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建 設 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  平成２９年３月９日（木）午前９時５８分 開会 

              午後４時４５分 閉会 

 

１．場所 

  第二委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 弘   豊 副委員長 南 野 直 司  委  員 木 村 勝 彦 

  委  員 山 崎 雅 数 委  員 野 原  修  

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森山一正  

建設部長 山口 繁  同部次長 土井正治 

同部次長兼道路管理課長 山本博毅 道路交通課長 永田 享  

水みどり課長 竹下博和  

都市計画課長 西川 聡 同課参事 小寺健二郎 建築課長 寺田満夫  

上下水道部長 山口 猛 同部理事兼下水道事業課長 石川裕司 

総務課長 末永利彦 営業課長 林 彰彦 水道施設課長 樫本宏充 

下水道業務課長 江草敏浩  

   

１．出席した議会事務局職員 

  事務局参事兼局次長 橋本英樹 同局総括主査 田村信也  

同局書記 渡部真也 

 

１．審査案件（審査順） 

議案第 １号 平成２９年度摂津市一般会計予算所管分 

議案第 ９号 平成２８年度摂津市一般会計補正予算（第５号）所管分 

議案第 ３号 平成２９年度摂津市下水道事業会計予算 

議案第１３号 平成２８年度摂津市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

議案第 ２号 平成２９年度摂津市水道事業会計予算 



- 2 - 

 

議案第１０号 平成２８年度摂津市水道事業会計補正予算（第３号） 

議案第２１号 摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する

条例制定の件所管分 

議案第２２号 一般職の職員の給与に関する条例及び摂津市企業職員の給与の

種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定の件所管

分 

議案第２８号 摂津市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改

正する条例制定の件 
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（午前９時５８分 開会） 

○弘豊委員長 ただいまから建設常任委

員会を開会いたします。 

 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、過日の代表質問に引き続いて委

員会をお持ちいただきまして大変ありが

とうございます。 

 本日は、先日の本会議で当委員会に付託

されました案件についてご審査をいただ

くわけですが、どうぞ慎重審査の上、ご可

決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。 

○弘豊委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、野原委員

を指名します。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおり行うことに異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○弘豊委員長 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） 

○弘豊委員長 再開します。 

 議案第１号所管分及び議案第９号所管

分の審査を行います。 

 本２件について補足説明を求めます。 

 山口建設部長。 

○山口建設部長 おはようございます。 

 それでは、議案第１号、平成２９年度摂

津市一般会計予算所管分のうち、建設部に

かかわる部分につきまして、目を追って、

その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、予算書３０ペ

ージをお開き願います。 

 款１３使用料及び手数料、項１使用料、

目４農林水産業使用料、節１水路使用料は、

大阪ガス株式会社等の法定外水路占用料

でございます。 

 目５土木使用料、節１道路使用料及び節

３公園使用料は関西電力株式会社等の道

路占用料及び公園占用料でございます。 

 節４駐車場使用料は、自動車及び自転車

駐車場の使用料と駐車場用地使用料でご

ざいます。 

 ３２ページをお開き願います。 

 項２手数料、目１総務手数料、節１総務

手数料、諸証明手数料、道路管理課分は、

道路幅員証明手数料でございます。 

 目３農林水産業手数料、節２明示手数料

は水路敷地境界明示手数料及び水路敷地

謄本交付手数料でございます。 

 ３４ページをお開き願います。 

 目４土木手数料、節１明示手数料は、道

路敷地境界等明示手数料、都市計画道路敷

地境界明示手数料、自転車・自動車駐車場

明示手数料、公園明示手数料及び道路敷地

謄本交付手数料でございます。 

 節２都市計画手数料は、用途地域証明な

ど諸証明手数料及び空家対策に伴う税特

別控除にかかわる被相続人家屋等確認手

数料でございます。 

 節３開発申請等手数料は、都市計画法第

２９条の規定による開発行為の許可に関

する事務にかかわる開発許可等手数料、開

発不要証明手数料及び開発登録簿写し発

行手数料でございます。 

 ３８ページをお開き願います。 

 款１４国庫支出金、項２国庫補助金、目

４土木費国庫補助金、節１地籍調査費補助

金は都市再生地籍調査委託補助金でござ
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います。 

 節２道路橋りょう費補助金は道路舗装、

橋りょう修繕、橋りょう点検及び道路改良

に係る社会資本整備総合交付金でござい

ます。 

 節３都市計画費補助金は、耐震診断補助

金及び耐震改修補助金でございます。 

 ４６ページをお開き願います。 

 款１５府支出金、項２府補助金、目６土

木費府補助金、節１都市計画費補助金は、

耐震診断補助金、耐震改修補助金、府自然

環境保全条例事務取扱交付金及び府特定

設備等安全確保条例交付金でございます。 

 節２地籍調査費補助金は、都市再生地籍

調査委託補助金でございます。 

 節３権限移譲交付金は、大阪版地方分権

推進制度実施要綱に基づく移譲事務交付

金でございます。 

 続きまして、項３委託金、目２土木費委

託金、節１土木管理費委託金は、河川環境

整備工事委託金でございます。 

 節２都市計画費委託金は、４８ページに

かけまして、建築基準法施行事務取扱委託

金、都市計画法施行事務取扱委託金、都市

計画基礎調査委託金及び大阪府福祉のま

ちづくり条例委任事務委託金でございま

す。 

 続きまして、款１６財産収入、項１財産

運用収入、目１財産貸付収入、節１土地建

物貸付収入、道路交通課分は摂津交通安全

自動車協会への土地貸付収入でございま

す。 

 ５０ページをお開き願います。 

 款１８繰入金、項２基金繰入金、目５緑

化基金繰入金、節１緑化基金繰入金は、緑

化推進事業への緑化基金繰入金でござい

ます。 

 ５６ページをお開き願います。 

 款１９諸収入、項４雑入、目２雑入、節

１雑収入は、中段より下になりますが、都

市計画課の都市計画図売却収入、建築課の

建築確認申請者負担金、道路管理課の電力

売却収入、道路占用料相当額支払金及び道

路交通課の自転車等移動保管料、自転車等

鉄屑処分金及び放置自転車対策協力金で

ございます。 

 次に歳出でございますが、予算書の１３

６ページをお開き願います。 

 あわせて予算概要の７６ページをご参

照願います。 

 款５農林水産業費、項１農業費、目４農

業水路費の主なものとしまして、節８報償

費は地元農業関係者による水路の樋守及

びゲートの管理に係る報償金でございま

す。 

 節１１需用費は、農業用施設の光熱水費、

修繕料等でございます。 

 節１３委託料は、河原樋ポンプ場ほか１

件のポンプ場管理業務委託料、除草委託料、

水路敷資料電子化委託料等でございます。 

 節１５工事請負費は、農業水路改良に係

る用水側溝改良工事でございます。 

 節１９負担金、補助及び交付金は、別府

２丁目の鳥飼水路の安全柵改修を含む神

安土地改良区への用排水路改修負担金等

でございます。 

 １４２ページをお開き願います。 

 また、あわせて予算概要の８０ページか

ら８２ページにかけてご参照願います。 

 款７土木費、項１土木管理費、目１土木

総務費の主なものとしまして、節１３委託

料は、地図情報システム保守点検委託料及

び土木維持作業業務委託料でございます。 

 節１６原材料費は、土木維持作業で使用

する補修用材料費でございます。 

 節１９負担金、補助及び交付金は、日本
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道路協会負担金等でございます。 

 続きまして、予算概要の８２ページから

８４ページにかけてご参照願います。 

 目２交通対策費の主なものとしまして、

節１１需用費は、交通安全啓発事業に係る

消耗品費、施設管理事業及び道路反射鏡定

期修繕事業に係る修繕料等でございます。 

 節１３委託料は、駐車場管理委託料、交

通指導業務委託料、放置自転車等対策指導

委託料、公共施設巡回バス運行管理業務委

託料等でございます。 

 １４４ページをお開き願います。 

 節１４使用料及び賃借料は、自転車・自

動車駐車場の土地借上料でございます。 

 節１５工事請負費は、道路反射鏡の設置、

交差点の改良等に係る交通安全対策工事

でございます。 

 節１９負担金、補助及び交付金は、市内

循環バス運行補助金等でございます。 

 続きまして、予算概要８４ページから８

６ページにかけてご参照願います。 

 項２道路橋りょう費、目１道路橋りょう

総務費の主なものとしまして、節１３委託

料は、千里丘駅前広場管理委託料、モノレ

ール駅前広場管理委託料、摂津市駅駅前広

場管理委託料、都市再生地籍調査業務委託

料及び現況平面図等修正及び認定道路網

図作成委託料等でございます。 

 節１８備品購入費は、道路パトロール車

両の購入費でございます。 

 続きまして、予算概要の８６ページもあ

わせてご参照願います。 

 目２道路維持費の主なものとしまして、

節１１需用費は、道路管理に係る維持管理

経費等でございます。 

 １４６ページをお開き願います。 

 節１３委託料は、舗装点検委託料、市内

環境維持業務委託料、橋梁点検業務委託料

及び橋梁修繕実施設計委託料等でござい

ます 

 節１５工事請負費は、市内道路の道路維

持工事でございます。 

 節１６原材料費は、市内道路の維持補修

に係る補修用材料費でございます。 

 節１９負担金、補助及び交付金は、建築

確認申請に伴い、中心後退部分が発生する

道路に対する狭隘道路整備助成金でござ

います。 

 続きまして、予算概要の８８ページもあ

わせてご参照願います。 

 目３交通安全対策費の主なものとしま

して、節１２役務費は、建物等調査に係る

手数料でございます。 

 節１３委託料は、道路改良事業に係る用

地測量委託料でございます。 

 節１５工事請負費は、市内の道路整備等

に係る交通安全対策工事でございます。 

 節１７公有財産購入費は、道路改良事業

に係る土地購入費でございます。 

 節２２補償、補填及び賠償金は、道路改

良事業に係る移転補償費等でございます。 

 １４８ページをお開き願います。 

 項３水路費、目１排水路費の主なものと

しまして、節１１需用費は、味舌ポンプ場

水路系ポンプ等の修繕料及び光熱水費等

でございます。 

 節１３委託料は、味舌ポンプ場水路系維

持管理業務委託料、ポンプ場施設等維持管

理業務委託料等でございます。 

 節１８備品購入費は、軽ダンプの購入費

でございます。 

 節１９負担金、補助及び交付金は、番田

水門内水対策負担金、番田水路事業償還金

負担金及び安威川左岸ポンプ場維持管理

負担金でございます。 

 続きまして、予算概要の９０ページから
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９２ページにかけてご参照願います。 

 項４都市計画費、目１都市計画総務費の

主なものとしまして、節１報酬は、緑化推

進嘱託員報酬及び都市計画審議会委員報

酬でございます。 

 １５０ページをお開き願います。 

 節７賃金は、緑化推進員賃金、建築嘱託

員賃金及び都市計画業務補助嘱託員賃金

でございます。 

 節８報償費は、空家対策に係る調査研究

に資する専門家の講演に係る報償金でご

ざいます。 

 節１３委託料は、ＧＩＳシステム保守管

理委託料、ＧＩＳシステム更新委託料及び

地形図修正図化委託料でございます。 

 節１４使用料及び賃借料は、電子複写機

レンタル料でございます。 

 節１８備品購入費は、都市計画課のＧＩ

Ｓシステムを搭載するパソコンの購入、建

築課のデジタルカメラ購入に係る庁用器

具費でございます。 

 節１９負担金、補助及び交付金は、摂津

市既存民間建築物耐震診断補助金、耐震改

修補助金及び大阪府都市計画協会負担金

等でございます。 

 節２７公課費は、公用車両の点検に伴う

自動車重量税でございます。 

 続きまして、予算概要の９２ページもあ

わせてご参照願います。 

 目２街路事業費の主なものといたしま

して、節８報償費は、都市景観事業に伴う

都市景観アドバイザー委員会の報償金で

ございます。 

 １５２ページをお開き願います。 

 節９旅費、節１１需用費及び節１２役務

費は、都市景観事業における事務執行に係

る経費でございます。 

 続きまして、目３緑化推進費の主なもの

といたしまして、節１６原材料費は、花い

っぱい活動に対する助成をはじめ、市内花

壇などの育苗用の肥料、土、樹木などの購

入費でございます。 

 節１９負担金、補助及び交付金は、摂津

市緑化推進連絡会補助金でございます。 

 続きまして、予算概要の９４ページもあ

わせてご参照願います。 

 目４公園管理費の主なものといたしま

して、節１１需用費は、都市公園などの光

熱水費及び修繕料等でございます。 

 節１３委託料は、公園管理委託料、公園

等砂場消毒清掃委託料、公園等日常点検業

務委託料等でございます。 

 節１６原材料費は、都市公園などの維持

管理に係る砂・樹木等でございます。 

 節１９負担金、補助及び交付金は、ちび

っこ広場管理補助金でございます。 

 節２７公課費は、公用車両の点検に伴う

自動車重量税でございます。 

 １６０ページをお開き願います。またあ

わせて予算概要の１００ページをご参照

願います。 

 款８消防費、項１消防費、目３水防費の

主なものとしまして、節１１需用費は水防

事業に係る消耗品費でございます。 

 節１６原材料費は、水防資材の購入費で

ございます。 

 節１９負担金、補助及び交付金は、淀川

右岸水防事務組合負担金及び安威川ダム

水特法第１２条負担金等でございます。 

 以上、平成２９年度摂津市一般会計予算

の内容に関する補足説明とさせていただ

きます。 

 続きまして、議案第９号、平成２８年度

摂津市一般会計補正予算（第５号）所管分

のうち、建設部にかかわる部分につきまし

て、目を追って、その主なものについて補
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足説明をさせていただきます。 

 まず、歳入でございますが、１４ページ

をお開き願います。 

 款１３使用料及び手数料、項１使用料、

目５土木使用料、節４駐車場使用料は、年

度末見込みにより減額となるものでござ

います。 

 項２手数料、目４土木手数料、節１明示

手数料は、年度末見込みにより減額いたす

ものでございます。 

 １６ページをお開き願います。 

 款１４国庫支出金、項２国庫補助金、目

４土木費国庫補助金、節１地籍調査費補助

金は都市再生地籍調査委託金の確定に伴

い、減額いたすものでございます。 

 節２道路橋りょう費補助金は、国からの

補助金の確定に伴い、減額いたすものでご

ざいます。 

 節３都市計画費補助金は、耐震診断及び

耐震改修の補助申請件数の確定に伴い、減

額いたすものでございます。 

 １８ページをお開き願います。 

 款１５府支出金、項２府補助金、目６土

木費府補助金、節１都市計画費補助金は、

耐震改修補助の申請件数の確定に伴い、減

額いたすものでございます。 

 節２地籍調査費補助金は、都市再生地籍

調査業務委託金の確定に伴い、減額いたす

ものでございます。 

 ２０ページをお開き願います。 

 款１５府支出金、項３委託金、目２土木

費委託金、節１土木管理費委託金は、自転

車等移動保管業務委託金の確定に伴い、減

額いたすものでございます。 

 款１７寄附金、項１寄附金、目１寄附金、

節１寄附金は、寄附の申し出があったため

増額いたすものでございます。 

 ２２ページをお開き願います。 

 款１９諸収入、項４雑入、目２雑入、節

１雑収入のうち、都市計画課の都市計画図

売却収入は、年度末見込みにより、道路交

通課の放置自転車対策協力金は、金額の確

定に伴い、減額いたすものでございます。 

 次に、歳出でございますが、５２ページ

をお開き願います。 

 款５農林水産業費、項１農業費、目４農

業水路費、節１１需用費は、事務執行にか

かわる経費を精査したことにより減額い

たすものでございます。 

 節１９負担金、補助及び交付金は、市場

池水位観測が見送られたため、減額いたす

ものでございます。 

 ５４ページをお開き願います。 

 款７土木費、項１土木管理費、目１土木

総務費の主なものとしまして、節９旅費は、

事務執行にかかわる経費を精査したこと

により、減額いたすものでございます。 

 目２交通対策費の主なものとしまして、

節１３委託料は、駐車場管理委託料及び放

置自転車等移動委託料等が確定したこと

に伴い、減額いたすものでございます。 

 節１５工事請負費は、交通安全対策工事

の執行差金により減額いたすものでござ

います。 

 ５６ページをお開き願います。 

 項２道路橋りょう費、目１道路橋りょう

総務費の主なものとしまして、節１３委託

料は千里丘駅前広場管理委託料等を年度

末見込みにより減額いたすものでござい

ます。 

 目２道路維持費、節１３委託料は、別府

１号線路肩補修実施設計委託料が確定し

たことにより減額いたすものでございま

す。 

 節１５工事請負費は、道路維持工事に係

る費用を年度末見込みにより減額いたす
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ものでございます。 

 目３交通安全対策費の主なものとしま

して、節１５工事請負費は、工事の執行差

金により減額いたすものでございます。 

 項３水路費、目１排水路費、節１９負担

金、補助及び交付金は、安威川左岸ポンプ

場内のポンプ施設を緊急修繕したことに

伴い、負担金８２９万９，０００円増額補

正いたすものでございます。 

 ５８ページをお開き願います。 

 項４都市計画費、目１都市計画総務費の

主なものといたしまして、節１９負担金、

補助及び交付金は、摂津市既存民間建築物

耐震診断補助金及び耐震改修補助金は、補

助申請件数の確定に伴い、減額いたすもの

でございます。 

 目２街路事業費の主なものとしまして、

節１３委託料のうち、物品保冷運搬委託料

の確定に伴い、減額いたすものでございま

す。 

 目３緑化推進費、節１１需用費は、事務

執行にかかわる経費を精査したことによ

り減額いたすものでございます。 

 ５８ページから６０ページにかけてご

参照願います。 

 目４公園管理費の主なものとしまして、

節１３委託料は、公園管理委託料の確定に

伴い、減額いたすものでございます。 

 続きまして、６ページをお開き願います。 

 第２表、繰越明許費に記載する事業のう

ち、上から２段目、款７土木費、項２道路

橋りょう費、橋梁長寿命化修繕事業につき

ましては、鶴野新橋耐震補強工事において、

橋脚補強の際の仮設矢板の打ち込み作業

の途上で支障物が出てまいりましたので、

これらの撤去作業に期間を要したことか

ら、５，７７２万円の繰り越しをいたすも

のでございます。 

 以上、平成２８年度一般会計補正予算の

内容に関する補足説明とさせていただき

ます。 

○弘豊委員長 説明が終わりました。 

 質疑に入ります。 

 木村委員。 

○木村勝彦委員 私は、ことしの９月で議

員生活４５年を迎えます。その中で、現在

までいろいろと取り組みがされて、実現し

た問題もたくさんありますけれども、現在

まだいまだに取り残されていることにつ

いてお聞きをしておきたいと思います。 

 代表質問でも取り上げてまいりました

けれども、安威川ダムの問題があります。

その安威川ダムは１００年に一度の大雨

に対応できるようにということで計画さ

れてダム工事に取り組むことになったん

ですけれども、これは平成１６年１１月９

日に、本会議において安威川ダム建設促進

決議がなされました。決議はされたんです

けれども、これは沿線の自治体の中でも摂

津市が初めて決議がされたということで、

ダムの建設事務所のほうからも大変なお

褒めをいただいて、茨木市ですら、いまだ

に決議がされておらない中で、摂津市がそ

ういう決議をされたということは、ダム工

事に対する弾みがついたということをお

っしゃいました。 

 振り返って考えてみますと、私が最初に

議員に出たときに、当時の地元の府議会議

員でありました橋本和夫府議会議員が出

陣式で挨拶の中で、治山治水は政治の要諦

であるということをおっしゃいました。私

はその当時、やっぱり教育と福祉の問題が

大きくクローズアップされておりました

けれども、ダムの問題は私にとっては、も

うひとつぴんとこない問題でした。ですけ

れども、やはり議員生活４５年の中でやっ



- 9 - 

 

ぱり一番取り残された問題は、ダムの問題。

取り組みはされておりますけれども、実現

をしておらない。平成３２年に完成予定と

いうことになっておりますけれども、やは

りダムの問題は、先ほど申し上げましたよ

うに、治山治水は政治の要諦であるという、

その先達の皆さんの教えの中から今、身に

しみて感じております。やっぱりダムの工

事が予定どおり平成３２年に完成するか

どうか、大変危惧をいたしております。昭

和４２年の７月、北摂豪雨で安威川の左岸

が決壊をして大きな被害を出しましたし、

摂津市の中でもとりわけ安威川流域の堤

防の水位が数度にわたって警戒水域を越

えたという実態を見るときに、やっぱり先

ほど申し上げましたように、治山治水は政

治の要諦であるということを痛感をして

おります。そういう点では、安威川ダムの

建設問題については、私は特に思い入れが

あります。平成３２年に完成予定というこ

とではありますけれども必ずその工事が

平成３２年に完成するのか、それともまた

途中で自然災害が発生して、また遅延して

いくのか、そういうことが非常に懸念され

ます。その辺のことについて、担当部とし

てどのように認識されておられるか、お聞

きしておきたいと思います。 

○弘豊委員長 竹下課長。 

○竹下水みどり課長 木村委員の安威川

ダムの進捗に関してのご質問にご答弁さ

せていただきます。 

 安威川ダムの進捗状況でございますが、

ダム建設に伴う移転集落のためのインフ

ラ整備では、ダムの左岸側のつけかえ道路

は目下整備が進められている状況でござ

います。 

 また、ダム本体につきましては、転流工

が供用されたことによって、川の水が切り

かえられ、本格的にダム本体の堤体工事に

着手しているところでございまして、計画

どおり平成３２年の完成に向けて着々と

工事が進められている状況でございます。

以上でございます。 

○弘豊委員長 木村委員。 

○木村勝彦委員 ちょうどその議会で決

議をされたときに、私は議長に就任しまし

た。そういう中で、茨木の市役所、あるい

は安威川ダムの事務所を訪問しました。そ

のときにやっぱりその事務所の所長も摂

津市が茨木市ですら上げられない決議を

上げてもらったと、このことはやっぱりダ

ムの工事に弾みがつきましたということ

で感謝をされまして、その取りつけ道路の

問題も現地をずっと案内してもらった経

験を持っております。そういう点では、現

在まで取り組まれてきた問題が、平成３２

年ということの一応の区切りはあります

けれども、どこでどういう災害が起こるか

わかりませんから、その次に工事が遅延し

たということにならないように、やっぱり

取り組むべきだと思っております。そうい

う点では、この治山治水は政治の要諦であ

るということを肝に銘じて私は今日まで

議員生活を続けてまいりました。そういう

ことで、まだほかにも質問したい問題とし

て、道路の舗装の問題とか、下水道の制度

の変更とかいうことについても、一応代表

質問なり、あるいはまたヒアリングの中で

理解をしましたので、１点に絞ってそのこ

とについて確認をしておきたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○弘豊委員長 それでは、質疑を続けます。 

 山崎委員。 

○山崎雅数委員 私のほうから質問をさ

せていただきます。 

 まず一般会計、歳入３４ページ、節３開
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発申請等手数料、予算を立てる際には見通

しとか、予測とかもいろいろ立てておられ

ると思うんですけれども、来年度開発申請

について予定があるかどうか、申請内容の

件数、見通しなどをお聞かせいただきたい

と思います。 

 それから３８ページ、節２道路橋りょう

費補助金ですけれども、道路橋りょう費の

財源内訳は概要の８６ページで示されて

おりますけれども、補助がつく事業の条件

ですとか、補助費の内訳などご説明をお願

いしたいと思います。 

 それから４６ページ、節１都市計画費補

助金のうち府自然環境保全条例事務取扱

の交付金、府特定設備等安全確保条例交付

金の歳入について、内容をお聞かせいただ

きたいと思います。 

 同じく４６ページの節１土木管理費委

託金の河川環境整備工事委託金６５０万

円は定額ということはないんだろうと思

うんですけれども、整備の計画ですとか、

内容をお聞かせいただければと思います。 

 それから歳出で何点か。概要７６ページ、

予算書１３６ページ、節１５工事請負費の

用水側溝改良工事の内容をお聞かせいた

だければと思います。同じページの用排水

路改修負担金の内容。単独事業とほかへお

願いをするという部分があるのかなと思

いました。その違いですとかをお聞かせい

ただければと思います。 

 それから概要８２ページの経営企画課

の下水道事業会計への繰出しの内容をお

聞かせいただければと思います。 

 下水道事業会計では、営業費目と資本費

目に今回分かれますので、内訳を教えてい

ただければと思います。 

 それから、概要８４ページ、駐輪場管理

のことをお聞かせいただければと思いま

す。今、駅前の駐輪場には、直営もあれば、

指定管理とか外部委託とかもあると思う

んですけれども、形態の違いとか、運用の

状況などをお聞かせいただければと思い

ます。 

 同じく８４ページのバスの運用です。代

表質問でも聞きましたけれども、公共施設

巡回バスの改善方向ですとか、もう少し詳

しくお聞かせいただければと思います。 

 それから、公共交通整備事業の新システ

ム導入補助金、バスロケーションの助成で

すけれども、阪急の事業の内容、何％ぐら

い補助をするのかというようなことをお

聞かせいただきたいと思います。 

 それから同じく８４ページの施設管理

事業、フォルテエレベーターの改良の内容

をお聞かせいただきたいと思います。 

 それから、概要８６ページの道路補修事

業、新在家鳥飼上線の進捗、改めてお聞か

せいただければと思います。 

 それから、概要８８ページで、千里丘三

島線道路改良事業の移転補償費について

予算も結構大きな金額で、大分具体的にな

ってきているのか、補償の内容をお聞かせ

いただければと思います。 

 同じく８８ページで、正雀駅前の道路改

良の進捗状況を改めてお聞きしておきた

いと思います。 

 それから同じく概要８８ページの味舌

ポンプ場管理で、ポンプ更新になるのか、

それと同じところでＰＣＢ廃棄物調査業

務委託料というのも入っておりますので、

その内容をお聞かせいただければと思い

ます。 

 それから概要９２ページ、緑化推進、花

いっぱい活動などの、来年度の緑化推進の

事業内容をお聞かせいただければと思い

ます。 
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 それから９４ページの公園維持管理で、

砂場の消毒なども上がっており、いろんな

維持管理されていると思うんですけれど

も、内容をお聞かせいただければと思いま

す。鳥山公園には、砂場に最近猫の囲いと

いうか、猫が入らないような、人は入れる

けれどもというような囲いをつけた砂場

をしているんですけれども、ほかにもこう

いった施設整備ができているのかどうか、

ふやす計画があるのか、これで公園の消毒

が助かるということではないかもしれま

せんけれども、こういったいろんな要望を

お聞きされていると思うんですけれども、

公園の維持管理の状況はどういうふうに

なっているか、お聞かせいただきたいと思

います。 

 あと補正のほうで、橋梁の長寿命化の障

害物の撤去はわかりました。１６ページの

歳入、国庫補助金の減額の理由、先ほど確

定と言われましたけれども、減額金額が余

りにも大きいのかなと思いまして、基本的

に事業をやめたとかいうことではないで

すよね。これはずっとやっているけれども、

補助金がつく必要がなかったのか、手を挙

げたけれども補助金が思ったよりも少な

かったのか、この減額理由を詳しくお聞か

せいただければと思います。 

 それから歳出の５６ページ、工事請負費

とか、設計委託料で、執行差金だと今説明

はされたんですけれども、これもこういっ

たものなのか、私もよくわからないので、

差金ということは、全ての予定をしていた

予算上の工事は全て行って、こういうふう

に出てくるということなんだろうと思い

ますけれども、その辺、取りやめた事業が

あるわけではないかということをお聞か

せいただければと思います。 

 それから同じく５６ページの安威川左

岸ポンプ場の管理負担金が増額されてい

るんですけれども、この増額の理由もお聞

かせいただければと思います。 

 以上です。 

○弘豊委員長 それでは、答弁を求めます。 

 寺田課長。 

○寺田建築課長 それでは、山崎委員のご

質問、１番目と４番目につきまして、ご答

弁申し上げます。 

 １点目の開発申請等の手数料の関係の

ご質問でございますが、こちらのほうにつ

きましては、都市計画法第２９条にかかわ

ります開発行為に関する許可に関する手

数料として頂戴しているものでございま

す。来年度見込んでおりますのが開発許可

１０件、想定といたしましては１０万円で、

１００万円を計上させていただいており

ます。 

 続きまして、府の特定設備等安全確保条

例交付金のご質問でございますが、こちら

につきましては、以前、六本木ヒルズで発

生いたしました自動回転ドアの事故を受

けまして、大阪府の特定設備等安全確保条

例で、これら自動で動くもの、エスカレー

ターとかエレベーターも同様でございま

すが、それに関する事故発生に関して、当

然そこで事故が発生いたしますと、消防署

に一報が入りますので、それを受けて建築

課の職員が現地へ赴きまして、その事故の

状況をその施設の管理者にお伺いをいた

しまして、大阪府に報告するという内容で

ございます。当然ながら、そこで事故が発

生した是正内容等につきましても、その施

設管理者に問い合わせをするという内容

で、事務を執行する部分の大阪府からの交

付金でございます。 

 来年度につきましては、２件を見込ませ

ていただいておりまして、１万５，０００
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円を想定いたしておりまして、合わせて３

万円という見込みをいたしております。 

 あと補正予算で、国庫補助金の減額の内

容でございますが、耐震診断補助と耐震改

修補助につきましては、民間の住宅の所有

者からの申請がないと、これは成り立ちま

せんので、当初予算で見込んでいる部分で

補助の申請件数が確定いたしましたので、

それにあわせて減額補正をいたしたもの

でございます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 それでは、山本次長。 

○山本建設部次長 山崎委員の１回目の

質問にお答えさせていただきます。 

 予算書３８ページ、土木費国庫補助金、

道路橋りょう費補助金、１億１，６０５万

円の補助の内訳でございますけれども、社

会資本整備総合交付金の道路舗装といた

しまして、平成２９年度におきましては、

新在家鳥飼上線ほか１０の路線で補助を

いただくことを想定しております。補助基

本額が９，０００万円に対して、補助率が

１０分の５．５となってございまして、４，

９５０万円を計上いたしております。橋梁

の修繕といたしまして２橋、念仏橋と浜町

にございます寅之宮橋の２橋の修繕に補

助基本額２，４００万円に対しまして、同

じく補助率１０分の５．５で１，３２０万

円、橋梁の点検といたしまして、補助基本

額２，７５０万円に対しまして、１０分の

５．５で１，５１２万５，０００円を計上

いたしております。また、所管は道路交通

課になりますけれども、道路の改良といた

しまして、千里丘三島線の東側の道路改良

事業に係ります土地の購入、移転補償に対

しまして、同じく１０分の５．５で６，９

５０万円に対しまして、３，８２２万５，

０００円、合わせまして１億１，６０５万

円という内容になってございます。 

 舗装につきましては、舗装の傷みぐあい

を調査した結果に基づいて補助をいただ

けると。橋梁につきましても橋梁点検して

いるという状況でいただく予定としてい

るものでございます。 

 次に、河川環境整備工事委託金でござい

ますけれども、これは河川の草刈りの内容

になってございます。私どもは、大阪府が

管理しております河川の堤防の一部をお

借りして道路として自歩道とか、一部道路

としても使わせていただいていますので、

その関係で、通常は占用している範囲の１

メートルずつというようなこともござい

ますけれども、大阪府から委託いただきま

して、府が刈る部分も市のほうで一緒に刈

りましょうという分を負担いただくとい

うことで、今年度まで６００万円計上して

おりましたけれども、来年度から面積も広

がったり、経費も上がっておりますので、

実績に応じまして６５０万円を上げさせ

ていただいております。最終、請負等によ

って若干変わってくる内容にはなってご

ざいます。 

 それと道路補修事業の内容でございま

す。平成２９年度におきましては、国費で

は新在家鳥飼上線ほか１０路線となって

ございましたけれども、全体的に新在家鳥

飼上線ほか１６の路線の道路補修工事を

予定しておりまして、１億４，２００万円、

そのうち延長が約２．５キロ程度、面積が

１万４，０００平米程度を考えておるとこ

ろでございます。 

 国庫補助金の減額補正の内容でござい

ます。平成２８年度、２９年度もそうなん

ですけれども、補助対象になるものを国庫

補助要望という形で上げさせていただき

ます。平成２４年度から修繕系のものも国
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庫補助をいただけるようなことになって

まいりました。他の自治体も修繕等にお金

が要るので皆さん申請されるので、実際に

は内示率と言っていますけれども、１０分

の５．５に対して年々皆さんの要求額が多

いものですから、各市に対して１００要望

に対して何割だとかいうのが参ります。平

成２８年度につきましては、３４．１％と

いうかなり厳しい内容でございましたの

で、減額ということになったものでござい

ます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 それでは、竹下課長。 

○竹下水みどり課長 山崎委員の水みど

り課に関係する数点のご質問に対して、ご

答弁申し上げます。 

 まず歳入でございますけれども、大阪府

自然環境保全条例の事務取扱交付金の中

身につきましては、これは府の特別条例で

ございまして、１，０００平米以上の開発

面積に対する緑化義務といった基準が大

阪府で定められており、中身について我々

が窓口となって協議をしており、それに対

する事務の負担金でございます。 

 次に、歳出の用水側溝改良工事について

でございます。 

 市内道路には、排水側溝と用水側溝と兼

用している施設がございまして、特に鶴

野・鳥飼区画整理事業を整備されていると

ころでございます。農地の宅地化に伴って、

用水の送水が必要じゃなくなった路線に

ついて、側溝が深く、排水勾配が悪いなど、

排水機能の低下が著しい箇所について、優

先的に道路管理課と協議しながら埋め立

てる形で改良を行っているところでござ

います。来年度におきましては、今年度に

引き続き、鶴野３丁目８番地で５０メート

ルを整備する予定となっております。 

 続きまして、用排水路改修負担金の中身

についてでございますが、先ほどの部長か

らの補足説明にもありましたように、鳥飼

水路の安全柵を９８メートル整備する形

となっております。この中身についてなん

ですけれども、神安土地改良区は事業主体

でございまして、神安との規約に基づいて、

全体事業費の２５％を負担するという形

になってございます。 

 それとあと、鳥飼八町２丁目の用排水路、

これは地元からの要請がございまして、そ

れに対する改修の測量設計委託でござい

ます。 

 それぞれ言いますと、まず別府２丁目の

安全柵でございますが４３万６，０００円、

あと鳥飼八町水路の設計委託につきまし

ては１９３万９，０００円という内訳とな

っております。 

 それから味舌ポンプ場水路系のポンプ

の設備に関してのご質問だったと思いま

す。この中身についてなんですけれども、

味舌ポンプ場水路系施設は、φ９００のエ

ンジンポンプ１基とφ１，２００のエンジ

ンポンプ１基、φ３００の電動ポンプ１基

が設置されておりまして、昭和４３年の供

用開始から５０年近く経過している関係

で、耐用年数の経過などによって、各所設

備の劣化が非常に顕在化しており、老朽が

著しい状態でございます。この状態では大

雨時に重大な故障を発生するおそれがあ

ったことから、過年でございますけれども、

平成２７年度にφ９００のエンジンポン

プ、並びにφ３００の電動ポンプの本体修

繕を行っております。平成２８年度では、

φ１，２００のエンジンポンプの本体工事

は目下修繕している途中でございまして、

来年度の予算ではφ１，２００のポンプ用

駆動エンジンの修繕に１億４，８９７万円



- 14 - 

 

を予算計上しているところでございます。 

 さらには平成３０年度においてφ９０

０のポンプ用駆動エンジンの修繕を計画

しており、これにより計３台のポンプの延

命が図られるものと考えております。 

 それからＰＣＢ廃棄物調査業務委託料

についてでございます。ＰＣＢ廃棄物とは、

ポリ塩化ビフェニル廃棄物でございまし

て、ＰＣＢ廃棄物の適正な処理の推進に関

する特別措置法がございます。その法令で

は、ＰＣＢが含まれるおそれがあるトラン

スコンデンサなどの電気機器など高濃度

のものについては、平成３３年３月３１日

までに、処理するものとなっております。

低濃度のものについては、平成３９年３月

３１日までに処分するようになっており

ます。 

 さらには、平成２８年８月１日の法改正

では、使用中の機器につきましても、計画

的にＰＣＢの使用しない製品に取り替え

るよう義務づけがなされております。そう

いった状況の中、法の規定に基づいた処理

を行うために、まず市内６７か所ございま

す味舌ポンプ場水路系施設排水機場、それ

からポンプ場、ゲートなどの電器機器のＰ

ＣＢの有無について、まずは調査する必要

があるというところで予算を計上させて

いただいてございます。 

 この調査の方法につきましては、ＰＣＢ

が使われていた年代が昭和３０年代から

４０年にかけて多く製造されているとい

うこともございまして、機器の時期、また

型式、そういった種別により判別を行って、

ＰＣＢ含有のおそれのある機器を含めて

国に対して機器の廃止年度等の届け出を

提出いたします。機器の廃止についてでご

ざいますが、使用中の機器でございますし、

また整備年度も古く、交換機器が製造され

ているかどうかの確認も必要になってき

ます。もしかすると機器が製造されていな

いこともあろうかと思います。 

 今後はＰＣＢが使用されている機器設

備全体について、一体的に取り替えること

が必要になるおそれがあるものでござい

ます。 

 それから緑化推進事業の中身につきま

してですが、委員もご承知かと思いますが、

我々春と秋に誕生記念植樹祭というイベ

ントを開催させていただいております。そ

れの樹木の費用であったり、イベントに関

係する資機材の購入費といったものに、こ

の緑化推進事業の予算を充ててございま

す。 

 あと花壇の関係で、必要な資機材関係も

この予算で支出している形となっており

ます。 

 それと、鳥山公園の砂場の件でございま

すけれども、柵については、市内公園で、

かつ砂場で柵があるところについては鳥

山公園のみでございます。これは過去聞い

ておりますと、試験的に柵を設けることに

よって砂場の状態がよく、いい形にならな

いかというところで行ったと聞いており

ますけれども、実際いろいろと他市の状況

を見ていますと、大阪市は全て砂場の周り

に柵を設けていると聞いています。一方で、

柵の扉に関連する事故も多く聞いている

ところでございまして、安全管理をいろい

ろ見るのと、それから柵自体も設けている

とはいえ、高さ的にもそう高くはございま

せんので、例えば猫の糞被害であったりと

かいうのは根本的に解消するには難しい

かなというところで、我々としては、全く、

それをしていかないかということではな

くて、今後検討していきたいというところ

でございます。 
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 それと最後になりますけれども、安威川

左岸ポンプ場の維持管理負担金について、

補正の増額要因ですけれども、安威川左岸

ポンプ場は淀川右岸流域下水道施設とし

て大阪府北部流域下水道事務所によって、

管理運営されているところでございまし

て、今回８２９万９，０００円の増額の要

因でございますけれども、当初、織り込ま

れていなかったという報告を大阪府から

頂戴しています。この年度の中で、総点検

を行っており、最初は、高槻処理場のポン

プを修繕する予定であったと聞いている

んですけれども、優先的にこの安威川左岸

ポンプ場、これ３基あるんですけれども、

３基のポンプの修繕が優先順位としては

高いだろうという、こういった形で年度内

での判断ということで、大阪府としては多

くの補正をかけて修繕を行ったと聞いて

おります。でありますので、我々も当然な

がら予算の関係がございますので、こうい

った増額要因がなされるのであれば、もっ

と事前に協議するように求めておるとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 そうしましたら、永田課長。 

○永田道路交通課長 それでは、山崎委員

の交通に関する８点の質問にお答えさせ

ていただきます。 

 まず１点目の補助金の内訳でございま

すが、これは先ほど山本次長が答弁させて

いただいたとおりでございます。 

 ２点目、自転車駐車場に関しての市と民

間の形態の違い、運用についてのご質問で

すが、まず道路交通課が所管する市営の自

転車駐車場につきましては、まずＪＲ千里

丘でいきますと、フォルテ摂津自転車駐車

場、それから阪急でいきますと摂津市駅の

駅前第一及び第二自転車駐車場、それから

モノレールに関しまして、摂津駅駅前自転

車駐車場、それから南摂津駅の第一、第二、

第三自転車駐車場、これらが市営の自転車

駐車場になっております。 

 続きまして、民間の自転車駐車場につき

ましては、ＪＲ千里丘駅前におきましては、

線路の西側ですね、駅西の自転車駐車場は

公益財団法人自転車駐車場整備センター

が管理運営しております。 

 それから阪急摂津市駅前周辺でいきま

すと、産業道路踏切の南側になるんですが、

摂津市駅東の自転車駐車場、それと境川の

右岸側、駅側にありますが、それが西自転

車駐車場、これが摂津都市開発の管理運営

になっております。 

 それから阪急正雀駅前につきましても、

自転車駐車場がございますが、それは全て

民間で公益財団法人自転車駐車場整備セ

ンターが管理運営をしております。 

 市営駐車場につきましては、市のほうか

ら指定管理者に委託契約しておりまして

市の委託料をもって運営をして、使用料に

ついては市のほうへ収入が入ってくると

いう形になっております。民間につきまし

ては、利用者の使用料をもって管理運営を

しているという形態になっております。 

 続きまして、３点目、公共施設巡回バス

の改善方法についてでございますが、これ

は本会議のほうでも答弁はさせていただ

いたかと思いますが、今のところ１台で運

営している関係上、その運行時間が２時間

半とか、間隔が長くなっております。これ

までにも直接巡回バスに乗り込みまして、

市の職員が乗り込みまして、利用者のアン

ケートをとりまして、要望等聞いた中では、

やはり便数をふやしてほしいというよう

なご意見が多数ありました。そのご意見を

反映する形で改善としては台数をふやし
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て便数を増便していきたいなというよう

な考えでバス事業者及び関係機関と協議

しながら検討してまいりたいなと考えて

おります。 

 続きまして、バスロケーションシステム

の内容と補助の割合についてでございま

すが、バスロケーションシステムにつきま

しては、無線通信、ＧＰＳを利用してバス

の位置情報を収集しまして、そのバスの定

時運行の調整等に役立てるシステムのこ

とを言います。バスの位置情報をバス利用

者の携帯電話やスマホ等の端末の機器の

ほうへ提供することによりまして、バスの

位置情報がわかってバス停での待ち時間

が短縮できるということで、利用者にとっ

ては時間の有効活用ができるという利点

がございます。 

 補助の内容につきましては、国が３分の

１補助で、残りの市町村は全体の１０％で、

残りがバス事業者という補助内容で、その

中で距離、営業所内の全体の運行距離に関

して、市内の走っている運行距離の距離案

分に応じての負担金を負担させていただ

いておりまして、予算としては４８万３，

０００円を計上させていただいておりま

す。 

 続きまして、フォルテエレベーターの改

良につきましてですが、これは、フォルテ

の自転車駐車場及び自動車駐車場からＪ

Ｒ千里丘駅舎へ上るエレベーターでござ

いまして、フォルテ摂津ができて、２４年

ほど経過しているかと思います。エレベー

ターの耐用年数２３年を超えている状況

でありまして、故障に伴う部品の調達もな

かなか厳しい状況になってきております。

そのため、現在の空間はそのままに残しま

して、中のエレベーター施設をリニューア

ルする予算を計上しております。今現在は、

油圧式のエレベーターになっておりまし

て、乗っている時間、速度等がかなり遅い

ということもありますので、ロープ式の速

度が速くなるエレベーターに改修を考え

ていきたいと考えております。 

 続きまして、千里丘三島線移転補償内容

についてでございますが、概要のほうにも

載せさせていただいていますように建物

の移転補償費が５，５５０万円、それから

土地購入費として１，４００万円が道路の

事業用地を確保する上での予算を計上さ

せていただいております。 

 それから用地測量委託としまして５０

万５，０００円、これは今、交渉している

次の家屋にかかる土地の測量の予算を計

上しています。 

 手数料につきましては、平成２９年度に

予定しています建物の補償調査の手数料、

調査費を見ております。 

 修繕料１００万円につきましては、用地

が確保できた後の更地になった後の道路

の維持に関する修繕を計上しております。 

 それから今回、用地事務業務の補助嘱託

員賃金を予算計上させていただいており

ます。これから千里丘三島線、本格的に正

雀の駅前もございますので、地権者の方々

が複数相手になってきますので、現体制を

強化するために、経験のある非常勤職員を

雇用して、体制強化に努めていきたいと考

えております。 

 それから正雀駅前の進捗状況につきま

してですが、これも以前から説明させてい

ただいております国の土地が、支障になっ

てくるということで、まずかかわりある残

りの５０％の地権者の方々が集団和解に

よって、占有している状態を国を相手に提

訴していただかないと前に進めない状態

になっています。それに向けての地権者と
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の協議、話し合いと現場での立ち会い関係

を進めているところで、そのあたりの今現

在は、皆さんと立ち会いが終わったところ

でございます。 

 これから書面づくりをしまして、国のほ

うへ提訴するというのは、もう地権者のほ

うでしていただかないといけないので、そ

のあたりもお話をさせていただいた中で

は、理解していただいているところでござ

います。 

 今後は、その提訴した判決をもっての動

きになってこようかと思います。今のとこ

ろは立ち会いも全て終わった状況になっ

ております。 

 続きまして、補正の執行差金についてで

ございますが、交通安全対策工事につきま

して、補正をさせていただいておりますが、

この中身につきましては、境川の右岸の自

転車歩行者道の整備とか、バリアフリー工

事、あるいは道路照明灯などの工事の内容

になっておりまして、業者に発注する上で

は、担当課のほうで工事の積算をするわけ

です。その積算するためには、やはり予算

が必要であります。その積算した中で予定

価格を決めて、業者に発注をかけて入札を

されます。その入札金が、やはり８０何％

だとか、９０％だとか、落ちますので、そ

の差金が生じてきます。工事も終わって契

約も終わっているような状況ですので、そ

の差金が今回補正で計上させていただい

ている内容になっております。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 それでは、江草課長。 

○江草下水道業務課長 山崎委員の下水

道事業会計繰出金についてのご質問にお

答えさせていただきます。 

 一般会計におきましては、下水道事業へ

の繰出金については一括で表示させてい

ただいております。先ほど委員もおっしゃ

られたとおり、平成２９年度より下水道事

業につきましては、公営企業となります。

公営企業では、地方公営企業法の中で予算

化するに当たりまして、収益的収入と資本

的収入という形で分けて支出の項目別に

対応した形で予算計上することとなって

おります。一般会計におきましては、この

２１億円を一括で計上させていただいて

おりまして、下水道企業の予算につきまし

ては、収益的収入及び資本的収入の２項目

で、合計６つの分類をさせていただきまし

て、一般会計におきましては、下水道会計

に全体でどれだけ繰り出したかというの

がわかりやすい表示、下水道会計につきま

しては、どのような項目で受け入れている

かというのがわかるような形で分類して

予算書を作成させていただいておるとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 先ほどの下水の繰り出し

の分は、また下水特会で、それぞれどうい

う形で入っているのかというのをまた聞

いてもらえたらと思います。 

 山崎委員。 

○山崎雅数委員 ２回目の質問をさせて

いただきます。 

 最初の歳入の開発許可等手数料は、１０

件１０万円、あくまで予測ということなん

ですけれども、開発の前段階ではいろいろ

相談とか来られていて、ある程度、その上

半期ぐらいとか、予測がつくのじゃないか

なと思うんですけれども、そういったこと

はないか、お聞かせいただければと思いま

す。 

 それから、道路橋りょう費補助ですけれ

ども、１０分の５．５、５５％ということ

になっていてもなかなか来ないとか、全然
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条件的には、道路舗装なんかは調査結果が

要るとか、点検が要るとか。今度政府のほ

うでもことしの予算で、道路とかはなかな

か使えないということなんですけれども、

公共施設の適正管理推進事業の事業債、借

り入れなんかもできるというようなこと

も出ておりまして、長寿命化なんかには公

共施設の整備管理計画など出していけば、

手を挙げていくこともできると聞いてい

ますので、こういったのもぜひどんどん使

って、それこそ長寿命化とか、耐震補強と

か、道路の設備についても急げるところは

広げてもらえたらなと思います。さっきも

出ていたみたいに、手を挙げても５５％来

なかったり、３０数％で終わったら、その

分負担せないかんという話になってしま

いますから、結構大変だろうとは思います

けれども、またぜひお願いをしたいと思い

ます。 

 それから、府の特定設備等安全確保条例

のエレベーターは、事故発生を予測してと

いうことですね。だから、事故がなければ

使わんほうがいいという形ですかね。わか

りました。 

 それから大阪府自然環境保全条例の緑

化義務に対する事務取扱の負担金もわか

りました。 

 草刈りのほうも５０万円ふえています

けれども、面積も広がるということですの

で、適正にぜひお使いください。 

 それから排水のほうは神安でやっても

らったりとか、あとそれこそ柵なんかも含

めてやっていただいたりとか、市単独のも

のとかあるということでわかりました。ぜ

ひとも安全にお願いをしたいと思います。 

 下水道会計への繰り出しは６つに分か

れてということで、その中身については、

下水の予算でまたやりたいと思いますけ

れども、この繰り出しに関する考え方の一

つとして、これまで雨水幹線の整備ですと

か、市がやるべき事業としての下水道会計

への繰り出し、それから市が負担すべき部

分ということでやって、下水道会計そのも

のは独立採算制ということでやってはり

ますけれども、この下水道会計への繰り出

しというのは、経営的にいうと摂津の下水

道会計は、これまでの歴史的には多大な設

備投資をやって、いわば経営的には非常に

苦しいというか、アンバランスが起きてい

るということですので、こういった部分で

の運営の補助とか、経営の補助ですとか、

それから返済、大きな負債を抱えています

から返済補助とか、それこそ下水道使用料

の抑制などとかというようなことで政策

的に下水道会計に市が入れるということ

は禁止をされているわけではないのかな

と思うんですけれども、その繰り入れに関

する考え方について、お聞かせいただけれ

ばと思います。 

 それから駐輪場の問題ですけれども、使

用形態が公益財団法人自転車駐車場整備

センターとかは、使用料もその運営に充て

るという形になっているということなん

ですけれども、でも管理の委託ですから、

そのあり方というのは、やっぱり市が提案

も受けてコントロールもするということ

になるんだと思うんですけれども、そこで

阪急摂津市駅の境川の上につくるという

駐輪場の進捗状況もお聞かせいただきた

いと思います。それと正雀の自転車駐車場

整備センターの駐輪場は無人化されて今、

人がいらっしゃらなくなって、前は人がい

て屋根があったんですけれども、今はもう

全然屋根がない状態になりまして、雨のと

きにレインコートを脱ぎ着するスペース

も全然なくなったということで、要望も聞
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いてますので、そういうのも管理者と市の

コンタクトというのはあると思うんです

けれども、そういう指導もできるのか、そ

れとも市のほうでやるということもでき

るのか、検討をお願いしたいと思います。 

 この駐輪場のほうについては、境川のほ

うの進捗でまたお聞かせいただければと

思います。 

 それからバスの改善方向はわかりまし

た。バスロケーションのほうは、ご説明い

ただきました自治体１０％、そのうちの摂

津市はその案分ということなんで、全体で

はわからないんですけれども、利用に便利

になるというところではあるのかなと思

っておりますが、結構です。 

 それで、フォルテのエレベーターも２３

年超えて部品もないということなんです

けれども、これ基本的には、全額市負担な

んですね。その辺の公共維持、さっきの国

のほうでもないですけれども、エレベータ

ーでさっき事故が起きたら府のほうは報

告せえと言うんやったらこういうものの

維持の管理助成とかもないのかなと思い

まして、そういうのも注文つけといてもら

えたらなと思います。これは結構です。 

 それから新在家鳥飼上線もわかりまし

た。 

 それから移転補償については、５，５０

０万円、今回予算が上がっています。この

予算もそれこそ決まっていくと、こういっ

た今の交渉の中身、具体的に話をしていた

だく必要はないんですけれども、これまで

は、いろいろ既に交渉中ということだった

んですけれども、先ほどの話ではね。こう

いう金額も提示してのこれからの交渉に

なるのかなと思いますのですが、もう既に

金額とかの交渉はされているのか、話せる

範囲で聞いておければと思います。 

 それから正雀駅前の国有地の立ち会い

はわかりました。 

 それから味舌ポンプ場の高額な改修と

いうか、補修というか、取り替えになるん

ですか、エンジンなんですけれども。これ

で延命ということなんですけれども、どの

くらいもつのかというのと、それから先ほ

ど言ったようにコンデンサなどのＰＣＢ

が平成３３年までに全部出してというこ

とになってくると、延命じゃなくて、それ

こそ結局取り替えないかんという話にな

ってくる、もうあと３年、９年の間にとい

う形にならないのかなというのと、その辺

をお聞かせいただければと思います。 

 それから緑化推進のほうは、植樹祭の話

とか、皆さん、本当に市民ともご協力いた

だいて頑張ってくれてはるのはわかるん

ですけれども、緑地の拡充とか、一定の緑

地を確保してもらうという法ができたり

もしていますけれども、方向があるのかな

と、その辺をちょっとお聞かせいただきた

いと思いまして、正雀のデイハウスの前の

府に府営住宅のほうにお返ししたような

土地になるんですけれども、あれをどうい

うふうにされるのかというのはお聞きさ

れているでしょうか。私個人としては駅前、

正雀のあたりは全部住宅密集地ですので、

災害空地としても緑地空間としても残し

ておいてもらうとありがたいかなと思っ

たりはするんですけれども、その辺を、緑

化推進という立場ででも何かお考えがあ

るかどうかというか、大阪府のほうに聞い

てはるかどうかお聞かせいただければと

思います。 

 それから、公園の砂場の扉の話はわかり

ました。事故が起きては何にもなりません

けれども、ぜひとも検討していただいて、

猫が入ってこない、ほとんど腰の高さぐら
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いの高さでも結構細いところですと、猫は

よう上がらんらしいです。そんなんで東京

やら大阪市なんかもやっている。結構ちょ

っとした柵でも、猫が砂場に侵入しないと

いう実績はよく上がっているようですの

で、その辺も研究の上、お願いをしたいと

思います。 

 国庫補助金の申請件数の減とか、差額の

話はわかりました。ただ、補助率５５％が

内示率３４％というのは大変ですね。 

 それと安威川のポンプのほうは、大阪府

がそりゃやってくれて、それにこしたこと

はないんですけれども、当初なかったのに

というのがどうかという感じはしますね。 

 それと先ほどもポンプのほうで流域下

水のほうも、こうやって今回、高槻のほう

は残るかもしれませんけれども、ポンプの

更新なんかは大体どのくらいの進捗とい

うか、更新なんかはほとんど終わっている

んですか。先ほどのＰＣＢの話じゃないで

すけれども、更新したばっかりで、またそ

れこそ変えないかんとかいうようなこと

になってこないのか、どのくらいそういっ

た設備の更新とかが、何か最近は、これか

ら総合計画なんかで建物なんかやってい

かれるんだと思うんですけれども、大分こ

の間でいうと、ポンプの更新なんかは、こ

の修繕やら延命化やらなんやらできてい

るみたいなので、流域下水も含め、わから

なければ結構ですけれども、摂津市が管理

しているポンプなどでどういう状況かも

更新もまだまだ必要なのかどうかお聞か

せいただければと思います。 

○弘豊委員長 それでは、順次答弁を求め

ます。 

 寺田課長。 

○寺田建築課長 それでは、山崎委員の２

回目のご質問にお答えをさせていただき

ます。 

 まず、開発許可の手数料、前もって事前

協議がなされているので当然ながら予測

できるんではないかというようなお問い

であったかとは思うんですが、都市計画法

第２９条の開発行為、これは開発区域の面

積５００平米以上の面積規模を要する民

間事業者の開発行為という形になってご

ざいます。当然、事前協議段階で把握でき

るものもあれば、事前協議だけなされて、

本申請をされないというケースもやはり

社会経済情勢等々民間でございますので、

やはり資金調達の部分もございますので、

そのあたりで過年度の一定、経過、実績等

を踏まえまして、想定をさせていただいた

という状況でございます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 続きまして、江草課長。 

○江草下水道業務課長 下水道事業の繰

出金の考え方についての山崎委員の２回

目の質問にお答えさせていただきます。 

 平成２９年度から公営企業になるわけ

ですけれども、雨水公費、汚水私費という、

この考えは変わりません。現在、汚水処理

にかかる経費につきましては、使用料収入

で賄えてないという状況で一般会計の繰

出金は必要な状況であります。一般会計の

繰出金につきましては、総務省の繰出基準

がございまして、その中の基準を基本とし

ておるところでございますけれども、今回

の下水道事業の予算組みにつきましては、

先ほど６つに分かれて予算計上している

ということでお話しさせていただきまし

たけれども、その中で基準外ということで

一般会計補助金という形で、この基準をち

ょっと超えた形で一般会計からの負担を

受けているというのを明確にした形の下

水道会計予算組みをしておるところでご
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ざいます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 続きまして、永田課長。 

○永田道路交通課長 それでは、山崎委員

の２回目の質問にお答えさせていただき

ます。 

 まず、境川の進捗についてでございます

が、境川右岸の自転車・歩行者道として平

成２８年度予算をいただいて、整備をして

おる状況で、現在はもう整備のほうが終わ

ったような状況になっております。 

 もともと堤防ののり面を改良しまして、

堤防の天端幅を広げております。３メート

ルの幅員につきましては自転車・歩行者道

として利用すると、残りが自転車の駐車場

のスペースとして、それに向けてこれから

河川管理者である茨木土木の占用を受け、

管理運営会社のほうを選定して進めてま

いりたいと考えております。 

 それから千里丘三島線の交渉でござい

ますが、平成２８年度予算で、建物の移転

補償費の算定、土地の鑑定をさせていただ

いております。建物の鑑定をする上では、

やはり建物の中に入って調査しますので、

今、その調査に入っているところが借家人

さんもおられます。建物の所有者、地権者、

それぞれに許可をいただいて調査に入っ

ています。これからどうなっていくんやと

いうようなお話も先方からも伺って借家

人、テナントを借りている方は、次の生活

も考えなあかんというようなお話も受け

た中では、やはりある程度やっぱり金額に

ついてはお話しせざるを得ないところが

ありまして、その辺は交渉というか、お話

し合いの中で金額的なものは説明させて

いただいているような内容でございます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 竹下課長。 

○竹下水みどり課長 山崎委員の２回目

のご質問に対してご答弁申し上げます。 

 まず、先ほど私が答弁しました味舌ポン

プ場水路系の設備の耐用年数でございま

すが、やはり電気設備等々ございますので、

１５年ぐらいが限界だろうと今のところ

考えております。ただし、当然ながら点検

をかけていきますので、さらに延命が図ら

れるような状態であれば、使用してまいり

たいと思うんですけれども、基本的には１

５年たてば、再度更新が必要になってくる

と見込んでございます。 

 それとそのほかで管理していますポン

プの今後の更新とこれまでやってきたこ

とであったかと思うんですけれども、まず

鳥飼水路に排出しております７基のポン

プ場がございます。これらについては今年

度でもって全て更新が終了する形になり

ました。 

 残るところの代表的なポンプ場で言い

ますと、味舌排水機のポンプ場が依然と残

っています。昭和年代に整備されたもので

ございます。 

 その他、農業用水のポンプで昭和年代に

整備されたポンプというのがいまだ更新

できていないというような現状もござい

ます。今後しっかりと修繕の計画を立てな

がら、もちろん専門家の意見も聞きながら

ポンプの更新に努めてまいりたいと考え

ております。 

 それに関係して、ＰＣＢの件ですが、

我々も正直言いまして心配しておるとこ

ろです。恐らく今回、調査点検の中に出て

くる内容としては、低濃度なものが多いの

かなと考えています。ですから、平成３９

年３月３１日までにという一定の猶予は

あるのかなと踏んでいるんですが、調査し

てからのことになりますのでこれはわか
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りません。そういったことで言いますと、

例えばポンプの分電盤、操作盤、こういう

中に例えばコンデンサが内蔵されている

ケースもございます。それでいきますと、

その機器が、先ほども答弁させてもらった

ように、年数が古い型式のものでありまし

たら、交換部品がないとなりますと、もう

ポンプの操作盤そのものを総取り替えし

なければならない。こんな事態が近い将来

やってくるのではないかなと。この辺につ

いてはＰＣＢの調査をしっかりやって、ま

た保管も当然届け出も必要になりますの

で、今後どういう形かで予算措置していか

なければならないかというのは検討して

まいりたいと考えております。 

 それと緑化推進の今後の展開だったと

思います。誕生記念植樹祭をずっと過去か

ら春と秋に開催させていただいておりま

す。緑化推進事業でありながら、そのイベ

ントだけなのかというところでもあるか

と思いますけれども、我々目指しておりま

すのは、新たな緑というのはなかなか配置

するというのは非常に厳しいのかなと。と

りわけ摂津市においては、市街化区域が９

割でございますので、土地購入して確保し

ていくというのはまずしんどいと思いま

す。 

 あと生産緑地法がございます。生産緑地

については、地域制緑地でございますので、

また新たな緑というよりは、残す緑のほう

になるのかなと思っておるんですけれど

も、今後の、平成３４年の生産緑地の解除

を見据えた形で、先々国の動向も踏まえて

見てまいりたいなと思っているんですが、

平成２６年３月に緑の基本計画を改定し

まして、その中で我々緑化の、これからの

推進という視点では、やはり花壇であるの

かなと。今、鶴野苗圃で実践教室等々開催

させていただいております。十数名の方が

参加いただいているわけなんですけれど

も、そういった卒業生を市の公共花壇のほ

うへ誘導していく取り組みをもう既に数

年前からやっておりまして、例えば阪急摂

津市駅前のロータリーの花壇ですとかは、

もうほぼ１００％に近いぐらい市民団体

がやられております。そのほか、ご承知だ

と思いますが、役所の前の駐車場の前の花

壇も卒業生で管理いただいているわけで

ございます。ですから我々は、今後技術的

提供を行っていくことと、それに賛同して

いただく市民を巻き込んだ形で、緑化推進

に努めていきたいと考えてございます。 

 それと、正雀府営住宅の緑地のところの

ご心配の件であったかなと思います。私も

デイハウスを見ましたが、撤去されて更地

になっているのをついこの間、見させてい

ただいてびっくりしている次第でござい

まして、そもそも大阪府営住宅と協定書を

巻かせていただいているのは、我々水みど

り課でございまして、その一部を社会福祉

協議会が使うというところで、今回返した

と。残りの分はどうするのというところに

ついては、正直言いまして大阪府のほうか

ら何ら別に何の問い合わせもございませ

んし、働きかけもございません。ただ、今

現状、正雀団地自治会の元会長が一生懸命

されていたところの部分については、何と

か花壇というか、あるいはちびっこ広場的

な形でも守ってまいりたいなという思い

でございます。 

 以上です。 

○弘豊委員長 山崎委員。 

○山崎雅数委員 これから建設の部門、先

ほどもＰＣＢの問題などでもありました

けれども、これから下水の返済もそれこそ

市の市債も大分軽くというか、返済が終わ



- 23 - 

 

ってきているというところでは、これから

更新も含めて建設の関係、仕事がふえてく

るということで、またぜひ頑張ってもらい

たいと思います。 

 私のほうからは、以上です。 

○弘豊委員長 そうしたら質疑を続けて

いきたいと思います。 

 南野委員。 

○南野直司委員 それでは、何点かお聞か

せいただきたいと思います。 

 １点目に市長が述べられました平成２

９年度の市政運営の基本方針から１点お

聞かせいただきたいと思います。新年度予

算ということで聞きたいと思います。 

 「みどりうるおう環境を大切にするまち

づくり」についてです。これは環境美化の

取り組みとしてモデル地区を指定すると

ともに、美化推進ボランティア登録制度を

設け、市民の皆様の自主的な美化活動を推

進してまいりますということで、市長は述

べられました。これは環境政策課が所管に

なると思いますけれども、やはりこの環境

美化といいますと、道路であったり、ある

いは公園であったり、建設部としては、非

常にかかわりがある施策かなというふう

に思っております。この連携体制をどのよ

うにとっていかれるのか、建設部として美

化推進ボランティア登録制度について、お

聞かせいただきたいと思います。 

 それから２点目です。７６ページ、これ

は予算概要でやっていきたいと思います。 

 農業水路整備事業、７１８万３，０００

円についてでございます。別府２丁目地内

の鳥飼水路沿線に安全柵を設置しますと

いうことでございます。先ほど課長からご

答弁がありまして、この７１８万３，００

０円の中の５０万円弱のこの予算かなと

思います。これは、別府地域の味生体育館

の横の鳥飼水路沿いの道路も整備してい

ただきまして、それからさらに安全柵は、

ちょうど５０メートルぐらい新品にかえ

ていただきました。そこから大阪市のほう

に向かって、この５０万円分を替えていた

だくということだと認識をしております

けれども、平成２９年度どこまでやって全

部終わるのか、また平成３０年度までかか

ってくるのか、その辺のスケジュールもあ

わせてお聞かせいただきたいと思います。 

 ３点目です。同じく８２ページの交通安

全啓発事業、５０３万４，０００円につい

てでございます。これは決算でも聞かせて

いただいたんですけれども、新年度のこの

交通安全啓発事業の取り組みの中身につ

いて、運転免許証を自主返納された高齢者

の方を対象に、反射材つきジャンパーを配

布、あるいは春と秋の交通安全運動等々の

取り組みをこの事業でされると思います

けれども、中身についてお聞かせいただき

たいと思います。 

 それから４点目です。８２ページから８

４ページにあります、先ほどからいろいろ

とご質問、あるいは答弁がありました自転

車駐輪場と、自動車駐車場の管理事業につ

いてでございます。自転車駐輪場と自動車

駐車場の管理事業について、駐輪台数の拡

充など現状と課題をお聞かせいただきた

いと思います。阪急摂津市駅では、境川の

ところに駐輪場ができるということであ

りますけれども、駐輪場の台数が少ないと

いうお声は、私自身はそんなに聞かないん

です。阪急摂津市駅では聞いたことがある

んですけれども、ほかの駅ではそんなには

聞かないのが現状でありまして、ここは総

合計画に目標も掲げていただいていたか

なと思います。総合計画の第７期実施計画

の中に、駐輪台数の目標、８，３３５台が



- 24 - 

 

掲げられていたと思うんです。この目標に

対して実績が８，１００ぐらいだったと思

うんですけれども、その数字について、ご

答弁いただきたいと思います。 

 次に、５点目です。８２ページ、違法駐

車追放事業と放置自転車等対策事業につ

いてであります。 

 １回目にこの事業の新年度の事業の中

身、内容についてお聞かせいただきたいと

思います。 

 次に、６点目であります。８４ページ、

公共交通整備事業６５万８，０００円につ

いてでございます。阪急バスロケーション

システム導入に対しての補助を実施され

ます。先ほどもご質問があって、その中で

ご答弁もありましたけれども、これは阪急

バスですから、公共施設巡回バスに反映さ

れると、設置されるということであります

けれども、市内循環バスには、このような

設置される等々の話はないのかという観

点からお聞きしたいと思います。 

 それから７点目です。８４ページ、市内

循環バス運行補助事業及び公共施設巡回

バス運行事業についてでございます。これ

も先ほどありましたけれども、この新年度

の取り組みとしてどのように取り組んで

いかれるか、お聞かせいただきたいと思い

ます。事業の中身について、大まかには補

助ということでございますけれども、改め

てご答弁いただきたいと思います。 

 それから次に８６ページです。橋梁長寿

命化修繕事業９，５００万円についてでご

ざいます。これは財源であります国府支出

金のこの新年度の予算の中身について、そ

して長寿命化修繕計画及び定期点検結果

に基づいての修繕工事及び修繕実施計画

を行い、橋梁の長寿命化を進めていかれま

すが、新年度におきましては、鶴野新橋の

改修のほか、どこをどのように改修してい

かれるかということでお聞きしたいと思

います。 

 それから９点目です。８８ページの千里

丘三島線（東側）道路改良事業９，３５９

万３，０００円についてでございます。先

ほどからご質問と、答弁がございました。

道路拡幅整備に向け、新年度は用地取得に

必要となる測量及び用地確定を行うとと

もに、地図訂正等の各種手続を実施という

ことであります。ちょっとかぶると思いま

すけれども、新年度どのように取り組んで

いかれるのか、改めてお聞きしたいと思い

ます。 

 それから１０点目に、これも８８ページ、

交通バリアフリー整備事業５００万円に

ついてでございます。特定道路等の通行の

安全を図るための歩道段差の改良という

ことであります。新年度の計画など、中身

についてお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 それから１１番目に、９０ページ、特定

空家対策事務事業１８万円についてでご

ざいます。司法書士等を講師として招き、

空家対策の現状や困難事例等をもとに解

決に向けた取り組みについて研究をされ

るということで認識をしております。内容

について、お聞かせいただきたいと思いま

す。 

 それから１２点目に９０ページ、震災対

策推進事業７５８万６，０００円について

でございます。これも財源であります国府

支出金、その他の中身についてお聞かせい

ただきたいと思います。 

 それから１３番目、９０ページ、開発指

導・確認経由事務事業１６万８，０００円

についてでございます。これも１回目で国

府支出金、その他の財源内訳について、そ
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して事業の中身についてお聞かせいただ

きたいと思います。 

 それから最後に１４点目です。９４ペー

ジ、公園維持管理事業１億５，３４０万７，

０００円についてでございます。その中の

今回大正川河川敷公園の遊歩道にウオー

キング等での目印となる距離標を設置、具

体的にお聞きしたいと思います。 

 以上で、１回目終わります。 

○弘豊委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時５３分 休憩） 

（午後 ０時５６分 再開） 

○弘豊委員長 それでは、休憩前に引き続

き再開いたします。 

 順次答弁を求めます。 

 山本次長。 

○山本建設部次長 それでは、南野委員の

１回目の質問にお答えさせていただきま

す。 

 環境美化の取り組みということでござ

いましたけれども、建設部といたしまして

は「みんなが安全で快適に暮らせるまち」

という形で総合計画に載ってございまし

て、良好な景観のまちにしますということ

で、道路が一番該当するのかなというふう

に思っております。 

 私ども道路管理課のほうでは、駅前広場

につきまして千里丘駅の東口、モノレール

の各駅、摂津市駅の駅前の日常清掃をいた

しております。もともと駅前の広場がある

ところをやっております。千里丘駅の西口

につきましても、まだ広場はございません

けれども、ごみ等はございますので、範囲

を拡大して掃除をしてるということでご

ざいます。 

 また、まち美活動でもやっていただいた

ものを道路管理課のほうで回収している

というような取り組みもいたしておりま

す。協力しもってやっておるところでござ

います。 

 概要８６ページにございます橋梁長寿

命化９，５００万円の内容でございます。

修繕料として４，０００万円は、先ほど山

崎委員の質問にもございましたように、千

里丘の念仏橋と浜町にございます溝ノ口

水路にかかっております寅之宮橋の２橋

の修繕を考えております。 

 橋梁定期点検につきましては５年に一

度という形で、今回、前回やりました長い

ほうの橋の順番が回ってまいりましたの

で今回３，０００万円という形で計上して

おります。 

 橋梁の修繕の実施設計業務委託でござ

いますけれども、これは以前に点検した中

で損傷程度が若干あると、予防保全するほ

うが好ましいというものを、水路にかかっ

ている橋ですけれども８橋ほど実施設計

をしたいと思っております。 

 先ほど委員がおっしゃいました鶴野新

橋につきましては、平成２８年度からの繰

り越しで続けて平成２９年度も引き続き

やっていきたいというふうに思っている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 続いて、竹下課長。 

○竹下水みどり課長 南野委員の大正川

河川敷公園の距離標の設置の中身と、それ

から別府２丁目の柵設置の件についてご

答弁申し上げます。 

 まず、大正川河川敷公園の距離標の設置

の中身でございますけれども、範囲としま

しては大正川の左岸側の河川敷公園でご

ざいます。距離としましては片道２キロの

道のりでございまして、起点終点どちらで

もいいんですが、北からいいますとちょう

ど昭和病院が近くにございます大正川橋、
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それから下流の先ほど耐震補強で出てい

ます鶴野新橋までの間約２キロを設定し

て２００メーター毎程度に看板のほうを

設置してまいります。 

 その看板の中身についてなんですけれ

ども、基本的には川というよりも橋を一つ

の起点に置きたいと考えております。例え

ば大正川橋から２００メーターであった

りとか、新橋から２００メーターであった

りとか、歩いている方がどこから歩いてき

て何キロ歩かれたか、何メーター歩かれた

かというのがはっきりわかるような形の

看板を設置したいと思っております。その

場所は、ここが河川でございますので流水

阻害の問題がございますので、ちょうど護

岸のブロックの２枚分ぐらいの大きさの

範囲で看板を直接設置したいと考えてお

ります。中身につきましては、機能性を重

視した形で考えてまいりたいと思います

ので、いろいろと保健福祉課との連携もご

ざいますので、そういったところで意見も

もらいながら進めてまいりたいと思って

おります。 

 それから、別府２丁目の鳥飼水路の安全

柵の設置でございます。 

 平成２８年度から取り組まれているも

のでございまして、平成２８年度ではちょ

うど味生体育館の北側の範囲約６９メー

ターをもう設置してございます。平成２９

年度につきましては９８メーターの設置

となっておるんですけれども、どこまでか

いうと一通区間の終点まで、ちょうど次の

３差路までを予定しておりまして、委員が

お尋ねのその先はということなんですけ

れども、今のところいろいろ府の補助金等

がございますので、今後やらないというん

じゃなくて視野に入れた形で考えてまい

りたいと思っております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 それでは、次に永田課長。 

○永田道路交通課長 それでは、南野委員

の７点の質問にお答えさせていただきま

す。 

 まず、交通安全啓発事業の５０３万４，

０００円についてでございますが、この予

算の中には交通安全推進員の賃金としま

して２８２万円、それと消耗品費として２

１５万６，０００円を計上させていただい

ておりまして、交通安全推進員につきまし

ては、平成２４年４月に自転車安全利用倫

理条例の施行に伴いまして１名の方を雇

用しております。その方によりまして、駅

周辺での自転車利用者への街頭指導ある

いは公用車両を使ってのスピーカー広報

の実施、また春・秋初めとする各種交通安

全運動の推進のお手伝い、それと交通安全

教室実施に伴う手伝い等々、交通安全啓発

に伴う業務をしていただいております。ま

た、近年の歩きスマホにも対応した啓発な

ども行っております。 

 それと、消耗品費の中身については、高

齢ドライバーの運転免許証自主返納の方

を対象として反射材つきジャンパーを支

給するのを平成２６年度から実施してる

わけでございますが、続けて平成２９年度

も引き続き継続して実施していきたいと

考えております。 

 続きまして、自転車駐車場管理事業にお

いての駐輪台数についてでございますが、

委員がおっしゃるとおり、現在の実績数値

が８，２２５台を記載させていただいてお

ります。これは、駅周辺における市営と民

間を合わせての自転車の駐輪台数の数値

でございます。 

 今、駅周辺におきましては阪急摂津市駅

の駅周辺のみが放置自転車といいますか、
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駐輪台数の不足という部分の要望を聞い

ております。他の駅周辺は駐輪台数が満た

されておりまして、特にそういった苦情は

聞いておりませんが、今回、境川右岸にお

きまして公共空地を利用するということ

で、平成２８年整備させていただいており

ます。 

 今後、先ほどの質問の中で答弁もさせて

いただきましたが、自転車・歩行者道以外

の公共空地の部分を自転車駐車場として

利用するために、これから進めてまいりた

いと考えておりまして、予定ではその部分

につきまして約１１０台の駐車スペース

を設ける予定をしております。目標台数８，

３３５台につきましては、この１１０台を

整備することで目標に達成することがで

きると感じております。 

 続きまして、違法駐車、放置自転車事業

内容についてでございますが、まず違法駐

車追放事業の業務内容につきましては、市

内の違法駐車防止に関する条例に定めて

る重点地域及び重点路線における違法駐

車防止に関する事業、助言だとか啓発活動

を実施しております。 

 重点地域につきましては、千里丘駅及び

阪急正雀駅周辺の地域として、その地域内

にある重点路線を違法駐車、徒歩によりま

して指導啓発を行っております。 

 また、そのほかにも鳥飼地域を重点とし

まして迷惑駐車防止指導活動業務として

パトロール車によりまして週２回啓発チ

ラシを自動車ワイパー等に挟み、また車載

マイクで呼びかけて違法駐車の防止に努

めているところでございます。悪質な違法

駐車につきましては、警察への通報も行っ

たりしているところでございます。 

 それから放置自転車等対策事業の内容

についてでございますが、放置自転車禁止

区域、これは駅周辺でございますが、禁止

区域に放置されている自転車あるいは原

付バイクを移動保管する作業となってお

りまして、モノレール摂津駅付近にある近

道と中央環状線の高架下に放置自転車保

管事務所がありますので、そこまで放置自

転車を移動して、駅周辺の通行の安全、緊

急時の公共空間の確保等を行って、駅周辺

の安全に努めているところでございます。 

 それから公共交通整備事業の６５万８，

０００円について、巡回バスにバスロケが

設置できないかというお問いだったかと

思いますが、公共施設巡回バスにつきまし

ては、現在のところ時刻どおり運行はでき

ております。おくれるようなことというの

は今のところ聞いていないというのと、こ

のバスというのが貸し切りバス事業とし

て運行しておりますので、バスロケの対象

にはならない状況になっておりますので、

バスロケシステム自身を導入することは

できないかなと考えております。 

 それから市内循環、公共施設巡回バスの

新年度の取り組みについてでございます

が、まず公共施設巡回バスにつきましては、

このたび、モノレール南摂津駅前の市民サ

ービスコーナーが廃止になることで、それ

に伴うバス停の名称変更の予算を計上し

ております。 

 また、巡回バスについては本会議の答弁

でもあったように増便に向けて関係機関、

バス会社と検討に向けて動いていきたい

と考えております。 

 市内循環バスにつきましては、これまで

も道路の整備に合わせてバス運行ルート

延長をして、また運行時間帯も前後１時間

延ばしていることで利用客は今現在増加

している状況でありますが、今後につきま

しては道路の整備に合わせた見直し等を
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考えていきたいと考えております。 

 続きまして、千里丘三島線道路改良事業

の９，３５９万３，０００円、これにつき

ましては、先ほど山崎委員のときに説明さ

せていただいたのですが、その中で地図訂

正の件があったかと思いますが、地図訂正

につきましては阪急正雀駅前の道路整備

に伴う地図訂正でございます。 

 次に交通バリアフリー整備事業５００

万円の件につきましてですが、これはバリ

アフリー特定経路に位置づけはしており

ません。このバリアフリー整備事業の前に

は段差切り下げ視覚障害者ブロック設置

事業という名称で事業をやっておりまし

た。特定経路等も含めて全体でバリアフリ

ー整備事業という形で予算を上げさせて

いただいておりますが、来年度、平成２９

年度の箇所につきましては鳥飼北小学校

の通学路でもありまして、教育委員会ある

いは学校関係者のほうからも要望をいた

だいて摂津警察署ともそれに対応すると

いう形で、場所につきましては鳥飼八防鳥

飼上線と鳥飼野々２６号線の交差点、鳥飼

の野々公団の北西側に当たるＴ字の交差

点であります。そこへ横断歩道を設置する、

これは警察の所管になってくるんですけ

ども、横断歩道を設置するということでそ

こへのアクセスとしての段差切り下げを

考えております。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 それでは寺田課長。 

○寺田建築課長 南野委員から３点ご質

問いただいていたかと思います。 

 まず１点目の特定空家対策事務事業の

中で、専門家の講演で計上させていただい

ている内容についてということのお問い

であったかと思います。 

 こちらの特定空家対策事務事業に関し

ましては、平成２７年５月に空家等の対策

特別措置法の施行を受けまして、本市では

今年度４月に摂津市空家等対策庁内調整

会議を発足いたしております。 

 その下部組織といたしまして、調査検討

部会ということで関係課の職員で構成す

る内部組織をつくらせていただいて、その

中で今後２か年かけて調査研究に取り組

んでいくものとして発足をいたしており

ます。 

 この調査研究を初年度でございますが

進めていく中では、やはり困った空家、長

期間不在でいらっしゃって地域で問題と

なっている、これは建物が倒壊しそうな場

合も当然ございますが、衛生上に著しい生

活環境を汚すような建物もございますの

で、そういうものについての取り組みをさ

せていただいているところでございます。 

 その発生要因というものを突き詰めて

いきますと、国のほうで平成２６年度空家

等の実態調査ということもなされており

まして、やはり相続による発生要因が非常

に多いということがわかってきておるよ

うな状況でもございます。あと所有者がな

かなか捕まらないということで、今現在、

苦情等の広聴部門で自治振興課のほうで

受け付けされて対応されているような事

例を見ている中でも、やはり相続発生によ

る問題、所有者がなかなかわからないとい

う部分で問題が長期化して解決に至るこ

とが難しいというような事案が発生して

きている状況でございます。 

 そのような場合も含めまして、やはり行

政マンのマンパワーだけではなかなか解

決に導けない部分もございますので、当然

ながらそのあたりについては弁護士であ

ったり、司法書士、そういう専門家のお力

を借りないと専門的過ぎる部分も当然な
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がらございますので、そのあたりの講演を

ぜひとも踏まえて調査研究に生かしてい

きたいという趣旨で計上をいたしておる

ところでございます。 

 次に、２点目の震災対策推進事業でさせ

ていただいておりますのは、民間住宅の耐

震化促進を目的といたしまして補助のほ

うを実施させていただいております。当然、

国のほうでも国土強靭化アクションプラ

ンということも出されておる状況でござ

いまして、それを受けて大阪府のほうも昨

年度新計画を見直しされているところで

ございます。本市といたしましても、昨年

度から検証作業を進めさせていただく中

で、今年度計画の改定作業を進めさせてき

たところでございます。 

 この補助の内容につきましては、国から

２分の１の補助、大阪府から４分の１の補

助を基本とした形で補助金をいただいて

いる状況でございますのでその分を計上

させていただいております。 

 最後に３点目でございますが、開発指

導・確認経由事務事業の国府支出金という

ことでございます。 

 こちらのほうは、主なものといたしまし

て府の事務委任にかかわる内容等につき

まして交付金等をいただいている状況で

ございます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 それでは、南野委員。 

○南野直司委員 １点目の美化推進ボラ

ンティア登録制度が新たに実施されると

いうことでありまして、建設部としても私

は関係があるのかなと思いますので、二十

幾つかの多くのボランティアの皆さんと

いろんな取り組みをしていただいたり、ほ

かにもいろんなことをしていただいてお

りますけども、しっかりオール摂津で連携

をとりながら、僕は取り組んでいくことが

大事やなと思いますので、この質問をさせ

ていただいたわけであります。どうかよろ

しくお願いします。これは要望としておき

ます。 

 それから、農業水路整備事業の中の鳥飼

水路沿線に安全柵を設置するということ

でご答弁いただきました。 

 別府地域の皆さん、すごく道路が整備さ

れて、安全柵がきれいになって春にはあそ

こは桜ものり面に咲きまして、すごく喜ん

でいただいております。どうか、引き続き

残りの部分を新年度、それから次と実施し

ていただきますよう、これも要望としてお

きます。よろしくお願いします。 

 それから次の交通安全啓発事業につい

てです。新年度の事業内容についてご答弁

いただきました。よくわかりました。 

 もう一点お聞きしたいのが、この自転車

事故に限って事故件数の推移等々どのよ

うになっているか。大阪府警のホームペー

ジにも昨年度とか事故件数が載っており

ましたが、地図が出ていてどの場所で事故

が起こった等々掲載していただいておる

んですけども、摂津市は自転車安全利用倫

理条例を策定したわけであります。そこか

らいろんな取り組みも強化されてきたわ

けでありますけども、年々事故が減ってい

るのか等々、ここでお聞かせいただきたい

と思います。 

 それからあと、４つ目の自転車駐輪場の

台数等々の件でございます。 

 境川のところにできるのが１１０台と

いうことで８，３３５台という目標はこれ

で達成されるということでございます。 

 一方で、その施設等々の駐輪場あるいは

駐車場というふうに１回目で聞きました

ので、老朽化等進んでいるのかなというふ
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うに認識をしているわけであります。指定

管理者と連携をとりながら、老朽化も改修

をしていただいておると思いますけども

その辺お聞きしたいのと、駐輪場、あるい

は駐車場もあわせてですけどもこれは駅

前にあるわけであって、防犯カメラなんか

の設置に関してどのようにされてるのか

お聞きしたいと思います。 

 ５点目の違法駐車追放事業、そして放置

自転車等対策事業についてご答弁いただ

いたわけであります。 

 撤去された自転車に関しては近畿自動

車道の下の置き場に移動されて、ここにそ

の後取りに来られる、ずっと置いたままと

いう状況があると思いますけども、改めて、

その後その自転車はどのような流れにな

っていくのかお聞かせいただきたいと思

います。 

 それから６番目の公共交通整備事業の

中の阪急バスのロケーションシステム導

入についてお聞かせいただきました。これ

は一般路線のバスのみということで理解

をいたしました。 

 これに関して補助という形になります

ので、利便性向上という観点からは市とし

ては周知もしていかかければならないと

は思うんですけども、これはバスに乗られ

る方はバスに設置されているからわかる

ことだと思いますけども、その辺も阪急バ

スと連携をとっていただいてよろしくお

願いします。要望としておきます。 

 それから７点目の市内循環バス運行事

業、それから公共施設巡回バス運行事業に

ついてご答弁をいただきました。 

 市民サービスの向上、あとは利便性向上

という観点から今までさまざまな取り組

みをしていただいておりまして、これは決

算でもいろいろ質問させていただいたん

ですけども、バス停もふやしていただいた

りルートも変更いただいたりさまざまな

ニーズを聞いていただいて、利便性向上に

向けて取り組んでいただいているわけで

ありますけども、やはり、さらにまだいろ

んなお声を聞いて取り組んでいかなあか

んと私は思っているんですけども、新年度

にそういう市民の声を聞いていただいて、

バスの中でアンケートを実施していただ

いてるというふうに認識しておるんです

けども、新年度の利便性向上という観点か

らの取り組みについてもう一度ご答弁を

いただきたいと思います。 

 それから、８点目の橋梁長寿命化修繕事

業についてご答弁をいただきました。どう

か、橋梁の長寿命化修繕計画に基づいて、

耐震工事を順次進めていただきますよう

これは要望としておきます。 

 それから９点目の千里丘三島線東側道

路改良事業について詳しくご答弁をいた

だきました。 

 これは今後、例えば地元説明会、それと

も戸別対応でいかれるのか、その辺具体的

にお聞かせいただきたいと思います。 

 それから１０点目の交通バリアフリー

整備事業についてでございます。ご答弁い

ただきましてよくわかりました。 

 これも摂津市交通バリアフリー道路特

定事業計画に基づいて、整備を順次進めて

いただきますようお願いし要望としてお

きます。 

 それから、特定空家対策事務事業につい

てであります。ご答弁いただきましてわか

りました。 

 これは平成２７年５月に施行されまし

た空家対策特別措置法を踏まえて、摂津市

の住宅マスタープランがありますけども、

このプランにも空家対策特別措置法を反
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映していかなあかんというふうに私自身

は認識をしておるんですけども、その中身

についてご答弁いただきたいと思います。 

 それから次に、震災対策推進事業につい

てであります。 

 今ご答弁いただきましたけども、さまざ

まな取り組みをしていただいております

けども耐震シェルターです。耐震改修と異

なる耐震化として建て替えを選択する所

有者の方への後押しとなるよう、木造住宅

の除却に対して新たな補助メニューを追

加したこの耐震シェルター等々について

教えていただきたいと思います。 

 それから次に開発指導・確認経由事務事

業についてでございます。 

 この建築確認申請時における準防火地

域指定によります不燃化促進の周知徹底

と指導の取り組みについて、具体的な考え

についてお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 それから最後の公園維持管理事業につ

いて、その中の大正川河川公園の遊歩道に

ウオーキング等での目印となる距離標を

設置ということでご答弁いただきました。

わかりました。 

 大正川に関しては、にぎわいの場として

積極的に活用、子どもフェスティバルであ

ったりさまざま活用されてると認識をし

てるわけでありますけども、ここでお聞か

せいただきたいんですけども、１つは公園

利用管理についてのワークショップの開

催の観点から、それから公園遊具の計画的

な補修、そして高齢化社会に対応した健康

器具の設置、そして防災機能を備えた公園

の整備等々について、どのように今後取り

組んでいかれるのかお聞かせいただきた

いと思います。 

 以上で２回目を終わります。 

○弘豊委員長 それでは答弁を求めます。 

 永田課長。 

○永田道路交通課長 南野委員の２回目

の質問にお答えさせていただきます。 

 まず自転車事故件数の推移について、２

７年の大阪府内の状況でございますが、自

転車事故の件数は減少はしているものの

自転車の相互事故は増加しているという

ような発生状況となっています。 

 市内についてでございますが、平成２６

年が１２２件、平成２７年が１２１件、平

成２８年が１１８件というような状況に

なっております。 

 それから、駐車場の施設老朽化について

のお問いでございますが、市内の市が管理

している自転車駐車場及び自動車駐車場

につきましては、平成２６年の指定管理者

公募の際に施設の改善も図って契約をし

ております。 

 これまでの施設をかえて新しくゲート

をつけたり無人化にしたり、そのときに設

備関係を新たにかえているところも多く

ありますので、今後は指定管理者のほうと

連携をとりまして、老朽化が進んでいる状

況なんかも把握した中で施設修繕費にお

いて対応はしているところでございます。

指定管理者のほうと３０万円未満は指定

管理者のほうで施設の改修だとか、してい

るような契約にもなってまして、その中で

今は泳いでるような状態です。 

 特に老朽化がひどいという報告は受け

ておりませんので、今後は状況を見ながら

対応してまいりたいと考えております。 

 それから、駅前の防犯カメラについてで

ございますが、現在、市営の自転車駐車場

におきましては全部で４２台のカメラを

設置しております。これも老朽化といいま

すか耐用年数が過ぎてるような状況にも
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なってきております。 

 保守点検の中で確認はしておるんです

けども、平成２９年度はその保守点検の中

で現状のカメラ４２台について維持して

いきたいと考えております。 

 それから。放置自転車の撤去後について

のお問いだったかと思いますが、まず駅前

で撤去した自転車は近畿自動車道の下の

保管事務所にある保管場所に保管いたし

ております。その後、自転車の防犯登録に

関して、警察のほうに所有者照会をかけま

す。所有者が判明した場合は、はがき通知

によって所有者の方へ撤去しているとい

うのを連絡します。防犯登録を削除した分

につきましては鉄屑処分という形で、５者

の競争見積もりをとりまして業者のほう

へお渡しをしております。判明して来られ

る場合は保管事務所のほうへ取りに来ら

れます。 

 話が前後しますが、放置したときには路

面に告示の張り紙をしますので、その時点

で取りに来られる方が多いんですけども、

それでも取りに来られない方は先ほど言

いましたように防犯登録から所有者照会

をして、はがき通知して取りに来ていただ

きます。それでも取りに来られない方には、

通知してから３か月は保管して、その後そ

れでも取りに来られない方の自転車は鉄

屑として処分をしていくという流れにな

っております。 

 市内循環と公共施設巡回バスの新たな

取り組みについて、もう一度のご質問であ

りますけども、まず公共施設巡回バスにつ

きましては公共施設を利用する方々を運

ぶバスということで、貸し切りでのバス事

業として陸運局の許可もなく運行できて

る状況であります。職員がバスに乗り込ん

で、巡回バスも循環バスも両方なんですけ

ども、直接乗り込みましてアンケートをと

ってその要望関係を聞いた中で利便性、あ

るいは公共施設をより使えるような啓発

促進という形で取り組んでまいっている

ところでありまして、今後も利用者のアン

ケート等、要望に応えられるように今の事

業の中で取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

 それから千里丘三島線につきましてで

すが、この説明会は戸別戸別での説明をさ

せていただいております。 

 もともと、平成２０年のときに両サイド、

東も西も入っていく時分のときに、今回東

側の整備のところの地権者の方々にも説

明のほうに入らせていただいてます。その

説明する前には、地元の自治会長のほうに

も相談に行きまして、こういう案件であれ

ば戸別訪問での説明をしてくれというこ

との話もありましたので、それぞれの資産

の関係もございますので戸別戸別での説

明でさせていただいております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 寺田課長。 

○寺田建築課長 それでは、南野委員から

の２回目のご質問にお答えいたします。３

点いただいておりましたので、順序で答弁

させていただきます。 

 まず特定空家対策事務事業に関しまし

て、市の住宅マスタープランのほうへ反映

の必要があるというお問いであったかと

思います。こちらにつきましては、平成２

４年度に策定いたしまして平成３３年度

までを計画期間といたしまして策定をい

たしております。 

 この住宅マスタープランと申しますの

が、国のほうの住生活基本計画を受けた形

で市町村で策定するという内容でござい

まして、ただ、先に国のほうでも住生活基
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本計画を改めて見直しされておるような

状況でございます。その中で、何が新たに

追加されてきた内容かと申しますと、国の

ほうでは景気対策という下にどちらかと

いうと住宅を新築に導くような形で今ま

で施策、税制面に関しましてもそのような

動きで参ったところでございますが、今回

の見直しでは既存ストックの活用という

ことの趣旨が出てまいっております。 

 それは何かと申しますと、やはり良質な

中古住宅の流通がなかなか促進されてい

ない。これはひとえに国の施策の方向転換

というようなところもございます。それを

受けて既存住宅のインスペクションとい

うことで一定、建築士等々、宅建業界のほ

うでも中古住宅がうまく流通することに

よってあいた土地、空家、そういうような

ところもうまくマッチングをするような

形での施策展開をこの計画に取り込まれ

ておる状況でもございます。 

 大阪府におきましても昨年１２月に空

家総合戦略大阪を策定されておる状況で

ございます。この中でも国の動向を踏まえ

て、もちろん空家の施策の展開についてき

ちっとやっていこうというような趣旨の

内容ではございますが、ただ府内の市町村

に向けても平成３０年度までに空家等の

対策計画、それと特定空家と申しまして、

法に基づいて対象となっております特定

空家に指定する判定基準を平成３０年度

までに定めなさいと、これからそういう指

導も行っていくということが大阪府のこ

の計画の中に示されている状況でもござ

います。 

 また、本市に振り返りますと市営住宅の

今後また改修です。来年度、これは防災管

財課で予算計上されておりますが、一津屋

の第一団地の住宅の改修を契機に続いて

第二団地のほうにも引き続き動いていか

れるかとは思うんですが、そのような既存

ストックの部分でもやはり見直しが出て

くると。今年度末策定の予定の公共施設等

総合管理計画の中での議論も当然必要に

なってくるかと思います。そういう部分も

踏まえて我々のほうもこの空家対策につ

いて、住宅マスタープランの見直しの中で

当然ながらそのあたりも織り込んでいか

ないといけないというふうに認識をいた

しております。 

 次に耐震シェルターのお問いであった

かと思います。今回の耐震改修促進計画の

見直しの中でも、この耐震シェルターをど

う取り扱っていくかについても一定他市

の情報も踏まえて検証もいたしておりま

す。 

 ただ、なかなかやはり実績等が伴ってい

ないということもちょっと見えてきてお

るような状況でございます。本市におきま

しては長屋建ての住宅が大阪府内でもや

はり多い部類にもございますので、そのあ

たりで１部屋を守るないしは１区画を守

るというような形の耐震シェルターの導

入について、今後とも積極的に検討してま

いりたいと考えております。 

 あと、除却という言葉も委員のほうから

いただきましたので、除却につきましても

耐震化率を押し上げる方向の要素でもご

ざいますので、実は平成２７年度からこの

耐震改修の補助の一つのメニューとして

上げさせていただいております。 

 ただ、平成２７年度は実績ゼロでござい

ましたが平成２８年度については１件除

却の申し出がございましたので、実際除却

をしていただいているというような状況

でございます。 

 あと、最後に準防火地域の指定によると
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ころの建築確認申請時の指導の内容とい

うお問いであったかと思います。 

 こちらにつきましては、基本的に準防火

地域の指定が平成２３年４月から都市計

画決定で市街化区域、もう既に防火地域指

定されているところ以外の市街化区域に

ついて全市的に準防火地域の指定がなさ

れたという状況でございます。これによっ

て何が違うかということになりますと、今

までは１０平米未満であれば建築確認申

請自体が建築基準法では求められておら

なかったんですが、この準防火指定を打つ

ことによりまして、たとえ１平米でも建築

確認申請を行っていただかないといけな

い。なおかつ、準耐火建築物ないしは耐火

建築物に構造面で建築確認が通るような

形で設計もしていただかないかんという

ようなところがございます。 

 ただ、本市につきましては建築基準法に

よる特定行政庁ではございません。これは

大阪府でございますので、ないしは民間の

確認検査機関がその確認審査の内容にか

かわりますので、あくまで本市については

経由事務ということで前面道路の取り扱

いであったり、用途地域等の確認をさせて

いただいているような状況でございます

ので、今後とも周知徹底も図りながら申請

者に対しましてはこの旨、周知を図ってま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 竹下課長。 

○竹下水みどり課長 南野委員の２回目

の４点のご質問に対しましてご答弁申し

上げます。 

 まず１点目の公園事業管理についての

ワークショップの開催でございます。 

 確かに総合計画で位置づけられておる

ところでございまして、平成３２年を目標

として１０公園ワークショップを開くと

なっております。 

 我々の考え方を先申し上げますと、ただ

漠然と地域に公園のワークショップをし

ませんか、利用活用していろいろ考えてい

きませんかといってもなかなか自治会も

賛同していただくことが難しい部分もあ

るのかなというところで、先ほど山崎委員

に対してもご答弁申し上げたように緑の

基本計画で地域苗圃を目指しており、鶴野

苗圃を拠点としました地域苗圃を各公園

に展開してまいりたいと。そういう公園の

地域苗圃を一つの道具と考えております。

もちろん地域の花壇に、あるいは花に興味

ある方にまず来ていただき、そこでこの公

園どうしようかとか、あるいはこの地域苗

圃をどうしていこうかと、こういったとこ

ろのワークショップ、そういうものを考え

てございまして、もう既に平成２４年度か

らでございますけれども別府公園のほう

で地域苗圃の展開をしていっておるとい

う状況でございます。 

 ちなみに、ワークショップの開催ですけ

れども、これは地域苗圃という形で我々の

緑化技術提供をそこで行っておるんです

けれども、そういった開催を１ワークショ

ップとしまして同公園ですけれども平成

２８年度では１２回行ってございます。 

 今後は地域主体で花壇展開、まず公園の

中で花壇をやっていただきたい。広くは民

有地緑化、各自治会での民地というところ、

住宅地、そういったところでの皆さんの手

づくりでつくった花、そういったものを設

置していただいて、道路緑化もあわせて図

っていただきたいという視点で取り組ん

でいるところでございます。 

 ２点目の公園遊具の計画的な補修でご

ざいますが、公園遊具につきましては市内
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で約６００基ほどの遊具がございます。年

に一度でございますけれども、専門家によ

る点検を業務委託で発注してございまし

て、その評価の方法としましてはＡＢＣＤ

というランクを本市で定めてございます。 

 ちなみにＤランクというのは非常に危

険な遊具であるということでランクづけ

してありまして、Ｃランクにつきましては

修繕が必要であるが、直ちには必要でない

だろうというような評価であり、計画的な

修繕は必要とされてるものでございます。

ＡとＢは特に直ちに修繕の必要はないと

いう評価でございます。 

 ちなみに平成２８年度の遊具の点検で

ございますけれども、もう既に終わってご

ざいます。Ｄランクは１か所でございまし

て、もう既に撤去しまして遊具の取り替え

を済ませておるところでございます。残り

のＣランクについては１５６か所ござい

まして、これは今年度ももちろん取り組ん

でございます。来年度も引き続き、このＣ

ランクを１基でも少なくするために修繕、

場合によっては撤去を考えてまいりたい

と思っておるところでございます。一定、

１年の中で計画的な形の修繕を行ってる

ところでございます。さらには、日常点検

のほうでも機能不全を起こしてないかど

うか、そういうところも踏まえて点検して

いるところでございます。 

 あと３点目でございますが、高齢化社会

に対応した健康器具の設置でございます。 

 議員もご承知のことでございますけれ

ども、まちごとフィットネス！ヘルシータ

ウン事業という事業を、保健福祉課のほう

で主体的にやっていらっしゃるといった

とこで我々も参画してございまして、ちな

みにまちごとフィットネス！ヘルシータ

ウン事業で整備された健康器具が２５か

所、もともと既存で公園に設置した健康器

具と合わせますと１０２基の健康器具が

公園に設置されておるところでございま

す。もちろん、こういったウオーキングコ

ースになっていない公園についても地域

の声を十分聞きながら、健康器具の検討を

していきたいなというふうに考えておる

ところでございます。 

 それから防災機能を備えた公園の整備

でございますが、これも総合計画に、先ほ

どの健康器具同様に災害時に対応できる

防災機能を備えた公園ということが明記

されてございます。 

 これも議員ご承知と思うんですけれど

も、明和池公園も代表的な防災機能を付加

した公園であります。それから平成２４年

度には別府公園に、防災倉庫、防災トイレ

等を設置した経緯もございます。 

 今後のことを多分お尋ねであるのかな

と思うんですけれども、もちろん地域のお

声を聞きながらやっぱり進めてまいる必

要があるのかなとは思うんですけれども、

ただ何分倉庫となりますと建築確認の関

係であったりとか、そういういろんなもろ

もろのハードルがございますので、そうい

ったところも踏まえて地域で我々として

支援できるところ、そこもちゃんと考えな

がら取り組んでまいりたいと考えており

ます。今のところは、計画してる公園とい

うところはございませんのでよろしくお

願いいたします。 

 以上です。 

○弘豊委員長 南野委員。 

○南野直司委員 交通安全啓発事業につ

いて、自転車の事故の推移についてご答弁

いただきました。 

 １件、それから３件、減ってはきている

ということでございます。また引き続き、
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さまざまな取り組みを通して交通安全啓

発活動をどうかよろしくお願いをします。 

 私自身は、毎朝じゃないですけども摂津

郵便局の横のスクランブル交差点に立た

せていただいたり、そのときはやはり朝で

すし皆さん急いでおられます。その中には

高校生の方もいらっしゃるし、それから子

育て世代のお母さんが後ろに子どもを乗

せて行かれるケースもありますけども、危

ない、あそこは特に危ないですけども場面

を見ておりまして、やはりそういう子育て

世代のお母さん等々にも、もちろん高校生

等にもですけども、自転車の安全教室なん

かを実施できないかなというふうにいつ

も思うわけであります。 

 私もＰＴＡいろいろ携わらせていただ

いておりまして、ＰＴＡの運営委員会等々、

毎月開催している中でこういうところに

道路交通課の方が来ていただいて話をし

ていただいて、そして改めてグラウンドで、

ＰＴＡのご協力また学校の先生のご協力

をいただきながら自転車の安全利用みた

いな取り組みはできないかなというふう

に思うわけでありますけども、その辺市の

お考えを聞かせていただきたいと思いま

す。 

 自転車駐輪場の防犯カメラ等の設置、あ

るいは老朽化の対応についてご答弁いた

だきました。わかりました。 

 駅前でありますし、本当に人通りも多い

ところで犯罪の抑止力になる防犯カメラ

であります。 

 さらに指定管理者としっかり連携をと

っていただいて老朽化対策、そして防犯カ

メラの維持をしていただきますよう要望

しておきます。   

 それから、放置自転車の保管場所からの

流れについてご説明いただきました。よく

わかりました。これはこれで結構です。 

 それから市内循環バス、そして公共施設

巡回バスについてのさらなる市民サービ

ス、利便性向上の取り組みについてご答弁

をいただいたわけであります。 

 この路線バス自体はこのまま、さらに利

便性向上を追求しながら残していって、新

たに私自身はオール摂津で取り組んでい

かなあかんと思うんですけども、例えば民

間のそういったタクシー会社と連携をと

って乗り合いタクシーの導入とかそうい

うふうな取り組みはできないかなという

ふうに思うわけです。 

 バスに乗られて職員の方がご意見、ニー

ズを聞いていただいてますけども、私自身

はいろいろやっぱり地域の、特に高齢者の

方からお声をいただくのはやはりバス停

までなかなか行けないというのがやっぱ

り一つの理由で、たくさん理由はあります

けど行けないと。タクシーでしたら本当に

家の近くまで、前であったり近くまで行け

るわけですからそういう新たな施策を導

入できないかなというふうに思うわけで

あります。ここで、ぜひ部長にその考えに

ついてご答弁をいただきたいと思います。 

 それから、千里丘三島線東側道路改良事

業についてご答弁いただきました。戸別対

応ということであります。 

 どうか、沿道地権者の方々と丁寧な対応

をしていただき、そして早期の工事着手を

目指していただきますよう要望としてお

きます。 

 そして特定空家対策事務事業について

ご答弁いただきました。よくわかりました。 

 この件も関連する担当課の皆さんとプ

ロジェクトチームを組んでいただいたわ

けであります。どうかオール摂津、まだ現

場では危険な状況の空家がたくさんあり
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ますので、しっかりと進めていただきます

よう要望としておきます。 

 それから震災対策推進事業について、耐

震シェルター等々のご説明いただきまし

た。よくわかりました。 

 この件もさまざまな、年間を通して取り

組みをしていただいておりますけども、引

き続きどうかよろしくお願いします。建て

替えとなると、やはり多額な費用がかかっ

てなかなか進まないということは私も認

識しておりますけども、引き続きよろしく

お願いします。要望としておきます。 

 それから、建築確認申請時における準防

火地域指定によります不燃化促進の周知

徹底と指導の取り組みについてでありま

す。 

 安全・安心な摂津のまちづくり、火災

等々に強いまちづくりの構築には大事な

ことやと思いますので、どうかよろしくお

願いをします。要望としておきます。 

 最後の公園維持管理事業について、さま

ざまな観点からご答弁いただきました。あ

りがとうございます。 

 私の家の近くの公園で申しわけないん

ですけども、庄屋公園あるいは平和公園、

子どもが小さいときによく遊びにいった

わけなんですけども、フィールドアスレチ

ック的な遊具がありまして、それは本当に

危険です。僕もやりましたけども、その遊

具で遊びましたけど、子どもと一緒に。危

険やから撤去していただいたということ

で今は何もない、かわりに小さい遊具を設

置していただいておりますけども、やはり

僕は子育て世代のお母さん方から、お父さ

んも含めてお話しいただくのはもっと遊

具が公園にあったらいいなっていう意見

が本当に多いわけであります。 

 ここで、都市計画マスタープラン、また

緑の基本計画等々もありますけども、私は

公園マスタープランというのを作成とい

いますか、つくっていただいて、市民の方

と一緒に手づくりの公園をつくっていけ

ないかなという思いがあるんです。市内に

は４１の公園、それからちびっこ広場も４

７ありますけども、そこで各校区ごとに絞

って、試験的にでもいいと思います。明和

池公園、すばらしい公園ありますが、三島

公園なんかは遊具もあってたくさんのそ

ういったお母さん方、お父さん方、子ども

もたくさん遊んでいる公園もある一方で

は余り利用されてない公園もあるのかな

というふうに認識しておりますけども、こ

の公園マスタープランをつくっていく、手

づくりで市民の方と一緒につくっていく

ことに関して、ここで部長にこの件もご答

弁いただけたらと思います。 

 以上で３回目を終わります。 

○弘豊委員長 それでは答弁を。 

 永田課長。 

○永田道路交通課長 それでは、南野委員

の３回目の質問にお答えさせていただき

ます。 

 自転車事故件数推移から子育て世代の

自転車安全教室の開催等についてのご質

問であったかと思いますが、これまでに正

雀に交通公園というのがありまして、そこ

で３世代対象とした、実際に信号機を点灯

させまして、これも摂津警察のほうからは

部品を交換して調達しまして実際動ける

ように改良をかけまして、水みどり課の協

力も得ながら地域の方々、３世代の方々を、

子どもからお母さん、お父さん、それとお

じいちゃん、おばあちゃん、参加していた

だいたそういった交通安全教室をさせて

いただいております。 

 これも対象となる方々の参加ぐあいに
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もよりますが、今後もそういうのは続けて

まいりたいと考えています。 

 それと同じように、ＰＴＡのほうにも安

全講習会なども開催はさせていただいて

おります。 

 それと自転車安全教育指導員講習会を

昨年度、平成２７年度から大阪府の公安委

員会の方に来ていただきまして摂津市の

交通安全推進協議会の役員の方々に、ある

いは学校関係者の方々にも参加を募りま

して、鳥飼体育館のほうで開催をして、今

手元数字はございませんが何十名かの

方々が参加して講習認定証をお渡しをし

て、そういった自転車に関しての安全教育

のすそ野を広げるような取り組みもさせ

ていただいています。 

 また道路交通課としましては、ご要望に

応じてそういった教室の開催依頼があり

ましたら積極的に講習させていただきま

すので、またその点はよろしくお願いいた

します。 

 以上です。 

○弘豊委員長 山口建設部長。 

○山口建設部長 オール摂津で高齢者の

方に対する施策として乗り合いタクシー

導入という委員からの提案等々でござい

ますけども、私ども公共施設巡回バスとし

ては市内公共施設巡回バスと千里丘発の

循環バス２つ通っておりますけど、無料の

ほうは市内公共施設巡回バスでございま

すけれども、この乗り合いバス、今の委員

がおっしゃられたことをできたら市民の

方はそれは大いに喜ばれると思いますけ

ども、その辺の担当の福祉関係もあります

し、一度こういうことのまずは近隣の市町

村の例も確認しながら、また私どもの担当

部局も相談しながら少しでも前向きにま

た考えていきたいと思っております。 

 それともう一つでございますけれども、

市民との協働で手づくりの公園、公園マス

タープランの作成ということで、校区ごと

に絞ってできないかと。私もいい提案をさ

れたなということで、やはり校区ごとに熱

心な方々もおられますし、校区ごとに熱心

な方々のまず校区で、まずこういうことを

できないかということを同じ土俵に上げ

て検討、協議等をしてまいりたいなと。ま

た、積極的にできるところからでもまず作

成等もしていきたいと思っております。 

○弘豊委員長 南野委員。 

○南野直司委員 自転車に関する安全教

室を実施していただいているということ

でご答弁いただきました。 

 さらにそういった機会に、保護者の方が

そういった教室に参加できるように引き

続き取り組んでいただきますよう要望と

しておきます。 

 それから乗り合いタクシーの提案をさ

せていただきました。 

 かなりいろんなハードルはあると思い

ますけども、今後さらに高齢化社会が進展

していく中で非常に私は大事なことやと

思いますので、どうか前向きにご検討いた

だきますようよろしくお願いしまして要

望としておきます。 

 そして、最後の公園マスタープランの実

施について提案させていただきました。 

 どうか、私たちが暮らしますこの摂津市

のまちづくりの将来像はみんなが育むつ

ながりのまち摂津であります。協働という

ことでありますので、市民の方と協働でさ

らにすばらしい公園ができることを願っ

て公園マスタープランを提案させていた

だきましたので、どうか前向きにご検討し

ていただきますようよろしくお願いし要

望とします。 
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 以上で終わります。 

○弘豊委員長 そのほか。 

 野原委員。 

○野原修委員 それでは、１点だけ確認を

させていただきたいと思います。 

 先ほどから質問は皆さんしておられま

すけれど、その中で公共施設巡回バスのル

ートについて、南摂津の市民サービスコー

ナーが３月に廃止になりまして、また新年

度からその市民サービスコーナーを新た

な市の施設として活用されるようには聞

いておりますが、その間、市民サービスコ

ーナーが閉められた後、日にちがある間、

施設としてはなくなりますけれど、そこは

やっぱり市民の方の足として重要なルー

トになっておりますんで、そのルートを変

えることはないと思うんですけど、ルート

をどういう形にされるのか、また４月まで

の間どういう形でそこへ乗り入れされる

のか、また市民の方に市民サービスコーナ

ーがなくなったことによっての周知をど

うされていくのか、そこの考え方だけお聞

かせください。 

○弘豊委員長 それでは答弁、永田課長。 

○永田道路交通課長 それでは、野原委員

の巡回バスの南摂津駅前のバス停につい

てご答弁させていただきます。 

 委員がおっしゃるように、南摂津市民サ

ービスコーナーが３月末をもって廃止に

なると伺っております。 

 ただ、公共施設巡回バスは公共施設を巡

回するという目的のバスでありながら、や

はり駅に直結するというところの市民の

利便性を考えるとそこの路線を廃止する

というのは市民の利便性の低下につなが

るので、そこはぜひ維持したいと考えてお

ります。 

 その施設の分について、まだ具体的に何

になるかというところまでの確定は聞い

ておりませんので、当面はバス停の名称を

南摂津駅前広場というような名称で存続

していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 野原委員。 

○野原修委員 駅前広場というのはあち

こちにあるから、それいう形で仮称みたい

な形でつけてもらうんは、まずは市民の利

便性、それを最優先にした形で運行してい

ただきたいと思いますんで、そういう形で

今後も取り組んでいただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○弘豊委員長 ほかに質問はございませ

んか、大丈夫ですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 それでは質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後２時１３分 休憩） 

（午後２時１５分 再開） 

○弘豊委員長 再開します。 

 議案第３号及び議案第１３号の審査を

行います。 

 本２件のうち、議案第１３号については

補足説明を省略し、議案第３号について補

足説明を求めます。 

 山口上下水道部長。 

○山口上下水道部長 それでは、議案第３

号平成２９年度摂津市下水道事業会計予

算につきまして、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。 

 予算書８６ページ、平成２９年度摂津市

下水道事業会計予算実施計画説明書をご

参照願います。 

 まず、収益的収入でございますが款１下

水道事業収益、項１営業収益、目１下水道

使用料は１８億７，０００万円で、これは
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平成２９年度の下水道使用料の調定分で

ございます。 

 目２他会計負担金は９億５，２５７万５，

０００円で、これは一般会計が負担すべき

雨水処理に係る負担金でございます。 

 目３受託事業収益は４，９７４万５，０

００円で、これは一般会計が負担すべき雑

排水管の維持管理に係る収入でございま

す。 

 目４その他営業収益は７５万１，０００

円で、これは指定工事店登録手数料などで

ございます。 

 項２営業外収益、目１他会計負担金は２

億３，８８２万５，０００円で、これは一

般会計が負担すべき企業債利息などに係

る負担金でございます。 

 目２長期前受金戻入は８億７，８３９万

８，０００円で、これは補助金等の長期前

受金について減価償却費見合いを収益化

しているものでございます。 

 目３建物物件収益は１，５７４万９，０

００円で、これは平成２９年度以降に一般

会計部局が市役所、本庁舎４階フロアの一

部を使用するに当たっての負担金でござ

います。 

 目４雑収益は５，５２０万３，０００円

で、これは主に過年度の安威川流域下水道

負担金の精算返戻金でございます。 

 次に収益的支出でございますが、款１下

水道事業費用、項１営業費用、目１管渠費

は１億２，５３２万３，０００円で、これ

は公共下水道の維持管理費でございます。 

 ８８ページ、目２受託事業費は４，９７

４万５，０００円で、これは雑排水管の維

持管理費でございます。 

 目３普及促進費は１０１万８，０００円

で、これは主に水洗便所改造費用の助成金

でございます。 

 ９０ページ、目４業務費は３，８８０万

５，０００円で、これは水道事業への下水

道使用料の徴収事務委託料等でございま

す。 

 目５総係費は７，８９４万９，０００円

で、これは下水道事業全般に係る一般管理

費でございます。 

 ９２ページ、目６流域下水道管理費は６

億９，４６２万１，０００円で、これは安

威川流域下水道の維持管理負担金でござ

います。 

 目７減価償却費は２０億７，５８７万円

で、これは固定資産に係る減価償却費でご

ざいます。 

 項２営業外費用、目１支払利息及び企業

債取扱諸費は７億３，３５３万３，０００

円で、これは主に企業債の利子償還金でご

ざいます。 

 目２消費税は１億１，０００万円で、こ

れは平成２９年度分の納税予定額でござ

います。 

 目３雑支出は３０万円で、これは下水道

使用料の過年度還付金でございます。 

 項３特別損失、目１過年度損益修正損は

３００万円で、これは平成２４年度調定分

の下水道使用料不納欠損見込み額でござ

います。 

 ９４ページ、目２その他特別損失は１，

７３３万４，０００円で、これは主に平成

２５年度から平成２８年度調定分の下水

道使用料不納欠損見込み額でございます。 

 項４目１予備費は６００万円でござい

ます。 

 続きまして資本的収入、款１資本的収入、

項１、目１企業債は１９億５，３３０万円

で、これは主に資本費平準化債でございま

す。 

 項２負担金等、目１公債費負担金は１，
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５１４万円で、これは吹田市の下水の一部

が本市の下水道管に流入するため、負担金

を徴収しているものでございます。 

 目２受益者負担金は６８８万７，０００

円で、これは都市計画法の規定に基づき徴

収するものでございます。 

 目３工事負担金は１億４，０１７万７，

０００円で、これは三箇牧鳥飼雨水幹線建

設に伴う高槻市からの負担金でございま

す。 

 項３、目１国庫補助金は１億６，５００

万円で、これは社会資本整備総合交付金で

ございます。 

 項４、目１他会計負担金は４億６，４３

７万９，０００円で、これは主に一般会計

が負担すべき元金償還金に係る負担金で

ございます。 

 項５、目１他会計補助金は３億７，８７

２万７，０００円で、これは主に元金償還

金の汚水分に係る一般会計からの補助金

でございます。 

 項６、目１長期貸付金償還金は７７万６，

０００円で、これは水洗便所改造資金貸付

に係る返還収入でございます。 

 次に資本的支出で、款１資本的支出、項

１建設改良費、目１公共下水道整備費は５

億７３１万４，０００円で、これは主に工

事請負費でございます。 

 ９６ページ、目２流域下水道整備費は７，

１２４万５，０００円で、これは安威川流

域下水道の建設負担金でございます。 

 項２、目１企業債償還金は３９億２，０

５４万９，０００円で、これは元金償還金

でございます。 

 項３、目１長期貸付金は２７５万円で、

これは水洗便所改造資金貸付金でござい

ます。 

 以上、平成２９年度摂津市下水道事業会

計予算の補足説明とさせていただきます。 

○弘豊委員長 説明が終わり、質疑に入り

ます。 

 木村委員。 

○木村勝彦委員 平成２９年度から公共

下水道特別会計が下水道事業会計に変わ

るわけです。このことによって、市民にと

ってメリットあると、どこにあるのかとい

うことについてお聞きします。 

 例えば、下水道料金についてはどうなの

かということも気になりますし、また一方

では、下水道は安威川以南と安威川以北で

は、やはり分流式、合流式ということで違

いがありますけれども、その辺でこの安威

川以南の分流式においてはまだ普及率、整

備率が３４％という状況の中でこのこと

がどうなってくるのかということは一遍

お聞きしておきたいと思います。 

 １回目はそれだけです。 

○弘豊委員長 答弁を求めます。 

 江草課長。 

○江草下水道業務課長 木村委員からの、

来年度から公営企業会計になっての市民

へのメリット及び料金についてどうなる

のかというご質問にお答えさせていただ

きます。 

 まず下水道につきましては、市民生活、

事業活動について大変重要なライフライ

ンであり、下水道サービスを継続的に、持

続的に、安定的に運営していくっていうの

は大変重要なことでございます。 

 その中で下水道資産について、今後適切

に維持管理し、確実に改築更新していくと

いうことが大変重要であるという状況で

ございます。 

 平成２９年度から地方公営企業法を適

用することになりまして、貸借対照表や損

益計算書を作成していくという形になっ
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てまいります。その財務諸表をつくってい

く中では、幾つかメリットがあると考えて

おります。 

 まず、その財務諸表をつくっていくとい

う形になりましたら経営状況が明確に把

握できるようになります。このことにつき

ましては、これまでの特別会計の中では予

算、決算は、収入については全て歳入、一

切の支出を歳出という形で事業の性質に

ついて区分することがなかったというこ

とでございますけど、今後、地方公営企業

法を適用して予算を管理していくという

ことになりましたら、その中で収益的なも

のと資本的なものという形を明確に区分

していくということになりまして、当該年

度、それぞれの年度で経営成績、財務状況、

このあたりが正確に把握できるようにな

る、こういうことになりますと、今後は経

営を考えていく中で他の自治体と比較す

ることによって市民の料金、将来の料金、

この辺についても検討していくことに結

びつけていけるのかなと考えております。 

 あともう一つは、企業になることによっ

て経営を弾力的に行うことができるとい

う形になります。これまででしたら予算に

計上していない項目、支出については予算

額を超えて支出をできないという形でご

ざいましたけど、企業会計となりますと一

定企業の効率運営という主眼がございま

して、公営企業法の中で経済情勢、急に突

発的な発生事についてもその事業を行う

ことによって将来的にそれより多くの収

益が見込めるというような場合について

は、予算の額を超えて支出できるとかそう

いう公営企業法の中で弾力的な運営がで

きるという条項がございます。 

 これについても市の中の動きに即座に

対応できるということは、市民のサービス

につながっていくというメリットがある

のかなと思っております。 

 あと、経費の削減の取り組みといたしま

して、これについては今までも企業になる

ことでということでお話をさせていただ

いたとこなんですけど、消費税につきまし

ては一定計算の方法が企業会計になるこ

とで変わりまして、今回の予算の見込みの

中では２，０００万円程度の節減が図れる

のかなと考えております。 

 あと上下水道を統合することによりま

して、すぐには難しいんですけど総務、人

事部門、その辺については統合できて一緒

に動けるようになってまいりましたら、人

員の削減も将来的に可能性もあるという

ことについては、その辺の予算を絞れると

いうことになりましたら、これらの取り組

みを通して将来的には料金の負担につい

て検討できるまず第一歩、公営企業化にな

ることが第一歩に踏み込んだのではない

かなと考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 石川理事。 

○石川上下水道部理事 安威川以南の雨

水整備の考え方ということでご質問がご

ざいました。 

 確かに以南の地域については雨水の整

備率が３４％と低率でございます。それに

かわる方法として今暫定的に公共下水道

管への取水口などにポンプは設置してお

りますけども、やはり自然流下で下水道管

に流し込むことが一番安全だと思ってお

りまして、計画的に整備を進めたいと思っ

ております。 

 具体的に言いますと、平成２８年度補正

予算で三箇牧の工事を計上させていただ

き、また２９、３０年で債務負担行為も設

定させていただきましたけども、この三箇
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牧の工事をまず先行して行いたいと、その

後、平成３０年度から平成３２年度の間で

東別府の雨水幹線に着手をしていきたい

と考えております。 

 こういった幹線工事を行った後に、早期

にその効果が発現できるように、これにつ

ながる枝線管渠についても計画的に整備

をしていきたいと思っております。 

 いずれにしましても、雨水整備について

は工事費も多額になってまいりますので

経営への影響等も踏まえまして、計画的に

整備を行っていこうと考えております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 木村委員。 

○木村勝彦委員 当面料金の値下げは難

しいということは理解するんですけどね、

やっぱり分流式と合流式に別々にしたこ

とがプラスかマイナスかということはわ

かりませんけれども、やっぱり分流式でそ

ういう整備率が大変低いという状況の中

でその格差をなくしていくためにはどう

するかということになってくるんですけ

れども、その辺のことは整備の状況を見な

がら考えていくということなのか、その辺

のことについて一遍お聞かせ願いたいと

思います。 

○弘豊委員長 それでは答弁をお願いし

ます。 

 江草課長。 

○江草下水道業務課長 安威川以北につ

いては委員がおっしゃられたとおり合流

式という形で整備を進めてまいりました。 

 この合流式と分流式は、合流につきまし

ては雨と汚水を同時に流すという管渠で

ありまして、早く効果を発揮できるという

ことで古くからの下水道については合流

で進められたという状況でございます。 

 分流式につきましては、合流式でありま

したら雨の水についても処理場に行く、処

理場に行くということは当然そこで処理

の費用がかかるということで、その辺を勘

案した形での分流。あと水域についてもき

れいにしていかないといけないという形

での分流という形で進めておるところで

ございます。 

 今後につきましては、先ほど委員がおっ

しゃられたとおり安威川以南の雨水整備

については３４％程度という状況でござ

いますんで、先ほど理事のほうから答弁さ

せていただきましたとおり、まず三箇牧鳥

飼雨水幹線に引き続いて東別府のほうも

整備していく予定をしておりますので、そ

こにつながっていく枝線を早急に整備し

ていくという形。今後、経営戦略等も作成

してまいりますんで、その将来の整備の費

用、支出の費用、事業量、一般会計との関

係、その辺を勘案した形で整備の時期につ

いては検討してまいりたいと考えておる

ところでございます。 

 以上です。 

○弘豊委員長 それでは質疑を続けます。 

 山崎委員。 

○山崎雅数委員 ことしからの公営企業

会計ということで、水道のほうはずっと見

させてもらっていたんですけども、下水道

の予算書６６ページからの負債っていう

か資産の貸借対照表ができてきてまして、

減価償却ですとか資産状況もわかるよう

になってきたわけですけども、非常に桁が

違う数字が並んでるものですから、この見

方というか適正なのか。単年度で１７億円

も、要するに減価償却するような計算式に

はなるんでしょうけれども、その経営状態

もここからわかってくる、負債の部分での

状況もこれから考えていかないかんとい

うところでしょうから教えていただきた
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いとまず思います。 

 予算書８６ページからの執行の部分、使

用料は今回１８億７，０００万円ですね。

前年、当初でいうと１９億５，０００万円

であって減っているのかなと思いまして、

水道事業会計を見たら水のほうの給水収

益は上がってるんですけども、下水道のほ

うは減るっているというのがどういうこ

とかなと思いましてお聞かせいただきた

いと思います。 

 それから同じく目２で雨水処理の負担

金が、雨水幹線の建設負担金なんかもあっ

たりもするんで前年の繰り入れが全部雨

水処理ではないかと思うんですけども、こ

の雨水処理の負担金の９億円、この状況を

お聞かせいただきたいと思います。 

 それから企業債も９４ページで、今度こ

の資産の部分で入ってくるんですけども

１９億５，３００万円、前年の市債、前回

は市債なんですけども２１億円、下水道部

門でいうとあった部分で、その中身という

か目的をお聞かせいただければと思いま

す。 

 それから９６ページ、償還金が来年度３

９億２，０５４万円になりますが、前年の

償還は４０億１，４００万円なんですけど

も、いろいろこれからさっき言ったような

企業債とか市債とかの変遷はあるんでし

ょうけれども現状で行けばずっと減って

いくのかなと思っておりまして、その償還

の状況などもお聞かせいただければと思

います。 

 それから事業的にいうと、下水事業会計

の概要で１５８ページの雨水の排水ポン

プ設置となってますね、これの内容をお聞

かせいただきたいということと、先ほど東

別府の雨水幹線の部分はお答えいただき

ましたけども、ことしは概要１６４ページ

で設計ということで上がってきてますん

で、新たな材料があるのかなと思いまして

お聞かせいただければなと思います。 

 それから、同じく雨水幹線でいうと三箇

牧の繰り越しの部分ですけども、進捗状況

をお聞かせいただければと思います。 

 それから、あとは新たな部分でいうと八

町の汚水整備が今回やられるということ

なんですけども、これも進捗状況をお聞か

せいただきたいと思います。 

 補正のほうは主に繰入金の減額部分な

んですが、改めて減額の理由をお聞かせい

ただければと思います。 

 以上です。 

○弘豊委員長 それでは答弁を求めます。 

 石川理事。 

○石川上下水道部理事 私のほうからは、

まず雨水排水ポンプの設置のことでござ

いますけども、これは鳥飼野々に今現在１

台雨水の排水ポンプがございます。これが

２８年、去年の１０月前ぐらいから不具合

を起こしておりまして、動いたり動かなか

ったりというような状況が続いておりま

した。 

 こういったポンプは通常は２台設置さ

せてもらうんですけども、ここは１台しか

設置されていないということで、新たに平

成２９年度に１台新設をさせてもらって

２台を交互に運転することで、１台に不具

合が起こっても１台でカバーできるポン

プ体制を築いていきたいと思っておりま

して、これを平成２９年度に予定しておる

ところでございます。 

 それから東別府の雨水幹線のことでご

ざいますけども、これは先ほど言いました

ように平成３０年度から工事を始めてい

きたいと、それに向けて平成２９年度は実

施設計を行っていこうと考えているもの
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でございます。 

 東別府雨水幹線は距離も長くて、また新

幹線横断であるとか、既存の水路の下を推

進、もしくはシールドしていかなければな

らない、急曲線もあって地盤も軟弱である

というようなことから難工事が予想され

る路線でございますので、これについては

工事の経験のある下水道事業団へ今現在

委託する方向で協議をしているところで

ございます。 

 実際に現場で施工できるのか、これは現

場の経験が豊富な事業団の知見を加えま

して、より慎重に、安全に工事を進めたい

と考えているところでございます。 

 それから三箇牧の工事でございますけ

ども、この３月に仮契約までは済ませてお

りまして、３月の議決をいただいた後に本

契約を予定しております。実質的な工事は

２９、３０年度、２か年で行おうと考えて

おります。 

 それから八町の雨水整備でございます

けども、これも今年度実施設計委託を行っ

ておりまして、来年度から、下流から工事

に入っていこうと考えているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○弘豊委員長 江草課長。 

○江草下水道業務課長 山崎委員からい

ただきました、まず使用料に関するご質問

にお答えさせていただきます。 

 平成２８年度、当初につきましては１９

億５，０００万円の予算を計上しておりま

した。今年度につきましては１８億７，０

００万という形で予算計上させていただ

いております。 

 これにつきましては、法的化することに

よって使用料の収入が減るっていうわけ

ではございませんで、これまでと同じよう

に今までの傾向から見込みを十分勘案し

た形になっております。 

 考え方といたしましては、まず平成２６

年決算につきましては約１９億５，０００

万でございました。平成２７年度決算にお

きましては１９億３，０００万ということ

で、今現在、今年度、平成２８年度の見込

み的には打ち切り決算という形で変わっ

てまいるんですけど、通常今までと同じよ

うな考えで考えましたら大体１９億２，０

００万円程度の使用料であるんじゃない

かなと見込んでおります。 

 近年１０年間ぐらいで大体年平均１％

ぐらい使用料が下がってきているという

現状でございまして、平成２９年度につき

ましては総額１９億円ぐらいと見込んで

おります。１９億円と差、１８億７，００

０万円という形で３，０００万円の差があ

るんですけど、企業会計になることにより

まして発生主義という形で予算の形が変

わりますんで、このうち３，０００万円に

つきましては６６ページの予定開始貸借

対照表の中の流動資産の中に未収金とい

うのを計上させていただいております。そ

の中に過年度の使用料収入が入ってくる

という見込みをしております。 

 次に雨水処理負担金の内容についてで

ございますけど、雨水処理負担金につきま

しては、これは雨水処理に対して一般会計

が負担する費用として積み上げをさせて

いただいております。 

 中身といたしましては維持管理費とい

たしまして約１億６，５００万円、雨水幹

線の処理に係る減価償却費を約５億円、企

業債の利息については２億８，０００万円

を積み上げた形が雨水処理負担金という

形でここに計上させていただいておりま

す。 
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 次、企業債の１９億５，０００万円の内

訳でございます。 

 今回の内訳につきましては、予算書の６

０ページの限度額という形と同額になっ

ておるんですけど、中身といたしましては

公共事業債として１億３，７５０万円、こ

れにつきましては補助事業費と単独事業

で今年度に限りましては三箇牧の雨水幹

線工事を予定しておりますので、この事業

に充てる事業債としております。あと流域

事業債として流域の補助事業分の起債と、

あと資本平準化債といたしまして１０億

９，０００万円、これとあともう一つ、資

本費平準化債の借換債、これにつきまして

は平成１９年度に借りました起債２つ分

の一括償還をするための借換債として６

億５，５３０万円を計上しております。 

 次、償還金、今年度３９億円で、今後の

傾向、見通しということでございます。 

 これにつきましては、平成３３年ぐらい

までにつきましては同程度かもう少しふ

えるぐらいが続く見込みとなっておりま

す。その後につきましては償還が完了して

くるという形になりまして、そこからは単

年度の償還額については減少していくと

いう見込みとなっております。 

 最後に補正の内容でございます。今回の

補正につきましては人件費の補正となっ

ております。 

 中身といたしましては休職者の人件費

がございまして、補正第２号で１１月分ま

でについては補正減額しておりましたけ

ど、今回１２月と１月分の２か月分につい

て減額補正をいたしておるものでござい

ます。 

以上でございます。 

○弘豊委員長 山崎委員。 

○山崎雅数委員 企業会計に移りまして、

先ほどの木村委員の説明でも企業になれ

ば弾力的な運用もできるということもお

聞かせいただきましたけども、緊急時は当

然だと思うんですけども、やっぱり企業経

営となるとお金の使い方ですか、非常に反

対に言うと危ない部分も出てくるのかな

ということがありまして、やっぱり計画的

に資金の運用というか事業展開というの

はしてもらいたいと思います。弾力的な部

分を余り働かせないようにするべきなん

ではないかと私、考えておりますが、その

経営の部分で言いますと使用料のほうは

それこそ未収金の分入れると、過年度分を

入れると大体同額程度になっていくのか

なっていうのでわかりましたけれども、比

較的安定というんじゃないですけども下

水道会計というのは、この間の単年度収支

で見たんですけど、平成２２年度の１億１，

０００万円というのは別枠としても、平成

２３年度から大体プラスで、プラス４８２

万円、２４年度が７７３万円の黒字ですよ

ね。平成２５年度はマイナスの２００万円、

平成２６年度、平成２７年度と２２９万円、

６７３万円の一応黒字で会計処理をして

きてるというところなんです。 

 先ほどの償還の部分ででも、この間ずっ

と４０億円程度、平成３３年度まではずっ

とまた要るだろうということにはなりま

すけども、一応償還のほうもここに来て大

分落ちついてはきているのかな。 

 この使用料かけていく際に、代表質問で

も我々やらせてもらっていますけども、下

水道料金非常に高い、これは先ほどの償還

とか前年の歴史的な流れもありますから

そういった意味での高どまりっていうの

はしてますけども、市民サービスとしてや

っぱりなくてはならない整備をやってこ

られてて使用料もお願いしてるわけです
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から、ここへ来てこの間のずっと景気動向

なんかを見て、生活費なども見て下水道料

金も下げていくべきなのではないかなと

考えておるんですけれども、先ほどの一般

会計のときでも経営を助けるとかその辺

の部分での繰り入れも総務省の基準も超

えて入れていただいているということも

聞きましたし、そういったところでの市の

協力も得ながら下水道料金の見直しって

いうのはできないかなと考えておるとこ

ろなんですけども、償還金がそういう意味

で落ちついてくるということになれば、こ

れまでと同じ安定的に収入が入ってきて

ということになれば、その部分でいうと使

用料への負担っていうのは下げていくこ

とができるのではないかと考えるんです

けども、その辺の考え方を今度は経営とい

うことですれば、水道のほうはそれこそこ

れからの部分も、貯めていかないかんのや

ということをよくこの間にずっとやって

ましたけれども、下水のほうはまだまだそ

れこそ貯めるとかというような状態では

ないと思いますが、償還部分での負担が減

ってきているという部分では使用料負担

を回さずにというか、そういうことはでき

ないかというお考えをお聞かせいただけ

ればと思います。 

 それとポンプはそれこそ確かに１台新

設でやるとか、そういうのをきちんとこれ

から整備もやっていかないかんと思いま

すので、ぜひとも頑張っていただきたいで

すし、雨水幹線の整備も、それこそ雨水幹

線に、先ほどの分流式ですけどもやってい

ただければそれも下水のコストの部分で

いうと助かるのかなという気もしますし、

そういったところでしっかりと雨水、汚水

の両方の整備をこれからしっかりやって

いただきたいと思います。 

 事業内容については結構です。経営の部

分での状況だけお聞かせいただければと

思います。 

○弘豊委員長 江草課長。 

○江草下水道業務課長 今後の下水道料

金に企業債の単年度償還が減ってくる効

果で下げていけないかということでござ

いました。 

 これにつきましては、水道と同じように

まず下水道につきましても今はまだ整備

を進めておるという状況ですけど、どんど

ん、どんどん更新が近づいてくるというと

こでございます。 

 流域下水道につきましても当然先行し

ておりますので、流域の維持の管理負担金、

この辺につきましても機械の更新等がど

んどん発生してきている状況でございま

して、その辺につきましては長い目で見て

いかないといけないということになって

くると思いますんで、今後は経営戦略をつ

くる中でその辺、今後の費用どんな傾向に

なるのかというのを見据えた中ではない

と、安定して下水道のサービスを提供する

っていうことができなくなってしまうっ

ていうことになってしまいましたら、それ

こそ大きな問題となると思っております

ので、早急に経営戦略等をつくりまして先

の長い費用の動きを検討してまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 山崎委員。 

○山崎雅数委員 経営の考え方としては

当然なんだろうと私も思います。これから

の、それこそ先ほどの幹線整備もまだまだ

これからですし、そこにお金をかけていか

ないといけないというのはわかるんです

が、国の補助金もそれこそ市のほうからも、

汚水は私費というか、公共下水でというこ
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とにはなってはおりますけれどもそれこ

そ助けてもらってやっていくっていうの

は可能だと思いますし、黒字の部分でいう

と、これまでの下水道会計のあり方として

は多額の負債を抱えてスタートというか、

事業してその途中、施設の埋設で多額の負

債をしてその償還、市の責任ですから例え

ば利子の償還、利息の一般会計からも２億

３，０００万円もことし入れてもらって利

息の返還もしてはおるわけですけれども、

この償還の部分でいうと下水道料金に市

民の負担をかけてこれまでやってきてる

わけですよね。 

 黒字をそれこそぎりぎりまで抑えて、

先々の部分について今から貯金をするっ

ていう必要は、だからそういう意味では今

後の料金にもしかしたらはね返る可能性

はあるかもしれませんけど、そういった部

分では今の市民の経済状況から考えれば

市が、下水道会計としてじゃなくても市が

そういう料金のあり方として考えていく

っていうのはありやと思いますので、ぜひ

ともまた市長にもお願いをしておきたい

と思います。 

 以上です。 

○弘豊委員長 暫時休憩します。 

（午後２時５９分 休憩） 

（午後３時２５分 再開） 

○弘豊委員長 再開いたします。 

 質疑を続けます。 

 南野委員。 

○南野直司委員 まず、雨水幹線の工事に

つきましては、設計と工事で、三箇牧鳥飼

雨水幹線が平成２８年度、新年度、そして

平成３０年度になっていて、それから、東

別府の方の雨水幹線の工事の実施が平成

３０年度からということですね。それまで

に、今、東別府の方はいろいろ整理をして

いって、平成３０年度からというその中で、

一つは、前回の決算のときにお聞きしてい

るかもしれないですけれども、東別府の雨

水幹線工事に伴う大阪広域水道企業団の

水道管移設工事についての企業との協議、

そして、スケジュール、そのあたりの取り

組みが、この新年度にあるというふうに認

識しているのですけれども、そのあたりを

教えていただきたいなと思います。 

 それから、もう一点は、長寿命化に向け

た下水道の改築ということで、施設の老朽

化に伴う維持管理費や、改築需要の増加に

対応するための施設全体の管理を最適化

するシステムですかね、ストックマネジメ

ントの推進を今後していかれると認識し

ているのですけれども、そのあたりについ

てお聞きしておきます。 

 以上です。 

○弘豊委員長 それでは、答弁を。 

 石川理事。 

○石川上下水道部理事 まず、一点目の雨

水幹線の工事でございます。 

 東別府の先ほど申しましたように、平成

３０年度から平成３２年度の３か年で工

事を行いたいと思っております。それに先

立ちまして、水道企業団、水路の中に水道

企業団の管導が入っています。これが、下

水道工事によって影響があるのではない

かというようなことで、企業団の方の費用

で補強工事等をやっていただいていると

いう状況でございます。 

 それと、２点目、ストックマネジメント

計画でございますけれども、言われますよ

うに、今後施設の老朽化がどんどん進んで

いくという中で、巡視、点検、それから修

繕、改築といったことを計画的にやってい

きたいと思っております。 

 特に、事故等につながらないように予
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防・保全的な維持管理というのを、今、考

えておりまして、こういった施設を管理す

るストックマネジメント計画を立てるこ

とによって、先ほど言いましたような、巡

視、検、それから修繕、改築といったこと

を計画的にやっていって、その計画どおり

にできたのかチェックをする。また、それ

を計画に振り戻していくＰＤＣＡサイク

ルにより施設を維持管理していく必要が

あると思っております。 

 今現在、まだ、この計画はできてはおり

ません。今後、経営戦略等をつくっていく

中で、それに合わせてストックマネジメン

ト計画というのも検討していきたいと思

っております。 

 老朽化した施設をすぐに更新というこ

とになってくると、これはまた、急激に費

用が上昇するということがございますの

で、施設によっては、長寿命化を図ってい

く。あるものについては、更新をしていく。

その判断基準等も、そのストックマネジメ

ント計画の中で設けていって、ライフサイ

クルコストが最も安価になるような方法

をこの計画の中でつくっていきたいとい

うふうに考えております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 南野委員。 

○南野直司委員 まず、東別府雨水幹線工

事に伴う大阪広域水道企業団の水道管補

強工事の取り組みについてご答弁いただ

きました。順調に進んでいるということで

あります。平成３０年、平成３１年、平成

３２年で東別府の工事が完了するという

ことであります。災害に強いまちづくりに

は、本当にこの雨水幹線の工事というもの

は大事だと思いますので、どうか計画どお

りに進むことをお願いし、これは要望とし

ておきます。 

 それから、ストックマネジメント等々の

この管理の適正化の取り組みについてご

答弁いただきましたけれども、今、水道の

方は、水道ビジョンという市の取り組みで

言えば、総合計画、第４次総合計画のよう

な将来を見据えたビジョンがありますけ

れども、例えば、上下水道部として一緒に

なった部分がありますので、この水道ビジ

ョンに下水の方が入っていくことも考え

られるのかなというふうに僕自身は思っ

たのですけれども、その点について、もし、

部長でも結構ですし、ご答弁いただいたら

ありがたいなと思います。 

○弘豊委員長 山口上下水道部長。 

○山口上下水道部長 それでは、２回目の

南野直司委員のご質問にお答えいたしま

す。 

 上水道ですけれども、平成２６年５月に、

総合計画の施策と、整合を取った形で安定

的に給水をしますというふうな目標を掲

げまして水道ビジョンをつくりました。 

 一方、下水の方につきましては、今年度

公営企業化を４月１日に図りまして、平成

２９年度は、その公営企業化をしっかりと

進めていくと。それから、平成３０年度は、

これは水道ビジョンも中間年に当たりま

す。それから、今、総務省の方から経営戦

略をつくりなさいということで、もちろん、

水道の方は先行して実施計画を持ってい

るのですけれども、平成３０年度に合わせ

て下水道のほうも下水道のビジョン、目標

をつくろうと、水道ビジョンの方も改定で

すし、これを合わせてやりましょうと。事

業は別ですから、こういう錯綜はできませ

んけれども、そのときに一緒に下水道の管

理、水道の管理、それから、整備のあり方、

どうするのだということをもう一度やり

ましょうと。その上で、それを実現するが
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上での財政マネジメントである経営戦略

を、その年に両方同じようにつくりましょ

うということで、平成３０年度末には、こ

のビジョンと経営戦略が出そろっている

と。そこの中で、どれだけ下水道の、今言

いました、ストックマネジメントのところ、

それから、上水道のマネジメントのところ

がしっかりとできるかという、これは、今

年度一般行政部局の方で、公共施設等総合

管理計画ができる予定でございます。今、

ハブリックコメントかと思いますけれど

も、これとも整合を取った形で、我々の方

としては、上下水道事業に特化をしたよう

な形の計画として総合計画、それから、公

共施設等総合管理計画としっかりと整合

を取って、効率的な経営に努めてまいりた

い、このように考えております。 

○弘豊委員長 南野委員。 

○南野直司委員 上水道、そして、下水道

が整合性を図りながら、どうか市民サービ

スの向上に、最終的にはつながるようにお

互いビジョンを持ちながら取り組んでい

ただきますことをお願いし、要望としてお

きます。 

○弘豊委員長 それでは、ほかに質疑はあ

りませんか。 

 木村委員。 

○木村勝彦委員 再々質問して申しわけ

ありません。 

 先ほどのポンプの答弁ですが、鳥飼野々

３丁目の新八防自治会の水害で１１２戸

の床上浸水が発生した事故がありました

ね。あのときに、私は、夜中の１時ごろに

市民から電話がかかってきて、２階で寝と

ったら枕元で、ひたひたっと水の音がした

と。見に行ったら、もう枕元まで水がきた

という連絡があって、慌てて私は現場に入

ったわけです。 

 そのときに、現場に入るといっても、夜

中の１時に、もし、市役所の職員が行って

ないのに議員が先に行ったということに

なったら職員に対して大変な迷惑をかけ

るし、まず、市役所へ来て、誰か現場に入

っているかということを確認をしたら、栗

林さんが行っていると。当時、守口から来

ていた栗林課長、彼がもう既に現場に入っ

ていますと。よし、ほんなら、俺も行って

も面子潰すことないから一遍、今から行っ

てくるわと言うて行って、まず最初に栗林

君に確認したことは、先に現場に来て、ポ

ンプ作動させたかと。ポンプにスイッチ入

れたかと言ったら、もう、そばへ近づけま

せんと。感電してしまいますということを

彼が言ったので、それはえらいこっちゃと。

それはもう、天災じゃなしに人災やという

市民からの批判が出てくるぞと言うて、朝

方まで地元の水害対策をいろいろとお手

伝いをしてやっていたのですけれども、朝

方に当時僕と同期の山口議員が現場に来

てくれて、おい、ポンプ作動しているかっ

て言ったら、山口元議員が作動してました

と言いよったから、職員の皆さんによう聞

いておけよと。山口さんが作動してたって

言ってんねんと。これ、普通考えたら、ポ

ンプいうのは、水かさが上がってきて初め

て作動すると。それが、水が引いてきて作

動するのはおかしいやないかと。これ、と

りあえず、そのポンプは作動していたとい

うことで、地元の人も了解したわけですわ。 

 そういうこともあって、そのポンプが作

動しているか、してないかということは、

大きなキーポイントやったんやけれども、

結局、そのときは作動していたということ

を押し切って、何とか難局を乗りきったん

やけどもね。 

 その後、市役所からも消防車も来る、そ
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れから、水道のバキュームカーも来て、い

ろいろと水害の後始末をしてくれて。その

ころはまだ、あの地域は公共下水がまだく

み取り式やって、その床上浸水しているも

んやら、みんなそのし尿が外へ流れ出て行

ってしまったわけだ。 

 私は、その作業をしている中で、何か塊

があるなと思ったら、それがその簡易浄化

槽のふん尿のケーキ状のものやったんや。

そんな経過があって、まずとりあえず水を

抜かなあかんということで、南水路へ放水

せえということで、水道と消防車で水をく

み出そうと思ったけど、消防車帰ってもう

ておれへん。ほんで、しばらくして、水道

部の車が来て、あるいはまた消防の車が来

て南水路に放流したわけや。ところが、消

防本部も職員も木村さん、危ないですよと。

南水路ももう、いっぱいいっぱいになって

ますと。これ以上したら、また、南水路で

二次災害が起こりますよと。それは、僕は

いや、そんなことは心配するなと。俺が現

場におるんやから、おれが責任をとる言う

て。そんな責任とれる問題ちゃうねんけど

ね。とっさにそういうことを言って、その

場をしのいだわけ。 

 ほんで、南水路へ水をくみ出して、一方

では、それでもまだ水が引けへんから、カ

ネカの専用水路のところに擁壁があって、

カネカの専用水路の擁壁に穴をあけて、そ

こからも水をくみ出そうということで、く

み出したらようやく水が引いてきたわけ

や。 

 そういうふうに、やっぱり、現場でいろ

いろと体験したことの経験からしても、や

はり、あそこの地域は、低地帯で、道路よ

り住宅の方が低い。水のたまり場になって

しまう。そういうことを考えたら、あそこ

のポンプが、やはり、いつそういう災害が

起こるかわかれへんわけやから、さっき答

弁で、もう一台来年度増設して、交互に運

転して何とかしのいでいこうというよう

な答弁があったけれども、来年度なんて言

ってそんなのんきなことを言ってたらあ

かんわけで、間もなく６月の梅雨のシーズ

ンやぞ。雨季に入るときに、ポンプがまだ

今、作動していないような状況になってし

まったら、一体、その地域の市民の安全・

安心はどうなんねんということになって

しまうのでね、やはり、それは摂津市も今、

財政に若干、ゆとりができてきてんのやか

ら、ポンプ１台ぐらい買えるやろうと。だ

から、雨季を控えて、災害が発生する確率

が非常に高い。そういう中で、市民の生命、

財産を守るということからすれば、やはり、

一日も早くそのポンプがいるわけや。だか

らそういうそのことについて、担当部とし

てどのように考えておられるかお聞かせ

を願いたいと思います。 

○弘豊委員長 石川理事。 

○石川上下水道部理事 私の説明ももう

少し詳しく説明すべきだったと思います。 

 実は、鳥飼野々のポンプについては、補

正第２号のほうで、債務負担行為を設定し

ておりまして、既に工事のほうも発注をし

ております。 

 我々も雨季までには、何とか２台を設置

してしまいたいと。１台は、もちろんある

のですけれども、故障がちということで、

これは修繕を行います。さらに、６月まで

に１台を追加しようと。６月の雨季までに

は、何とか設置をしたいということで考え

ております。 

 ですから、既にポンプの製造にも入って

おりますので、何とか６月の雨季には、間

に合わせたいと考えております。 

 以上です。 
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○弘豊委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○弘豊委員長 以上で質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後３時４４分 休憩） 

（午後３時４６分 再開） 

○弘豊委員長 それでは、再開します。 

 次に、議案第２号及び議案第１０号の審

査を行います。 

 この２件については、補足説明を求めま

す。 

 山口上下水道部長。 

○山口上下水道部長 それでは、議案第２

号、平成２９年度摂津市水道事業会計予算

につきましては、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。 

 予算書２８ページ、平成２９年度摂津市

水道事業会計予算実施計画説明書をご参

照願いたいと思います。 

 まず、収益的収入でございますが、款１

水道事業収益、項１営業収益、目１給水収

益は、前年度に比べ７，４７０万２，００

０円の増額でございます。 

 目２受託工事収益は、前年度に比べ３３

万９，０００円の減額でございます。これ

は、公共下水道工事に伴う給配水管移設工

事の減少によるものでございます。 

 目３受託事業収益は、前年度に比べ４９

８万２，０００円の増額でございます。こ

れは、下水道使用料徴収受託料の増加によ

るものでございます。 

 目４他会計負担金は、前年度に比べ７万

５，０００円の増額でございます。 

 目５その他営業収益は、前年度に比べ６

３万６，０００円の減額でございます。こ

れは、主に設計審査手数料の減少によるも

のでございます。 

 項２営業外収益、目１受取利息及び配当

金は、前年度に比べ６１万２，０００円の

増額でございます。 

 目２土地物件収益は、前年度に比べ１９

万４，０００円の増額でございます。 

 目３納付金は、前年度に比べ５，１９２

万１，０００円の増額でございます。これ

は、集合住宅等の新築件数の増加によるも

のでございます。 

 続いて、３０ページ。 

 目４他会計負担金は、前年度に比べ１，

１１１万円の増額でございます。これは、

主に中央送水所施設使用負担金の増加に

よるものでございます。 

 目５長期前受金戻入は、前年度に比べ７

７万６，０００円の減額でございます。こ

れは、補助金等の長期前受金について、減

価償却見合いを収益化しているものでご

ざいます。 

 目６雑収益は、前年度と同額でございま

す。 

 次に、収益的支出でございますが、款１

水道事業費用、項１営業費用、目１原水・

浄水及び送水費は、前年度に比べ５７８万

４，０００円の減額でございます。これは、

大阪広域水道企業団からの受水費や、太中

浄水場及び各送水所の修繕費が増加する

一方、動力費や工事請負費が減少すること

等によるものでございます。 

 ３４ページ。目２配水・給水費は、前年

度に比べ２，３９５万９，０００円の増額

でございます。これは、主に検定満期浄水

器取替業務委託料や、量水器にかかる修繕

費の増加によるものでございます。 

 ３８ページ。目３受託工事費は、前年度

に比べ４４１万２，０００円の減額でござ

います。これは、主に公共下水道工事に伴

う給配排水管移設工事の減少によるもの

でございます。 
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 目４業務費は、前年度に比べ４８０万８，

０００円の減額でございます。これは、主

に人件費の減少によるものでございます。 

 ４２ページ。目５総係費は、前年度に比

べ９６２万４，０００円の減額でございま

す。これは、人件費や委託料が減少するこ

と等によるものでございます。 

 ４６ページ。目６減価償却費は、前年度

に比べ７６８万円の減額でございます。 

 目７資産減耗費は、前年度に比べ１，７

８３万４，０００円の減額でございます。

これは、固定資産の除却費の減少によるも

のでございます。 

 項２営業外費用、目１支払利息及び企業

債取扱諸費は、前年度に比べ６５９万４，

０００円の減額でございます。これは、企

業債の利子償還金の減少によるものでご

ざいます。 

 目２消費税は、前年度に比べ９９０万５，

０００円の減額でございます。 

 目３雑支出は、前年度に比べ４０万１，

０００円の減額でございます。 

 項３、目１予備費は、前年度と同額でご

ざいます。 

 次に、４８ページ。資本的収入でござい

ます。 

 款１資本的収入、項１、目１企業債は、

４億２，２７０万円の増額でございます。

これは、施設改修事業及び配水管整備事業

にかかる企業債借入額の増加によるもの

でございます。 

 項２、目１工事負担金は、前年度と同額

でございます。 

 項３、目１交付金は、前年度に比べ１，

１９０万円の増額でございます。これは、

交付対象事業費の増加によるものでござ

います。 

 次に、資本的支出で、款１資本的支出、

項１建設改良費、目１施設改修費は、前年

度に比べ２億７，６５１万８，０００円の

増額でございます。これは、太中浄水場電

気計装設備更新工事を行うほか、鳥飼３号

配水池耐震工事の施工にともない増加す

るものでございます。 

 目２固定資産取得費は、前年度に比べ２，

３０７万円の増額でございます。これは、

主にマッピングシステム機器購入費の増

加によるものでございます。 

 目３配水管整備事業費は、前年度に比べ

１，７３０万２，０００円の減額でござい

ます。これは、主に工事請負費の減少によ

るものでございます。 

 ５０ページ。項２、目１企業債償還金は、

９５４万５，０００円の減額でございます。 

 項３、目１交付金返還金は、前年度に比

べ３１万８，０００円の増額でございます。

これは、交付金により賄った課税仕入にか

かる消費税相当額を返還するものでござ

います。 

 項４、目１予備費は、前年度と同額でご

ざいます。 

 投資は、前年度に比べ皆減でございます。 

 以上、平成２９年度摂津市水道事業会計

予算の補足説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第１０号、平成２８年

度摂津市水道事業会計補正予算第３号に

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。 

 補正予算書８ページ、補正予算実施計画

説明書をご参照願います。 

 まず、収益的収入でございますが、款１

水道事業収益、項１営業収益、目１給水収

益は、１０万８，０００円の減額で、これ

は、東日本大震災による被災者に対する水

道料金の免除に関する規程に基づき、水道

料金を免除するものでございます。 
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 目２受託工事収益は、２，１９０万７，

０００円の減額で、これは、公共下水道工

事に伴う給配水管移設工事の減少による

ものでございます。 

 項２営業外収益、目１受取利息及び配当

金は、１０５万６，０００円の増額で、こ

れは、定期預金が当初予定利率より高い利

率で預け入れることができたことによる

ものでございます。 

 目３納付金は、４８０万５，０００円の

減額で、これは、建物等の新築改築等に要

する納付金の減少によるものでございま

す。 

 目４他会計負担金は、１０万８，０００

円の増額でございます。これは、一般会計

負担金で、東日本大震災による被災者に対

する水道料金の免除相当額の負担金を受

け入れるものでございます。 

 目５長期前受金戻入は、５万２，０００

円の増額で、これは長期前受金に整理され

る受贈財産評価額等の増加によるもので

ございます。 

 次に、収益的支出でございますが、款１

水道事業費用、項１営業費用、目１原水・

浄水及び送水費は、１，７１３万円の減額

で、これは太中浄水場及び各送水所の動力

費や電気保安点検業務委託料等の減少に

よるものでございます。 

 目２配水・給水費は、５４万６，０００

円の減額で、これは修繕業務委託料等の減

少によるものでございます。 

 目３受託工事費は、２，２７５万円の減

額で、これは、公共下水道工事に伴う給配

水管移設工事の減少によるものでござい

ます。 

 目５総係費は、１８９万３，０００円の

減額で、これは、全戸宅配業務委託料等の

減少によるものでございます。 

 目６減価償却費は、１０２万１，０００

円の減額で、これは有形固定資産減価償却

費の減少によるものでございます。 

 目７資産減耗費は、２万３，０００円の

増額で、これは有形固定資産処分による除

却費の増加によるものでございます。 

 項２営業外費用、目１支払利息及び企業

債取扱諸費は、２４８万３，０００円の減

額で、これは、企業債利息の減少によるも

のでございます。 

 目２消費税は、９１７万４，０００円の

増額で、これは、工事等の減少に伴い、課

税仕入れにかかる仮払い消費税が減少す

るため、消費税及び地方消費税が増加する

ものでございます。 

 次に、資本的収入でございますが、款１

資本的収入、項１、目１企業債は、５，０

００万円の減額で、これは、施設改修事業

の企業債の減少によるものでございます。 

 項３、目１交付金は、９０３万４，００

０円の減額で、これは、施設改修工事及び

配水管布設工事にかかる交付決定額の減

少によるものでございます。 

 次に、資本的支出でございますが、款１

資本的支出、項１建設改良費、目１施設改

修費では、８，５１５万４，０００円の減

額で、これは、施設改修工事の減少による

ものでございます。 

 目２固定資産取得費は、３２万４，００

０円の減額で、これは、作業用工具購入費

の減少によるものでございます。 

 目３配水管整備事業費は、１４４万５，

０００円の減額で、これは、設計業務委託

料の減少によるものでございます。 

 項３、目１交付金返還金は、８，０００

円の減額で、これは、前年度交付金にかか

る返還金で、交付金で賄った課税仕入れに

かかる消費税等相当額を返還するもので
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ございます。 

 項４投資、目１投資は、１８億円全額の

減額で、これは、１年を超えて満期が到来

する定期預金等への投資を留保したもの

でございます。 

 以上、平成２８年度摂津市水道事業会計

補正予算第３号の補足説明とさせていた

だきます。 

○弘豊委員長 説明が終わり、質疑に入り

ます。 

 山崎委員。 

○山崎雅数委員 水道予算についても、幾

つかお聞かせいただきたいと思います。 

 まず、２８ページの給水収益ですけれど

も、増額という予算を組んでいただいてお

りますけれども、この要因をお聞かせいた

だければと思います。新規マンションなど

も事業収入の方でも増額出ていましたけ

れども、給水見通しをお聞かせいただけれ

ばと思います。 

 それから、５０ページの配水管の布設工

事の中身というか３億４，５００万円、詳

しく、ことしの配水管の工事について解説

いただければと思います。 

 そして、補正のほうは、消費税は事業が

減っているのに何でふえるのだろうと思

っていましたけども、仮払いが減少という

ことでわかりました。 

 そして、１８億円の投資というか、預金

ですね。これ、どうしてやめたというか、

こういうことになったのかをもう一度聞

いておきたいと思います。 

○弘豊委員長 それでは、答弁をお願いい

たします。 

 林課長。 

○林営業課長 給水収益の増額の理由と

いうことのご質問に対してお答えいたし

ます。 

 給水収益の当初予算は、平成２６年の消

費税８％導入の時点で、２０億円を超える

当初予算を組んでおりまして、それから、

水需要の減少を見込んで１．１％以上の減

額で当初予算はずっと下げて組んでおっ

たのですけれども、平成２６年度から平成

２７年度、それから平成２８年度の見込み

を見ましても、２０億円を超える決算を行

っております。 

 今回、平成２９年度は、その決算ベース

で当初予算を組みました。決算ベースで当

初予算を組み直したということですので、

水需要がふえて収益がすごく上がったと

いうことではありません。 

 以上です。 

○弘豊委員長 続いて、末永課長。 

○末永総務課長 山崎委員の３番目の質

問、投資の１８億円の減額の理由というと

ころでございます。 

 補正予算で計上させていただいておる

のですが、定期預金で１年以内としており

ます。１年以上になりますと投資というよ

うな枠組みにはなっておるのですが、一般

的に、この当初予算を組ませていただいた

時点では、一般的な長期投資の期間が長け

れば、利率の優遇云々はございます。その

あたりで、水道事業としても利率のあたり

の分を考えておったのですが、昨今の時代、

ゼロ金利政策や１年以上の定期の利率と

いうところでは、なかなか利率の部分が求

められない。 

 また、４月というか春先でございますが

熊本地震が発生して、危機管理的なものに

も問題がございました。 

 さらに、今後の水道事業の資金運用の中

で、少し流動性を持ちたいと。もともと１

８億円を投資、熊本地震とか下水道会計と

いう部分がございますけれども、そのあた
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りで流動性を持っているところで、当初の

平成２８年度予算で投資という予算を組

ませていただいたのですけれども、経営状

態というか、留保していきたいなというこ

とで考えております。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 樫本課長。 

○樫本水道施設課長 山崎委員の２つ目

の質問ですけれども、配水管整備の内容に

ついてということで、配水管の布設事業の

内容ということで、ご質問にお答えさせて

いただきます。 

 これにつきましては、今、基幹管路の更

新の工事をやっておりまして、それの分も

今年度やっている分の引き続きの工事を

やる予定にしております。延長としまして

は、６６４メートルを見ております。 

 そのほかに、前の吹田市正雀処理場跡地

のところの吹田市の都市計画道路ができ

るところの部分についても新たに道路が

できますので、そこに水道管を布設する工

事を２７５メートル。 

 それから、老朽管の管の取り替え工事、

それから、消火栓の設置工事３基という内

容となっております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 山崎委員。 

○山崎雅数委員 布設工事は、計画的にし

っかりやっていただきたいと思います。 

 そういったことで、代表質問でもやらせ

てもらったように、水道についても料金の

値下げができないのだろうかということ

について、お聞かせをいただければと思い

ます。 

 水道の方は、企業会計で、それこそ水道

ビジョンも出していただいて戦略的に行

っていただいているということで、水道ビ

ジョンの方なんかも、今回見直しをさせて

もらっていたのですけれども、歴史的な経

過の中でも、昭和４３年からの布設工事、

それから、１次拡張、昭和５０年からの２

次の部分、こういった部分での事業を展開

されてきておるわけですけれども、給水費

用については、そういう意味ではなかなか

スケールメリットの働かないこの部分で

は大変だったのだろうと思います。 

 しかし、給水費用については、平成１５

年には２４億円だったのが、ざっとですけ

ど平成２４年には１８億円まで減ってき

て、使用水量にもよると思いますけれども、

給水原価が頑張って減らしてきていただ

いているのだと思いますけれども。今の給

水原価、どのぐらいになるのかお聞かせい

ただければと思いますが。 

 給水費用を、これまで抑制的に頑張って

こられたというのは評価をするものです

けれども、その努力も、やはり、市民還元

にいかすべきではなかったのかと、私は考

えております。 

 資本投資についても、これまで、水道ビ

ジョンを見ればほとんどが自己資金、企業

債も入れるとほとんど１００％自己資金

で布設を行ってきておるわけですけれど

も、この部分での更新がこれからも必要に

なってくるということで、更新の見通しも

もちませんよというようなことまで水道

ビジョンの方には書いてあるんですけれ

ども、それこそ、この見通しの部分で言う

と、これからも人口減少化というか、市街

化地域でもこれ以上はそんなにふえない

のかなという意味では、不要となる線とか、

それから、更新でまとめるというのではな

いですけれども、そういった効率的な部分

の更新などもできるのではないかなと思

って。 

 今の更新の見通しは、今現在ある施設の
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全て更新するという流れでやってはるの

ではないかと思うのですけれども、その更

新についての考え方もお聞かせいただけ

ればと思います。 

 そういった意味で、更新にかかるお金の

部分も、今、既に貯まっているというか、

いつもの流動のさっきの１８億円を貯金

するのをやめたという話もありますけれ

ども、流動的な部分で言うと、水道の財布

の中には常に３０億円ぐらいはあるのか

なという状態ですし、この間のお金の収益

を、純利益を見ても、平成２１年度からわ

かる議事録で言うと、２億円、４億円、３

億円、２億円、３億円、１億円、２億円と

いう、一番頭の部分で言うと、平成２１年

度からこの７年間だけでもずっと黒字で

すよね。代表質問では、１４年ずっと黒字

でしょという話はさせてもらっていまし

たけれども、こういった部分で、水道会計

としての体力的な部分で言うと、利用者に

十分還元できる力もお持ちなのではない

かと思っておりますけれども。 

 先ほどの下水道の話でもないですけれ

ども、下水道の場合は、借金部分を今の料

金に負担がかかっていると。水道部分につ

いては、いわば、この利益があって、かつ、

将来への部分での留保資金が必要という

部分で、これは、将来に向けての負担を、

今させているということにはなりはしな

いかと思っておりまして、その辺で、経営

戦略と言ったらおかしいのでしょうけれ

ども、先、今度市長がこの間、政策的にお

金をかけるということは可能なんですよ

ね。子どもたちの医療助成制度もふやしま

すとか言ってぽんと打ち上げはりました

けれども、こういった水道代とか、何か公

共料金についても、お金を政策的に、この

会計とは別にかけていくということが、方

針さえちょっと切りかえてもらえればで

きるのではないかなと考えておりますの

で、その辺のことについて、お考えをお聞

かせいただければと思います。給水原価と

見通しの部分については、ぜひ、お答えい

ただきたいと思います。 

○弘豊委員長 それでは、答弁を。 

 末永課長。 

○末永総務課長 ご質問に答えさせてい

ただきます。 

 給水原価の現在の状態でございますが、

改めてなのですが、給水原価は水道１立方

メートルつくるのにかかる経費という形

でございます。 

 水道原価の中身としましては、職員給与

費とか、動力費とか修繕費というような部

分が入ってくるかと思います。 

 現状、平成２７年度は１７８円２５銭、

平成２６年度は１７９円２０銭、０．９５

円減少しているというような状況、平成２

８年度は、まだ決算を迎えておりませんの

で不透明な部分もございますが、給水原価

につきましての平成２６年度、平成２７年

度は減少しているという状況でございま

す。 

 それと、更新の現在の施設でございます

が、そこの部分についての考え方というと

ころでございますが、摂津市内人口が減っ

てくるという人口ビジョンというような

将来的な話でございますけれども、その中

でできるところは、できる施設というか、

例えば、管路に関しましては、たとえ人口

が減っていってそのまち全体がなくなる

というわけでもございませんので、一定、

住宅には水を供給させていただかないと

いけないと。 

 例えば、今まで２０軒あった住宅地の中

に、１軒残ったとしても、そこの道路には
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水道管は必要であるというふうな状況で、

そこの部分については、改修計画の変更と

いうのはなかなか難しいのかなと。 

 また、浄送水施設というふうな部分につ

きましては、内部の中でも検討させていた

だきまして、削減できるところは削減して

いくという中では、なかなか水の全体量が

減ってくる中で、今の時代に、将来の時代

に合わせて今の施設を作りますと、今の時

代の水が足りなくなるというような、過渡

期と言うか、下がっていく状態の中で、そ

れを将来見通しを見通しながらの施設の

更新計画とさせていただきたいというと

ころでございます。 

 それで、将来的な見込みでございますけ

れども、その分につきましても、水量が減

少してくると。人口と並行して順次減って

くると。ただ、市民の安全というか水の供

給を守る中では、現状の施設、できるだけ

コストダウンという形を持ちながらも、進

めてまいりたいなと考えております。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 山崎委員。 

○山崎雅数委員 これも政策、市長的な問

題ですけれども、水道における会計、体力

的にはほんまにあるのだと私は思ってい

るのですけれども、先ほどの給水の施設更

新についても、しっかりそれは更新してい

かないといけないのですけれども、今現在

でも、給水能力的にも非常にあるという施

設ですから、それこそ本当に、集約、コス

トダウンも図りながら更新もしていく見

通しは立てていただかないといけないの

かなとは思います。 

 そういった中での、公共料金のあり方と

しては、市長にも将来にそんなに備える必

要はないと言ったらおかしいですけれど

も、そういう意味で、そんなにこれから貯

金をしていくというような料金を市民に

は負わせるべきではないのかなと考えて

おりますので、そのあたりはぜひとも、市

長にも提言をしていただければと思って

います。よろしくお願いします。 

○弘豊委員長 ほかに質疑はございませ

んか。 

 南野委員。 

○南野直司委員 当初予算の主要事業一

覧に２つ載っておりますので、とりあえず

そこから質問したいと思います。 

 ３ページの配水管整備事業、鳥飼送水場

と中央送水場を連絡する基幹管路の耐震

工事を実施します。３億５，６７３万円で

すね。継続ということでございます。耐震

工事ということなので、詳しく教えていた

だきたいと思います。 

 それから、施設改修事業、太中浄水場電

気計装設備を更新するとともに、鳥飼送水

場３号配水池の耐震工事を実施しますと

いうことで、５億２，３６４万４，０００

円計上していただいております。これも継

続ということで取り組んでいかれますけ

れども、この工事の中身についてお聞かせ

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○弘豊委員長 樫本課長。 

○樫本水道施設課長 南野委員のご質問

にお答えさせていただきます。 

 まず、耐震工事の基幹管路の管の更新工

事のことについてですけれども、基幹管路

は今鳥飼送水所のほうから中央送水所の

方へ送水所間の管路を更新する工事をや

ってはいるのですけれども、かなり古い管

路が入っております。 

 今は、管口の受け口のところの分が揺れ

に対してどれぐらい余裕を持って耐えら

れるかというようなことが耐震の中では
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一番大きな利点になるところであります。 

 今度、その継ぎ手の中で、多少の揺れが

ありましても、今の製品の中では最も揺れ

に対して許容ができる管に変更するとい

う工事を今進めています。それを、中央送

水所のほうまで続けていくのを継続的に

これからもやっていきたい。この工事は、

昨年度から進めているものでありまして、

引き続きやっていきたいと思っておりま

す。 

 それから、施設の中で太中浄水場の電気

計装装置ですけれども、これ自身は、太中

浄水場のほうから各送水所のポンプの動

きの制御をしたり、状態をチェックをした

りとかを一元的に管理する施設でありま

す。これも、もう更新の時期にきておりま

すので、これにつきまして全部取り替えを

して、今ある機械を置きながら、新しいの

と業務を続けたままでその機械に取り替

えるというような工事になっております。 

 これの設備が全部設置が終わりまして、

機能が確認されましたら、今度はそれの方

で常時これから続けていくと。今ある既存

の施設は、もうなくしていくというような

ものであります。 

 それから、鳥飼送水所の３号池の耐震の

工事で、配水池の分ですけれども、これに

つきましては、昨年、今年度までなのです

けれども４号配水池のほうの耐震工事を

させていただきました。 

 どのような内容かといいますと、タンク

の底のところ、ちょうど地盤と構造物が接

するところが揺れに対して、非常に今の構

造のままでは弱いということですので、鉄

筋を補強して揺れに対する耐力をつける

というような工事をさせてもらいました。

同じことを、今度また３号池の配水池の方

でやらせていただきます。これも、来年と

再来年の２年にかけてさせていただきた

いというような予定になっております。 

○弘豊委員長 南野委員。 

○南野直司委員 はい、わかりました。 

 年末に三島地域、南千里丘で、大きな管

が漏水いたしまして、多くの市民の方にご

迷惑をおかけしたところでありますけれ

ども、その漏水という観点から、今後また

同じような案件が起こる可能性もふえて

くるのかなあというふうに思うのですけ

れども、漏水事故等々のこの危機管理体制

の強化という観点から、今後、上下水道部

となられましたので、どのように取り組ん

でいかれるのか。もし、お聞かせいただけ

ればと思います。 

○弘豊委員長 樫本課長。 

○樫本水道施設課長 危機管理の件につ

いてお答えさせていただきます。 

 私どもの管路の工事の設備のほうの破

断とかなりましたら、当然、施設課の方が

メーンになりますので、これについて一番

当該の担当課としまして、お答えさせてい

ただきます。 

 まず、危機管理計画の方もありまして、

当然、いろいろな状態の中でどういうよう

に行うべきかというような行動のマニュ

アルについては、使用されているものがご

ざいます。 

 ただ、前回の中では反省点としましては、

なかなかあのような状態が出たときに、そ

のとおりにできたかどうかというのは、か

なり疑問なところもあります。 

 その中で、改めて、そのマニュアル自身

を見直すというようなことも、内部の中で

やっていかないといけないのかなと思っ

ております。 

 上下水道一緒になりますということな

のですけれども、所管としましては、今の
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ところ、そのあたり、下水と一緒にどうこ

うというのはまだ考えていないのですけ

れども、少なくとも、前回の大みそかのと

きは、水道の職員がほぼ皆さん、大みそか

のときなのですけど来ていただいたとい

う事例になっておりました。ですので、何

とかしのげたというのはあります。 

 ですので、そのあたりも考えながら、将

来につきましては、下水の職員の兼ね合い

もあると思うのですけれども、ほかの課、

総務課とも話もしながらと思うのですが、

できることはできる、できないことはでき

ないということで、また進めていきたいと

思います。 

 内部的には、危機マニュアルの見直しと

いうことを考えていきたいと思っており

ます。 

 以上です。 

○弘豊委員長 末永課長。 

○末永総務課長 今、樫本施設課長の方か

ら説明がありましたが、管路の分につきま

しては、今の体制でというところでござい

ます。ほかのセキュリティー的なもの、ウ

イルスとかそのようないろいろな部分が

ございまして、危機管理計画というものが

昨年度改正させていただきました。 

 その中で、今の管路の状態、南野委員が

おっしやっていますとおり、下水道事業と

の関係でございます。中でも、今現在の水

道は水道の危機管理計画、市の防災計画と

リンクしながら、継ぎながらやっていると

ころですが、４月以降、下水道事業が入っ

てくる中では、下水道事業に対しても危機

管理計画というのは必要であると思いま

す。 

 ただ、水道事業と下水道事業のマンパワ

ーをどういうふうに変えていくか、動かし

ていくかというのは、これからの計画、４

月以降に上水道は上水道、下水道は下水道

というふうな計画ではなく、複合した状態

で計画を立案してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 南野委員。 

○南野直司委員 今回の事故では、漏水後

の工事の件、そして、地域の皆さんへの対

応は、本当に丁寧に対応していただきまし

て、これは高く評価をしているところであ

ります。さらに、危機管理体制の強化を図

っていただきますよう、これは要望として

おきます。 

 それから、それは大きな管の漏水であり

ましたけれども、一方では、メーターから

おうちの、やはり、冬になりますと、僕も

何軒かご相談をいただいたわけでありま

す。 

 どうしたらおうちの方のメーターから

家の方の管が破裂したときにわかりやす

いかなとずっと考えていたのは、やはり、

定期的に古い、年数がたったおうちにお住

まいの方については、メーターを定期的に

見ていただくことが一番かなと、自分自身

はそう思うわけであります。 

 もちろん、検針員の方が多いですよと知

らせてくれますけれども、みずからそうい

う習慣をつけていただくために周知、メー

ターの見方等々はホームページに載って

おりますけれども、これは広報で知らせて

いただくことについて、周知の方法を今、

現状でどのようにやっていただいている

のか、お聞かせいただきたいと思います。 

○弘豊委員長 末永課長。 

○末永総務課長 南野委員のご質問にお

答えさせていただきます。 

 メーターの見方という形でのご質問で

すが、委員がおっしゃるとおり、メーター

の見方は、ホームページの方には掲載させ
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ていただいております。また、家の中で漏

れたというふうな形で、私どもの修繕班、

現場の方に行かせていただいております。 

 そこの部分につきましては、お客様に直

接、次にあったときには、このような時は

またお知らせくださいと、俗によくトイレ

の漏水というか、トイレ分の中の器具が漏

れたりすることがかなり多いという中で、

トイレでこういう音がしますので、こうな

ったときは、漏れている可能性があります

というのは、そういう発生したところに対

しては個別にご説明させていただいてい

る状態でございます。 

 それと、ホームページというふうな形で

市民の皆様にはお知らせしているという

状況でございます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 林課長。 

○林営業課長 今のご質問にお答えさせ

ていただきます。検針については２か月に

１回です。その際に、検針員がメーターを

見て、ご自宅におられないとか、水を使っ

ておられない状態で、メーターが回ってい

るとか、水量が多い場合は、ご自宅の方に

お知らせします。検針のお知らせの裏にメ

ーターの絵を書いて、水量が多いときはメ

ーターを見てくださいというような表示

はしているのですが、なかなか小さい字な

のでわかりにくいと思います。それについ

ては、ホームページとか広報に、季節の変

わり目ぐらいに一度、ご自身で自宅のメー

ターを見てくだいというような周知をす

る方法を取りたいと思いますので、時期的

なものを見てやりたいと思います。 

○弘豊委員長 南野委員。 

○南野直司委員 一度漏水を起こされた

ご自宅に関しては、見ていただけると思う

のです。 

 ただ、先ほど課長からご答弁いただきま

した領収書の裏には書いてますが、なかな

か見ていないというのが現状ですので、ど

うか、やはり、僕は冬前には広報に、使っ

ていない、全部出口を閉めてメーターを見

て少し動いていたら漏れているというこ

とを、丁寧に毎年冬前にはお知らせいただ

いたら、皆さん、今広報もう見ておられま

すので、あ、こうやって見んねんなという

方法もわかりますし、それが僕は市民サー

ビスの向上につながっていくものだと思

いますので、どうか、検討よろしくお願い

し、要望としておきます。 

 以上です。 

○弘豊委員長 ほかの方、質疑ございませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○弘豊委員長 以上で質疑を終わります。 

 次に、議案第２１号所管分の審査を行い

ます。 

 本件については、補足説明を省略して質

疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○弘豊委員長 それでは、質疑なしと認め、

質疑を終わります。 

 続いて、議案第２２号所管分の審査を行

います。 

 本件についても、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 山崎委員。 

○山崎雅数委員 一般職もですけども、企

業職員への手当の話ですので、確認をして

おきたいと思います。 

 議案第２２号の企業職員に対しての改

正点は、扶養手当、配偶者手当の削減も入

っているのかどうか、それのみでしょうか。 

 それから、この中には業績評価、一般職

の方は業績評価も入るんですけども、この
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企業職員には適用というのは、どういうふ

うになっているのか、お聞かせいただきた

いと思います。 

○弘豊委員長 末永課長。 

○末永総務課長 議案第２２号の条例改

正で、扶養手当につきましての企業職員へ

の適用、業績評価の部分につきましても、

企業職員も同じように適用ということを

考えております。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 山崎委員。 

○山崎雅数委員 まず、この２点なのです

けれども、扶養手当の部分と業績評価の部

分なのですけれども、日本共産党としまし

ては、これまで業績評価については慎重に

行うべきだと、こんなものモチベーション

を下げることにしかならんという意味で

も、どうしても国の方針なのでしょうけれ

ども、必ずしも、きちんと従うべきではな

いだろうと。 

 評価の方も、総務の方で私もやっていま

したから、なかなかＤランクなんかをつけ

るようなことにはなっていないみたいで

すけれども、職員のモチベーション低下に

つながるようなことは、やめるべきだと思

っております。意見としてぜひ。 

 それと、配偶者控除の廃止も国の議論な

のでしょうけれども、おかしな話で、子ど

もさんの手当をふやすのはよろしいです

わ。でも、配偶者の方の状況というのは、

それこそ、仕事ができる、できないという

のは別問題として、内助の功を、やはり、

しっかり認めていかないかんのではない

かと思うので、この適用というのを、当然、

これは法改正と言うか、国の指導の部分が

あるのでしょうけれども、必ずしも、こん

なふうな条例にする必要はないのではな

いかと思うんですけれども。それでなけれ

ば、ここで話しする必要はないわけですか

らね。この条例改正を行うべきかどうかと

いう話ですからね。私は、これは行うべき

ではないと思うのですけれども。 

 そういった形での政策的な判断という

のができないものかどうか、一応、お聞か

せいただきたいと思います。 

○弘豊委員長 末永課長。 

○末永総務課長 今の扶養手当の件でご

ざいますが、今回、この条例改正という形

であげさせていただきました。 

 これは、基本的には国の方の改正という

形を、摂津市の形でやらせていただくとい

うふうなところで、国の方の改正でござい

ますので、なかなか奥まったことまで私の

ほうから言うのもあれですけれども、基本

的には、配偶者とこれからの時代、配偶者

の働く、子どもを少子化の時代ですので、

子どものほうに配偶者の分を強化すると

いうような内容で水道事業としては、この

法の改正を見た中では、国の方法に従うと

いう形でもっていきたいなというふうに

考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 山崎委員。 

○山崎雅数委員 言いにくい話で、本音は

嫌やというのが、皆さんの立場としてはな

かなか言いにくいのだろうと思いますけ

れども、日本共産党としては、それこそ、

皆さん働く方々の、やはり待遇の、配偶者

手当については、もう破壊悪やと思います

ので、ぜひ、皆さんからも、それこそ、労

使間の話にもなったりもするのでしょう

けれども、声を上げていただければなと思

います。 

 以上です。 

○弘豊委員長 ほかに質問はございませ

んか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○弘豊委員長 以上で、質疑を終わります。 

 次に、議案第２８号の審査を行います。 

 本件についても、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○弘豊委員長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 暫時休憩します。 

（午後４時３３分 休憩） 

（午後４時３５分 再開） 

○弘豊委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○弘豊委員長 討論なしと認め、採決しま

す。 

 議案第１号所管分について、可決するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○弘豊委員長 賛成多数。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第２号について、可決することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○弘豊委員長 賛成多数。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第３号について、可決することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○弘豊委員長 賛成多数。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 次に、議案第９号所管分について、可決

することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○弘豊委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第１０号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○弘豊委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第１３号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○弘豊委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第２１号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○弘豊委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 次に、議案第２２号所管分について、可

決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○弘豊委員長 賛成多数。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第２８号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○弘豊委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 暫時休憩します。 

（午後４時３７分 休憩） 

（午後４時３８分 再開） 

○弘豊委員長 再開いたします。 

 本委員会の所管事項に関する事務調査

について協議します。 



- 64 - 

 

 平成２９年度委員会行政視察を実施す

ることに異議ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○弘豊委員長 異議なしと認め、そのよう

に決定いたします。 

 次に、視察事項、視察先、視察日程等に

ついて、ご協議いただきます。 

 この件につきましては、委員から先進事

例等の情報を提供いただくとともに、日程

を調整させていただいた内容をもって、委

員長案としてまとめましたのでご提案さ

せていただきます。 

 日程につきましては、５月１５日（月）

から５月１６日（火）。視察市は、東京都武

蔵野市及び埼玉県東松山市です。 

 武蔵野市は、人口８万９，０００人。こ

ちらでは、公園緑地のリニューアル計画に

ついて視察を行います。市内には、大きな

都立公園とともに、身近な市立公園が多数

あり、市ではこれまで特色ある公園を整備

しており、新たに城山ひろば公園、中央通

りさくら並木公園の二つの公園がオープ

ン。さらに、公園緑地リニューアル計画を

もとに、地域全体の視点から公園を考え、

市民に愛される公園づくりの取り組みを

されています。 

 また、東松山市は、人口約１４万人。こ

ちらでは、デマンドタクシーについて視察

を行います。東松山市は、平成２７年１２

月１日より、デマンドタクシーを運行して

います。市内の公共交通機関の空白区域に

おける移動手段を確保し、利用者の利便性

の向上を図ることを目的に、市内全域で実

施しています。お客様の希望時間、乗車場

所の要望をデマンドで低料金で応じてい

くという、新しい公共交通サービスです。

タクシー車両を使用しますが、バスとタク

シーの中間的な利用方法になるようです。

バスのように、乗る場所、おりる場所が決

められていて、途中下車や寄り道はできま

せんが、タクシーのように、電話で呼べば

自宅前でも乗ることができることが住民

には好評で、登録者数も当初の想定を上回

っております。平成２８年１２月には、予

算が増額されているようです。 

 以上のような視察案を提案させていた

だきますが、委員の皆さん、いかがでしょ

うか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○弘豊委員長 それでは、ただいまの協議

のとおり、決定したいと思います。 

 暫時休憩します。 

（午後４時４１分 休憩） 

（午後４時４４分 再開） 

○弘豊委員長 それでは、再開します。 

 それでは、武蔵野市において公園緑地の

リニューアル計画について、東松山市にお

いて、デマンドタクシーについての視察を

行いたいと思います。 

 本委員会の視察につきましては、以上の

とおり実施することとしますので、よろし

くお願いいたします。 

 なお、常任委員会の所管事項に関する事

務調査については、本会議最終日において、

閉会中に審査することが諮られます。 

 本委員会の所管事項については、都市計

画行政について、土木行政について、下水

道行政について、水道行政についてを、平

成２９年９月２９日まで閉会中に調査す

ることに、異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○弘豊委員長 異議なしと認め、そのよう

に決定いたします。 

 以上で、本委員会を閉会します。 

（午後４時４５分 閉会） 
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