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建設産業委員会会議録 

平成２７年６月２日（火） 

午後 １時３０分 開会 

 

○成田吉毅委員長 

本日はお忙しい中、建設産業委員会の初委員会にご出席いただきありがとうございま

す。 

  ただいまから建設産業委員会を開会します。 

本日は、市長が出席されておりますので、まず初めに、市長から発言をお願いします。 

○榊原純夫市長 

  建設産業委員会の初委員会にあたり一言ご挨拶をさせていただきます。 

成田委員長をはじめ委員の皆さま方どうぞよろしくお願いいたします。これから建設

産業委員会所管の課長よりそれぞれの課の主要事業の説明をさせていただきますので、

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○成田吉毅委員長 

  市長は他の公務があるため、ここで退席されます。 

しばらく休憩いたします。 

休 憩  午後１時３１分 

再 開  午後１時３２分 

○成田吉毅委員長 

委員会を再開します。 

初めに５月２０日に開催されました、委員長連絡会議において説明を受けた事項につ

いて、ご報告申し上げます。 

まず常任委員会の視察旅費につきましては、予算１人当たり９万円以内で実施します。

その他の委員会は、議会運営委員会及び特別委員会は、１人当たり４万５千円以内とな

っています。 

次に「閉会中の調査事項について」ですが、特別委員会設置の可能性もあるので委員

の意見を十分に聞いて協議し、調査内容を決定するようにとのことでした。 

次に「議員勉強会について」ですが、昨年度と同様に今年度も６回実施する予定です。

各常任委員会から１つずつテーマ・講師を挙げることになりましたので、よろしくお願

いいたします。 

次に「事業評価について」ですが、議会としての事業評価を継続して行います。実施

方法は現行どおりです。 

  概ねのスケジュールは、８月下旬に評価事業を選定し、９月議会終了後の 10月初めに

評価を行い、分科会としてまとめます。議員総会は、現段階で 10月 13日（火）の全員

協議会後を予定していますので、よろしくお願いいたします。 

最後に「決算審査の資料請求について」です。 

年々、当局に要求している資料が増えてきていますので、本当に必要な書類なのかど

うか委員全員で協議し、内容を精査してください。とのことでした。 

以上が、委員長連絡会議についての報告です。 
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議員勉強会、事業評価、決算審査資料の件については、後ほど議題といたしますので、

それ以外の部分で、ただいまの報告にご質疑ありませんか。 

【「なし」との声あり】 

ないようですので、これで委員長連絡会議についての報告を終わります。 

協議題１「所管事項の報告」を行います。 

本日は、当局から各委員に資料が配布されておりますので、資料について補足説明を

お願いします。当局におかれましては、簡潔で、分かりやすい説明をお願いします。 

市民経済部から、所管事項について資料に基づき補足説明をお願いいたします。 

○笠井市民経済部長 

  それでは、ただいまから市民経済部の所管事項につきまして、順に課長からご報告を

させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

○岩川市民課長 

【事業概要（２、９～１８頁）に基づき説明】 

○竹内（甲）経済課長 

【事業概要（３～４、１９～３４頁）に基づき説明】 

○大山観光課長 

【事業概要（５、３５～４０頁）に基づき説明】 

○長谷川環境課長 

【事業概要（６、４１～４９頁）に基づき説明】 

○加藤クリーンセンター所長 

【事業概要（７、５１～６２頁）に基づき説明】 

○成田吉毅委員長 

以上で、市民経済部の説明は終りました。ご質疑ありませんか。 

○新美保博委員 

  観光課に確認をしておきたいが、予算のときにその数字がでたのか定かではないが、

今までの観光客がどのくらいで、27年度はこれをやることによって何万人の観光客を目

標としているのかという数字はあったのか。ないのか。３月の予算説明会でその説明が

あったのか。 

○大山観光課長 

  予算時、主要事業の概要のところに確か目標という形の中で書かさせていただいてい

るというふうに記憶しています。予算時に観光客何人という説明をしたという記憶はあ

りません。基本的には、27年度の目標としては、120万人を目標に事業を進めていくと

いうことで考えております。 

○新美保博委員 

  27年度の目標を 120万人とすると 26年度は何人だったのか。要は 27年度は赤レンガ

と半六邸など新しいものを作るんだと。プラスαがあるということの 120万人なので、

26年度は何人だったのか。 

○大山観光課長 

  26年度は観光客数 93万人と数字をださせていただいております。赤レンガでは当初

年間 34万人という目標を掲げていましたが７月 18日オープンとなりましたので、22万



3 
 

人の目標とし、トータルで 120万人を目標としております。 

○新美保博委員 

  それから環境課について、環境審議会が 26年度は開催がゼロであったと。環境審議会

が審議がゼロということを、それは市長が審議会の開催を求めていなかった。ところが

ここの建設産業委員会の中でずっと言われていたことは、先ほどの酪農のふん尿の臭い

のことがずっと問題になっていて、環境課が 26年度にやったから数値を調べなおそうと

いうことになっている。この大きな問題をなぜ環境審議会が諮らないんだ。てっきり諮

っていると思っていた。審議会から環境基本計画を作るべきだということがあって、い

ろんなところで諮問会議やワークショップがあって、ということの流れができていると

思ったらこの数年開催していないわけだから、誰が半田市全体の環境をみているんだ。

環境審議会というのは、どのように開催しているのか。 

○長谷川環境課長 

  環境審議会につきましては、市長の諮問に応じて開催するということになっておりま

して、今まで大きな問題がないので開催しなかったということできております。今年に

つきましては半田市の環境状況を委員の皆さまに報告するというような機会を設けよう

ということで今のところは計画をしております。以上です。 

○笠井市民経済部長 

  少し補足をさせていただきます。ご指摘のとおり臭気の問題というのは市民経済部の

中でも最重要課題の一つだと思っております。当然こういった大きな問題に関しては、

適宜適切に環境審議会でお諮りし、答申を得るということではありませんが、状況を報

告させていただいてそれに対するご意見をお伺いする必要があると思っております。そ

ういった意味で、私も４月に市民経済部に参りまして、環境審議会が昨年開催されなか

ったと聞きましたので、これについて環境課長が申し上げたとおり環境審議会をちゃん

と開いて状況を報告するようにという指示をしておりますので、本年度はそういった形

で必要に応じて環境審議会を開催させていただいて状況の報告、そして我々が行ってお

ります対策に対するご意見を頂戴したいと考えております。以上です。 

○成田吉毅委員長 

  他にご質疑はありませんか。 

 【発言する者なし】 

 ご質疑なしと認めます。しばらく休憩いたします。 

午後 ２時１２分 休憩 

午後 ２時１３分 再開 

○成田吉毅委員長 

委員会を再開します。 

次に、建設部から所管事項について、資料に基づき補足説明をお願いします。 

○榊原建設部長 

  続きまして、平成 27年度建設部が所管いたしております予算概要につきまして、各課

長からご説明をいたしますのでよろしくお願いいたします。 

○近藤土木課長 

【土木課予算説明書（１～１４頁）に基づき説明】 
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○柘植都市計画課長 

【都市計画課予算説明書（１～１１頁）に基づき説明】 

○大松市街地整備課長 

【市街地整備課予算説明書（１～１８頁）に基づき説明】 

○神戸建築課長 

【建築課予算説明書（１～５頁）に基づき説明】 

○成田吉毅委員長 

  以上で建設部の説明は終わりました。ご質疑はありませんか。 

 【発言する者なし】 

ご質疑なしと認めます。しばらく休憩します。 

午後 ２時３３分 休憩 

午後 ２時４０分 再開 

○成田吉毅委員長 

委員会を再開します。 

次に、水道部から所管事項について、資料に基づき補足説明をお願いします。 

○笠原水道部長 

  それでは、平成 27年度の水道部所管事項につきまして、説明資料に基づきまして担当

課長より説明させますのでよろしくお願いいたします。 

○竹内下水道課長 

【下水道事業予算説明書（１～１４頁）に基づき説明】 

○森下上水道課長 

【上水道事業予算説明書（１～１３頁）に基づき説明】 

○成田吉毅委員長 

  以上で、水道部の説明は終りました。ご質疑ありませんか。 

【発言する者なし】 

ほかにご質疑なしと認めます。 

これにて、協議題１「所管事項の報告」を終わります。 

しばらく休憩します。 

午後 ２時５０分 休憩 

午後 ２時５１分 再開 

○成田吉毅委員長 

委員会を再開します。 

次に、協議題２「閉会中の調査事項について」を議題といたします。 

これまでの建設産業委員会の調査テーマについては、お手元に配布したとおりです。

本年度の調査テーマについて、各委員の皆さまからご意見をお伺いしたいと思います。 

しばらく休憩します。 

午後 ２時５３分 休憩 

午後 ３時５７分 再開 

○成田吉毅委員長 

休憩をとき、委員会を再開します。 
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ただいまの休憩中に皆さんのご意見をいただきまして、もしかすると次の委員会で変

わるかもしれませんが、本年度の閉会中の調査事項をテーマとして｢半田市の観光戦略に

ついて｣、サブテーマとして「まちなみ保存と再生について」としたいと思いますが、こ

れにご異議ございませんか。 

 【「異議なし」との声あり】 

  ご異議なしと認めます。それでは本年度の閉会中の調査事項は、「半田市の観光戦略に

ついて」サブテーマとして「まちなみ保存と再生について」にとりあえず決定いたしま

した。 

次に、協議題３「行政視察について」を議題とします。しばらく休憩いたします。 

午後 ３時５９分 休憩 

午後 ４時 ２分 再開 

○成田吉毅委員長 

  委員会を再開いたします。調査テーマに基づいて視察先を決めたいと考えております

が、行き先につきましては正・副委員長と当局で調整の上、決定したいと考えますが、

ご一任いただけますでしょうか。 

【「異議なし」との声あり】 

  では、視察の候補日ですが、第１希望は 10月 28日（水）から 10月 30日（金）、第２

希望が 11月 18日（水）から 11月 20日（金）、第３希望が 10月 19日（月）から 10月

21日（水）です。２日になる場合もありますが、３日の日程で予定をしてください。 

では、視察先につきましては決定次第、ご連絡いたします。 

では次に、市内行政視察について協議いたします。皆さんのご意見がございましたら

案を出していただければと思いますが、当初、赤レンガ建物がオープンするので見学し

ようと思いましたが、議員全員にオープン前の見学会が予定されているようですので、

この委員会では視察は行わないことといたしました。他にご意見があれば伺います。し

ばらく休憩いたします。 

午後 ４時 ４分 休憩 

午後 ４時 ５分 再開 

○成田吉毅委員長 

委員会を再開いたします。ただいまのご意見の中で紺屋海道と亀崎のせこ道を見に行

ったらどうかというご意見がございました。そのように進めていきたいと思いますがご

異議ありませんか。 

【「異議なし」との声あり】 

ありがとうございます。では、そのように進めさせていただきます。これも本来ならば

行程を組んでから視察日を決めるのですが、先に視察日を決めたいと思います。しばら

く休憩します。 

午後 ４時 ６分 休憩 

午後 ４時 ８分 再開 

○成田吉毅委員長 

休憩をとき、委員会を再開いたします。市内視察につきましては、７月２日（木）の

午後に行います。亀崎についてはせこ道を正・副委員長でピックアップいたします。行
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程については決定次第ご連絡いたします。 

次に協議題４．「その他」を議題とします。次回の委員会開催日の日程調整を行います。 

しばらく休憩いたします。 

午後 ４時１０分 休憩 

午後 ４時１２分 再開 

○成田吉毅委員長 

  委員会を再開いたします。次回の委員会開催日を７月３日（金）午前９時 30分から行

います。よろしくお願いいたします。他に何かありましたらお願いします。 

【「なし」との声あり】 

ないようですので、しばらく休憩いたします。 

午後 ４時１３分 休憩 

午後 ４時１５分 再開 

○成田吉毅委員長 

委員会を再開します。議員勉強会について、先ほど申し上げましたとおり各常任委員

会から１つずつテーマと講師を挙げることになりました。委員の皆さまから良い案があ

ればいただきたいと思いますが。しばらく休憩いたします。 

午後 ４時１６分 休憩 

午後 ４時１７分 再開 

○成田吉毅委員長 

委員会を再開いたします。勉強会については次回の委員会７月３日までにもし委員の

皆さまから良い案がありましたら次回の委員会で提案ください。よろしくお願いします。 

次に事業評価についてですが、過去に建設産業委員会が評価した事業の一覧をお手元

にお配りいたしました。今年度についても分科会を設置して進めたいと思いますがよろ

しいでしょうか。 

【「異議なし」との声あり】 

ありがとうございます。では、そのように進めてまいりますのでよろしくお願いいた

します。 

次に決算審査の資料請求についてですが、昨年、当局に資料請求した内容を最後に添

付しています。資料自体が整理できていない状況にあり、毎年多くなってきていますの

でこの内容について、委員会で協議し本当に必要な資料については残したり追加したり

し、不要なものは加除し、整理していきたいと思っています。６月 26日の６月定例会最

終日までに、追加・加除がわかるようにして事務局までご提出いただき、それを基に次

回の委員会で協議いたしますのでよろしくお願いいたします。しばらく休憩いたします。 

午後 ４時１９分 休憩 

午後 ４時２８分 再開 

○成田吉毅委員長 

  委員会を再開いたします。決算審査の資料請求についてですが、現在手元にある資料

のうち、項番１．２．３の(1)～(4)、(13)～(16)までは必要として、残りは不要とした

いと思いますがご異議ございませんか。 

 【「異議なし」との声あり】 
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  ではそのようにさせていただきます。そして次回７月３日の委員会までに必要な書類

がございましたら、その時によろしくお願いいたします。 

以上で本日予定いたしました議事は、すべて終了いたしました。他に何かありました

らお願いします。ないようですので、本日の委員会はこれにて閉会いたします。 

午後 ４時３０分 閉会 


