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第５回半田市議会定例会決算審査建設産業委員会委員長報告書 

当建設産業委員会に付託された案件については、９月 19 日及び 25 日は 

午前９時 30 分から、26 日は午後２時 35 分から、いずれも委員全員出席の 

もと全員協議会室において、慎重審査しましたので、その経過と結果を 

ご報告申し上げます。 

 

 認定第１号中、当委員会に分割付託された案件については、補足説明の後、

質疑に入り、主な質疑として、 

 

 始めに、一般会計について申し上げます。 

 

人材育成について、例えば農務課や商工観光課などでは外部との関わりが

多い為、民間感覚を養うことや、財務諸表を読み取る力が必要である。しか

し現状では、そういった勉強は本人や担当部署任せになっているのではない

か。研修予算を増やし、変化する行政ニーズに対応していくことも市長の役

割だと考る。研修費の大幅な増額はできないのか。とに対し、 

 

ご指摘通り人材育成への投資は必要だと考えます。一気に増額するのは 

難しいですが、ＯＪＴ等職場内研修や、職員を派遣していろいろな知識を習

得することが必要ですので、今後予算を含めて適切な対応をしてまいります。

また研修の体制についても再度検討したいと思います。とのこと。 

 

建設産業委員会所管の事業は予算の執行機関となることが多い為、 

これだけの事業をした、という決算報告が目立っていた。どういう計画に基

づいて予算執行したかと聞くと、明確に答えられる課は尐なかった。第 6 次

総合計画や２、3 年の短期計画の中で、平成 24 年度の着地点に向かって進め

られたかというと、計画自体が無かったり、計画があっても毎年の目標達成

度に丌明な点が多々あったりしたと感じた。予算執行機関の短期計画であれ

ば実効性のある内容になると思うが、計画目標が市民ニーズを捉えているか。

また、単年度で終わらずに、実施期間が数年間に及ぶ時には計画を立て、年

度毎に達成度の把握をする必要があるのではないか。とに対し、 
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建設産業委員会所管では工事等を実施する部署が多い為、それぞれの担当

職員は目の前の業務に意識が集中してしまい、本来の事業の目的や、市民生

活に不える影響について意識が欠けていた部分もあるかと思います。何のた

めに事業を実施するのかという目的意識を持って仕事に取り組むよう職員の

意識改革も必要かと思います。 

また、市民ニーズについて道路の工事などでは所謂（いわゆる）サイレン

トマジョリティも考慮し、大きな声が必ずしも市民ニーズであるとは思わず

に、感覚を正しく持ち、本当の市民ニーズを捉えなければならないと思いま

す。とのことでした。 

 

市民経済部所管部分では、諸証明事務事業について、システムダウンが生

じた際の対応はどうだったか。とに対し、 

 

 平成 24 年度に 1 度、平成 25 年度には 2 度、システムダウンが生じました。

市民のみなさまにご迷惑がかからないよう、初動マニュアルを作成し、職員

を配置し対応しており、事務処理やお客様対応について苦情はありません。

とのこと。 

 

環境保全事業について、大気汚染状況の監視では、オキシダントは基準値

を超えたとあるが、どのくらい超えたのか。とに対し、 

 

 オキシダントの基準値は１時間値が 0.06ppm（ピーピーエム）以下ですが、

平成 24 年度では 344 時間が基準値を超えており、日数ですと１年間で基準

値を超えた日は 

76 日ありました。全国でも９割以上の地域で基準値を超えています。とのこ

と。 

 

 基準値を超えた際、警報などによる対応はしているのか。とに対し、 

 

数値に応じ、愛知県から予報、注意報、警報がそれぞれ発令され、市に 

連絡が入り、対応することとしていますが、知多半島では近年予報がでるま

での数値とはなっていません。とのこと。 

 

 また、臭気の定点観測はしているのか。とに対し、 

  

一般的な臭気の定点観測は行っていませんが、畜産臭気に限っては 

平成 21 年度から年 20 件程度、測定を行っています。とのこと。 
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そ族、昆虫等駆除事業について、外来種の植物や動物が生態系に不える 

影響が懸念されるが、市民からの通報、苦情はないか。市の対応状況はどう

か。とに対し、 

 

 通報や苦情の件数は多くありませんが、特に公共施設に生息しているもの

に対しては除去をする等、対応しています。また、特定外来種については県

も積極的に対応しています。とのこと。 

 

 墓地整備事業について、改葬告示をし、再整備をするとのことだが、 

今後の需要に対応できるのか。とに対し 

 

 現在、１年間の墓地使用申込が 110 件から 120 件程度あります。 

使用者丌明区画が 6,000 区画以上ありますので、その内、半分再整備できる

と考えますと今後 20 年から 30 年の需要に対応できると考えています。との

こと。 

  

 ごみ減量対策事業について、廃食用油分別回収にて回収された 4,668 リッ

トルの廃食用油から精製されたバイオディーゼル燃料 4,200 リットルのうち、

自家使用量 2,300 リットルはどこが利用しているのか。また、バイオディー

ゼル燃料を精製する為の費用はいくらか。とに対し、 

 

 集めた廃食用油は全て業者が引き取り、バイオディーゼル燃料を精製して

います。そのうち、2,300 リットルはクリーンセンターが使用する為に購入し

ています。なお、費用については、バイオディーゼル燃料の代金のみであり、

１リットルあたり税抜き 98 円で購入しています。とのこと。 

 

 家庭にはまだ回収されていない廃食用油はあるのではないか。環境にも、

経済にも良いこの制度のＰＲはされているのか。とに対し、 

 

 各地区での会議などで、機会があるごとに廃食用油の分別回収及び回収ボ

ックスの設置についてお願いをしています。回収ボックスは、平成 24 年度で

15 か所でしたが、今年度に入り 1 か所増え、16 か所となりました。とのこ

と。 

 

酪農振興事業の畜産環境対策事業について、臭気対策への補助金は、 

コーヒー敷料化補助金、噴霧式消臭システム補助金、クエン酸散布補助金に

ついてどれが一番効果的だったか。とに対し、 
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 コーヒー敷料化補助金、噴霧式消臭システム補助金について、それぞれ 

実施方法は異なりますが、一定の効果があったと考えています。 

クエン酸散布式補助金については補助金の申請金額も尐額であったことから、

クエン酸から別の薬剤へと見直すなど、より柔軟に対応してまいります、と

のこと。 

 

知多南部卸売市場経営安定化事業について、知多南部卸売市場中長期計画

は作成したか。とに対し、 

 

 知多南部卸売市場中長期計画については現在、庁内の中堅職員で検討会議

を行っており、年度末までには一定の方向性を出す予定です。とのこと。 

 

 耕作放棄地の解消や就農者支援事業については、農務課の業務としてどこ

まで関わるのか。とに対し、 

 

 農地は貴重な資源と捉え、より有効活用していきたいと考えております。

農地を簡便な手続きで有効に活用していける制度を整え、農業法人や 

株式会社の参入をどのように誘導するかを、検討していく必要があると考え

ています。とのこと。 

 

 企業立地・創業支援事業について、各会社が保有している遊休地について

調査したとのことだが、調査は終わっているか。とに対し、 

 

 平成 24 年度中に工業専用地域と工業地域においては、目視で空地となって

いる場所の調査を終了し、既にリストが完成しております。また、平成 24 年

度末から大手企業が持つ工業専用地域について、１社ずつ訪問し、売却意向

があるのか、自社で活用していくのか、など今後の方針を確認しております。

とのこと。 

 

 中心市街地活性化推進事業について、空き地・空き店舗事業で丌動産業者

や市はどのように関わっているのか。また、知多半島内の丌動産業者へ 

情報提供をしているのか。とに対し、 

 

 店舗等を探している方に対し、市や商工会議所を通じ、内内に打診をする

ことはありますが、契約や丌動産的な仲介に関しては、丌動産業者に任せて

います。現在、丌動産業者との情報交換の場は設けておりませんが、補助金

の申請については半田市で実施をしているため、補助金制度の情報等、周知

してまいりたいと思います。とのこと。  

 



 

- 5 - 

第７回はんだ山車祭り開催事業について、53 万人の来場者に対し 33 億円

の経済効果と言われているが、それだけを成果指標としていいのか。 

約 1,200 人に対しアンケート調査を行ったとのことだが、市民や来場者が 

快適に過ごせたのか、楽しめたのか、などの満足度を図るアンケートを 

より充実させるなど、成果の捉え方を考えるべきではないか。とに対し、 

 

 主催者側発表の人数や経済効果も必要となりますが、市としての成果指標

として来場者への満足度を計画に使用することも次回に向けて検討してまい

ります。とのことでした。 

 

 次に、建設部所管部分では、道路・舗装・河川維持修繕及び用悪水路改修

事業について住民要望に基づいた修繕・改修が目標として設定されているが、

半田市の道路行政を考えた計画や目標設定はあるのか。とに対し、 

 

幹線道路、通学路の整備については計画がありますが、その他道路等の 

修繕改修については住民要望やパトロールに基づいて順次整備をしておりま

す。とのこと 

 それに対し、突発的に生じる傾向のある住民要望対応が中心とならないよ

う、計画的な修繕、目標設定が必要である。との意見がありました。 

 

 景観形成重点地区において、優れた景観の保全と形成に寄不する個人や 

団体が行う事業に対する補助金交付が１件も活用されていないのはなぜか。

とに対し、 

 

 景観に対する価値を行政と住民が共有する作業が丌足していたと思います。

３つある重点地区の中でモデルを示し、重点地区に住んでいる方にイメージ

をつかんでいただくような取り組みをしていきたいと思います。とのこと。 

 

 アスベスト対策補助事業について、現在も吹き付けアスベストのある建物

は半田市内に存在するのか。市はその件数を把握しているのか。とに対し、 

 

 半田市において実数の把握はできていませんが、吹き付けアスベストのあ

る建物が存在するとは思っております。とのこと。 

 

 アスベストを使用していたとされる建物は限定されており、比較的簡単に

調査ができるのではないか。とに対し、 

 

 大きな建築物については県が調査をしていますので、県と調整し市でも把

握していきたいと思います。とのこと。 
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市営上池東住宅について新規入居を受入れしておらず、入居者が減尐して

いるのではないか。入居者のいる部屋を集め、空き家になった棟から、対応

していけないか。とに対し 

 

現時点では 77 戸の内、50 戸の入居があり、全て空き家となっている棟は

ありません。空き家を整理していく手法については今の段階では明確に 

出来ない状況ですが、今後入居者が減尐した際には検討をしていきたいと思

います。とのこと。 

 

 次に、平成 24 年度中小企業従業員退職金等福祉共済事業特別会計について 

申し上げます。 

 

 民間企業や、国、商工会議所でも行っている事業であり、加入者数等も 

減尐している。事業の廃止に向け、新規加入を停止できないか。とに対し、 

 

 制度の継続性と、加入者の将来設計などを鑑み、すぐに廃止することはで

きませんが、新規加入の廃止については、加入者等で構成する審議会へ提案

させていただきました。とのこと  

 

 次に、平成 24 年度半田市知多半田駅前土地区画整理事業特別会計について

申し上げます。 

 

この事業効果としてどれくらい税収が増えたかとに対し、 

 

区域内の建物に関する固定資産税は平成６年で 4,961 万 6 千円であったも

のが、平成 24 年では 1 億 4,247 万４千円と約 3 倍弱となっています。との

こと。 

 

180 億円の建物移転補償費を固定資産税で回収するには 100 年以上かかる。

建物だけで比較するとコストがかかりすぎではないか。とに対し、 

 

 仮に区画整理事業を行わなかった場合、知多半田駅前は車も入ることがで

きず、建物の建て替えもままならない状況になりうることを考慮すべきと考

えます。また区画整理事業は都市再生のために必要な事業であると考えます。

とのことでした。 

 

次に、平成 24 年度半田市乙川中部土地区画整理事業特別会計について 

申し上げます。 
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 中心市街地でないこの地区でなぜ土地区画整理事業を行ったか。とに対し、 

 

乙川中部の区域は、市街化区域に指定されていますが、田、畑などの農地

や低利用地が多くありました。そのまま放置すれば民間の小規模開発により、

道路や公園などのインフラが整備されないまま、スプロール化する状況であ

ったこと、また、この区域には都市計画道路環状線も計画されており、この

道路や河川の整備も行っています。今後も良好な住宅地の整備と、幹線道路

沿いでは沿道サービスの利用が図られるよう用途地域を指定し街づくりを 

誘導しています。とのことでした。 

 

次に、平成 24 年度半田市下水道事業特別会計について申し上げます。 

 

局地的な集中豪雨が発生するなか、市営排水機場などの管理運営をどのよ

うに行っているか。とに対し、 

 

市営排水機場は 6 か所を、排水ポンプ場は８か所を所管しております。管

理運営については、24 時間体制でポンプ場等に入ってくる水位、ポンプの稼

働状況や、火災報知機など機器に異常がないか、遠方監視システムによる監

視を、業者に委託しております。平常時は毎日 4 名体制で、施設を巡回し、

管理、保守点検をしております。異常があった場合は、緊急通報により現場

対応を行い、重大な異常であれば下水道課への連絡を受け、職員が対処して

おります。とのこと。 

  

以上のような質疑を行った後、討論を省略し、一般会計と５件の特別会計

を採決しました。 

 

 

まず、平成 24 年度半田市一般会計の歳入歳出決算のうち、当委員会に 

分割付託された案件については、挙手により採決した結果、賛成多数をもっ

て認定することに決定しました。 

 

次に、平成 24 年度半田市中小企業従業員退職金等福祉共済事業特別会計 

歳入歳出決算については、挙手により採決した結果、賛成多数をもって認定

することに決定しました。 

  

次に、平成 24 年度半田市知多半田駅前土地区画整理事業特別会計歳入歳出

決算については、挙手により採決した結果、賛成多数をもって認定すること

に決定しました。 
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次に、平成 24 年度半田市乙川中部土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算

については、挙手により採決した結果、賛成多数をもって認定することに決

定しました。 

 

次に、平成 24 年度半田市黒石墓地事業特別会計歳入歳出決算については、

採決した結果、委員全員をもって認定することに決定しました。 

 

次に、平成 24 年度半田市下水道事業特別会計の歳入歳出決算については、

採決した結果、委員全員をもって認定することに決定しました。 

 

 次に、認定第３号について、補足説明の後、質疑に入り、主な質疑として 

 

 売上や人口が減尐している中で、近隣市町との広域化についても検討され

ていると思いますが、どのような状況か。とに対し、 

 

 広域化は、将来的には避けて通れないと考えており、半田市はこれまで、

近隣の市町へ働きかけてきましたが、賛同は得られていない状況でした。 

しかし、平成 25 年度から、愛知県主導で県内全ての事業体が参加する広域

化の研究会が立ち上がり、近隣の市町も前向きに考えていただけるのではな

いかと期待しております。また、研究会の尾張東部ブロック幹事市を半田市

が担当することになりましたので、積極的に意見を発言していきたいと考え

ています。とのことでした。 

 

その後、討論を省略し、挙手により採決した結果、賛成委員全員をもって

認定することに決定しました。 

 

以上、ご報告申し上げます。 

 


