
 

 

 

 

摂 津 市 議 会 

 

総務常任委員会記録 
 

 

 

平成２８年１１月１５日 

 

 

 

 

 

 

摂 津 市 議 会 
 



 

 

目       次 

 

総務常任委員会 

１１月１５日 

 

 会議日時、場所、出席委員、説明のため出席した者、出席した議会事務局 

 職員、審査案件--------------------------------------------------------------1 

開会の宣告------------------------------------------------------------------3 

 市長挨拶 

 委員会記録署名委員の指名----------------------------------------------------3 

 認定第１号所管分の審査------------------------------------------------------3 

  補足説明（総務部長、市長公室長、消防長、選挙管理委員会・監査委員・ 

公平・固定資産評価審査委員会事務局長） 

質疑（中川嘉彦委員、村上英明委員、野口博委員） 

 散会の宣告-----------------------------------------------------------------66

 

 



- 1 - 

 

総 務 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  平成２８年１１月１５日（火）午前９時５８分 開会 

  平成２８年１１月１５日（火）午後５時 ３分 散会   

１．場所 

  ３０１会議室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 三好義治 副委員長 福住礼子 委  員 野口 博 

  委  員 村上英明 委  員 中川嘉彦 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森山一正  副市長 奥村良夫 

市長公室長 乾 富治  同室次長兼人事課長 大橋徹之   

同室参事兼秘書課長 門川好博 

広報課長 荒井陽子  政策推進課長 川西浩司  同課参事 上田和生 

人権女性政策課長 船寺順治  

総務部長 杉本正彦   同部次長兼市民税課長 豊田拓夫 

総務課長 松方和彦  防災管財課長 古賀順也  財政課長 石原幸一郎   

情報政策課長 槙納 縁  固定資産税課長 中西利之  納税課長 岩見賢一郎 

工事検査室長 松波利彦  会計管理者兼会計室長 牛渡長子   

選挙管理委員会・監査委員・公平・固定資産評価審査委員会事務局長 井口久和 

同局次長 山下 聡 

消防長 樋上繁昭  消防本部次長兼消防署長 明原 修 

同部参事兼総務課長 橋本雅昭  予防課長 松田俊也   

警防第１課長 幸田英基  同課参事 大坪孝志 

警防第２課長 納家浩二  同課参事 林 州次 

警備課長代理 小西智文 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 藤井智哉 同局総括主査 田村信也 
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１．審査案件 

  認定第１号 平成２７年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分 

  認定第４号 平成２７年度摂津市財産区財産特別会計歳入歳出決算認定の件 
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（午前９時５８分 開会） 

○三好義治委員長 ただいまから、総務常

任委員会を開会します。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。 

 本日は、お忙しいところ、総務常任委員

会を開催いただきまして、大変ありがとう

ございます。 

 最初に、さきの役員改選で正副委員長お

かれましては、ご就任おめでとうございま

す。１年間またいろいろとお世話になりま

すが、どうぞよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 本日は、平成２７年度決算についてご審

査をいただきますけれども、何とぞ慎重審

査の上、ご認定いただきますようよろしく

お願いいたします。 

 一旦退席させていただきます。 

○三好義治委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、野口委員

を指名します。 

 審査の順序につきましては、まず最初に

認定第１号所管分の審査を行い、次に認定

第４号の審査を行うことに、異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 異議なしと認め、その

ように決定します。 

 暫時休憩します。 

（午前 ９時５９分 休憩） 

（午前１０時    再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 認定第１号所管分の審査を行います。補

足説明を求めます。 

 杉本総務部長。 

○杉本総務部長 おはようございます。 

 認定第１号平成２７年度摂津市一般会

計歳入歳出決算のうち、総務部等にかかわ

る部分につきまして、目を追って、主なも

のについて補足説明をさせていただきま

す。 

 まず歳入ですが、２６ページ、款１市税、

項１市民税、目１個人は、前年度に比べ３．

５％、１億４，４７１万２，８０２円の増

額となっています。 

 目２法人は、前年度に比べ６．６％、１

億４，２９３万９，３９１円の増額となっ

ています。 

 項２固定資産税、目１固定資産税は、前

年度に比べ０．９％、８，０４５万４，２

６５円の減額となっています。 

 項３軽自動車税、目１軽自動車税は、前

年度に比べ３.０％、２６０万５，３０１

円の増額となっています。 

 項４市たばこ税、目１市たばこ税は、前

年度に比べ３．６％、２，７５５万４，６

７０円の増額となっています。 

 項５都市計画税、目１都市計画税は、前

年度に比べ０．２％、３７９万１，９８０

円の減額となっています。 

 款２地方譲与税、項１地方揮発油譲与税、

目１地方揮発油譲与税は、前年度に比べ６．

３％、２７０万６，００１円の増額となっ

ています。 

 項２自動車重量譲与税、目１自動車重量

譲与税は、前年度に比べ４．１％、４１５

万５，０００円の増額となっています。 

 ２８ページ、款３利子割交付金、項１利

子割交付金、目１利子割交付金は、前年度

に比べ１６％、６９７万円の減額となって

います。 

 款４配当割交付金、項１配当割交付金、

目１配当割交付金は、前年度に比べ２６．

９％、３，１５８万１，０００円の減額と

なっています。 
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 款５株式等譲渡所得割交付金、項１株式

等譲渡所得割交付金、目１株式等譲渡所得

割交付金は、前年度に比べ５２．４％、３，

２４０万３，０００円の増額となっていま

す。 

 款６地方消費税交付金、項１地方消費税

交付金、目１地方消費税交付金は、前年度

に比べ６１．７％、７億１１３万９，００

０円の増額となっています。 

 款７ゴルフ場利用税交付金、項１ゴルフ

場利用税交付金、目１ゴルフ場利用税交付

金は、前年度に比べ２．５％、４万８４５

円の増額となっています。 

 款８自動車取得税交付金、項１自動車取

得税交付金、目１自動車取得税交付金は、

前年度に比べ５５．３％、１，９５３万１，

０００円増額となっています。 

 款９地方特例交付金、項１地方特例交付

金、目１地方特例交付金は、前年度に比べ

４．５％、３４２万６，０００円の減額と

なっています。 

 款１０地方交付税、項１地方交付税、目

１地方交付税は、前年度に比べ２０．９％、

１億５８３万５，０００円の増額となって

います。これは、２億２，０３２万６，０

００円の特別交付税に加え、３億９，２６

５万６，０００円の普通交付税の交付を受

けたためです。 

 款１１交通安全対策特別交付金、項１交

通安全対策特別交付金、目１交通安全対策

特別交付金は、前年度に比べ１０．４％、

１３５万３，０００円の増額となっていま

す。 

 ３０ページ、款１３使用料及び手数料、

項１使用料、目１総務使用料は、庁舎施設

等使用料です。 

 ３２ページ、目５土木使用料は、市営住

宅使用料及び市営住宅用地使用料です。 

 ３４ページ、項２手数料、目１総務手数

料は、税務諸証明手数料及び税務督促手数

料です。 

 ３６ページ、目４土木手数料は、公共用

地境界明示手数料及び自動車保管場所使

用承諾証明手数料です。 

 ３８ページ、款１４国庫支出金、項２国

庫補助金、目１総務費国庫補助金は、番号

制度システム整備補助金及び地域住民生

活等緊急支援交付金です。 

 ４０ページ、目４土木費国庫補助金は、

社会資本整備総合交付金です。 

 ４２ページ、項３委託金、目１総務費委

託金は、基幹統計調査委託金及び統計調査

員確保対策事業委託金です。 

 ４４ページ、款１５府支出金、項２府補

助金、目１総務費府補助金は、大阪府市町

村振興補助金です。 

 ５０ページ、項３委託金、目１総務費委

託金は、府税徴収事務委託金です。 

 款１６財産収入、項１財産運用収入、目

１財産貸付収入は、土地貸付収入です。 

 目２利子及び配当金は、各種基金利子収

入です。 

 ５２ページ、項２財産売払収入、目１不

動産売払収入は、土地売払収入です。 

 款１７寄附金、項１寄附金、目１寄附金

は、一般寄附金です 

 款１８繰入金、項１特別会計繰入金、目

１財産区財産特別会計繰入金は、市場池・

小池跡地の貸付収入の一部を一般会計に

繰り入れしています。 

 款１９諸収入、項１延滞金、加算金及び

過料、目１延滞金は、市税延滞金です。 

 ５４ページ、項２市預金利子、目１市預

金利子は、歳計現金に係る預金利子です。 

 項３貸付金元利収入、目３家屋被害復旧

資金貸付金元金収入は、家屋被害復旧資金
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貸付金償還金です。 

 項４雑入、目１滞納処分費は、公売に伴

う処分費です 

 目２雑入の主なものは、市町村振興協会

交付金や水道事業会計からの収入などで

す。 

 次に、６４ページ、款２０市債、項１市

債、目１総務費は、コミュニティセンター

事業債、目２民生債は文化ホールリニュー

アル事業債、目３消防債は、消防通信指令

室等改修事業債及び消防防災施設共同整

備事業債、目４教育債は、小学校耐震補強

等事業債及び中学校耐震補強等事業債、目

５臨時財政対策債は、普通交付税で基準財

政需要額に算入されたもの及び借換債、目

６土木債は、吹田操車場跡地まちづくり事

業債です。 

 款２１繰越金、項１繰越金、目１繰越金

は４億９，８３２万１，１１７円であり、

その内訳は繰越事業充当財源が２億１，０

４９万１，０００円、平成２６年度決算余

剰金が２億８，７８３万１１７円となって

います。 

 続いて、歳出ですが、７０ページからの

款２総務費、項１総務管理費、目１一般管

理費の主なものは、節７賃金は工事検査指

導嘱託員賃金です。 

 ７２ページ、節８報償費は、総務課の報

償金です。 

 節１１需用費のうち消耗品費の総務課

分は印刷用紙などです。 

 ７４ページ、節１２役務費のうち手数料

の情報政策課分はＯＡ機器の廃棄手数料

です。 

 節１３委託料は、市例規集委託料などを、

節１４使用料及び賃借料は、パソコン等借

上料などを執行しています。 

 ７６ページ、節１８備品購入費、情報政

策課分は、ＯＡ機器管理事業に係る庁用器

具費です。 

 節２８繰出金は、財政課の児童手当に係

る水道事業会計への繰出金です。 

 ７８ページ、目２文書広報費の主なもの

は、節１２役務費で、市全体の郵送料など

です。 

 目３会計管理費は、会計室の出納事務に

係る経費です。 

 目４財産管理費は、庁舎や市有財産など

の維持管理経費を執行しています。 

 ８２ページ、目９電子計算費は、住民情

報システムなどに係る経費を執行してい

ます。 

 ９０ページ、目１７財政調整基金費、目

１８公共施設整備基金費、目１９減債基金

費及び目２０土地開発基金費の各基金費

は、剰余金、利子等をそれぞれの基金に積

み立てたものです。 

 項２徴税費は、目１税務総務費から９２

ページ、目２賦課徴収費で、税務事務に係

る経費を執行しています。 

 １００ページ、項５統計調査費は、目１

統計調査総務費から目２基幹統計調査費

で、統計に係る一般事務経費や各種統計調

査などの統計法に基づき実施した基幹統

計調査に係る経費を執行しています。 

 次に、１６２ページ、款７土木費、項５

住宅費、目１住宅管理費では、市営住宅管

理運営経費を執行しています。 

 次に、１７０ページ、款８消防費、項１

消防費、目４災害対策費では、防災対策に

係る経費を執行しています。 

 次に、２０６ページ、款１０公債費、項

１公債費、目１元金は、前年度に比べ９億

９，８３７万９，５６７円の減額となって

います。 

 次に、２０８ページ、目２利子では、前
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年度に比べ６，６８４万８，９７４円の減

額となっています。 

 款１２予備費、項１予備費、目１予備費

は、４０６万６，２９０円を充当していま

す。その内容は、款３民生費、項１社会福

祉費、目１社会福祉総務費で、弁護士費用

等の訴訟委託料に２２万２，７５３円、款

４衛生費、項１保健衛生費、目１保健衛生

総務費で、弁護士費用等の訴訟委託料に３

４３万８４０６円。 

 款７土木費、項２道路橋りょう費、目１

道路橋りょう総務費で、道路管理瑕疵によ

る損害賠償金に５万８、５９０円。 

 款８消防費、項１消防費、目４災害対策

費で、防災活動の増加による時間外勤務手

当に３４万６，５４１円を充当しています。 

 以上、総務部等の所管いたします決算内

容の補足説明とさせていただきます。 

○三好義治委員長 乾市長公室長。 

○乾市長公室長 平成２７年度摂津市一

般会計歳入歳出決算のうち、市長公室に係

る部分につきまして、目を追って、主なも

のについて、補足説明をさせていただきま

す。 

 まず、歳入でございますが、一般会計歳

入歳出決算書３８ページ、款１４国庫支出

金、項２国庫補助金、目２民生費国庫補助

金、社会福祉費補助金のうち、生活困窮者

自立支援事業補助金を除いたものは平成

２６年４月からの消費税率の引き上げに

伴い、低所得者や子育て世帯への配慮とし

て実施された臨時福祉給付金及び子育て

世帯臨時特例給付金の事務執行経費と給

付金相当額に係る補助金でございます。 

 ４４ページ、款１５府支出金、項２府補

助金、目１総務費府補助金、総合相談事業

交付金のうち１９万８，０００円は、人権

相談事業等に係る補助金でございます。 

 同じく４８ページ、項３委託金、目１総

務費委託金、人権啓発活動委託金は、人権

啓発活動事業全般に係る事業委託金でご

ざいます。 

 次に、５４ページ、款１９諸収入、項４

雑入、目２雑入、雑収入の主なものとして

人事課分の退職手当水道事業会計負担金

は、退職手当の支給に当たり水道事業会計

に属したことのある職員についてはその

在職期間分を勤続年数で案分し、水道事業

会計の負担としたものでございます。 

 派遣職員給与等負担金は、岩手県釜石市、

大阪府後期高齢者医療広域連合及び大阪

府市町村振興協会への派遣職員に係る給

与等負担金でございます。 

 臨時非常勤職員等雇用保険個人掛金は、

事務処理上、市が一括して保険料を支払う

ことに伴い、対象者から個別に徴収しまし

た掛金を収入したものでございます。 

 労働者災害保険負担金還付金は、非常

勤・臨時職員に係る労働者災害保険負担金

の平成２６年度の確定金額と平成２７年

度の概算払額との差額で還付が発生した

ことによる収入でございます。 

 広報課分として、広報紙広告掲載料、ホ

ームページ広告掲載料は、市広報紙及びホ

ームページに公告を掲載いたしました収

入でございます。 

 次に、歳出でございますが、一般会計全

体に係ります人件費関係の決算につきま

しては、決算概要２４ページの給与費決算

額調書に記載いたしております。平成２７

年度に支出しました給与費の総額は５３

億４，６０７万１０２円で、前年度に比べ

０．０５％２７４万７，８９６円の増額と

なっております。給与費の内訳といたしま

しては、報酬で３億３，１４１万２，５３

８円、給料で２１億８，０１９万６，６７
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４円、職員手当等で１９億７，８４３万６，

５０２円、共済費で８億５，６０２万４，

３８８円の執行となっております。そのう

ち報酬では、前年度に比べ１０．８％、３，

２３１万５，４１２円の増加となっており、

これは国勢調査の実施に伴う調査員等の

報酬が増額になったことが主な要因でご

ざいます。給料では、前年度に比べ０．４％、

８４８万８，６２２円の減少となっており、

これは平成２７年人事院勧告による平均

０．１５％の給料表の改定を行った一方で、

高齢職員の定年退職による平均給料月額

の減少が主な要因でございます。なお、給

料表改定による影響額は３０５万９，３２

６円の増額でございます。職員手当等では

前年度に比べ２．３％、４，６２３万５，

２１７円の減少となっており、これは平成

２７年人事院勧告により勤勉手当の支給

月数が０．１月分増加した一方で、退職手

当が４億４，７８５万４，６６５円の執行

で、前年度に比べ１１．６％５，８７３万

９，５８４円の減少となったことが主な要

因でございます。 共済費では、前年度に

比べ３．０％、２，５１５万６，３２３円

の増額となっております。これは、平成２

３年度に見直しのありました地方議会議

員年金制度に係る地方公共団体の負担金

率の引き上げ並びに地方公務員年金制度

への標準報酬制導入が主な要因でござい

ます。 

 次に、人件費以外の主な内容を一般会計

歳入歳出決算書によりご説明申し上げま

す。 

 まず、決算書の７２ページ、款２総務費、

項１総務管理費、目１一般管理費、報酬、

報償費では、人事課分として職員研修の講

師費用を支出したものでございます。 

 同じく７２ページ、需用費及び７４ペー

ジ役務費につきましては、市長公室全般に

係ります業務執行上の必要経費を支出し

たものであり、いずれも必要性を十分精査

し、執行したところでございます。 

 同じく７４ページ、委託料につきまして

は、秘書課分として秘書派遣料を、人事課

分として職員採用試験、係長級及び課長代

理級昇任試験の試験問題作成等委託料、職

員の健康管理に係る職員健康診断委託料、

人材育成のために実施している階層別研

修委託料などを執行したものでございま

す。 

 ７６ページ、負担金、補助及び交付金の

主なものといたしましては、人事課に係り

ます職員厚生会補助金や職員自主研究グ

ループ補助金、職種別能力開発事業等に係

る各種職員研修負担金、秘書課に係ります

各市長会負担金でございます。なお、７０

ページから７６ページまでの目１一般管

理費に記載の繰越明許費は、チャレンジド

オフィスせっつの運営に係る各種経費で

ございます。 

 次に、７６ページ、目２文書広報費では、

広報課分の主なものとして、広報せっつの

発行及び配付等に係る経費のほか、ホーム

ページ保守管理経費などを執行したもの

でございます。 

 次に、８０ページから８２ページ、目５

企画費につきましては、政策推進課の事務

執行に係る経費で、その主なものといたし

まして第４次総合計画中間年度に際して

の評価・検証及び地方版総合戦略の策定に

係る総合計画中間評価業務委託料を執行

したものでございます。 

 次に、８４ページ、目１１女性政策費に

つきましては、男女共同参画計画推進のた

め市民に参画いただいております男女共

同参画推進審議会等に係る経費、男女共同
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参画社会を目指すための啓発誌の発行、市

民意識調査等に要した経費でございます。 

 同じく８４ページから８６ページ、目１

２男女共同参画センター費につきまして

は、摂津市立男女共同参画センター・ウィ

ズせっつにおける相談事業や講座開催、ウ

ィズせっつカレッジの開催等に係る経費

でございます。 

 次に、８８ページから９０ページ、目１

６諸費は、人権啓発等に係る経費でござい

ます。そのうち主なものといたしましては、

委託料で平和のつどい委託料、負担金、補

助及び交付金で摂津市人権協会補助金、大

阪府人権啓発・人材養成事業分担金などを

執行したものでございます。 

 次に、１１６ページ、款３民生費、項１

社会福祉費、目８臨時福祉給付金給付事業

費は、給付事務に従事する職員の人件費の

ほか、システム構築等委託料などの事務に

係る経費や給付金を執行したものでござ

います。 

 同じく１１６ページから１１８ページ、

目９子育て世帯臨時特例給付金給付事業

費は、臨時福祉給付金給付事業費と同様の

経費を執行したものでございます。 

 最後に、２２０ページ、（４）出資によ

る権利でございますが、公益財団法人大阪

人権博物館出捐金並びに一般財団法人ア

ジア太平洋人権情報センター出捐金につ

いては、各団体からの出捐金で構成される

基本財産の一部が取り崩されたため、本市

の権利につきましても当該出捐割合に応

じ、それぞれ９万７６７円、８万２，８１

３円の減少となったものでございます。 

 以上、市長公室の所管いたします決算内

容の補足説明とさせていただきます。 

○三好義治委員長 井口総合行政委員会

事務局長。 

○井口選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局長 それ

では、認定第１号平成２７年度摂津市一般

会計歳入歳出決算のうち、公平委員会、固

定資産評価審査委員会、選挙管理委員会及

び監査委員の事務局が所管いたします項

目につきまして、目を追って、補足説明を

させていただきます。 

 まず、歳入でございますが、３８ページ、

款１４国庫支出金、項２国庫補助金、目１

総務費国庫補助金の選挙人名簿システム

改修費補助金は、選挙権年齢引き下げに伴

う選挙人名簿システム改修費補助金でご

ざいます。 

 ４２ページ、項３委託金、目１総務費委

託金の選挙費委託金は、在外選挙人名簿登

録事務委託金でございます。 

 ５０ページ、款１５府支出金、項３委託

金、目１総務費委託金の選挙費委託金は、

府議会議員選挙費委託金及び府知事選挙

費委託金でございます。 

 次に、歳出でございます。 

 ８２ページ、款２総務費、項１総務管理

費、目７公平委員会費は、委員報酬及び事

務的な経費でございます。 

 同じく目８固定資産評価審査委員会費

は、委員報酬及び事務的な経費でございま

す。 

 ９６ページ、項４選挙費、目１選挙管理

委員会費は、委員報酬、職員の人件費、選

挙人名簿のシステム改修などに係る事務

的な経費でございます。 

 ９８ページ、目２府議会議員選挙費は、

平成２７年４月１２日執行の大阪府議会

議員選挙に係る管理執行経費でございま

す。主なものといたしましては、投票立会

人等の報酬、職員等の人件費、選挙システ

ム改造等委託料などでございます。 
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 １００ページ、目３府知事選挙費は、平

成２７年１１月２２日執行の大阪府知事

選挙に係る管理執行経費でございます。主

なものといたしましては、職員等の人件費、

通信運搬費、ポスター掲示場設営撤去委託

料などでございます。 

 最後に、１０２ページ、項６監査委員費、

目１監査委員費は、委員報酬、職員の人件

費、追録などにかかる事務的な経費でござ

います。 

 以上、決算内容の補足説明とさせていた

だきます。 

○三好義治委員長 樋上消防長。 

○樋上消防長 認定第１号平成２７年度

摂津市一般会計歳入歳出決算のうち消防

本部所管事項につきまして、目を追って、

主なものについて説明をさせていただき

ます。 

 まず、歳入でございますが、決算書３６

ページをごらんください。 

 款１３使用料及び手数料、項２手数料、

目５消防手数料は、危険物設置許可等及び

検査手数料、り災等の証明書発行に伴う手

数料、保安３法設置許可等及び検査手数料

でございます。 

 ４８ページ、款１５府支出金、項２府補

助金、目７消防費府補助金は、大阪航空消

防運営費補助金、消防団防災訓練資機材整

備事業補助金及び権限移譲交付金でござ

います。 

 ６０ページ、款１９諸収入、項４雑入、

目２雑入の消防団員退職報償費は、消防団

員の退職報償金、近畿道救急業務実施市町

村交付金は近畿自動車道の救急出動に係

る交付金、コミュニティ助成金はＣＰＲ訓

練人形購入等に係る助成金でございます。 

 次に、歳出でございますが、概要につき

ましては、決算概要１２２ページから１２

９ページにかけ記載しておりますので、あ

わせてご参照願います。 

 決算書１６４ページをごらんください。 

 款８消防費、項１消防費、目１常備消防

費、節７賃金は、事務嘱託員１名の賃金で

ございます。 

 節９旅費は、大阪府立消防学校等への職

員研修派遣に係る普通旅費等でございま

す。 

 節１１需用費は、消防活動上必要な物品

及び活動服、貸与被服の購入並びに消防車

両及び消防庁舎の修繕等維持管理経費で

ございます。 

 １６６ページ、節１２役務費は一般加入

回線、専用回線及び携帯電話等の通信運搬

費並びに消防活動用高圧ガスボンベの検

査手数料等でございます。 

 節１３委託料は、消防庁舎の清掃、消防

庁舎設備の保守管理委託、緊急情報システ

ム等保守管理委託、消防庁舎改修管理委託

及び職員特別健康診断委託等でございま

す。詳細につきましては、事務報告書の４

１５ページ、４１６ページ、４２８ページ

及び４３７ページに記載しておりますの

で、あわせてご参照願います。 

 次に、節１４使用料及び賃借料は、消防

庁舎の土地借り上げ及び仮眠用寝具借り

上げ等でございます。 

 １６８ページ、節１５工事請負費は、消

防庁舎改修工事に係る費用でございます。 

 節１８備品購入費は、庁用器具費といた

しまして、庁舎改修及び消防指令センター

整備に伴う備品購入に係る経費並びに消

防器具費といたしまして、空気呼吸器用高

圧空気ボンベ、ＮＢＣ災害に使用する除染

シャワー用給湯器等の購入に係る経費で

ございます。 

 節１９負担金、補助及び交付金は、消防
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ヘリコプター運営に係る負担金、消火栓新

設修理負担金、救急救命士の養成等を初め

職員の教育派遣に係る負担金、救急安心セ

ンター運営に係る負担金及び指令センタ

ー共同運用等整備負担金等でございます。 

 次に、目２非常備消防費、節１報酬は、

３４０名の消防団員報酬でございます。 

 節８報償費は、１０名の消防団員退職報

償金でございます。 

 節９旅費は、延べ１１０名分の火災等出

動旅費、訓練歳末非常警戒及び消防出初め

式等の出動に係る費用弁償でございます。 

 節１１需用費は、消防団員の貸与被服及

び消防団員活動用品の購入並びに分団配

備の消防ポンプ自動車７台、小型動力ポン

プ積載車２２台及び小型動力ポンプ２２

台の維持・保守等の経費でございます。 

 １７０ページ、節１８備品購入費は小型

動力ポンプ１台の更新に係る経費でござ

います。 

 節１９負担金、補助及び交付金は、消防

団屯所の補修等に対する消防施設整備費

補助金、大阪市町村消防財団負担金及び消

防団員等公務災害補償等共済基金負担金

等でございます。 

 以上、消防本部の所管いたします決算内

容の補足説明とさせていただきます。 

○三好義治委員長 説明が終わり質疑に

入ります。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員 １年ぶりに総務常任委

員会に戻ってこさせていただきました。ま

だまだ不勉強なところはありますけれど

も、皆さんとともに市民の生活向上、そし

て安心安全のために頑張っていきたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、質問をさせていただきます。 

 まず、平成２７年度一般会計決算概要に

よりますと、３億３，８８８万６，０００

円の実質収支黒字ということであります。

基本的には喜ぶべきところですが、経常収

支比率で考えるとまだ１００．４％と経常

的に入ってくるお金と出ていくお金、要す

るに家庭でいいますと、収入よりも出てい

くお金、家賃だとか食費が多いということ

は、借金をするか貯金を取り崩すしかない

と、そういう状況が今の摂津市の状況だと

思います。そういうことで、摂津市の場合

はまだまだ地方交付税や臨時財政対策債

がないとやっていけない状況だと思いま

すけれども、今回の決算をどのように認識

しているのか、まず教えていただければと

思います。 

 次に、決算書２７ページの市税収入では

個人市民税と法人市民税で２億３，３５３

万円の増加になっています。市税の当初の

予算は、平成２６年度で１７２億５，００

０万円、平成２７年度で１６９億６，００

０万円、比較すると減額でスタートしてい

ますが、このように増加することを予想し

ていなかったのかどうか。市民税がふえた

ということは市民がふえた、事業所がふえ

た、いろいろ要因がありますけれども、何

がどういうふうにふえたのか、それを教え

ていただければと思います。 

 不納欠損金ですが、前年度に比べて単純

に約８００万円ほど減っていますが、いま

だに３，０００万円台と大きな多額な数字

です。件数で見ると平成２６年度９９４人、

延べ数ですけど、２，８５１件、平成２７

年度７４４人で２，７７０件と減少してい

るのはわかりますが、きっちりと税を納め

ていただいている方々と、真面目に払って

いただいている方々との公正公平の観点

から考えるとすごく申しわけなく思いま

す。その対策だとか見解をお伺いしたいと
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思います。 

 次に、歳出決算額目的別構成比ですが、

総務費が今年度２６％と、平成２６年度１

０．７％、平成２５年度１２．７％と比べ

ても倍近くになっています。その理由を教

えていただければと思います。 

次に、市債ですが、平成２６年度と比較

して約５，０００万円程度しか減っていま

せん。小中学校の耐震補強の普通建設債が

倍ぐらいの９億４，８８０万円を発行して

いるのはわかります。そして、土地売り払

いによる財産収入が平成２７年度はあっ

たと思いますけれども、それと市債とのバ

ランス、考え方を教えていただきたいと思

います。もちろん市債の発行金額は償還金

額よりも大きくしないと減っていかない

のは誰でもわかると思います。今後の市債

の減らし方、それをどういうふうにお考え

なのか。また、健全化判断比率で今年度は

昨年度より１ポイント改善して５．３％と

なっています。早期健全化基準２５％に比

べればいい数字ですが、行革の目標数字を

ほぼクリアした中で今後どのように目標

設定をし、その市債を減らしていくのか、

その辺のお考えを教えていただきたいと

思います。 

 次に、職員数ですが、総数で平成２７年

度６７６人、前年度６７９人と、細かいで

すけど３人減っています。再任用等を除い

た職員数は６３１人から６２２人と９人

減っています。今後の職員のあり方、人件

費の捉え方について教えていただきたい

と思います。 

 次に、消防庁舎管理事業の庁舎改修工事

ですが、予算概要では１億６，３１０万９，

０００円で、決算が１億１，４６４万８，

１３７円となっております。ちょっとした

差異があると思いますけれども、予算と決

算の違いを、見込みの何がどうだったのか

教えていただきたいと思います。 

 次に、吹田市との指令業務の共同運用に

ついてですが、広域連携ということで、こ

れから茨木市等とごみの焼却場の連携と

かが検討される中で、こういう共同運用を

先に消防ではじめたわけですけれども、そ

れをもっと市民の方にＰＲしていく、その

ためにも広域連携のメリットが大きくク

ローズアップされなければいけないと思

いますので、そのメリットを教えていただ

ければと思います。 

 次に、これは主要事業のほうに入ってい

ると思いますけれども、消防庁舎管理事業

で救急車内の端末にタブレットを４台導

入するとありましたが、導入して効果がど

うだったのか。実績だとか使い勝手がよか

ったのか、今後のタブレットの導入予定な

どを教えていただければと思います。 

 次に、消防団活動管理事業ですが、３７

８万６，０００円、全消防団員に耐切創性

手袋や救命胴衣などを貸与するとなって

おります。震災や災害はいつ身近に起こる

かわかりません。そんな中で消防団員の役

割は日々増していると当然感じておりま

す。私も消防団員ですけれども、装備品の

中身とかそういうのを余りわかってなか

った。改めてこういうのがまだ配備されて

ないんだなということが今回よくわかり

ました。手袋とか救命胴衣、摂津市にも大

きな河川が流れていますが、もし氾濫した

場合の水難事故、そういう場合には救命胴

衣が当然必要になってくると思います。こ

ういう身近に最低限要るものが、まだ全員

に配備されてなかったのかなというのが

ちょっと驚きです。今後、最優先で取り組

んで用意しようと考えているものがあれ

ばどういうものなのか、どういうものから
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順に用意していこうとお考えなのか教え

ていただければと思います。 

 次に、指令・通信事業で備考にデジタル

無線共同整備とあり、予算額が５億５，６

８３万４，０００円で、決算額は４億６，

４９６万９，３５４円となっています。そ

の金額の差異について教えていただけれ

ばと思います。せっかく大金を投入してい

るのですから、デジタルになったからクリ

アに聞こえるようになったのか。そういう

ふうにお金を投じている分、市民にこうい

うふうに性能が向上したということを言

うべきだと思いますので、その辺のＰＲの

仕方などお考えを教えていただければと

思います。 

 これも同じ無線になるんですけれども、

私は何回か自主防災訓練に参加させてい

ただきましたが、始まる前に防災無線で災

害があるというような無線放送をされま

す。それが聞き取れなかったり、聞こえな

いと、本当に鳴ってたのかという声が多く

耳に入ってくることがあります。その辺を

どういうふうに認識されて何か対応をお

考えなのか教えていただきたいと思いま

す。 

 防災対策事業で、これも主要事業に災害

や危機に強いまちにしますという項目が

あるんですけれども、決算審査で、ここで

私にだけ説明いただくのではなくこれを

市民の皆さんに聞いていただくためにも、

予算を拡充しているということなので項

目を読ませていただいて、その項目につい

て何を拡充してどうだったのかというこ

とをそれぞれ言っていただきたいと思い

ます。 

 まず、一つ目、地域防災計画の見直しに

合わせ防災パンフレットの作成及び全戸

配付をいたします。これは２８０万９，０

００円拡充されております。改定された地

域防災計画に基づき全庁的な対応を図る

ため、担当部局ごとのマニュアル整備を行

います。これも１５８万４，０００円拡充

されております。小中学校における防災教

育の充実に向けプログラムの作成を行い

ます。これは４９５万円拡充されておりま

す。地域防災力向上のためワークショップ

を開催し自主防災組織による防災マップ

の作成を審議します。これも３２４万円拡

充されております。民間事業者との防災協

定により指定した施設に一時避難場所を

明記したプレートを設置します。これも５

８万円拡充されています。それぞれ拡充し

たことに対してどうだったのか、よかった

のか、市民の声だとか、これではまだ足り

ないとか、その辺の認識を教えていただけ

ればと思います。 

 次に、庁舎管理事業ですが、１億７，８

５５万８，０００円の予算になっています

が、老朽化した市役所西別館と本館の設備

を有効活用するため、官民連携で手法を調

査検討すると。これも主要事業の中に入っ

ていると思いますけれども、いつまでに誰

がどんな結論を出して、いつから動き出す

のでしょうか。タイムスケジュールなどが

あれば教えていただければと思います。 

 次に、情報化推進事業ですが、金額が大

きく決算で２億５，６０４万４，１４８円

になっていますが、執行率が７８．５％で

す。６，９９８万４，０００円の繰り越し

になっています。どういう状況なのか運用

状況を教えていただければと思います。 

 次に、選挙費についてですが、平成２７

年度は大阪府議会議員選挙と大阪府知事

選挙がありました。今、全国的に投票率が

低い中で府議会議員選挙で３５．２１％、

府知事選挙で３９．７４％でした。この投
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票率について選挙管理委員会事務局の認

識、見解をお伺いしたいと思います。 

 次に、消防本部ですが、消防職員数は条

例定数９３人で職員数９３人、消防団員数

は条例定数４４０人で団員数３９５人に

なっています。前年度３８６人よりは改善

していますが、まだ条例定数に達していま

せん。今後の人員の配置、人員の獲得など

をどうお考えなのか教えていただきたい

と思います。 

 次に、予防活動推進事業ですが、摂津市

は協働の取り組みの中でいろいろなイベ

ントを１年を通して行われていると思い

ます。そこで、先日摂津市ではありません

けれども、今月の１１月６日明治神宮外苑

で開催されたイベント、東京デザインウィ

ーク２０１６で起きた展示物の火事によ

り５歳の男の子が亡くなる痛ましい事故

が起こりました。火事が発生した展示物は

日本工業大学の学生が展示した展示物で

木製のジャングルジムにおがくずが入れ

てあったそうです。その出火原因というの

が白熱電球、一般的には照明として使われ

ているものをそのときだけジャングルジ

ムの中に入れたというふうに言われてお

ります。今回の事故により白熱電球は照明

としてはいいですけど、取り扱いを間違え

るとこういうふうな出火原因になるとい

うことがわかったと思います。その辺の監

督、指導、基準、そういうのをこれからど

うやってイベントに適用していくのか、そ

ういうことの考えについて教えていただ

ければと思います。 

 次に、市立集会所管理事業ですが、過去

３年の決算金額を見てみると大体９００

万円から１，０００万円程度が維持管理費

ということでついてます。集会所は５３か

所あります。どこも老朽化やバリアフリー

が足りないとかがあると思いますけれど

も、この５３か所の集会所で大規模改修、

もっと言えば統廃合、ここをやめるとかい

う優先順位をどのように決めておられる

のかを教えていただきたいと思います。 

 最後ですが、火災状況で、平成２７年度

は１５件、前年度は１８件で３件減ってい

ます。日々、消防職員の皆さんや消防団の

啓発活動のたまものだとは思います。その

中で、平成２７年度の原因別で見ると、前

年度は放火及び放火の疑いが４件あった

のに対し、今年度、平成２７年度はありま

せん。いいことなのですがどうしてなのか、

防犯カメラの増設なのか、地域の方々の見

回りがふえたことなど、どういうふうにし

て放火を未然に防ぐのか、そういう何か特

別なことをされているのか教えていただ

きたいと思います。 

○三好義治委員長 答弁を求めます。 

 石原財政課長。 

○石原財政課長 財政課にかかわります

３点のご質問にご答弁申し上げます。 

 まず、決算に当たっての認識ということ

でございます。経常収支比率の話が出まし

たので少しご説明をさせていただきます

と、平成２７年度９６．４％、平成２６年

度９９．７％でマイナス３．３ポイントの

改善となっております。先ほど中川委員が

おっしゃられましたように、臨時財政対策

債を経常収支比率の算式から除きますと

１００．４％となっております。こちらの

ほうはどういう状況かといいますと、やは

り経常的な支出を経常的な収入で賄えな

い、普通建設事業費等のそういうものが一

般的な収入で賄えないので最終的には基

金を取り崩す、または市債を発行すること

が必要になってくるという状況でありま

す。今回の比率の内容を見ますと、分母で
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あります市税または地方消費税交付金、そ

ちらの増が分子であります扶助費、また繰

出金、それの増を大きく上回ったというと

ころでの改善となっております。ただ、分

母であります市税は、本市の強みでありま

すけれども、こちらのほうにつきましては、

やはり生産人口の減少また経済状況、税制

改正によって大きく上振れも下振れもす

るものでございますので、やはり歳出の構

造といいますかスクラップ・アンド・ビル

ドということで今後対応していかないと、

硬直がどんどんと進んでいくと考えてい

るものであります。歳入の根幹であります

市税が不確実性を含んでいるということ

も言っておきたいと思います。あと、今年

度もですが基金を取り崩すことなく黒字

を実収支で出すことができております。た

だ、基金がなくなればすぐに歳出の削減、

または使用料等の負担の増を行わないと

いけないという状況になりますので、基金

がある間に本当に将来を見据えてしっか

りとやらないといけないことを見きわめ

ながら、財政の硬直化が進まないように財

政構造の転換を図っていかなければなら

ないと考えております。 

 ２点目の歳出決算額目的別構成比につ

いてであります。平成２７年度の決算にお

きまして、歳出に占める総務費の割合が高

くなっているということですけれども、こ

ちらのほうにつきましては、吹田操車場跡

地の土地売払収入で公共施設整備基金と

減債基金に積み立てたことによるもので

ございます。 

 それと３点目、市債と実質公債費比率に

ついてでございます。どこまでどういうふ

うに減らしていくかということですけれ

ども、市債残高のピークにつきましては、

平成１１年度におきまして全会計で約１，

０５６億円ございまして、これまで建設事

業債の発行額を年１５億円または５年で

７５億円、また繰上償還を行ったり、先ほ

ど言われましたように元金償還内の市債

発行というところで公債管理のほうを進

めてまいったところでございます。今後も

それらを基本に続けていきたいというふ

うに考えております。一般会計の市債残高

が現在２３５億円となっておりまして、仮

にですけれども今後、毎年１５億円の市債

を発行したならば、１０年後には市債残高

が約１６４億円となります。もし仮に２０

億円発行したとしたならば約２０８億円

の市債残高になるというふうに見込んで

おりますので、後年度にできるだけ負担を

減らすためにも市債残高というのは少な

いほうがいいに越したことはございませ

んが、やはり財源確保という手段からいい

ますと有効な手段であるというふうに考

えておりますので、当面の間は本市の標準

財政規模であります約１８０億円に近づ

けていきたいというふうに考えていると

ころでございます。 

 実質公債費比率につきましては、こちら

のほうの項目としまして公債費でありま

すとか下水道の公債費の繰出金、また基準

財政需要額にどれだけこの公債費が算入

されるか、また標準財政規模等が今後どう

なるかというふうないろいろな要素がご

ざいますので、こちらについてどこまでど

の数値を目標にというのがなかなか明確

にお答えできないところではありますけ

れども、先ほども言いましたように将来の

負担を減らしていくというところ、また公

債費がふえますと先ほどの経常収支比率

のほうにも響いてくるところでございま

すので、市債と基金とのバランス、こちら

を財政運営の基本として今後も財政運営
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のほうを進めてまいりたいと考えており

ます。 

○三好義治委員長 豊田次長。 

○豊田総務部次長 それでは、私から個人

市民税と法人市民税に係りますご質問に

ご答弁申し上げます。 

 まず個人市民税につきましては、ご存じ

のように、賦課期日現在、１月１日現在に

お住まいの方に関してかけるものでござ

います。その分につきましては転出や転入、

また離職や就職、そういうことがあります

となかなか個々に捉えることは難しいこ

とでございます。したがいまして、私ども

は直近の所得をもとにして、その時の経済

状況、また今後の経済状況、また人口の増

減予測などをもとにして予算額を見積も

っているところでございます。市内の大規

模マンションにおいて入所開始が平成２

６年３月から始まっておりまして、この増

が平成２７年度に反映されておりまして、

人口がふえたことにより個人市民税がふ

えたものと考えております。 

 続きまして、法人市民税の考え方でござ

いますけれども、これにつきましても同様

に個々の企業の経営状況を捉えるという

ことはなかなか難しいことでございます。

したがいまして、個人の市民税と同じよう

な形で見積もっているところでございま

す。その中で、２７年度の決算状況でござ

いますけれども、特に法人の場合、上位１

０社の合計納税額、これが法人市民税の５

０％を超える状況になっております。この

１０社につきましては入れ替わりはある

んですけれども、上位１０社の合計納税額

が平成２６年度におきましては約１１億

３，８００万円でありましたけれども、平

成２７年度は１３億２，２００万円と大幅

な伸びとなりました。私どもは当初法人税

率の引き下げの影響が大きいものと考え

ておりましたけれども、それ以上の法人市

民税、主要法人の納税額の伸びがありまし

て、当初予算に比べて３億２，９００万円

の増という形の決算となったものだと考

えております。 

○三好義治委員長 岩見課長。 

○岩見納税課長 それでは、不納欠損分に

ついてのご質問にお答えさせていただき

ます。 

 平成２７年度の不納欠損につきまして

は、先ほどご質問にございましたとおりで、

その内訳につきましては事務報告書の８

４ページに記載をさせていただいており、

ここ数年減少の傾向にございます。まず、

不納欠損についてでございますが、地方税

法で納期限の翌日から起算して５年間行

使しないことによって時効により消滅す

ると規定されております。これが徴収権の

消滅時効です。また、一方で、時効の中断

及び停止というのも規定されております。

時効は督促、一部納付また分割の誓約、そ

して差し押さえなどにより中断すること

ができます。停止とは徴収の執行を停止す

るもので、財産調査で倒産や破産などをし

て無財産と判明した場合や生活保護の受

給者となった場合に関しましては執行停

止をしているところでございます。先に述

べました時効による徴収権の消滅と執行

停止後３年が経過いたしました場合は、年

度末にこの欠損処理をさせていただいて

います。 

 ご質問の欠損金額の件でございますけ

れども、不納欠損率というものがございま

して、不納欠損額を調定額で割った数字の

率が低いほど不納欠損の割合が少なく適

正な徴収を行っているという意味になり

ます。それで、本市の場合、平成２７年度
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につきましては不納欠損率が０．１８％、

これは２７年度ですけれども大阪府内の

政令指定都市を除きます市レベルで平均

が０．３５％となっておりますことから、

適正な徴収を行っているというふうに認

識をしているところでございます。 

 次に、税の負担の公平性を保つために不

納欠損をしない対策といたしましては、財

産等があるにもかかわらず滞納されてい

る方につきましては差し押さえ等を行っ

て時効を中断させております。また、分割

相談を受けて一部納付の誓約書などを提

出していただくことによって時効を中断

させており、できる限り不納欠損をしない

ように努力をしているところでございま

す。今後も引き続き滞納分の徴収を行って

まいりたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

○中川嘉彦委員 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 中川委員の職員数

に関する質問にご答弁申し上げます。 

 まず、数字のご指摘でございますけれど

も、恐らく事務報告書３２ページの数字を

昨年度と比較してご指摘いただいている

ものだと思いますけれども、ここでは通常

同様に取り扱いをいたしますフルタイム

の任期付職員について外出しで数字を計

上させていただいております。したがいま

して、総数と職員の小計のところの数字の

比較に若干差異があるということでご理

解をいただきたいというふうに思います。 

 次に、職員数の今後の考え方、人件費の

今後の考え方ということでございますけ

れども、第５次行革の中で平成２７年から

１０年間の定員管理計画というものをお

示しをさせていただいたところです。１０

年間で１０％の定数削減ということにし

ておりますけれども、本市の場合は他市と

比べましてやはり地域手当の問題、この問

題は非常に大きいというふうに認識をし

ておりますので、そこのところがございま

すのであくまでも個々の職員の給料等を

見るのではなく、人件費総数で捉えた中で

縮減、削減を図っていくという考え方を基

本にしているところでございます。 

○三好義治委員長 橋本参事。 

○橋本消防本部参事 消防本部に係りま

す３点のご質問にお答えいたします。 

 まず、消防庁舎管理事業の庁舎改修工事

における予算と決算の違いというところ

でございますが、消防庁舎改修工事の内訳

といたしまして、庁舎の改修工事として１

億１，１９８万３，０００円、電話・ＬＡ

Ｎ移設工事として２６６万５，１３７円と

なっておりまして、平成２７年度の決算額

の合計は１億１，４６４万８，１３７円と

なっております。予算要求額の残りの金額

につきましては１，７４９万５，０００円

を減額補正いたしまして、９２万７，７２

０円を仮眠室備品借上料、こちらのほうへ

流用いたしております。平成２８年度の工

事といたしましては１，９１０万４，００

０円を繰越明許いたしまして、平成２８年

度の予算要求額１，０９３万３，０００円

を合わせた３，００３万７，０００円が工

事費の合計となっております。 

 続きまして、消防団員の装備についてで

ございますが、平成２３年の東日本大震災

を契機に平成２５年に消防団を中核とし

た地域防災力の充実強化に関する法律が

施行されたことを受けまして、消防団員の

装備の基準が一部改正されました。その中

で、本市の消防団員の装備品を見直しまし

て優先順位を決め、安全確保のための装備

品として救命胴衣、耐切創手袋を平成２７

年度に全消防団員に貸与したものでござ
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います。今後も消防団員が必要とする装備

品につきましては、優先順位を見極めまし

て安全靴、防火衣等について計画的に対応

していく予定でございます。 

 ３つ目の消防団員の人員確保について

でございますが、平成２８年の１０月１日

現在の分団員数は、基本分団員３５９名、

機能別団員４５名、全団員といたしまして

は４０４名で活動していただいておりま

す。全国的には消防団員は減少傾向にござ

います。本市におきましては、地元の消防

団員のご努力によりまして血縁者または

知人等をご紹介していただきまして、本年

度におきましては１７名の方が入団され、

前年度よりは若干ではございますが増加

している傾向にございます。今後も消防本

部と消防団が連携をとりながら消防団員

の確保に努めてまいりたいと考えており

ます。 

○三好義治委員長 橋本参事、消防団員の

定員管理の件も答弁してください。 

○橋本消防本部参事 消防団員の条例定

数の定員管理という点でございますが、現

在、基本分団員に３６０名。この３６０名

といいますのは、消防団２９分団に約１２

名の団員が必要であるという試算をしま

して、あと消防団幹部を合わせまして３６

０名で消防団が地域、摂津市を守っていけ

るという数を試算したものでございます。

この３６０名が今の摂津の防災に関して

充実した消防団の体制であるかというと

ころは、今後また消防団幹部等と協議しな

がら研究・検討してまいりたいと考えてお

ります。 

○三好義治委員長 松田課長。 

○松田予防課長 それでは、私から明治神

宮外苑で起きました火災に関連しての質

問にお答えいたします。 

 東京の明治神宮外苑で起きた火災につ

いてでございますが、報道によりますと原

因は展示物内のライトにかんなくずが接

触し出火した可能性が高いと考えられて

おります。消防関係法令上、一般的な照明

器具におきましては規定はございません

が、イベントに関しましては催し物として

火災予防条例で届け出していただくこと

となっております。火気を使用する場合は

関係者に対して火災予防上で必要な事項

について指導を行っているところでござ

います。明治神宮での火災を受けまして、

１１月９日に総務省消防庁ですけれども、

多数の者が集合する催しにおける照明器

具に係る火災予防指導等についてという

通知が全国の消防本部に発出されました。

その内容につきましては、可燃物の近くで

照明器具を用いる場合、可燃物が高温にな

らないよう十分配慮することや、照明器具

及び配線を適切に取りつけるとともに過

度の荷重、張力が加わらないようにするこ

となど、その他照明器具の取り扱いで火災

予防上必要と認められる事項について注

意喚起をすることなどの内容となってお

ります。使い方を一つ間違えますと大変な

事故となってしまいます。今後、摂津市に

おきましても消防庁の通知に基づき適切

な指導を行ってまいりたいと考えており

ます。 

○三好義治委員長 共同運用のほうから。 

 小西課長代理。 

○小西警備課長代理 それでは、消防本部

警備課分、吹田市との指令業務共同運用の

メリットと消防デジタル無線の整備費用

またメリットについて、またそれらをどの

ようにＰＲしていくのかというご質問に

お答えいたします。 

 現在、本市消防本部におきましては、消
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防指令業務共同運用を吹田市・摂津市共同

消防指令センターにて平成２８年４月１

日から開始しており、そのメリットでござ

いますが、本市と吹田市の両市で消防指令

センターを構築するに当たりまして、本市

単独で整備をするより高性能・高機能の指

令システムを整備、運用することが実現い

たしております。１１９番の受信処理能力

が大幅に向上することにより、より正確で

迅速、的確な対応が可能になるものでござ

います。また、災害発生状況、消防車両出

動情報を一元管理することができ、大規模

災害発生時に応援出動が迅速に行えるよ

うになり、相互応援体制を強化することが

可能になっております。なお、応援出動に

おいてはしご車や化学車などの特殊車両

を有効に活用することも実現可能となっ

ています。以上のように指令業務を共同で

行うことにより市民サービスが大きく向

上することが期待されるものでございま

す。また、指令センターを共同で整備する

ことで、施設整備費や維持管理に係る費用

の低廉化を図ることが可能となっており

ます。 

 続きまして、消防救急無線のデジタル化

のメリットにつきましては、まず高品質で

クリアな音声伝達が可能となること、そし

て雑音に強く秘匿性が向上いたしました。

また、周波数の利用効率が高まり新たな周

波数の確保が可能となったことに伴い、支

援情報がデジタル無線により相互送受信

できるようになり、消防活動が格段と向上

し効率化を図ることができます。 

 続いて、整備費の差異でございますけれ

ども、説明でありました予算額と決算額の

差異ということでございますが、まず予算

額５億５，６８３万４，０００円と決算額

の４億６，４９６万９，３５４円につきま

しては、デジタル無線と共同指令センター

の整備を合わせた金額でございます。それ

を踏まえましてこの金額の差異でござい

ますけれども、吹田市消防本部で行われま

した入札結果によるものと、指令センター

分で採択されました国庫補助金の分で精

査できたものでございます。 

 今後、指令共同運用が引き続き円滑に運

用できるよう職員の指令技能を向上させ

る一方、市民へのＰＲの方法といたしまし

て今後吹田市と合同で訓練を企画するな

ど、市民の皆様に指令共同運用の効果が見

えるＰＲの方法を研究してまいります。 

○三好義治委員長 幸田課長。 

○幸田警防第１課長 タブレットの導入

状況と火災件数減少についてのご質問２

点についてご答弁申し上げます。 

 当初はタブレット端末ということで検

討してまいりましたけれども、現在はほと

んどのタブレット端末には電話機能がご

ざいません。サイズもかなり大きいという

ことで救急現場で救急処置をする救急隊

員には不向きだという判断をしました結

果、ことしの４月から小さくて持ち運びが

可能で救急医療機関に連絡するときに通

話もできますということで、スマートフォ

ン型のものを救急車４台に導入して運用

しております。導入効果のほうですけれど

も、救急隊員が現場からスマートフォンを

用いて医療機関のシステムに直接アクセ

スして現在の診療状況等をリアルタイム

な形で確認できることと、専門医などの情

報も現場検索できるようになりました。搬

送病院の選定時間が短縮されるという一

定のことが安全、確実、迅速に救急車で搬

送するということにつながるかというこ

とでございます。現在の実績についてです

けれども、この４月からの導入のため情報
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収集中ということでご理解いただきたい

と思います。今後、台数をどうするかにつ

いては、救急活動に使うものですので救急

車４台に配備を完了しましたので、現在の

ところは増数の予定はございません。 

 続きまして、火災の減少についてでござ

いますけれども、減少した要因といたしま

しては、日々の消防訓練や小学校区自主防

災訓練等での啓発活動が一番実を結んだ

ものと認識しています。各事業所の方や市

民の方々に防災意識を理解していただき、

根付かせていただいて、その結果が放火及

び放火の疑いでの火災減少につながった

のではないかと考えております。 

 また、防犯カメラの設置数増加との火災

減少の関連性についてのお問いがありま

したけれども、現在のところは明確な根拠

というのはございませんので不明でござ

います。 

○三好義治委員長 古賀課長。 

○古賀防災管財課長 防災管財課にかか

わります８点のご質問にお答えいたしま

す。 

 まず、１点目の防災無線が聞き取りにく

いというご指摘について今後どういった

対応をとっていくのかというお問いであ

ったと思います。ご指摘いただきました防

災無線が聞き取りにくいといった声を頂

戴することがございます。もちろんそのと

きの気象状況に左右されることもあろう

かと思います。来年度、新しい防災行政無

線の導入に向けまして、現在、制度設計を

行っているところでありまして、現在の防

災無線より性能の向上を図っていくとい

うことで考えております。来年度新しい防

災行政無線導入時に改善を図ってまいり

たいと考えております。 

 次に、主要事業の内容で拡充した内容と

その効果ということで、防災パンフレット

の作成、配付についてでありますけれども、

平成２６年度に地域防災計画の修正を行

いました。これは市民向けの啓発用冊子と

いたしましてダイジェスト版の策定を行

ったところでございます。このダイジェス

ト版は地域防災計画の修正した内容をわ

かりやすく市民にお伝えしていくために

本市の懸念してます災害、特に水害と地震

ですね、どのような行動をとるのか。また、

避難所と緊急避難所の掲載ですとか、あと

企業における防災意識の向上また防災教

育ですとか地域防災のあり方等、イラスト

を交えながらわかりやすく説明したもの

を昨年８月に全戸配布を行ったものでご

ざいます。ただ、我々といたしましては、

全戸配布だけに満足することなく、防災訓

練ですとか出前講座を通じて、防災啓発を

行いながら市民みずからが自分の命を守

る取り組みを行う防災意識の向上にも努

めていきたいと考えております。 

 次に、主要事業の二つ目にございました

担当部局ごとのマニュアルの整備につい

てでございます。これは摂津市の防災計画

の中に、各部署の役割、各班の役割を災害

時にどのような行動をするのかを示すマ

ニュアルを明記しております。そのマニュ

アルには、避難所マニュアルですとか避難

誘導マニュアル、救護所運営マニュアル

等々がありますけども、一部を除き作成で

きていない現状がございましたので、この

ほかのマニュアルの作成の整備を図った

ものでございます。ただし、平成２７年に

つきましては、まずは各課が作成していま

す災害時におけるマニュアル、例えば保育

所ですとか幼稚園における避難マニュア

ル等の収集、それと他市町村の各種マニュ

アルの収集を行い、現状の整理を行ってき
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たところであります。今年度はそれら整理

した資料をもとに、職員による各種マニュ

アルの見直しを行っていこうとしている

ところでございます。 

 次に主要事業の三つめの、防災教育の取

り組み内容についてでございます。これは

平成２３年に発生いたしました東日本大

震災で岩手県釜石市の事例になるんです

けれども、主体的に避難をいたしました子

どもたち、これは釜石市の子どもたちが日

ごろから取り組んできた津波防災教育が

功を奏したと言われております。そこで、

本市におきましても本市の防災アドバイ

ザーであります群馬大学の大学院の片田

教授のアドバイスのもと、防災教育を推進

していくということで、１０年、２０年と

いう長期的な展望のもと、防災人材づくり

を行うことを目指しているものでござい

ます。 

 昨年度の取り組みですけども、教育委員

会と連携いたしまして、防災会議の作成を

行うためのまずは作業部会を立ち上げま

した。その中で、釜石市の事例について学

びながら、摂津市においてどのような防災

教育の取り組みを行っていくのか、また子

どもたちの主体性をどのように育んでい

くのかといった議論を行い、まずは防災教

育のあるべき姿の理解を深めたところで

ございます。 

 続きまして、主要事業の四つ目の防災マ

ップづくりの取り組み内容についてでご

ざいます。これは昨年度ですね、自治会主

体による防災マップづくりを香和自治会、

鳥飼中自治会の２自治会で実施していた

だきました。これにつきましては、住民一

人一人が水害時に適切な避難行動がとれ

るよう、民間の建物ですとかマンションの

所有者に自治会が直接交渉して、協力が得

られた建物等につきましては、自治会の緊

急避難場所として防災マップに掲載し、ま

たあわせて避難時における危険箇所等も

わかりやすく防災マップに表示していた

だいております。 

 また、自治会におきまして災害時、要援

護者の支援体制の構築を図るということ

で、一人で避難することが困難な方と、避

難の支援をしていただける方、これらのマ

ッチンをしていただいて、災害時に迅速な

避難行動がとれるような仕組みもつくっ

ていただいております。この地域住民が主

体となって地域内の危険箇所の確認です

とか、高齢者の避難を想定した避難ルート

を策定していただくことによりまして、地

域住民の方の声を反映したより実効性の

ある防災マップが完成したと認識いたし

ております。 

 また、予想以上に協力いただいたマンシ

ョンですとか、避難所ですね、確保できた

ということも聞いておりますので、地域の

防災、地域住民の防災力の向上、また自助、

共助の取り組みが十分高まったというふ

うに考えております。 

 主要事業の五つ目の民間事業者との防

災協定により、指定した施設に一時避難所

を明記したプレートを設置についてであ

りますけども、やはり公共施設だけでは避

難所が少ない現状もございますから、水害

に特化した緊急避難場所として提供いた

だいている民間事業者の確保に努めてい

るところでございます。避難所の協定をい

ただきました事業者に対して、一時避難所

の看板の設置をお願いしているものでご

ざいます。この看板のサイズにつきまして

は、Ａ４版とＡ３版で準備のほうはいたし

ております。ちなみに、平成２７年度につ

きましては、マンハイム淀川公園と摂津モ



- 21 - 

 

ラロジー事務所の２施設に看板を設置さ

せていただきました。 

 主要事業の庁舎管理事業の官民連携手

法調査検討で、どんな結論が出たのか、ま

たどういったタイムスケジュールを考え

ているのかについてお答えいたします。 

 まず、市役所西別館は昭和６１年に建設

されまして、軽量鉄骨造の耐用年数３０年

を既に超えている状況でございます。それ

とまた、空調機器につきましても、新館庁

舎が平成５年に建設されまして、こちらも

耐用年数が既に過ぎてる状況がございま

す。ただ、建て替えですとか庁舎の空調設

備の更新につきましては、やはり多額の費

用を要することから、民間の手法を活用し

てできないかということで、検討してまい

りました。西別館の建て替えにつきまして

は、ＰＦＩ制度を活用して建て替え可能か

どうか検証してきましたけれども、市場調

査の結果、立地条件の問題ですとか、あと

建物の規模の問題からなかなか参画の企

業の見通しが立たないということから、民

間の活用については現在のところ断念い

たしたというところでございます。 

 しかし、建て替えにつきましては、多額

の費用を要することから、ほかの補助金を

活用できないかどうか、現在調査検討して

いるところでございます。 

 一方、老朽化しております空調設備の更

新につきましては、初期費用を圧縮するた

めの民間活用の導入について検討してま

いりました。そこで省エネルギー改修を行

いますＥＳＣＯ事業を導入すれば支出の

削減と１５年間と長期になりますので、平

準化が図れるということと、さらに環境負

担の軽減を図るといったメリットが多い

ことから、ＥＳＣＯ事業導入をして庁舎、

空調機器の更新を実現していくことにい

たしました。これについては、１０月の補

正予算において１５年間の債務負担の計

上についてお諮りし、ご承認いただいたと

ころでございます。 

 最後に集会所の管理で、補修の優先順位

ですとか今後の統廃合の考え方があるの

かどうかといったことについて、ご答弁申

し上げます。 

 集会所につきましては、建設から３５年

を経過しているものが１６か所もござい

ます。老朽化に伴う修繕ですとか今後の建

て替えが大きな課題となっていることは

認識いたしております。この集会所の老朽

化に伴いまして、毎年集会所を管理いただ

いております自治会から、多数改修の要望

が寄せられている現状もございます。ただ、

窓ガラスが割れたとか照明器具が壊れた

とか、そういった緊急修繕については連絡

を受ければすぐに職員が対応しておると

ころでもございます。ただ、外壁補修です

とかやはり多額の費用が要するものもご

ざいます。昨年度も全ての集会所の点検調

査も行いました。特に築年数も古く、外壁

にクラックが入っていたり、雨漏りがある

ようなところについては優先的に修繕を

行っているところでございます。ただ、限

られた予算の範囲でありますけれども、ご

要望の多いトイレの洋式化ですとか、バリ

アフリーの対応について、順次改修を行っ

ているところでございます。 

 また、今後集会所の改修のあり方ですと

か、統廃合の考え方につきましては、今年

度に策定していきます公共施設等総合管

理計画において方針をお示しできればと

考えております。 

○三好義治委員長 槙納課長。 

○槙納情報政策課長 情報政策課所管の

２点のご質問にお答えいたします。 
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 まず１点目の、情報化推進事業の平成２

７年度の決算額が大きなものとなってい

る主な要因につきましては、マイナンバー

の本格的な運用開始に伴います各業務シ

ステム、住民基本台帳システムを初めとし

ます市税システム、国保システム等、１２

システムの対応の改修費用が発生したた

めでございます。 

 ２点目の、繰越明許費６，９９５万円に

つきましては、昨年度日本年金機構の個人

情報漏えいがあったことによりまして、国

がマイナンバーの情報連携を見据えて、セ

キュリティーの強靭化対策を講じるよう

昨年１２月に通達がございました。その対

応につきまして、国で補正予算が組まれ、

補助金等を活用するためには平成２７年

度において予算要求する必要がありまし

たことから、補正予算を計上させていただ

きました経緯がございます。 

 なお、セキュリティー強化の対策につき

ましては、今年度進めておるところでござ

います。 

○三好義治委員長 山下局次長。 

○山下選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局次長 そ

れでは、選挙管理委員会事務局にかかわり

ますご質問にご答弁申し上げます。 

 昨年度執行されました府議選、知事選の

投票率が低かったことに対し、どのような

認識・見解を持っているのかというお問い

だと思いますが、昨今の投票率の低さを社

会情勢として仕方ないことだとは決して

思ってはおりませんし、また満足できる投

票率ではなかったという認識は持ってお

ります。 

 選挙の投票率につきましては、選挙時の

政治状況ですとか、有権者の政治的関心の

度合いですとか、さまざまな要因が影響す

るものでございますが、民意の反映である

投票率、特に若年層の投票率が低いという

ことにつきましては、民主主義の健全な発

展の観点から憂慮すべきことと受けとめ

ておりまして、当選管としましても投票率

を１％でも上げる方策につきまして、調査

研究を重ねているところでございます。 

○三好義治委員長 中川委員。 

○中川嘉彦委員 それでは、先ほどの質問

の順番に２回目の質問をさせていただき

ます。 

 一般会計決算の概要については、内容は

わかったんですけれども、平成２７年度、

一番大きい特徴というのは財産収入の吹

田操車場跡地の土地売却益です。これがど

ういうふうに取り扱われるのか、決算概要

から見えてこないので、その使い道として、

どういう方向性があるのか、まず教えてい

ただければと思います。 

 次に、市税収入の件ですけれども、市税

収入は事務報告書にもありますけれども、

法人では上位１０社で大体５０％を占め

ているということですけれども、企業名は

なかなか言えないと思いますけど、どうい

う産業の特徴があるのか、摂津市における

法人の特徴をどう捉えているのか、景気に

より産業が変わってくるのか、どういうふ

うな特徴があるのかを教えていただきた

いと思います。 

 不納欠損ですけれども、他市に比べて状

況がいいということですけれども、約３，

０００万円のお金というのは新たに税金

でとろうと思ったらすごいことなので、し

っかり対応していただいてると思います

けれども、今後ともしっかり対応していた

だきたいと思います。 

 次に、歳出決算額目的別構成比は理解し

ました。ありがとうございます。 
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 市債のほうですけれども、小学校と中学

校の耐震補強で９億５，０００万円近くを

発行しているということですけれども、こ

としの４月１４日にマグニチュード６．５

の地震があったと思います、熊本地震です。

最初、この１４日が本震かなと思えば、そ

の２日後の１６日にマグニチュード７．３

という大きい本震がありました。昭和５７

年以降に建設された新耐震基準の建物で

も大きく倒壊したと報道されていますけ

れども、こういうふうな大きな地震が立て

続けに来ると、新耐震基準でも厳しいとい

うことで、多分さらに国はその制度設計、

耐震基準を変えるのかどうかわかりませ

んけれども、建設債の内容、多分金額が張

ると思いますけれども、そのままなのかど

うなのか、教えていただければと思います。 

 次に、職員数ですが、理解はするんです

けれども、何も職員数を減らそうというの

ではなく、適材適所に人が配置できている

のかなという心配と、コンピューター化だ

とかいろいろマイナンバー制度とか、人が

減るのかなというイメージがあるだけで、

今後本当に適材適所に人を配置していた

だくことを要望しておきます。 

 消防庁舎の改修工事、これも理解しまし

た。１，７００万円減額するということで

すけれども、この１，７００万を消防団の

装備や備品とかそちらのほうに回してい

ただければなと思って、これも要望してお

きます。 

 吹田市との指令業務の共同運用につい

ては、理解しました。これからいろいろと

広域連携が叫ばれていくと思いますので、

ぜひともその大きなメリットがあるとい

うことを市民にいかにＰＲしていくかと

いうことをお忘れにならないで頑張って

いただきたいと思います。 

 タブレット４台についても、スマートフ

ォンになったということですので、これか

らの使い勝手だとか、これはやっぱり使い

にくいよとかいうのをしっかりと注視し

ていただきたいと思います。 

 消防団ですが、先ほどの答弁では基準が

見直されたというふうにお聞きしました。

でも、災害はいつ起こるかわかりません。

当然、予算は有限なんで、優先順位をつけ

て準備されて、装備品についてはされてい

くと思いますけれども、摂津市の場合、淀

川や安威川などの河川がありますので、ひ

とたび氾濫すると内水被害、要するに水が

たまって抜けないとかいうことで、大きな

被害になると思いますけれども、その水害

に対処するためのボートだとか、水難救助

の訓練など、特別の防災訓練をされている

のかどうか、教えていただければと思いま

す。 

 救急デジタル無線、これも理解しました。

そして防災無線ですけれども、来年新しい

防災無線が導入されるということですけ

れども、自主防災訓練のときのアナウンス、

放送がもう鳴るぞというふうに聞いてい

ても、晴れてて聞いていてもなかなかわか

りづらい。実際、災害というのは夜だとか

雨だとか風の強い日にも起こりますので、

その辺を鑑みていろいろと整備していっ

ていただければと思います。 

 防災対策について、その中で一つ教えて

いただきたいのは、小中学校における防災

教育を充実するプログラムの作成を行う

ということで、群馬大学の片田教授を含め

て子どもたちに教育していただいてると

思いますけれども、４９５万円の予算額は、

本当に子どもたちの命、安全をするために

はこれぐらい必要なのかなと思った中で、

子どもたちの反応というのはどういうも
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のがあるのかなというのを教えていただ

ければと思います。災害というのを、摂津

市の子どもたちは余りピンときてないん

じゃないのかなとかいうところで、こうい

う教育をすることによって子どもたちの

意識がどう変わるのか、今おっしゃられた

ように１０年、２０年、３０年の長いスパ

ンがかかると思いますけれども、その辺の

子どもたちの反応を教えていただきたい

と思います。 

 次に、地域の防災力向上のためのワーク

ショップがありましたけれども、そこで一

番問題になるのが介援護者の個人情報の

取り扱いです。防災マップを作成されたこ

の香和と鳥飼中の自治会ではどういうふ

うにお考えになって、どういうふうな結論

を出したのか、教えていただきたいと思い

ます。 

 次に、庁舎管理事業ですけれども、ＰＦ

Ｉを断念されたということですけども、Ｐ

ＦＩは調べてみるといろんなところで問

題が大きくて、結構断念している自治体が

あるというふうに私は認識してます。その

空調設備でＥＳＣＯ事業を導入とありま

したけれども、どういう手法がいいのか、

私自身も勉強していきたいと思います。こ

れからもしっかりと検討していただけれ

ばと思います。 

 次に、情報化推進事業、これはマイナン

バー関連でセキュリティーの強化、そうい

うことで理解いたしました。 

 次に、選挙の投票率の件ですけれども、

私の感覚ですけれども、行政は本当にご努

力されてるのはわかるんですけれども、い

ろんな形で啓発しているけれど、これだけ

やってるのになぜ来てくれないんだとい

う、何かそういうふうな感覚なんじゃない

のかなという部分で、投票所の決め方、地

域割りや有権者数とかの制限があると思

いますけれども、投票率が３０％台で、５

割を切っている中で、極端な話ですけれど、

投票所の数を倍にするとか、例えば期日前

投票でも、どこの投票所でも期日前からで

きるとか、いろいろあると思います。それ

によって、５ポイントでも１０ポイントで

も必ず上がるとなれば、それは民主主義に

かかる投資と考えれば、必要なのかなとい

う考えもあります。当然、予算も有限なの

で、摂津市として、この平成２７年度は府

議会議員選挙の選挙ですので、補助が出さ

れたとは思いますけれども、摂津市でもこ

れから市議会議員選挙だとかいろいろあ

ると思います。その中で考えられる選挙管

理委員会事務局としての取り組みを再度

教えていただければと思います。 

 次に、消防団の定数ですけれども事務報

告書によると、平成２７年度末で条例定数

４４０名に対して３９５名という話で、い

ろいろ考え方はありますけれども、災害が

起こったときには警察、消防、自衛隊の皆

さんが最前線で命を張って頑張っていた

だくというのは周知のとおりですけれど

も、その中で条例定数があるのに、災害が

あった後に人数が足りていなかった、だか

ら市民の方へ良い対応ができなかったと

言われるようなことがないように、その辺

の考え方、最終的には今年の１０月で４０

４名とお聞きしましたが、定数をきっちり

と確保していこうという取り組みなのか、

定数ではなく中身のほうで勝負していこ

うというお考えなのか、もう一度お伺いし

たいと思います。 

 それと、消防団には女性の団員も配属に

なったと思います。防災女性専門会議が開

かれている中で、消防団の女性団員の今の

状況と、何か問題点があるのか、今後の見
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通しを教えていただければと思います。 

 予防活動、この間の明治神宮での痛まし

い事故ですけれども、消防庁からの通知が

来たようですので、それをスピード感を持

って地域の方々、消防団だとか自治会長等

へ、白熱電球の取り扱いを間違えたら怖い

んだよ、危ないんだよということを早く周

知していただければと思います。 

 集会所の件ですけれども、これから総合

管理計画に基づき、今後の施設改修をして

いくということですけども、いろいろな集

会所がある中で、あり方自体を見直すいい

機会ではないのかなと思いますので、本当

にしっかりと取り組んでいただきたいと

思います。 

 最後ですが、火災の状況も消防職員や消

防団の方々の取り組みで、放火だとかそう

いうのを未然に、いろんな人の目で見ると

いうことで、犯罪抑止になると思いますの

で、そういう形で件数が減ったということ

はいいことだと思いますので、防犯カメラ

の設置がどうこうとかじゃなく、そういう

ふうな活動、今やってることをしっかりや

っていただきたいと思います。 

○三好義治委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時５２分 休憩） 

（午後 １時    再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 答弁を求めます。 

 石原課長。 

○石原財政課長 まず、財産収入の充当先

についてのご質問であったかと思います

が、財産収入のうち、吹田操車場跡地の土

地売り払い額のほうが６８億７，１０１万

円となっております。この収入につきまし

ては、これまでの吹田操車場跡地にかかわ

ります公債費、また高金利の市債でありま

したり、繰上償還が可能な公債費の償還の

財源として、減債基金に４０億４，２００

万円を充当しております。それと、これか

ら見込まれる公共施設の修繕などの財源

としまして、公共施設整備基金のほうに２

８億２，９０１万円を積み立てているもの

でございます。 

 それと、小中学校の耐震の市債の関係で

ございますけれども、今回は小学校のほう

で、鳥飼小学校と別府小学校のほうで、鳥

飼小学校のほうが耐震、別府小のほうが大

規模改修をしております。 

事業費のほうが約６億３，８００万円と

なっておりまして、そのうち補助金が約１

億８，０００万円ついております。充当率

のほうが、こちらの起債が緊急防災・減災

事業というのが採用されましたので、１０

０％の充当率となりまして、最終的には３

億３，１２０万円の起債を発行していると

ころでございます。 

 中学校につきましては、一中と二中と四

中について耐震事業として行っておりま

して、こちらのほうが総事業費のほうで約

１０億円、補助金のほうが４億円で、こち

らのほうも充当率が１００％の緊急防

災・減災事業を採用させていただいており

ますので、発行額として６億１，７６０万

円の起債額となっております。 

 全体の市債発行の考え方につきまして

は、元金償還内の発行に努めるということ、

あと後年度の公債費の負担をできるだけ

軽減するためにも、交付税の基準財政需要

額に算入されるような市債のほうという

のを優先順位をつけて、大体１５億円から

２０億円の発行を毎年考えているところ

でございます。最終的には、その年の基金

とのバランスを考えながら、発行を考えて

いきたいと考えております。 

○三好義治委員長 豊田次長。 
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○豊田総務部次長 それでは、私からは法

人市民税にかかわりますご質問にご答弁

申し上げます。 

 まず、平成２７年度の上位１０社の状況

ですけれど、区分では９号法人が２社、８

号法人が１社、６号法人が３社、２号法人

が３社、１号法人が１社という内訳になっ

ております。また、業種につきましても、

製造業でありますとか、運輸業、食品業、

不動産業、娯楽業等々になっております。

このように法人の区分、業種ともさまざま

な状況となっているのが現状でございま

す。 

 また、過去５年間におきまして、この上

位１０社に入った会社が全部で２１社ご

ざいます。このように、入れ替わりが多い

ということも特徴となっております。 

 以上のことから、法人の税収につきまし

ては、経済変動でありますとか、個別企業

の経営状況でありますとか、こういったこ

とに大きく左右される構造にあるという

ことに、今後とも注意していかなければな

らないと考えております。 

○三好義治委員長 橋本参事。 

○橋本消防本部参事 消防団にかかわり

ます２点のご質問にお答えいたします。 

 まず、消防団の水難訓練についてでござ

いますが、救命ボートは消防本部のほうで

所有しておりまして、消防団につきまして

はボートを保持しておりませんので、水難

訓練は実施しておりません。しかしながら、

平成２４年に１０１着の救命胴衣、また平

成２７年には全団員に救命胴衣を配備し

たことで全て完了しましたので、救命胴衣

の着装訓練を実施しております。 

 ２点目の女性消防団員につきましてお

答えいたします。 

 本年４月に、女性消防団員が４名入団さ

れました。現在は、男性、女性の区別なく、

同じ活動をしていただいており、今のとこ

ろ問題点は発生しておりません。 

しかしながら、重量物の取り扱い、また有

機溶剤等の有機物質の取り扱い等の女性

の就業規制が定められており、こちらのほ

うで活動に配慮する必要があるかと考え

ております。 

 また、女性団員の１名の方が、今年度、

大阪府女性消防団員連絡会議に参画され、

他市の女性消防団員の方々と情報交換を

していただいているところでございます。

これらの情報を研究いたしまして、本市と

しての女性消防団員の活動のあり方を定

めまして、女性消防団員が安心して活動し

ていただける環境を整える必要があると

考えております。 

○三好義治委員長 明原次長。 

○明原消防本部次長 それでは、私のほう

からは、消防団員の定数管理と団員数の確

保の考え方についてということでお答え

したいと思います。 

 消防団員の定数に関しましては、総務省

消防庁が定めます一定の整備方針と本市

消防団が今日まで歩んできました歴史的

な経緯を配慮して現在定めております。 

 ご指摘いただいていますように、現在、

消防団員数は定数を満たしていないとい

うのが現状でございます。しかし、全国的

に見ても、消防団員数が減少している昨今

の状況でございますが、本市におきまして

は、地元関係者の皆様、また機能別消防分

団を編成していただいている企業の皆様

のご協力とご努力によりまして、実数は逓

増しているのが現状でございまして、この

ことは本市の大きな強みであるというふ

うに認識いたしております。 

 今後の消防団員の確保につきましては、
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従前から地元の地縁血縁等のこれらのコ

ネクションを最大限活用いたしますと同

時に、各分団のご事情も斟酌しながら、新

興住宅地の方への勧誘、また公募等も考慮

し、消防団の執行部と意見を調整して、基

本団員の確保、充実、増員に努めてまいり

たいと考えております。あわせて、ＯＢ分

団をはじめ、機能別消防団員の増員も図っ

てまいりたいと考えます。 

 一方、現在在籍されております団員に対

しましては、できる限りの訓練機会をつく

って、技術訓練、技術向上訓練を実施して

いるんですけれども、今後は、より訓練成

果が上がるように、訓練内容に創意工夫を

加えまして、質、量ともに、消防団、また

消防団員の体制を強化してまいりたいと

考えております。 

○三好義治委員長 古賀課長。 

○古賀防災管財課長 それでは、防災教育

の取り組みについて、子どもたちの反応は

どうであったのかというお問いにご答弁

申し上げます。 

 現在、防災教育のカリキュラム、具体的

な学習指導案につきましては、今年度策定

してまいる予定であります。学校の先生を

主体としたワークショップを現在行って

いる最中でございまして、この防災カリキ

ュラムに基づく具体的な授業については、

次年度以降になろうかと思います。ただし、

今月末には、鳥飼東小学校の１クラスと摂

津小学校の１クラスにおいて、防災教育の

模擬授業を行う予定しておりますので、そ

の授業の中で、子どもたちの反応ですとか、

声を確認していければと考えております。 

 あと、２点目の防災マップ作成における

高齢者等の要援護者の個人情報の取り扱

いについてでございますけれども、昨年度

に取り組まれました自治会におきまして

は、助けてもらう「おねがい会員」と助け

る側の「まかせて会員」の募集におきまし

て、所定の用紙を用いて登録を行っていた

だきました。個人情報の取り扱いについて

は難しい問題でもありますけれども、その

登録用紙には、個人情報を自治会できっち

り管理し、災害時対応以外には使用しない

こととしており、名簿に関しましては、会

長をはじめとする役員が管理していると

聞いております。 

○三好義治委員長 山下局次長。 

○山下選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局次長 そ

れでは、中川委員の２回目のご質問にご答

弁させていただきます。 

 まず、投票所の設置に係る基準というこ

とでございますが、公職選挙法上におきま

しては、投票所は市町村に一つ、必要があ

れば選挙管理委員会の判断で増設するこ

とが可能であるということで、増設につき

ましては、昭和４４年当時の自治省選挙部

長通知で一定基準のほう示されておりま

す。しかし、実際問題といたしましては、

各市の投票区の地形ですとか、投票所まで

の距離、全市的な均衡も含めまして、それ

ぞれの地域の特性を十分考慮した上で、選

挙管理委員会の専決事項として設置して

いるものでございます。 

 続きまして、先ほど選挙の投票率向上の

ためには有権者の利便性を向上させるこ

とが最も有効な手段ではないか、そのため

には投票所の増設も検討すべきではない

かというご意見をいただきました。委員が

おっしゃいますとおり、もちろん投票率の

向上は選挙管理委員会の重要な使命であ

るというふうに認識をしておりますが、選

挙といえども、公費により執行されるもの

でございます。まして、国、府の選挙にお
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きましては、執行経費の枠内で選挙を執行

することが使命づけられておりますので、

そういった費用対効果、財政的な問題、そ

れとあわせまして人的配置、人員確保、そ

の辺も含めて、現状では増設のほうは難し

いものであるというふうに考えておりま

す。 

○三好義治委員長 中川委員。 

○中川嘉彦委員 それでは、何点か質問さ

せていただきます。 

 財産収入の件、理由はわかりました。使

い道についても分かりました。これは持論

ですけれど、お金が急に宝くじみたいな形

で当たったというので、何に使うかという

ことなんですけれど、私が思うには、特に

新しい箱物をつくる必要はないんですけ

れども、一つ思うのは、摂津市はよく、安

威川以南、以北で分断されていると、よく

言われます。その分断を解消する一つに、

一津屋交差点の渋滞解消ということが一

番ポイントになると思います。あくまでも

個人的な考えですけれど、これだけのお金

があるんであれば、一津屋交差点の渋滞解

消、これは国や府が管轄して、単独ででき

ないかもしれませんが、どれぐらいお金が

かかるかわかりませんけれども、一津屋交

差点の渋滞解消にお金を使っていただき

たいという思いに対して、一言でいいんで

お答えいただければと思います。 

 次に、耐震についてですけれども、私が

お聞きしたかったのは、熊本地震により設

計基準が変わり、頑丈になるということは

費用が膨らみます。耐震を見直していく中

で、金額に変更が生じるのか、生じないの

かということを教えていただければと思

います。 

 次に、法人市民税については理解しまし

た。経済動向によって浮き沈みがあるとい

うことはわかるんですけれど、摂津市の産

業のあり方がわかりました。しっかりと、

これから産業の活性化に向けて、見ていき

たいと思います。 

 あと、選挙の投票率のことですけれども、

今までご努力していることはもう重々に

わかっているんですけれど、何が言いたい

かというと、選挙は費用対効果じゃないと。

とにかく民主主義の一番大事なものなの

で、必要なものはお金がかかるからやめと

こということなく、投票所を倍にするとか

いうのは大げさな、あくまでも一つの例で

すけれども、しっかりとその辺を検討して、

対応していただきたいと思います。 

 あと、消防団のほうですけれども、定数

の設定、考え方というのはわかりました。

１分団、大体１２名ぐらいの定員という中

で、空白のエリアが出ると、ほかの消防分

団の負担が大きくなるような状況になる

のかなと思います。 

 人数も大事ですけれども、消防団員が出

動する、出動率について、私も消防団に入

ってますけれど、毎月１回は訓練があるん

ですけれど、行けないときも多々あります。

そんな中で、いざ火災を目の前に、何がで

きるかなと自答自問したら、疑問の部分が

多くあります。だからこそ、月１回の訓練

が大事な場になると思いますけれども、出

動率というんですか、いろんな消防団の方

がどういうふうにしてそういうふうな経

験を積んでいくのか、その出動率に対して、

どうお考えなのか、最後にもう一回だけ教

えていただければと思います。 

 防災教育の子どもの反応に関しては、今

まだ、いろいろ手探りの状態だと思います。

でも、釜石の奇跡というふうに、大きな災

害でそういうふうに言われた事例があり

ますので、摂津市もそんな大きな奇跡を起
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こさなくてもいいですけれども、摂津市で

したら、一番考えられるのは地震や、堤防

が決壊したり、大雨のときの内水氾濫とか、

それぐらいになると思いますけれど、そう

いう意識を子どものときからしっかりと

植えつけて、どういうふうに対処するんだ

ということをしっかり身につけていただ

ければと思います。 

 あと、地域防災における個人情報の問題、

これはお答えしていただきましたけれど、

やはり難しい問題だと思います。消防団員

でも基本的には地元に根づいた方々だと

思うんですけれども、要援護者が、どこに

誰が住んでいるというのを把握するため

にも、消防団員の方々に、今、自治会長と

か、そういう幹部の方しかそういうような

情報を持っていないかもしれません。 

香和自治会と鳥飼中自治会は独自につ

くってやられたとは思いますけれど、市が

持っている情報を消防団員に渡すことが

いいことかどうかわかりませんけれども、

そういうふうに、常日ごろから目に見える

人間関係を築いていくためには、消防団員

とか地域の方々に、ある程度制限をつけた

上で情報を共有するということについて

は、どういうふうにお考えなのか、消防本

部のほうに教えていただければと思いま

す。 

○三好義治委員長 冒頭質問していた、一

津屋交差点の渋滞解消のほうに予算を回

せないかということについては、予算の割

り振り等、財政運営の視点から答弁しても

らいます。 

 副市長。 

○奥村副市長 それでは、私のほうから答

弁させていただきます。 

 具体的に、一津屋交差点の渋滞解消とい

う事例が出されておりますが、財政運営を

行うに当たっては、原則の一つの中に、財

政運営の秩序の問題というのがあります。

府道大阪高槻線は、もちろん府の管轄です

ので、市については、そこに財政投資をす

るつもりはございません。ただ、一津屋交

差点の渋滞解消につきましては、絶えず大

阪府に要望していきたいと思っておりま

す。 

 もう少し説明をさせていただきますと、

決算書の２２９ページから２３１ページ

のところに、基金の増減額が載っておりま

す。もちろん、予算の余裕があるときには、

ここのところに積み立てをするんですが、

その合計が、平成２７年度では７５億２，

７００万円でございました。そのお金の使

途なんですけれども、もちろん後年度のた

めに積み立てをするという方法も考えな

ければならないというふうに思っており

ます。それから公共用地を先行取得すると

か、それから後年度の公債費を軽減するた

め、地方債の繰上償還をするとか、赤字の

解消を図るとか、いろいろございます。

我々が考えておりますのは、本市の将来的

な状況を考えたときに、やはり積立金をし

ながら、後年度の歳出に対応していきたい

というふうに思っております。 

 本市の税の構造なんですけれども、市民

１人当たりの市税収入、これは府下でナン

バー３でございます。田尻町、泉佐野市に

続いて本市は第３位となっております。市

町村平均が１４万３，６０４円、本市につ

いては２０万３，７３８円ということで、

税については好調となっております。ただ

し、その内訳を見ますと、法人市民税、こ

こがその引き上げ要因となっております。

法人市民税の府下１人当たり平均額は１

万１，０４６円でございます。本市につい

ては２万５，４７４円ということで、法人
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市民税が市税収入に大きく寄与している

ということになります。法人市民税ですか

ら、それぞれ景気の動向によって、あるい

は会社の経営状況によっては変動がある

ということでございますので、それら変動

に合わせながら、やはり柔軟な運用をして

いきたい、そのための積立金でもあります。 

○三好義治委員長 明原次長。 

○明原消防本部次長 それでは、２点のご

質問にお答えさせていただきます。 

 まず１点目ですが、出動率ということで、

消防団員がどれぐらい出動されるのかと

いう観点を踏まえての今後についてとい

うご質問であったと思います。 

 まず、本市の消防団員の被雇用率、俗に

言うサラリーマン化率なんですけれども、

正確なデータを手元に持ち合わせており

ませんが、約７０％を超えていたと思いま

す。したがいまして、その方々は、特に昼

間、外に出ておられて、通常火災等であれ

ば、出動がかかっても出られないと、これ

はいたし方のない状況であると認識をし

ております。消防団員は、非常勤特別職公

務員ということでありますので、消防団員

の仕事をしておられるときだけが特別職

の公務員という扱いになってございます。

したがいまして、火災では、先ほど申し上

げましたように、出動率が１００％に近い

数字というのは本来求めるべきものでも

ございませんし、求めることもできません。 

 ただ、昨今懸念されております南海トラ

フ巨大地震の発生を鑑みた場合は、もちろ

ん摂津市内に在住しておられるときに発

生すればもちろんですけれども、近隣で勤

務をされている場合でも、摂津市における

消防団員としての活動というのは、私ども

は求めていきたいと思っています。そうい

う意味では、できる限りの、条件が許す限

りの出動というのをお願いしているとい

うのが状況でございます。 

 もう一点ですが、消防団員が地域の住民

の方の個人情報を知ることについてのご

質問でございますけれども、先ほど申し上

げました消防団員は非常勤特別職公務員

ということでございますので、団員が個人

情報を知るということについては、法的に

問題はございません。しかし、個人情報の

保護ということにつきましては、昨今、特

に、非常に大きな問題、厳格な課題である

と認識しておりまして、団員が必要以上に

個人情報を知るということは私どももや

っておりません。 

 現在、消防団員は、地域のほうで、住宅

用火災警報機の啓発等に回っていただい

て、ご自身の管轄地域のご事情として、例

えば、ここにはおばあさんが１階の奥で寝

ておられるとか、そういう情報等も、でき

れば自分のところのエリアの活動情報と

してとっていただければということで、活

動はやっていただいている状況でござい

ます。 

○三好義治委員長 中川委員。 

○中川嘉彦委員 一津屋交差点の渋滞解

消の話ですが、基金とか、いろいろ丁寧な

お答えをいただきましたけれど、市と府で

管轄が違うから要望を求めていくという

のは、ずっと今までやってきたことだと思

うんです。でも現状は何も変わっていない。

摂津市に、大きいお金があるなら、もう府

だの、国だのをおいてやるんだという意気

込みみたいなものなんです。精神論になる

かもわからないですけれど。 

 とにかく一津屋交差点は、東西南北を分

断している一番大きなネックになってい

ると、鳥飼地域からの通勤で雨のとき、千

里丘地域まで１時間以上かかるというの
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では、何にもならないと思うんです。やっ

ぱり３０分でも必ず時間を読めるという

のが鳥飼地域の方々の願いだと思うんで

す。その願いを、こういうふうにお金があ

る、できたということで、突っ込んでいた

だきたいというのが私の意見なんで、それ

を考慮していただいて、前に進めていただ

ければと思います。 

 消防団のほうも理解いたしました。特別

職公務員ということで、個人情報を知ると

いうのも問題ないということで、分団ごと

に、地域の高齢者だとか、寝たきりの方に

ついて情報収集していただいてというお

答えだと思います。 

 近所で挨拶もしないという状況は、何か

寂しいなと思ってますので、やっぱり摂津

市民というのは、消防団も市民の方も一体

となって、目に見える挨拶とか、隣近所の

仲がいいというのが理想のまちだと思っ

ているので、個人情報のあり方を、これか

らうまいこと利用していく方法を消防と

しても考えていってほしいなということ

を要望して、終わります。 

○三好義治委員長 次、村上委員。 

○村上英明委員 それでは、質問させてい

ただきたいというふうに思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 私も６年ぶりの総務常任委員というこ

となのでよろしくお願いいたします。 

 私のほうからは、決算書と事務報告書の

ほうから質問させていただきたいなとい

うふうに思います。 

 まず、１点目なんですが、決算書の２６

ページで収入未済額について質問させて

いただきたいと思います。今回の決算にお

きましては、平成２６年度の決算と比較す

れば、収入未済額は、市税全体で約８，４

００万円ほど減額になっていると思いま

すが、その辺で、不納欠損の処理もあると

思いますし、また収入率のこともあると思

うんですが、その中で収入未済額縮減の取

り組みについてお尋ねしたいと思います。 

 ２点目ですが、決算書の３２ページのと

ころでございます。市営住宅のことであり

ますけれども、市営住宅使用料ということ

で、平成２６年度と比較をいたしまして約

２６０万円ほどふえていると思ったんで

すが、その増額の内容について、２点目と

いうことでお尋ねをしたいと思います。 

 ３点目でありますけれども、決算書の５

２ページのところでございます。一般寄附

金ということであると思いますが、総額で

平成２６年度と比較いたしまして約２．２

倍にふえていると思います。そういう中で、

総務常任委員会ということで人権女性政

策課の一般寄附金について、どういう目的

で活用されたのか、使われたのかというこ

とをお尋ねしたいと思います。 

 ４点目でありますけれども、決算書の５

４ページでございます。雑入のところで人

事課のところで、職員手当返還金というの

が３８万５，０５４円あると思います。こ

の内容についてお尋ねしたいと思います。 

 次の５点目でありますが、決算書の６４

ページでございます。消防の関係でありま

すけれど、先ほど市債の関係を議論をされ

ておられましたけれども、この中で、消防

防災施設共同整備事業債がありますけれ

ども、平成２７年度の当初予算からすれば、

決算額が膨れていると思いますが、平成２

８年第１回定例会の中での議事録を見ま

すと、国庫補助金の申請がもらえなかった

から、新たに起債をして、起債を増額した

ということであったかと思いますけれど

も、その中で、この補助金が認められなか

った理由についてお尋ねしたいと思いま
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す。 

 ６点目なんですが、決算書の７４ページ

でございます。節１３の委託料の中であり

ますが、職員健康診断委託料というのが計

上されております。平成２７年度の予算は

８７２万円ほどですが、決算額は７９８万

２３０円ということで、約１０％の差があ

ったと思うんですけれども、その辺の理由

についてお尋ねをしたいのと、あと、市職

員の中で、正規雇用の方と非正規雇用の方

がおられると思うんですが、正規雇用の方

が約６２％ぐらいの構成率だと思うんで

すが、その辺で、正規雇用と非正規雇用ご

とにどれぐらい受診をされているのか、受

診率についてお尋ねしたいと思います。 

７番目なんですが、決算書の８４ページ

でございます。これも、住民情報システム

保守委託料というのが計上されていると

思います。これは住基のことであるとか、

税のことであるとか、また国保とか、介護

保険の関係のシステムのことなのかと思

うんですが、この委託の内容についてお尋

ねしたいと思います。 

 ８点目なんですが、決算書の８４ページ、

新システム移行対応委託料というのが計

上されております。これ、私の認識では、

番号制度導入に伴っての関係もあるのか

と思うんですけれども、移行の関係で、特

に大きな問題というか、課題がなかったの

かどうか、この辺の確認も含めてお尋ねし

たいと思います。 

 ９点目、同じページでございます。 

 帳票一括アウトソーシング委託料１，６

７８万６，１５４円ですけれども、これも

予算の議事録関係を見ると、基幹システム

をデータから打ち出す納付書関係とか、あ

と通知書の印刷であるとかいうもの、これ

まで各担当課でやっていたものを一括で

するということだと私は認識しているん

ですけれども、その中で、コストの削減と

いうことで、これを目的に一括でされたの

かと思うんですが、その辺の金額なり、時

間がどのぐらい削減されたのかというと

ころ、もし数字で示していただけるのであ

れば、教えていただきたいと思います。 

 １０点目なんですが、決算書の９４ペー

ジでございます。マイクロフィルムデータ

の変換業務委託料というのが計上されて

おります。予算から見れば、決算が３分の

２ぐらいの金額なのかなというふうに思

うんですけれども、どういう業務内容であ

ったのかということと、この対予算比で３

分の２になった理由について、お考えがあ

れば、お尋ねをしたいと思います。 

 １１点目でありますが、決算書の９８ペ

ージでございます。これも、期日前投票に

ついて、お尋ねをしたいと思います。平成

２７年度、二つの選挙があったということ

で、府議会議員選挙と府知事選挙であった

と思いますけれども、この中で、期日前に

ついては、府議会議員は９日間の中で３，

０４５名ということで、有権者の４．５％

であったと。府知事選挙については、日数

が長くて１６日ということで、有権者の６．

８％ということで、４，６２６人が期日前

に行かれたということであるんですが、日

数が延びたから期日前の人数がふえたと

いうことであるかと思うんですけれども、

このあたりの認識をどういうふうに捉え

ておられるのかということでお尋ねをし

たいと思います。 

 １２点目ですが、決算書の１０２ページ

でございます。統計調査費ということで、

国勢調査の件だと思うんですが、事務報告

書を見ますと、調査員が４８３名で、指導

員が７４名ということで今回されたとい
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うことでありますけれども、今回は、イン

ターネットでの回答、郵送での回答、訪問

での回答ということで、３パターンで回答

されたということで、かなり回収に努めて

おられるのかなというふうに思うんです

が、そのあたりで、調査員と指導員が現場

に入っておられてた調査区の数と回収率

についてお尋ねをしたいと思います。 

 １３番目であります。消防の関係で、決

算書の１６６ページでございまして、節１

４で使用料及び賃借料という中で、仮眠室

備品借上料が計上されていますが、予算書

にはこの項目はなかったと思うんですけ

れども、そのあたりの理由と、備品の借り

上げの内容についてお尋ねをしたいと思

います。 

 同じく１６６ページでございます。潜水

プール使用料です。これについても、先ほ

どと同じで、予算書にはなかったですけれ

ども、決算書の中では項目として上がって

いるということで、そのあたりの理由と潜

水プールの使用の中身についてお尋ねを

したと思います。 

 １５番目なんですが、決算書の１６８ペ

ージでございます。これも消防の関係にな

るかと思いますが、節１９の負担金、補助

及び交付金ですが、大阪航空消防運営費負

担金が計上されております。ヘリコプター

を使ったということだと思うんですが、支

出額を算出した計算、人口割合であるとか、

一定の固定費があってということで、その

計算式の中身について、概略で教えていた

だきたいのと、あと、大阪府下で全市町村

がこの負担金を払っているのかどうかと

いうことで、確認も含めて、お尋ねをした

いと思います。 

 １６点目なんですが、決算書の１６８ペ

ージであります。消防活動研修負担金とい

うことで、消防総務課では９，４００円、

消防署の中では３４万８，９４０円が計上

されていると思いますが、それぞれの代表

的な研修でも構いませんので、研修の内容

と受講者の人数等々について、認識も含め

て、お尋ねをしたいと思います。 

 １７点目でございます。同じページ、１

６８ページであります。救命救急士研修負

担金です。事務報告書の中では、救急で３，

６８９件の出動があったというふうに書

いてあったと思うんですが、この救命救急

士の研修の内容と受講者数についてお尋

ねしたいと思います。 

 １８点目なんですが、決算書の１６８ペ

ージ、消防団員報酬でございます。 

 消防団の方には、私も地域の中でも、防

災訓練、歳末夜警を含めて、お世話になっ

ているんですが、その中で、基本団員とか、

機能別団員であるとか、またＯＢ団員があ

るということで、３９５名の方々だという

ふうに思いますけれども、消防団員の数は

事務報告書を見ればわかるんですが、市内

の在学在勤の方の数、これがわかれば、お

尋ねをしたいと思います。 

 １９点目なんですが、決算書の１７２ペ

ージでございます。防災情報充実強化事業

負担金です。これは防災ポータルサイト事

業とか、また防災メール関係ということだ

と思うんですが、この負担金の算定の計算

式についてお尋ねをしたいのと、この負担

をすることによって、摂津市はどういう形

で防災情報が充実するのかということも

含めてお尋ねしたいと思います。 

 ２０点目は事務報告書の中なんですが、

１１ページで大阪府市長会が、毎年、６回

程度開催されていると思うんですが、この

中でどういうことが議題として上がって

いて、どういう議論がされているのかとい
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うことをお尋ねをしたいと思います。 

 ２１点目なんですが、これも事務報告書

の２９ページでございます。人事課になる

かと思いますけれども、職員数について、

摂津市の収入済額から見れば、人件費とい

うのは約１３％を占めているということ

だと思うんですが、その中で、部、室単位

で見れば、教育委員会では１２名、保健福

祉部では２名、任期付職員の数字が合計１

４名あがっているというふうに思うんで

すけれども、この方々はどういう方なのか、

また今後この数字がどうなっていくのか

ということについてお尋ねしたいと思い

ます。 

○三好義治委員長 岩見課長。 

○岩見納税課長 収入未済額縮減への取

り組み内容についてお答えをさせていた

だきます。 

 委員がご質問のとおり、平成２６年度か

ら約８，４００万円の縮減をしたことによ

りまして、平成２８年度に滞納繰越となっ

たものを約５億２，０００万円とすること

ができました。ここ数年は、この収入未済

額を年々減少することができておりまし

て、収納率も年々向上しているところでご

ざいます。 

 取り組みといたしましては、個々のケー

スについてはお答えは差し控えさせてい

ただきますが、これまで進展していなかっ

た高額難事案等が数件解決したこと、これ

まで職員が研修等で培ったノウハウを生

かして、解決に導いてきたものと考えるも

のでございます。また、現年分を減らすこ

とによりまして、翌年度への繰越未済額を

縮減するように、コールセンターからのお

知らせや、また夜間電話、土曜日の納付相

談の実施などを行いまして、滞納とならぬ

よう、早目の対応をする取り組みをしてき

たところでございます。 

○三好義治委員長 古賀課長。 

○古賀防災管財課長 そうしましたら、市

営住宅使用料の収入済額の増額の内容に

ついてお答えいたします。 

 平成２６年度と比較いたしまして、収入

済額が２３２万４，５００円増額となって

おります。内訳といたしましては、過年度

分の滞納分の収入が約４８万６，２００円、

現年度分の収入が１８３万８，３００円の

増加となっております。 

 主な要因といたしましては、過年度分に

ついては、高額滞納者から支払いがあった

ことと、現年度分の増額につきましては、

三島団地建て替え時に６年間かけて入居

世帯に係る家賃の激変緩和を行っており

ます。昨年度が４年目であり、その家賃の

値上がり分が影響したものであると考え

ております。 

 それと、決算書１７２ページにあります

防災情報化充実事業負担金についてであ

りますけれども、まず負担金の算定根拠で

ありますけれども、これは、大阪府の防災

情報充実化事業の総事業費に対しまして、

府内市町村における均等割と、あと直近の

国勢調査確定時における人口割に基づき、

各市町村の負担が求められるものでござ

います。 

 それと、事業の内容でどういった充実が

図れているのかといいますと、まず防災の

ポータルサイトということで、こちらにつ

いては防災情報システムで、入力した情報

の受信であったり、緊急速報メール等のシ

ステムへの情報提供ということで、これも

災害時の速やかな避難誘導、こういったこ

とに役立つものであると考えております。

それと、また、広域的な取り組みになるん

ですけれども、高所カメラというのも配置
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いたしております。これは、被害映像を収

集するために大阪府内に設置いたしてお

りますので、災害時には被害状況ですとか、

建物の破損状況というのも確認できるか

と考えております。 

○三好義治委員長 船寺課長。 

○船寺人権女性政策課長 決算書５２ペ

ージ、一般寄附金のうち、人権女性政策課

にかかわります１００万円についてご説

明申し上げます。 

 この１００万円につきましては、市内の

企業から、市が進めております人間基礎教

育の啓発活動に使ってほしいということ

でいただいた寄附でございます。人権女性

政策課で担当しております人間基礎教育

にかかわります啓発用の看板の修繕や、印

刷、製本等に今年度は利用させていただき

ました。 

○三好義治委員長 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 村上委員の３点の

ご質問にご答弁申し上げます。 

 まず、職員手当返還金でございますけれ

ども、この返還金につきましては、職員の

扶養となっている方がパートで仕事をさ

れておりまして、通常でありましたら扶養

控除の限度額を超えることは余りないん

ですけれども、当該年度、勤務先の仕事の

都合で、この控除額を超えてしまい、その

超えてしまったことを当該職員が気付く

のがおくれてしまったために、扶養手当で

あったり、それに当たる地域手当であった

り、賞与の手当の部分、払い過ぎている部

分を返還していただいたというものでご

ざいます。 

 次に健康診断の委託料でございますけ

れども、健康診断委託料につきましては、

当初予算を編成するに当たっては、対象者

数でその編成をいたしますと、やはり受診

率等の関係がありまして、その余剰が大き

くなってしまいますので、過去の受診率等

を見ながら、その金額を積算するわけなん

ですけれども、そうはいいましても、やは

り一次健診だけではなくて、二次健診、そ

れと子宮がん検診であったり、頸肩腕検診

であったり、新規採用職員の健康診断等も

ございまして、振れ幅が多少ございますの

で、そのあたりは余裕を持った額で編成を

させていただいているということで、結果

的には受診者の数等とその差額がどうし

ても余剰として生まれてくるということ

でご理解をいただきたいというふうに思

います。 

 受診率でございますけれども、正規職員

の受診率、健診そのものの受診率について

は、平成２７年度は対象者が６６８名に対

して６４．１％なんですけれども、人間ド

ック等による書類の提出、これは法的に認

められておりますので、これを合わせます

と９８．５％になります。同じく非常勤の

受診率になりますと、４１１名に対して９

５．６％、それと人間ドック等の書類提出

をあわせますと９９．２％という状況にな

っております。 

 ３点目が、事務報告書の任期付職員の内

容のところでございますけれども、任期付

職員、これはフルタイムの任期付職員なん

ですけれども、さまざまなケースが任期付

として任用する場合に考えられるわけな

んですけれども、本市の場合は、教育総務

部と保健福祉部ですけれども、ここの部分

については、産休・育休代替に伴う栄養士

と、あと新たな事業、健都の関係ですけれ

ども、それに対応するために保健師等の採

用をいたしたところでございます。あと、

幼稚園教諭、保育士につきましては、当初、

平成２８年４月から正雀保育所の民営化
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ということを想定しておりましたので、そ

の想定の中で退職者の分を補充するため

に、非常勤でするケースもあるんですけれ

ども、本市の場合はあえて任期付で正職と

いうことで対応させていただいたという

ことでございます。 

○三好義治委員長 小西課長代理。 

○小西警備課長代理 それでは、警備課所

管であります、国庫補助金がなくなった理

由につきましてお答えいたします。 

 吹田市と共同で整備するに伴いまして、

補助金申請につきましては、消防の指令セ

ンターは消防防災施設整備費補助金、消防

救急デジタル無線は緊急消防援助隊設備

整備費補助金、この２本立てで要望してお

りましたが、結果、消防指令センターの分

が配分決定され、消防救急デジタル無線に

ついては不採択となったものでございま

す。 

○三好義治委員長 橋本参事。 

○橋本消防本部参事 消防本部に係りま

す５点のご質問にお答えいたします。 

 まず、仮眠室備品借上料についてでござ

いますが、委員がご指摘のとおり、当初予

算につきましては、計上していないもので

ございました。事業内容は同じではござい

ますが、当初は工事請負費の中の消防庁舎

改修工事の中に仮眠室備品借上料を含ん

でおりましたが、契約段階で予算の性質上、

区分が違うということで、工事請負費から

使用料及び賃借料に項目を変更し、執行し

たものでございます。 

 内容につきましては、消防署の仮眠室改

修に伴いまして、４階に仮眠室を設置する

ためのパーティション８５枚及び畳３０

枚を借り上げたものでございます。 

 続きまして、大阪航空消防運営費負担金

についてでございますが、負担金の支出額

の算出方法につきまして、ヘリコプター２

機を運営する費用として約２億５，０００

万円必要でございます。約半分を大阪市が

負担、残り半分を府内の３２市で負担する

こととなっております。算定額につきまし

ては、住民基本台帳による人口割及び標準

財政規模による財政規模割で、各市が分担

金を支払っているものでございます。各市

が分担金を支払った半分が大阪府の大阪

航空運営費補助金として交付されるもの

でございます。 

 続きまして、消防活動研修負担金につい

てでございます。総務課分の９，４００円

分についてですが、まず消防職員のための

職域メンタルヘルス研修、こちらのほうに

２名、消防職員のための惨事ストレスの理

解と予防、こちらのほうに１名、消防職員

委員会からの推薦によって派遣したもの

でございます。 

 続きまして、救急救命士研修負担金につ

いてでございますが、救急救命士の研修負

担金は就業前病院実習に１名、ビデオ喉頭

鏡実習に４名、気管挿管病院実習に２名、

再教育病院実習に９名、延べ１９名の救急

救命士を病院に派遣したものでございま

す。 

 内容につきましては、就業前の病院実習

には救急救命士の免許を受けた者が救急

業務を開始するに際して必要な知識、技能

の一層の習熟を図ることを、医療機関の医

師と信頼関係を深めることを目的とした

研修でございます。 

 ビデオ喉頭鏡実習につきましては、高度

専門教育訓練センターで講習を受けまし

て、所定の試験に合格した者が地域のМＣ

協議会で定める２症例以上を病院で実習

するものでございます。 

 気管挿管病院実習、こちらのほうは救急
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救命士が硬性喉頭鏡を使用して気管挿管

３０症例以上を病院で実習するものでご

ざいます。 

 再教育病院実習についてですが、大阪府

三島地域メディカルコントロール協議会

救急救命士に対するガイドラインに基づ

きまして、病院実習や症例検討会など、救

急救命士の再教育を実施し、病院前救護に

必要な医学的知識と技能の維持に努め、医

療職種の一員として質の向上を図ること

を目的とした病院での実習でございます。 

 最後に、消防団員の市内の在勤在学者数

についてですが、現在基本分団員は３５９

名でございます。そのうち、市内の在勤者

につきましては１９６名、学生団員７名の

うち、市内の学生は２名でございます。 

○三好義治委員長 納家課長。 

○納家警防第２課長 消防署にかかわり

ます２点について、お答えいたします。 

 １点目、潜水プール使用料の科目につい

てと、潜水プール使用の中身についてお答

えいたします。 

 潜水プール使用の科目については、平成

２７年度決算から使用料として計上され

ておりましたが、予算作成時には研修負担

金として予算計上しておりましたところ、

予算の性質上適正な予算項目へ変更して

の予算執行となったものでございます。 

 次に、潜水プール使用の中身についてお

答えいたします。 

 ご存じのとおり、本市には淀川、神崎川、

市場池等の河川や池が存在しておりまし

て、それに伴う水難救助事案においての水

中での要救助者捜索のための潜水機材を

保有しております。そのため、潜水訓練を

実施しているところでございます。具体的

な訓練内容につきましては、救助隊員１２

名が年２回、延べ２４名を対象として大阪

市内にございます潜水プールを使用して

溺者救助法、水面へのエントリー法、水中

検索等の訓練を実施しております。 

 ２点目、消防署所管分の消防活動研修負

担金についてお答えいたします。 

 主なものとしましては、救助隊員が河川

等の水難事故現場においてのボート等の

操縦に必要となります２級小型船舶、特殊

小型船舶操縦免許取得講習費の１名や、救

助工作車に積載しております小型移動式

クレーン運転技能講習、これは２名の受講

料にかかる負担金でございます。また、救

急隊員の技術、スキル向上のための救急隊

員部会の参加費、これは年間４回ございま

して、その８名、また意識障害病院前救護、

脳卒中病院前救護といったコースがあり

まして、それも年間２回開催しておりまし

て、４名が受講しております。それにかか

る負担金でございます。 

○三好義治委員長 槙納課長。 

○槙納情報政策課長 情報政策課所管の

４点のご質問にお答えいたします。 

 まず１点目の、住民情報システム保守委

託料につきましての委託の内容のお問い

でございますが、住基、税、国保、福祉等、

業務関係のシステムのサポート費用及び

ハード機器の保守が主なものとなってお

ります。具体には、ソフトウエア使用料、

サーバー、端末機器、プリンター等の機器

保守費、ソフトウエア保守費、業務運用委

託費、トラブル・インシデント管理、シス

テム運用管理、オペレーション、帳票出力

などとなっております。 

 続きまして、新システム移行対応委託料

でございますが、委員のご指摘のとおり、

番号制度の関係で対応させていただくも

のでございます。マイナンバーの導入に伴

いまして、国において情報提供ネットワー
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クシステムというものが構築されます。平

成２９年から国、自治体間での情報連携が

開始されます。このネットワークを利用す

るために各業務システムの改修を行った

ものでございます。 

 続きまして、帳票一括アウトソーシング

システムにつきまして、こちらのほうも委

員のご指摘のとおり、各担当課において予

算計上しておりました基幹システムから

打ち出されます決定通知書でありますと

か、納付書等につきまして、帳票作成、デ

ータの印字、帳票の裁断、封入、封緘まで

の作業を外部へ委託するものでございま

す。各課で予算計上していたものを取りま

とめることによるスケールメリットを生

かしまして、コストの低減を図ろうと計画

したものでございますが、実際ふたをあけ

てみますと、金額的には大きなコストメリ

ットはなかったものでございます。この理

由につきましては、例えば国保の保険証に

おきましては、各業者ごとでの金額に非常

にばらつきがあり、それは業者が例えばそ

の用紙をストックしているとか、そういっ

たもので金額の差が見られましたことで

ありますとか、あと各業務ごとに非常に封

入する内容のもの、納付書以外にもパンフ

レットであったり、お知らせ、口座振替の

依頼であったり、さまざまなものを封入さ

れます。そのパターンが非常に多いため、

こちらにつきましてもやはり業者におい

ての見積もり金額等が変わってまいりま

して、トータルすれば残念ながら費用の縮

減には至らなかったものでございます。 

 しかし、これまで入札に係る事務であり

ますとか、予算計上に係る事務であります

とか、そういったものを各課で行われてい

たものを取りまとめることによって、事務

の軽減は図れたのではないかというふう

には思っております。 

 最後に、統計調査でございます。ご承知

のように、５年に１回国勢調査が１０月１

日基準日に実施されるものでございます。

お問いの調査区数ですが、本市におきまし

ては７３５の調査区を対象に調査をして

いただいたところでございます。先ほど、

委員からもございましたように、今回から

インターネット回答を取り入れておりま

す。国におきましては、当初、回答率を３

０％前後と見込んでおりましたが、本市に

おきましては３７．３％の回収がございま

した。全国平均３６．９％、大阪府平均３

５．４％でありますので、高いものであり

ました。 

 それとあと、回収率でございますが、国

勢調査は住民基本台帳への登録ではなく、

実際その場所に住んでいる方を対象とす

るものですので、回収率というものは求め

られないものとなっておりますが、平成２

７年１０月１日現在の人口が８万５，０５

４人、今回の国勢調査の結果が８万５，０

０７人となっておりますので、この数字か

ら見ますと、調査員、指導員のご努力をも

って高い回収率が上げられたのではない

かというふうに思っております。 

○三好義治委員長 中西課長。 

○中西固定資産税課長 それでは、私のほ

うからはマイクロフィルムデータ変換業

務委託料についてご答弁申し上げます。 

 まず、業務内容ですけども、マイクロフ

ィルムとして記録し保存しておりました

昭和３９年以降の土地家屋名寄帳、家屋評

点表、これらを昭和４５年以降から保存し

ていたのですけども、これらの書類は、従

来は読み取り機を使いまして、閲覧しまし

て、活用を図っていたわけですけれども、

庁内に読み取り機は２台あったんですけ
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れども、２台とも故障ぎみで、利用する上

において非常に不便が生じることがあっ

たということで、今回ＰＤＦファイルに変

換することによって電子データとしてＰ

Ｃでの活用を図るようにしたというもの

でございます。今回、ＰＤＦ化したことに

よりまして、業務の内容につきましても非

常に簡素化されまして、業務のスピードも

非常にアップを図れたということでござ

います。 

 次に、対予算比３分の２に削減されてい

るということですけども、当初予算計上さ

せていただいた段階では、固定資産税課と

しまして複数の業者のほうから参考の見

積もり等々とりまして、予算計上の参考と

して上げておりましたけども、実際契約に

際しましては、少しでも執行額を抑えると

いうことから、同様のマイクロフィルムデ

ータの検索閲覧を行っておりました市民

課との合同での入札を行いまして、その結

果としまして１６６万７，０００円ほどの

減額が図れたものでございます。 

○三好義治委員長 山下局次長。 

○山下選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局次長 そ

れでは、選挙管理委員会事務局にかかわり

ますご質問にご答弁申し上げます。 

 期日前投票制度についてですが、平成１

５年の６月に公職選挙法が改正されまし

て、従前の不在者投票制度を見直し、新た

に期日前投票制度が創設されまして、現在

に至っております。先ほど委員のほうから、

昨年執行されました府議選・知事選の期日

前投票率についてお伝えいただいたんで

すけど、まず府議選に関しましては、平成

２３年４月に行われました府議選の期日

前投票率は２．７８％でございました。今

回が４．５１％ということで、１．７３ポ

イントの増加と。知事選につきましても、

２３年１１月の知事選、知事選投票率が５．

１１％、今回２７年１１月の投票率が６．

８１％ということで、１．７ポイントの増

加ということで、投票率は、全体の投票率

は低く、下降ぎみということですけど、期

日前投票に関しましては利用される有権

者は右肩上がりでふえていっているとい

う状況でございます。 

○三好義治委員長 門川参事。 

○門川市長公室参事 それでは、事務報告

書の秘書課分に係ります大阪府市長会で

どのような議題が上がっているのかのご

質問にご答弁させていただきます。 

 まず、事務報告書には市長が出席された

もののみ掲載しております。大阪府市長会

では、平成２７年度は定例会議が６回開催

されております。国、府の施策並びに予算

に関する要望や府内各市の取り組み、情報

交換等について話し合われております。２

７年度第１回目は、大阪府・市町村国民健

康保険広域化調整会議の設置について。第

２回目は、大阪府まち・ひと・しごと創生

総合戦略の策定について、大阪農業の活性

化に向けた農地中間管理事業の推進につ

いてなど。３回目は、東日本大震災被災３

県への職員派遣について、国家戦略特別区

域外国人滞在施設経営事業についてなど。

４回目につきましては、開催が平成２７年

１２月２日で、本市の本会議初日になって

おりまして、市長は欠席されております。

市町村長の合同の会議を初めて試みられ

ました。中身は、平成２８年犯罪抑止総合

対策について、府域における広域的課題に

ついてなどです。第５回目は、大阪産（大

阪もん）を活用した６次産業化の推進につ

いて。第６回目は、大阪府人口ビジョン（案）

及び大阪府まち・ひと・しごと創生総合戦
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略（案）についてなどが議題になり、話し

合われております。 

○三好義治委員長 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 先ほど少し答弁漏

れがございましたので、ご答弁させていた

だきます。 

 任期付職員が将来的にどうなるかとい

う趣旨のご質問でございましたけれども、

任期付職員は基本的には３年の任期にな

っておりまして、最長５年ということにな

っております。したがいまして、先ほど申

し上げました任用している理由と合わせ

ますと、その範囲内で退職されるというこ

とになります。ただ、将来的にまた違う事

由等で、この任期付職員の活用ということ

は十分考えられると思います。 

○三好義治委員長 村上委員。 

○村上英明委員 まず初めに納税課でご

ざいます。先ほどもこの収入未済額の縮減

ということで、いろいろとご努力をされて

いるということです。電話や訪問で時間も

夜になるときもあると思いますが、そうい

うことも含めて縮減に取り組んでおられ

ると思うんです。その中で、２回目の質問

といたしましては、事務報告書に掲載され

ているんですけども、催告書とか督促状の

送付が平成２６年度より、やや減りつつあ

るということなんですが、まだ２万６，０

００通を超えるような督促状を出されて

いるというようなことであるというふう

に思います。そういう意味では、納付書だ

けでもお金がかかってくるということで

あるというふうに思うんですが、現年分が

徴収できなければ翌年度ということにな

ってくると思うんですけども、そのあたり

で翌年度に徴収する考えといいますか、今

の職員体制でどういう形でやりくりをし

ていくのかとか、そういうことで現体制で

の対応について、お尋ねをしたいと思いま

す。 

 次、２点目の市営住宅使用料の件でござ

います。三島住宅の４年目ということで、

家賃収入がふえていくという中で、改めて

なんですが、使用料におきましても収入未

済額というのは計上されていると思うん

ですけども、その辺の縮減の取り組みにつ

いてお考えや方法についてお尋ねしたい

と思います。 

 防災管財課で、防災情報の充実強化の件

でお尋ねをさせていただきました。この前

の熊本地震におきましてもそうでござい

ますし、今まで活断層がわからなかったよ

うなところでも地震が発生したというこ

とで、専門家の方も改めて調査というか、

考え方を変えなければいけないというこ

とで、いろいろと言われていたと思うんで

す。その中で、本会議でも出ておりました

けども、ＨＵＧ訓練、あれはやっていくと

いうことが本当に必要なんだろうと思う

んです。釜石の奇跡ということで、お話も

されておりました。これまで釜石の奇跡と

いう言葉をずっと何回も聞いてきたんで

すが、コミュニティプラザの防災講演会で

釜石市の宝来館の方が来られて言われて

いたんですが釜石の奇跡ということが言

われているけども、あれは釜石の実績なん

だと。今まで訓練を何回もやってきたとい

う実績が、ああいう結果になったんだとい

うことで言われていたんです。何事もそう

かもわかりませんが、繰り返しやっていく

ことで、何かのときに動くことができると

いうことだと思うんで、平成２７年度も職

員の中でＨＵＧ訓練をされたということ

で、これも市民の方にもやっぱり展開して

いくべきなんだろうと思うんです。小学校

区単位とかね、中学校区単位だと大き過ぎ
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るので、やっぱり小学校区単位なのかなと

いうふうに思うのですが、その中で防災に

関係しておられる自治会長に集まってい

ただいて、こういうＨＵＧ訓練をやってい

くことで避難所の運営というのが、迅速に

できるのかと思うんで、市職員でやるのも

必要なことだと思うんです。だけども、地

域の方にもやっぱりやっていただくこと

が必要なので、この辺の市内の展開につい

てのお考えをお尋ねしたいと思います。 

 次の人権女性政策課の分でございます。

一般寄附金の件で、人間基礎教育の看板と

か、印刷代等ということであったと思うん

ですが、寄附金が１００万円ということで、

執行するに当たっては差額が出てくると

思うんです。その差額分が出てきた場合の

対応はどうされたのかということで、お尋

ねをしたいと思います。 

 次は、決算書の５４ページの職員手当返

還金の件でございます。扶養控除の限度額

を超えた方がおられ、その処理がおくれた

ということでの返還金があったというこ

とです。タイムロスをなくしていくという

か、速やかに報告していただくというか、

そういうことも含めてこれからしっかり

とこれはやっていっていただきたいとい

うことで、要望とさせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

 職員健康診断の件でございます。正規雇

用職員のほうは９８．５％の受診率で、非

正規雇用職員の方は９９．２％ということ

で、ほぼ１００％に近い数字だと思うんで

すが、やっぱり何人か見受診の方が残って

はるということになると思うんで、しっか

りと、１００％にもっていくことが社会の

流れというか、摂津市の進んでいく道にも

乗っかっていくと思うんです。健都という

ことも、市としてやってますから、そうい

うことも含めて市職員から受診率１０

０％を目指して、自分の健康は自分で管理

をしていくということをしていかないと、

病気になれば業務にも差し支えますし、生

活面にも差し支えてくると思うんです。そ

ういう中で、正規職員の人数を減らしてき

てるということもあるので、昔に比べたら

余裕がないというか、ぎりぎりの中で皆さ

ん仕事をされている状況の中で、例えば病

気をして長期休暇となったら、業務に支障

を来してくるので、やはりその辺でも１０

０％の受診を目指して取り組んでいって

いただきたいということで、要望とさせて

いただきますのでよろしくお願いいたし

ます。 

 任期付職員の件は説明でわかりました。

今後はまた、新たな任期付職員が出てくれ

ばまた報告が出てくるのかなと思うんで

すが、保育所に関しては民営化後にゼロに

なってくると思うので、その辺は任期付職

員の方々をしっかりとフォローできるよ

うに、対応をお願いしたいということで、

これも要望としてさせていただきますの

でよろしくお願いいたします。 

 次、情報政策課の件でございます。住民

情報システムの件でございます。いろいろ

とサーバーやホームページ、また税とか国

保、介護関係であるというふうに思います。

そういう中で、もう一回お尋ねしたいんで

すけども、ハザードマップから見れば、市

役所は２メートルから５メートルの水害

の可能性があるということで明記されて

いると思うんです。そういう中で、サーバ

ーとかその辺がバックアップの体制をど

ういう形でとられているのかということ

でお尋ねしたいと思います。 

 新システム移行対応委託料の件でござ

います。番号制度なので、これからもシス



- 42 - 

 

テム改修が出てくるかもしれませんし、こ

れが普及していけばいいなというふうに

思っているんですが、これはしっかりとシ

ステムを運用していただくように要望と

させていただきたいと思います。 

 帳票の一括アウトソーシングの件でご

ざいます。 

 数字上というか、金額上で見れば、そう

メリットはなかったというか、本当はこれ

が一番の目的だったんではないのかと思

うんです。理想と現実のギャップというの

はなかなか埋まらないのかなと思うんで

すが、その中でももう一方で、各担当課で

それぞれ帳票に関する事務をしなくてよ

くなったということでのメリットがある

と言われておられたんですけれども、先ほ

ども言われておりました、いろいろと国保

の保険証でもい印刷業者別で違うとか、納

付書もいろいろパターンがあるので、それ

らを含めていけばコストの縮減がそうで

きなかったというようなこともあったと

思うんで、こういうことは情報政策課だけ

ではないかもしれませんけども、納付書の

統一化を進めていくとか、種類を減らして

いくとか、庁内全体でこれを考えていく必

要があるのかと思うんで、その辺はまたし

っかりと、金額として何か削減できる数字

が見えてくるような取り組みをお願いし

たいと思います。これは要望としておきま

すので、よろしくお願いいたします。 

 マイクロフィルムデータの件で、決算書

の９４ページの件でございます。 

 先ほど、今まで読み取り機でやっていた

ものが故障しつつあるというようなこと

の中で、今回のＰＤＦとして電子化された

と思うんですが、電子化になれば迅速な事

務処理が進められていくと、私はそう期待

しいるんですけども、その中で何か例えば

固定資産税のことで家屋、土地もそうなん

ですが保存年限とか、保管の方法をお尋ね

したいと思います。 

選挙の期日前投票の件でございます。平

成２３年の府議選、また府知事選と比較す

れば、期日前の投票率も若干上がったとい

うふうに言われておりました。 

 その中で、平成２７年からゆうゆうホー

ルで期日前投票所を始められたと思うん

ですが、府議選で１９８人だったんです。

１１月の府知事選挙では、同じ２日間なん

ですけども、２６６人が来られたというこ

とで、人数が１．５倍には行かないけども、

ふえてるんです。その辺は選挙の内容によ

るのかもしれないですけども、場所的なも

のも含めて認知が広がったということな

のかと思うんです。 

 そういう意味では、全体的には投票率が

減ってきているという中であるけれども、

期日前がふえてきてるというのはあると

思うんです。 

 そういう意味で、鳥飼地域におきまして

も、期日前を２日間やっているものを、期

間を少しふやせば、全体的な投票率の低下

の歯どめになるんではないのかと思うん

ですけれども、そのあたりについて、お考

えをお尋ねしたいと思います。 

 統計調査員報酬の件でございます。調査

員の方と市の職員が対応されたというこ

とであるんですが、回答いただくのに訪問

するのも１回、２回ではないんです。１０

回も行ったというようなこともあって、回

答数を高めていこうという思いで活動さ

れたと思うんですけども、市内の調査員の

方、４８３名に委嘱されて活動された中で

あったんですが、国勢調査で得られた地域

特性とかが何かに活用できたらいいのに

と私は個人的に思ってるんです。これから
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国勢調査というのは全地域が対象になっ

ての調査なので、そういうデータをこれか

らしっかりと取っていけるような取り組

みで、中学校区単位でもこういう動向とい

うか、こういう地域特性があるとか、そう

いう分析ができるような取り組みをお願

いしたいと、これは要望として申し上げて

おきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 秘書課の大阪府市長会の６回分の議論

されたことについて、お聞きをすると、摂

津市でも必要なことというか、大切なこと

というか、人口ビジョンの関係とか、健康

のこととか、また経済のことを議論されて

いるということで、しっかりと府内の情報

収集をしていただいて、いいとこ取りじゃ

ないですけども、この市はこんなことをや

っていたから実績としてこういうメリッ

トが出てきたとか、情報収集していただけ

るようなお考えをもって、これからこうい

う市長会に出席をしていただきたいとい

うことで、要望として申し上げておきたい

と思います。 

 消防の防災施設共同整備の件でござい

ます。 

 二つ申請して１個は通ったけども１個

はだめだったということだったと思うん

ですが、これからはしっかりと、途中での

増額補正ということのないように、しっか

りと、これは申請する際にしっかりとご努

力をお願いしたいと思うんです。借金をす

ればするほど利息をつけて返さないとい

けないので、その辺も含めて市の財政、先

ほど基金のお話もございましたけども、そ

ういう返済も含めて考えていくならば、極

力、補助金をもらえるようなご努力をこれ

からはしていただきたいということで、こ

れは要望として申し上げたいと思います。 

 仮眠室備品借上料の件でございます。 

これは説明でわかりましたので、予算計上

する際には、しっかりと財政方と情報交換

し、適正な形で予算に計上できることをお

願いをしたいと、これは要望として申し上

げておきます。 

 潜水プール使用料の件でございます。摂

津市におきましては、淀川とか神崎川とか、

また安威川とか、市場池があるというよう

なことも含めての水中での訓練というこ

とであったかというふうに思います。 

 何かあったときには人命にかかわるよ

うなことで、しっかりと潜水の訓練をやっ

ていっていただきたいということと、先ほ

どと同じで、予算計上の際にはしっかりと

財政方と情報交換をしていただいて、計上

していただきたいということで、これも要

望としておきますので、よろしくお願いい

たします。 

 大阪航空消防運営費負担金であります。

先ほどの説明の中で、ヘリ２機で約２．５

億円の運営費がかかりますよということ

で、例えばヘリの救助があるのは山とか川

のある自治体への出動が比率的には多い

んではないのかと思うんです。そういう意

味では、ほかの自治体の方にもご理解をい

ただかないといけないんですけども、大阪

府下の自治体で運営費を出し合ってやっ

ていくべきではないのかなというふうに

思うので、過去の経緯もあるかもしれませ

んけども、その辺のお話をお聞かせ願いた

いと思います。 

 消防活動研修の件でございます。消防総

務課と消防署ということでご答弁をいた

だきました。メンタル的な訓練とか、また

水難のボートの件、やはり消防署の職員の

方々におきましても、やはりそういう精神

的な訓練も必要でしょうし、また健康面で
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も同じなんですが、その辺も含めてしっか

りと消防署の職員のスキルが全体的にも

高まっていくような、これからもこういう

研修も含めてしっかりと取り組んでいっ

ていただければと思いますので、これも要

望として申し上げておきたいと思います。 

 救急救命士の件でございます。いろいろ

とご説明があったかと思うんですが、そう

いう中で救急救命士というのは一定の人

数確保が私は必要ではないかと思います

ので、そういう意味では現状の人数、また

救急救命士の人数の目標について、お尋ね

をしたいと思います。 

 消防団員の報酬の件でございます。先ほ

どもご答弁がありましたように、女性の方

が４名入られたということでありました。

装備品の配備ということで、この平成２７

年度にされたと思います。消防団員全員に

行き渡るのか、全員がお持ちなのか、確認

も含めてお尋ねをしたいと思います。 

○三好義治委員長 岩見課長。 

○岩見納税課長 徴収の取り組みにおけ

る現体制での対策というご趣旨のご質問

にお答えさせていただきます。 

 現年度の徴収率を高くすることによっ

て、翌年度へ送る未済が少なくなればなる

ほど、滞納額も減っているということでご

ざいますけども、現年分を納めていただく

ためにも、やはり何らかの事情があって納

められないと、一気に納められないという

ことがありましたら、当然ご相談をいただ

いて、それを翌年度課税されるまでに分割

納付をしていただいて、できる限り自主納

付をしていただくように努力をさせてい

ただいているところでございます。そのこ

とによって、翌年度へ繰り越しする金額も

減ります。 

 また、督促は法令上出さなければならな

いということになっておりますので出し

ております。その後に、コールセンターな

り、お忘れではないですかというようにお

声をかけさせていただいて、できる限り現

年分の滞納を少なくするよう努力を進め

ているところでございます。 

 今後、その体制といいますか、翌年度へ

持っていく分を少なくするための体制と

いうことなんですけれども、現在、納税課

では私を含めて１０名で滞納整理の事務

を執行しているところでございます。その

中で１名の担当職員がおおむね４００件

から４５０件程度のケースを持っておる

わけですけれども、現年分の担当もおりま

すので、担当職員もコールセンターと連携

をとりながら、現年分を少なくする方向で、

徴収率を高めるようにして全体の徴収率

を上げていきたいと考えております。 

○三好義治委員長 古賀課長。 

○古賀防災管財課長 それでは、市営住宅

の収入未済の滞納対策の取り組みについ

て、お答えいたします。 

 督促期限を過ぎても支払わない世帯に

対しては、まずは電話による督促。ただ、

電話対応が困難な対応世帯に対しては、臨

戸訪問による督促を行っております。 

 また、１か月か２か月滞納している方に

ついては督促状の送付、また３か月以上滞

納をされる方については催告状の送付を

行っており、それでもなお支払いがない方

については、市役所にお越しいただいて、

滞納の理由ですとか、その世帯の経済状況

等をお聞きしながら、分割納付等の約束を

お願いしているところでございます。 

 次に、ＨＵＧ訓練の実施について、今後、

市内で展開できないかというお問いにつ

いてご答弁申し上げます。 

 ことし３月には、市の職員を対象に実施
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してまいりましたけれども、それとあわせ

まして、ことし３月に千里丘小学校の自主

防災組織につきましても、千里丘小学校の

図面を用いてＨＵＧ訓練を実施いたして

おり、その際は、わかりやすくて具体的で

よかったという声も聞いております。 

 それとまた今年度、自主防災組織の訓練

時には、避難所の運営を想定したプライベ

ートルームのテントの設置ですとか、あと

防災用トイレの組み立て、また段ボールベ

ットの組み立てなどの体験も行ってると

ころであります。 

 そういった実際の避難所運営について

は、自治会が中心となって運営していただ

くことになりますので、自主防災組織の代

表の方ともご相談しながら、今後ＨＵＧ訓

練の実施については検討してまいりたい

と考えております。 

○三好義治委員長 船寺課長。 

○船寺人権女性政策課長 寄附金の関係

にお答え申し上げます。 

 寄附金で人間基礎教育の関係の啓発用

の看板等に使用したものについての残り

については、不用額として一般会計のほう

に戻っているという形になります。 

今年度につきましては、看板とかのぼり

とかポールとかの消耗品も含めて購入い

たしまして、２４万７，０５０円を使用し

ました。よりまして、７５万２，９５０円

について一般会計へお返ししました。 

○三好義治委員長 槙納課長。 

○槙納情報政策課長 災害時のバックア

ップ体制のお問いにお答えいたします。 

 現在、各業務システムのバックアップデ

ータにつきましては、毎月遠隔地におけま

す堅牢なデータセンターにおいて保管を

しておるところでございます。 

 国のほうからも、東日本大震災の教訓を

踏まえ、災害や事故があった場合にも重要

業務をできるだけ中断させない、中断をし

ても早急に復旧させるＩＣＴ－ＢＣＰ（業

務継続計画）の作成が求められているとこ

ろでございます。 

 本市におきましても、地域情報化計画に

基づき、業務継続計画の作成や次回、基幹

システム更新時には、サーバーを自庁に置

かないクラウド化をするなどの対応を、今

後も検討してまいりたいと考えておりま

す。 

○三好義治委員長 中西課長。 

○中西固定資産税課長 データの保存年

限、また保管についてご答弁申し上げます。 

 今回、ＰＤＦ化しましたデータにつきま

しては、委託業者のほうからはＤＶＤの形

で納品されておりまして、それを外部環境

とは遮断された固定資産税課のＰＣに取

り込み、業務に使用しております。 

 それと、原本でありますＤＶＤにつきま

しては、固定資産税課内にあります書庫の

ほうに保管しているという形になってお

ります。 

 それと、これらのデータにつきましては

納税者に対する課税説明などを行う際に

過去の課税資料等を調査するのに必要な

ものであるという観点から、保存年限につ

きましては可能な限り永年で保存したい

と考えております。 

○三好義治委員長 山下局次長。 

○山下選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局次長 そ

れでは、村上委員の２回目のご質問にご答

弁させていただきます。 

 先ほど委員がおっしゃられましたとお

り、これまでは期日前投票は市役所本館１

階のロビーのみで実施しておりましたが、

それに加えまして昨年４月の府議選より、
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鳥飼西２丁目にございますゆうゆうホー

ル鳥飼西にて、投票日の前日、前々日、２

日間だけでございますが、開設させていた

だきました。 

 最初、投票に来られた方からは場所がわ

かりにくいというご意見もありましたが、

建物自体は地域福祉活動拠点ということ

で、バリアフリーでスロープもあり、また

空調も完備されているということで、投票

に来られた方にとって優しい環境である

ということで利用される有権者の方もふ

えてきている状況でございます。 

 ２日間の開設ということで、日数延長に

ついての考えはというお問いでございま

すが、２日間しか開設していない理由とい

たしましては、本市役所の期日前投票所と

臨時期日前投票所、２か所同時に開設する

におきましての人員確保、例えば投票管理

者、立会人、あと投票事務従事者、この確

保が厳しい状況にあると。それに加えまし

て臨時期日前投票所の執行経費につきま

しては、市役所の期日前投票所につきまし

ては国の執行経費の枠内に入っているん

ですが、臨時期日前投票所につきましては、

その枠外といいますか、市の持ち出しとい

うことになっておりますので、その辺の費

用を含めて執行経費全体の枠内での実施

が可能かどうかというところ、そういった

事情もございます。 

 ただ、先ほど申しましたとおり、投票に

来られた方からは非常に好評を得ており

ますので、投票者の動向もまた分析しまし

て、総合的に判断ということにさせていた

だきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

○三好義治委員長 橋本参事。 

○橋本消防本部参事 消防にかかります

２点のご質問にお答えいたします。 

 まず、大阪航空消防運営費につきまして

ですが、委員がご指摘のように大阪市がヘ

リコプターを所有しております。管理する

のも大阪市でございますが、大阪市、大阪

府、大阪府下の市が共同して消防ヘリコプ

ターを運営しているのが現状でございま

す。 

 消防ヘリコプターにつきまして、委員か

らご指摘もありましたが、山間部での活動

も多いと思います。また都市部のほうでも

活動しているのが実情でございます。 

 今後は、委員のご指摘もありましたよう

に、大阪府下の消防長会、こちらのほうを

通じまして意見要望できるかについて、関

係機関を通じて調査していきたいと考え

ております。 

 ２点目の消防団への装備品の貸与につ

いて、負担になるんではないかというお問

いだったと思います。 

 今回、貸与させていただきました耐切創

性手袋、こちらは消防隊員と同じものでご

ざいます。 

 手袋の特徴といたしましては、難燃性、

耐熱性、耐切創性、耐薬品等にすぐれて、

低温から高温まで広範囲で災害現場に使

えるものとなっております。こういうもの

を各団員に貸与することによって、安全に

災害活動をしていただけるということで、

団員にも重荷になるということはないと

考えております。 

○三好義治委員長 納家課長。 

○納家警防第２課長 現状の救急救命士

の人数と目標数についてお答えいたしま

す。 

 平成２８年４月１日現在におきまして、

救急救命士数は総数で２８名。その中には

管理職、日勤者が含まれているために、運

用救命士としましては２０名でございま
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す。 

 目標数としましては、大阪府からも救急

業務の一層の高度化を推進するため、でき

るだけ早期に救急救命士の常時２名、救急

車乗車体制の確立の希望が来ておりまし

て、本市におきましても２名以上の乗車に

向けて努力しているところであります。 

○三好義治委員長 暫時休憩します。 

（午後 ３時 ２分 休憩） 

（午後 ３時２９分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 一般的な答弁を求める前に、先ほどの村

上委員の質問に対して理事者側からの補

足答弁を求めております。 

 石原課長。 

○石原財政課長 それでは、先ほどの人権

女性政策課と消防本部の答弁の中で、財政

的に不明確なところがございましたので、

補足説明をさせていただきたいと思いま

す。 

 まず、１点、人権女性政策課につきまし

ての寄附ですけども、こちらは１００万円

を一般寄附金として受け取っております。

執行としまして約２０万円ということで、

人間基礎教育を目的としての寄附でした

ので、そちらのほうを使用しましたが、残

りのものにつきましては他の事業にその

約８０万円を充当するのではなく、今後も

継続的に人間基礎教育を目的として、財政

課としては原課からその目的で要求があ

った事業に対して充当してまいりたいと

いうふうに考えております。 

 それと、消防のほうでは、款、消防費、

項、消防費、目、常備消防費、節、使用料

及び賃借料について、執行時、このものに

つきまして執行の処理としましては節間

流用の中で、予算流用命令書というもので

事務処理を行っているものでございます。 

○三好義治委員長 村上委員。 

○村上英明委員 まず１点目の納税課に

係ります収入未済額の件でございます。 

 これまで、コールセンターと連携をとっ

ていくとか、また自主納付を進めていくと

いうことを言われておられました。 

 その一方で、動産の公売ということにつ

きましても１３件で売却が１２件あった

ということで、これはある意味、最終的な

形での対応なのかなというふうに思いま

す。 

 税の納付をいただけていない方につき

ましては、本当に支払うのがしんどい方も

おられましょうし、逆にそうでない方もお

られると思うんです。その中で、納付書の

色を変えたりとか、いろいろと考えていた

だいて対応していただいておりますので、

そういう意味では本当にしんどい中でも

納税していただいている方々との公平感

ということも踏まえていくことが本当に

大切だと思うので、その辺は市民の方の現

状を把握していただいて、一方で徴収率を

１００％まで持っていくというのが行政

としての仕事の一つだと思うので、それの

はざまの中でされているというのは重々

承知の中なんですが、そういう意味では納

付率をしっかりと１００％に持っていく

ということが必要だというふうに思うん

で、その辺の取り組みをお願いしたいと思

います。これは、要望として申し上げてお

きたいと思います。 

 公営住宅の件でございます。収入未済額

につきましては本当に、納税課と同じにな

りますけども、分割納付もいろいろと考え

ていただいたりとか、本当にしんどい方

等々につきましてはいろいろとお話を聞

いていただくとかということもしていた

だいているということなので、市営住宅に
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住むという限りは家賃が発生するという

ことを本人も了解の下で入っておられる

と思うので、その辺はまたしっかりと状況

を踏まえていただきながら、納付をしっか

りとやっていただきたいということで、こ

れも要望として申し上げておきたいなと

いうふうに思います。 

 次の１９番目に申し上げました防災関

係のＨＵＧ訓練の件でございます。 

 先ほどもご答弁でありました千里丘小

学校区でされたということであったかと

いうふうに思います。これも、２回目の質

問のときにもいろいろと申し上げさせて

もいただきましたが、やはりこういうこと

をやっていくということの中で、本当にい

ざとなったときの避難所の運営とかを市

の職員と一緒になって、地域と一緒になっ

てやっていけるということにつながって

いくんじゃないのかなというふうに思う

んです。 

 やはり訓練というのは必要なことだと

思いますし、これをもし、やっていってい

ないところについては、いろいろとご意見

を言われる方もおられましょうし、スムー

ズに進行していくことも含めて、こういう

ＨＵＧ訓練を積み重ねていくことが本当

に必要だと思うので、この件についてはし

っかりと展開していっていただくように、

これは要望として申し上げておきたいと

思います。 

 先ほどの人権女性政策課の一般寄附金

の件でございます。 

 約４分の１の執行で４分の３が一般会

計のほうに戻ったというようなことで言

われていたと思います。 

 先ほど財政課長が答弁されましたけど

も、一般会計という一つの財布に入ったと

しても、寄附者の思いというのは残してい

くことが必要だと思うので、その辺は翌年

度になるということもあると思うんです

けども、この寄附者の思いというものをし

っかりとくんでいただいて、そういう形で

の寄附者の思いをそのまま出せるような

執行をやっていっていただきたいなとい

うことで、これも要望として申し上げてお

きたいなというふうに思います。 

 住民システム関係のバックアップの件

でございます。 

 先ほど、データセンターとかでバックア

ップは毎月やっておられるというような

ことも言われておられましたし、これから

クラウドということも考えていかなけれ

ばいけないということだったというふう

に思います。 

 もしものときというか、台風は予測がで

きますけども、地震というのは本当に予測

がもう不可能な状況。今、Ｊ－ＡＬＥＲＴ

とか、いろいろとシステムができましたの

で、数十秒前とか数秒前にはわかるような

ことになっていますけども、数秒間で何が

できるかというと、自分の命を守るという

ことしか多分できないと思うんで、そうい

うことがあってシステムが壊れたという

ことにならないように、しっかりとバック

アップの体制も充実していっていただき

たいということで、要望として申し上げて

おきたいなというふうに思います。 

 マイクロフィルムデータの件でござい

ます。 

 パソコンということで、ほぼ永年という

ことで言われていると思いますけども、パ

ソコン関係ではハッカーやウイルスなど、

いろいろとあるので、ネットから切り離し

てということで言われていたというふう

に思うんですが、単独で使えるということ

がこれから必要だというふうに思います
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ので、ウイルス対策とか、いろいろとやり

つつはあるけども、そのいたちごっことい

う想定ができますので、そういう意味では

ネットから外すということがやっぱり一

番大切なことなんじゃないのかと思うの

で、その辺はしっかりと保管できるように

ということで要望としておきたいと思い

ます。 

 選管の期日前の件でございます。投票率

が右肩下がりにある中で、期日前というの

がふえてきているというのが数字上でも

出ていると思うんです。投開票日の当日に

限定するというのがなかなかしづらいと

いうか、そういう社会状況なのかもわから

ないですけども、何かがあったらだめだか

ら早目に行っておこうというのが結構ふ

えてきているし、私も耳にしますので、そ

ういう意味では安威川以南・以北というこ

とで分けられて、ゆうゆうホールのほうに

されていると思うんですけども、やはりこ

の日数をふやしていってほしいという思

いがあるんです。 

 ある自治体では、朝の通勤とか夜の帰宅

時間に投票をやってもらおうということ

で駅前に設置をされるということもあり

ますし、また法律でも時間の延長が各自治

体で判断できるとされた関係もあるんで

すが、予算上の市の持ち出しもありますが、

摂津市として投票率が上がる、より市民の

声を反映できるということであれば、それ

に対しては投資するというのも一つじゃ

ないのかなと私は思うんです。 

 選挙というのはほぼ毎年のようにやっ

てくるので、そういう意味では投票率を上

げるといいますか、そういう施策の一つと

して、先ほど午前中もありましたけど、投

票場所をふやすのも一つかもしれません

し、またこの期日前というのをしっかりや

っていくというのは本当に大切なことな

んじゃないのかなというふうに思うんで

すね。 

 市内の選挙結果について、例えば高投票

率の地域のベストテンというのが出てい

るんですよね。これについていけば、ベス

トテンが、４月の府議選と１１月の府知事

選の対比なんですけども、両方ともベスト

テンに入る地域のうちに６つが２回とも

ベストテンにいてるんです。逆に、ワース

トテンというのは１０地区中９地区が同

じ地区がワーストで上がってきているん

です。 

 そういう意味では、しっかりと地域の特

性というんですか、そういう把握をしてい

ただいて投票率を上げていくということ

も一つだと思うので、そういう意味では期

日前投票所をしっかりとふやしていって

いただけるように取り組みをお願いし、要

望としておきたいと思います。 

 消防の仮眠室の件とか潜水プールの件

は要望ということでさせていただきまし

たけども、しっかりとお金の件、お考えが

あれば、また述べていただけたらと思いま

すので、この辺は要望としてずっとさせて

いただきましたので、よろしくお願いした

いと思います。 

 大阪航空消防運営費の件でございます。 

ヘリコプターの件ということであったか

というふうに思いますが、やはり大阪府下

を一つの区域として防災ということでヘ

リ２機を運用していくということについ

ては市町村全てが網羅されているという

ふうに思いますので、そういう意味では、、

全ての市町村が負担をし合ってこのヘリ

を運航していくんですかね、そういう取り

組みということで、これも要望としておき

たいというふうに思いますので、何かいろ
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いろとこういう述べられる場があれば、述

べていっていただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

 救急救命士の件でございます。 

 今持っておられるのが２８名というこ

とで、その後、管理職になったり日勤にな

ったりということで言われておられまし

た。 

 目標人数達成をしっかりとやっていく

ということが市民の安心・安全を高めるこ

とになると思いますので、そういう意味で

は救急救命士の研修へ行くと、半年とか長

期にわたって現場を離れるようなことに

なって、現場の人員確保の件の問題もある

かというふうに思いますけども、資格を取

っていくというのは本当に大切なことだ

というふうに思うので、そういう意味では

しっかりとやっていっていただきたいな

というふうに思いますんで、これも要望と

して申し上げたいと思います。 

 消防団の件でございます。装備品につい

て質問させていただきましたが、これをし

っかりと現場で活用できるような場に出

くわせば、しっかりと怪我のないように、

消防団の人もしっかりと自分を守るとい

うことは必要だと思うので、そういう意味

ではこれからしっかりとやっていただき

たいと思いますし、消防団の方々について

もしっかりと平時での訓練、また研修等々

も充実していっていただきたいと思いま

す。市内の在勤の方も１９６名ということ

でご答弁がありましたが、何かのときにす

ぐ駆けつけられるような体制づくりとい

うのは、現実の仕事等もありますから、し

っかりと連携をとっていただいて、より現

場に駆けつけていただけるような協力体

制というんですか、その思いというんです

か、そういうこともしっかりと育んでいっ

ていただけるような形で取り組んでいっ

ていただければなというふうに思います

ので、これは要望としておきたいと思いま

す。 

○三好義治委員長 次に、野口委員。 

○野口博委員 それでは最初に、先ほども

議論されましたけども、平成２７年度の財

政的な評価を絡めて、行政評価も当然、あ

とで議論したいと思いますけども、基金が

史上最高になったということがあります

ように当初２２億円の基金取り崩しの予

算を組んだけども、初めて主要基金が活用

ゼロということで決算を締めましたので、

そういう問題を含めて財政的に平成２７

年度はこの財政をどう生かすかという点

でいろいろ検討なさったと思いますけれ

ども、この財政の結果についてどういう評

価をしているのかというのを、一つまず最

初にお願いしておきたいと思います。 

 決算を受けて、中期財政見通しが示され

ました。例えば北摂一高い上下水道料金の

問題だとか、介護保険制度をめぐる問題だ

とかを受けとめられて、そんな中でこうい

うたくさんのお金を主要事業にいっぱい

つぎ込んでいるという問題について、自分

たちは頑張って税金を納めているのに、た

くさんのお金をつぎ込むという問題につ

いていかがなものかという話も届いたわ

けでありますけども、中期財政見通しの考

え方の問題について少し議論したいと思

います。 

 これまで毎年示されたこの見通しに従

って分析もし、議論させていただきました。

例えば標準財政規模の２０％の赤字を超

えるので、いわゆる赤字再生団体になりま

すよという数字を示して、一方ではたくさ

んのお金をつぎ込もうとしているという、

この中期財政見通しの考え方について、本
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来ならば、じゃあそういうふうに想定され

るからこういう財政運営をしていくんだ

ということがもう一歩あってしかるべき

だと思いますけども、こういう問題につい

てまずお答えいただきたいと。 

 次に公共用地の問題であります。二つの

小学校跡地を含めて、幾つかのところで、

この間、売却方針だったところが一旦凍結

ということになっています。 

 確かに、平成２７年度の財政状況があっ

たかもわかりませんけども、改めて用地売

却方針予定地が一旦凍結になったという

事柄と、財政認識についてどう考えている

のかということについてお答えいただき

たいと思います。 

 あわせて、その中で売却方針をとってい

た用地がどのくらいあって、結果、凍結を

これだけしたという箇所数もお示しいた

だきたい。３２か所の公共用地検討委員会

の対象物件、大分この中でいろんな活用は

されているのもありますけども、過去は公

共用地について売るかどうかも含めて活

用を検討していくんだということもなさ

ってきたわけでありますけども、このとき

につくった中身が実際どうなのかという

ところも、この用地問題についてはお答え

いただきたいと思います。 

 次に、第５次行革の問題であります。 

 平成２７年度は、前年度の第５次行革の

策定を受けてロードマップが示されまし

た。この間、いろんな本会議でも議論して

まいりましたけども、改めて昨年度の財政

状況を受けていろいろ変更がありますの

で、確認の意味も含めてお尋ねしたいと思

います。 

 一つは、ロードマップ上、２０１６年度

に廃止、見直しを検討している項目、２０

１７年度に廃止、見直しを検討している項

目の中で、凍結になった事業がたくさんあ

ります。この点について、現時点でどうい

う考えを持っているのかと。一般的に現時

点で白紙なんだという意味での凍結なの

かどうかの確認をしておきたいと。 

次に、２０１６年度に廃止、縮小を検討

されている事業の確認です。学童保育の一

部民間委託から農業祭実行委員会補助金、

主なもので７項目ありますけども、この中

で在宅高齢者日常生活支援ヘルパー派遣、

老人はり・きゅう・マッサージ施術費補助

制度については凍結になりましたけども、

その他の分についてどうなのかというこ

とについて。 

 次に、２０１９年度に廃止、見直しを検

討している事業です。これについてもどう

なのかということであります。 

 次に、人権女性政策課にかかわってです。 

 決算概要で、５６、５７ページに記載さ

れておりますけども、一つは昨年度、戦後

７０年ということで、「平和」という冊子

の復刻版が７０冊増刷されました。まず、

これをつくった、増刷された意味合いです

ね。活用について、どこまでされたのかと

いうことが一つです。 

 もう一つは、本市も加盟しております平

和首長会議の動きについてであります。 

 １１月の７日、８日に国内外での９４％

がこの平和首長会議に参加されています

けども、国内の自治体が集まって、１１月

に第６回の国内加盟都市で総会が開催さ

れました。ここで、広島、長崎の被爆者が

訴える核兵器廃絶国際署名に対して、平和

首長会議として賛同、協力することとした

文書を採択いたしました。これを受けて、

本市はどうするのかということでありま

す。 

 それと、あわせてこの前、１０月２７日
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に国連で来年度から国際的な核兵器禁止

条約締結の話し合いをする内容も含めた

決議が採択されましたけども、これに対し

て日本政府は反対をいたしました。こうし

た問題について、どういう認識をお持ちな

のかも含めてお示しをいただきたいと。 

 また、毎年いろいろな人権相談だとかを

含めて人権啓発に取り組んでおられます。

この問題に関連して、少しびっくりしてお

りますけども、国会の場で部落問題を永久

化しようとする新たな策動が行われてい

まして、法律名は「部落差別の解消推進法

案」、僕らは「部落差別永久化法案」と申

し上げていますけども、通常国会で最終に

近いところで突然出されまして、継続審議

になっていまして、現在、臨時国会で審議

をされています。 

 この問題に対しても、どう思っているの

か、まずお答えいただきたいと思います。 

 次に、防災管財課です。決算概要では４

６ページ、４９ページにあります。 

 最初に、第１集会所とデイハウスました

問題であります。総務常任委員会というこ

とで、集会所の活用という点で確認と質問

をしたいと思っています。 

 当初、デイハウスましたの開設に伴って

第１集会所を廃止していくと、売っていき

たいという話でありました。多くの皆さん

が第１集会所を利用されておりますので、

当然デイハウスましたに移ったとしても、

いわゆる第１集会所として使っていた使

い勝手は踏襲するんだということで動い

ていたと思いますけども、なかなか現実は

そうなっていないということであります。

なぜそうなっているのかということと、ど

ういう調整を図っていくのかということ

が第１点です。 

 次に、先ほども議論された公共施設等総

合管理計画です。第５次行革の中では、平

成２８年度に計画を策定していくという

ことが示されています。当然、平成２７年

度はそのための準備としていろんなもの

が予算化されて動いていくだろうと思っ

ていましたけど、予算上はありません。で

すから、総合管理計画についてどんな動き

をされているのか、これ２点目としてお聞

きしたいと思います。 

 次に、公共施設の耐震化の到達と今後の

整備の方向です。３月末の状況と今後の計

画について、まずご説明ください。 

 次に、桜町にお住まいの生徒・児童をお

持ちの家庭の方から手紙が来まして、摂津

高校の嘉円公園側のブロック塀について

危ないと。昭和５６年に建築基準法が改正

され、昭和５６年の半ば以降から新しい法

律で建てられていますから、震度６強に対

しては対応できるという状況だと思いま

すけども、このブロック塀が大変高いです。

鉄柵がありまして、歩道があります。児

童・生徒が通ります。 

 もし、災害が発生したときに、強度が弱

くてブロックが倒れた場合に、柵がありま

すから子どもたちは逃げられません。そう

いうことから、一昨年の摂津市の地域防災

計画のアンケートで出しましたけども、対

応されなかったということで、今回手紙を

いただきました。写真撮りは一応しており

ますけども、やっぱり水がしみ込んで、し

み込んだ後は表面の色が変わっているわ

けです。ブロック塀で横、縦に鉄筋を入れ

たとしても、しみ込んでいますから酸性に

なっていくんですね。ということは、強度

が弱くなっているわけで、大変危険だと思

いますので、この点について対応策を進め

ていただきたいという趣旨の質問であり

ますのでお答えいただきたいと思います。 
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 次に総合体育館であります。基本計画に

ついての会議を行うというところに来て

いると思いますけども、次の東京オリンピ

ックに合わせて打ち上げられました。 

 図面を見てみますと、総合体育館として

も中途半端で、防災拠点としての機能を持

たせるといっても、鳥飼地域は洪水ハザー

ドマップでは少なくとも淀川が氾濫した

場合に２メートルから５メートルの浸水

を受けますよ。鳥飼地域では５メートルを

超えるところもあります。 

 一般的に考えますと、２階の場合はアリ

ーナでも周辺しか避難できませんし、サブ

アリーナでは避難できますけども、面積が

少ないですから、もし５メートル以上の浸

水が来ますと逃げ場がないと。そうした場

合に、防災拠点として活用すると思います

けれども、市民が避難してきた場合にどう

対応するのかという点では全然対応能力

がないと。当然、これから地域防災マップ

をつくる中で防災協定を結んで、一時避難

所として活用させてほしいという話を進

めていくだろうと思いますけども、それに

しても防災拠点として進めていこうとし

ている部分で、こんなざまではあかんと思

うんですよ。そういう点はどうなのかとい

うことです。 

 次に、広報の関係です。広報課になりま

して、今年度から、月１回でありますけど

も、広報が冊子化されています。事務室が

狭いんじゃないかというご意見が届いて

いるんです。だから、いろんなレイアウト

を考えたり、いろいろなものを市民に発信

する場所でありますから、部屋の大きさの

問題でもどういう改善を図ろうとしてい

るのかと。 

 あわせて、今年度の問題でありますけど

も、新しいサイズで発行された３回目にな

りますけども、市民の反応があれば、ちょ

っと紹介をしていただきたいと。 

 次に、総合計画の中間見直し、摂津市版

の総合戦略・人口ビジョンの策定などが昨

年度行われました。 

 特に見直しの中心点は、人口想定を変更

すると。人口ビジョンでは２０６０年、平

成７２年には７万２，０００人に想定する

と。そのために、前提条件として出生率を

１．８％に引き上げて、平成４２年度以降、

この１．８％を維持して７万２，０００人

に近づけていくんだという方針でありま

すが、そういう問題も含めて総合計画の中

間見直しの時点で、５年間の当初計画と比

べて大きく変わったものがあれば、示して

いただきたいと思います。 

 次に、総合計画策定時に、それぞれ平成

３２年度までの目標値が設定されました。

幾つかの見解をお聞きしたいと思います。 

 一つは、自治会加入率、平成２１年が６

７．２％で、平成３２年度が７０％の目標

であります。各種会議における公募市民の

参加率、４．３８％から２５％にと。市民

意識調査で市の提供情報に満足と答えた

割合を、平成２０年の３３．８％から６

０％に引き上げると。市民の１人当たり公

園面積であります。２．８平方メートルを

５平方メートル以上にするということで

あります。市民農園については、８，０５

２平方メートルから１万３，０００平方メ

ートルという数字でありますが、この辺に

ついて今の到達状況と今後の見通しにつ

いてお示しをいただきたいと。 

 次に、指定管理者制度の問題であります。 

 平成２７年度は本格的に導入して、見直

しの指定をされて１年たちました。 

 昨年度、指定を受けた指定管理者側が１

年間行った仕事の結果について、事業報告
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書をまとめます。この問題について、期限

内に出されていない問題についていろい

ろと意見を申し上げましたけども、今年度

は、昨年分についてはきちっとまとめられ

て受け取りますけども、その結果について

であります。 

 ＳからＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄとあります。多く

はＡとＢの評価で、Ａという評価が１４４

点に対して７５％以上、１０８点以上１２

２点未満。Ｂが標準、普通であるというこ

とで、６０％以上、１４４点に対して、８

６点以上１０８点未満ということであり

ます。 

 多くはＡとＢの評価であります。当然、

いろんな理由をつけて民間に指定管理と

いうことで管理をお願いするという当初

の目的とすれば普通ではあかんわけで、普

通以上になろうということが前提条件だ

と思いますし、そういう問題を含めて、こ

の結果についてどういう評価を持ってい

るのか、その特徴について感じている分を

お話しください。 

 ５年間の指定管理期間でありますけど

も、指定管理の状況を含めて、今後この指

定管理問題についてどう考えているのか、

あればあわせてお示しをいただきたいと。 

 次は、職員定数と雇用環境問題でありま

す。 

 先ほども議論がありましたけども、中期

財政見通し上も平成３８年まで１０％の

職員を減らすということを前提として歳

出の前提条件をつけながら見通しを行っ

ておりますけども、いろいろ数字的な問題

も当然あるんですけども、お隣の吹田市で

も姿勢が変わりまして、職員採用凍結から

雇うということになりまして、ことしは１

５０名を採ったんです。しかし、退社もあ

りますので、差し引き５０名の純増だと言

っておりますけども、待機児童問題もあっ

て、吹田市がそういうふうに動き出したと。 

 吹田市の民間で働く保育士が公的な保

育士の試験を受けるとか、摂津市もそうで

ありますけども。市の職員として、摂津市

の職員として内定した方が吹田市に行く

とか、他市へ行くとか、近隣各市の状況を

含めて、せっかく内定で決意してもらった

方々がやめるという事態もあると思いま

すけども、その辺のその状況を含めて、市

職員の労働条件についてどういうふうに

見ているのか。最初の段階としてご意見を

いただきたいと思います。 

 それと、その１０年間の見通しで、基本

的には、事務方は職員を減らさないと。技

能労務職を中心に一応減らすんだという

ことでありますけども、その辺の問題につ

いてどう動いているのかと。 

 二つ目は、長時間過密労働問題でありま

す。今、政府が、僕らは「残業ゼロ法案」

と言っておりますけども、一定収入がある

方については目標値が設定されて、それを

こなすためにいわゆる休日、祭日出勤して

も、残業しても残業がつかないという中身

の議論が間もなく行われようとしており

ますけども、ご承知のとおりこの間、東大

を卒業された高橋まつりさんが一昨年の

１２月２５日に亡くなって、この７月に労

災認定がありまして、全国の過労死問題研

究会ではお母さんが出席されていろんな

発言をなさっておりますし、関電でもこの

前、７月に東京のホテルで課長が自殺をさ

れました。そういうことも含めて、改めて

日本の雇用環境について大きな焦点が当

てられる中で、この状態でいいのかという

議論が今広がっているだろうと思ってお

ります。 

 そういう中で、公務労働の現場はどうな
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のかということで、この前、ある自治体で

２００時間を超えているという話がニュ

ースに流れました。摂津市の状況はどうな

のかと。私も土、日に来庁して作業をして

おりますと決まった部署に明かりがつい

ておりますので、そういう国内の状況も踏

まえて、この間の摂津市内での職員の数の

問題を含めて、こういう労働時間の問題に

ついてどうなっているのかと大変心配し

ていますので、状況の説明からお願いした

いと思います。 

 次は、地域手当の件であります。昨年か

らいろいろ見直しされて、結構地域手当が

何％上がったということが大阪府下でも

資料をいただいておりますけども、この間

の動きを一応紹介していただきながら、取

り組み状況としてどう動いていくのかと

いう点の可能性も含めて、お話をいただき

たいと。 

 次に、二つの小学校の跡地の問題です。 

 これについては、いろんな角度からこれ

まで申し上げてきましたので簡単にして

おきますけども、一つは旧三宅小跡地につ

いて、若干余裕はありますけども、タイム

スケジュールはどう考えているのかと。地

元の意見をきちんと聞くシステムをつく

って事を進めていくという流れも含めて

どう考えているのかというのが一つであ

ります。 

 それと、市長選挙もあったと思いますの

で、政治的な判断も当然あったと思います

けども、旧味舌小跡地については７年間、

地元の団体が運動して、暑いときも寒いと

きも署名を集めて、懇談をして、市民の声

を届けてきたわけですが、そういう中で、

例えば味舌小校区の中ではこれを方向転

換しなければなかなか足を踏み込めない

ことも僕はあったかと思いますけども、少

なくともそういう経過をきちんと受けと

めるならば、市長もこういう団体との顔合

わせといいますか、会われてきちんと精査

をするということが僕は大事だと思って

います。そういう点についてどうなのか。 

 次は、投票所の問題であります。先ほど

議論があったので、もう要望としておきま

すけども、昔は２７か所、投票所がありま

したが現在２２か所であります。 

 投票率ワースト１０のそのうち９地域

は変わらないという話でありました。僕の

住んでいるところもそうでありますけど

も、おじいちゃん、おばあちゃんがやっぱ

りもう行けないと。 

 ただ、うちの地域でいきますと、三宅柳

田小校区でありますけども、ふれあいルー

ムから遠くなり、天気が悪ければ行けない

というのが大多数のご意見であります。 

 それでも行けということはなかなか言

えないという状況であるので、近くには、

公共施設であれば太中浄水場もあります

し、先ほど議論があったように、より選挙

に参加していただくと、投票所に行ってい

ただくということで何をすべきかという、

期日前投票の問題も含めて、一度ちゃんと

考えていただきたいと。 

 選管の体制も変わりましたので、いろん

な受けとめが変わったと思いますので、ぜ

ひそういう体制変換も含めて、今出されて

いる意見の方向で、いい意見が出るように

事を進めていただきたいということでお

願いしておきます。 

 最後になります。市税の滞納整理問題で

あります。 

 細かい問題は言いませんけども、税金を

滞納した場合に、どういう立ち位置で物事

を進めていくのかという問題であります。 

 ご承知のとおり、鳥取県が２００８年６
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月１１日、児童手当の振り込み日に二十何

万円を差し押さえた問題で、鳥取地裁が２

０１３年３月に差し押さえが違法だとい

う判決を下した問題もありました。 

 数年前から、うちの市でもいろいろ私ど

もは議論させていただいておりますけど

も、まず差し押さえありきというやり方と

か、実情を聞く前から短期間の分納以外認

めないといった態度で物事を進めていく

ということが発生し、全国でいろんな運動、

声も広がったという状況だと思っていま

す。 

 そこでお聞きしたいのは、摂津市の場合、

少額訴訟法も含めて本市で実施をされて

から数年間たちますけども、平成２１年度

ぐらいからいわゆる滞納差し押さえなど

も一定いろんな体制的に検討もされて、研

究会も行ってきておりますけども、いわゆ

る個々人の実情に身を寄り添って物事を

進めていくと。それと、今の国税通則法を

改定なさった数十年前のときの調査会の

会長さんが述べた立場ですが、寄り添って

物事を進めていくと。税金の徴収は公権力

ですので、この権力を行使する場合に、よ

り慎重に行うべきだという立場から物を

言っておりますけども、この間の動きを含

めて、こうした本来の立ち位置についてど

うなのかということについてお聞かせを

いただきたいと。 

 それと、市民税の減免問題です。 

 これは堂々めぐりになるかと思います

けども、過去何回か、いわゆる保険料など

と同様に、災害とかじゃなくて、会社をや

められたり、商売がなかなかうまくいかな

いということで前年度所得に比べて下が

った場合に、その内容によって減免を行う

べきだという提案を行っております。 

 課長は変わっておりますけども、一度検

討したいという話も出ておりますので、改

めて、単純明快な質問で大変恐縮でありま

すけども、どうするかということでお答え

いただきたいと思います。 

○三好義治委員長 石原課長。 

○石原財政課長 それでは、財政課に係り

ますご質問２点にご答弁申し上げます。 

 まず、１点、平成２７年度決算の財政的

評価ということでございます。 

 平成２７年度決算につきましては歳入

歳出の決算額が対前年度比で約２４％の

増となっております。こちらのほうは、先

ほど来から申しております吹田操車場跡

地の売却収入の約６８億円によるもので

ございます。 

 仮にこの６８億円を除きますと、対前年

度比で３％の増となるところでございま

す。 

 それによりまして、主要基金につきまし

ても、これまでのたばこ税の増収分であり

ますとか臨財債、また土地売り払い収入で

約２６０億円、それと今回のその土地売却

で６８億円、それらの臨時的な収入があり

まして、平成２７年度末につきましては１

４５億９，６００万円の基金残高となって

いるところでございます。 

 一方で、その基金に対しまして市債残高

を申しますと、全会計で約６１０億円でご

ざいます。実質公債費比率で申しますと５．

３％、府内の都市平均が５．２％というこ

とで、若干上回っていると。それと、北摂

地域につきましては、茨木市、吹田市にお

きましてはこの比率がマイナスのパーセ

ントを示しておるというところから考え

ますと、ピーク時からは約６０％近く市債

のほうも減ってきておりますけども、まだ

まだ市債残高が多い状況であるというふ

うに読み取れると考えております。 
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 ただ、今後も一時的に市債が増加するこ

ともあるかもしれませんけども、全体的に

右肩下がりに減少させていきたいという

ふうに考えております。 

 あと、収支につきましては、平成２７年

度の決算も基金を取り崩すことなく黒字

としております。 

 ただ、この内容につきましても普通交付

税でありますとか臨財債、臨時的な収入で

収支均衡を図っているところでございま

して、今後の市税としましては税制改正で

ありますとか、また歳出で言えば社会保障

制度の改革、それらのことを考えますと、

市税をとりましても経済状況等に大きく

上振れ、下振れもする本市の財政、税の状

況でありますので、言うなれば脆弱な財務

対策であるということには変わりがない

のかなと、この決算を受けて考えておると

ころでございます。 

 それと、中期財政の見通しということで

ございます。 

 こちらのほうの考え方としましては、今

後の市政運営の参考資料とするために、翌

年度の予算編成を行うに当たりまして、現

状の行政運営を続けていくと今後どうな

るかということをしっかりと把握してい

ただきたいと、状況を共有していきたいと

いうことで、毎年ローリングをして作成を

しているところでございます。 

 これまでは、当該年度プラス６年での計

画での作成でありましたけども、昨年度に

吹田操車場跡地の土地売却収入がありま

したので、これまでより中長期的な視点を

さらに取り入れまして、今何をすべきかと

いうことを再認識していただきたく、当該

年度プラス１０年の計画の作成をしてい

るところでございます。 

 この中期財政見通しを見てどういうふ

うな対策をとれるかというところが、おっ

しゃるように大事になってくるのかなと

思います。ただ、ダイナミックな方策で改

善する方法というのはなかなかないと思

いますし、お金を生み出すようなエンジン

というのもそう簡単に見つけられること

はできないと思います。 

 地道に、例えば歳入でございましたら、

課としてはやはり財政運営の基本となり

ます基金と市債のバランスしっかりとっ

て、それをもって今後の財政需要に対応し

ていきたいと。また、それぞれの原課にお

かれましては国・府の補助金の確保、国の

動向、それらの情報をしっかりと情報収集

に努めていただいて財源の確保に努めて

いただきたいというふうなことも考えて

おります。 

 また、歳出におきましては、やはりお金

があるなしに関係なく、常にその時代に合

った歳出の再編成、何か新しい事業を立ち

上げるのであれば何か事業を見直して、そ

の浮いた財源で新しい事業に充てていく、

スクラップ・アンド・ビルドということが

やはり常々大事になってくるのかなと思

います。 

 そういうものを含めて、しっかりと行革

に取り組んでいくことが必要であるとい

うふうに考えております。 

○三好義治委員長 川西課長。 

○川西政策推進課長 それでは、野口委員

の複数あるご質問にお答えいたします。 

 まず、用地の考え方でございます。これ

総括的な立場でのご説明をさせていただ

きます。 

 まず、今基金が大変積み上がっている状

況でございます。これらを考慮すれば、す

ぐに土地を売却するよりも、当座は所有し

ておくことも選択欄の一つかと思います。
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逆に、活用が困難ないわゆる低未利用地、

これにつきましては民間に売却するほう

が税収も期待できますので、望ましい場合

もございます。さらに、熊本地震の教訓を

生かしまして、防災空地として一定確保す

ることも必要であります。 

 いずれにいたしましても、それぞれの用

地について面積や立地条件は、ばらばらで

ございますので、一律に用地全体の方向性

を、例えば売却します、またはこのまま土

地として所有し続けます、この二者択一で

申し上げることは非常に困難でございま

す。 

 また、土地を仮に持ち続ける場合には、

維持管理費を賄えるような活用なども視

野に入れまして、それぞれ用地ごとに総合

的に検討すべきと考えております。 

 あと、特に大きな政策決定に関する部分

を申し上げましたら、まず小学校の２校の

跡地、これはご存じのように売却、凍結と

いうふうな流れでございます。 

 あと、先だっての本会議でも公室長のほ

う答弁いたしましたけれども、千里丘公民

館の前の駐車場のところ、こちらは建設財

源に充てるため売却という方針でござい

ましたが、しかし庁内議論を進めていく中

で、例えば地域ニーズを反映した有料駐車

場などを検討することもできますことか

ら、再度検討を庁内で進めている状態でご

ざいます。 

 あと、別府公民館の底地ですね。これは、

別府コミュニティセンター建設用地の財

源に充てるため、売却の方針でございます。 

 続きまして、別府コミュニティセンター

の南側の残地、これは当初売却で建設財源

に充てるというふうにしておりましたけ

れども、これを保留いたしまして、今後有

効な活用方法について、庁内で検討してい

る段階でございます。 

 続きまして、２点目、５次行革、特にロ

ードマップの中で凍結になった事業とい

うことでございます。 

 これも、さまざまな部署がいろいろ今一

生懸命動いておりますので、総括的な立場

でご説明申し上げます。 

 ５次行革ですけれども、いわゆる財政健

全化、これを狙っただけではございません。

狙っているのは、次の世代に摂津市を健全

な状態で引き継いでいく。そのために、こ

れからの時代に求められる行政サービス

を選択いたしまして、そこに財源をシフト

する、これを目指しております。 

 また、５次行革ですけれども、期限は平

成３０年度末まででございます。今の段階

で行革を完全に凍結すると決定したよう

な項目は、今のところございません。 

 さまざまな考え方を勘案しつつ、理解が

得られるものから、また早急に見直しを推

進するべきものからしっかりと取り組ん

でまいりたいと考えております。 

 続きまして、総合計画中間見直しの特徴

と大きく修正したものというところでご

ざいます。 

 今回の第４次総合計画の改定、特徴は、

これ平成２３年に策定したものなんです

けれども、それから現在まで５年間経過し

ております。その５年間の社会状況の変化

を反映する、いわば、時点修正を行ったも

のでございます。これが特徴でございます。 

 したがって、総計の根幹部分、つまり、

市民の意見を踏まえまして策定した基本

構想、この部分には、一切、手をつけてお

りません。 

 具体的に修正したのは、基本構想の下に

きます基本計画の部分のしかも５年間で

社会情勢が変わった部分、その部分に限り
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まして時点修正を加えております。 

 具体的に、手を加えたところ、追加した

ところでいえば、この５年間で大きな摂津

市を取り巻く流れでございますので、北大

阪健康医療都市、健都のまちづくり、それ

に関する指標等を入れました。 

 また、生活困窮者自立支援法、これが施

行されていますので、これに関する文言で

あったり、指標を加えております。 

 あと、総合体育館の整備であったり、健

都イノベーションパークへの企業誘致、こ

のあたりを具体的に追加しております。 

 続きまして、総合計画の目標年度、平成

３２年度に掲げる具体的な数値目標とい

うお問いでございまして、１点目、自治会

加入率でございます。 

 今の時点で、最新で大体６０％前後なん

ですけれども、これを平成３２年度に７

０％という目標を掲げております。 

 所管は違うのですけれども、この目標に

向けまして、自治振興課が自治会加入促進

マニュアルを作成いたしまして、役員と一

緒に、今、取り組んでいるところでござい

ます。 

 続きまして、指標の二つ目で、各種会議

における公募市民の参画率というところ

でございます。 

 総計の改訂版によりますと、最新で大体

６％から７％のあたりの市民の参画率な

のですけれども、最終目標は、２５％とい

う目標を掲げております。 

 具体的に、この２５％、かなり大きな数

字なのですけれども、これに向けまして、

具体的な働きかけといたしましては、政策

推進課は、各公募市民を委員とか、また、

審議会に加える会議、各課が持っておりま

すので、そこに粘り強く働きかけまして、

公募の枠を一人、二人でもふやしていただ

くように、今、働きかけている途中でござ

います。 

 続きまして、同じく総合計画の指標の中

で、市の情報提供に満足と回答した市民の

割合ということで、満足と回答した方は、

先だってのアンケートで２３％、目標は６

０％で、随分乖離しております。これに対

してまして、我々が取り組んでいるのは、

情報提供というところが非常に大事だと

いうふうに考えておりまして、今回の第５

次の行革の中の柱にも情報戦略というの

を掲げております。 

 具体的に、我々がやっていることは、ま

ず、広報課を設置いたしまして、組織体制

を強化しております。 

 また、広報課が、ことし、９月から広報

を月一回発行にいたしましたり、また、ホ

ームページを、来年度末にはリニューアル

いたします。 

 そういうあたりから、市民の方に情報提

供を働きかけてまいりたいと考えており

ます。 

 続いて、同じく指標で、１人当たりの公

園面積水準というところなのですけれど

も、これ、今、２．９平米、これを５平米

にいたしますよというふうに掲げており

ます。 

 目標は、倍近くなのですけれども、正直

なところ、明和池公園ができましたので、

この指標をつくった後、若干、データは変

更しているはずでございます。 

 ただ、具体的にどこまでアップしている

かは、まだ、統計を取っておりませんが、

狭い市域の中で土地を公園にしていくと

いうのは、なかなか困難であるかとは思い

ますけれども、担当課のほうで知恵を絞っ

て、何らかの手はないかというふうに検討

していただいている段階でございます。 
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 それから、指標の最後といたしまして、

市民農園のデータでございます。 

 市民農園、今、最新のデータで市民農園

の面積を９，９００平方メートルほど、こ

れを目標で１万３，０００平方メートルに

もっていくというふうに総計では定めて

おります。 

 これも、産業振興課のほうで、新たな市

民農園の開設に向けまして休耕地、この把

握作業を進めていると聞いております。 

 具体的に、これがどこまでかというのは、

今後の取り組みですが、一歩踏み出してい

る段階でございます。 

 続きまして、指定管理者制度でございま

す。 

 昨年度より、各指定管理施設ごとに、評

価項目を設定いたしまして、市の所管課が

厳正に採点をいたしまして、その結果を委

員がおっしゃるように、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄの５段階で公表しております。 

 結果として、最新の評価では、各指定管

はＡとＢ、このいずれかの評価でございま

した。 

 具体的に申し上げましたら、全施設の共

通の採点項目として９４点満点、また、施

設固有のサービスに着目した独自の採点

基準として５０点、合わせて１４４点満点。 

 この１４４点満点で何％を取れたかで、

５段階評価に分けております。 

 このような評価は、ことしで２回目なの

ですけれども、委員がご質問のことしの特

徴として、集計作業をしている中で強く感

じたのは、どの施設も市民アンケート、利

用者アンケートをとっているのですけれ

ども、そのアンケートの市民の声を吸い上

げた結果を、しっかりとサービスに結びつ

けているところ、サービスの充実に直結す

るような形で反映してところ、こういうと

ころは、確実に前年度と比べて利用者は伸

びております。 

 これが、今回、取りまとめた中で、私が

感じた特徴的なところです。 

 また、今後の指定管理者制度の方向性な

のですけれども、ことしから、我々が出し

ました指定管理者制度の評価結果、これを

基に、市も担当部署と指定管理者が具体的

な課題であったり、改善点を協議する場を

設けてもらうように働きかけました。 

 そういう形で、その改善点を反映させる

ことで、指定管理者は平成３０年まで、大

分、間が長いのですけれども、毎年、知恵

を絞って工夫を重ねることで、ことしより

来年、来年より再来年ということで、どん

どん施設がよくなっていくように、我々政

策推進課では導いてまいりたいと考えて

おります。 

 続きまして、小学校跡地でございます。 

 まず、旧三宅小学校跡地のタイムスケジ

ュールということなのですけれども、具体

的に、今のところ、こうですと示せる段階

では、まだございません。市長選が終わり

まして、その後に、政策推進課のほうが地

元の自治会に説明に上がりまして、売却凍

結の流れ等を説明いたしました。 

 また、地元の要望等を聞いてまいりまし

た。 

 その中で、説明もしたのですけれども、

具体的に例えば、校舎をどうするであった

り、何かという話は、まだ、今の段階では、

我々も説明する段階ではございませんで

した。 

 あと、味舌小学校でございます。味舌小

学校、市民団体からの売却しないでくださ

いという要望が、常々まいっておりました。

その中で、売却凍結となりまして、市民団

体からは、これからは、売却凍結云々では
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なくて、跡地の活用について、前向きに一

緒に議論したいという申し入れもござい

ました。 

 我々といたしましては、市民団体の方か

らの提言もしっかり聞きながら進めてま

いりたいと考えております。 

○三好義治委員長 船寺課長。 

○船寺人権女性政策課長 人権女性政策

課にかかわる部分について、ご答弁申し上

げます。 

 平和という冊子につきましては、昭和６

０年に、戦後４０周年に戦争の経験を風化

させてはいけないということで、市民の人

からの投稿を編集したものでございます。 

 昨年、戦後７０周年ということで、編集

から３０年が過ぎたときに、改めて若い人

たちにこの戦争の体験というものを伝え

ていこうということで、復刻版をつくらさ

せていただきました。 

 復刻版につきましては、インターネット

上に、ホームページから閲覧していただく

ような形で発行させていただいたのです

けれども、それを見た市民の方から、ぜひ、

冊子にしてほしいということでございま

したので、平成２８年度に７０冊印刷させ

ていただきました。 

 そのうち、公民館と図書館には、閲覧用

にということで配付させていただき、残り

の部分については、「市民の方に配布しま

す」という形で、７月の広報で周知させて

いただきまして、現在、１４冊、市民の方

にお配りさせていただいております。 

 そのような形で、この平和の冊子を活用

させていただいております。 

 平和首長会議につきましては、本市は、

昭和５８年に憲法を守る人間を尊重する

平和都市宣言を行って、平和事業にさまざ

ま取り組んでまいりました。 

 平和首長会議には、平成２７年７月に加

盟しております。 

 本市におきましての平和の取り組みと

いたしましては、毎年、７月、８月を平和

月間と定めまして、市を挙げて教育委員会

も含めて、平和の取り組みで啓発活動等を

行っております。 

 昨年は、被爆ピアノを広島からお借りま

して、平和コンサートを行い、多くの市民

の方にもご参加いただきました。 

 そのときに、核兵器を禁止する条約の交

渉開始等を求める市民書面も行わせてい

ただきまして、５０筆の署名をいただいて

おります。 

 今回、このような平和首長会議の動きが

ございますので、来年度の７月、８月の平

和月間の取り組みの中で、検討してまいり

たいというふうに考えております。 

 ３点目の部落差別の解消の推進に関す

る法律が、現在、国会で審議されているこ

とについては、存じ上げております。 

 ９月２６日に法務委員会に付託された

というところまではわかっております。 

 ただ、国で、今、審議されている内容で

ございますので、市としては、その内容に

ついて、見守っていきたいと考えておりま

す。 

○三好義治委員長 古賀課長。 

○古賀防災管財課長 そうしましたら、防

災管財課にかかります５点の質問にお答

えいたします。 

 まず、第一集会場とデイハウスましたの

統合に当たって、どういった調整を図って

きたのかということでありますけれども、

デイハウスましたの施設全体のあり方で

すとか、集会のスペースの活用方法につき

ましては、所管課であります保健福祉課が

中心となって地元自治会とも協議を重ね
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て来られております。 

 使用方法につきましては、それぞれの施

設所管課と、地元自治会と協議を行われま

して、できるだけ地元の要望、例えば、老

人のいこいの場ですとか、自治会の役員が

会議ができる場等を伺いながら進めてこ

れたと聞いております。 

 ２点目は、公共施設等総合管理計画につ

いて、どのような動きをしているのかにつ

いてでございますが、本市も多くの施設が

老朽化してきておりまして、大規模改修で

すとか、建て替え更新時期が迎えてきてお

ります。 

 早急に公共施設等の全体状況を、まず、

把握して長期的な視点を持って更新、また

は、統廃合、予防保全による長寿命化、施

設の適正配置など計画的に行う必要があ

ります。 

 今年度につきましては、全庁的な庁内検

討部会と作業部会を立ち上げまして、現在、

公共施設等の現状把握、整理から行ってい

るところでございます。 

 予定では、年明けの１月ごろまでには、

公共施設等総合管理計画の素案をまとめ

て、２月中には、議会にお示しし、３月中

にパブリックコメントを行って、３月末に

は、計画の策定を最終的に行っていきたい

と考えております。 

 次に、公共施設の耐震化と今後の整備の

方向についてでございます。 

 本市の公共施設の耐震化状況について

でありますけれども、平成２８年１０月末

現在でございますが、９４．８％となって

おります。 

 正雀保育所ですとか、旧味舌小学校校舎

等、未耐震化等の棟数は 7棟ございますけ

れども、それぞれの施設所管課において耐

震化についての予算計上について考えて

いくことになりますけれども、正雀保育所

については、民営化を新しく保育所が建設

予定されておりますし、また、旧味舌小学

校につきましても、解体を予定しておりま

す。 

 今後の公共施設の整備につきましては、

今年度、公共施設等総合管理計画を策定し

ていきますし、また、建築課が、今年度、

策定予定しております住宅建築物耐震改

修促進計画というものもございますので、

そういった計画とも整合を図りながら、耐

震の整備の全体的な考え方をお示しでき

ればと考えております。 

 ４点目の摂津高校付近のブロック塀が

危険であることに対して、どのような対応

をしていくかということについてのお答

えをいたします。 

 平成２６年度に地域防災計画を見直し

するに当たりまして、市民意識調査を実施

しました。 

 その中で、住民意見の回答欄に委員から

ご指摘がございました、摂津高校と嘉円公

園の間のブロック塀が、通学路となってい

ることから、倒れてきて危ないと、また、

地震の際には、通路をふさがれてしまうと

いったことがありますので、ブロック塀の

撤去を望む声ということをお聞きしてお

ります。 

 当時、ご意見に対しての対応は、できて

おりませんでしたけれども、今回、ご指摘

の摂津高校のブロック塀につきましては、

大阪府教育委員会が所管となりますので、

住民からのそういったブロック塀が危な

いといったことについては、大阪府へお伝

えさせていただきました。 

 大阪府に確認したところ、建築基準法第

１２条に基づく点検を実施しておりまし

て、府立高校については、３年に１回、点
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検をされており、特に、クラック等緊急修

繕が必要なところから優先的に行ってい

るということで、大阪府の府立高校もかな

り老朽化しておりますし、多数あることか

ら、なかなかすぐに摂津高校のブロック塀

の改修が至るかわかりませんけれども、順

次、改修を行っているところということで

聞いております。 

 最後に、総合体育館建設における防災拠

点の考え方についてでございます。 

 委員がご指摘のように、淀川の氾濫を想

定いたしますと、最大、５メートルの浸水

に耐える避難スペースの確保が必要であ

るという認識はいたしております。 

 ただ、防災拠点といいますと、備蓄拠点

でしたり、物資の集積、または、応援部隊

の受け入れ等の活動拠点、また、給水拠点、

避難所等もございます。 

 想定されていますスポーツ広場の立地

を考えますと、例えば、想定になるのです

けれども、安威川以南の備蓄の拠点であっ

たり、あと、大型トラックが通行可能物資

の集積場所も考えますし、やはり、地域の

方が避難できる避難所の機能としても活

用にもなってこようかと考えております。 

 もちろん、さまざまな機能をつけるには、

財源の問題もございますし、また、建物全

体、また、敷地全体のスペースの問題も出

てきますので、限られた予算の中で、限ら

れたスペースの中で、最大限の防災機能を

付与することを検討していく必要がある

かと思っておりますけれども、最終的には、

文化スポーツ課が進めております審議会

の場で方向性が結論づけられるものと考

えております。 

○三好義治委員長 荒井課長。 

○荒井広報課長 広報課に係る２点のご

質問にお答えいたします。 

 まず、広報課の執務室につきましてお気

遣いいただきありがとうございます。 

 確かに、お客様とお話をするときなどに

は、狭いと感じることもございますが、市

役所の部屋の配置は限られたスペースの

中、全体のバランスを考えて所管課が決め

ていることから、広報課としましては、室

内のレイアウトを工夫するなどしてまい

りたいと思います。 

 次に、９月にリニューアルしました広報

紙に対する市民の反応につきましては、色

がきれいでわかりやすい、読みごたえがあ

る、保存するようになったなどの感想をい

ただいております。 

 今後も市民の皆さんの反応を見ながら、

よりわかりやすく親しみやすい広報紙の

作成に取り組んでまいります。 

○三好義治委員長 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 定数と雇用環境の

変化ということでの野口委員からの４点

のご質問にご答弁をいたします。 

 まず、市職員の労働条件でございますけ

れども、新規採用内定者の流出というお話

もございましたけれども、給与の観点から、

労働条件について、ご答弁させていただき

ます。 

 まず、初任給格づけにつきましては、北

摂の各市と差異はない状況になっており

ます。 

 ただ、役職者別に、給料、賞与等の額を

見ながら年収ベースで比較をしていきま

すと、北摂の中では、課長級、次長級、部

長級ともに、一番低い状況にあるのかなと

いうふうに思います。 

 これは、地域手当が北摂の中では、４％

から８％の格差というのは、当然、影響し

ているとは思いますけれども、それだけで

はなくて、この中身については、恐らく昇
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格時の間差が、他市に比べて余りメリット

がないと、課長級になっても、次長級にな

っても、部長級に上がっていっても、上が

っていくたびに、その給料表の格づけが変

わるのですけれども、そのときに、昇給の

間差というものが恐らく他市に比べると

低い、そういう意味でメリットがなくなっ

ているというふうに思われます。 

 次に、定員管理計画のお話でございます

けれども、平成２７年度から１０％の削減

ということで、ご承知のように、この計画

というものは、技能労務職の退職不補充の

自然減、それと、幼稚園、保育所、これは、

正雀保育所に加えて、さらに幼稚園の民営

化、それによる職員減というものが、前提

になっておりまして、一般事務職について

は、若干の窓口委託を想定しながら減には

なっておりますが、プラスの部分について

も、連続立体交差事業であったり、どうな

るかわかりませんけれども、千里丘西地区

の問題も若干、踏まえながら、その分は、

期間的に増員の部分も見ている計画にな

っておりまして、無理なく１０年後には、

５７６名の体制までもっていける計画と

いうことになっているかというふうに思

っております。 

 正雀保育所民営化が少し遅れておりま

すので、その部分はご答弁申し上げました

けれども、任期付保育士の採用がございま

すので、若干、計画の数字とは少し差異が

あるかもしれませんけれども、計画のとお

りに、今のところは進んでいる、動いてい

るという状況でございます。 

 それと、３点目、時間外労働の問題です

けれども、まず、状況の説明からというこ

とでございますけれども、人事課としては、

平成１５年から時間外の時間数、それと、

対象職員数の状況というのを、データとし

て把握をして見ているわけなのですけれ

ども、単純に時間外勤務の対象となる職員

数、途中、平成２３年度ぐらいから課長代

理級が管理職扱いになって、若干、分母が

少なくなるのですけれども、対象となる単

純に１人当たりの年間時間外労働時間数

で見ますと、平成１５年度が１０６時間ぐ

らいあったのですけれども、それが、徐々

に行革等の取り組みもあって、効率化の観

点の動き等もあって減っていって、７７時

間ぐらいまで減っていったのですけれど

も、ここ平成２６年度、平成２７年度と若

干増加の傾向にあるということは、把握を

しておりまして、もちろんこの中身が恒常

的な時間外労働になっているのか、例えば、

年度固有の事務、事業、例えば、連続立体

交差事業の観点であったり、健都の問題で

あったり、平成２６年度には、システムの

入れ替えがございまして、それだけで二千

何百時間という時間外勤務というのが発

生しておりますので、そういう状況も確認

をしながら、毎年、人件費査定をする中で、

人事課としては、それぞれの課ごとに人件

費査定を行いますので、その中で、時間外

の状況というのを、把握しながら、もちろ

ん、課ごとの職員の定数というか人数も確

認しながら注意をしているというのが状

況でございます。 

 ４点目が、地域手当の問題ですけれども、

取り組み状況と可能性ということなので

すけれども、平成２６年、地域手当改正の

タイミングで、市長が大阪府市長会の会長

になっておられた経過もございまして、大

阪府の事務局とも調整をしながら、地域手

当の要望を国、総務大臣に対して直接要望

している、算定の仕方がおかしいのではな

いかということで要望はさせていただい

ております。 
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 これまでも、北摂市長会であったり、大

阪府の市長会の中で、要望のとりまとめ、

府に対する要望、国に対する要望のとりま

とめがございますので、その際には、地域

手当の問題も言っておったのですけれど

も、なかなか取り上げていただくことがで

きなかったのですけれども、平成２８年度

に関しましては、府に対する部分につきま

しても、国に対する部分につきましても、

大阪府として、大阪府市長会としてとりま

とめをしていただいて、地域手当の算定方

法というのは、おかしいのではないかとい

うことで、要望することができたというと

ころでございます。 

 正直、この要望だけでどうなんだという

ことは、非常に難しい、簡単には改定して

いただくことはできないのかなというふ

うに思っています。 

 全国的に見れば、この問題を非常に重く

捉えて、それなりの理由が要るわけなので

すけれども、議会の中で給与条例を改定し

て、独自に近隣市に合わせているというよ

うな市もございますけれども、本市の場合

は、なかなかそこまでの取り組みというの

は、難しいかなというふうには思っており

ます。 

○三好義治委員長 岩見課長。 

○岩見納税課長 それでは、市税の滞納に

ついての質問にお答えさせていただきま

す。 

 税を滞納した場合、公権力を行使する市

として、どのような立ち位置で徴収してい

るのか、また、納付相談を行っているのか

という内容のご質問と捉えております。 

 納付相談におきましては、基本的に市民

の立場に立った丁寧で親切な対応をする

よう、常々職員には指導をしているところ

でございます。 

 現在の収入の状況や、生活の状況、また、

いろいろ立ち入ったお話もお聞きするこ

とになりますが、早期完納に向けて適切に

その状況を判断し、納付につながるよう、

話をさせていただいているところでござ

います。 

 しかし、支払い能力があるにもかかわら

ず、支払わない納税者の方々への徴収強化

は、法令に従って、滞納処分を進めていか

なければなりませんが、昨今の経済情勢か

らも払いたくても生活するのが精いっぱ

いという納税者がふえているのも認識し

ているところでございます。 

 引き続き、基本的人権を尊重しつつ、ま

た、法令や、先ほどご紹介いただきました

判例等も遵守しつつ、寄り添った納税相談、

生活状況も考慮の上、早期完納に向けて適

切な納税計画、また、場合によっては、執

行停止等の措置なども行っているところ

でございます。 

 しかしながら、預金や財産等があるにも

かかわらず、何度も催告を行っても納付を

いただけない場合につきましては、差し押

さえを執行しております。 

 しかし、我々の業務は、決して差し押さ

えだけが目的ではございません。納税相談

を受け、分割でも納付をしていただくとい

うことで完納に向けてのことも業務と考

えております。 

 納税義務を全うしようとする大多数の

市民の方々に対する公平、公正な徴収を実

現するために、やむを得ず差し押さえも執

行する必要があるという認識はございま

す。 

○三好義治委員長 豊田次長。 

○豊田総務部次長 それでは、市民税の減

免についてのご答弁を申し上げたいと思

います。 



- 66 - 

 

 個人市民税の減免につきましては、地方

税法第３２３条に市町村民税の減免につ

いて規定されております。 

 このことを受けまして、市税条例第４８

条第１項各号で市民税の減免を規定して

おります。 

 その中の第３号に当該年において所得

が皆無となったため、生活が著しく困難と

なったもの、または、これに準ずると認め

られるものと規定しております。 

 これは、具体例を想定したものではなく、

生活困難という理由以外にも減免に相当

する程度の強い事柄があった場合にこれ

を適用する旨で、規定しているものでござ

います。 

 市民税の減免については、単に収入が減

少したということだけではなく、納税が困

難であると認められる担税力の極めて弱

い方に対して行うものであり、一律の基準

により判断するものではなく、個々のケー

スにより、判断して行うべきものと考えて

おります。 

○三好義治委員長 暫時休憩します。 

（午後５時１分 休憩） 

（午後５時２分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 本日の委員会は、この程度にとどめ散会

します。 

（午後５時３分 散会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。 

 

 総務常任委員長  三 好 義 治 

 

 

 総務常任委員   野 口   博 

 

 


