 国民健康保険特別会計繰出金として、本年度予算額６億８千７９６万３千円。 

 ２８節繰出金で、職員給与繰出金からその他繰出金まででございます。 

 後期高齢者医療特別会計繰出金として、本年度予算額７億５１０万５千円。 

 ２８節繰出金で、事務費繰出金から療養給付費繰出金まででございます。 

 はねていただきまして、５２、５３ページをお願いします。 

 最下段、４目福祉医療費として、本年度予算額７億５千５６３万７千円。 

 ９節旅費から２０節扶助費まででございます。 

 保険年金所管分につきましては、以上でございます。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 島津課長。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 生活環境課長の島津でございます。 

 引き続き、生活環境課所管分歳出について御説明いたします。 

 ６６、６７ページをお願いいたします。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、３目環境衛生費、本年度予算額３億４千３万７千円。 

 ９節旅費から１９節負担金、補助及び交付金までで、内訳としましては、環境衛生費２１４万

６千円、新川墓地費４９万８千円、環境美化推進費１５０万円、温室効果ガス排出抑制費８５４

万円でございます。また、平成３０年度から五条広域事務組合の負担金を斎苑整備関係とクリー

ンパーク新川の清掃処理関係に分けて計上してございます。ここでは五条広域事務組合の斎苑施

設費として２億５７９万９千円、また、斎苑施設周辺環境改善費として１億２千１５５万４千円

でございます。 

 同じく、４目公害対策費、本年度予算額２０９万２千円。 
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 ８節報償費から１９節負担金、補助及び交付金までで、内容としましては、公害対策事務費で

ございます。 

 続きまして、４款衛生費、２項衛生費、１目清掃総務費、本年度予算額４億３万９千円。 

 １９節負担金、補助及び交付金までで、五条広域事務組合の清掃処理負担金でございます。 

 その下、２目塵芥処理費、本年度予算額１０億２千１８６万９千円。 

 ８節補償費から次ページにわたっていただいて、１９節負担金、補助及び交付金までで、内訳

としましては、ごみ収集処理費９億３千７６８万７千円、資源改修費８千２３７万４千円、資源

改修施設費６０万３千円、ごみ減量化推進費１２０万５千円でございます。 

 同じく、その下、３目し尿処理費、本年度予算額７千６９７万１千円、１３節委託料と１９節

負担金、補助及び交付金で、内訳といたしましては、し尿処理費１千２８７万６千円、浄化槽清

掃補助金６千４０９万５千円でございます。 

 生活環境課所管分は以上でございます。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 石田課長。 

産業課長（石田 隆君） 

 産業課長の石田でございます。 

 引き続きまして、産業課所管分の歳出について御説明申し上げます。 

 ５款労働費、１項労働諸費、１目労働諸費、本年度予算額２０１万７千円。 

 １９節負担金、補助及び交付金と２１節貸付金で、主な内容としましては、金融信用貸付預託

金２００万円でございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、本年度予算額４５１万９千円。 

 １節報酬から１９節負担金、補助及び交付金までで、主な内容としましては、農業委員会委員

報酬３３９万５千円、農地利用最適化推進委員報酬７１万９千円でございます。 

 １枚はねていただきまして、７０ページ、７１ページをお開きください。 

 ２目農業総務費、本年度予算額５千２５１万４千円で、１節報酬から１９節負担金、補助及び

交付金で、主な内容としましては、農家台帳費３５万円、食育推進費２１１万１千円でございま

す。 

 ３目農業振興費、本年度予算額５６１万９千円で、１１節需用費から１９節負担金、補助及び

交付金までで、主な内容としましては、農業振興対策費２３２万５千円、農業振興施設費２９８
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万２千円でございます。 

 １枚はねていただきまして、７２ページ、７３ページをお開きください。 

 ７款商工費、１項商工費、１目商工総務費、本年度予算額３千２９９万５千円。 

 ２節給料から１９節負担金、補助及び交付金までで、内容としましては、商工費１４万２千円、

産業立地推進費１３万３千円でございます。 

 ２目商工業振興費、本年度予算額１億４千４９３万３千円。 

 １１節需用費から２１節貸付金までで、内容としましては、商工業振興事業補助金を始め商工

業振興費３千３６８万３千円、商工業振興資金預託金を始め中小企業金融対策費１億１千１２５

万円でございます。 

 ３目観光費、本年度予算額１億１千２５０万円、１節報酬から１９節負担金、補助及び交付金

までで、内容としましては、観光振興費４千８０６万４千円、清洲城費４千２７１万円、清洲公

園・清洲城跡公園費１千２９９万３千円、清洲ふるさとのやかた費８７３万３千円でございます。 

 ４目消費者行政推進費、本年度予算額２４４万２千円。 

 １節報酬から１９節負担金、補助及び交付金で、主な内容としましては、消費生活相談員報酬

を始め消費者生活対策費２４４万２千円でございます。 

 平成３０年度一般会計予算のうち市民環境部所管の歳出について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。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、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、名前を名乗ってから、質疑、あるいは答弁に入っていただきますようお願い

をいたします。 

 なお、質疑につきましては、ページごとに行います。 

 それでは、まず、歳入から参ります。 

 １４ページ、１５ページでございます。 

 質疑のある方ございますか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 それでは、次のページに参ります。 
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 １６、１７ページでございます。 

 ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 ないようですので、次のページに参ります。 

 １８、１９ページ。 

 ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 それでは、次のページに参ります。 

 ２０、２１ページ。 

 ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 次のページに参ります。 

 ２２、２３ページ。 

 ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 では、次のページ、２４、２５ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 では、２６、２７ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 ２８、２９ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 ３２、３３ページ。 
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 歳入のほうはございませんか。 

 よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 では、歳入のほうは質疑がございません。 

 歳出に参ります。 

 ４４ページ、４５ページをお願いいたします。 

 いかがでしょうか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 ないようでしたら、５０ページ、５１ページに参ります。 

 ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 ないようですので、５２、５３ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 それでは、６６、６７ページ。 

 ございませんか、６６、６７ページでございます。 

 委員長ですけど、よろしいでしょうか。副委員長がいないので。 

 では、私のほうから、済みません。６７ページでございます。 

 説明欄のこのたび温室効果ガス排出抑制費のところで住宅用地球温暖化対策整備設置費補助金、

これまでの太陽光から随分さまざま設置の補助金が広がりましたが、まず施政方針にも書いてあ

るんですが、この背景についてまず御説明いただけますか。 

 島津課長。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 生活環境課長の島津でございます。 

 住宅用地球温暖化対策設備施設の補助金につきましては、従来、住宅用の太陽光の発電システ

ムだけで補助対象にしておったというようなことでございます。しかし、今年度３０年度からは、
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それに合わせて、それにプラスとして、家庭用エネルギーの管理システムですとか、家庭用の燃

料電池システム、定置用リチウムイオン蓄電池、そして電気自動車の充電設備等を含めた範囲を

拡充したいというように考えております。 

 これにつきましては、県の補助がそちらのほうも出ますので、そちらのほうに合わせて拡充し

たということでございます。 

 それに合わせて、今度、太陽光のほうにつきましては県の補助枠がございますので、従来は補

助額を超えた形の、超えれば超えるだけ清須市の負担がふえるというような状況でございました

が、今回からは県の補助制度に合わせた形で進めていきたいというように思っております。件数

的には状況は変わっておりません。予定としては変わっておりません。そんな状況でございます。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 ありがとうございます。よくわかりました。 

 それで、昨年は１千万円だったんですね。本年、八百幾らということですが、これは減ってる

んですが、いろいろ項目がふえたんだけども、減ったというのはどういうことですか。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 生活環境課長、島津です。 

 県の補助枠、従来ですと１キロワット２万円というような補助金で行っておりました。しかし、

今回からは県の補助枠が市町村の補助枠の４分の１、または３千３００円というような枠がござ

いました。それに合わせて、その金額になるようにキロワット１万３千２００円というような形

で太陽光システムについては合わせたということでございます。したがって、補助金の額は減っ

ておりますけれども、件数的には変わっておりません。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 承知しました。 

 それで、例えば、申請が予定より多かった場合は補正を組むとか、そういったお考えはありま

せんか。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 どこもそうなんですけど、１つの予算の範囲内というような形で出ております。今年度でも１

月、２月ぐらいで１つ切れるよというような形になっております。これは同じような形で進めて
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いきたいというような形で考えております。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 承知しました。ありがとうございます。 

 質疑ございますか、このページでございますが。 

 もう１点、委員長ですけど、私からお願いします。 

 その下の斎苑施設修繕環境改善費ということで、ここの斎場が建設が進むということで、修繕

の対策費ということで五条広域でも挙がっておりました。本年度、参考資料の１７３ページに詳

しくは出ておりますが、さまざま構成市で整備すること、それから清須市が整備すること、たく

さんの項目がありました。本年度、５つの項目が挙がっておりますが、この５つの優先順位とい

いますか、考え方はたくさんありましたね。こちらにいただきました。どういった優先順位とい

うか、手っ取り早くやれることからやるよというのか、どういった優先度というのはあるんでし

ょう。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 まず、この事業の内容なんですけれども、コミュニティ推進費については、これは広報版を設

置するという事業でございます。それで、この広報版については、あま市との協議の中で、これ

は清須市の単独事業だろうということで、これは清須市の単独事業というような形になっており

ます。 

 続いて、市道西枚新田１１２号線等整備費。 

 これにつきましては斎場の北側の道路、春日の杁前・河原と言われる地区なんですけれども、

県道一場中小田井線から斎場までの春日地区内を整備するというようなものでございます。いわ

ゆるそこを通っていただく道路を整備するというようなものでございます。これはあま市との協

議の中で組み合わせたというようなことになっております。 

 続いて、その下、市道朝日貝塚東線等整備費。 

 これについては朝日ではございますが、ちょっと東のほうでございまして、斎場からはかなり

離れておりますということで、貝塚のほうなんですけど、こちらのほうについて市の単独事業だ

ろうということで、これは清須市が単独で整備するというものになっております。 

 続いて、児童遊園等整備費でございます。 

 こちらについては、斎場のある地区というのは春日新田という地区でございます。こちらの地
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区の要望でございまして、その地区内の児童遊園に地中式の時計をつけてほしいという要望がご

ざいまして、そちらのほうをやらさせていただくということでございます。これについては協議

が整いまして、こちらは組合負担というようなことになっております。 

 続いて、その下、学校給食センター整備費でございます。 

 こちらについては、給食センターの北側に植採をするというような事業でございます。これに

ついては、あま市との協議の中で、斎場周辺というのは土盛りをして植採もします。そして、さ

らにこちらのほうも植採をするということについては御理解をいただけませんでしたので、こち

らについては清須市単独というようなことになっております。したがって、清須市の事業として

行うようなことでございます。本年度については、現時点では協議が整ったところはここでござ

いますが、個々の一覧表でお渡しした内容については、ここが組合で負担するもの、清須市で単

独でするものというのは、従来、組合会でも議論されて資料を渡したとおりでございます。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 今、御説明いただき構成市で事業をするもの、それから本市がやるものということでございま

した。組合議会のほうからも先ほど９千６００万円というのは入のほうでもございましたので、

今後そういったこともあるかと思うんですが、協議が整ったところから進めますか。 

 鷲見部長。 

市民環境部長（鷲見 雅一君） 

 少しお答えします。 

 どういう考え方で予算が計上されていくかと、こういう御質問でありまして、まず、火葬場、

斎場の周辺には大きくいうと３つの地区があります。一場地区、朝日地区、それから春日地区。

春日はもう少し細分化されてますけども、いずれの地区も同時にスタートが切りたい。ある地区

だけ周辺対策事業をやらないとか、そういうことではなくて、平等にスタートが切れるようにし

たい、それが１点目。 

 ２点目は、事業によっては継続的に実施しなくてはならなくて、斎場整備に合わせようとする

と早くからスタートを切らないとできないものがあります。その観点で事業を整理して挙げたも

のが、今回こういう形で予算を挙げさせていただいたと。いずれの事業も周辺地区と協議をして、

これならいいだろうという形で予算計上させていただきましたので、御理解を賜りたいと存じま

す。 
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 以上です。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 わかりました。３地区があって、平等に各地区それぞれ進めていきますよということと、そこ

の中でもちろん協議が整った部分で、それと、事業をしていくのに継続的に行うのに、早くから

手をつけなきゃいけないと、そういったこともあるよということで、今、御説明をいただいたか

なと思いますが、それで、３０年度はこのように挙がってきました。 

 前いただいた構成市と本市がやる事業、たくさんございますが、協議ということでございます

が、こういった事業が今後３１年、３２年やっていくと思うんですが、１つお聞きしたいのは、

予算との兼ね合いというのはどのように考えられ、何が何でも予算がかかるけども、行っていく

よということなのか、その辺の年間の事業の枠といいますかね、構成市の場合は、あま市のこと

がございますが、考え方だけお聞きしたいなと思います。 

 鷲見部長。 

市民環境部長（鷲見 雅一君） 

 斎場については、周辺対策事業と用地買収と、それから本体の建設に大体別れます。今、おお

よそ５２億円で発表されている。その中で、基本的に我々がその数字を持って何とかその事業を

やっていきたいと思っております。これから実際には斎場でも、来年、詳細設計に入っていきま

す。そうすると、いろんな事業費が固まってきますので、それが果たして５２億円なのか、ひょ

っとすると４８億円になるか、その辺は実際技術的なことがありますので、細かい金額というの

はこれから出てくるだろうと思っていますが、１つの目安として５２億円というのはあるんだろ

うと思っております。 

 あと、事業計画については、そもそも斎場の本体、これから用地買収が終わると文化財の試掘

だとか環境調査などを踏まえた上、工事に入っていきますので、その工事のスピードに合わせて

周辺対策事業を順番に、先ほど言ったように、時間がかかるものと単発で終わるものをうまく３

地区平等になるよう組み合わせながらやっていきたいと考えております。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 承知いたしました。 

 小﨑委員。 

小﨑 豊委員 
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 小﨑です。 

 今の関連で１点だけお伺いします。 

 今、部長が言われました５２億円、これは本体工事の関係、先ほど出てました市の単独の部分

というのがありましたね。市単独でこの事業を完遂するために整備をやっていかなきゃいかん部

分というのがあるんですけど、その予算というのは、ざっとの計算ですが、５２億円の中に入っ

ているのか、市の単独の部分は外されているのかどうでしょうか。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 鷲見部長。 

市民環境部長（鷲見 雅一君） 

 市の単独事業というのはどこまでで仕切るか、一般行政の要望も入ってますので、それを何年

度までやるかということもありますけども、ここでは平成３９年度まで市の単独もひっくるめて

５２億円ちょっとというとこだというふうに考えております。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 小﨑委員。 

小﨑 豊委員 

 市の単独で行っていかなきゃいかんものもその予算の中に入っているという判断で、市の単独

の分は別枠ということじゃないですね。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 鷲見部長。 

市民環境部長（鷲見 雅一君） 

 失礼しました。ごめんなさい。市の単独はそれに入ってません。ただし、平成３９年度まで絡

めての話なので、実は市の単独事業というのはどこまでかかるかというのはありますけども、あ

ま市と共同でつくる周辺事業に比べてぐっと少ない予算額になるんじゃないかなと思っておりま

す。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 大塚委員。 

大塚 祥之委員 

 大塚です。 

 済みません、私から１点なんですけども、先日も全員協議会のときに古川用排水路の移設の工



－15－ 

事費が２億９千万円ということをお伺いいたしました。設計費が１千万円ということで約３億円

がこちらの事業にかかるかなということなんですけども、こちらというのは市の持ち出しになる

のか、最終的というのがどういう形になるのかお伺いいたします。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 島津課長。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 生活環境課長の島津でございます。 

 古川の移設については、これは市の単独ではなくて、あくまで組合が負担するものでございま

す。 

 ただし、施工については清須市が施工するというようなことになっております。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 大塚委員。 

大塚 祥之委員 

 ありがとうございます。いいです。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 他に質疑はございますか。 

 よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 ないようでしたら、次にページに参ります。 

 ６８、６９ページ。 

 小﨑委員。 

小﨑 豊委員 

 このページの一番下の農業委員会費に関してお尋ねしたいと思います。 

 説明の中に農地利用最適化推進委員の報酬ということは、その委員会というものがあると。そ

の中でどのような協議がなされているのか、この主要施策のほうには全く触れられてないんです

けど、その内容的なものっていうのはわかりますかね。また、何回ほどこの委員会を開かれたの

か。 
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福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 石田課長。 

産業課長（石田 隆君） 

 産業課長の石田でございます。 

 農地利用最適化推進委員会、委員の会議というものは実はございませんで、農業委員会の中に

入っていただきまして、そこで一緒に議論をしていただいているというところでございます。 

 最適化推進委員というのは、農地の集積集約化を図るということで新たにできたわけなんです

が、これはどこの市町村もそうだと思いますが、まだ新たにできたところで、どんな取り組みを

していくかというところが一部明確になっていないところもございますので、農業委員会の委員

と同様、地域を見ていただきながら活動、今、進めておるというような状況でございます。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 小﨑委員。 

小﨑 豊委員 

 農業委員というのは変わってきて、もともとの農業委員さんとこの方が分かれたということは

わかるんですけど、ですから、報酬そのものが分かれてくることはわかるんですけど、先般いろ

んな地区でも問題になっとるんですけど、農地の最適な利用方法というのは、市民の方から、例

えば、農振農用地だとか調整区域だとか市街化の問題、例えば線引きをやる農振みたいなものだ

とかいう議論が出てくるかと思うんですけど、そのような議論はこの委員会本来は、農業委員会

がすべきことなんですか。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 石田課長。 

産業課長（石田 隆君） 

 推進委員というのは、今、会議も別段ございませんし、今、申したように、農業委員会の中で

一緒にやっているという状況で、ただ、農地の集積集約化、それから耕作放棄地の防止というこ

ともございますので、活動的にはいろいろ周知啓発ということもございますが、特に今お願いし

ておるのは、耕作放棄地なんかの防止ということで、パトロールを年間１回やっているんですが、

その中に主体的に入って活動を行っていただいているという経緯はございます。 

 以上でございます。 
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福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 小﨑委員。 

小﨑 豊委員 

 私が言いたいのは、昭和５０年代でしたかね、農振農用地という制度が県で出て、それの指定

を受けているところが、実際、耕作放棄地になっているところはあるんですけど、その再利用と

いっても農振農用であるとなかなか再利用がしにくいわけですよね。そのような議論も農業委員

会で、この地区にはこういうところがあるよと。実は先般も私、相談させていただいて、そこを

再利用したいという方があったんですけど、その農地が農振農用地ということでなかなか難しい

というより、大変苦労をかけなきゃいかんというような状況があるんですけど、そういうことと

いうのは農業委員会そのもので、あくまでも転用できたから、これを許すか許さないかの許可だ

けしているのか、そういう議論もなされているんでしょうか。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 石田課長。 

産業課長（石田 隆君） 

 農用地の活用とか転用については農業委員会の中では議論はされておりません。農用地の一部

除外ですね、そういう案件が出てきたときには議論をさせていただいているということで、土地

利用とか、そういった活用方法についての議論はしておりません。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 小﨑委員。 

小﨑 豊委員 

 今、例えば、線引きをやり直したらどうだとかいう市民からのいろんなお話を聞くわけですけ

ど、それをするとしたらどこでするんですか。これはいいのか悪いのかいうのは。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 石田課長。 

産業課長（石田 隆君） 

 そこについては、農業委員さんのほうにはいろいろ意向を聞くことはできるかと思いますが、

根本的には市の土地利用ということになりますので、今いろいろ見直しをされておりますが、都

市計画のマスタープラン、総合計画もそうなんですが、そのあたりで土地利用をどういうふうに
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していくかというところが一番大きなところで、そこが決まってくれば、そういうふうに動いて

いくという形になるかと思います。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 小﨑委員。 

小﨑 豊委員 

 ちょっとくどいようですけど、今回、斎苑場ができる場所というのは、今まさに農振農用地で

あると。県のほうで都市計画決定したというのはこの平米数だけなんですけど、その御近所で何

かをしようと、関連のことをしようと思っても全く農振農用であるので、斎場にとっては不便な

ものになり得ないかなと。 

 例えば、斎苑に対する別の駐車場なり、いろんな業者が入ってくるということもあり得るわけ

ですけど、そのような議論というのは、斎苑の委員会等でも出てましたけど、どのようなお考え

で。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 石田課長。 

産業課長（石田 隆君） 

 さきの一般質問でも出ておりましたが、農業振興地域につきましては、市街化区域の中でも一

番厳しい地域でございまして、農業を振興していく地域ということで、基本的にそこを転用する

とかということは原則難しいという話でございます。 

 ただ、一般質問でも答えさせていただきましたが、本課としましては、将来的なことも想定し

て、まずは農振地域をどういう形で外せるかということについては、本課の努めかなというふう

に思っておりますので、その辺は研究してまいりたいというふうに思っております。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 小﨑委員。 

小﨑 豊委員 

 積極的に議論をしていただいて、市民の皆さんからの質問等、要望等に答えれるように研究の

ほうだけしっかりやっていただきたいと要望しておきます。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 他に質疑はございますか。 
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 ６８、６９ページです。 

 ございませんか。 

 じゃあ、私のほうから１つお尋ねしたいと思います。 

 ごみ収集の関係でございますが、参考資料で１７６ページ、それと１７５ページ。１７５ペー

ジのほうでよろしいですけども、ごみ収集処理費ということで、本年は２９年度よりも約２千万

円、２千５００万円減でございます。２８年度実績は８億８千９００万円ということでございま

すが、減ってきているけどちょっとふやしているとございます。それぞれ可燃ごみとか見ていく

んですが、全体に一番何が減といいますか、可燃なのか、その辺のところの組み立ての根拠とい

いますか、一番メインになるものを教えてください。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 全体のごみの状況でございますが、家庭系の可燃ごみという形で、まず分類の１つのくくりの

中で見ますと、２４年を初めにずっと同じような数字であったんですけども、３０年度では増加

する傾向と見込まれております。 

 また、事業系の可燃ごみについては、これは増加傾向にあるというようなことでございます。 

 そして、総排出量でございますけども、こちらについては２８年度で減少はしたものの、２９

年度、３０年度とも増加するというような形でございます。 

 しかし、人口の伸びから計算してみますと、人口の伸びにより総排出量は増加しておりますけ

れども、１世帯あたりのごみの排出量というような形で見ると、これは減少しているというよう

な数字が出てまいります。 

 また、資源ごみの関係なんですけども、これは毎年１割ぐらいずつ回収量は下がっております。

これは民間のごみ回収場所等ができております。清須市だけで見ますと、４つのリサイクルステ

ーションがあるわけでございますけども、それではなくて、民間で７つのスーパー等で資源ごみ

を回収することができます。また、それぞれ地区で集めるところですね、そういうところがござ

います。現在把握しているのは６か所ございます。それは年々ふえてきているような状況でござ

いますので、そういったのもあって、資源ごみについては少しずつ下がってきているのかなとい

うように感じているところでございます。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 わかりました。人口増によるものだという、そうした増の根拠ということでございました。 
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 私も２８年度の決算で調べましたら、約５００トンぐらいかな、２８年度が減っていたもので

すから、２９年度の予算でも３０年度とほぼ一緒のトン数、約１万２千３５９トンという設定が

あったわけですが、要は、２８年度よりは２９年、３０年はふえていくと、こういった想定とい

いますか、そのことでもう一度確認ですが。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 大体そういった形で推移しているというような状況でございます。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 資源ごみは今おっしゃったように、市内にリサイクルステーションといいますか、４つあった

りとか、たまたま今、皆さん、そこに持っていかれます。それで、ちょっと気になるのは、各自

治会に報奨金が３３０円でしたかね、出ておりますね。この金額はたとえ４つのリサイクルステ

ーションがあったりとかいろいろあったにしても、今後は各町内会に補助金を出す分は変えない

よと。量は減ってきているけども、指導料としてその金額は変えないよと、こういう考えなのか、

例えば、これが今１割減ですけど、２割減とかなってきた場合に今後考えられるのかどうか、お

考えだけお聞きしたいと思います。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 平成３０年度についてはそのまま進めております。先ほど申しましたように、現在、少しずつ

減ってると言えるというような状況でございますので、今後、そういったことも視野にも入れる

必要あるのかなというように考えております。 

 この１つの理由として、地区からいろいろ相談を受けております。それはそれぞれのごみの集

積場に立つ。共働きの家庭がふえてまいりましたので、そういった方が大分少なくなってきたと

いうことで、何とか補助金だとかそういうのは別にして、それはできないとかいうような御相談

も今、現時点、２地区ほどから相談を受けております。そういったことからも将来的にはこうい

うのは見きわめていかないかんのかなというような状況でございます。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 わかりました。 

 確かに、資源ごみが減っていく。各町内会に助成金も出してる。金額も金額ですけど、今おっ

しゃったように、役員さんでも土曜日もお仕事の人、サービス業なんかは特にいろいろ出てきて、

ＰＴＡのほうがほとんどいただくので、ＰＴＡさんも出るんですけど、今、言われたようなお声
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が確かに出てきております。ですから、今後、資源ごみの各町内会の役員さんの御指導というの

をきちっと指示ですとかしていただかないと、毎年、伝えて伝えてはいくんですけど、本来のも

ともとが何で立つのというのが薄れてきているような気もしたりもするんですね。ですから、き

ちんと市のほうから助成金を出しているけれども、こうしたことで分別の指導をきちんとお願い

したいとか、そういったことを毎年毎年きちんとやっていらっしゃるかと思うんですが、その辺

のところをしていただきたいなと思います。 

 助成金については私は減らせと言っているわけではありませんので、ただ、今後、考え方とし

てそうしたことを加味されるのかなと。当然、量としては減っていくわけですから、思ったよう

なことですが、さらに、もし何かお考えがありましたらお聞かせください。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 委員長がおっしゃられたとおりで、今後どのくらい減ったらとかいうのはございますが、地区

の分別の考え方、機運を上げるためにはそういったことで立っていただく、そういったのも１つ

必要ではないかなという考えもございます。いうことで、これについてはまだ本当に減っている

のは事実でございますので、その辺を見きわめながらということでございますが、まだ明確な考

えとしては固まっておりません。そんなような状況でございます。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 ありがとうございます。 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 今の関連になると思うんですが、主要施策の概要のほうの１７６ページを見ていただいて、私

のほうで質問というか、確認になると思うんですけども、事業内容の（１）、（２）とあるんで

すけど、こちらのほうで資源収集運搬費５千９１８万４千円が計上されておるわけですけど、こ

の数字というのは、この上にありますアのほうの資源と有償処理分ということで１千１０７トン、

今の話で資源のごみ及び有償処理分が係る資源とに分ければ、この数字というのも当然多少は減

ってくると思うんですね。必要経費というのは１つの基本の経費というのがあるんですが、そう

いう観点からいいまして、下に（２）のほうに、今、同僚議員が言われた団体が回収した場合に

報奨金が払われると。この部分は、当然、運搬費というのは、市としてはかからない状況にある

と思うんですが、ここで７３０トンですね。 

 例えば、報奨金をなくして７３０トンが上の段に乗りますと、運搬費というのはかなり上がっ
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てくるということで考えていいんですかね。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 島津課長。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 運搬費というのは、１台幾らというような形になりますので、それほど目に見えて上がってい

るわけではございませんが、効率の面で上がることは考えられるというように考えております。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 １台幾らということになりますと、ルートの関係で時間とか、そういうものが出てくると思う

んですけども、６４０トン、これ運搬費がかかってるわけですね、資源ごみに対しても。これに

対して、報奨金制度に登録してある団体がもっと活動していただくと、かなりの台数が減るとい

うことでいいんですかね。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 島津課長。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 前の活動していただく子ども会ですとか、そういった団体がどんどん活用していただくと、こ

ちらのほうの各地区の２０７か所の集積場、そして４か所のリサイクルステーションの量は減る

というような形になると思いますけれども、それよりもどちらかというと、先ほど申し上げまし

たスーパーの方ですとか民間の集積場、そちらのほうに持っていかれる方が年々ふえているんで

はないかなというように推測しているところでございます。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 質問の仕方を変えます。 

 要は、運搬費というのが６千万円ちょっとかかっとると。こちらの中で有償処理分がかかわる

ものというのは、当然、報奨金制度に登録してある団体というのは集めてみえないと思うんです
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けど、前にこの委員会でも、議会のほうでも議論があったんかな。報奨金をいただく団体が市の

指定したステーション、こちらのさっき岸本議員が言われたような町内会で収集場を決めたステ

ーション、そちらのほうに出したものを持っていくのはいかがなものかという話があったんです

ね。それからいいましても、市としては、それでもそこに子ども会なり町内団体が自前の業者を

呼んでいただいたほうが安く上がるかどうかということですが。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 島津課長。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 子ども会とかそういう団体の集めていただく日というのは、あくまで地区で決められた日以外

の日ということでお願いしております。したがって、別の日ですので、１台幾らというのは、そ

れは別にお金がかかってくるというようなことでございますので、あとは量だけの問題というよ

うな形になろうかと思います。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 だから、それが市としても、これ当然税金がかかって処分をしている。市民の負担が減るわけ

ですから、市の収集日指定場所に出していただいたものを町内及び子ども会の登録団体のほうで

処分していただいたほうが費用は少なくて済むんじゃないですか。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 島津課長。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 子ども会のほうで出していただいたほうが少なくなるという理屈にはなるかと思います。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 であるので、市の指定日に子ども会の活動、町内会の活動として、その市のステーション、市

の決めた曜日に出したものを町内のほうの意向で町内の指定業者に持っていっていただいて、市

としては負担が減るわけでしょう、そのほうが。 
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生活環境課長（島津 行康君） 

 分けるということですか。 

伊藤 嘉起委員 

 分けるんじゃなくて、今、分けて出してるんですか。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 はい。 

伊藤 嘉起委員 

 資源になる。お金になると。報奨金をいただけると、市のほうからね。それをそちらの形でそ

こで町内会が分ければ、その分、市の負担は減るんでしょうということ。減らないというならそ

んでいいですけど。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 島津課長。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 もし仮に、町内会の集める日に子ども会が例えばそれを持っていけば量は確かに減ることには

なります。しかし、量が減ってもこれは売却代金もございますので、集まった分を売ったりして

おりますので、それについて一概には言えるかどうかということと、また、子ども会は子ども会

のルートがございまして、子ども会のそれぞれの集め方もございます。これは地区だけで集めて

いるところもあれば、あるいは車等を出して回って集めているところもございます。そういった

中で、集積場で集まったのを子ども会に渡して持っていってもらうというのは、補助金の関係も

ございますので、趣旨が違ってくるんじゃないかなと私は思います。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 そういうような問題は当然あって、一度検証することを提唱させていただきます。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 よろしいですか。 

 質疑ございますか。 

 大塚委員。 
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大塚 祥之委員 

 大塚です。 

 済みません、１点確認させてください。 

 資源回収費ということで、前回の広報等でも蛍光灯が捨てれるようになりますということだっ

たんですけども、今、４ステーションある中で、私の聞いている範疇ですと、清洲のリサイクル

ステーションだけなのか、ほかの３地区のステーションでも可能なのか、それだけ確認させてく

ださい。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 島津課長。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 蛍光管については４月からということで、４つのリサイクルステーション及び２０７か所とい

うことで、それぞれお願いするというような段取りになっております。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 大塚委員。 

大塚 祥之委員 

 ありがとうございます。いいです。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 他に質疑ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 ないようでしたら、次のページ。７０、７１ページ。 

 ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 ないようでしたら、７２、７３ページ。 

 大塚委員。 

大塚 祥之委員 

 大塚です。 
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 施政方針のほうにも、近年、清洲城の入場者数が減少傾向にあります。これを観光促進につな

げていくということで、インスタ映えする記念撮影で情報拡散だとか、いろんな観光促進の対策

というものを考えているわけなんですけども、概要の２００ページなんですが、天主閣の入場者

の見込みなんですけども、今回７万人ということで明記されております。平成２９年度は８万６

千人ということで、物すごく前向きであったのかなというふうには伺えるんですけど、こうした

促進とか対策というのを今後行っていこうという中でこの見込み数の減少の要因、これではいけ

ないと思うわけですけど、この辺の御所見をお伺いできたらと。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 石田課長。 

産業課長（石田 隆君） 

 見込み数につきましては、御指摘がございましたように、平成２７年が８万６千人ぐらいとい

うことでピークでございまして、２８年度、今年度も若干落ちてきているところでございます。

これにつきましては、平成２７年度はたまたま日吉神社の１２年に１回の年でしたので、そこの

お客さんが、結構、清洲城のほうに来ていただいたかなというところで、２７年についてはいつ

もより状況が違うかなというふうに思っております。 

 だんだん落ちてきているということは、武将観光自体が少し人気が落ちてきているかなという

ところでございますので、そうであってはいけないので、いろんな取り組みをしてふやしていき

たいというふうに思っているところでございます。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 大塚委員。 

大塚 祥之委員 

 今、いろんな取り組みということで、清洲城とキリンビールのスタンプラリーをやられるとい

うことなんですけど、この詳細、これも誘発につながっていくというふうに考えるんですけど、

この詳細をお聞かせください。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 石田課長。 

産業課長（石田 隆君） 

 今、いろんな取り組みということを申しましたが、一つの取り組みとしましては、清洲城だけ
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ではなく、周遊型の観光振興に持っていくということが大事かというふうに思っております。そ

ういうことで、キリンビールさんと連携してスタンプラリーをさせていただくわけなんですが、

詳細につきましては、まず、その時期についてはですね、来年度は２回ございまして、６月から

７月２０日まで、これが１回、それから１０月から１２月までの２回に分けて計画しておるとい

うところでございます。 

 期間中、清洲城に入館していただいた方、そして、キリンビールの工場見学をしていただいた

方を対象に両施設にスタンプが設置してございますので、そのスタンプを押して施設のほうに提

出していただきますと記念品を差し上げるといった内容のものでございます。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 大塚委員。 

大塚 祥之委員 

 こういうすばらしい取り組みだとか対策というのをお考えで、大変すばらしいことだというふ

うに思っております。 

 しかしながら、こちらのこういういい施策だとか対策とかもなんですけども、皆さんに周知し

ていただかなければ、足を運んでいただけなければこういう促進というものにつながっていくこ

とはかなり難しい。 

 例えば、インスタだとか、ＡＲだとかＶＲのアプリもそうなんですけども、皆さんに周知して

いくことこそが清洲城の促進につながっていくというふうに私は考えますので、ぜひ、こういう

すばらしい施策を清須市内、清須市外でもきちんと周知していただいて、観光に来てくださる方

が変わるような周知、ＰＲをお願いしたいと思います。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 他にございますか。 

 松川委員。 

松川 秀康委員 

 松川です。 

 観光振興費の中で、昨年度の主要施策の概要の中には観光情報発信料ということでＷｉ－Ｆｉ

使用料等の掲載があったわけですが、３０年度に関してはそれが見られないんですが、なぜでし
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ょうか。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 石田課長。 

産業課長（石田 隆君） 

 昨年度の観光振興の予算立てがございまして、平成２９年度は観光振興につきましては観光事

務費、観光情報発信費、それから観光誘客促進費の３つの予算項目がございました。このうち委

員がお話しいただいたＷｉ－Ｆｉの使用料につきましては、昨年度は観光情報発信費の予算が計

上されておりましたが、平成３０年度は観光情報発信費というものが項目からなくなりましたの

で、観光事務費、観光誘客促進費の２つの予算項目という中で、Ｗｉ－Ｆｉの使用料につきまし

ては観光振興事務費に集約させていただいたということで、今回の概要には掲載されていないと

いう状況でございます。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 松川委員。 

松川 秀康委員 

 ２つに集約した理由はどんな理由なんでしょうか。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 石田課長。 

産業課長（石田 隆君） 

 Ｗｉ－Ｆｉ使用料の予算があった２９年度の観光情報発信費の中には、問屋記念館に設置させ

ていただいたＩＣＴ看板設置関連の予算が大きなウエートを占めておったということでございま

すが、平成３０年度はその業務もなくなりましたので、観光情報発信費の予算規模が大きく縮小

するということから、観光情報発信費の項目を削除させていただいたということでございます。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 松川委員。 

松川 秀康委員 

 では、２９年度ですと、観光情報発信費と観光誘客促進費を合わせて６００万円ぐらいあった

のが、観光誘客促進費が２４０万円ぐらいの規模になったのは、観光振興事務費の１千万円のほ

うに含まれるようになったという、そういう理解でよろしいでしょうか。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 
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 石田課長。 

産業課長（石田 隆君） 

 観光情報発信費、２９年あったのは、御指摘のとおり、観光振興事務費のほうに大方入っとる

ということでございます。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 松川委員。 

松川 秀康委員 

 先ほど大塚議員からもあったようにですね、誘客をふやすという施策を積極的に行っていただ

きたいんで、決して誘客のための施策が縮小しているわけではないという理解でよろしいですか。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 石田課長。 

産業課長（石田 隆君） 

 はい、そのとおりでございます。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 松川委員。 

松川 秀康委員 

 ありがとうございます。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 他に質疑ございますか。 

 大塚委員。 

大塚 祥之委員 

 大塚です。 

 済みません、もう１つ清洲城の件でお伺いいたします。 

 私、今、清洲城のところをよく通りますと、ちょこちょこなんですけど、外国人の方の訪日ツ

アーみたいな形のものが行われているのかなということで感じております。 

 また、先ほどのお話じゃないですけど、インバウンドの関係で海外の方に来ていただくという

のもこの促進効果というふうにつながっていくわけですけど、また、たしかタイの訪日ツアーが

先日あったような形で私、記憶があるんですけども、清洲城に来ていただいたときの現状という

のがどうなっているのかということをお尋ねしたいんですが。 
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福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 石田課長。 

産業課長（石田 隆君） 

 まず、タイ人ツアーの話につきましては、これまでに５回実施しておりまして、延べで約１０

０人ぐらいのタイ人の方が清洲城にお越しいただいたという状況でございます。これにつきまし

ては大手旅行会社の方に入っていただいておるんですが、４月も２回実施される計画になってお

ります。 

 それから、外国人の観光客の方については、実際、清洲城にどのぐらい来ているかという話な

んですが、あくまでも券売所ですか、切符を売っている窓口での目視による確認のカウントなん

ですが、平成２８年度については約１千６００人ぐらいだったんですが、平成２９年度につきま

してはここまで約２千人ということで、観光客全体の伸びは伸びてはないんですが、外国人の観

光客については伸びているような、そういう状況でございます。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 大塚委員。 

大塚 祥之委員 

 本当に１千６００人から今２千人にふえてきたという御答弁をいただきましたけれども、こう

いった並み並みならない努力がこういう数がふえていくという、特に誘客というふうにつながっ

ていくと感じておりますので、外国人の方、特に今、名古屋だとかいらっしゃることが多い。そ

の中でも旅行会社だとか、そういうビジネスホテル等にも清洲城だとか、そういったチラシとか

置いてあるというふうにはお伺いします。 

 また、さらに、清洲城、甲冑、３２年にまた貝塚資料館がリニューアルオープンするというこ

とで、キリンビールさんも含めてなんですけど、企業と市と県と一体となって、清須近隣の方プ

ラス海外の方を誘発していただくような、これから施策だとか対策とはというのを考えていただ

きたいというふうに思います。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 よろしいですか。 

 他によろしいですか。 

 では、委員長ですが、私のほうから、今の清洲城で整備費の長寿命化の改修工事で本年度は実
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施設計、工事請負で遊歩道がありますが、長寿命化改修の主などういったところを長寿命化にさ

れていくのか教えてください。 

産業課長（石田 隆君） 

 清洲城の長寿命化の実施設計なんですが、当然、長寿命化の改修を行うという目的でやるわけ

なんですが、清洲城の耐用年数を向上させ、それから長もちをさせるという目的で、予防的な観

点から実施をするものでございます。 

 今年度、清洲城の長寿命化改修基本調査というものをやってございますので、それに基づいて

実施設計をするわけなんですが、改修の設計の項目につきましては、外壁等の外部修繕設計であ

るとか、建築非構造部材の修繕設計、あるいは設備の更新、それから場合によってはバリアフリ

ーの関係、それから省エネ対策の関係、それから既存不的確というのがあるかもわかりませんの

で、そういった対応を踏まえて実施設計のほうをしていきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 遊歩道は全部ですか。 

産業課長（石田 隆君） 

 済みません、申しわけございません。 

 遊歩道につきましては、擬木の手すりがございます。これはコンクリートのものですので、ち

ょっと劣化がしているということで、放置をしておくと危ないかなということもございますので、

その手すりを改修していくということでございます。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 承知しました。 

 あと、質疑ございませんか。 

 大塚委員。 

大塚 祥之委員 

 大塚です。 

 消費者生活対策費の中に２９年度から、こちらの１階なんですけど、消費者生活相談センター

ということで設立されまして、私、去年も相談件数のことをお伺いしたんですけど、２９年度に

比べまして、伸びだとか件数だとか、もし具体にわかれば教えてください。 
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福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 石田課長。 

産業課長（石田 隆君） 

 消費生活相談の件数なんですが、昨年度は２６件ということで、昨年度につきましては週に１

回ということでございましたので、２９年度からはセンター化になりまして、週４回ということ

になっておりますので、実際に相談回数がふえたということで、現在までに１０１件ということ

で、相談件数がふえるのがいいのかどうかは別として、件数自体は伸びているということでござ

います。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 大塚委員。 

大塚 祥之委員 

 今いろいろな振り込み詐欺だとか、いろんな形で防犯のことでもいろいろ変わってくるかと思

います。先ほど件数がふえるというのはそういうことにもつながっていくのでよくないかと思い

ますけど、せっかくここまで伸びたということで、県からそういう相談に答えている方でふえた

というふうにも私とれますんで、いろんな御相談があると思いますけど、引き続き、きちっとや

っていただくように要望させていただきます。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 それでは、ここで休憩に入りたいと思います。 

 １１時５分までということでお願いします。 

（ 時に午前１０時４９分 休憩 ） 

（ 時に午前１１時０５分 再開 ） 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 それでは、休憩を閉じさせていただきまして、委員会を再開いたします。 

 ７２、７３ページでございますが、質疑のある方、ございますか。 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 主要施策概要の１９８ページにあるんですけど、春日の五条川さくらまつりということで、商

工会で補助金を交付してやっていただいておると思いますが、清洲城の信長まつりのほうも商工
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会も参加されていると思うんですけど、この辺の記載の違いというのは、春日のさくらまつりに

ついては、市が商工会にこの事業を委託したというような考えでよろしいんですか。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 石田課長。 

産業課長（石田 隆君） 

 春日のほうのさくらまつりにつきましては、市のほうが商工会のほうに補助金を交付して実施

していただいているものでございます。 

 産業まつりについても、補助金のほうは交付してお祭りを開催させていただいておるんですが、

さくらまつりのほうは商工会に商工業振興の補助金を払ってるわけなんですが、それとは別に補

助金を交付してさくらまつりをやっていただいておる。 

 産業まつりのほうについては、市のほうから商工会の運営の補助金を払っとるんですが、その

中でやっていただいておるという違いはございます。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 そうすると、産業まつりのほうについては、商工会の中の考え方で同じ日に産業まつりを開い

ておるということで、商工会の意向があれば、意向が変われば、その形態が変わるということで

よろしいですか。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 石田課長。 

産業課長（石田 隆君） 

 できましたら、市のほうで信長まつりというものをやっておりますので、そこと連携して産業

まつりというのをやっていただいておるというふうに思っておりますので、そうすることで相乗

効果が高まるということで、別の日というか、その日にお願いできればというふうに思っており

ます。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 よろしいですか。 

 他に質疑ございますか。 

 では、私のほうから１点、お願いします。 
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 ７３ページでございます。 

 商工業振興費のところで、説明の段の上から大きなくくりの２つ目でございますが、商工業振

興資金融資信用保証料助成金ということで６００万円ほど計上してございます。これは２９年度

も同じ金額ですが、まだ２９年度１２月補正でたしか７００万円増の補正をされたと思うんです

が、この金額でよろしいんでしょうか。 

産業課長（石田 隆君） 

 予算額につきましては、委員御指摘のとおり、本年度補正をして対応させていただいている状

況でございます。 

 周りの状況を見ますと、清須市は今年度につきまして、確かに融資件数が多いということで助

成額の増加につながっておるんですが、この傾向につきましては本市独特の傾向でございますの

で、それは一時的にふえとるという解釈をしております。ですから、来年度につきましては、今

年度同様、通常の予算額の中で対応できるというふうに思っております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 清須市独特の傾向とおっしゃったんですが、どういった独特の傾向ですか。 

産業課長（石田 隆君） 

 独特の傾向というのは、清須市に限ってですね、保証料助成の増加が見られるということで、

その原因というのはいろいろあると思うんですが、１つは、今の融資の金利が１つ下がったとい

うのが大きな要因なんですが、これは清須市だけではなくてほかもそうなんですが、原因は定か

でないんで、清須市にそういう傾向が見られるということでございます。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 岸本ですけども、よくわからないんですけども、要は、３０年度は６００万円以内でおさまる

よと。これは課長がおっしゃったように、以内でとおっしゃったんですが、再度確認しますが、

補正増はないですね。 

産業課長（石田 隆君） 

 それはわかりません。 

 何件出てくるかということについては、これは誰もわからないわけですので、補正ということ

があり得るかもわかりません。 

 ただ、本課としましては、中小業の振興というのはしていかないかんという、これが根幹でご
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ざいますので、何かあった場合につきましては補正対応等でお願いしたいなというふうに考えて

おります。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 くどいようですけども、昨年も６００万円の予算で２９年度ありまして、７００万円を倍以上

増したんですよ、補正増。それが６００万円以内でいいよ。ただし、聞いたら、それはわからな

い。何でそのときに、何が理由ですかといったら、金利が下がったっておっしゃいました。２８

年度は４０件、２９年度は７０件、倍までは行かないですがとおっしゃったんですね。今の説明

では私にはよく理解ができないんですが、鷲見部長。 

市民環境部長（鷲見 雅一君） 

 市民環境部長の鷲見でございます。 

 景気の動向、あるいは金利の状態によって商工業者の方は運転資金、設備資金を借り入れてお

られます。昨年、予算編成後に金利が下がったもんですから、そういう状況で借り入れをふやし

て事業展開を図っていこうと。新たに借り入れをふやして図っていこうという方がいたのは事実

です。 

 が、その後、新たに金利がさらに下がるということもなく、これで通年ベースに陥ったわけで、

それ以上借り入れをふやして事業展開へというふうには少し考えづらいと。一定量、皆さん借り

入れたので、多分、この状態で推移するんではないかということで一度落ちつくだろうと、この

ように考えております。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 では、６００万円で本年はいいですよと。その以内で行くでしょうと、そういうふうに再度確

認いたしますが、補正増はほとんどないよと、そういった確認でいいですか、今、御説明もいた

だいて。 

産業課長（石田 隆君） 

 傾向的にはそういう傾向で行くというふうに考えております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 わかりました。 
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 他に質疑ございますか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 ないようでしたら、以上で質疑を終わります。 

 それでは、次に、議案第２号 平成３０年度清須市国民健康保険特別会計予算案について、歳

入歳出続けて説明をお願いいたします。 

 浅野課長。 

保険年金課長（浅野 英樹君） 

 保険年金課長の浅野です。よろしくお願いいたします。 

 国民健康保険特別会計について説明させていただきます。 

 １１８ページ、１１９ページをお願いします。 

 第１款国民健康保険税、１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税、本年度予算

額１２億９千４４８万９千円。 

 １節現年度課税分と２節滞納繰越分でございます。 

 ２目退職被保険者等国民健康保険税、本年度予算額１千５７９万５千円。 

 １節現年課税分と２節滞納繰越分でございます。 

 第２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金、本年度予算額１千円。 

 １節過年度分で窓口計上でございます。国庫補助金は廃目でございます。 

 第３款療養給付費交付金、１項療養給付費交付金、１目療養給付費交付金、本年度予算額１千

円。 

 １節過年度分で窓口計上でございます。 

 １２０、１２１ページをお願いします。 

 第４款県支出金、１項県交付金、１目保険給付費等交付金、本年度予算額４１億８千８９９万

４千円。 

 １節普通交付金と２節特別交付金でございます。 

 ２目財政安定化基金交付金、本年度予算額１千円。 

 １節財政安定化基金交付金で、窓口計上でございます。県負担金及び県補助金は廃目でござい

ます。 

 第５款財産収入、１項財産運用収入、１目利息及び配当金、本年度予算額１千円。 
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 １節利子及び配当金で、窓口計上でございます。 

 第６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額６億８千７９６万３千

円。 

 １節職員給与等繰入金から５節その他繰入金まででございます。 

 はねていただきまして、１２２、１２３ページをお願いします。 

 第７款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、本年度予算額２千万円。 

 １節繰越金でございます。 

 第８款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、１目延滞金、本年度予算額２千円。 

 １節一般被保険者延滞金と２節退職者被保険者延滞金でございます。 

 ２項雑入、１目滞納処分費、２目一般被保険者第三者納付金、３目退職被保険者等第三者納付

金、４目一般被保険者返納金、５目退職被保険者等返納金、６目雑入、全目、本年度予算額１千

円で、窓口計上でございます。 

 前期高齢者交付金、共同事業交付金は廃目でございます。 

 以上で、歳入の説明を終わります。 

 続きまして、１２４ページ、１２５ページをお願いします。 

 歳出の説明をさせていただきます。 

 第１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、本年度予算額６千２６２万１千円。 

 ２節給料から１８節備品購入費まででございます。 

 ２目連合会負担金、本年度予算額６０万２千円。 

 １９節負担金、補助及び交付金でございます。 

 ２項徴収費、１目賦課徴収費、本年度予算額４３０万２千円。 

 １１節需用費から１３節委託料でございます。 

 ２目滞納処分費、本年度予算額２千円。 

 １１節需用費と１２節役務費でございます。 

 ３項運営協議会費、１目運営協議会費、本年度予算額２４万３千円。 

 １節報酬と１１節需用費でございます。 

 １２６、１２７ページをお願いします。 

 第２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費、本年度予算額３５億２千４

６０万５千円。 
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 １９節負担金、補助及び交付金でございます。 

 ２目退職被保険者等療養給付費、本年度予算額８千３６５万円。 

 １９節負担金、補助及び交付金でございます。 

 ３目一般被保険者療養費、本年度予算額６千５５８万１千円。 

 １９節負担金、補助及び交付金でございます。 

 ４目退職被保険者等療養費、本年度予算額１２４万４千円。 

 １９節負担金、補助及び交付金でございます。 

 ５節審査支払手数料、本年度予算額１千１３４万円。 

 １３節委託料でございます。 

 ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費、本年度予算額４億２千１２８万円５千円。 

 １９節負担金、補助及び交付金でございます。 

 ２目退職被保険者等高額療養費、本年度予算額１千６２３万８千円。 

 １９節負担金、補助及び交付金でございます。 

 ３目一般被保険者高額介護合算療養費、本年度予算額１千円。 

 １９節負担金、補助及び交付金で、窓口計上でございます。 

 ４目退職被保険者等高額介護合算療養費、本年度予算額１千円。 

 １９節負担金、補助及び交付金で、窓口計上でございます。 

 ３項移送費、１目一般被保険者移送費、本年度予算額１千円。 

 １９節負担金、補助及び交付金で、窓口計上でございます。 

 ２目退職被保険者等移送費、本年度予算額１千円。 

 １９節負担金、補助及び交付金で、窓口計上でございます。 

 １２８ページ、１２９ページをお願いします。 

 ４項出産育児諸費、１目出産育児一時金、本年度予算額３千７８０万円。 

 １９節負担金、補助及び交付金でございます。 

 ２目支払手数料、本年度予算額１万９千円。 

 １３節委託料でございます。 

 ５項葬祭諸費、１目葬祭費、本年度予算額４７５万円。 

 １９節負担金、補助及び交付金でございます。 

 ３款国民健康保険事業費納付金、１項医療給付費、１目一般被保険者医療給付費、本年度予算
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額１３億８９３万３千円。 

 １９節負担金、補助及び交付金でございます。 

 ２目退職被保険者医療給付費、本年度予算額４０３万５千円。 

 １９節負担金、補助及び交付金でございます。 

 ２項後期高齢者支援金、１目一般被保険者後期高齢者支援金、本年度予算額４億１千３４４万

５千円。 

 １９節負担金、補助及び交付金でございます。 

 ２目退職被保険者後期高齢者支援金、本年度予算額１４５万７千円。 

 １９節負担金、補助及び交付金でございます。 

 １３０、１３１ページをお願いします。 

 ３項介護納付金、１目介護納付金、本年度予算額１億５千６７万３千円。 

 １９節負担金、補助及び交付金でございます。 

 ４款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金、１目高額医療共同事業医療費拠出金、本年度予算

額１千円。 

 １９節負担金、補助及び交付金で、窓口計上でございます。 

 ２目保険財政共同安定化事業拠出金、本年度予算額１千円。 

 １９節負担金、補助及び交付金で、窓口計上でございます。 

 ５款財政安定化基金拠出金、１項財政安定化基金拠出金、１目財政安定化金拠出金、本年度予

算額１千円。 

 １９節負担金、補助及び交付金で、窓口計上でございます。 

 ６款保健事業費、１項特定健康診査等事業費、１目特定健康診査等事業費、本年度予算額５千

８４８万３千円。 

 １１節需用費から１３委託料まででございます。 

 ２項保健事業費、１目保健衛生普及費、本年度予算額１２０万５千円。 

 ８節報償費と１２節役務費でございます。 

 ２目疾病予防費、本年度予算額７５２万８千円。 

 ８節報償費から、はねていただきまして、１３２、１３３ページの１９節負担金、補助及び交

付金まででございます。 

 第７款基金積立金、１項基金積立金、１目財政調整基金積立金、本年度予算額１千円。 
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 ２５節積立金で、窓口計上でございます。 

 第８款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被保険者保険税還付金、本年度予算額

７００万円。 

 ２３節償還金、利子及び割引料でございます。 

 ２目退職被保険者等保険税還付金、本年度予算額１０万円。 

 ２３節償還金、利子及び割引料でございます。 

 ３目一般被保険者還付加算金、本年度予算額１０万円。 

 ２３節償還金、利子及び割引料でございます。 

 ４目退職被保険者等還付加算金、本年度予算額１千円。 

 ２３節償還金、利子及び割引料で、窓口計上でございます。 

 ５目償還金、本年度予算額２千円。 

 ２３節償還金、利子及び割引料でございます。 

 ２項繰出金、１目一般会計繰出金、本年度予算額１千円。 

 ２８節繰出金で、窓口計上でございます。 

 １３４、１３５ページをお願いします。 

 第９款予備費、１目予備費、１項予備費、本年度予算額２千万円。 

 ２９節予備費でございます。 

 後期高齢者支援金等、前期高齢者納付金等、老人保健拠出金、はねていただきまして、１３６、

１３７ページの介護納付金は廃目でございます。 

 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。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 ありがとうございます。 

 それでは、質疑に入ります。 

 質疑のある方、挙手をお願いいたします。 

 ございませんか。 

 このたび市から県へ移行することになりました。それで、この会計の流れがいま一度理解でき

ないんですが、歳入歳出、そのお金の流れですね、税はもちろん市で収納するんですが、県へ行

ったり、また戻ってきたりという、その辺はざっとでいいですが、ここの歳入歳出のところで御
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説明いただけますか。 

保険年金課長（浅野 英樹君） 

 保険年金課、浅野でございます。 

 ２９年度までにつきましては、市で特別会計を運営しました。これにつきましては、清須市が

お支払いする医療給付費に対して国からの前期高齢者交付金、その他の交付金を入れて、なおか

つ保険税を充てる。そこで歳入歳出のバランスをとりながら、法定の繰入金とかも入れながら歳

入歳出を合わせておりました。 

 ３０年度からにつきましては、財政運営の主体が県のほうへ移りますので、まず給付につきま

しては、清須市が支払う給付については全額県からいただく形になります。それと別に、県から

は事業納付金として、清須市はこれだけ払ってくださいねという形で請求が来ます。これにつき

まして、清須市が受けた公費を充てて、なおかつ残りの分については保険税で集めるという形に

なります。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 わかりました。 

 あと、よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 ないようでしたら、ここで質疑を打ち切ります。 

 それでは、議案第２号 平成３０年度清須市国民健康保険特別会計予算案について採決をいた

します。 

 原案に賛成の方の挙手を求めます。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 ありがとうございます。 

 全員賛成であります。 

 よって、議案第２号 平成３０年度清須市国民健康保険特別会計予算案については、原案のと

おり承認をされました。 

 それでは、次に、議案第５号 平成３０年度清須市後期高齢者医療特別会計予算案について、

歳入歳出続けて説明をお願いいたします。 
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保険年金課長（浅野 英樹君） 

 保険年金課長の浅野でございます。 

 後期高齢者医療特別会計予算案について説明させていただきます。 

 歳入から説明させていただきます。 

 ２０２、２０３ページをお願いします。 

 第１款後期高齢者医療保険料、１項後期高齢者医療保険料、１目特別徴収保険料、本年度予算

額３億５千６７２万３千円。 

 １節現年度分でございます。 

 ２目普通徴収保険料、本年度予算額３億７千１４４万２千円。 

 １節現年課税分と２節滞納繰越分でございます。 

 ２款国庫支出金、１項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、本年度予算額２３９万８千円。 

 １節総務管理費補助金でございます。 

 ３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額７億５１０万５千円。 

 １節事務費繰入金から３節療養給付費繰入金でございます。 

 第４款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、本年度予算額１千円。 

 第１節繰越金で、窓口計上でございます。 

 第５款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、１目延滞金、本年度予算額１千円。 

 第１節延滞金で、窓口計上でございます。 

 ２項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、本年度予算額１３４万７千円。 

 １節保険料還付金でございます。 

 ２目還付加算金、本年度予算額５万８千円。 

 １節還付加算金でございます。 

 はねていただきまして、２０４、２０５ページをお願いします。 

 ３項雑入、１目雑入、本年度予算額１千円。 

 １節雑入で、窓口計上でございます。 

 以上で、歳入の説明を終わります。 

 続きまして、歳出に入らせていただきます。 

 ２０６、２０７ページをお願いします。 

 第１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、本年度予算額９３１万円。 



－43－ 

 ４節共済費から１３節委託料でございます。 

 ２項徴収費、１目徴収費、本年度予算額８８２万７千円。 

 １１節需用費から１４節使用料及び賃借料でございます。 

 第２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項後期高齢者医療広域連合納付金、１目後期高齢者

医療広域連合納付金、本年度予算額１４億１千６５３万２千円。 

 １９節負担金、補助及び交付金でございます。 

 第３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、本年度予算額１４０万６千

円。 

 ２３節償還金、利子及び割引料でございます。 

 はねていただきまして、２０８、２０９ページをお願いします。 

 ２項繰出金、１目一般会計繰出金、本年度予算額１千円。 

 ２８節繰出金で、窓口計上でございます。 

 第４款予備費、第１項予備費、１目予備費、本年度予算額１００万円。 

 ２９節予備費でございます。 

 以上で説明を終わります。 

 御審議のほうをよろしくお願いいたします。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、質疑に入ります。 

 質疑のある方の挙手をお願いいたします。 

 ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 それでは、質疑もないようですので、採決に入ります。 

 議案第５号 平成３０年度清須市後期高齢者医療特別会計予算案について採決をいたします。 

 原案に賛成の方の挙手を求めます。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 ありがとうございます。 
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 全員賛成であります。 

 よって、議案第５号 平成３０年度清須市後期高齢者医療特別会計予算案につきましては、原

案のとおり承認をされました。 

 次に、議案第１０号 清須市国民健康保険条例の一部を改正する条例案の説明をお願いいたし

ます。 

 浅野課長。 

保険年金課長（浅野 英樹君） 

 保険年金課長の浅野でございます。 

 ３月議会提出案件の２３ページをお開きください。 

 議案第１０号 

 清須市国民健康保険条例の一部を改正する条例案 

 上記の議案を提出する。 

 平成３０年３月２日提出 

 清須市長 永田 純夫 

 提案理由を申し上げます。 

 この案を提出するのは、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を

改正する法律による国民健康保険法の一部改正に伴い、都道府県が財政運営の責任主体となるた

め、規定の整備をする必要があるからです。 

 次ページをごらんください。 

 改正の内容は、これまでは市町村単位で国民健康保険を運営していましたが、平成３０年度よ

り県が国民健康保険運営の中心的な役割を担い、主に財政運営の責任主体となり、市は被保険者

の資格管理、保険税の賦課徴収、保健事業の実施をすることにより被保険者にきめ細かい事業を

引き続き担うことになります。 

 第１条の改正は、県と市の事務を明確化するため、市が行う国民健康保険の次に「の事務を」

追加するものです。 

 第２条の改正は、都道府県に国民健康保険運営協議会が設置され、名称が愛知県国民健康保険

運営協議会となることから、市町村の運営協議会と区別するため、清須市国民健康保険運営協議

会に改めるものでございます。 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行でございます。 
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 以上で終わります。 

 審議のほどよろしくお願いいたします。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 それでは、質疑に入ります。 

 質疑のある方の挙手をお願いいたします。 

 ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 それでは、質疑もないようですので、質疑を打ち切ります。 

 それでは、議案第１０号 清須市国民健康保険条例の一部を改正する条例案について採決をい

たします。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 ありがとうございます。 

 全員賛成であります。 

 よって、議案第１０号 清須市国民健康保険条例の一部を改正する条例案については、原案の

とおり承認をされました。 

 次に、議案第１１号 清須市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案の説明をお願いいた

します。 

保険年金課長（浅野 英樹君） 

 ２５ページをお開きください。 

 議案第１１号 

 清須市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案 

 上記の議案を提出する。 

 平成３０年３月２日提出 

 清須市長 永田 純夫 

 提案の理由を申し上げます。 

 この案を提出するのは、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を
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改正する法律による国民健康保険法の一部改正に伴い、国民健康保険制度に係る規定を整備する

とともに、国民健康保険運営協議会の答申に基づき、将来にわたって安定した国民健康保険の運

営を持続していくため税率を改定する必要があるからです。 

 次ページをごらんください。 

 改正の内容は、平成３０年度から県広域化に伴い、市は県に事業納付金を納めることとなり、

市の賦課徴収する保険税につきましては事業納付金に充てるものとする規定でございます。 

 保険税率につきましては、国民健康保険運営協議会において、昨年１１月から慎重審議を重ね、

決算補填目的の一般会計からの繰入金の削減を目指し事業納付金を納めるため、県の示す標準税

率を目標に国の示す原則６年以内に段階的に是正するとし、第４回の答申に基づき税率改正を行

うもので、所得割、均等割、平等割は、現行の税率と標準税率の６分の１を引き上げ、資産割に

つきましては、現行税率から６分の１を引き下げるものでございます。 

 税率につきましては、医療給付費分の税率のうち所得割を５．２８％、資産割を２２．５％、

均等割を１万７千８００円、平等割を１万８千２００円に改めるものでございます。 

 後期高齢者支援分の税率のうち所得割を１．３１％、資産割を８．３３％、均等割を６千６０

０円、平等割を６千２００円に改めるものでございます。 

 介護納付金の税率のうち所得割を１．２５％、資産割を４．４１％、均等割を７千円に改める

ものでございます。 

 第２３条の規定は、７割、５割、２割の軽減世帯の均等割、平等割を納税者の方が不利益とな

らないよう軽減額を引き上げるものでございます。 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行するでございます。 

 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。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 ありがとうございます。 

 それでは、質疑に入ります。 

 質疑のある方の挙手をお願いいたします。 

 岸本ですけども、今回、国保税が先ほどありましたように、市から県へ移行することで改定を

され、国保税がこれまでよりも上がったということでございますが、原則６年をめどに是正をし

ていくということなんですね。これまで一般会計から入れてたものということですが、国保とい
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いますと高齢者が多くて、それと、しかも年金生活の方が多い。しかも医療費はたくさん使うと

いう、こういった傾向といいますか、国保の今の改定といいますか、そうなんですが、こうした

中で、入が少なく出が多いという考え方なんですが、これまで改定に向けてどのような検討がさ

れてきたのか、簡単でもいいですが、お答えいただきたいと思います。 

市民環境部長（鷲見 雅一君） 

 本市の運営協議会の記録と、それが今回、国がいろいろと財政的なてこ入れをしておりますの

で、それを御紹介させていただきます。 

 協会健保などの他の保険者は、実は６５歳以上の加入率により、財政的にはそちらのほうが恵

まれています。国保のは高齢者が多いので高い。こういった医療費の負担の不均衡を是正するた

めに、実は今までも前期高齢者納付金という形で協会健保などから６５歳以上の加入率が高い国

保のほうへお金が支払われております。８億円、９億円と、そういう金額です。それは全国的に

全ての自治体でやってた恩恵を受けていたわけで、国を挙げて国保の財政の健全化に努めていま

した。 

 また、今回、国はこの制度改正によって、国民健康保険に総額３千４００億円の公費を投じて

保険税の抑制、あるいは国保財政の運営の適正化に努めております。 

 低所得者対策としては、先ほど課長が説明しましたが、所得によって７割、５割、２割の軽減

を行っておりまして、その軽減分は国が５割、県が２５％、市町村が２５％と、それぞれ低所得

者対策を行ってまいりました。 

 今回の改正に至ったわけですが、基本的に社会保障というものは財源なくしてはできません。

国民運営協議会は４回開催されました。その中の意見として、国民皆保険の最後の砦として国保

は維持していただきたい。それから、財政がきつくなったのであれば税率改正はやむを得ないが、

急激な負担増とならないような改正にしていただきたい。さらに、医療費を抑制するためには保

健事業をこれまで以上に頑張っていただきたいと、こういった議論が４回にわたってされて、そ

の答申を受けて税率改正をするものでありますので、御理解を賜りたいと思います。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 わかりました。 

 国民皆保険ということと、今、言われた税率の改正はやむを得ないと。 

 あとは、医療費の抑制という。 
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 確かに、年齢を重ねれば重ねるほど医療費のほうの出が多くなります。今後、医療費の今日の

所管ではないんですが、医療費の抑制といいますか、こうしたことも本当に大事かなと思うんで

すが、要は、これから当然、国民皆保険であるし、制度も移行して、きちっとしたこれが守られ

ていくために、そうした税率改正もやむを得ないというか、それはしかも４回の協議会を経てき

て、その答申といいますか、このとおりに従ってやったよと、こういったことで、もう一度確認

ですが、よろしいでしょうか。 

市民環境部長（鷲見 雅一君） 

 先ほど申し上げましたように、委員の皆さんがそれぞれの御立場で医療抑制についても、今ま

では保健事業ということでくくっておりましたが、今回に至っては特にその中でも歯科健診、こ

れは健康のもとになっているデータまで挙げて議論をしてまいりました。さらに影響力について

も所得階層別に月々幾ら上がる、これなら許容の範囲ではないかと、こういう議論もやってまい

りましたので、そういう答申を踏まえてやっておりますので、御理解を賜りたいと思います。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 ありがとうございます。 

 他にございませんか。 

 それでは、済みません、もう１点ですが、さきの本会議でもございましたが、未就学児の調整

をということで、減額が廃止されるということがありました。本市においてはたしか１千４５０

万円の影響と言われたんですけども、こうしたことの全体的な国が減額措置をしたよという、減

額を廃止したよということですが、我が公明党におきましてもこれは早くから国に働きかけて、

早く減額の措置を廃止してということをずっと自治体の職員とか、そういうことも聞きながら、

政府に働きかけてきた結果、３０年度からということで、国においては５６億円分確保できたと、

このように聞いております。 

 そうした中で、こうした影響ですね、全国でもいいですが、これを本市としてはどのように考

えてみえるのかお尋ねをいたします。 

市民環境部長（鷲見 雅一君） 

 まず、先ほど数字は１千２５０万円、本市の影響は、これはさっきの本会議で御答弁申し上げ

たとおりですが、国の医療給付費負担金、支出金の減額が廃止されるということは、例年よりも

国の補助金がふえることを意味します。それは国保の会計にとってどういう影響を与えるかとい

うことになりますと、今、医療費に対して国がおおよそ半分持ちましょう。いろんな形で半分持
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ちましょうと。あと残りは被保険者の方に御負担願いましょうというところで、ある部分、国の

補助金が少なかったわけですが、それがずっと入ってきますと、結果的に納税者の方の負担がも

とに戻る。通常に戻って軽くなるということを意味します。それが最終的にどこにひっかかって

くるかというと、そのことによって必要以上に税率を上げなくて済む、そういう形に戻ってまい

ります。 

 そうした意味で、今回のこの制度の趣旨をよく踏まえて、本会議では医療費助成の拡充を中止

するものではないと、確かにそうですが、その一方で、高止まりしていた負担税率を持っている

ところは、今回の制度の適用しますと、まさしく財源が上がっていますが、一方、低いところに

ついては、逆に税率の上げ幅が小さくなったと、こういう影響を持っていますので、こうした制

度を踏まえて国保についても適切に運営してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 ありがとうございます。 

 それでは、今の件はそれぞれの自治体で考えてやっていけばいいという、それぞれの自治体で

その使い道とか影響の金額は考えていけばいいということでよろしいでしょうか。 

市民環境部長（鷲見 雅一君） 

 税率そのもの、あるいは医療費の状況が自治体によって全然違いますので、自分のまちのこと

の状況を踏まえ上で制度を運用していくと、こういうことでございます。 

 福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 ありがとうございました。 

 ほかにないようですので、では、以上で質疑を終わります。 

 それでは、採決に移ります。 

 議案第１１号 清須市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案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 ＞ 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 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１１号 清須市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案については、原案
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のとおり承認をされました。 

 次に、議案第１２号 清須市後期高齢者医療に関する条例等の一部を改正する条例案の説明を

お願いいたします。 

保険年金課長（浅野 英樹君） 

 保険年金課長の浅野でございます。 

 ２９ページをお開きください。 

 議案第１２号 

 清須市後期高齢者医療に関する条例等の一部を改正する条例案 

 上記の議案を提出する。 

 平成３０年３月２日提出 

 清須市長 永田 純夫 

 提案理由を申し上げます。 

 この案を提出するのは、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を

改正する法律により、後期高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、国民健康保険法

による住所地特例の適用を受けているものが後期高齢者医療に加入した場合、住所地特例につい

て規定を整備する必要があるからです。 

 次のページをごらんください。 

 改正内容は、高齢者の医療の確保に関する法律の改正により、従前に国民健康保険において県

外の入院や施設の入所などで住所地特例の適用を受けている者が後期高齢者に加入した場合、従

前の市町村において継続して適用を受けることとなるものでございます。 

 第２条の改正規定は、福祉医療である母子父子家庭医療、障害者医療、精神障害者医療におい

ても同様に住所地特例の適用が継続するため、規定の整備をするものでございます。 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行でございます。 

 以上であります。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 ありがとうございます。 

 それでは、質疑に入ります。 

 質疑のある方の挙手をお願いします。 



－51－ 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 質疑もないようですので、採決に入ります。 

 議案第１２号 清須市後期高齢者医療に関する条例等の一部を改正する条例案について採決い

たします。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 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１２号 清須市後期高齢者医療に関する条例等の一部を改正する条例案につい

ては、原案のとおり承認をされました。 

 次に、議案第２４号 平成２９年度清須市一般会計補正予算（第６号）案所管分について、歳

入歳出続けて説明をお願いいたします。 

 石田課長。 

産業課長（石田 隆君） 

 産業課長の石田でございます。 

 平成２９年度一般会計補正予算市民環境部の所管分につきまして、私のほうから一括で朗読説

明させていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

 それでは、平成２９年度一般会計補正予算書の１２ページ、１３ページをお願いいたします。 

 歳入の部でございます。 

 １４款県支出金、２項県補助金、４目農林水産業費県補助金、１節農業費補助金のうち説明欄

の１行目、農業委員会交付金５４万４千円の増額でございます。 

 ５目商工費県補助金、補正額１００万円の増、１節商工費補助金でございます。 

 １６ページ、１７ページをお開きください。 

 １９款諸収入、５項雑入、２目雑入、５節衛生費雑入のうち説明欄の２行目、クリーンパーク

新川し渣焼却費負担金５６万円の減額でございます。 

 続きまして、歳出の説明をさせていただきます。 



－52－ 

 ２６ページ、２７ページをお開きください。 

 ４款衛生費、２項清掃費、２目塵芥処理費、補正額１千１２万円の減、１３節委託料で、ごみ

収集処理費でございます。 

 １枚はねていただきまして、２８ページ、２９ページをお開きください。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費につきましては財源組み換えで、県支出金

５４万４千円を農業委員会委員報酬へ充当するものでございます。 

 ２目農業総務費、補正額１０万円の減、１９節負担金、補助及び交付金で、みどりの少年団活

動費補助金でございます。 

 ７款商工費、１項商工費、２目商工業振興費につきましては財源組み換えで、県支出金１００

万円を商工業振興事業補助金へ充当するものでございます。 

 ３目観光費、補正額２６３万２千円の減、１１節需用費から１５節工事請負費までで、清洲ふ

るさとのやかた費でございます。 

 平成２９年度一般会計補正予算案市民環境部の所管分につきまして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。 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、質疑に入ります。 

 質疑ある方の挙手をお願いいたします。 

 ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（岸本 洋美君） 

 それでは、これで質疑を切ります。 

 以上で、福祉委員会に付託されました市民環境部所管の審議は終了いたしました。 

 明日１４日午前９時３０分から健康福祉部所管について御審議をいただきますので、よろしく

お願いいたします。 

 これをもちまして本日は散会といたします。 

 ありがとうございました。 

（ 時に午前１１時５４分 散会 ） 
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  平成３０年３月１３日 

 

 

           福祉委員会委員長   岸  本  洋  美 

 

 


