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第４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 18 日及び 24 日は 

午前９時 30 分から、25 日は午後３時 00 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。 

 

市民協働が様々な事業で浸透しているが、まだまだ現場の意思が伝わって

いない部分がある。市民協働を通じて現場の意思を汲み取る努力はしたか。

とに対し、 

 

現場主義がまだ十分でないことは感じています。まもなく始まるマイレポ

はんだも含めて、市民からの情報を受け取りやすくできるよう、市民へ働き

かける体制を作っていくことが重要と考えており、より現場主義を徹底して

いきたいと思います。とのこと。 

 

毎年半田市では多額の委託料が支払われているが、本当に委託すべき事業

か検討しているか。とに対し、 

 

新規の事業は、まず担当課で実施できないか、部分的な委託に留めること

はできないか、確認を行っています。また、専門的な知識、技術が必要なも

のはやむを得ず委託をしておりますが、必要最小限の事業にとどめています。

とのこと。 

 

職員の資格取得に対し、手当を付けてでも資格取得するのか、専門家に任

せるのかなど、一考する時期ではないか。とに対し、 

 

行政執行するうえで、資格がないと支障がでる場合、資格を取得する経費

は公費で負担しており、処遇も必要と考えます。資格手当については人事異

動や、職務の継続性も踏まえ、他市町の状況なども確認しながら調査、検討

します。 

また、資格を取得した職員に対し、人事考課や今後のキャリアアップにお

いて十分評価していく姿勢を持っています。とのこと。 
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市民経済部所管部分では、 

住民基本台帳事務事業について、なぜ外国人の居住実態調査を行うか。ま

た、住んでいないことが確認できないとはどのような状況か。とに対し、 

 

既に出国した方がいつまでも住民基本台帳に残っていることの無いように

調査し、整備を行っています。また、住んでいないことが確認できない状況

とは、誰かが住んでいる気配はあるが、本人に会えない状況です。とのこと。 

 

 これに対し、必要な調査なら、相手の在宅時間に合わせて調査しなければ

ならない、今後方策を考えてほしい。との意見がありました。 

 

墓地管理事業について、墓地使用者名義変更手続きの催促通知を具体的に

どのように行っているか。また、使用者不明の状況は。とに対し、 

 

墓地承継者の確認は、住民登録と連動している墓地管理システムを利用し

ており、住民登録のある方は、システムで確認しています。また、住民登録

のない方は戸籍調査にて親族を特定し、承継する可能性のある方に対し文書

で通知し連絡を取っています。 

使用者不明の区画数は調査を始めた平成 23 年度では約１万区画があり、戸

籍調査を実施したところ約 3,700 区画で承継する可能性のある親族を特定す

ることが出来ました。その方たちに対し、順次手続きを進めており、これま

でに 1,000 件以上の手続きを完了しています。とのこと。 

 

また、使用者不明区画の残り約 6,000 区画についてはどうしているか。と

に対し、 

 

各墓地に承継案内看板や無縁墳墓として確定をする為の改葬告示看板を設

置しています。また、告示看板を見逃してしまうことが無いよう、順次区画

ごとに個別看板を設置し１～２年様子を見ることとしています。その後、無

縁墳墓として確定した区画の再整備を行い、新たな墓地区画として市民に供

給していくこととなります。とのこと。 

 

環境保全事業のうち、畜産臭気対策事業について、半田市にとって最重要

事項だと考えるが、市長、副市長からどのような指示がでているか。とに対

し、 

 

環境課だけで進められることではない為、農務課と密に連携を図り、２課

で推進していくこと、また、市だけでなく、酪農組合、愛知県とも連携をと

り、農家が取り組みやすいように情報提供、現況把握に努めるよう指示を受
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けています。とのこと。 

 

また、農家へ対策を促すだけでなく、農家と住民が共に地域で生活してい

くには市民の理解を得るような情報公開も必要である。一般市民に対し、そ

ういった視点をもった PR はしているか。とに対し、 

 

市民への畜産臭気の状況報告として平成 25 年度から臭気状況をマップ化

し、環境報告書で公開しています。 

畜産農家があれば臭いがするのは当然であり、程度により共存していくこ

とは可能と考えます。半田市として酪農を振興していることも PR し、もう一

歩進んだ情報公開を考えて参ります。とのこと。 

 

有価資源回収奨励事業、その他プラスチック製容器包装処理委託事業、及

び紙製容器包装等処理委託事業について、回収実績値が目標値を下回ってい

るにも関わらず、事務事業評価では市民の意識が向上していると判断した理

由は何か。とに対し、 

 

クリーンセンターとして、市民へ呼びかけています３R について、まずご

み減量のリデュース、次に再利用のリユースを重点的に捉え、その上で３つ

めのリサイクルを挙げています。リサイクルの実績値は下がっていますが、

元のごみ量が減量されている中、市民の意識はあるものと判断しました。 

また、有価資源回収については、重量では目標達成していませんが、回収

団体は増えている点で、市民の意識は上がっていると判断しています。との

こと。 

 

ごみ減量対策事業について、市民一人あたりの生活系ごみ１グラムの収集

及び処理経費はいくらか。また、それは市民に対し PR されているか。とに対

し、 

 

平成 25 年度の収集及び処理経費は市民一人あたりの生活系ごみ１グラム

につき、年間 10.7 円です。ホームページや３R 推進会議でもお知らせしてい

ます。とのこと。 

 

ごみ減量を考えたときに、何を実施すべきと考え、それを市民に理解して

もらう為に何を実行したか。とに対し、 

 

家庭ごみで一番多いのは生ごみであり、重量にすると燃やせるごみの約 30

パーセントを占めている為、生ごみの減量について PR を継続してきました。

特に水切りの徹底はここ数年重点的に PR しており、今後も推進して参ります。
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とのこと。 

 

農業委員会事務事業について、農地パトロール後に口頭指導を行っている

が、それだけで良いのか。紙面に残したほうがいいのではないか。とに対し、 

 

平成 24 年度までは文書指導を行っていましたが、対象者が毎年ほぼ同じで

あることから、平成 25 年度は口頭指導を行いました。しかしながら、口頭指

導では状況の改善が見られませんでしたので、平成 26 年度以降は、文書での

指導に併せて意向調査も実施します。とのこと。 

 

耕作放棄地再生事業について、耕作再開取り組み主体が見つからない原因

は何か。とに対し、 

 

原因の一つに、取り組んでいただく方にも費用負担があることが考えられ

ます。とのこと。 

 

また、補助金の拡大など費用負担軽減の検討はしているか。とに対し、 

 

単に補助制度を拡大するよりも、耕作放棄地が増加した経緯である水田耕

作の利潤の減少を考えると、耕作地という生産手段を生かして、より大きな

価値を生み出す方策を考えることが、耕作放棄地解消に向け重要であると考

えます。とのこと。 

 

商工業振興事業について、半田商工会議所事業費補助金とは何に対する補

助か。とに対し、 

 

商工会議所が開設している中小企業相談所では、中小の商工業者に対して

日常的な経営状況、融資、業務改善などの相談業務を行っており、この業務

を支援しています。とのこと。 

 

中心市街地活性化推進事業について、課の評価と監査委員の評価が異なる

ことをどう考えるか。とに対し、 

 

中心市街地において店舗が増えていない実態については私どもも真摯に受

け止め、反省しています。これに対し、具体的な解決策を考え、実施するま

でに至ったことは評価をしています。とのこと。 

 

平成 25 年２月の新年度予算時の商工観光課の３大目標として、魅力ある商

店の誘致が挙がっていたが、今回挙がっていないのはなぜか。とに対し、 
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魅力ある商店の誘致は大変重要なことと考えます。しかし、知多半田駅前

を例にとると、駅前のホテル宿泊客がどこで食事をしたらよいかわからない、

と言う声も受けています。今後は半田ならではの店だけでなく、県外から半

田に見えた方が、気軽に入ることができる、価格帯、メニューのわかりやす

い店も上手に取り入れていくことが魅力ある街につながると考えています。

とのこと。 

 

また、知多半田駅前には気軽に入ることができる定食屋がないが、こうし

た店舗誘致が進まず、結果の出ていない現状をどのように捉えているか。と

に対し、 

 

この場所で不足している店舗を誘致することは、地域の利便性向上につな

がりますので、今後テナントミックス的な視点を持って取り組んで参ります。

とのこと。 

 

雇用対策事業について、緊急雇用対策事業を使って人材育成を行うとのこ

とだが、県の基金事業が終了しても、実施する予定はあるか。とに対し、 

 

委託先の NPO 法人では、今回、県の基金事業を活用して人材育成事業を行

いますが、この事業が終了した後は、NPO 法人の独自事業で実施することに

なります。とのこと。 

 

広域観光の推進事業について、課の評価と監査委員の評価が異なることを

どう考えるか。とに対し、 

 

広域観光については、総論では知多５市５町で実施することが決まってい

ましたが、各論では費用負担等の問題があり、まとまっていませんでした。

平成 25 年度は、大府市を除く４市５町及び５市５町の経済界が費用負担の面

も含めて合意に至っており、このことについて事務局として評価しています。

とのことでした。 

 

 次に、建設部所管部分では、 

橋梁維持修繕事業について、緊急輸送道路に指定されている道路に 15 メー

トル未満の橋梁はあるか。また、15 メートル未満の耐震化についてはどのよ

うに対応しているか。とに対し、 

 

緊急輸送道路に 15 メートル未満の橋梁はありませんが、緊急輸送道路から

地域へ物資を運ぶため必要な橋梁については、耐震化を図っています。また、
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主要道路となる１、２級道路については 15 メートル未満の橋梁でも耐震化を

図る予定です。とのこと。 

  

景観形成重点地区整備事業について、数年来、助成金が有効に使われてい

ないことをどう考えるか。とに対し、 

 

まだまだ景観形成への意識が低く、個人の負担も必要であることから、補

助金の活用が進まないのが現状であります。まずは、景観に対する市民の意

識があがるよう、景観を残していくことの重要性を伝えてまいります。との

こと。 

 

老朽化建築物取壊事業について、通学路に面しているブロック塀は把握し

ているか。とに対し、 

 

愛知建築士会が行ったデータがありますが、少し古いデータの為、新たに

調査の必要があり、住宅が密集している狭隘
きょうあい

道路
ど う ろ

地区
ち く

を対象に調査準備を進

めています。とのこと。 

 

民間住宅耐震事業について、耐震診断は対象住宅の３割程度にとどまって

いるが、市民に耐震診断を促す為にどのような対策をしたか。とに対し、 

 

耐震診断ローラー作戦として、自治区、建築士会に協力いただき、対象住

宅の戸別訪問を２地区で実施しました。とのこと。 

 

建築指導事務について、半田市が把握する前に建築物が建つケースはある

のか。とに対し、 

 

民間の確認検査機関が確認する建築物は、事前に半田市が把握していない

ものもあります。地区計画条例等が施行されている地区内については、事前

協議がありますので、確認申請の前に把握をしています。とのこと。 

 

また、葬祭場など、人の集まる建築物は、渋滞や路上駐車などが発生し、

住民とのトラブルとなることがある。建築前に対応することはできないか。

とに対し、 

 

用途地域に適合している建物の建築については、法律上建築確認を受け付

けしなければなりません。建築前の対応としては、条例等での個別用途の建

築規制が考えられますが、現在のところは難しいと考えています。とのこと
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でした。 

 

 次に、平成 25 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。 

 

 この事業を民間譲渡する検討はしたか。とに対し、 

 

 平成 25 年度の審議会で話題として挙がっていますが、基金の積立金不足額

が補われた段階で、民間へ移行するように話を進めていく予定です。とのこ

とでした。  

 

次に、平成 25 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。 

 

一通り移転も終わったこの時点で空き地、駐車場が約 2６パーセント、クラ

シティ半田の空き店舗率が約 40 パーセントとなっている。約 280 億円投資

した事業の結果は、失敗でないか。とに対し、 

 

当初目指していたものとは異なりますが、医療機関が集積しており、結果

的に、国が目指すコンパクトシティのあり方と方向性が一致しています。こ

れからの少子高齢化時代に必要な基盤整備となっており、必ずしも失敗とは

考えていません。とのことでした。 

 

次に、平成 25 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。 

  

土地区画整理審議会は、事業に必要な組織なのか。具体的に何をやってい

るのか。とに対し、 

 

土地区画整理審議会は、市施行による土地区画整理事業には必ず設置しな

ければならないと土地区画整理法に定められています。仮換地の変更や、保

留地に関することなどは、審議会の同意を得たり、報告しなければならない

ことになっています。とのことでした。 

 

次に、平成 25 年度半田市下水道事業特別会計について申し上げます。 

 

下水道接続率を上げる為に、半田市役所全体で取り組むなどさらなる対応

策はないか。とに対し、 
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平成 25 年度では、接続率に反映されやすい集合住宅に対し、オーナーや管

理会社の訪問を行いました。また、今後は関係部署と協力し、接続率の向上

に取り組んで参ります。とのことでした。 

  

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 25 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 25 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 25 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。 

 

次に、平成 25 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 25 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、

挙手により採決した結果、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 25 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、

挙手により採決した結果、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号および、認定第４号については、それぞれ補足説明の後、

慎重審査し、討論を省略し、それぞれ挙手により採決した結果、２認定とも

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。 

 


