
，‘ 

.r 

次長 局長 委員長 議長

（載
－ 司 』

だも 雪診~－＿.；.；／ 

総務財政委員会記録 記
名

書
氏

, 
、ー’

吉田 誠 回一

自 9時56分
開催月日｜平成24年6月18日〈月〉｜開催時間 l l開催場所｜ 議会委員会室

至 11時05分

職名 氏 名 出欠 職名 氏 名 出欠

委員長 稲田雅 之 。三~ 貝 平田信広 。
委員の出欠 副委員長 西 原茂樹 。三3転之 貝 松田和己 。

三3事Z三 貝 早 瀬 賢一 。三3転:l:: 貝 小田忠良 。
三3事z正 貝 佐藤大 志 。三主民之 貝

長友幸子議員、下回英樹議員、白石良盛議員、小野正二議員、一上毅議員
出席議員

尾前総務部長、米田市民税課長

一星消防長・中川警防課長

説明のため
黒木企画部長、中村企画課長

の出席者

その他関係職員

傍聴

議案番号 件 名 果

6号 延岡市税条例の一部を改正する条例の制定
原案可決
（全員）

8号 財産の取得（水槽位消防ポンプ自動車）
原案可決
（全員）

陳情8号
住民の安全・安I~＼を支える公務・公共サービスの体制・機能の充実を求

継続審査
める意見書の提出に関する陳情

陳情9号
国民の権利を支える行政サービスの確保を求める意見書提出に関する陳

継続審査
i情
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稲田雅之委員長

開会 9時 56分

~ 

米田市開蛾長

稲田雅之委員長

平田信広委員

~ ,.. 
米田市原活果長

稲田雅之委員長

総務財政委員会を開会する。
今期定例会において本委員会に付託された案件let.議案第6号「延岡市税条例の一
部を改正する条例制促J、lまか1件、ならびに3月定例会から継続審査となってい
る開育2件の計4件である。

審査に入る前に、ます、審査の！闘事及と防法について、諮る。審査については議
案、陳情の！｜｜真に進臥 l明亨let.議案等審査l順序表のとおり進めていくこととし、そ
の中で、開胃第8号及び第9号の2件についてl本関連する内容の劇胃であること
から、一活して審査をし、照夫についてはそれ二宮l行いたいと思う力えこれに異議
ないか。
（「異議なし」と眠5＼者あり）
罵義力ほいので、そのように取り計らう。
これより審査に入る。
まま議案第6号内正岡市税条例の一部を改正する条例江刺定jを審査する。

はじめに、当局の説明を求める。

今回の改正lお也方税去の一部力敬正されたことに伴しk本条例について所要の改正
を行うものである。改正内容は年金所得者の動需控除lこかかる手続き力軍掠化され
たた臥市税条例の影響する部分について所要の改正を行うちのである。年金所得
者力湧漏または寡夫控除を受けようとする揚合、市町村ヘ申告書の提出が必要であ
った拭穀需・夫の欄力宅金けられるため、公的年金等想ム報告書が市町村に送信さ
れてくるようになるた瓜本人が年金沼ム者に報告すればここに入ってくるし、漏
れていだら新だに申告をすればよいということになる。この改正は平成26年1月
1日から適用さ札 26年関以降の住民訴見に反映されることになる。このことによ
り、年金所得者祇知書〈お閣総受ける際に申告問要になる。なお、他に生
命保険料問除学涯療費問擦を受ける揚合は申告書の提出が必要になる。以仁、審議

をあ瀬いする。

質疑はないか。

手続きが簡素化さ札控除の有無が巾向付 C自動的に把握力可能になるということ

である力丈掴添加属れることはないか。

公的年金等麹ム報告書力時町村に送付されてくるが、蹄ラの公的年金等麹ム報告書
には親書ι澗力ぼいので、本人が年金沼ム蓄に報告す仰ぎここに入ってくるし、漏
れていたら新たに申告をすれjまよいということになる。

他にないか。

（「なし」と昭15＼者あり）
質疑を終了する。
討論はないか。
（「なレ」と呼15＼者あり）
討論を終了する。
これより、議案第6号同国司市税条例の一部を改正する条例d滞仮EJ をl~央する
本案let.原案のとおり可決すべきものと決するに嘉義はないか。
（「異議なし」と昭15＼者あり〉
緊義力ほいので、本案！本原案のとおり可決すべきものむ夫定しだ。
続いて、議案第8号水槽｛寸消防ポンプ自動車購入に係る「財産のH苅写」を審査する。
はじめに、当局の説明を求める。

・－．．
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中川警防課長 ｜本案l立、消防車両釜備事業に基づき、平成6年12月購入の老キヨじしだ7.Jq劃寸消防

ポンプ自動車を更新し、消防力の充実を図るちのである。更新車両は消防専用車に

A2級のポンプを装備し、 2，α）（）（），の水僧及びヰャフスという圧縮空気肖化装置を

装備した、制関量6,400cc(J)最総見の消防車両である。この装置はユニット内で

消化薬剤を混合した溶液に回宿空気を注入レ、泡を作って闘すする最新の消化シス

テムである。使用する消俗類似天然系薬剤を使用しており、環境にやさUパ特徴
を侍っている。；w首化ならではの少ない水量で、高い消化能力を有することから、

消化効率の向上や水圧による2~皮富の発生を鵬リするl劫＼隊員の負担割戒につ
ながることから、機副主の向上につながると考えている。入札は8社による競争入

札で行い、結果宮崎市橘通東4丁目の武田ポンプ店力漕札じたものである。消費税

含む5,877万9，α刃円で芸部包を締結するちのである。納期は来年2月までとな

っている。以上である。

稲田雅之委員長

早津購一委員 ｜タンク車の更新基準が14年となっている成今回 18年経過し、 4情調じだ経

緯について説明をお願いする。

中JI瞳防課長 団更新調に基:::1~＇て醐位蹴はしご車欄間蝉悶鵬｜ a、
新しているところである力え財政面を者目撃しつつ、修理をするなどして対応してき
たものである。

稲田雅之委員長 他にないか。

早津購一委員 タンクは2，α）（）リットJVO.:癌霊力濁るという説明であった試薬剤を入れたときに

積載オーJ~ーということも懸怠されるが、どうか。

中川警防課長 ｜水の積載劃2.<XXJリツトJ印刷、期制糊すること閃きるの明間

ないと考えている。

稲田雅之委員長 ｜他にな叫

佐疎対志委員 ｜ポンプのメーカーはどこか。

中川醤貯課長 ｜森田ポンプ店である。 、
稲田雅之委員長 ｜他にないか。

小田忠良委員 入札の経常急金額、 8社の業者名などO)i資料をE欝認しておきだいと思うがどうか。

中川警貯謀長 資料を準備する。

小田忠良委員 今回の財産の腕写のよう蕊義案説明には入本し結果表のような資料を用意してもらえ

ると審査レやすいと考える。

中川智貯課長 ｜口頭になるわえ参考に、平成20年4月20日14時！こ開産された延岡市物昂等入
札参膿箪蜜員会において代位登録音、代位登録業者のうち、県外2社と市内1社

を除いた市内1社、準市内3社、県内9社の13社を選定し入札を行ったが、 5社

はE転屋しだ。

西原茂樹委員 ｜翻のE胴ま8社と聞いた拘来は13社であったということ札県内にこ哨

防ポンプ車を納入できる業者は伺社あり、そのすべての業者が今回参加しているの
か、またそのうち延岡の業者は伺社力活用用願う。
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中川智お課長

稲田5位委員

小田忠良委員

西原茂結1委員

中川智正T謀長

西原茂樹委員

,.. l中川前線

、 p

三星文男消防長

稲田5位委員長

小田忠良委員

中川警防課長

小田忠良委員

西原茂結援員

中川醤坊課長

松田和己委員

中川｜童日夜T謀長

小田忠良委員

市外業者は9社である。また、市内1社、準市内3社である。延岡市内にはポンプ

車を吸う会社がもう1社あつだ力え大型消防車は扱えないという理由で外させてい

だだいた。

他にない力L

今回若本陣が96.9%と非常に高いことから、入本剛線等を確認したいということ

で、資料をもらいたいということである。

予定価格はどのように算出されたのか。

4社見積をとり、内、 3社の見積金額の平均を予定価格としている。

森田ポンプでι淀価は分かるか。

製造メーカーカqパくらで販売したいのかということは予定価格の大きな基準になる

と思うが、調査はしているのか。

扱っている業者からの賠責ちり力望損指摘のちのであると考える

消防車には乗用車のようにしYgすゆメーカーにおいてち定価というちの力ほしLい

ろいろな付属昂などのパターンがあるので、仕織を記載して見積もりをとるしかな

いちのである。

知まどの資料を配布する。それを受けて質疑はないか。

舗料配布〉

武田ポンプl~納入にあたりどのような役割を担うのか。森田ポンプの役割とι潤連
を含めて8~J3をあ瀬いする。それぞれι濃蓄の業務について説明願う。

武田ポンプ店は商社であり、森田ポンプの裂昂を販売する業者である。共同してい

るので、ある程度どのポンヲ苫がどこの製昂を仮う力Yお夫まっている。武田ポンプ

店は仕儀書を塑こ市と製造メーカーとの専門的な有整・ヰfdj倹査を行うこともある。

いろいろなメーカーの製昂を扱いそれを納入する商社であるということならば、延

岡の会社でちできるのではということが言いたいのである。延岡の業者ち参入で

きるシステムカほいと、悪いとは言わないが、宮崎市内ι潟地力牡事を持ってし1っ

ている気がしてならな比延岡の小さい業者ち参入できるような入札のあり方ヤ深

件に関して契指旬旦当課を昭んで、審査をするべきでないかと思う。

入本凶き果表の免隊とは何か。また、市民撲蓄は三繍奇事1社ということか。

免除とは入札保8iEl主の免除である。延岡¢諜者としては三輸商事と中村消防防災で

ある。後者は日向にあるが、延岡に営難肋Tあるということで鍛に含んでいると理

解してちらいたしし

消防署から車体やポンプを特定のメーカーに指定することはあるのか。

そういったこと力？できないたぬ仕儀書で業者を選定し、多くの業者力匂Z等に参入

できるよう広く公募をしている。

建築・土木では見積ちりをとることは知っていたが、消防ポンプち同僚に見積ちり

を取るとは知らなかった。．ぢ社への見積際貢の方法はどうなっているのか。 3社を
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中川醤DJ&謀長

稲田雅之委員

中村企画課長

稲田雅之委員長

稲田雅之委員長

集めて見積もりをすることになると、価格等に関する話し合いの湯にならないとち
限らなししどこに見積もり際貢しているか業者同士がわからないように内密に行う

ものなのか。

ポンプの形状等I~じて仕様書を作成し、入札見積もりを慨買しているところであ
る。ただ、消防車両は定価というものがはっきりとはせず、注文一つで値段が大き
く変わってくる部分もあるが、なるべく対等化力咽れるようにということは努力を

しているところである。

他にないか。
〈「なし」と昭15＼：者あり〉
質疑を終了する。
討論はないか。
〈「なし」と昭15＼：者あり〉
討論を終了する。
これより、議案第8号水4割寸消防ポンプ自動車購入に係る「財産のH苅号」を採決す

る。
本案lま、原案のとおり可決すべきちのとコ夫するに嘉義はないか。
〈「嘉義なし」と昭15＼：者あり〉

罵義力句まいので、本案ta入原案のとおり可決すべきものむ夫定した。
続いて、 3 月定例会より継続案件となっている、開育第8号「住民¢疫全・安＇I~＼を
支える公務・公共サービスの体制・機阪が践を求める意見書江混出に関する関電J
及Ul凍情第9号「国民¢権利を支える行政サービスι漉保を求める意烏書提出に関
する閥胃」を一活審査に入るます当局の却用を求める。

2件の関宵に関レ、園甲漂等α期犬について5糊する。各陳情項目について部局す
るが、ます、国は平成22年6月22日に「鋳鮒け・枠｛寸けの風上」「基礎自治
体への権限移動「国の出先機謁の願リ廃山「ひも他き補助金のー活交付金化Jな
どを内容とする地域主権改革大綱を閣議央定し、一活法案を平成23年通常国会に
提出し、可決成立している。この地域主権改革大綱は、地域住民が自らの判断と責
任において地域の諸課題に取り組むことかできるようにするための改革と定義さ

れ司対町でl立、国と地方公共団体の関係を、上下の閲系から、対等に対話のできる
新たな開系へと根羽9に抱負するとしている。このことを受け、義務付け・枠惜け
の風上、基礎自治体への榔艮移譲については施行期日力匂成24年4月となって
いるものちあり、自治体においては必要な条例措胞や事務受け入れの準備を進めて
いる。次に、国の出先繍謁の願暁止についてだ力仁川＇ I＇他方知事会においては
t1JJ11リ広域行政機構を受け皿にして、国の出先繍謁を事務・栂良・人員・財源などを

丸ごと引き継ぐ想定している中、宮崎県市長会としては県知事に苅レ、国士気重
省の地方出先機関については拙速に改革を推し進めるのではなく、慎重を期して
対応してもらうよう特段江酒B膚をあ瀬いする旨の要望を去る1月に行っている。ま
た、全国市長会では国の出先機謁の擬引こおいては市町村と十分な儲義を行ってほ
しいとの潟義を採択している。次に、ひも付き補助金一活交付金化についてだが、
23年度は対象方都道府県ιめであった成 24年度には政令都市にち拡充される予
定である。なまえ市町村に対する配分は見送られているところである。最後に、地
域主権改革に対する県の対応については、県知事と各首長で構成する宮崎県・市町
村連携推進会議の中に、地方分権改革ヘ適切に対応するとともに、県内における分
権型社会の僑築に向け、県内における分権を推進するた臥当会議l;:t也方分権隠す
き臨め怠遇されている。これまでに推進盆義が4回、検討部会が3回開催されてい
るところである。

質疑に入＆質疑・意昆はないか。
継続審査になっているとのことだ力えその締毒の却且を弱婦に求める。
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（欝嘉鹿党日局

小田忠良委員

中村企画果長

小田忠良委員

早津類一委員

軍務馬主朔局

小田忠良委員

稲田雅之委員長

小田忠良委員

中村企画果長

稲田雅之委員長

松田和己委員

西原茂樹委員

3月定例会では国等の↑議義を見守忍必要があるということから継続審査となってい

る。まだ、参考に同趣旨似粛奮が21年度、 22年度と提出され審査されている力t
国が准進していることから利蒋尺とすべきとのことからいすれも利鶏尺となってし1

る。また、他市の的兄は宮崎市が23年6月に問題旨似関胃を利采J尺、ほか串間市

を除く、 6市に同趣旨似康｜育力寝出されており、都城市、小林市は3月に採択、残

りの4市は3月より継続審査となっている。

国がどういう方針であるのかということと重要であると思う。地方分権力漣められ

るなかで廃止されると困るという問題是起の上にこういう陳情になっていると思

う。現伏として市長会l羽翼霊に対応してほUパ旨の要望をしているということであ

ったむ守、うが、どうであつだか。

委員指摘のとおり、宮崎県市長会として閥実重に取り扱ってほしいと明翠を県知

事に出している。

であるならばもそういった関係機謁の意向や方向性ちそれなりに踏まえながら我々

としても対応しないといけないと思う。国が今非常に態れ動いているなかで、国が

どういう方向に持っていきたいのかを考えると、材料力ち乏しく判断Uこくいという

気力守る。

善努婦に礎郡部、以前延岡で提出された利采択となった閥書項目器棚してほし

しし

22年3月に審査されたときの項目が、地方に犠牲を強いる地方分権改革は行わな

いでほししL行政サービスの低下を招く国の地方出先繍謁を統廃合しないこと。公

務員を一律に首u滅する定数削減の計画を行わないこと。公共サービスを担う労働者

の劣悪な労働条件を改善し官製ワーキングプアをなくすこと。医療・福祉・教育な

ど暮らしを支える公共サービスを充実させること。独立行民法人・国立大学法人の

運営費交付金についてー働包な削減をや瓜法人の運営に支障が生じないよう必要

な予算箔置を講じること。以上である。これを以前羽菊宍にした経緯がある。

同会派の前任から話を聞いて、国の動向がはっきりしない以上、この閥胃について

間尺・利潤尺を決定するには判断緋粉包Uパという事情であったとのことである。

ただ、本市においては国交省などの国の出先機関が撤退ということになると、非常

に大変な状態になるι守、才Jttるので、容続という方向性は罵叡Dないところである。

意烏を言うと、内容としてlお采択すべきものと盆閥均で話をしたところである。

他にないか。

国の出先繍謁方ぽくなった露合、本市のお兄がどうなるのか、見直Uまどうか。

出先機関改革では国交省地方整備局、経産省経産尾k環鏡省の環境事務所を廃止す

るとなっている。宮崎県がこのなかで最も危慎しているのが地方整備局であると思

う。東日本大震災のときのような災害対F臥インフラι濯備といったことになると、

今後ち国に関与してほしいというのか宮崎県市長会の意見である。ただ国ち一定の

関与はするといっている拭まだ具体的に驚吉まってしないところであると思う。

他にないか。

8・9号は同趣旨という力別個の内容であると思う。畑司なることがあっても出先

機関を廃止するなという内容と、地局に犠牲を強いなければ出先機関を廃止しても

良いという内容であるということである。一活審査ということで提案され疋力え意

見を提出しようとしたら、別の意見書になると思う。 9号の方なら賛同できる。
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稲田雅之委員長

西原茂積擾員

黒木企画部長

稲田5位委員長

2つの凍情を採択してち同じ意烏書にはならないと思う力えその判断はどうなって

いるのか。

意烏書を提出することと、康夫は別個のものであり、どのような意昆書案を作成す

るのかは議会で協議するものである。

まだ、国の動向をうかがうということもあるかえもう少し理解を深依協議すべき
であるので継続して審査す芯てきであると考える。

参考までに、今、議論しているように、自治体で取り扱いがまちまちである。趣旨
力濯うのではないかというところもあるし、同趣旨で一括採択しているところもあ
る。

他にないか。
〈「なし」と断3者あり）

これまでの中で、継続審査を求める意異が出ているので、本2件に関してはまず、
閉会中の継続審査の可否について？彩夫する。開胃第8号「住民の安全・安＇I~＼を支え
る公務・公共サービスの僻ト機能の充実を求める意見書の提出に関する陳情」及
び「陳情第9号「国民の権利を支える行政サービスの確保を求める意島書提出に関
する陳情」 l志閉会中の鰍瀧詰にすべきものと決するlこ、賛成の蓄の挙手を求め
る。
〈数の確認〉

賛成多数と認める。よって、本2件似凍情は、閉会中の常断瀧箪査にすべきものと決
定した。
以上で、信託された案件d漕査は終了した。

委員震度告については !Ei！慶員長に一任し1ただきだいと思う拭異議ない力L
〈「異議なし」と昭ぷ者あり〉

異議力ほいようなので、そのように取り計らう。
次に、所管事務局査について諮る。

先月、開催U百万管事務糊会では、各諒行から主要事業や課題等の5糊を受けだ
ところである。そこで、出された課題等をちとに、委員会として1年間を通しての
テーマを設定し、所管事務庖査の活発化を図りたい拭このことに異議はない仇
〈「異議なし」と昭15＼：者あり〉

それでは、 1年間を通してのテーマについて協議を行うが、正副委員長において作
成した資料を事前に配布しているので、委員よりご意昆力な排lぱあ~買いする。
〔委員聞での協釦

それでは今年度let曜休資産の活用」及び「地ι弘、共交通体制づくり似応隼jの
2項目について、所管事務調査を行うこととする。

なおこれに伴い、本委員会としては、今期定例会最終日に、閉会中継続審査の申し
出を行いたい力tこれに異議はないか。
〈「異議なし」と昭15＼：者あり〉

嘉義力吸いので、そのように取り扱う。

なお、今後の具体的お舌動方法等については正副委員長に一任いただきだしL
次に、本委員会αラ問見察について、そι漢施日程を決めておきたしL
日程の協議を行うが、現在のところ、正副委員長においては9月定例会以降に実施
してはどうかと考えている力え異議はないか。
（「罵義なし」と昭15＼：者あり〉

では、瑚寺点で視察可能な日程について、事務局より却用してちらう。
〈事務局調且〉
ただいまの説明を踏まえ、日程のth語義を行う。
現在、正副委員長としては、 10月22自の旦での菊包が良いのではないかと考え
ているが、嘉義はない力L
〈「罵義なし」と昭15＼者あり〉
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それでは 10月22自の固有で、本委員会側ラ関見察を計画することにutcv¥,
なお、視察市及び調査項目については、先ほど決まった所管事務調査テーマ等を考

慮しながら、正副委員長において、そι漂を作成したい拭これに罵義はないか。
〈「票総しJと呼15＼：者あり〉

それでは今後、視察計画案がまとまったら、改めて連絡する。

本日予定していだ案件の↑麓義は以上である力11勤、に伺かないか。
（「なし」と昭t:S＼：者あり〉
これをちって車紛若財政委員会を閉会する。

閉会 11時 05分
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委員会資料

「議案第6号延岡市税条例の一部を改正する条例の制定」について

【改正概要】

地方税法の一部改正に伴い、個人市民税において、年金所得者の寡婦（寡夫〉控除に係る申告手

続きが簡素化されだため、市税条例に影響する部分について所要の改正を行うもの。

【改正内容】（個人市民税関係）

惨年金所得者の寡婦（寡夫）控除に係る申告手続きの簡素化【第 26条】

年金所得者が寡婦（寡夫）控除を受けようとする揚合、これまでは改めて市町村に申告書の提出

が必要であった。今回の改正に伴い、年金所得者が年金保険者に提出する「扶養親族等申告書」

の様式中に寡婦（寡夫）の欄が設けられ、年金保険者から市町村ヘ提出される「公的年金等支払

報告書」の様式中にち寡婦（寡夫〉の欄が設けられるので市町柑においても控除適用有無の把握

が可能となることから、個人住民税において、当該｝空除のための申告書提出が不要となるため、

,.. 申告に係る条文から「寡白書（寡夫）控除額」を削除する。

ri 

【施行期日〕平成 26年 1月1日（平成26年度分以後の個人住民税より適用〉

参考

｜年金所得者の申告手続きの簡素化｜

【現 行】公的年金等支払報告書に寡婦〈寡夫〉の欄がないだめ市町村への申告が必要

年金所得者

（寡婦（寡夫））

年金保険者

（特徴義務者：厚生労働省）

寡婦（寡夫）控除の申告が必要

市町村

【改正後】公的年金等支払報告書に寡婦〈寡夫〉の欄があるため市町村への申告が不要

扶麓親族等申告書

年金所得者

（寡婦（寡夫））

（「努婦（寡夫）Jの記載）

’P寡婦（寡夫〉控隊とは？

要件 1死別・離婚の区分

①夫と死別若しくは離婚後

婚姻していない者又は夫が

寡婦 生死不明

②夫と死別しだ後婚姻して

いない者又は夫が生死不明

③妻と死別若しくは離婚後

寡夫 婚姻していない者又は妻が

生死不明

公的年金等支払報告書

年金保険者

（特徴義務者：厚生労働省）

（「抑夫）Jの引
市町村

2 扶養親族の有無 3所得制限 4市税控除額

①扶養親族又は同一生計の ①無 26万円

子〈総所得金額等が38万 ※扶養親族であ

円以下〉がいる る子を有する1

②扶養親族の有無を問わな ②有〈合計所 の①及び3の②

い 得金額 500 に該当する寡婦

③同一生計の子〈総所得金 万円以下〉 については、 3

額等が38万円以下〉がい 0万円

る
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議実験埼財産個室よく準防!if~~.坦軽食患入単
消防車両整備計画に基づき、今回、消防署車両である水槽付消防ポンプ自動車の老朽化（平成6

年に購入し18年経過）に伴い、最新鋭の車両を導入し、消防力の充実・強化を図るもの。

1.財産名 ： 水槽付消防ポンプ自動車

2.購入先 ： 宮崎市橘通東4丁目 5番14号

株式会社武田ポンプ店

※8社による指名競争入札（5月11日）

3.購入台数： 1台

4.購入金額： 58. 779. 00 0円 （落札率： 96.9% ：予定価格60,641. 000円）

5.納入期限・・・・ 平成25年2月4日（月）

6.予算措置 （単位：千円）

消防施設費 総事業費
財源内訳

国庫補助 地方債 その他

当初予算 60 641 。 43, 700 。
入札結果 58, 779 。 42 300 。

※地方債：防災基盤整備事業を適用。（充当率75%、交付税算入率30%)

（参考）

0購入予定の水槽付消防ポンプ自動車の特徴

一般財源

16,941 

16 479 

① CAFS （圧縮空気泡消火装置）を装備。ユニット内で水と泡薬剤を混合した

泡溶液に圧縮空気を注入し作成した泡を放射する最新の消火システム。

② 消火能力の向上、水損防止、隊員の機動性の向上。

0本市における消防車両の現有台数・・・ 37台（高規格救急車5台含む）

O消防本部・署車両の更新基準

①梯子車： 15年 ②タンク車、ポンプ車、救助工作車： 14年

③救急車： 8年 ④その他の車両： 12年

0過年度の導入実績（署車両）

r 平成16年度 高規格救急車 ( 35,490千円）

平成19年度

平成22年度

II 

平成23年度

（参考）

i•延岡市財産条例・

救助工作車E型 ( 78, 120千円）

先端屈折式梯子車 (186,900千円）

高規格救急車 ( 33,075千円）

消防ポンプ自動車（ 20, 759千円）

（議会の議決に付すべき財産の取得又は処分）

！第2条 法 96条第 1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又

は処分は、予定価格2千万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い・・・・（省略）。



様式第4号（その1)

入 札結果表 （物品等）

入札に付した事項 水槽付消防ポンプ自動車

入札金額 ¥55,980,000 

決定金額
落札者氏名

側武田ポンプ店
¥58,779,000 

上記入礼金額に当該金額の100分の5に相当する額を加算した金額が申込み価格である。

入札年月日 平成 24年 5月 11日 入 札
場 所 第 5 会議室

開札年月日 平成 24年 5月 11日 開 本し

,... 番 第一回入札 第一回入札
備考入 札 者 氏 名

金 額 順位 金 額号 順位

九 1ii ？自 防 側
免除 57,100,000 委任状

2 u Dトラックスジャパン附
辞退

3 
三菱ふそうトラック・パス側九州

辞退ふ そう

4 （朝 伊 地 知 商 必コミ』

免除 58.500.000 委任状

5 宮 崎 ト ヨ タ自動車附
辞退

6 いすゾ自動車九州側
辞退

7 側 ヤ マ トボーデン
免除 58.000.000 

8 南九州日野自動車閥
免除 57,800.000 委任状

g 八興自動車整備側
免除 辞退

10 宮崎ラビットポンプ陶
免除 58.500.000 

,,. 
11 一 輪 商 事 附 免除

58.500.000 委任状

12 中村消防防災附
免除 57.200.000 委任状

13 附 武 田 ポンプ店
免除

① 
55.980.000 落札 委任状



次長 局長 委員長 議長

③ （参 ⑧ ／壱

総務財政委員会記録 書記
氏名

吉田 誠 ‘印？・；： 1

室会ロ貝委AQE 
議所揚催関

分
一
分

O

一3

0

一・4

時
一
時

O

一1

自
一
至

問時器包聞配
k

回目
白

2
月8

 
年

々
討
ヰ

成平日月催関

／『

職名 氏 名 出欠 職名 氏 名 出欠

委員長 稲田雅之 。三3事zミ 貝 松田和己 。
委員の出欠 副委員長 西原茂樹 。3三E之 貝 平田信広 。

三3長之 貝 早瀬賢一 。三3事z::: 貝 小田忠良 。
主三民之 貝 佐藤大志 。三＞－.：：：.之 貝

出席議員 ． 

中村企画課長松田管財課長

説明のため
の出席者

傍聴 ． 
〆ー－

議案番号 件 名 果

一 所管事務調査「地域公共交通体制づくりの促進」 一

一 所管事務調査「遊休資産の活用」 一

委員会行政視察について

、

小田忠良委員 市民乞＝百に直結する路＊~＇スの再編というものに取り高i~でほUパと5・6年前から言
っているが、ようやく芽力也てきたとら tうことでうれしく思う。
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総務財政委員会記録 書記
氏名

次長

⑧ 

局長 委員長

⑧ ⑧ 

吉田 誠

議長

寄

〆、、．

.. Eb~.：三1
・: __ ~ ノ

立与 I l自 1 0時00分
開催月日｜平成お年8月組日〈金）｜開催時間 1 1開催揚所｜ 議会委員会室

持 ヱヱ収 l l至 11時43分

職名 氏 名 出欠 職名 氏 名 出欠

委員長 稲田雅之 。三3事z三 貝 松田和己 。
委員の出欠 副委員長 西原茂樹 。三言提之 貝 平田信広 。

三3長:t: 貝 早瀬賢一 。三3転之 貝 小田忠良 。
~長l: 貝 佐藤大志 。委 貝

出席議員 ー

中村企画課長松田管財課長

説明のため
の出席者

傍臆 ー

議案番号 件 名 結 果

一 所管事務調査「地域公共交通体制づくりの促進」

所管事務調査「遊休資産の活用」

委員会行政視察について



次長 局長 委員長 議長

⑧ ⑧ ⑧ rず診

総務財政委員会記録
記
名

室
田
氏

，ー‘～、

吉田 誠 一一一ノ
n
H
F
 

「

E

室
A
Q
一品

口貝委
A

Q

E
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分
一
分

O

一3

0

一4

時
一
時

O

一1

自
一
至

回
剖

F
r
t－
 

之
ヲ催関⑥

収
日山

一
辺

月8
 

年
同
ヴ
目
白
ト
ヰ

成平日月崖也関

~ 

職名 氏 名 出欠 職名 氏 名 出欠

委員長 稲田雅之 。三＞..：：.之 員 松田和己 。
委員の出欠 副委員長 西原茂樹 。三＞..：：.之 貝 平田信広 。

~ 之 貝 早瀬賢一 。三3長之 貝 小田忠良 。
三~ 貝 佐藤大志 。三~ 貝

出席議員 ー

中村企画課長松田管財課長

説明のため
の出席者

傍臆 ． ,.. 

議案番号 件 名 果

一 所管事務調査「地域公共交通体制づくりの促進J

一 所管事務調査「遊休資産の活用」

委員会行政視察について 一

、‘



総務財 政委員 .A 
'%4 記 録

稲田雅之委員長

開会 10時 00分

中村企画果長

稲田雅之委員長

平田信広委員

’‘ 中村企面謀長

小田忠良委員

中村企由果畏

小田忠良委員

中村企画課長

小田忠良委員

r-
中村企画果長

平田信広委員

中村企百課長

平田信広委員

中村企冨課長

稲田雅之委員長

小田忠良委員

ただいまから車紛主財政委員会を開会する。
本日lお也或立洪気重体制乍り促進と遊休資産の活用について、所管事拡喝査を実施す

る。

ます、地色沼よ共交通体制乍り倍隼についての調査を行う。

はじめに、当局より、本市における現状等について、説3J.Iを求める。

地I或公共交通体制づくりの促進について説明する。

頃料lこ沿って5糊〕

説明は以主である。

ただいまの説明に対し、質疑はないか。

定締鋭fjJYスの赤字補填江注額を龍認したしL

H21年度から3272万2千円、 H22年度3,781万5千円、 H23年度3，倒8
万4千円と、年々 膨らんでいる状態である。

路紡Yスの利用の実観まどうなっているのか。赤者臓ということは利用者力旬ほし1と
いうことであろうと思う織強どうか。

宮崎充置は48系統すべて独自調査をしている。

5-6年前に総務財政で長野市に視察lこいつた力え長野市で策定していたようなパス路
線の再編基本計画はできないものかと思うがどう力L

宮崎克直の経側先兄力強しいというニュースカ昨年度末くらいから出ている拭県市町

村と、宮崎奇童でパス路線再編盆義を設置している。どう再編・維持していくのかブロ
ックごとに会議を行っている的兄である。

宮交や行政で設置する協議会があるι守、う力えその中で再編閣を灯ち出していくよう

なことは出来ないのか。

路線全体は県が主依延岡市内では公邦通話義を設けて践義をしている拭県全体の
路線再編箆義の濁司を見ながら、本市の計画を打ち出U討し

循環I＼ス¢廃践験は今日始めて知ったカミ前から方針力也ていた力、

当初予算の部長マ二フェストの中で説明をした。地峨公共交通会議が6月今年度中に
取り組むという方針を出していた。

どのくらいα見模になるのか。

1時間凶羽で循環できるような方向で考えている。詳細は今詰めている。路線パスの走
っていない大貫、古城を結15守f~Iこなろうかと思う。

他にない力、

市民生活！こ芭結する路線パスの再編というものに取り組んでほu,，と5・6年前から言
っているが、ようやく芽力也てきたということでうれしく思う。
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西原茂樹委員

中柑企画課長

西原茂樹委員

中村企麗果長

西原茂樹委員

中柑企画果長

平田信広委員

中柑企麗果長

松田和己委員

中村企麗果長

小田忠良委員

平田信広委員

中柑企百謀長

松田和己委員

中柑企画課長

稲田宮住之委員長

先ほど利用人叙を聞いだが、日によって誰ち乗らない日は運行しないという理解で、よ

いのか。

臨霊法上、コミュ二ティI¥スlei／＼ス停を設置し、閣寺運行をしないといけない決まりに

なっているので、乗らない日も運行している。

乗り合いタクシーは。

同僚である

名称について、乗り合いタクシーとか、コミュニティパスというように名称がバラバラ

であるが、異なるもののように感じてしまう力えパスとタクシーという遣いだけで、混

同してしまう力え統一してはどうか。

併せて旧延岡線の補助金はいくらわL

北方は合併からの名利tで使用していだので、そのままの名称としていた拭指摘のよう

に潤司レやすいと感じるので、今後の衡す課題とurc~¥, 
乗り合いタクシーやコミュ二ティパスの補蹴織は1835万2千円である。

前田について、 23年度灘賓で上ヨ鶴間102万4干尽安井線が99万6千円、

須佐線が41万3千円、小川線が55万9千円である。

北Jll線24人乗りのパスはH13年式ということ力L古いように感じる力えまだ、使用

IO'o~献ないのか。

運行問旧白じて、更新をしている力えまだ、問題ないようである。次回の更新時には

見直し右行う必要含めて、市のパスか長調のパスを使用するのかなど、隠すをすること

になると思う。

循環パスは高齢者のためにということもあると思うわえもう一つに中山市街地の潤主化

という視点ち必要になると思う拭齢制等含瓜中山市働也を常に循環するパスとい

うような構想はないのか。

将剰引こ関白磁7)1¥スがあるといいと思う力丈今回ι療 E実験では市街地j司空間〉視

点から怠延岡駅を発着とし、 1時間ごとに循環するもので、図書館や文化センター

付近までといつだように憶すしている力え指摘のような形にするのは景気重胞を見な

がら、今後の隠す課題になると思う。

関連で、循環パスを行うのであ制式逆回りも衡すしないと、便利なものにならないと

思うので、検討してほししL

宮交と伐越さはまた、計画の発表時期let

宮交と一緒に院義をし、運行主体は宮崎お重であるので、競合0)80~題はないと思う。補
助の部分については、利用者多く、自主運行できるのが良いと思っているがよ 8月末

1;:1也船共交通鎧勤窃るので、その中で決定していくのではないかと思う。

名古屋でlお世話坊代ランティアカt乗車しガイドしてくれる。この取り組みは非常に好評

であるu重野世主体で考えると非常に良い取り組みであると思う力丈見解let,

貴重な意男として受ける。

他になければ質疑を終了する。続いて、遊休資産の活用について企画課より説明をあ1頭
いする。

-3/5~－ー



中村企画課長 資料に沿って説明をする。

稲田雅之委員長 質疑はないか。

早津購一委員 支援斜交は県の動向をみるということであるが、その他のきヰ怒加白はどのような憶すが
進められているのか示してほしんし

中村企画果長 ｜縞命はでていない祇廃校！ま郊外地が多く、体育館は避難所や健康づくり臨受として利
用されていることから、地元の意見を尊重しながら活用策を検討していきたい。

小田忠良委員 ｜小学櫛加也は山町也力移いので、老朽化しでも目立たないわえ消防署蹴也は市街地にあ

り、解体してほしいと議会からも要望しているところであるか1新庁舎建て替えの備昂
倉庫として利用されているが、完成後は間違いなく解体されるのか確認をしておきた
い。

中村企麗果畏 明確に方町住はない力丈早めに方向性をだしていきたしL

小田忠良委員 老キヨじしてやり替えということにはならないと思う力え解体して更地にすべきであると
思う。 －、

中村企直課長 それを踏まえて方向性を出したい。

佐藤丸志委員 解体費用の試算ld:o

中村企麗果長 約6αX)万である。

平田信広委員 3支援学校は県の蹄受を市力演い受けてやるより、県に任せるべきではないか。

中村企麗果長 県は羽l頂として即民間に売却できないので、地元自治体に活用を投げかけ、それでも策
カほいときl志県のほうに戻して対応ということになる

平田信広委員 県の蹄受をもってくるようにできないのか。

中村企画課長 まずは買受け希望があるのか唱鱈すしている。

平田信広委員 民間に売却する粛司がつよいのか。 a、
中村企麗果長 県の内き陣情なので、はっきりとは言えないが、教育財産として活用レ脇田剛主はで

ている。

小田忠良委員 I ~黒から借りて活用方法を探るのも一つ方法ではないか。

中柑企画課長 ｜買うlまわゆでなく、借りることも念頭においている。一部・全部副首り受けるなどいろ
いろ↑議義をしている。

小田忠良委員 ポリテクスセンターの民兄lま。

中村企画課長 若菊宝の税調地である。

松田管財課長 財団法人になっている。以前は無償であったが、今は特買で貸していた力え財政的に苦
しくなり、解消の申Gt臼力匂った。

中柑企画課長 ！日南にl持鶴岡鴨川にいる侃延岡だけがと同のl調 u,,o
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西原茂樹委員

松田管賄懇

稲田雅之委員長

松田管町謀長

稲田雅之委員長

西原茂樹委員

松田管財課長

西原茂樹委員

_.. 
稲田雅之委員長

r 

船蔵邸也後は5託日肋T広く感じるが、原因lま。

不用な土地と一部を郊免したと聞いている。

管財課より説明をお願いする。

資料に沿って5閉店する。

質疑はないか。

⑩と⑫まーケ岡を開発するときに残った土地であると思う拭地区との約束上売却する
ことにはならないのでは。

現状その話がどこま c旬父~cあるのかは不明である。調査をしたい。

地元に売っていい土地なのかをしっかり確認L必しだ、売却リストに載せると、市カ約

束を民放にすることになるのはやめてほししL

他にないか。

（「なし」と昭15＼：者あり）
以上で、遊休資産の活用についての所管事13.語庖査を終了する。
委員より他に何かあるか。
（「なし」と呼15＼者あり）
これをもって総務財政委員会を閉会する口

-5;5~－ -
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’‘ 平成 24年 8月 22日 総務財政委員会企画課作成資料

遊休資産の活用について

本市では、これまで消防庁舎の老朽化による建て替え、在籍児童・生徒数の減少による小・

中学校の統合が行われ、多くの跡地施設が発生している。

また、市内にある 3校の県立特別支援学校（延岡ととろ聴覚支援学校、延岡たいよう支援

学校、延岡わかあゆ支援学校）が在籍児童・生徒数の減少や施設の老朽化等の課題を解決す

るために、平成24年4月、旧延岡西高等学校跡地に「延岡しろやま支援学校」を設立し、

3校を移転統合させることとなった。

これにより、県では現在の特別支援学校については、教育財産としての用途を廃止した後、

処分する方針を決め、本市に対して財産を買い受ける希望があるかの意向照会を行ってきて

いるところである。

これを受けて、本市では、平成23年8月に設置した「跡地活用庁内検討会議Jの中で、

現地調査をはじめ、跡地の活用策、有償譲渡の場合の費用や施設の補修費用・維持管理費等

,.. についての検討を行うとともに、県との協議や情報収集を行っている。

r 

I 旧消防庁舎・船倉団地跡地

(1）旧消防庁舎跡地の現状

0 所在地：延岡市船倉町2丁目 3-2

0 敷地面積： l,983 m2 

0 建物延床面積： 2.287 m2 

－昭和48年建設 鉄筋コンクリート造2階建 881 m2 

－昭和54年 鉄筋コンクリート造3階建 I.223 m 
－平成元年 鉄骨造2階建倉庫 99 m2 

・平成8年 鉄骨造平屋建倉庫 84 m2 

0 平成20年3月、新消防庁舎完成により消防本部が移転し、跡地となる。

0 現在、新庁舎建設に関連し、備品等の一時保管場所として使用している。

0 工事現場等の臨時駐車場としても有料で貸出を行っている。

(2）船倉団地跡地の現状

0 所在地：延岡市船倉町2丁目 6-5

0 敷地面積： 868m2 

0 平成20年 1月に船倉団地を解体撤去し、一部は警察駐在所用地、残りは更地

となっている。

0 イベント開催時の臨時駐車場として、有料で貸出を行っている。
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II 閉校小・中学校跡地

①旧上鹿川小学校（北方）

0所在地：延岡市北方町上鹿川申 735

0閉校年月：平成 17年3月 O敷地面積： 6,764 m2 

0校舎建築年：昭和38、52年 O校舎延床面積： 845ぱ

0体育館建築年：昭和46年 O体育館延床面積： 284m2 

②旧下鹿川小学校（北方）

0所在地：延岡市北方町下鹿川申 214-1

0閉校年月：平成 14年3月 O敷地面積： 432ぱ

0校舎建築年：昭和61年 O校舎延床面積： 759m2 

0体育館建築年：平成6年 O体育館延床面積： 224m2 

,. ③旧瀬口小学校 （北川）

,.. 

0所在地：延岡市北川町川内名 3175-39

0閉校年月：平成20年3月

（近隣に瀬口中学校があったが、平成 15年3月に閉校後、建物を解体し、宅

地嵩上げ事業の仮設住宅が建設されている。）

O敷地面積： 10,085 m2 

0校舎建築年：昭和42年（平成7年に大規模改修を行った）

O校舎延床面積： 908m2 

0体育館建築年：昭和51年 O体育館延床面積： 510m2 

④旧下赤小・中学校（北川）

0所在地：延岡市北川町川内名 9406

0閉校年月：平成20年3月（中学校は平成 15年3月）

O 敷地面積： 12,062 m2 

0校舎建築年：昭和38年（平成7年に大規模改修）

O校舎延床面積： 1,239 m2 

0体育館建築年：昭和50年 O体育館延床面積： 510m2 

⑤旧松葉小・中学校（北川）

0所在地：延岡市北川町川内名435

0閉校年月：平成20年3月（中学校は平成 15年3月）

O敷地面積： 13,355 m2 

0校舎建築年：昭和44年 O校舎延床面積： 988m2 

0体育館建築年：昭和56年（平成21年度臨時交付金で屋根補修）

O体育館延床面積： 542m2 

2 
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⑥ IE!祝子川小・中学校（北川）

0所在地：延岡市北川町川内名 10506-2

0閉校年月：平成 I5年3月 O敷地面積： 7.310 m2 

O 校舎建築年：平成 I9年に解体撤去

0体育館建築年： UH和54年 O体育館延床面積： 510m2 

⑦旧安井小学校

O所在地：延岡市安井町 1353

0閉校年月：平成5年3月 O敷地面積： 4,659 m2 

0 校舎建築年：昭和41年 O 校舎延床面積： 410m2 

O体育館建築年：既に解体撤去

m 3支援学校跡地

，‘ ① 延岡ととろ聴覚支援学校

0 所在地：延岡市土々呂町5丁目 2085

0 敷地面積： 17,405. 99 m2 0 建物延床面積： 5,327. 49 m2 

（主な建物の建築年と延床面積）

－管理棟 昭和47年 I.076 m2 

－教室棟 昭和45年 I.444 m2 

・寄宿舎 昭和45年 892 m2 

－特別教室棟平成4年 453 m2 

－視聴覚室 平成8年 152 m2 

－工芸室 昭和46年 244ぱ

・体育館 昭和50年 596 m2 

② 延岡たいよう支援学校,.. 0 所在地：延岡市櫛津町3427-31

0 敷地面積： 17,195.95ぱ 0 建物延床面積： 5,603.52ぱ

（主な建物の建築年と延床面積）

－管理棟 昭和54年 I.641 m2 

－教室棟（小、中学校） 昭和54年 797ぱ

・教室棟（小学校） 平成 15年 258 m2 

－教室棟（高等部） 平成 6年 821 m2 

・教室棟（高等部） 平成 15年 484 m2 

・給食棟 平成 7年 385m2 

・体育館 昭和55年 600m2 

3 
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③ 延岡わかあゆ支援学校

0 所在地：延岡市松山町 1-1 

0 敷地面積： 24,942. 00 m2 0 建物延床面積： 9,048. 21 m2 

（主な建物の建築年と延床面積）

－管理棟 昭和42年 I,055 m2 

－教室棟（小、中学校） 昭和43年 I, 229 m2 

－教室棟（高等部） 昭和42年 1. 593 m2 

－教室棟（高等部） 昭和47年 957 m2 

・特別教室棟 昭和47年 224 m2 

－寄宿舎 昭和42、54年 2,767 m2 

・体育館 昭和43年 429m2 

※上記施設は平成 17年台風 14号被災後に、災害復旧補助事業により復旧工

事が行われた。

,.. N 跡地活用庁内検討会議

,.. 

平成23年度に関係課により設置（座長：企画課長）。

検討会議の下に係長級で組織する 3分科会を設置し、より細部にわたる検討を実施。

これまで分科会を9回、検討会議を2回開催して、総合的な観点から活用策について、

検討を行っている。

4 
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【遊休資産の有効活用について】

平成24年8月：管財課財産係

【行政財産】

市庁舎や学校、公営住宅、文化センタ一等の行政活動のために利用している財産

【普通財産】

行政財産以外の一切の財産で、その処分等から生じた収益を持って地方公共団体の財

源に充てることを目的にしたもの。

【土地及び建物の内訳】普通財産 （平成24年3月31日現在）

区 分 土地（ぱ） 建物（ぱ）

一般財産 855 325.71 7,015.17 

貸付財産 352 410.02 8127.10 

山 林 66 031 783.07 。
合 計 67 239 518.80 15 142.27 

①売却可能資産（土地）※貸付地を含む

普通財産 128 700 ぱほど

※公共団体（園、県）等に貸付けているもの、行政財産と同様な活用（消防団施設や

道路等の法面）をするものや山林は除く。

【一般財産の主な土地】（別表参照）

船倉市営住宅跡須美江小学校跡地 3, 698m2、

母樹園跡（稲葉崎町） 5, 545ぱ、 松原町失業対策控所跡

868ぱ

2 8 4m2 

妙見町（寿の家跡） 5 8 8ぱ ほか

【主な貸付財産】

【有償貸付】ポリテクセンター 35, 62lm2、公民館関係 13箇所 3. 753m2 

延岡地区森林組合 50. 630m2 延岡地区骨材公社 17, 479ぱ

【無償貸付】社会福祉協議会 1. 860rri 老健施設 4箇所 19. 019m2 

シルバー人材センタ－ 2. 387m2 保育園関係 11箇所 9, 802m2 

妙見町グランドゴルフ場（水明荘横） 2. 462m2 ほか

－土地建物の貸付料の推移

年度 土地 建物 合計

21 43, 581, 631 円 5, 708, 176 円 49, 289, 807 円

22 42, 287, 164 円 6, 292, 304 円 48, 579, 468 円

23 40, 500, 985 円 6, 940, 828 円 47, 441. 813 円



【土地売払い状況】

．土地売払い状況の推移

年度 件数 譲渡面積 合計

21 30件 26 223. 31 rri 66, 564, 548 円

22 20 件 1' 670. 70 rri 9, 146, 838 円

23 22件 2 531.70 rri 31, 563, 426 円

※ 2 1年度については、高速道関係の用地売却のため、件数、金額が増えている。

※ 23年度公募により宅地 日の出町2丁目 218. 1 grri 

売払額： 14, 771, 000円

※ 24年度公募により山林 野地町2丁目 858.70rri 

売払額： 5, 000, 000円

,.. 野田町の区画整理後の保留地 111. 92rri 

売払額： 7, 324,000円

※ 東日本大震災の影響で、海岸部の土地が難しい状況にある。

,. 



普通財産活用状況リスト

名称 所在地 面積 現況 活用状況 区域

市住船倉団地跡 船倉町2丁目6-5 868.44 宅地
現場事務所・駐車場とし

市街化
て貸付中

2 須美江小学校跡地 須美江町535他 3 698.80 雑種t也 工事現場事務所敷貸付
調整

中

隣接者が価格によっては
3 旧桜ケ丘第一団地 桜ケ丘3丁目7104-3 119.40 宅地 買取希望（公売したが売 市街化

れない）

4 寿の家跡地 妙見町3964ー1 588.78 宅地 公売したが売れない 調整

5 北小路交番跡地 北小路2番8 61.74 宅地 公売したが売れない 市街化

6 大福良区画整理換地 伊形町5215-7 52.24 宅地
三角地の不整形。両隣接者

市街化は買取希望なし

7 松原町失業対策控所跡 下伊形町8772-4 284.97 雑種地
市道に挟まれたニ角地。

市街化
無断駐車あり

8 稲葉崎母樹園跡 稲葉崎町6丁目77-10他 5,545.52 山林｛宅地）
周囲をため池に固まれた

調整
雑木林，． 9 払下住宅敷跡（貸付中） 昭和町3丁目1948の一部 156.29 宅地
接道条件あり単独では売

市街化
れない

10 北ーケ岡4丁目保留地（美容室様） 北一ケ岡4丁目2-313 143.85 宅地
防災施設用地としての希望

市街化あり

11 妙見町グラウンドゴルフ場貸付地 鯛名町422-4の一部 2 462.31 雑種地 妙見港区に無償貸付中 調整

12 ーケ岡農協貸付地 北ーケ岡4丁目4-3 1177.77 駐車場 有償貸付中 市街化

13 住宅地貸付 早上巳1686-8 399.05 宅地 有償貸付中 区域外

14 北方町商工会貸付地 川水流卯773 361.50 事務所敷 有償貸付中 区域外

15 川水流郵便局貸付地 川水流卯670-2 204.00 事務所敷 有償貸付中 区域外

16 作業場・資材置場貸付地 古江2888-1 1 451.00 宅地 有償貸付中 区域外

17 北浦被服貸付地 三川内2783-2 1 047.39 駐車場等 有償貸付中 区域外

WI 18 商工会館貸付地 古江2522-9 251.00 事務所敷 有償貸付中 区域外

19 瀬口小教職員住宅 高畑3242-1 626.13 宅地 建物貸付中（H24.12まで） 区域外

20 下赤小教職員住宅 下赤前水流9463 2 407.98 宅地 未活用（建物あり） 区域外

21 祝子小教職員住宅 弓弦10447-1 730.00 宅地 未活用（建物あり） 区減外

22,638.16 
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三3長之 貝 早瀬賢一 。三-s.'f<::.之 貝 小田忠良 。
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議案番号 ｛牛 名 果

総務財政委員会協議会の開催について



稲田雅之委員長

_.. 

,,,. 

総務財政委員

総若財政委員会を開会する。

4』
2X 記録

開会 16時 10分

先ほどの本盆義において本委員会に付託された5諒競4号「新庁舎建設の地元業者への
発注に関する請願jについて、新庁舎麓受に関しては本市における大型事業であり、

また、今期定例会の一般質問においても何名もの議員力句史り上lナていることから分かる
ように、本市における重要な事業にかかる請顕である。ついては審査に先立って委員
会の↑繍会という形式で請願書、およU:当局からの5朔を聞いた上で、 18日に行う予

定の委員会審査の充実を図りたいと考えているが、これに異議ないか。
（「異議なし」と昭15＼：者あり）
異議カほいので、そのように取り扱いたい。なまえ↑麓義会の開催については請願者など
開系者の都合に合わせ、明日14日の13時から中小企業センター5階の銭義室1で行
いだいと思う力えこれに罵義なしめL
（「嘉義なし」と昭i5＼：者あり）
それではそのよう取り計らう。
委員から他に何かないか。
（「なし」と昭i5＼者あり）
以土で縦繍政委員会を閉会する。

閉会16時 15分
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稲田雅之委員長

高浜経営政策果長

稲田雅之委員長

平田信広委員

高浜経営政策果長

早津類一委員

高浜経営政策課長

早瀬賢一委員

総務財 政委員

語録須オ政委員会を開会する

だだいまから、総務財政委員会を開会する。

.A 
'Z4 記 録

開会 10時 08分

今期定例会において本委員会に信託され疋案件lま、議案第25号「延岡制宣富南コミュ

二ティセンター条例江制定j、ほか3件、請願 1i牛ならびこ6月定例会から継続審査と

なっている閥胃2件、の計7件である。

審査に入~uに、審査の順序及E苅法について、諮る。
審査は議案等審査II民序表のとおり行うこととする力えそι沖で、開胃第8号及び第9
号の2件については関連する内容の劇胃であることか弘一活して審査し、深刻こつ

いてはそれぞれ行いたいι思う力たこれに異議なしめL
（「異議なし」と昭ぷ者あり）

嘉義力低いので、そのように取り計らう。

これより審査に入る。

議案第25号日正岡市恒富南コミュニティセンター条例d滞仮むを審査する。

矧まど現地視察を行ったところである拭当局より補足して翻且を求める

臨受は旧歯科衛生士専門学校を利用し、敷地面積は駐車湯部分を入れて1,673rrlと
なっている。建物は鉄筋コンクリート造2階怠 425.76mである。昭和62年建築

である大語義室が2っと中会議室が 1つある。樹君闘士切りになっているので、多

人数て慎う湯割d:稼｛郵謝土切りをオープンにすることによって、 120名ほどの事周が

可能になるトイレは多目的トイレを含む整備をしている現在実臨鑓的明了してお

り、 10月～2月までの4ヶ月で改修工事を行i,,＼.指定管理については地鼠ι漣営委

員会力結成される予定であるので、 12月議会において指定管理者の指定を行って、そ

の後運用に関する質疑などを行って、 25年 4月から利用開始できるよう準備をして

いきた比次に条例伐糊を行う。第 1条趣旨について、恒富南、中畑致Dコミュニ

ティ活動ι娠興を図るだめに、地方自治法第244条の2ι涛淀に基づき、延岡市恒富

南コミュニティセンターを設置することになる。第2条は位置に関することであり、セ

ンターを延岡市緑ケE五丁目 1 番 16号I~安置すると定めている
第4菊ま指定管理者力行う業務について定臥第5条から第8条は施設の使用におけ

るH販を定めている。第9菊d:会議室ι矧J用料金等を定めている成通常の事周は無

料である力え商昂¢痘伝、販売その他ι燈利を目的とするときや入鑓株会費その他こ

れらに類する費用を徴収するときは有料とするものであるまだ、センターの冷暖房設

備はコインタイマー方式とする予定である。続いて第 11条は俄宮白を定臥毎週月

曜日、国民の祝日や8月 13日から8月 15日・ 12月28日から翌年の1月3日まで

を休館としている。開館建悶lま、午前9時30分から午後 10時までとし、午後5時

以降の使用者がない湯合は午後5時までとする。施行期日は25年4月 1日として

いる。以上である。

これより、質疑に入ゑ質疑はないか。

他の臆奴濯畷見定と遣いはあるか。

特に遣いはなく、他の施設と同嫌である

視察ι沖で、付帝設備も借りること力？できるとのことであった成和周料金ld:5.夫まって

いるか。

個別の利用料金は今後詳細を詰めていくことになる。

他に似たような名称の編め句り、間違えやすいのではないかと思うが、名称の変更を

-1 /8~－ -



高浜経営政策課長

稲田雅之委員長

佐藤丸志委員

高浜経営政策課長

稲田位委員長

小田忠良委員

高浜経営政策課長

小田忠良委員

高浜経営政策課長

稲田号佼委員長

平田信広委員

高浜経営政策課長

平田信広委員

高浜経営政策課長

稲田院委員長

松田和己委員

高浜経営政策果長

稲田監之委員長

倹討する予定はない力、

名称については、地I或の協議会との意見交換で詰めてきたが；恒冨地区の南部を広滅的
に力｝＇＼ーする呼び方が棚E\U,＇ということで、この名称I~央定しだ徹奪がある。

他にない力L

工事中の績にある聖＇I~＼ウルスラ高校に対する安全対策ld:o

工事用の入り口を整備し、臨受をフェンス等で区切り、基本的には独立した形にするこ
とで対応する。

他にないか。

備官日について、利用者の相更性を考慮してあ澄・正月ιゆ休館としているコミュ二テ
ィセンターがある力え本条修康では月曜を備官日に定めているのはなぜか。

月曜を休館日としている他の臨受とι濯合を図っているためである。ただし、月脳相官
の髄到こついて怠利用者のニーズ口百じて関館司能ということで対応をしている

鳥海コミュニティセンターはあ主主と正月江ゆ休みにしているカミ本コミュニティセンタ
ーについては月曜日ち開館する考えはない札

基本的には月曜日休館での霊営を考えている拭今後の利用実態を見ながら検討してい
きたい。

他にないか。

関連で、盆正月ιゆ休みとしているのは東海だけか。

川中コミュニティセンターも同僚の取り仮いである力tここち当初は月曜を休館として
おり、利用実態や市民からの要望を受けて、変更し応衛書がある。

変更には条例¢淑正を伴うのではないか。

委員指摘のとおりである。

他にないか。

センターの目の前に公式野球で使われていたクラウンドがある祇隠す委員会ではこれ
に関する↑議義はあったのか。

学倒則は利用しても樹つないという姿勢である。使用料等は今後学樹則と指目を詰める
~要力窃ると考える。

他にないか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
質疑を終了する。
これより討論に入る。討論はないか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
討論を終了する。

これより、議案第25号「延岡市恒富南コミュニティセンター条例の潮見Jを｝*5.夫する。
本案は、原案のとおり、可決すべきちのと決するに、罵義ないか。

-2/8~－ -
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上ノ原厄成富埋至長

、， 稲田雅之委員長

中川皆既果長

、，

稲田雅之委員長

〈「罵義なしJと呼ぶ者あり〉
異議力ないので、そのように取り計らう。
続いて、議案第26号日正岡市防災会議条例および延岡市災吉刈策本吉際鰍〉部を改
正する条例の市促Jを審査する。
当局より説3}.Iを求める。

本案については災吾刈策基本まのー音敵正により、市町村におけQWJ1災会議およ自足
害対策本部に係る所掌事務の男直しと明確化力図られだことに伴は開系する2つの条
例について、所要ι波正を行うものである 2つι深例制司一目郎防法改正であるの
で、改正する条例を一本化し、本案を提出するものであるます、廼司市防11鎚繰例

については第2条に市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議
することを追加し、第3条自主貯災組織を矯成する者又はき毛織頚鈎双》る者のうちから
市長力望副署する蓄を新たに加えることにより、広く多織な主体江疹薗により、防災計画

及び各種貯災対策σ渓を図ろうとするものである次に災吉刈東村際例に：：＞｛，＇て、
市町村の災叡立策本部について改正前は都道府県の災叡3策本割司ーの条文て規定さ
れていたもの力1今回の法改正により、新たな条文に規定されだことに｛料k本条例第
1条の引用条文を改正するものである。以上である

これより質疑に入る。質疑はないか。
（「なし」と暗示者あり）
質疑を終了する。
これより討論に入る。討論はないか。
（「なし」と昭ぷ者あり）
討論を終了する。

これより、延岡市恒富南コミュニティセンター条例。滞！健を採決する。本案l~ 原案の
とおり、可決すべきちのと決するに、異議ないか。
〈「嘉義なし」と呼15渚あり〉

罵義かないので、そのように取り計らう。
続いて、議案第27号 f延岡市水防協議会剣列の一部を改正する条例の制定jを審査
する。
当局より説明を求める。

本案I~ 水防法況妊され疋ことに伴｛，＼延岡市水防院総条例のヨ開条文にす引fJ生
じたた瓜一部を改正するものである。水防法ι淑正により、国土克直大臣は狩jく・津

波または高潮による著しく激甚な災害力亨註した揚合において水防上緊急を要すると
認められるときは当読む害の発生に伴しL侵入した水の持協等の緊密舌動を行うことが
できるとする条文が 32 条として続宣されたことに伴は延岡市水防t~語義会条例の第
1条において引用していQ]J<l泊法第33条第1項が第34条第1項に変更となること

により、条例の一部改正をするものである。改正の2点目は筋船内容が甥伏にそぐ
わない内容力窃るだ臥改正をするものである。改正点は第6条〈幹事及び書記〉を
庶務！お肖防本音防桁うという文言に変更するものである以上である

これより質疑に入る。質疑はないか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
質疑を終了する。

これより討論に入る。討論はないか。
（「なしJと呼ぶ者あり）
討論を終了する。

これより、議案第27号軍岡市水防1務総条例の一部を改正する条例の告促jを採
決する。本案I~ 原案のとおり、司｝央すべきちのと決するに、繁義ない机
（「罵義なしJと呼15＼：者あり）

要言動tないので、そのように取り計らう。

続いて、議案第28号日正岡市火災予防条例の一部を改正する条例d滞促Jを審査する。
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宮本予防課長

稲田雅之委員長

松田和己委員

宮本予防課長

松田和己委員

宮本予防課長

松田和己委員

宮本予防課長

稲田雅之委員長

（議会事誇諸問

当局より説l~を求める。

本案は急速充寵愛備放火災予防上、 l必要な安全対策について、条例で基準を定めるこ
ととされている「対象火気嬬等」に追加されたことに伴は当読鋪を設置する際の
位置、構造および琶理に関する基準等を新だに定めるものである。改正の背景について
は電気自動車用の儲墓充電設備拭近年弱動湛められて、それに伴しkインフラ整
備も進み、電気自動車用の急速充麓婦の設置機動られている。まだ、今後さらなる
普及が見込まれることから、そ僻寺性等を踏まえ火災予防上、必要な安全対策について、
全国的に統一した基準を定める必要力窃ることから、省令の一宮殿正を行仇火災予防

条例で定めることとなったちのである。なまま延岡市内の設置·~月ま自動車販売会社に
おいて一基の設置されている。また、火災予防条例では消防長・消防署長への届出は不
要となっており、急速充霊安備は電気自動車等の利用者の利便性確保似三瓜今創立給

油取扱所や、商業施設等ヘ伐気動七予測されているところである。

これより質疑に入る。質疑はないか。

急速充霊安備について、本市の設置はーか所であるとι湖周であつだ力え旭化成にも設
置されていると記憶している力えどうか。

普通充窓銚割まあると聞いている祇急速充慈愛備は市内に一基であると聞いている。

今設置している設備力噺基準に適合しないもので65ttf式すぐ改修しなければならない
のか、または絡屋箔置があるのか

条例α恨l民俗画笛置を定めている

今街宣童する際には消防署に対して申請ま~要ないのか

火災予防菊列で、届出が必要な設備と定められていないので、消防庁長・消防署長への
届出臨必要ない。

他にないか。

（「なし」と昭iS＼者あり）
質疑を終了する

これより討論に入る。討論はないか。

（「なしJと昭iS＼者あり）
討論を終了する。
これより、議案第28号f延岡市火災予防条例(J)-gBを改正する条修抑制三lを？完投す

る。本案lcl原案のとおり、可決すべきものと決するに、嘉義ないか。

（「嘉義なし」と呼，5渚あり）
要意義がないので、そのように取り計らう。
続いて、諦疎4号「新庁舎道生の地元業者への苑主に関する5諦異」を審査する。
先日、 14日に紛繍政委員会rn議会を開室し、 5観音及び当局より5糊を受けたとこ

ろであるが、 18日付で3名伐欝鰭より、 5轍人部屋申出願い力提出されている。こ

の件に関し、暫定局より、 ~$t8.F.lを求める。

請願者の－g陪草屋により変更力生じるということは通常、請願αE旨を十分に理解さ

れだ上で提出されたことを考えると、あまり例のないことだと思われる力え請願者すべ

てがなくなったわけではなく、その趣旨に変更力生じるものではないので、請願自体は

有効である。残る5諒臥力句史下げ等を行わない限り、｛寸託されだ委員会としては穏青
願について、通常どおり審査されること力活切な取り扱いと解される。なお、この複数

の5競演者江坤からの一吉陪鑓というケースの取り！良いについては穏静買がすでに委員

会に儒王されていることから、 24日の定例会最終日の本髭義におし1て許可することと
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稲田雅之委員長

小田忠良委員

稲田雅之委員長

平田信広委員

（議会事号室局

稲田雅之委員長

早津蹟一委員

稲田雅之委員長

西原茂樹委員

松田和己委員

小田忠良委員

稲田雅之委員長

なる。しだがって、適当な委員盆霊営としては本日ι溜査は質疑までにとど瓜討
論.t殺については 24日の本会議で一吉晴願人α鑓涜伺され疋後、再度、委員
会を開いて行つてはどうかと考える。以上である。

開店は以上のとおりであり、請願者の一部穏についてはそれをちって蒋欝助努欄
となるものではないことから、本日この揚では質疑ιめを行仇議会最終日に再度委員
会を開き、討論及的采決を行いたいと思う玖これに異議ない仇
（「異議なし」と舶5＼：者あり）
委員より質疑・意見等はない仇

今回伐青願の稽からして、新庁舎にかかる工事を1α)o/q)tiく地沼こやらせてほしい
という熱意が伝わるし、我々 も綴尽な公共工事等に関して地元に優先発主をあ瀬いして
きた経緯がある。ただ、請願書の一部活認され疋ということは手聞こ重くとらえる
必要力濁ると思う。市民乃大多獄力旬じ居、いであると考えていた弘一音阪支欝鷲訪辞
退をするということに溺憾力応。しかし、請願の趣旨白倒まこれまで議会でち寸変質
問などで取り上げるなど、方向性宅激するものであるから、異議を唱えることなく、

私は掬尺すべきであると思う。 ＼ 
い&n

他にないか。

5転屋に関しては理由力強べられているのか。

請願人Z転屋申出願書によると、都合によりということである。

他にないか。

請願の趣旨については十分理解できるところであるが、関委員会では地元では扱抑制
に難Uパような部分力匂渇などきめて俊討をされたと思う力丈今回の工事に関しては
エキスパンションジョイントや免震工事など非常に難しい工事ち含まれている。そうい
ったことを方献し、どれだけ地元でできるかを含断鰯協腹であろうかと思う力え当
局には地元優先発注ということを考えてもらいたいと思う。

他にない力L

地元企業には技制泊9に難しい部分力窃るということは理解した。議会としては地元企業
でできる限り請す負ってほUパという思いはあるが、関舶に地元でできるかを山下設
計と地元の代表で↑蕗着する湯を設けることはできないかと思う。

同僚の意烏である。大型工事はますゼネコンということになっている鯛司がある松市
内の地元企業は、地元でも可能であるι守、っている。この不満を解消することが必要で
あると思う。議会としても可能なら地元で請け負ってほUパと皆思っているところであ
るし、安I~＼ ・安全ω三めに、という当局からの言菊ヨずでは地元業者ではなぜ、だめ
なのかわからなししそこをE局室にすることが必要であるι守、う。請願¢糧旨は重々 理解
をしているところである。だだ、先ほどから出ているように、一宮阪〉言語庭訪宅転医した

というのは、市民ち一枚岩ではないのかと、不安残怠l乙感じてしまうところである。

請願内容をみると、設計・TI潤こ闘しぢ正岡市の業者に工事を請け負ってもらう方法は
ないのかを山下E箔十含ぬ考えていただく必要があると思う。市民や議会の声を十分に
聞き届けていだだき、地元業者に請け負っていだだく方法を際立していただきたいと思
つ。

他にないか。

〈委員外議員より発言の申し出）
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上杉窮屈義員

稲田雅之委員長

（議会事務局

上杉務感員

稲田5位委員長

西原崩S倭員

ただ今委員外議員より発言の申L必があったが、これを許可するに妻意義はないか。
〈緊叙主しと昭ぶ者あり）
委員外議員の発言を許可する。

議廓鑓人はどんな理由て主鑓したの力浬白ld:o

平田委員の質疑と同趣旨だι守、うが、事務局は追加して伺かあるか。

部屋願いには具備9な理由はなく、都合によりということである。

連名伐欝臥叙を見て、これだけの市民の思いであ制式ということで最新議員になっ

た議員もいると思うので、辞退L泥理由は重要であり、聞く必要力窃ると思う。

委員外議員は質疑にとどめていただくようあ瀬いする。

先ほど言ったように、市内江漢音、山下設計を2めて話をしていただいて、地元業者が

納得できるような話し合いの揚を設けてほUパと思う。

浜松漸庁舎建錨雀進室長｜すでに地元業者とは2回の意見交換の揚を認すている。その中で間出背鰭から、免l 司，
震層を専門業者捌Eす刈式地元でも請け負えるということであるとか、謎情で工
事管理力？できれは地元でもできるというような意見をもらっている。それから地元の
経済効果のためにも是非にということで聞いている。そういった意見を臆いたうえで、

健司委員会で路義をしてもらってし1るところである。隠す委員会ではまずは地元に任せ

ることができる方溜まないかという観点で↑語義しているところであるので、さらに意見
交換ということは隠すしていないし、スケジューj凶~Iこ髄総了衡こはすぐに入本lP.津
備に入らなけれ閣議しいものがある。

西原繍劃委員 地元業者との意見~l身別祭には山下設計凶司席していたのか。

浜松新庁舎建設鮭進室長｜そのとき副司席していなかったが、地元業者の意見等はすべて設計者に伝えている。そ
の上で5箔堵の意見も聞いている。また隠す委員会では山下設計力宅委員ロ朔を行仇

委員との質疑応答ち行っている。しだがって、委員に凶也元乃意烏はしっかりと伝わっ

ているものと考えている。

稲田5位委員長

黒木企画音隈

稲田5位委員長

中村企画諜

他にないか。

本日I~欝庭績の揚であるので、西原委員ゆとバ也の委員の発言let 意烏として受け止め
たいと考える。

他にないか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑を終了する。
本日伐欝鵡4号「新庁舎建設の地元業者への発主に関する議員Jι癌査はここまでに

留瓜討論及び*i夫は最終日に行うこととしたい。
続いて、陳情第8号「住民¢皮全・安／~＼を支える公務・公共サービスの体制・機能の充
実を求める意見書の提出に関する閥青」、「陳情第9号国民の権利を支える行政サー

ビスd耀保を求める意見書提出に関する閥青」の2件をー｝舌審査する。
ます当局より説3~をあI買いする。

出先機菊改革法案の原案を取りまとめたところであるが＼出先機関廃止後の災害発生時
の対応に不安力句あるなど、全国市長会・町村会などからの反対を受けて、今国会での法
票当是出を断念したようであるが、 9月に策定予定のI似封智腿刃向に出先機関改革

を盛り込み、秋α駒田会に法菊是出を目指すとしているようである。以主である。
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稲田雅之委員長

西原茂樹委員

中村創百課長

西原茂結援員

中柑企酉課長

稲田雅之委員長

小田忠良委員

黒木企画部長

早津蹟一委員

平田信広委員

稲田雅之委員長

これより一活質疑に入る。質疑はないか。

国力T出先繍謁を廃止U三後の体制はどのようになるのか。

国ι療としては国交省地方整備局・経産省経産局・環度省地方環境事務万の3つι泊先
繍謁を広威連合にそのまま移管するというものである力え全国市長会としても、特に地
方整備局力ぽくなると、災害発生時などには国の責任において対応していたもの力t広
減連合で適切に苅応できるのかI~＇切になる。宮崎県の市長会ち同僚の蓄えであり、 7月
に地速な改革を進めないよう要望しているところである。

広t芳重合に移管されると財源はどのようになるの力L

明確な話はなく、固と地方でしっかりと↑滋義の甥を設けてほしいと申し入れをしている

ところである。

他にないか。

高速趨包建設など国の事業として進められているが、出先繍謁力組上されだときにどの

ような影響力tでるのかわかりにくい部分力咳る。出先繍謁か開土されるとうまくいかな
くなるのではないかと不安力咳るところである。地方整備局だけでなく、他の2つにつ
いても同僚の不安がある。固にはそこを踏まえて足に地のついた苅応をしてもらいだい
という思しめ窃るので、廃止するのにlお邸冗があるのと尾嶋に、現伏で闘っかりにくい
部分力鳴るところである。 6月に京臨護霊童としたとき怠そこ加まっきりしていない
こと力窃つだだめであつだカミ依然として的兄力唆わっていないのであれは継続して
審査をすべきであるι守、う。

市長会などでも委員指摘のように、財源賭琶や郎裁重合移管後の対応に不安力窃るとい
う立湯で、協議を行っているところである。

財源(f.ftjl題等不遅配周な部分力窃ることや、出先機勤続比された御こ本当にサービスの

怪下につながるのか利息なことを考えると、早く徳商を出さなければならないとl拐、う
一方、国の動向力句之透明な中で京音高を急ぐということに疑問ち抱いているところであ
る。

出先繍謁ι漉i上は自治体や市民にとって~すサービスの低下を招くものと思う。時期を
失すると思いもあり、採択すべきであると思う。

これまでι沖で、京臨瀧蔀蓋を求める意見力也ているので、本2件に関してはまず、閉
会中制盤続審査の可否について照夫する陳情第8号「住民α詮・まv~＼を支えるをふ溺・
公共サービスの体制・機能¢炉震を求める意見書¢混出に関す忍劇胃」及び「閥胃第9
号「国民ι耀東Jを支える行政サービスι漉保を求める意見書提出に関する陳情Jlま、閉
会中倣盤続審査にすべきものと決するに、賛成の者江淳手を求める。
〈差奴漉窓〉

賛成多叙と認める。よって、本2件似朗胃l志閉会中倣断瀧監査にすべきちのと決定し
た。

以上で、付託されだ案件江癌査は終了しだ。

なまえ委員長報告につきましては正富リ委員長に→壬いただきたいと思う祇異議ない
か。

（「罵総し」と呼ぶ者あり）

異議がないようであるので、そのように取り計らう。

次に、本委員会における行回線に関してj白 t視察日程及び視察先を事務局より報告
さぜます。
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〈事務言？朔〉

説明は以上だ力え伺かご意見等はない力L
（「なし」と呼ぶ者あり）

ただいま伐糊のとおり、実施することにU三い力え嘉義はないか。
（「異議なしJと断'5＼：者あり）
異議力低いので、説明のとおり決定する。

なお、視察砂詳細let事務局を通じてi重論告させてもらう。
本日予定していた案件の笛議は以仁である力11まかに伺かない力L
（「なし」と昨ぷ者あり）

これをちって、総務財政委員会を閉会する。

-8/8~－ -
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1 .施設概要

｜総務財政常任委員会資料【議案第 25号】

延岡市恒富南コミュニティセンターの施設概要

名 称： 延岡市恒富南コミュニティセンター

所在地： 延岡市緑ケ丘五丁目 1番 16号（旧歯科衛生士専門学校）

敷地面積： 1,673 ni 

構 造： 鉄骨コンクリート造2階建（対象施設は 1階部分のみ）

建物面積： 425.76 rrl 
設 備： 大会議室（ 2 ）、中会議室、和室、事務室、トイレ（多目的含む）、

駐車場（31台分）等

賃借料： 350,000円／月（土地・建物）

2. 管理運営、 「指定管理者制度Jを導入し、指定議案を平成 24年 12月定例市議会に提案予定

、，

〔指定管理者の主な業務〕

①センター使用に関する業務（使用許可、許可取消し等）

②センターの利用料金の徴収及び還付に関する業務

③センターの施設、付属設備等の維持管理に関する業務

3. 開設予定日

平成 25年 4月 1日

4. 
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新旧対照表

0延岡市災害対策本部条例

新 ｜日

（趣旨） ｜ （趣旨）

第 1条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第23条の2第al第 1条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第23条第7項の

重の規定に基づき、災害対策本部に関し必要な事項を定める。 ｜規定に基づき、災害対策本部に関し必要な事項を定める。

（組織） ｜ （組織）

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所属の職員を指揮｜第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所属の職員を指揮

監督する。 ｜監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があ12 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があ

るときは、その職務を代理する。 ｜ るときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の業務に従13 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の業務に従

事する。 ｜事する。

（ 部）｜（部）

第3条 災害対策本部長は、必要あるときは、災害対策本部に部を置くことが｜第3条 災害対策本部長は、必要あるときは、災害対策本部に部を置くことが

できる。 ｜ できる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 12 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当た13 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当た

る 。｜る。

4 部長は、部の事務を掌理する。 14 部長は、部の事務を掌理する。

（補員IJ) I （補則）
第4条 前3条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害｜第4条 前3条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害

対策本部長が定める。 ｜ 対策本部長が定める。

総務財政委員会資料議案第26号関係

平成24年 9月 18日
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【資料】

電気自動車用急速充電設備について

消防本部予防諜

《電気自動車の仕組み》

0 電気自動車は、 EV (Electric Vehicle）と呼ばれ、搭鍛されている電池に蓄えた電気でモーターを回転

させ走行します。

O 電気自動車は、電気を動力源としているため、充電が必要です。電力は、車の外部から専用の充電ケーブル

によって、車の電池に充電されます。

《充電設備の種類》

O 電気自動車の充電設備には、大きく分けて「普通充電」と「急速充電Jの2種類があります。

《普通充電器》

O 普通充電器は、単相交流200Vまたは 100Vを使用します。急速充電器より充電時間はかかりますが、

設備導入費用の負担が比較的少なく、長時間駐車する住宅や事務所などのプライペートエリアや時間貸し駐

車場・宿泊施設・商業施設などパブリックエリアで利用されています。普通充電器でのフル充電に要する時

間は、 5～14時間程度を要します。

《急速充電器》

O 急速充電器は、あくまで緊急時に〈電池の容量がなくなった場合等〉使用するもので、電源に三相200V

を使用し、出力5OKWが一般的です。高圧供給による契約が必要な場合が多く、設置にコストがかかります。

高速道路のSAなど短時間で充電する必要がある場所への設置が想定されます。急速充電器での充電は、そ

の容量の約80%しか充電できませんが、フル充電に要する時間は、約30分で約13 OKm走行できます。

《電気自動車用の急速充電設備と充電のイメージ》

； 」品販i
r~電コネクタ J を fインレットJ

に後続し充電を開始します．
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次長 局長 委員長 議長

③ （零）

総務財政委員会記録
書記
氏名

吉田 誠 ・ー印

l自 1 0時04分｜ ｜中小企業振興センタ
開催月日｜平成24年9月24日（月）｜開催時間 開催揚所｜

E至 10時08分 I I -5階2

職名 氏 名 出欠 職名 氏 名 出欠

委員長 稲田雅之 。~長之 貝 松田和己 。
委員の出欠 副委員長 西原茂樹 。三~'fii::.之 貝 平田信広 。

三3事zミ 貝 早瀬賢一 。三3転:z: 貝 小田忠良 。
三~'fii::.之 貝 佐藤大志 。三3転:z: 貝

本部仁俊議員、長友幸子議員、松田満男議員、内田理佐議員、佐藤 誠議員、
出席議員

太田 龍議員、上由美利議員、小野正二議員、白石良盛議員

黒木企画部長浜松新庁舎建設推進室長

説明のため
の出席者

傍聴 圃・・・・・・・E
議案番号 件 名 果

採択
請願4号 新庁舎建設の地元業者への発注に関する請願

〈全員〉



稲田雅之委員長

，．‘ 

r 

総務財政委員会記録

開会 10時 04分

ただいまから、総務財政委員会を開会する。
請願第4号「新庁舎建設の地元業者への発注に関する請軍具」に関して、先ほどの本会議
にて一部伐青願人の部屋力許可されたので、 18日に開催U三本委員会で開店したとお
り、ただいまより討論及び菊夫を行いたいと思う。
早速です力えこれより討論に入る。
討論はないか。
（「なし」と昭ぷ者あり）
これより、請願第4号「新庁舎建設の地元業者への発注に関する請原異」を採決する。
蒋青願lお鶏尺すべきものと決するに嘉義はないか。
〈「嘉義なし」と呼iS＼：者あり〉

本書青願lお羽尺すべきもの決定しだ。
本日予定していた案件の1麓義は以主である。
これをもって、総務財政委員会を閉会する。

-1I1 ~－ -

閉会10時 08分
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総務財政委員会記録
書記
氏名

次長

③ 

局長 委員長 議長

＼ 

豆；） ’建内
‘J 

吉田 誠 ED I 

l自 9時58分ー
開催月日｜平成24年12月17日（月〉｜開催時間 1.........,.. •• ft...0... －ハ l開催場所｜ 議会委員会室

職名 氏 名 出欠 職名 氏 名 出欠

委員長 稲田雅之 。三主民之 貝 松田和己 。
委員の出欠 副委員長 西原茂樹 。三3事z;=: 貝 平田信広 。

~事Z:;; 貝 早瀬賢一 。~ 貝 小田忠良 。
三~－.：：：.之 貝 佐藤大志 。~車Z三 貝

出席議員
小野正二議員白石良盛議員本部仁俊議員

黒木企画部長高浜経営政策課長

説明のため 上ノ原危機管理室長

の出席者 その他関係職員

傍聴 なし

議案番号 件 名 果

原案可決
58号 指定管理者の指定〈延岡市恒富南コミユ二ァィセンター〉

〈全員〉

請願5号
MV22オスプレイの普天間基地配備及び宮崎県内健空飛行訓練に反対す

継続審査
る決議を求める請願

陳情8号
住民の安全・安I~＼を支える公務・公共サービスの体制・機能の充実を求

継続審査
める意見書の提出に関する陳情

陳情9号
国民の権利を支える行政サービスの確保を求める意見書提出に関する陳

継続審査』情
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稲田雅之委員長

高浜経営政策課長

稲田雅之委員長

早津績一委員

高浜経営政策課長

総務財政委 員 会 記 録

開会 9時 58分
ただいまから、織活財政委員会を開会する。

今期定例会において、本委員会に｛寸託された案件I~ 議案第58号延岡市恒富南コ
ミュ二ティセンターiこかかる「指定琶理者ι精定Jほか、請願1件、継続審査となって
いる閥胃2件錫十4件である。

審査の前に、ます、審査の順序と方法について、諮る。
審査は議案等審査順序表のとおり行うこととするが、その中で、陳情第8号及び第9
号の2件については関連する内容の関育であることから、一括して審査をし、民実に
ついてはそれぞ:ti行いたいと思う力えこれに異議ないか。
（「異議なし」と昭ぷ者あり）

嘉義力ほいので、そのように取り計らう。
これより審査に入る。
ます、議案第58号延岡市恒富南コミュニティセンターにかかる「指定置理者の
指定J（［.審査に入る。

はじめに、当局の説明を求める。

恒富南コミュニティセンターはI也域におけるコミュニティ活動江娠興を図ることを目
的としており、緑ヶfi5丁目1-161こ諸置するものである。開設は25年の4月1日
を予定している。語録~I江湖褒について協軍営に関することや、 B殴暗殺備制蹄管理に
関すること、協或コミュニティ活動潤主化に関することを業務として委託することにな

る。 25年2月には工事力明了し、 4月ι糊官に向け作業を進めることになる次に指
定管理者公募の選定について、非公募により候補者を選定することとなっている。非公
募江漣自問也餓密着型の施設であるということから、のちに説息する候補者に選定する
ものである申請書を10月15日に提出してもらしk経営政策課で審査を行しk指定
管理者選定銭安ど麓義され疋。選定の基準は5つの項目を掲げ、ます、平等な利用力寝
保されるか、臨受ι淑周を最対畏発揮すること力？できるか、管理経費の商店局的図れるか

どうか、管理を安定して行う能力があるか、住民ニーズを的確に反映させながら、地域
コミュニティ活性化を図る妓量と資質のある団体であるかどうかという点を選定の基
準とした。次に指定管理候補者について、延岡恒富南コミュニティセンター管理運営委
員会、代表者は前田時久である。所部也問国がfi1-50となっている拭正式に指定
力市われた後！こは緑ヶEの住所に変更するものである。指定期間は25年4月1日から

30年3月31日までの5年間を予定している。次に延岡恒富南コミュニティセンター
管理運営委員会について静思する。織包については第2条目的について委員会問宣富南
コミュニティセンターの維持管理を行うとともに、恒富中、南地区の住民の生涯学習の
描息地域協止の司上を含むコミュニティ活霊ゆ促進に関する自封掠施設の利用計画

及び軍営に関する事項について協議し、適切かつ円滑に遂行することを目的にするとい
うことで、この委員会活位されている。また、第3菊ま（1 ）から（15）まで、学院法

人聖＇I~＼ウルスラ学園であるとか、恒富中区代表であるとな各地区ι痘体のf指受から構
成されているということである。事業ι瀬要であるとか、役員江瀕訴：~Iこなっているb こ
のような燐包を定めた管理委員会力弥年9月に設立されている。次に審査基準と選定結
果については百師資料のとおりである。以上である。

これより質疑に入る。質疑はないか。

規約の中の第5条、委員長1名・副委員長3名・監事2名を置くとしている玖委
員長は前田氏との説明であった力え他の役員力ち夫定してし¥hi式教示願う。

監事は未定である。副委員長は南緑ヶE区代表明澗氏恒富開也区民生児童委員協義
会の井上氏恒富中捌玄民生委員児童委員麓義会の佐藤氏の3名である。

-1 /6~－ー



早津購一委員

高浜経営政策果長

稲田雅之委員長

佐藤丸志委員

高浜経営政策果畏

稲田雅之委員長

平田信広委員

高浜経営政策課長

平田信広委員

高浜経営政策課長

平田信広委員

高浜経営政策課長

稲田宮位委員長

早津蹟ー委員

高浜経営政策課長

西原茂樹委員

高浜径営政策課長

西原茂樹委員

高浜経営政策課長

小田忠良委員

高浜経営政築課長．
、

委員長の前田氏の肩書let

斜路人聖l白ウルスラ学園事業部長である。

他にないか。

防災管理者力凄員を挽bているとのことだわえどの委員になるのか。

委員長力紡火管理の資格を有している。

他にないか。

委員長l羽田ヶEから緑ヶfilこ移るとの説3.Jjがあった力1t,51つ越しするとのことか。

便宜上、委員長の所在地を登録師庁としているわえ指定管理を受けた揚合はコミュ二テ

ィセンターの所在地をちって登録住所とするとしている。管彊霊営委員会の所在地とい

うことで、本センターの住所としている

選筋課について、指定管理者ι癌査では同様の獄活用いるのか。

資料は右ι澗の詳細説3.Jjは今臥より理解を深めていただくため、載せている。前固ま

でlお采点までの薦己としており、口頭で伐糊としていた。

配点は理解できる力え採点はどのようにしているのか。

5点満点の「優れている」から 1点ごとに、「やや優れている」「笛直Jと評価し、採
点については第一次評価で、経営政策課長、担当係長、担当者の3名で行しkその平
均点なので、小数点力也ゑ

他にないか。

組織は委員 15人で矯成しているが、その中の3名はPTAの代表ということで、会
長持損になっているとのことだ祇粛受の役員の方であるの仇

役員ということで女性3名に入ってもらっている力tPTA会長ということではなしし
運営委員会悦絵等て芳酬や事業計画に関する議自をしてもらうのであって、実灘包な
ことは事務局職員が行うので、委員力軍議開Mi多く取られるということはないι守、う。

これまでに5朔を受けて、重複する分力濁るかと思う祇潜航寝屋支年、今後何年末閲
する予定であるのか。

臨日42年建築で、平成16年に市瀬化工事をしている。今後30年使用する予定であ
る。

臨受改修に投資しだ額と、今後ち全部市が改修など行っていく予定なのか。

今回の蹄箔舗にかかる工事予算l郡日，700万である。駆体にかかる工事筋幸生した
揚合は臨安管理者と↑麓詠D上、負担してもらう。市は使うために改装はしている拭そ
の部分で何ら力W要因で改装がi自i要になれは市が負担するものと思われる。

指定管理料はどこからでているのか。

当初予算に盛り込んでいる。金額は297万を予定している。

-2/6~一．
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小田忠良委員

高浜経営政策持票

小田忠良委員

高浜経営政策挺蔓

小田忠良委員

高浜経営政策課長

小田忠良委員

高浜経営政策果畏

稲田2位委員長

西原茂積倭員

高浜経営政策果長

松田和己委員

高浜経営政策課長

松田和己委員

高浜経営政策果長

契約はこの金額で提示するの力L

提示する銘真は367万である。内訳は矧まどの297万円と利用料収入60万、雪周
代で 10万の収入を見込んでいるちのである。

297万力喚認管理料なのか。

委員の言うとおりである。

事務司績を新たに雇用するということは実質的な管理運営は委員会江凄員以外力惰
うのか。

他のコミュニティセンター同僚、受付窓口などι漢務を行うのは事務局ι減員になる
成樹置などサービスの改善については運営委員会加議をすることになっている。

備官臼についてだ力えコミュニティセンター伐鐘条例によって定められているのはわ
かる力え例えは川｜中や東海乃コミュニティセンターのように休みなしで開館している
ところがあるように条例力節肺内創民統一されていなしめえ同じ目的を持つコミュ
二ティセンターlこ差力窃つては公平性.©ro~題ち浮上すると思う。意烏を醐史しながら検
討を加えるということだ玖当初から条例を整備しておうりないと運営委員会ち月曜は休
館でいいのだというような誤解を植え付けることになりかねないと思う力え見解はどう

か。

I也或住民の意見を踏まえるような形で、備官日を設定しているわけである力えアンケー
トや利用者の意見などを運営する中で、管理しながら必要（Wffi;¥じて休館日の変更などに
対応していきたしL全体での統ーということであるカえ成兄を見ながら、研究していき
たい。

他にないか。

遊妨礎知42年で今後30年使用すると、建設から75年経過することになり、耐
震化工事をしているとはいえど、今後努肪働善費がかかるのではないかむ習うが見解
lま。

平成 16年に市濃化を行っているので、駆側ま大丈夫であると考える。今凪内装、
氏水道司り江酒躍について改修を予定しているので通常使用するち似まリニューアlレ
しだという部分ちあり、 30年riVd:大cあると考える

採点について、 1αコ点中α采用ラインは何点か。

ぼ〉点以主としている。

指定管理者を非公募で選定しているにも開つらま採点をする憩床岱1は伺かむ曹、う。
ちう1つは先ほどから出ているように、指定管理者を選定する条件に設置条例の俄胞
に関する統一化をしないと地域によってまちまちというような総兄になる。もともとの

指定管理者制度の意味合しめ濁らいでいるように思うが見解はどうか。

管理運営委員会は雌或密着型の本施設に設立関皆から開つっている方々で構成して
おり、管理者に適箔であると5蕊哉しているが、採点の事課、委員会からι滋関稽IO'o~
題力窃れは管理を任せるということにはならないし、また、客観的な視点で、不足す
る部分を指導していくための判断材料としているものである。
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黒木企画部長

高浜経営政策果長

黒木企画隈

稲田雅之委員長

小野正二委員

黒木企画部震

稲田雅之委員長

稲田雅之委員長

中村企直課長

稲田雅之委員長

早津蹟一委員

西原加討委員

松田和己委員

西原茂樹委員

平田信広委員

補足して、点数については客観包な働長で不足している部分を見つける判断材料として

いる。

休館については行政が一方的に決定するのではなく、地元の意昆恋及みながら行って

いるところであるが、市全体のバランスなども今後考えていく必要力窃ると思う。

制或密着型ということとしているので、鶏数乃使用意司などをうか力引ながら、備官日

を憶すしていきたい。

他にないか。
〈委員外議員より発言の申Gti:1)

ただ今委員外議員より発言の申L必があった拭これを許可するに異議はないか。

（罵義なしと昭ぷ者あり〉

委員外議員の発言を許可する。

業務履行計画書はあるのか。

協定を結ぶことになる力えその中で年度予WJIこ事業計画書を提出してもらっている。

質疑を終了する。

これより討論に入る。討論はないか。
（「なし」と昭15＼：者あり）
討論を終了する。

これより、議案第58号延岡市恒富南コミュニティセンター｜こかかる「指定管理者江）指
定」を；彩夫する。本案l本原案のとおり、司）夫すべきちのと決するに、異議ないか。

〈「嘉義なし」と昭ぷ者あり〉
罵義がないので、そのように取り計らう。

続いて、開育第8号円主民江波全・安＇I~＼を支える公務・公共サービスの体制・機能江流
実を求める意見書の提出に関する陳情」、「陳情第9号国民の権利を支える行政サー
ビス¢瀧保を求める意見書提出に関する閥胃」の2件をー活審査する。

ます当局より説明をあ瀬いする。

出先機関改革濁紛原案を取りまとめたところである力え全国市長会などからの反対を

受けて、引き続き倹討1務義されていた。その後四裁重合等でつくる市町村力倍レ合う協

議の湯を盛り込むことも説帯されたようである拭固から引き継がれる業務はできる限

り関係市町村の意見を反映するよう努めなければならないなどの知事の責務を課す修

正案がまとまり、先月15日に陸協夫定されだ。なまえこの法案については今後江酒会

にゆだねられることになるであろうと見込まれる。以上である。

一括質疑に入る。質疑・意見はないか。

政権力刊つり提出先方凌わつだので、提出しなおしてもらわないとしりないのではない

か。

あくまで案文であるので問題ないと思う。

政権力唆わったので、僚子をみるということち必要ではないか。

政権がかわったので、どういう方針をまあ出すのか見守忍必要はあると思う力え地方議
会がこうあってほUパというのはやふちかでなしL

賛成である。
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小田忠良委員

平田信広委員

早津購一委員

稲田雅之委員長

稲田雅之委員長

上ノ原危機管理室長

稲田雅之委員長

西原崩剖委員

平田信広委員

西原茂精倭員

平田信広委員

趣旨lお鶏尺すべき内容であると患っ。だだ、政権交代直後であり、判断材料力ち乏しく迷
いもある。

採択すべきであると思う。

現政権と旧政権で考え方力濯ってくると思う。趣旨口士、つだ形でいくのであれは提出
するR要はないと思う。遣つだ周司でいけは提出するべきであると思う。政権交代直
後であり、国ι溺向をうかがったほうが良いと思うので、継続して審査すべきであると
思う。

他にないか。
（「なし」と断・S＼：者あり）

これまでの中で、継続審査を求める意馬力也ているので、本2件に関してはまず、閉
会中の継続審査の可否について採決する。関電第8号「住民の安全・安I~＼を支える公務・
公共サービスの体制・機能σ漢を求める意昆書α是出に関す司凍情」及び「陳情第9
号「国民ι病関Jを支える行政サービス江耀保を求める意烏書提出に関する陳情Jlet閉
会中の継続審査にすべきものと決するに、賛成の者の挙手を求める。
〈叙α鶴〉

賛成多数と認める。よって、本2件似康情let閉会中の継続審査にすべきものと決定し
た。
続いて、請願第5号 rM¥122オスプレイの普芳占墓地配備皮脂願附匪E桁訓附こ反
対する決議を求める一甑むを審査する。
はじめに、将欝鮫溜査にあたり、当局より審査ι疹考となるような情報等あ瀬いする。

本市としての立場であるわえ 8月4日に宮崎県市長会として「オスプレイι酒B備及び飛
行訓練に関する緊密廷義」を行っている。その内容は政府においてはオスプレイι疫
全性、事故原恩嫡司｜阪による影響について検証し、説3且するととちに、準備飛行、
j嶋守＼ι酒B備、飛行訓練等については具体的内容を明らかにし、関係自治体の意向を
尊重するよう求めるというものである。また、 11 月lこl~J11'1市長会が η輔亀黒への邑
重な墓地負担ι経減を求める決議jを麹且し、住民や自治体力安性に懸怠を抱いてい

る中でのオスプレイι沫軍普天間墓地ヘ江田備は到底寄窓できないし、こうした淋顎
民の声を真撃に受け止瓜政府に苅し、これ以上、 j輔亀黒に負担を押レ（寸けること力ほ
いよう求めるとレている。補司糠ルートについて、請願では飛行訓練をイエロール
ートで計画し、同ルートに延岡市の上空が含まれているとしている氷川州防衛局伐党
明では詳細は勝目しておらまある程度制富があり、宮崎県オ邸lこかかる可制的窃
るとしている。白蜜回転機能について、請願ではオスプレイには自動回転機能力り3日

し、自尼Eまで禁じられている行為だとしているカミ防衛外務両省の見解ではオスプレ
イは、オートローテーション機能自体は保持レており、実機ではなく高性能シミュレー
タを活用しだ訓練を定期的に実施しているとしているものである以主である。

質疑・意見はないか。

平田委員に聞く力え普天間ヘι配備力敏目で、日本国内ι酒B備はいいということか。

圏内に配備を反対である。

識買の内容からすると普芳尋基地は配備反対1さが、他なら配備してもいいと説bる。

全面的に反対である。開店では問題ないということだ力えオスプレイは知筒幾であると
思う。アメリカ~~｝.！ではある閣支低空での司｜糠はしないといったような線転はあった
ようである力え守られていなしL今は特定のところに配備ということになっているので、
そういう書き方だ力丈他にちということであれば、それち疹対ということになる。
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小田忠良委員

稲田5位委員長

平田信広委員

〈議会事務局）

平田信広委員

早津購一委員

西原茂結1委員

小固定度委員

佐藤丸志委員

松田和己委員

稲田5位委員長

そういうことから全国市長会なども決議を挙げているのだと思う。

国民のことを考えると十分に理解できる力1日米安保籍9というものちあり、韓国・朝
鮮の領土問題などもある。確かにグレーな部分もあるかt具体的に本市上空を飛5＼，よう
な的兄になれは検討旬必要であるが、世論力不安をあおるほど危l貨ではないというこ
とを信用してちいいのかなと思う。

他にないか。

事故力担こってからでは遅いと思う。今のうちに決議しておいたほうが良いと思う。
他市の成兄はどうか。

県内他市では宮崎市が9月に意見書を可決している。他は提出されていないようであ
る。

県内では第腿Bでも決議をされている。

オスプレイの健空飛行に反対は同意できるかに普天間基地まで広がると延岡市民の暮ら
しを守るというところにかかってこないようじ守、う。文言修正はどうか。

あくまC呆Xcあるので、趣旨o:≫.お夫を終えてからの話になるι習う。

昨日政権がかわるという的兄があり、タイミングとしては非常に微妙なときである。ち
う少υ民兄を見て、実際に摘預憾の動向力努接的になるなど、具備~周司力也てこ
れば、見直すことにちなろうかと思う。請願者からすると早く判断してほしいだろうが、
継続して審査すべきであると思う。

首ヌ潤基地については米兵の暴行事件等いろいろ陪魅力窃るロイエロールートの諸制
把握されていないい約束ち守られないことがある私闘采択すべきと思う。

請願の趣旨は間遣い等の指摘力匂った玖この決議案なら賛成していしし

他にないか。
（「なし」と昭ぷ者あり）
これまでの中で、継続審査を求める意馬力也ているので、本件に関してはまずL
閉会中の継続審査の可否について採決する。
議員第5号「MV22オスプレイの普ヌ潤基地配備及び宮崎県内健空飛行訓練に反対す
る決議を求める請願jl立、閉会中の継続審査にすべきものと決するに、賛成の者江淳手
を求める。
〈数α欝窓〉

賛成多数と認める。本開曹は閉会中ι総続審査にすべきものと決定しだ。
以上で、｛話された案鰍茂笹l撤了した。
なお、委員長報告については E 倭員長に一任し1ただきたい拭莞義はないか。
〈「罵訴し」と昭15＼：者あり）

異議力ほいので、そのように取り計らう。
本日予定していた案件の↑議義は以上である力えほかに何かないか。
〈「なし」と昭15＼：者あり〉
これをもって総務財政委員会を閉会する。

閉会 11時 16分
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｜議案第 58号｜

指定管理者候補者の選定について

施設名 ｜延岡市恒富南コミュニティセンター

所在地 ｜延岡市緑ケ丘5丁目 1番 16号

施設の設置目的 ｜地域におけるコミュニティ活動の振興を図るため

非公募により、候補者を選定

申請書提出 平成24年10月15日

~ ｜候補者の選定経過｜担当課による審査

指定管理者選定会議

平成24年10月16日～平成24年10月17日

平成24年10月19日

,.. 

選定基準

①市民の平等な利用が確保されること

②事業計画の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること

③事業計画の内容が、管理経費の削減を図られるものであること

④事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有していること

⑤↑亘富南・恒富中地区をはじめとした住民ニーズを的確に反映させながら、

地域コミュニティの活性化を図る意欲と資質のある団体であること

団体名：延岡市恒富南コミュニティセンター管理運営委員会

代表者：委員長前田時久

所在地：延岡市旭ケ丘5丁目 1-20
指定管理者候補者｜

設立：平成 24年 9月 委員数： 15名
（概要）

主な業務内容

・コミュニティ施設の維持管理

－↑亘富地区住民のコミュニティ意識醸成のための自主事業

選定理由 ｜別紙選定結果のとおり

指定期間（予定） ｜平成 25年4月 1日から平成 30年 3月 31日（ 5年間）



,.. 

r 

延岡市恒富南コミュニティセンターの指定管理の概要

1 管理を行なわせる公の施設の名称及び所在地

0名称 延岡市恒富南コミュニティセンター

0所在地

0開設日

0敷地面積

0建物概要

－構造等

・床面積

－施設概要

－賃借料

2 施設設置の目的

延岡市緑ケ正五丁目 l番 16号

平成 25年4月1日予定

1,673 rri 

鉄筋コンクリート造 2階建（対象は1階部分のみ）

425. 76 rri 

大会議室1・2、中会議室、和室、給湯室、事務室、倉庫、トイレ（多

目的トイレ含む）、駐車場（31台）など

350,000円／月（土地・建物）

地域におけるコミュニティ活動の振興を図る。

3 業務の概要

。コミュニティセンターの運営に関すること

－会議室等の使用の許可・取消し及び利用料の徴収・還付を行うこと

O施設及び設備の維持管理に関すること

－施設の清掃、設備の保守点検業務を行うこと

O地域コミュニティの活性化に関すること

－地域や学校と連携した地域コミュニティの活性化につながる事業を行うこと

4 休館日および開設時間

0休館日 月曜日、祝祭日、 8月 13日から 15日、 12月28日から翌年 1月3日

O開設時間 9時 30分から 22時（ただし、使用の予定がない場合は 17時まで）

5 指定の期間

平成25年4月 1日から平成 30年3月31日（5年間）



延岡市恒富南コミュニティセンター管理運営委員会規約

（名称）

第1条 本会は、延岡市恒富南コミュニティセンター管理運営委員会（以下「委員会j と

いう。）という。

（目的）

第2条 委員会は、延岡市恒富南コミュニティセンター（以下「センターJという。）の維

持管理を行うとともに、↑亘富中・↑亘富南地区住民の生涯学習の推進・地域福祉の向上を

含むコミュニティ活動の促進に関する自主的な施設の利用計画及び運営に関する事項’‘ について協議し、適切かつ円滑に遂行することを目的とする。

（組織及び事務所）

第3条委員会は、下記の構成団体等をもって組織し、それぞれ（ ）内に掲げる人員を

管理運営委員に選出する。ただし、必要に応じて増減できる。

( 1 ）学校法人聖心ウルスラ学園代表 ( 1 ) 

(2）恒富中地区区長会代表 ( 1) 

(3）恒富南地区区長会代表 ( 1 ) 

(4）北緑ケ丘区代表 ( 1 ) 

( 5）中緑ヶ正区代表 ( 1) 

(6）南緑ケ丘区代表 ( 1 ) 

(7）恒富中地区社会福祉協議会代表 ( 1) 

(8）恒富南地区社会福祉協議会代表 ( 1) 

(9）恒富地区高齢者クラブ連合会代表 ( 1 ) 

(10）恒富中地区民生児童委員協議会代表 ( 1 ) 

,.. (11）恒富南地区民生児童委員協議会代表 ( 1 ) 

(12）恒富地区地域福祉活動グループ代表 ( 1 ) 

(13）南中学校PTA代表 ( 1 ) 

(14）南小学校PTA代表 ( 1 ) 

(15）緑ケ丘小学校PT A代表 ( 1 ) 

2 委員会の事務所は委員長の自宅に置く。

（事業）

第4条 委員会は第2条の目的を達成するため、延岡市と緊密に連絡を取り次の事業を行

つ。
( 1 ）センターの維持管理

( 2）センヂーの利用受付及び広報

(3）センターの指定管理料の管理及び施設利用料の徴収

(4）恒富地区住民のコミュニティ意識醸成のための自主事業

( 5）その他必要と認められる事業



（役員）

第5条委員会に次の役員を置く。

( 1 ）委員長 1名

( 2）副委員長 3名

( 3）監事 2名

（役員の選出）

第 6条 委員長、副委員長は管理運営委員の中から選任する。

2 監事は委員会で委員以外の者より推薦し、委員長の了承を得る。

（役員の職務）

第7条委員長は、委員会を代表し会務を統括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行するととも

に、各種事業の企画・立案の調整にあたる。 、
3 監事は、会計事務を監査する。

（役員の任期）

第8条役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 任期満了後は、後任者が選任されるまでの聞は、その職務を行う。

3 補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

（事務局）

第9条 委員会が行なう事業を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局には、事務局職員を置き、うち一人を事務局長とする。

3 事務局長及び事務局職員は、委員長が任免する。

（財務）

第 10条委員会の出納は委員長が行う。

2 委員長は、事務局職員のうちから、委員会出納員を命ずることができる。

3 出納員は、委員長の命を受けて委員会の出納その他の事務を掌る。

（会議）

第 11条委員会の会議は、総会及び役員会とする。

( 1 ）定期総会は、毎年1回委員長が招集する。

( 2）臨時総会は、委員長が必要と認めたとき又は委員の半数以上の請求があったとき

委員長が招集する。

2 総会は、次の事項を決議する。ただし、規約の制定又は変更については延岡市と協議

するものとする。

( 1 ）規約の制定及び変更

(2）事業計画及び収支予算の承認

( 3）事業報告及び収支決算の認定

3 役員会は総会において議決された事業計画及び予算に関し、必要な事項を協議する。

a、



,.. 
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（会議の運営）

第 12条 会議は、その構成員の 2分の 1以上の出席がなければ開催することはできない。

2 会議の議長は、委員長がこれを務める。

3 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の時は議長の決するところに

よる。

（経費）

第 13条委員会の経費は、次の収入をもってこれに充てる。

( 1 ）延岡市の指定管理料及びセンタ一利用料金

(2）その他の収入

（会計年度）

第 14条 委員会の会計年度は毎年4月 1日に始まり、翌年3月 31日に終わる。

（委任）

第 15条 この規約に定めるもののほか、会務の執行に関し必要な事項は、延岡市と協議し

別に定める。

附則

この会則は、平成 24年 9月 25日から施行する。
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延岡市恒富南コミュニティセンタ一指定管理者候補者選定結果

指定管理者候補者：延岡市恒富南コミュニティセンター管理運営委員会

選定基準 審査基準 自己点 採点 評価

関係する法律、条例等に基づく施
地域コミュニテ方ィ針の・核となる地域内各団体の代表からなる委
員会であり、 基準に対する理解及び遵守が期待でき

設の管理運営方針や基準を理解 5点 4.7，長 る。また、有料・無料利用の取扱い、利用が重複した場合の

①住民の平等な し、遵守が見込まれるか。 対応について定められているなど、平等な利用が期待でき

利用の確保 る。

情報公開・個人情報保護に係る措 キャピ、ネットによる資料管理を徹底するとともに、事務局職員
置が適切に講じられる見込みがあ 5点 4.7点 に対し個人情報保護への対応に関する研修を実施するな
るカミ。 ど、個人情報を外部に漏らさない体制づくりが期待できる。

施は（セ適設ン切のタ管かー。理条業例務等にの対趣す旨るに基荘本方針

地域からの様々なニーズや利用者からの要望等に、可能な
限り柔軟に対応することにより、地域の方々が利用しやす

沿ってい
5点 4.7点 い、そして次も利用てしたおいり、と施思設わのれ管るよ理う業な務管に理対運す営るを基目本指方

すという方針を持つ
るか。）

針は適切である。

自主事業計画書の内容は適切か。
開所記念イベントでコミュニティセンター開設の周知を図るな

②事業計画の内 （自主事業を行わせない場合は 5点 4.3点 ど、地域における利用促進が期待できる。また、隣接するウ

容が、施設の効 「60%の得点Jとする。） ルスラ学園と連携した事業を計画しており、他のコミュニティ

用を最大限に発 施設とは異なる特色が出せる施設となることが期待できる。

揮するものである
こと

利用者に対するサービス向上は適
申請時間が重複した場合は、団体問の適切な調整を図ると

切（提か案。がなされているか。）
5点 4.0点 のとも接に遇苦研情修等をへ適の時対、応実手施順すもる定なめられている。また、職員へ

ど丁寧な応対を方針として
おり、市民が気持ちよく利用できる体制づくりが期待できる。

利用の者実の現満策足度や要望の把握及
利用者アンケートの実施や利用者の声を直接聞くことで、よ

びそ は適切か。
5点 3.7点 り地域に根ざした施設を目指しており、利用者の要望を反映

した運営管理が期待できる。

総合的に、収支計算書が適切で、 他のコミュニティセンター、適の正実な績管な理ど運も参営考を行とししながら収支計

管理経費の節減が図られる見込み 5，長 4.7点
画書が作成されており 、ながら、経費

があるか。
削減の方法も提示されるなど、効果的な施設管理運営が期
待できる。

③事業計画の内
容が、管理経費

ボ省力ラ依いンた頼テ事なィ務どアを用精掲品神げ等をてベのお管ーり理ス管と、理し節経た電事費節務の水局削、職員の採用、無駄をの縮減が図られ 経費節減のための方策は適切か。 5点 4.0点 利用者への清掃協
るものであること 費 減が期待できる。

その他の管理経費の設定に無理は 開設理、収初の支な年のい度内積の訳算総や額事、で業各あ費項ると目とし判にて断お、適でい正きてるなも。他積の算施で設あるとと判断さ5点 4.0点 れ 比較して
ないか。

無 き。

法人等の経営状況に問題はない
設立したばかりの団体であるため実績はないが、団体設立

5点 3.3点 までの経過や構成メンバー、団体の設立目的などから判断
か。

し、適切な経営が期待できる。

④事業計画に 施設の管理業務に係る職員体制

3人ま防消人た数火防で、管設に委のよ理備ロ員る体のーに、点制テ安は検がー定実期以シし務ョた待外経ン管での験体理き設の制る備体あをロ制維る組持と防む言火管こえ理管とるに理に。よつ者りいが、必ておは要り、、最充定小実期限し的のた沿った管理を安 （管理体制・研修計画・緊急時の対

定的に行う能力 応）理は業十務分のなうもちの第か三。また、施設の 10点 8.0点

を有していること 管 者に行わせる
業務は必要最小限の範囲か。

に自主点検等を行うこととしている。

施設管理を安定的に行う能力を期 事務る局研職修員等へをの行業う務こ内容研修や施設設備の操作、管理に

待することができるか。
10点 7.3点 関す ととしており、トラブルを未然に防ぎな

がら利用者が安全に利用できる体制づくりが期待できる。

⑤恒富南・恒富 地域内各団体の代表からなる委員会であり、運営に地域住
中地区をはじめ 地域住民のニーズ等を把握する体

10点 8.7点 民の意見が的確に反映されることが期待できる。またアン
とした住民ニー 制づくりが整っているか。 ケートの実施、苦情への迅速な対応などにより地域住民の
ズを的確に反映 ニーズ等が的確に把握できる体制となっている。
させながら、地域 一一一←←ー ’ F ーす 盲目色 ー－－ －一ー

性コと資ミ化ュ質をニの図テあるィる意の団活欲
地域は適コミ切ュかニ《ティの活性化を図る方 20点 16.7点よやるりウ要地ル望域スにラに柔学根軟園ざにとしの対た連応コミ携でュきにニるよテ管りィ特理の徴運拠あ営点るをと事す行業るうのとた共展めに開地、を域隣図ニ接るーすなズ
策 、

体であること ど、他にはない地域コミュニティの活性化が期待できる。

必口』 計 100点 82.8点



総務財政委員会記録 書記
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局長 委員長 議長
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吉田 誠印1

l自 10時00分
開催月日｜平成金菩年2月22日〈金〉｜開催時間，....，...... , _,, ......... －ハ ！開催場所

.2ち
議会委員会室

職名 氏 名 出欠 職名 氏 名 出欠

委員 長 稲田雅之 。委 貝 松田和己 。
委員の出欠 副委員長 西原茂樹 。委 貝 平田信広 。

委 貝 早瀬賢一 。委 貝 小田忠良 。
三3fi:之 貝 佐藤大志 × 委 貝

出席議員 ー

中村企画課長松田管財課長

説明のため
の出席者

傍聴 ー

議案番号 件 名 果

一 所管事務調査「地域公共交通体制づくりの促進」 一

一 所管事務調査「遊休資産の活用」 一



稲田雅之委員長

中柑企画課長

稲田雅之委員長

平田信広委員

中村企画課長

稲田雅之委員長

早津療一委員

中村企麗果長

小田忠良委員

中村企画課長

小田忠良委員

中柑企画課長

稲田5位委員長

松田和己委員

中村企画課長

稲田雅之委員長

平田信広委員

松田管財課長

総務財政委員

だだいまから市綬宕財政委員会を開会する。

~ 
24 

本目立、本委員会としての所管事務暦査を行う。

記録

開会 10時 10分

ます遊休資産の活用について、先ほどI.ID僻見察を行ったところである祇企画課より説
明をあ瀬いする。

〈企画課より資料に沿って部局〉

質疑・意5毛等はない力、

3支援学校の所有はまだ県所有力、。

委員指摘のとおりである。

他にないわL

3支援学協加也の鑑定芸平価額を県が出すということであったが、いつごろになるのか。

年度末の予定となっている閉店けの予定であった玖漁還の関皆で、登記簿名義と所
有者名義力寧ミなる土地等力なろることわ宅判明して、遅れている。

旧消防庁舎α加樹立、新庁舎建て替えにかかる文書などの倉庫として、利用されている
拭麓5絢ま間違いなく不用になる。その創立、利用するのでなく、民間に払い下明三

り、解体する潤司で筒差しぼいか。

倹討会議で、臨受をそのまま使えないか、買也にして多目的スペースとして使えないか
など、多方面から協議している。ただ、建物をそのまま使うとなると改修費がかさむの
で、難しいと憶すしている

会派て刃見察に行った穀予市にし1ったカリ府富理費がかかるためハコモノは作らないと
いう方針を訂ち出している。トータルで見直して以前は土地を大事に残して活用しよう

とレていだが、そういった者え万をやめた。本市で切要な土地等は残すのではなく、

売却するということを基本的な考え方として持てないか。

消防庁舎、学協棚氷 50rr似上で939棟ある。 30年以上総邑してるもの成方

針を取りまとめる方向で動いている。

他にないか。

県の3支援学協脱出ま県としてはどういう方針をちっているのか。

昨年度の関皆で教育・行政財産として活用はしないという方針を釘ち出じだ。本市に買
受希望があるか紹介がきている。なければ民間に売却する方向で考えているようであ
る。

他にないか。

先ほど視察した揚所はどれくらいあるのか。

8月に勉強会をした際に、資料を配布したとおりである。その中から、今回は時間の

-1 /4~－ー



平田信広委員

松田管財課長

平田信広委員

松田管財課長

平田信広委員

松田管財課長

松田和己委員

稲田2位委員長

中柑企画果長

稲田号位委員長

早津鷺一委員

中柑企廊果長

早津績一委員

中柑企画課長

小田忠良委員

都合により、 5か所lこUまってみてちらったところである。

22か所とのことであるようだ力え土涜しでも売れないというところが多数あるようで
ある。価格面でα斤り合いがつかないのであろうと思う成最倒面洛などはどう決定し

ているのか。

時価での売却力宮本になる。固定資産の評価額や鑑定主平価額を基本にして決定してい

る。

高いところ力窃売り落と宮育指宅とはことなるのか。

市の笥還財産ということで、時価で力望本になる。

設定価格以上の値でないと売らないということか。

見込みのとおり。

関連して、今日見たところは妙見以外の土地lま、他の人に買ってくださいといって怠
買える広さでちないし、議会にかけて、これくらいの価格なら売却できそうであるとい
うものをピックアップして出すべきでないかと思う。いつまでも持っていても仕方力ほ
い。隣也の人でないと購入しないような土地は価格を下げてでも売却すべきである。
貯唱でも持っていても資産価値のないような揚所は安くして売っている。収入としては
少しでもプラスになるわけであるので、伺ちu：ないよりいいと思う。

他にないか。
〈なし〉
以上で、遊休資産の活用について錫庖査を終了する。
引き続きi也或立ぷ~体制づくりの促進について調査する。当局より説明を求める。

省料に基づいて説明〉

質疑はないか。

循環パス完正実験のあと市民からいろいろな声をちらった。1点は乗客数に比べて大き
なパスは不要でないかとのこと、 2点目は高齢者が多いので、現在のパスであるとス
テップカT高く乗り降りに苦慮されているということである。資料にはノンステッヌパス
とある拭ステップがせり出すような仕組みのパスであると利関空が高まると思う。
先日大阪の通天閣付近で鰍ヰパスカ濁った拭ステップがせり出す仕組みで大変ベんり
であった。以上のような要望力窃ったので、伝えておく。

経費削戚で小皆Yスにという要望は幾度となくある成宮交α歓号UYスということで陸
運局伐伺をとってはしらせているので、路紡Yス江湿準がある力1マイクロJ¥スでは
基準にそくわないし、人件費なども削減され初つけではないので、現状宮郊万有のノン
ステッヌパスを走らせている。段差ができやすいところでId:/Yスカ澗斜して乗りやすく
なる仕組みになっていることで利便性を緩和している。踏み台は載せているようであ
る。

今のような話は私からも市民にしだが、踏み台は定時運行に支障力？でるので不可能であ
ると思う。ノンステップパスは完E鶏貧のときの，，，スと遣うものか。

実証実験d苅祭ち走らせていたものである。

運行時間の9時から 17時17分というのはどういうことか。
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中村企画課長

小田忠良委員

中村創琵果長

平田信広委員

中村企百課長

平田信広委員

中村企画課長

平田信広委員

中村企麗果長

西原茂樹委員

中柑企画果長

西原茂樹委員

中村企画課長

西原茂樹委員

中村企百謀長

平田信広委員

中村企画課長

反時計回りの始発が9時で、時計回りα台発が9時半である。一周約47分で 17時
17分は時計回りの鼠終便が16時30分に出発して延岡駅に戻ってくる民澗である。

実記霊行で祝日の実苦笑はしていなしL高齢者力出かけるのに買い版病院で平日の利用
が多いと言われている成実際に休日に利用したい人には非常に不便である。子供、高
齢者は休日にまちなかに出かけられない。また北方のシティミーテイングで話力？でた
が＼近い将来車の利用者がますます増え、極力パスを残してほUパという声力旬盆まると
思う。利用者にアンケートを実施して麓哉づけをすることがi必要であると己管、うし、また
循環／＇＼スの周知を徹底し、まちなかまで菊三ときには循環パスに接続できるというこ
とをアピールすれば、利用者ちぐんと摺えるのではないかι守、う。

田啓兄自の霊行は倹討課題であろうかと思う。本格運行にはし1つでもこれ力冒隷月須震で
はなく、見直しノを加えながら進めていきたしL

8時からの運行から9時になった理由は。

実験の利用実績を見ると8時代と 17時代ι漣行が少なかっだので、ますは多いとこ
ろで走らせようというものである。逆に要望のあった12時代は追加をしている。

パス・パス停の色を変えるということ俗党明をあ瀬いする。

気E実験では黄色基唱の1｝＇＼スであった拭反対周りも同じ色にすると潤司レやすくなる

ので、色わけをして利便性を高めるものである。

4月中旬予定は1日にならなかったのか。

宮交とのm語家D中で、年度智つりι準備期間や、予算の議決のタイミングの謝系で中旬
に決定しだ。

シティミーテイングで周知を徹底してほしいとでたが、今度の本崎重行ではどのように
周知するのか。

体験競会、さらに沿線住民にチラシ百前を行った力丈今度はさらに4月の広報によ
るチラシの全戸配布、 PR計画を立て、例えば高齢者クラブの会合等でチラシを直前し

だりすみローラーイ乍戦を検討している

コミュニティパスと乗り合いタクシーの名称は統ーできないのか。

主に旧3町の話になる力え合併百から運行している地区もあり、地元の住民には根付い
た名称と考えている力え隠すしたいと思う。

利用者数は今後高齢化焼跡さらに進むのかなとl志守、う祇ここ数年ではそ利まど摺え
ているようにも見えない。乗りたい人力t予約をして乗るデマンドパスは検討できない
か。

特に利用者の少ない路線では区長に要望を聞き、運行α霊日常時間を変えたりしてい

る力えな力、なか利用状況が上がらなしL予約式の方式を進めないといけないのかと思う。

先日のシティミーテイングで運転手のマナー力漕し1という話力也たカミ対応はどうなっ
ているのか。

すぐに北方総合支所に連絡をし、対応をあ瀬いした。
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西原茂樹委員

中村企臨果長

稲田雅之委員長

小田忠良委員

稲田雅之委員長

関連で、運転手はタクシー会社の人力L

見込のとおり。地元の会社に委託している。

他にないか。

先ほど話した拭秦野市は公共施設側蹄管理で非常に宛隼的な取り組みをしている。

今後、総務財政委員会で公共縮空倣留守管理をテーマにするなら是非行くべきであると
思う。

他にないか。

〈なし〉
以上で、 I也h及、共交通体制づくりの（足進についての所管覇若調査を終了する。

なお、本年度、本委員会として所管事務騒を行ったこの2項目についてlま、次期3
月定例会愚終日の本盆義において、委員会としての報告を行うこととし、そι療の作成

については正直！屡員長に一回パただきたいが、このことに要意義はないか。
〈「異議なし」と断5渚あり〉

要言動［ないので、そのように取り計らう。
これをもって総務財政委員会を閉会する。
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次長 ｜ 局長 委員長 議長

IR I （》
,,-:--; 

c言9、ーノ

総務財政委員会記録 ｜書
氏名

吉田 5成 E日：

開催月日 ｜平成25年3月14日（木〉｜開催時間｜至自 ~~時時~~分分 ｜開催揚所｜ 議会委員会室

職名 氏 名 出欠 職名 氏 名 出欠

委員長 稲田雅之 。三3事z三 貝 松田和己 。
委員の出欠 副委員長 西原茂樹 。三3転:z: 貝 平田信広 。

~ 之 貝 早瀬賢一 。三ヨ事zミ 貝 小田忠良 。
三3長:z: 貝 佐藤大志 。三3長:z: 貝

~ 
出席議員

下回英樹議員一上毅議員小野正二議員長友幸子議員白石良盛議員

松田満男議員

尾前総務部長黒木企画部長高見北方町総合支所長岩佐北浦町総合支所長

説明のため 青井職員課長上ノ原危機管理室長石田資産税課長吉田北方地域振興課長

の出席者 内田北浦地域振興課長中村企画課長甲斐地域医療苅策室長

浜松新庁舎建設推進室長その他関係職員

傍臆

議案番号 ｛牛 名 果

74号 延岡市一般職職員給与条例の一部を改正する条例の制定 原案可決〈鍋成多叡〉

75号 延岡市長の給料の特例に関する条例等の一部を改正する条例の制定 原案司決〈全員〉

76号 延岡市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例の制定 原案可決〈鍵成多叡〉,.. 77号 延岡市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定 康案可決（全員〉

78号 延岡市税条例の一部を改正する条例の制定 原案可決（全員〉

87号 延岡市ETOランド速日の峰条例の一部を改正する条例の制定 原案司決〈全員〉

88号 延岡市末越レジャーパーク条例を廃止する条例の制定 原案可決〈全員〉

99号 定住自立圏形成協定の一部変更〈五ヶ瀬町〉 原案司決〈全員｝

100号 工事請負契約の締結（新庁舎建設1期建築主体工事〉 原案可決（全員）

101号 工事請負契約の締結（新庁舎建設電気設備工事〉 原案可決（全員）

102号 工事請負契約の締結〈新庁舎建設空調設備工事〉 顕案可決〈全品〉

115号 工事請負契約の締結〈新庁舎建設給排水衛生設備工事〉 原案可決〈全員〉

請願5号 MV22オスプレイの普天間基地配備及び宮崎県内低空飛行訓練に反対する決議を求める請願

陳情15号 電子メール応答48時間規則条例の制定を求める陳情 不採択〈全員〉

陳情16号 延岡市行政手続条例の改正を求める陳情 不採択〈全員〉

陳情17号 意見公募手続条例の制定を求める陳情 不採択〈全員〉

一－
陳情8号 住民の安全・安1ei1を支える位務・公＃サービスの体制・機能の充実を宍める意見書の促出に閲する陳情 採択〈全員〉！

陳情9号 国民の権利を支える行政サービスの確保を求める意見書提出に関する陳情 採択〈全員〉



稲田位委員長

’‘ 

青井職員課長

r 

一時

総務財政 委員

ただいまから、総務財政委員会を開会する。

~ 
2X 記 録

開会 10時 00分

今期定例会において、本委員会に儲毛された案件l立、議案第 74号延岡市→錦繍議員

給与条例の一部を改正する条例の帯！健闘、 11件舗展皮継続審査となっている請

願1件、開胃2件、今定例会において付託され疋閥育3件の合計18件である。

審査に入る前に、まま審査の順序双方ラ溺こついて諮る

審査については議案審査、その後、陳情審査の｜慎に進めていくこととし、議案等審査

順序表のとおり進めていきだいと思うが、これに異議なしめL
〈窯義なしと昭iS＼者あり）

また、議案第74号日正岡市→錨翻議員給与条例の一宮陀改正する条例d滞促」・議案

第75号直岡市長の給料α寺例に関する条例等の一宮隠改正する条例舗促j・議案

第76号「延岡市臓員退職手当郊銭捌等の一部を改正する条例備促j、

議案第100号・ 101号・ 102号・ 115号江漸庁舎建設に係る工義青負契約¢糊志

関胃第8号「住民江痘塗・三日白を支える公務・土洪サービスの体制・機能仔諜を求

める意見書の提出に関する開育」・閥育第9号「国民ι鴻罰則を支える行政サービスの確

保を求める意烏書提出に関する閥旬、開胃第16号「延岡市行政手続条例の改正を求

める閥胃」・閥育第17号「意見公募手続条例d滞胞を求める開胃」については関重

する内容であるので、－活審査し、採決についてはそれぞれ行いたいと思うカミこれに

票総いか。

〈要撤去しと昭ぶ者あり〉

罵義力ないので、そのように取り計らう。

これより審査に入る。

ます、議案第74号日正岡市一般醐議員給与条例の一部を改正する条例ι制定j・議案

第75号屯岡市長の給料α捌に関する条例等の一部を改正する条f9tl繍リ定l・議案

第 76号 f延岡市臓員退臓手当苅領訪日等の4陪改正する条例備促jのー活審査

に入る。

当局伐党8..§を求める。

議案 74号は一般蹴蹴員制自条例の一部を改正する条例舗！毘である平成 24
年度ラスパイレス指獄力也、表され、国の7.8%自邸鍛との比較で110.3ポイント、削

減前との雌交では101.9ポイントとい折ゆ獄値ち高川嘩となり、県羽トップとな

っ定。このりむ兄から県内他市との均衡を図り、すみやかに是正箔置を行うものである。

具嗣切こは閥皆口百じ、 2.32%から6.1o/c{f)削郎首置を行う。平均3.5%削減とな

り、見闘は25年4月 1日～'26年3月31日までの1勾調である。また、自宅に係

る住居手当に関して、国県に準じて25年4月 1日から廃止する。これについては1
年間の俗画笛董を設けるちのとする管理臓手当について、醐皆口百じた率を棄する定

率制となっている力え国県に準じて25年4月 1日から臆踏ごとι淀芸賞者リにするちの

ある。次に議案 75号fd入一般職職員併合与消防或に伴い市長・冨怖長・教育長併合与

を削減するものである。ます、市長の給与は条例本則月額9日 α刃円を6.5%カッ

トして892,900円、副市長を770，α刃円から6.3%力ッ卜して721ぷX)円、教

育長を680，α刃円から62%カットレて637EJ:XJ円とするちのである。削誠闘

は市長が25年4月 1日～仔腸満了の26年2月5日、言防長、教育長が25年4
月 1日～'26年3月31日までの1年間である議案76号は国家之、務員似屋臓手当

がE錦艶9に引き下げられることに伴しL固に準じて、調整率の引き下げを行うととも！こ、

勧奨退職者の年齢・要件について改正するものである。ます、調整率は現行の

104/1（わから鼠終的には87/1αコに引き下げる。引き下げには総画首置を設け、

25年4月 1臼～26年3月31日までは98/1αコ、 26年4月1日～・27年3月

31日までは92/1αコ、 27年4月 1日からは87/1αコということにするちのであ

る。差繰退職の揚合引事窟笥置については適周年齢萄新ラの50歳以上から 45歳以

上に引き下げるととちに、退臓手二~（芳朗率を1斯ラの年 2%から年 3%にするもので
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稲田位委員長

早湾建章一委員

青井職員課長

早津蹟一委員

青井職員鯨

稲田住之委員長

佐藤丸古委員

青荊議員課長

佐篠九志委員

尾制緩籍隈

佐藤丸古委員

尾前車縫箔B長

稲田5位委員長

平田信広委員

青井職員課長

平田信広委員

青井職員課長

ある。説明は以上である。

一括質疑に入る。質疑はないか。

議案第 74号の自宅に係る住居手当の風上について、一勾喝の絡邑箔置を設けた理由

は伺か。

住居手当については25年4月1日から廃止するわえ同時に本市独自の給料削減を行
うことから、俗画笛置を設けた。すでに受給対象となっている蓄には 25年度までは
郊合するが、新規は認めないものである。

26年4月1白から廃止としなかっだ理由は伺か。

25年4月1白からは新規に受縦輸を得ても、郊合しないこととするためである。

他にないか。

削減鑓買はいくらか。

給与力制1｛.意7，αわ万低住居手当l志.26年島以降！諮問∞万円の見込みである。

今回併合料等制蜘似市内の貯占企業制合料や本市経済に与える影響はどのように考

えているのか。

本市経済については全く影響力ぽいとは言えないか1国の方針では、給料削減分の補て
んとして、各自治体に防災・減災、街づくりなどの財源をわ冒するとしており、全体と
して悪い影響力也ないようにしなければならないと考えている

自動車産業を中山にペースアップ力惰われているようであるが、これはー音防産業であ
って、全体には波及していないのわ空期犬であると思う。非正規社員という言葉は日本と
車掴にし力存在しないようであるが、こ倒旺規矧動蓄を正規雇用に押し上げてしWな
ければならないと思う。今春闘においてちこの取り組み力惰われていないようである

わえ市α鰯職員に対する者えを示してほu,'°
市役所の中で怠時期によって繁間肋濁り、また、育児介護側隠など関号する職員ち
いるわけであり、綴JマlこE節調哉員を雇用する湯面がある。師寺職員数力管干埠訪日してい

るのは事実であるわえ日本全国レベルの非回見雇用の増加とι潤連までは分析していな
いところである医澗で求職力ほいので、仕事力切っかるまで市御万で医務職員でとい
うこともあるかと思うので、宣言舌を支えるだけ併合与とは言えないかもしれない祇業
務口百じだ対価を支払うという面ち考慮してしめないとしりなし1と考えている。

他にないか。

市長毛主→郊議員の給与カット期聞が1年ということな 1宿創立元の水準にちどると
いうことか。

一年f創こは戻るということである。

ラス指数がトップlこなったことに対する；首置ということであるが、この削減で県内で何
番目になるものと見込んでいるのか。

平均3.5%削減しだ鑓合の馬込みについて、予測は立てているわけであるが、ラス指
数の性賃上、国の動さによっても変化するちのであるた臥何番目になるということは
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言えなしL少なくとも県内トップは回避するものである。

平田信広委員 ｜ ョ 闘 相l課内のいすれ柳川ブにな初l九 引 き 下 げ 脚 続 く 町 は ない

か。一年間様子を見て判断することはできなかったのか。

青井職員課長 ｜本市のラス指数の問題は過去120ポイント近くあった儲貧から、市民には他市に比べ

ると関白力胃い問題である。今思宮崎市を扱いてトップlこなったということで、市民

の理解が得られないという判断をしだうえでの信置である。一年で給与力寝るので、

25年度は恒久的！こ水準を下げるような倹討を行う予定にしている。

平田信広委員

青井職員課長 ｜一年でまた戻るので、その前に何ら力切手を打だなけれJ-cにまたトップということにな

る。 25年度になったら、どういった苅策を講じるかを引き続き検討していく。

平田信広委員 ｜結剰には一朝で蜘山こと仇

~ ｜青井賊露果長 ｜他市のラ瀦数の慨をうかがし1助切開ということになる拭一年だけα彊 と

いうことにはならないと者える。

平田信広委員 ｜今回併合料等制減Id:..貯斡給引ースを押し上げて、全体の景姐復をしようとし

ている国江湖向と矛盾しているのではないか。

尾前締箔隈 ｜ますl拐伏でラスパイレス指側証化には取り組まなけれlまならな比今後lま、国
や他の自治体ι湖向を見ながら給与の適正化に努臥市民α酪を得られるよう定競合与

水準を隠すしていく必要がある

他にないか。

稲田雅之委員長 他にないか。

佐藤丸古委員 延岡市職員数と臨港職員数let,

青井職員鍛 20年4月1日の紋亨で1263人、恒輔包lこ採用していa髄職員力制250名であ

る。

,... 
佐膝九志委員 E蹄職員の賃金let,

青井職員課長 日額6，αヌコ円である。

稲田5位委員長 他にないか。

西原崩剖委員 見込みでいいので、平均3.5%カットしだときのラス指数を教えてほししL

青期議員課長 見込みは立てている玖ラス指数発表時点でι酒併合与水準ゼ峨員分布の影響を受け、

廼 Dするので、具体的な数値等邸周舗でl謝言できかねる。

西原茂樹委員 ｜一側員の給与の証化を図るというときに、基準とするのはラス指叙しかないと思

う。それ以外に基準があるのか。

青井職箆果畏 ｜給野潤正化については人覇諭告をもとに、国家錫言論与と閑との繍掴つ

ている。それを受けて本市併合与の見直しを行っている。

西原茂樹委員 ｜人郭完勧告を受けて修正されたものがラス指数として表されるのではないか。
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青期損課長

西原茂樹委員

松田和己委員

尾前縦箔隈

西原茂樹委員

青井職員課長

西原茂樹委員

青期議員課長

西原崩剖委員

青井職員課長

西原茂樹委員

青井職員i賑

西原茂樹委員

青期議員課長

西原茂樹委員

青井職員課長

人郭完勧告で国家主ふ溺員の給与水準加夫まり、それをもとに延岡市の給与水準がどうか

というものである。

そうであるならは延岡市の給与の適正化というときにラス指数を目安に立てていると
思う力丈それ以外目安はあるのか。まだ、そういうことから平均3.5%削減したときに
ラス指数がどのようになっているかわからないと適正かどうか（］）判断ができないと思
う。ラスがわからない以上、平均3.5%下げればいいのか5%下げればいいのか判断で
きなしLただ単に下げればいいというものではないと考えている。

的兄力安わるから出せないという話であるわ丈例えば110.3ポイントという指数を
出した数字をベースに、平均3.5%削減しだときに、この数値がどうなるのかというよ
うな数字は出せるのではないか。

ラスは1（均分率であるので、簡単に言うと3.5ポイント下がるということである。た
だし、国や本市の職員随喜ι凌勤など、ラス指数を算出するのは様々な要因に影響を受
けるので、実質的にはそのまま 3.5ポイント下がるということはないだろうと見込ん

でいる。

住居手当については国県に準じるということだが、国県はいつから廃止しているのか。

自宅！こかかる住居手当について、国は持ち家手当月額1α刃円について15年4月1
日から廃止、新築の月額2αX>円については21年12月1日から廃止している。県
は25年4月1日から廃止の予定となっている。

県ち1年間の俗画翫霊力濁るのか。

県lま設けていなしL

管理職手当の定書尉じにしだときの影響はどうなるのか。

管理職手当の趨閉じは国県を通じて指導を受けてきだところであるが、今回本市独自の
給与力ットを実施することで、部諸肋寝高の6.1%の減となる。このた臥管盟議手
当で商店側冨を耳隙リするために管商議手当ι淀額制を考えているところである。

単に上がる下がるという説明でlet議論できない。具体的にいくら上がるか下がるかと
いうことを示してほU,¥o

管理職手当については部長が67,530円から84，αX)円、部次長が58.136円から
70,3αコ円、課長が53,αX)円から58,71αコ円、課次長級が43,500円から45,4αコ
円ということになる。

本市では能力制をとっていないので、日誠皆による差を設けるのはいいことだと思う。
勧奨退職α部脂置は期限はないの札

2年ということで実施する。資料には記載していなしめえ条例には明示している。

勧奨退職者に係る退職手当を年2%から年3%に害！贈しをする理由は伺力L

これまで50歳以上ということであった力t定年退職まで10年間であるので、年2%
をかけると20%ということになるので、 2害雌磐買されるとしていたものを、年齢を引
き下げ、 45歳以上とし、年3%にしだことから、最高で45%の害！胞があるというこ
とである。これは固に準じて行うものである力え国家公務員ち平均年齢が上がっており、
組織的な活力が債なわれるため退職勧奨を増やして帝邸窃の活力を高めるために行われ
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西原茂積倭員

稲田号泣委員長

平田信広委員

青銅議員課長

稲田雅之委員長

三上毅議員

青井職員課長

三上毅議員

尾前車縫若部長

三上毅議員

ー青井職員果長

稲田雅之委員長

るものである。本市でち第 6次行財政故革で職員の削減を掲げていることから、 26
年度までに H刃名の減を目標としていることから、それを推進するだぜ双濁境整備と
いうことで行うものである。

国に準じるといいながら、準じていない部分もあるので、準じるというなら速やかに行

わないと下げる分は遅らせ、上げる分は早くするというようにとられかねなしL今後そ
のようなことのないようにしてもらいたしL

他にないか。

国の給与7.8%削減は2年間で終了するのは確実であるのか。

方針として24・25年度の2年間と灯ち出していたので、基利引こは2勾轍乃実施

であると思うが、今制勢を鑑みるとどうなるのかと不透明な部分ちあるように感じて
いる。

他にないか。

〈委員外議員より発言の申l必〉

ただ今委員外議員より発言の申L必力tあった玖これを許可するに嘉義はないか。

〈莞絞ましとOyLぷ者あり）

委員外議員の発言を許可する

j臓買率はわかる拭安部敏淵！減額はいくらになるのか。

職員の平均給告は月額約34万円であるので、約12，αゎ円ということになる。年額

一人当たり約13万から14万円と見込んでいる。

通常4月1日にベースアップカ窃ると思う力えそれを考えたときにはどうのようにな

るのか。

4月1日の給与の3.5%削威されるので、平蹴合与約34万円のときの月鱗包12，αX)
円の瀦買ということになる

給与刻銘買にま訴合減額率を乗じてと5糊されているが、残業手当算出の基礎には影響さ

れないのか。

今回の給与削減は時ren9ト手当に影響させないようにしている。

質疑を終了する。

一括に入る。討論はないか。

〈「なし」と昭15＼：者あり〉

討論を終了する。

これより、議案第74号日正岡市→錦繍議員給与条例の一部を改正する条例舗促Jを
採決する。
本案let原案のとおり、司：夫すべきものと決するに、異議はなしめ、。

〈異訟ありと呼15＼：者あり〉
要言動窃るので挙手により保夫する。
本案lま、原案のとおり、可決すべきものと決するに賛成の蓄の挙手を求める。

〔数α霞ID
賛成多叡である。
よって、本案let原案のとおり、司｝夫すべきものと決定した。
続いて、議案第 75号呪岡市長の給料α訪日に関する条例等の一部を改正する条例

の制定Jをf采決する。
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上ノ原危機管理室長

稲田雅之委員長

小田忠良委員

上ノ原危機管理室長

稲田雅之委員長

早津購－委員

上ノ原危機管理室長

小田忠良委員

上ノ原危機管理室長

稲田雅之委員長

本案l立、原案のとおり、司決すべきちのと決するに、嘉義はないか。

〈異議なしと断5，芦）
罵義力ほいので、本案は、原案のとおり、可：夫すべきちのと決定しだ。
続いて、議案第76号日正岡市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例d滞リ定J
を照夫する
本案l本原案のとおり、可：夫すべきものと決するに、嘉義はないか。
〈異議ありと昭15＼：者あり）
罵義力窃るので挙手により康夫する口
本案l立、原案のとおり、可決すべきものと決するに賛成の蓄の挙手を求める。

〔鍛の確認〕

賛成多叙である。
よって、本案は、原案のとおり、可決すべきものと決定しだ。

次に、議案第77号日正岡市新型インフル工ンヲ篭刻策本部条例の告促Jを審査する。

はじめに、当局の説明を求める。

本条伊良は新型インフルエンザ等苅策特別指置法力ヰ制定されて、本年寄こ脳ラされるこ

と、まだ新型インフルエンザ等の発生時に国力繁急事厳旦言を発令urc揚合、市町村に
苅策本部伐安置力管読樹けられたことにともなは本市の対策本部に関し℃必要な事項
を定めるちのである。第1条では矧まど言った趣旨を、 2条で限立策特60孫自織・体
制を、 3条では対策本部における情報交換料重絡調整を行うための会を必要に応じて
招集できる旨の規定となっている。 4条では対策本苦闘に部を置き、全庁的な体制の

整備を図ることを規定している。以主である

これより質疑に入る。質疑はないか。

新型インフルエンヲ等にはどのような感染症が含まれるのか。

他国ではすでに感染例力窃り、日本国民が免疫を持っていない新型インフル工、ノザ、
過去にお澗ラしたインフル工ンヲヲQt(昆＝舌するもの、未知のウイルスによる重症の惑染症

の3つ力潜り込まれている

他にないか。

例えば災寄3策本部などある力丈インフル工ン明百策本部についてlchこのよう取立策
本部というものと大きな遣いはあるのか。

自然災害時の対策本部とは少し意味合い探ミなる部分がある。インフル工ンヲ等対策本
部は国が主導権を持ち、県がその下に入る。市町村は一定の業務を分担して、行うとい
うことになる。一市町村汎1くら防いで怠全国的に対策しないと、意味力ぽいという

ことからそのようになっている。本市は平成21年5月に詳細なインフルエン明擦
行動計画を定めている特別箔置法力キ制定されたことにあたり、本計画ち改正u：なければ
ならない部分力？でてきているので、健康増濫果で作業をおこなっているところである。

ノロウイルスやロタウイルスなどの啓謀症については分け隔でなく対策をしないの仇

感染症全般の対策別邸要であるが、新型インフルエンザは特に爆発的な感染力を持ち、
多叙の人々 の生命・身体に重大な影響を及ぽすということから、国を挙げて防止する必
要があり、国力社寺別指置法を制定し、対策を講じるものである。

他にないか。
〈「なし」とDYi1S＼者あり〉
質疑を終了する。
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石田資産罫矯果畏

稲田5位委員長

」れより討論に入る。討論はないか。

〈「なし」と呼15渚あり〉

討論を終了する。

これより、議案第77号「延岡市新型インフルエンザ等対策本部条例の市促Jを照夫す

る。

本案は、原案のとおり、可決すべきものと決するに、異議ないか。

〈「なし」と昭15＼：者あり〉
本案l立、原案のとおり、司〕夫すべきものと決定した。

次に、議案第78号日正岡市税条例の一部を改正する条例G滞促jを審査する。

はじめに、当局の説明を求める。

改正江涯白尉白う手応去等のー音隙正に伴しk平成 24年度以降に取得した下水道除害

施設について、償却資産に係る固定資薗見の防雌置を市町村ι深例で定めることとさ

れたた臥所要の改正を行うものである。改正の羽容は下水道除書施設に係る謂税標準

α初』措置で、平成24年4月1日から平成27年3月31日までに府写した下7Jく道
除害賠剣こついて、償却資産に係る固定資顔見¢瀦見標準額を本来¢額の4分の3で

規定するものである。施行期日は土浦の臼としており、平成 25年関以降の年度分の

固定資産税について適用されるちのである。下水道路遺憾受とは下水道に悪影響を与え

る下水から、有害物質を除去するための施設のことで、酪粧やアルカリ性を中性にする

ペーハー調整層や浮遊物質を駆除させて取り除く加圧駆除分離装置などがある。平成1

24年度における償却資産の申告で、こα寺例を適用させている事業者はなかった。以

上である。

これより質疑に入る。質疑はないか。

〈「なし」と昭15＼：者あり〉

これより討論に入る。討論はないか。

〈「なし」とDYL1S＼：者あり〉

討論を終了する。

これより、議案第78号「延岡市税条例の一部を改正する条例の制定Jを採決する。

本案l志原案のとおり、可決すべきものと決するlζ 罵義ない札

〈「異議なし」とB事15＼：者あり〉

本案lま、原案のとおり、司｝夫すべきものと決定した。

次に、議案第87号日正岡市ETOランド速自の峰条例の一部を改正する条例ι糊定j

を審査する

はじめに、当局の説明を求める。

吉田杭旭刻融課長 ｜稼はETOランドの人工芝スキー揚を廃止することに伴う条例の班である改正の

概要について、第三セクターカ漣営する臨鍔の見直以加で経営改善の戊兄専門者

会議の意昆などを参考に倹討を重ねてきた繍ミ平成 25年度中に人工芝スキー揚を廃

止することになった。改正の1SJ容は条例第8条に利用料金ι淀めがある力えそれに関

する別表から、スキー場の縮空・器具に関する項目掛勝するものである脳瑚日は

規則で定めることとしている。以上である。

稲田院委員長 ！これより質疑に入る。質疑はないか。

〈「なし」と呼15＼：者あり〉

これより討論に入弘－討論はないか。

〈「なし」と呼15＼：者あり〉

討論を終了する。

これより、議案第87号日正岡市ETOランド速自の峰条例の一部を改正する条例の

制定Jをt彩夫する。
本案l志原案のとおり、司｝夫すべきちのと決するに、罵義ないか。

〈「要意義なし」と昭ぷ者あり〉

本案は、原案のとおり、可決すべきものと決定した。

-7 /19~－ -



次に、議案第 88号「E正岡市末越レジャーパーク条例を廃止する条例の市！淀」を審査

する。
はじめに、当局の説明を求める。

内田お甫地域振興課長 ｜平成 20年度に第三セクター等経営診断雲穆業を実施し、その後、外部有識者によ
る経営改善検討議歎b閉祝日皮善衡す語義において慎重に倹討を重ねてきだ結果、 25
年度中に公の臨受としての用途を廃止することとしたので、本案を提出するちのであ
る。なまえゴルフ練習場は今後長調からの経営希望者を募ることとしているので、施行
日については 25年度中に規則で定めることとしている。以上である参考に申し上
げれlet指定管醜ヰとして、過去3年間は毎年373万5千円を支出しており、賠受

の利用者は前マ減少力漕しくなっている的兄である。

稲田5位委員長 ｜これより質疑に入る。質疑はないか。

西原茂樹委員 ｜ゴルフ揚は貯齢、ら館者を募るということである削也の般の方針まどのようにな

っているのか。

内田~~甫地域振興課長 ｜閉鎖する計画である淘｜｜ブールlこついては題板をUパて水量を確保しているので、管
理しないということになれj式自然司｜｜に戻るということになる。

西原茂樹委員 ｜アスレチック臆受！こは全く入れなくなるということか。

内田淵雌頼興穣 ｜アスレチック・草スキー湯臓は務引切嘗Uパので、ロープや柵等で立ち入りを制艮
していくことになる。

早津績ー委員 ｜施設繍践についてはどのような方針か。

内田~~甫地域痕興課長 ｜撤去は者えていなし1。ロープや柵等で立ち入りを制限し、点倹は行うことにしているの
で、安全対策面でち陪題はないと考えている

早津見賢一委員 ｜安全対策の面から、臨錨叡去についての考えはないのか。

内田お甫地鼠振興課長 ｜撤去の予定はない祇ロープや柵等で立ち入りを制限し、市力鳴謝的に点倹を行うこと
で、適切な安念1策を行っていきたしし

稲田雅之委員長

中村企直課長

他にないか。
〈「なし」と昭15＼者あり〉

これより討論に入る。討論はないか。
〈「なし」と昭15＼者あり〉
討論を終了する。

これより、議案第 88号「延岡市末越レジャーパーク条例を廃止する条例の需促j

を採決する。
本案let.原案のとおり、可決すべきものと決するに、嘉義ないか。
〈「罵義なし」と昭15＼：者あり〉
本案lま、原案のとおり、司）夫すべきものと決定した。
次に、議案第gg号「定住自立圏形劇認定の一部変更Jを審査する。
はじめに、当局の説明を求める。

定住自立圏構想とは人口の対喜な減少と少子高齢化の急速な進行等を踏まえ、地方圏に
おいて安I~＼して暮らせる地i或を各地に形成して人口流出を防ぐとともに、三大都市圏か
ら地方都市圏への人の1jfiftl,を創出するた臥国力満差している施策である。定住自立圏
は人口 5 万人間支以上で、昼間人口が叡ヘ中I~＼市と生活・経済面でかかわりの突い
連挺市町村とが自らの意思で、一対ーでの協定を締結することを積み重ねた結果として
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稲田雅之委員長

松田和己委員

形成される臨或とされている。これらι趨或ごとに集約とネットワークの考え方をちと

に中山市において圏域全体口白要な都市機能を舞鶴捌に整備するとともに、連携市町村

において凶邸要な生活機能を確保し、農相pJ<産業の娠興や豊かな自然環涜等の保全を図

るなど、Eいに連携協力することにより、圏域全体の活性化を図ることを目的としてる。

本宮崎県~t定住自立圏は平成20 年 10 月 28 日に、定住自立圏構想の先行実掘ヨ体
に決定しており、平成 21 年3月 17 日に本市力匂，~，·市の宣言を行っている。そのあ
と、連健市町村との↑話歎b地域住民による隠す会などを実施レ、協定項目の憶すを行っ

たうえで各市町村の平成21年 12月議会において議決され内平成22年 1月7日に

協定¢糊吉を行っている。また、平成22年5月 10日にlま協定に基づく、具体的な

取り組みを記載U三定住自立国共生ビジョンを策定し、現在事業を准進しているところ

である。概要は以上である。議案窃党明に入る。本市と五ヶ瀬町d湘備している協定内

容の資料を配布している力1別表に具体的な取り組み項目を記載している五ヶ瀬町と

は 14の項目について協定を締結している祇今回の協定変更によって、庫菊窒療体

制の充実に取り組むこととし、字放服鑓屋療体制の確立を追加するものである今回の

協定変更の背豪は当初お定締結時には五ヶ瀬町は本市の磁調急病センターを和周した

隙の経費負担の枠に入っていなかったため、徹股鳩医療体制α芭1lこついては協定を

綱吉してしなかった。しかし、人数は少ないも江粉、五ヶ瀬町から本市商品急病センタ

ーの小児科を受診する患者力tいることから、 25年度から五ヶ瀬町ち夜間急病センター

の小児科運営について、受益l~じて経費を負担するという協義がまとまつだた瓜項
目を追加するものである夜間急病センターι漣営の参画自治体が培えることで、安定

的な運営につながり、島或O)f)JJ拐救急医療体制の確立に資するものと考えている。本市

は県北の定住自立圏9自治体の中山市であり、リーダーシップを発揮するとともに、

協定ι疹画自治体を増やすことで、定住自立圏の躍進につながるちのと考えている以

上である。

これより質疑に入る。質疑はないか。

大人ι浸5ね盛り込まれてなく、小児壱者適正建劉こ限定した協定書か。日向・門｜！な

ど他の市町村ち同僚の協定か。

甲鋤樹立感｜健制御と畷でぬ柿の町醐切明営ω ては酬小児

科・外科の3科である祇今問。入する似ま五ヶ瀬町の小児科の共同運営ということで

ある。ほかの自治体がどう樹コってくるのかということについては住民啓発であった

り、協軽療体制江漉泣、国防確保については当初から9自治体で同僚の取り京協

を行っているところであるこの協定はあくまで小！取潜発.003＆急病センタ→霊曽ヘ

r I ｜惨画を繍いするものである。

細胞委員 ｜夜間鰯センターでl拓ヶ瀬町からの大人の患者は受け入れしていないという理解で

いいか。

甲郵白色窓側鰹長 ｜小児害者以外闘でに受け入れを行っている負担については潤閉すで負担をして

いる。

甲斐協擢讃期信張 ｜大人の患者に関しては日向でも前占急患センターを独自に持っているた忠盛宛受

け付けいてい翻寺間帯力悔いので、それ以外α鋼需は延岡市に受診に来たり、日向市

内の別似窒療機謁で覧会したりする乙とになるので、まだ大人の患者については負担金

をちらっていなしU民兄である。

西 原 茂 綴 員 ｜五ヶ鯛からl掠市の欄・州｜こは！腿されてし1ないという理解でよいのか。

小児害者以外の経費を負担してもらっていない理由は伺か。

再開題療対策室長 ｜願リとして、それ引の澗村似顔欄力嚇している力えそこで受け入れ力？ときな

い患者についてのみ、本市の夜間急病センターなどで受け入れをしているためであるU
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西原茂樹委員 ｜夜間害病センターに問い合わせれは内科・外科・小帰化この1t!Jij或から伺名受診して

いるかはわかるか。

甲斐地域医療対策室長 ｜後に委員長を通じて提出する。

稲田雅之委員長 ｜他にないか。
〈委員外議員より発言の申出〉
ただ今委員外議員より発言の申Lλ主力匂ったが、これを許可するに罵義はないかo

G号叙去しと昭ぷ者あり〉
委員外議員の発言を許可する。

下回英機義員 ｜棚臓急医療体制α建立というと最初江浸診ということだと思うわえ内容を見ると小児

科の初期救急、ιゆ本市力安け入れるということか。

甲お由L彊源対策室長 ｜受け入れl制。から行っている。費用負担ち含めた枠組みの判こ五ヶ瀬町ち劉日しでも

らうということである

稲田5位委員長 ｜これより討論に入る。討論はないか。 I 、
〈「なし」と助5，者あり〉
討論を終了する。
これより、議案第99号「定住自立圏形劇窃定の一部~を｝彩夫する。
本案Id:、原案のとおり、可決すべきちのむ夫するに、異議ないか。

〈「祭器なし」とB事ぷ者あり〉
本案lま、原案のとおり、司〕夫すべきちのと決定した。
次に、議案第100号、議案第101号、議案第102号、議案第115号¢噺庁舎建

設にかかる「工事請負契系切鴻輔副を一活審査する。
はじめに、当局の説明を求める。

浜松新庁舎建設惟進室長｜議案第100号は新庁舎道受 1期建築主体工事lこかかる工事請負契約の鰍吉である。
本案は新庁舎態宣工事における高聞東IJJ＇かる建築主体工事である。特定態宣工事共同
企業体2者による条件信一般競争入札を行つだ結果、西松・上田・西本・寺田特定建設

工事共同企業体力潜礼し、32億 1干316万5干9CX)円で同共同企業体と契約を締
結するちのである。議案第101号は新庁舎道受電気設備工事lこかかる工義青負契約

の鰍吉である。特定建設工事共同企業体7者による条件信一般競争入札を行った結果、

西南電気・胞進興業・旭陽電業特定選定E事共同企業体力努許しし、 71：意7干'227万

5千円で同共同企業体と難施鰍きするちのである。次に、議案第102号は新庁舎l ・、
建設密駿備工事lこ力、かる工事請負鶏依糊吉であります。特定建設工事到司企業体

6者による条件付一般競争入札を行った結果、灘高・三光・若葉特定建設工事共同企

業体力潜札し、 7億4干803万3干20円で同共同企業体と契約を鰍吉するちのであ
る。次に、議案第115号は新庁舎選受削除衛生設備工事にかかる工蓄積難紛

鰍ぎである条件伺一餓飽き入本Lα浩を行った結果、入札参加の申請者がなく、予備

指名方式による指名競争入札に切り替え、指名通知をしたが、入札への参加の意思、を表
明した音波線・延岡設備特定建設工事共同企業体1者であったた臥再度入札を中

止し、地方自治法施行令第167条の2第8号に基づき今回、 11意6干317万円で

同共同企業体と飽曹契約を鰍吉するちのである。建築計画・構造計画について、延べ床
面責は18,378rrl、内、高富安が15,071rrl、低層駒な307rrlとなっている。む
上8階建て、高顧東の1臨防は市指輪造、 2階から上を免震構造としており、 1・
2階の聞に免震層を設けることとしている。 1~層棟部分については耐鵬造としてい
る。今回江総主工事については1期建築主体工事については高層棟のみの発注となる
力え低層練との結合工事であるエキスパンションジョイントについては、 1期に含むこ
ととしている。電気設備工事・~周設備工事・給排水衛生設備工事については高層棟・
低層棟釘っせて発注することとしている。工期については平成28年7月末までを予定
している。そ(])j~平成27年2月 1 6日に高層棟の引き渡レを受けることとレている。
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稲田位委員長

小田忠良委員

来年度のスケジュールについては4月から施工図の策定に入り、5月から2か月間E舛完
工法により、地盤改良工事を行し＼..7月l乙深層まで杭を約160将巧込む工事を行う。

8月から来年1月に力NJ"て基礎から1階部分までの躯体工事を行仇この習に設備工事

が一吉開始される予定である。また、来年2～3月にかけて、免震装置彊工事を行仇

それに関係する各設備工事を行うこととしている。これらは1見在の想定スケジューlレで
あるわ丈詳細は施行者と工事管理者で調整していくことにしている。以上である

これより一活質疑に入る。質疑はないか。

どのように入本凶惰われたか、鎖国彦震がどのようになっだのかをチェックするのか役

目であるので、それぞれの入札結果表をみせてもらいたししこういう契約の締結議案で

は常に入本凶吉果表を準備してもらいだしL

糊庁舎蹴出｜一眼卦車ついて2由工割問ω の 動 的 窃 刈 る西

松・上田・西本・寺田特定選受工事共同企業体、清水・川口・司・吉料提建設工事共

同企業体の入札で、前者機許ししている。部俸はω %である掛目は後に提出する。

稲田雅之委員長

西原茂糧援員

他にない力1¥

給制〈偉注設備工事で 12月 14日に貌O力ぽかったということである秋当初の入

札劉晴敏の見込みと、なぜ劉日力ほかったのかを抑息願う。

胸庁舎蹴出｜糊水艦鴨工事ω℃傾構問牛概喋勧~ 21企 業 向

構成員、地元の企業になる力1~， 37 企業である。参力操件を満たす~の数としては
15JV力可能であるということで進めていた。参加かほかった理由については確認が

できない成 地元企業の頭司を受けて、隠す委員会ではこのような方式で決定L況と

ころであるu

西原茂結1委員 なぜ参加力時的、つだか捌まっきりわからないと、次の入札をかけるときにどこを改善し

たらいいかがわからないι習う。そこは機正しないの力、

浜断庁舎建嫡笹室長｜その理由の慌正についてはアンケートを実施している。今回随意契約を鰍吉する~に
聞く範囲では今回の工事は3年半という鳳胞に及i5地のであり、企業として管理

関筒や主任開店者を長期翠記置しないといけないというの成金額~な部分でネック
になっているということがあると聞いている。

稲田雅之委員長

小田忠良委員

稲田雅之委員長

西原茂樹委員

他にないか。

議会は新庁舎建設の件で市民や地元企業から請願を受けて、地元企業の有郊舌用に真撃

に取り組んできた衛書があるしかL広がら、今回指名競争入札にも参力闘1~ しか
なく、港胆しているところであるこのたぜ溺会側としても、なぜ入本陸劾日力ゆなかっ

たかという理由が知りたいということか濁る。

他にないかL

1月 23日に行った予備指名方式による指名競争入札につし1て詳細左足党明をあ瀬いす

る。

浜松新庁舎欝雛進室長 112月江深件付ー鰯縛入札について劉0かぽかったことから、条件を緩和し、 3者で

~を結成するということを2蓄に変更した。これは3者では工事期司力寝く、金額拘
にちきついだろうということで、 2蓄にしだものである。それから代表構成員舗を件を

満たす 15企業と地元の 15企業を選定、公表し、そι）中でJVを構成して、応募で

きるようにしたちのである。 ／一一＼
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西原茂樹委員 1JVしか応募力伐初、ったということに対する見解をあ瀬いする。

浜松新庁舎建設？監進室長｜当然瓜湧があるものとの前提で行った。でさることならば入札を行ってという手順を踏
みたかったが、結果1ふ／し力響力的ぼく、隠意契駒という形になったちのである。

西原粛討委員 予備指名方式で1JVしか唾効日かぽかったの怠長期の工事て金額的に折り合いがつか

ないという理由になるのか。

滞銭行庁舎建謎監進室長｜それが大きな要因となっていると考える。

西原崩封委員

福永安部摺聾果長

西原茂樹委員

黒木企画部長

稲田5位委員長

価支持志委員

地元企業にアンケートを取るなどして参加L必つだ事情を臆くことは司能なのか。

今回の結果を受けて、後の事業にち影響力？でることから、アンケート調査を実施しだい

と思う。

特に5青野肋提出さ札それを受け、議会側ち対応をしてきたわけであるので、きちんと

回答をもらえる形でのアンケートを望むー

組合を通じてしっかりアンケート調査を行っていきたしL請願の話力？でたが5行政側に
ち要望郷討されており、それを受ける形で分書院注方式を採用した経緯力窃ることか
ら、今回制課は残怠l乙曹、っている。

他にないか。

5月上旬から地盤改良工事力始まるが、工事車両の隼入口はどこになる予定か。

浜私噺庁舎建誕腿室長｜現状と同じく北側を予定している拭施行者、管理者と協義を行って、決定していくこ
とになるので、それ力ち夫まったら改めて迅絡するようにしたい。

佐藤丸志委員 地盤改良工事で19CX)本の砂杭を訂つというが、騒音対策はどのように考えているの
か。

浜松新庁舎態難進室長｜パイプを鴎去させながら入れ同働、ら砂で埋めるという工程であるので、極力騒音力？で
ないよう工法となっている

佐篠九古委員 E局君事務所はどこになるのか。

浜松新庁舎建劉健室長｜施行者力快めることである拭空き店舗時限ど候補地を教えてほUパという申し出が
あれは憎隈供などを行いたい。

稲田雅之委員長

松田和己委員

他にないわL

一期建築主体工事は4蓄のふ／ということで、それぞれの出資比率を教えてほUパ。

浜1銀行庁舎欝慰霊進室長｜西松遺跡409ふ上田工業が309ふ西本建設・寺田選効tそれぞれ15%である。

松田和己委員 宣言周工事に関してlお也元企業でということで、議会でも見守っていたわけである成後
になって、地元では制まり難Uパという5初出たようである。その結辞書let

糊庁舎建謝臨｜提言の繍でl捌 J制にlお岡京可能であるということであっ闘訓維を
通じて、免震層を通るということや、複合繋源という特殊民兄力窃ること、プレキャス
トコンクリートL濯を採用していることなどを考えると、地元企業でできないことはな
いが、難UJ¥:Oまになるので、仕上げるためには儲実のある企業力澗工したぼうわ軍縫
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松田和己委員

黒木企画部長

松田和己委員

いがないという申し入れを市長に行ったということである。それを受けて、点数を

13αコ点に上げて九J州管内に苅象を広lナて業者を公募した。

今恩民間を交え疋発注方式の検討委員会を設置utE.ことで、どのような効果あったの
か。

検討委員会では建物の品質確保に加え、地元業者の活用の可制空について議甫を深臥

地元の景気擦の観点などから幅広い意見を募ることかぞきたと考えているb

総工費701意としたときに、地元に日コ億ほど投下されるのではなしめ、というマスコ

ミ報道もある拭実際の見込みはどうか。

糊庁鑓慰臨｜出詑惇甥蛤で馳民い1孤 一 甥 伽 徐 包 瑚 と 蹴A.

稲田院委員長

小野正二委員

率のみで効果を考えると、総工費75憶のうちの70%で約50億ということになる。

そ倒也下請け工事なども含めると、地元への波及刻果は大きいちのと見込んでいる。

他にないおL
〈委員外議員より発言の申u封〉

ただ今委員外議員より発言の申L必力窃った拭これを許可するに罵義はないかo

e意義なしと昭15＼：者あり〉
委員外議員の発言を許可する。

工事監理業務ι溌注を行ったと聞いた力《通常市の監督員で行うと思う力丈体制はどう

なっているのか。

浜松漸庁舎建設推進室長｜工事監理はまだ契約を行っていな比近いうちに見積ちりをとることになる。施工中の

体制については工事監理者の下、各工事の中ι漕理度術者と市ι漣築・電気・機械の設

備関係の専任ι粉間議員力官議しながら進めていくことになる。

小野正二委員 監督員が主体になるということで理解していいの力L

浦公新庁舎道鑓進室長｜施行者力軍終判断を行うことになるので、市の監督者力慎重示をすることになる。

稲田雅之委員長 これより一括討論に入る。討論はない力、

（「なし」と昭15＼：者あり〉
討論を終了する。

これより、議案第 100号新庁舎態宣1期建築主体工事lこ力、かる「工事請負契御淵

結」を採決する。

本案！志原案のとおり、司｝夫すべきものと決するに、罵裁まい力、

〈「罵訴し」と恥渚あり〉

本案l本原案のとおり、司：夫すべきものと決定した。

続いて、議案第101号新庁舎欝婚気嫡工事lこ力、力、る「工事青負難依糊吉」を採

決する。

本案let.原案のとおり、可決すべきものと決するに、異議なしめL
（「票総し」と昭15＼者あり）

本案Id:、原案のとおり、可決すべきものと決定しだ。ー

続いて、議案第102号新庁舎建設空譲受備工事lこかかる「工義吉負契来初繍吉」を採

決する。

本案lま、原案のとおり、可決すべきちのと決するに、索綜いか。

〈「嘉義なし」と昭i5渚あり〉

本案l本原案のとおり、百夫すべきちのと決定しだ。 I 

続いて、議案第115号新庁舎建謝訪問婿注設備工事lこかかる「工義韻安部包α櫛吉」

を採決する。
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稲田雅之委員長

高浜経営政策課長

稲田雅之委員長

早津蹟一委員

高浜経営政策果畏

稲田雅之委員長

小田忠良委員

高浜経営政策課長

稲田雅之委員長

松田和己委員

稲田雅之委員長

西原茂樹委員

稲田雅之委員長

早津療一委員

本案l本原案のとおり、可決すべきちのと決するに、罵叡主いか。

〈「罵義なしJと呼ぶ者あり〉
本案l立、原案のとおり、可決すべきちのと決定した。
暫時備司をする。

休憩前に引き続き審査を再開する。

〈休憩） 1 2:04 
〈再開） 1 3:00 

開書第15号「電子メール応筈48町議顕探例舗リ定を求める閥胃」を審査する。
はじめに、本開前癌査にあたり、当局より審査の参者となるような時時力窃れば、

お願いする。

市民からι潤い合わせの対応と各課への習い合わせへの対応について、前者は「市民の
声」という稿！肢を設け、市政やまちづくりの意見募集を行い、広臨機肢が霞扮ために
実施しているものであるわえホームページ上や市役所玄関横の投書箱などに寄せられ
る。それを経営政策果で受け付けて、当該案件の所管課ヘ連絡をするそ倒愛、連絡を
受けた所管栗には3日以内に回答できるかを判断してもらう。間窟できる揚合！志回
答書を作成の上、速やかに回答をする。 E陪できない湯合は投書者に回答加訊る旨
連絡をし、その後回答書を作成し、回答してもらうようにしている。各課に届く問い合
わせについては零静窓口、メール・手紙など僚／マな方法で問い合わせ力協り、｛聞
に件鍛の把握をすることは実務的にも困難であると思う力え各課において臨機に対応し

ているちのと考えている。以上である。

これより質疑に入る。質疑・意~はないか。

市民の声として投書された意見や質問に対する回答は3日以内というルールを定めて
いるかえこれより遅れそうな鑓合にはその旨ち3BC刈羽相手方には連絡しているのか。

そのように対応している

他にないか。

48時f司凶羽に回答をするようにしてほUパという閥胃であるわ，t,48防毒以内に回答

をしないといけないとし1うル－JVi乍りをほ湯合にどのような問題点力窃るか。

本市でlお期犬、錨議員の／やノコンで電子メールを送受信できる環涜力言論されている状
況でなく、常に電子メールを確認できる的兄にはないことが考えられる。

他にないか。

市民からの電子メールでι潤い合わせに対して、講話命を答えることが怪灘な案件であっ
ても検討するといった形などで、何らかの返答はすべきであると協守、う。ただ、市民に
務室を課したりするような話でなく、現伏でこれを条側じする必要はないと思う。

他にないか。

できる限り迅速に対応しているということから、条例で定める必要はないと思う放言
った、言わないのトラブルを避けるためにもできる限り各課には、電話やメール、手

紙などでの要望などの方容を記録しておいてほLA,＇と思う。

他にないか。

市民の声として、受理され疋案件については原則3日以内にきちんとしだ苅応力ほさ

-14/19~－－ 

、

a、



稲田雅之委員長

小田忠良委員

稲田雅之委員長

,.. 

穴井総務課長

r 

稲田雅之委員長

小田忠良委員

松田和己委員

れているということである。

他にないわL

賊員がうっかりして 48時間という時間に反して、それを超えち屋答してまった揚合

はそれだけで鰐鍵反となってしまう可制的濁り、現伏では市民からの電話やメ－

jレ、手紙などによる問合せの対応についてd鑓 lま、行政力強叡捌応に努めるととち

lこ、議会としてもそれb徹底されるようチェック機能を窮乏すことによって解消を図る

べきであると思う。

他にないか。

〈「なし」と昭15＼：者あり〉
これより討論に入る。討論はないか。

〈「なし」と断ヨ者あり〉

討論を終了する

これより、陳情第15号「電子メール応答48防毒線操例d滞！健を求める閥胃」を採

決する。

本側宵l立、採択すべきちのむ夫するに、異議ないか。

〈「嘉義あり」と昭15＼：者あり）

異議力窃るので、挙手により際夫する。

本開胃I~ 採択すべきものとコ夫するに質成の蓄の挙手を求める。
〈鍛の確認〉

賛成者なしと認める。よって賛成者なUこより、利采択すべきものと決定しだ。

続いて、開胃第16号日正岡市行政手続条例の改正を求める閥胃」・開胃第17号 f意
見公募手続条例d滞促を求める開胃」の2件をー活審査する。

はじめに、本2件ι欄叡癌査にあたり、開胃に関する本市α期犬の当局より調且を求

める。

行政手続法については行政の処分等に対して不服を申し立てたい揚合や裁判所に毅済

を求めたし湯合、あるいは行政不自庭RV濯や街隠胞ほど倒防後広域処斉制度などがあ

るカえ事後的な毅済だけでは不十分であるとして予dJ..行政活動を行う際の手順を定め

たちのか惰政手続法である内容に関しては申請に対する処分の手紙司司随処分の手

続、行政指導の手続、届出の手紙意思J、募手続に分かれている利東情書について、

平成 17年の行政手続吉江淑正に対応していないという部分に関しては閥言者の指

摘のとおりであり、適切に対応したしししかし、第2章から第5章となっているの力え

第 6章までの誤りであるということに関しては、努力義務ということになっており、

県、県内他市の！閃兄を見て忽本市同僚に5章までの条例となっている的兄である。

市民の意見の翻刻こ関しては本市では各課力tそれぞれ審議会や委員会で学識経験者や

専門家の意昆を聞いたり、鶴吉会や意思よ募、アンケートを実施するなど、刻剰9な方

法で市民の意見を臆くように努めている的兄である以上である

これより－活質疑に入る。質疑・意見はないか。

本市の行政手続条例の1コに項すれu.tdt遣しめ窃るというO)fま、適切に苅応をしないとい

けない力え本開胃のような条例を策定すること力丈多数の市民の意見として求められて

いるという総兄力窃れj式邑者青求により条例d滞！院を求められてくると思う。

現伏に問題力Tあり、改善しなさいという内容であれば理解できる

ただ、市民生活の方向性を示したり、影響を及ぽすマスタ一フランや計画を作成するに

あたり、各課がそれぞれ欝鎗や委員会で筈鍛頚鎮静守援の意見を聞いたり、畿百

会や意島公募アンケートを実施し、市民の意見を聴くように努めているので、早急に

条例を改正や嗣隠し計百応L/.ないといけない問題ではないと思う。

＂－ーーー圃圃品
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稲田雅之委員長

中柑企画課長

稲田雅之委員長

小田忠良委員

稲田雅之委員長

西原茂樹委員

他にないか。
〈「なしJと呼15＼：者あり）
質疑を終了する。
これより一括討論に入る。討論はないか。

〈「なし」と昭1.5＼：者あり〉
討論を終了する。
これより、ま宮欄胃第16号日正岡市行政手続条例の改正を求める陳情」をf殺する。

本開曹は採択すべきものむ夫するに、要惹謝まないか。

〈「嘉義あり」と呼1.5＼者あり）
莞義力窃るので、挙手により照夫する。本欄盲l本採択すべきものと決するに賛成の蓄

の挙手を求める。
〔獄ι瀦 ID
賛成者なしと認める。よって本開胃1<3入荷鶏尺すべきちのと決定した。
続いて、関電第17号「意見公募手続条例ι糊定を求める閥青」を照夫する。

本側胃fcl採択すべきものむ夫するに、要惹叡まい力L
〈「罵義あり」と昭1.5＼：者あり〉

罵義があるので、挙手により保夫する。本側胃l志探択すべきものと決するに賛成の者

ι淳手を求める
〔獄の磁ID
賛成者なしと認める。よって本側曹は不繍尺すべきものと決定した。
よって本開育lま、不採択すべきちのと決定した。
続いて、開胃第 8 号住民江波全・安＇I~＼を支える公務・公共サービスの体制・機能の充
実を求める意見書α是出に関する閥胃及切関胃第9号国民の権利を支える行政サービ
ス江耀保を求める意見書提出に関する閥胃の2件をー活審査する
はじめに、本2件似関胃ι癌査にあたり、当局より審査の参考となるよう尉欝最等が
あればあ瀬いする。

旧政権下において、一度は出先機関改革法案の原案を取りまとめだところであるが、全
国市長会などからの開花受けて、引き続き協議されていた。固から引き継カサlる業務
はできる限り関係市町村の意烏を反映するよう努めなければならないなどの知事の責
務を課す修正案がまとまり、臨義決定された成政権交代によりこの法議：の取り仮いに

ついて間見在のところ不適周となっている。そのような中、先の総選挙では自民党力温
州制基本法の告陀後、 5年以内の導入を目指すとのマ二フェストを掲げるととちに、自
民党遡1111市雌進本部の総会加推され、今国会中に遡1111告僅本法を提出する方針を確認

したところである。しかし、現関詣では具体的な内容l却周らかになっておらず、新聞報
道などによると議命が本矧じするのは秋口以降になるとの観測が出ているところであ
る。以上である。

これより一括質疑に入る。質疑・意烏はないか。

継続審査にして、国の動向を泊見してきだわけである成本市の高速溜告など¢濯僻伏
況をみると、東九~1111自動車道については平成 27 年廊頁までに開通する見込みとな
っている。しかし、日向市の細島港の整備力漣められる中で、熊本県とを結15沖央自動
車道についても早期整備力望まれるところであるそのような中で、国側臨め綿小さ
れるような事態は避けられなければならないと考える。関電の趣旨を採択すべきである
と思う。

他にないか。

南海トラフ対也震ぬ写註することが予測されている中で、県・市単独でlctf劉回復興力ほ
かな力、進まないものと思われる。道小111制が根憎いて、対応できるようになれは出先機
関の必要性ち薄らいでくる可能性はあるが、現状でなくすというには早計であると思
つ。
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稲田雅之委員長

松田和己委員

稲田雅之委員長

上ノ民E偽官埋至長

稲田雅之委員長

早津購一委員

稲田雅之委員長

小田忠良委員

他にないか。

私ち他の委員に賛成である成意昆書案の喝容は政権交代により、見直し力也震である
と思う。

他にないか。

〈「なし」と昭ぷ者あり〉
これより一活討論に入る。討論はない力L

〈「なし」と昭i5＼：者あり〉
討論を終了する。

これより閥胃第8号住民江皮全・須山を支える公務・公共サービスの体制・機回涜
実を求める意見書α是出に関する閥曹を？彩夫する本開育協采択すべきものと決するに
嘉義はないか。
〈「異議なし」とOW15＼：者あり〉

本側宵lお菊尺すべきもの決定した。

続いて開胃第9号国民の権利を支える行政サービスの確保を求める意見書提出に関す
る閥宵をf彩夫する。本開育問鶏尺すべきものと決するに罵義はないか。
〈「なしJと昭，5，壱あり〉

本欄宵は採択すべきちの決定した。
意見書案を事務局に配布させる。

ただ今、配布U三意見書案については正富倭員長で案文を作成している拭伺か意見は
ないカL
〈「なし」と昭ぷ者あり〉

本意見書案については全員嘉義なく採択されたものであるので、会議規則第 14条

第2項の規定による委員会提出の議案として定例会最終日に提出をする。
続いて、告断議蜜査としてい奇欝馬第5号MV22オスプレイの普天間基地配備及び宮崎
県内怪空飛行訓練に反対する決議を求める歪甑買を審査する。

はじめに、将甑鮫癌査にあたり、当局より審査の参者となるような惇鰐があれば
あ瀬いする

1 2月定傍除以降の到司を調局する。 2月28日にtuJ111防衛局より競用調B示されて

しなかった玖 3月6から8日に力けて、 3機のMV22オスプレイ茂輔竜から岩国
飛行揚に飛来し、健空飛行訓練を実施するとのFA×連絡が入った。 3月4日に追加育

報力窃り、 tuJ1I棚方イエロールートにて僅空飛行訓練を実施すると倒欝震であつだ。 5
日には市民から回調書報などあれは速やかl;:fB儲官埋至に連絡するよう職員に周知を
行った。同日、力』，，，防衛局よりイエロールートから四園地方上空オレンジルートに変更
になるとの連絡があった。 6日に刈，，，防衛局から、岩国耐ラ揚を飛び立つだときから、

四国上空での訓練4普芳占烈ラ揚への局還まで、適時間×・寵吉連絡が入った。オス
プレイが日本本土で伐慨を実施LA三ことはマスコミ続菖にもあるように事実である

以上である

質疑に入る。質疑・意見等ないか。

概ね趣旨は賛同できる拭総兄の変化があり、普ヌ現記備に江ゆ反対するという内容で

は修正が必聖でないかと思う。

他にないか。

安保集約のもとに基地力窃り、防衛のため口白要な配備であるのではないかι守、う。ま
だ、オスプレイの事故ι精報報鑓点などが筏れはもっと国民に知らされてもいいは
ずである。事実として国の溺司で菖芳尋や岩国墓地に配備されたちのを、市民として配
備に反対すると（，＇うこと力ち輔号県民に全負担を負わせていいのかという議論は全国的
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平田信広委員

小田忠良委員

上ノ原危機管理室長

小田忠良委員

佐蕊九志委員

平田信広委員

小田忠良委員

西原茂樹委員

早津蹟一委員

小田忠良委員

稲田5位委員長

稲田雅之委員長

に行われている最中で、このオスプレイι酒B備のみに反対することを麹且するのはどっ

かと考えている。

日米の軍事上の機密0)8~題から、不適且な部分力排常に多しL 現在示されているイエロ
ールートに関しても、おおよその跡万ということだけであり、 l師表示された湯所を飛
行訓練するかどうか四つかっていなしL本市倍近ではドクターヘリカ深行しており、イ
エロールートに含まれるとされる，~rJI 町など含瓜平成24年度では30件以上力慌行
している。ドクターへリに関しても緊急時に飛行するわけであり、いつ事故力写註する

とも限らない。起こってからでは対応の渥いと思う。

オスプレイに関する最近の事故の的兄はどうか。

沖議題B備以降はないものと思う。

間j誌なちのという印象はあるが、改良を加え、事故燥注しないようにされていると思
う。危ないというE橡で反対というべきか、国防占題の緊張惑のどちらをとるべきかと
いう開琶である。普ヌT議記備を撤回するということは延岡市民にとって最善ではないよ
うl乙曹、う。

米国でも訓練を際立しているところちあると聞く。私は趣旨に賛同できる

ハワイでは住民の反苅により、訓練中止になったと聞く。それをなぜ日本で行分ければ
ならないのかι曹、う。外交上0)8&1題を気にするよりも、市議会としては市民の生命・財
産を守ることをま雪考えないといけないと思う。

沖縄ではオスプレイに限らす、ヘリコプターの事故なども発生しているわけであり、オ
スプレイι配備ιめに反対しても、基地問題や安全上0)8&1題は解決しない問題である。

日本を守るということからいうと配備は住方のないことであるかと思うわえ基地周辺で
は民家力軍漢しており危険であるι守、うし、健空飛行訓練に際しても事故を起こしてい
ることを考えると、健空弼ラ訓練の反対はU三万力tいいのではないかと思う。

どこの基地に配備するかなどは国レベルでι澗題であり、本市議会で出すのであれば市
民目線で、菊擦に健空飛ラ訓練は危険だから、それについては反対ということが良いと
思う。完擦にどのくらい危ないの力壮資料がないので、わからない力え例えばヘリコブ
ターはよくて、オスプレイは配備に反対であるといったことにはならないι守、う

早瀬委員と同じ者えである。

暫時休憩する。

委員会を再開する。

〈休憩） 1409 
〈再開） 1422 

総兄をまとめるが、オスプレイの低空飛行に反対であるのは見直の議哉であるようなの
で、その旨の溌義を委員会提出することに罵義はないか。
〈「なし」と昭，：5＼：者あり〉
それでは請願のJ采決については今期定例中に再度委員会を開いて行いたいと思う。
以上で、本日ι溜査は終了した。
なお、委員爵陪についは正副委員長に一任いただきだいと思う成異議はないか。
〈「異議なしJと呼ぶ者あり〉
異議力低いので、そのように取り計う。
続いて、本委員会における所管事3震慮査報告について、これまでの委員会としての調査
を参考に、正副委員長においてこ併日告書案を作成U訪えこι療について、伺か意烏
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早津鷺一委員

稲田雅之委員長
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等はないか。

本年度委員会で行ったシティミーテイングの件ち記載するべきではないか。

取り入れて報告書案を作成しているので磁患いだだきた比
他にないか。
〈「なし」と呼15＼：者あり〉
ないようであるので、今定例会最終日の本盆義において、この報告書を議場に配布し、

私のほうち侵告を行いたいと思う力丈嘉義ないか。
〈「嘉義なし」と昭15＼：者あり〉
異議力Jないので、そのように取り計う。

本日予定していた案件の↑議義凶以上であるわえ｜勤可こ伺かないか。
〈「なし」と昭15＼：者あり〉
これをもって、総務財政委員会を閉会する。

閉会14時 30分
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議震按帰’沼郡和、守治1：眼前悼翁~i?J?三塑jおお子容品開1

【改正理由及び概要】

一般職職員の給与水準の適正化を図るため、給料削減箔置を実施するとともに、自宅に

係る住居手当を廃止するなど所要の改正を行うもの。

1 給料の削減箔置の実施

( 1）給料削減率

職務の級、職階に応じ、 2.32～6.1%の給料削減指置を実施〈平均削減率： 3.5%)

(2）削減期間

平成25年4月1日～26年3月31日（1年間〉

2 自宅に係る住居手当の廃止

園、県に準じ、平成25年4月1白から廃止。 1年間の経過信置あり0

,. 現行：月額1,000円〈新築購入から5年まで月額2,000円〉

r 

3 管理職手当の定額化

園、県に準じ、平成25年4月1日から職階に応じた定額制とするもの。

現行：給料月額×職階により定めた率

日ヌ諸君潟・.；：湾rw1n刊誌税納税制fl)にi取締局！脚ド訓示抑制剤｜

【改正理由及び概要】

市長及び副市長、教育長の給料について、一般職職員の給料削減指置の実施に伴い、削

減箔置を実施するもの。

( 1）市長給料 〈延岡市長の給料の特例に関する条例の改正〉

〔条例本則】 955,000円 → 892,900円〈ム6.5%)

（特例条例 911,000円）

［削減期間］：平成25年4月1日～26年2月5日〈任期満了まで〉

(2）副市長給料 〈延岡市特別職職員給与条例の改正〉

【条例本則】 770,000円 → 721,5α〉円〈ム6.3%)

［削減期間］平成25年4月1日～26年3月31日

(3）教育長給料 〈延岡市教育委員会教育長の給与等に関する条例の改正〉

【条例本則】 680,000円 → 637,800円〈ム6.2%)

〔削減期間］平成25年4月1日～26年3月31日



広務語··~···号：週間前!TE.品衛；；存主成7許制惜のヶ者~f季？？怪奇仁科奇問｜

【改正理由及び概要】

国家公務員の退職手当が段階的に引き下げられることに伴い、固に準じて「調整率」の

引下げ改正を行うとともに、勧奨退職者の対象年齢及び退職手当の割摺率についても改正

するもの。

1退職手当支給水準の引下げ

① 「調整率」の引下げ

パJ’：：s示：？期 j，：~；間三t・~；；，！，~~~二；.；~~~；：· ：持経溺！~＼護？募展忌議長議事導要旨言語支給割合言よさ1＇.：~
現 行 104/100 

H25.4.1～ H26.3.31 98/100 

H26.4.1～ H27.3.31 92/100 

H27.4.1～ 87/100 

2勧奨退職に係る対象年齢及び退職手当の割増率の改正〈特例措置〉

①対象年齢の引下げ

50歳以上 → 45歳以上

②退職手当算定の基礎となる割増率の改正

2%／年→ 3%／年

2 

59.28月

55.86月

52.44月

49.59月

、

a、



議案第77号

延岡市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定

延岡市新型インフノレエンザ等対策本部条例を別紙のとおり制定します。

平成25年 2月 26日提出

a・
延岡市長首藤正治

,. 



延岡市新型インフルエンザ等対策本部条例

（趣旨）

第 1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律

第31号。以下「法j という。）第37条において準用する法第26条の規定に

基づき、延岡市新型インフルエンザ等対策本部（以下「対策本部Jという。）

に関し必要な事項を定めるものとする。

（組織）

第 2条 延岡市新型インフルエンザ等対策本部長（以下「本部長Jという。）

は、対策本部の事務を総括する。

2 対策本部の副本部長は、本部長を助け、対策本部の事務を整理する。

3 対策本部の本部員は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。 a、
4 対策本部に、本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くこ

とができる。

5 前項の職員は、市の職員のうちから、市長が任命する。

（会議）

第 3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うた

め、必要に応じ、対策本部の会議を招集する。

2 本部長は、法第35条第 4項の規定に基づき、国の職員その他市の職員以

外の者を前項の会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求め

ることができる。

（部）

第 4条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

（委任）

第 5条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部

長が定める。

附則

この条例は、法の施行の日から施行する。

a、
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隊務財政委員会資料

延岡市税条例の一部を改正する条例案の概要（平成 25年 3月議会）

【固定資産税関係】

［改正の理由】

地方税法等の一部改正に伴い、平成 24年度以降に取得した下水道除害施設について、償

却資産に係る固定資産税の特例措置を市町村の条例で定めることとされたため、所要の改

正を行うもの。

【改正の内容1

・下水道除害施設に係る課税標準の特例措置（改正附則第 11条の 2)

平成 24年 4月 1日から平成 27年 3月 31日までに取得した下水道除害施設について、

償却資産に係る固定資産税の課税標準額を本来の額の 4分の 3：：－で規定するもの。

【施行期日】

公布の日（平成 25年度以後の年度分の固定資産税について適用）



議案第87号 延岡市ET Oランド速日の峰条例の一部改正

延岡市ET Oランド速日の峰条例

改正 平成22年 3月31日条例第15号

（趣旨）

｜常任委員会資料 31 

平成18年 2月20日

条例第27号

第1条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法Jという。）第244条の 2の規定に

基づき、延岡市ET Oランド速日の峰（以下 fET OランドJという。）の設置及び管理に関し、

必要な事項を定めるものとする。

（設置）

第2条 市民の健康と福祉の増進を図るため、 ET Oランドを延岡市北方町早中巳1183番地に設置す

る。

(ET Oランドの管理）

第3条 ET  Oランドの管理は、法第244条の 2第3項の規定により、法人その他の団体であって市が

,.. 指定するもの（以下「指定管理者Jという。）に行わせるものとする。

2 指定管理者の指定の手続に関し必要な事項は、延岡市公の施設に係る指定管理者の指定の手続に

関する条例（平成15年条例第33号）に定めるもののほか、市長が別に定める。

（指定管理者が行う業務）

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務（以下「管理業務Jとしづ。）を行うものとする。

( 1) ET  Oランドの使用許可、使用許可の取消しその他ET Oランドの使用に関する業務

( 2 ) 利用料金の徴収及び還付に関する業務

( 3) ET  Oランドの施設、附帯設備等の維持管理に関する業務

(4) 前 3号に掲げるもののほか、 ET Oランドの管理及び運営に関し市長が必要と認める業務

（使用許可）

第5条 ET  Oランドの施設及び器具を使用しようとする者は、指定管理者の許可（以下「使用許可J

という。）を受けなければならない。

2 指定管理者は、使用許可に条件を付すことができるD

（使用の不許可）

第6条 指定管理者は、 ET Oランドの使用の目的又は態様が次の各号のいずれかに該当すると認め

るときは、 ET Oランドの使用を許可しない。

,.. (1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

( 2) ET  Oランドの施設、附帯設備等をき損するおそれがあるとき。

( 3) その他ET Oランドの管理又は運営に支障があるとき。

（使用許可の取消し等）

第7条 指定管理者は、 ET Oランドの施設及び器具の使用許可を受けた者（以下「使用者Jという。）

が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずる

ことがで、きる。

( 1 ) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

( 2) 使用許可の条件に違反したとき。

( 3) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(4) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

2 前項に規定する使用許可の取消し又は使用停止によって使用者が受けた損害については、市及び

指定管理者はその責めを負わない。

（利用料金）

第8条 使用者は、利用料金を前納しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。

3 利用料金は 指定管理者の収入とする。

（利用料金の減免）

1 



第9条 指定管理者は、 ET Oランドの管理上必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は

免除することができる。

（利用料金の不還付）

第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部

又は一部を還付するものとする。

( 1 ) 使用者の責めに帰することができない理由により ET Oランドの施設及び器具を使用するこ

とができないとき。

( 2) 使用者が規則で定める日までに使用許可の申請の撤回を申し出たとき。

（休園日）

第11条 ET Oランドの休園日は、次のとおりとする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律（昭

和23年法律第178号）に規定する休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日で

ない日を休閤日とする。

( 1 ) 4月から11月まで火曜日

( 2) 12月から翌年の 3月まで 火曜日及び水曜日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、同項の休園田を変更すること

ができるD

,.. （使用時間）

第12条 ET Oランドの使用時間は、午前 9時から午後 5時までとする。ただし、宿泊施設は、午後

3時から翌日の午前10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、同項の使用時間を変更するこ

とができる。

（使用権の譲渡等の禁止）

第13条 使用者は、 ET Oランドの施設を使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

（損害賠償）

第14条 使用者は、その責めに帰すべき理由により ET Oランドの施設、附帯設備等に煩害を与えた

ときは、その損害額を賠償しなければならない。

（指定管理者が行う個人情報の取扱い）

第15条 指定管理者は、管理業務により取得した個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当

該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 管理業務に従事している者又は従事していた者は、管理業務に関して知り得た個人情報の内容を

みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

（委任）

P第16条 この条例に定めるもののほか、 ETOランドの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別

に定める。

附則

（施行期日）

1 この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

2 この条例の施行の日から平成18年3月31日までの聞における ET Oランドの管理及び運営につい

ては、なお従前の例による。

附員lj （平成22年3月31日条例第15号）

この条例は、平成22年4月 1日から施行する。

2 
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別表（第8条関係）

1 施設

施設名

浴場

宿泊室（和室）

限林

漁業

体験宿泊室（洋室）

実習
F主_,__ 

和室研修室

農林業体験室

視聴覚室

｜農業気象学習室

バンガロー

パターゴノレフ

スキー場

ミニコースター

2 器具

種類

レーザーガンゴルフ

バッテリーカー

ゴーカート

観光双眼鏡

リフト

スーパースライダー

スキー板

用具スキー靴

院ま料

ストック

ロッカー

高校生以上

小・中学生

高校生以上

小・中学生

幼児（ 3歳以上）

高校生以上

小・中学生

幼児（ 3歳以上）

高校生以上

小・中学生

幼児（ 3歳以上）

1時間当たり

1時間当たり

1時間当たり

1時間当たり

1棟につき

高校生以上

小・中学生

高校生以上

小・中学生

高校生以上

小・中学生

高校生以上

小・中学生

1回につき

高校生以上

小・中学生

1回につき

1人 1回につき

1人 1回につき

高校生以上

小・中学生

高校生以上

小・中学生

高校生以上

小・中学生

1回につき

r、
・ごB

利用料金

1人 1回につき 300円

1人 1回につき 200円

1人 1泊につき 5,000円

1人 1泊につき 3,300円

1人 1泊につき 1,000円

1人 1泊につき 3,800円

1人 1泊につき 2,800円

1人 1泊につき 1,000円

1人 1泊につき 3,800円

1人 1泊につき 2,800円

1人 1泊につき 1,000円

1,500円

500円

1,300円

800円

18,000円

1人 1回につき 500円

1人 1回につき 300円

1人 1時間当たり 400円

1人 1時間当たり 200円

1人 1回につき 500円

1人 1回につき 300円

利用料金

1人 1回につき 500円

1人 1回につき 300円

100円

1人 1回につき 500円

1人 1回につき 300円

100円

200円

200円

1,000円

800円

500円

300円

300円

200円

200円
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議案第 88号

「延岡市末越レジャーパーク条例を廃止する条例の制定j に関する資料

1 .設置された目的

快適な森林空間のなかで、家族ぐるみで余暇活動を楽しみ、もって市民の健康及び福祉

の増進を図る。

2.施設整備の概要

施 設 名

ゴ、ルフ練習場・バターゴルフ場

河川プール

草スキー・アスレチック

3. 指定管理料の推移

22年度

3,735千円

23年度

3,735千円

4.利用者数及び売上高の推移

＼＼＼＼  21年度

利用者数（人） 4,532 

売上高（千円） 4,350 

事業年度

平成 5～7年度

平成 8年度

平成 9年度

24年度

3,735千円

22年度

3,877 

3,647 

事業費

528,867千円

36,993千円

58,000千円

23年度

3,500 

3,160 
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議案第99号 「定住自立図形成協定の一部変更J 【資料1】

定住自立圏構想について

1 . 定住自立圏構想とは

・わが国における人口の大幅な減少と少子高齢化の急速な進行等を踏まえ、地方圏

において、安心して暮らせる地域を各地に形成して人口流出を止めるとともに、

三大都市圏から地方圏への人の流れを創出するため、政府が推進している施策。

・平成20年 12月に総務省が定住自立圏についての基本的な考え方をまとめた「定

住自立圏推進要綱Jを作成し、要綱に基づき全国的な展開が図られている。

・定住自立圏は、人口 5万人程度以上で昼間人口が多い「中心市j と、生活・経済

面で関わりの深い「周辺市町守ナ（連携市町村）Jとが、自らの意思で1対1の協定

を締結することを積み重ねた結果として、形成される圏域とされる。

・これらの圏域ごとに「多献句とネットワーク」の考え方に基づき、中心市において

圏域全体の暮らしに必要な都市機能を集約的に整備するとともに、周辺市町村に

おいて必要な生活機能を確保し、農林水産業の振興や豊かな自然環境の保全等を

図るなど、互いに連携・協力することにより、圏域全体の活性化を図ることを目

的とする。

2. 定住自立圏構想への取り組み

－平成20年 10月28日

定住自立圏構想、の先行実施団体に決定（全国 18圏域で中心市20市）

・平成21年3月 17日

定住自立圏の「中心市宣言書J公表。その後、関係、市町村との協議や地域住民

による検討会の開催

－平成21年 12月議会

各市町村議会にて「定住自立圏形成協定議案Jの可決

・平成22年 1月7日

中心市と周辺市町村で定住自立圏形成協定締結

・平成22年 1月28日、 3月25日

宮崎県北定住自立圏共生ビジョン懇談会開催

・平成22年5月 10日

宮崎県北定住自立圏共生ビ、ジョン公表

3. 定住自立圏及び市町村の名称

( 1）定住自立圏の名称

宮崎県北定住自立圏

(2）圏域を形成する市町村の名称

延岡市（中心市）、日向市、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、

日之影町、五ヶ瀬町



議案第99号 「定住自立圏形成協定の一部変更J 【資料2】

.. 定住自主圏形成協定喜

，‘ 

延岡市 五ヶ瀬可



定住自立圏形成協定書

延岡市（以下「甲Jという。）と五ヶ瀬町（以下「乙Jという。）は、次のとおり定住自立

圏形成協定を締結する。

（目的）

第 1条 この協定は、中心市宣言（定住自立圏構想推進要綱（平成20年12月26日総行応第

39号総務事務次官通知）第4に規定するものをいう。以下同じ。）を行った甲と甲が行

った中心市宣言に賛同した乙が、相互に役割を分担し、連携を図りながら、圏域に必要

な都市機能及び生活機能を確保し、安心して暮らせる定住自立圏を形成することを目的

とする。

（基本方針）

第 2条 甲及ぴ乙は、前条に規定する目的の達成のために定住自立圏を形成し、次条に規

定する政策分野の取組において相互に役割を分担して連携を図り、共同し、又は補完し

合うこととする。

（連携する取組の分野及び内容並びに甲乙の役割分担）

第3条 甲及び乙が相互に役割を分担して連携を図り、共同し、又は補完し合う政策分野

は、次に掲げるものとし、その取組の内容並びに当該取組における甲及び乙の役割は、

別表第1から別表第3までに掲げるとおりとする。

(1) 生活機能の強化に係る政策分野（別表第1)

(2) 結びつきやネットワ｝クの強化に係る政策分野（別表第2)

(3) 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野（別表第3)

（事務執行に当たっての連携、協カ及び費用負担）

第4条 甲及び乙は、前条に規定する取組を推進するため、相互に役割を分担して連携し、

又は協力して事務の執行に当たるものとする。

2 甲及び乙は、前条に規定する取組を推進するため、前条において規定するもののほか、

必要な費用が生じるときは、相互の受益の程度を勘案し、当該費用を負担するものとす

る。

3 第 1項の規定により必要となる手続又は人員の確保に係る負担並びに前条及び前項に

規定する費用の負担については、その都度甲及び乙が協議して別に定めるものとする。

（協定の変更）

第5条 甲及び乙は、この協定の内容を変更しようとする場合は、協議の上これを定める

ものとする。この場合において、甲及び乙は、あらかじめ議会の議決を経るものとする。

（協定の廃止）

第6条 甲又は乙は、この協定を廃止しようとする場合は、あらかじめ議会の議決を経た

上でその旨を他方に通告するものとする。

1 
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2 前項の通告は、書面によって行い、議会の議決書の写しを添付するものとする。

3 この協定は、第1項の規定による通告があった日から起算して2年を経過した日にそ

の効力を失う。

（疑義の解決）

第7条 この協定の規定に関し疑義が生じた場合は、甲及ぴ乙が協議して定めるものとす

る。

この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、それ

ぞれその 1通を保有する。

_.. 平成22年 1月7日

甲延岡市東本小路2番地1

延岡市

延岡市長’ ／育 dそ 乙5

乙西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ケ所1670番地

主ヶ瀬町

~ 五ヶ瀬町長

2 



（旧）

別表第 1 （第3条第1項第1号関係）

① 地域医療

圏域医療体制 圏域の医療体制の維持・充実を図るため、圏域の二次・三次医療

の充実
取組の内容

を担う拠点病院である宮崎県立延岡病院と地域医療機関との機能

分担による地域医療連携体制の構築や、医師等、地域の医療資源の

確保・充実に向けた取組を行う。

(1）乙と共同し、宮崎県立延岡病院と地域医療機関の機能分担による

地域完結型医療の構築を進める取組を支援するとともに、支援の

調整を図る。

(2）乙と共同し、適正受診の啓発や医療情報の提供のための取組を行

甲の役割 うとともに、取組の調整を図る。

(3）乙と共同し、医師等の確保に向けた取組を行うとともに、取組の

調整を図る。

（心地域医療の集積地である甲の区域において、既存医療機関の機能

強化及び医療機関の新規開業等について支援を行う。

(I）甲と共同し、宮崎県立延岡病院と地域医療機関の機能分担による

地域完結型医療の構築を進める取組を支援する。

乙の役割 (2）甲と共同し、適正受診の啓発や医療情報の提供のための取組を行

フ。

(3）甲と共同し、医師等の確保に向けた取組を行う。

（②以下省略）

3 
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（新）

別表第1 （第3条第1項第1号関係）

① 地域医療

圏域医療体制 圏域の医療体制の維持・充実を図るため、圏域の二次・三次医療

の充実
取組の内容

を担う拠点病院である宮崎県立延岡病院と地域医療機関との機能

分担による地域医療連携体制の構築や、医師等、地域の医療資源の

確保・充実に向けた取組を行う。

(I）乙と共同し、宮崎県立延岡病院と地域医療機関の機能分担による

地域完結型医療の構築を進める取組を支援するとともに、支援の

調整を図る。

(2）乙と共同し、適正受診の啓発や医療情報の提供のための取組を行

甲の役割 うとともに、取組の調整を図る。

(3）乙と共同し、医師等の確保に向けた取組を行うとともに、取組の

調整を図る。

（心地域医療の集積地である甲の区域において、既存医療機関の機能

強化及び医療機関の新規開業等について支援を行うロ

ω甲と共同し、宮崎県立延岡病院と地域医療機関の機能分担による

地域完結型医療の構築を進める取組を支援する。

乙の役割 (2）甲と共同し、適正受診の啓発や医療情報の提供のための取組を行

つD

(3）甲と共同し、医師等の確保に向けた取組を行う。

初期救急医療 初期救急医療体制を確立するため、延岡市夜間急病センターの整

体制の確立 取組の内容 備及ぴ充実を図るとともに、小児患者の適正受診を促すための取組

を行う。

(1)延岡市夜間急病センターを管理、及び運営し、必要な経費を負

甲の役割
担する。

(2）乙と共同し、小児患者の適正受診を促すための取組を行うとと

もに、取組の調整を図る。

(1）乙の区域の住民が延岡市夜間急病センターの小児科を利用する

乙の役割 にあたり、受益に応じた経費を負担する。

(2）甲と共同し、小児患者の適正受診を促すための取組を行う。

（②以下省略）
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議案第99号「定住自立固形成協定の一部変更J【資料3】

定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的取組

定住自立圏形成協定内容 延岡市と通観する市町村（0印＝也定締結済み）

大 中区分 小区分 日向市 門川町 諸塚村 椎葉村 鍵郷町 高千穂町 日之髭町 五ヶ溜町

圏域医療体制の充実 。。。。。。。。
地域医療 初期救急医療体制の確立 。。。。。。。． 

検診体制の構築 一 一 一 。。。 一

雇用の場の確保 。。 一 一 。 。 一
（ 木質バイオマス燃料の推進 一 一 一 。。。
1 

産業の掻興及び雇用の
場の確保

鳥獣被害防止対策 。。。。。。。。
生
活 水産物のブランド化及び販売 。 一 一 一 。
機 圏域観光の推進 。。。。。。。。
能
の 次世代育成支援対策 。。。。。 。
強 福祉
化 障がい者の支援体制の構築 一 。 一 一 一 。。。

消防相互応慢体制の盤備 。。。。。。。。
廃棄物の適正処理 一 一 一

その他
一 。。。

大学との連携 。。。。。。。。
農林水産物の地産地消の推進 一 一 。 一

’回 産業復興のための社会
物流基盤の連機聾備 。。l 司、

資本の連携活用 一 一 一 一 一
2 
、・，，， 地様公共交通ネットワー

中心市街地の活性化 。。
結 クの構築 一 一 一 一 一
ぴ
－っ 地蟻情報ネットワークの構築 。。。。。。。 一
き ICT基盤の整備活用
や ICTによる遺隔医療、遠隔教育等システム構 。。。。。。。
ネ 築の研究 一
？コ
ト 高速交通網及び幹線・

交通ネットワークの整備充実 。。。。。。。。
ワ 生活道路の整備、活用

ク 地域の資源を活かした圏峨肉の交流 。。。 一 一 一 一
の 地蟻推の相互理解と交流

スポーツ合宿の共同誘致 。。。 。。
強 の進 一 一
化 森林保全 一 一 一 一 。。。
”‘、 聴業系の人材育成 。。 一 一 一 一 一
3 圏域住民の人材育成

ト）
地域の資源を活かした人材育成 。。。。。。。。

能圏
力蟻

膿員の交流 行政膿員の人材育成 。。。。。。。。
のマ
強ネ

外部人材の活用
!CT基盤を活用した生活機能の強化に係る検 。。。。。。。

，陛3 討

その他 自治体電算システム槌能の共同調達 。。。。。。。
ン 一． 
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新庁舎建設工事概要

1 .建築計画・構造計画

総務財政委員会 議案審査資料

（新庁舎建設室作成）

・延床面積

回階 数

18, 378nf （高層棟： 15, 071nf 低層棟： 3, 3 0 7 nf) 

地上8階建て

・構 造

2.今回発注工事

高層棟 1階：耐震構造 2階以上：免震構造（中間層免震構造）

低層棟耐震構造

・1期建築主体工事 （高層棟、エキスパンションジョイント工事含む）

・電気設備工事 （高層棟、低層棟）

・空調設備工事 （高層棟、低層棟）

・給排水衛生設備工事（高層棟、低層棟）

3. 工期

平成 25年 3月 ～ 平成 28年 7月29日

※ただし、高層棟部分の完了期限は平成 27年 2月 16日とする。

,.. 4. 平成25年度スケジュール（予定）

4月上旬

5月上旬～ 6月下旬

7月上旬～ 7月下旬

8月初旬～ 1月下旬

2月上旬～ 3月下旬

施工図作成開始

地盤改良（砂杭工法）

杭工事＼bo:4

躯体工事（基礎から 1階部分まで）

電気・空調・給排水工事（配線用配管・ダクト・給排水配管設置）

免震装置設置工事

電気・空調・給排水工事（免震層配管・ダクト設置）



次長 局長

誠一審
議丈一勺一一）⑧｜〈〉

総務財政委員会記録 書記
吉田 i成 ... c ... E!Ji 氏名 、、、 ， 

開催月日 平成25年3月18日〈月〉 開催時間
自 13時00分

開催場所 議会委員会室
至 13時08分

,. 

職名 氏 名 出欠 職名 氏 名 出欠

委員長 稲田雅之 。三3事i 貝 松田和己 。
委員の出欠 副委員長 西原茂樹 。三3長z 貝 平田信広 。

三3事z:: 貝 早瀬賢一 。三3長z 貝 小田忠良 。
三3長z 貝 佐藤大志 。三3事z三 貝

出席議員 ー

説明のだめ
の出席者

傍臆

r 

議案番号 件 名 果

請願5号 MV22オスプレイの普天間基地配備及び宮崎県内｛~空飛行訓練に反苅する決議を求める請願 取り下げ

ー ー

ー ‘一－－
. 司・． ・・．．．．． ， ．圃凶・



稲田雅之委員長

,.. 

,.. 

総務財政委員会記録

開会 13時 00分
ただいまから、総務財政委員会を開会する。

本日let.先日の委員会審査において、継続案件となっている請願第5号「MV22オス
プレイの普ヌ潤基油漏及び宮崎県内低空飛行訓練に反対する潟義を求める請願」につ

いて審査を再開する。

本書青願については識賭から、配布しているように、請願者より、取下げたいとの申し
出があつだところである。

持青願について臥申し出のとおり、取下げを蒋認することに罵義ないか。

〈「罵総し」と昭15＼：者あり〉
罵義力ぼいので、本竜欝周こついては取下げを篤志すべきものと決定しだ。

続いて、 MV22オスプレイの割課内低空飛行訓練に反苅する潟義〈案〉の委員三当是

出について、↑蕗義を行う。

決議案についてlま、配布しているとおりであるが＼委員より意見等ないか。

〈「なし」と昭ぷ者あり〉
この溌擦については議会最終日、差這訟顕リ第14条第2項伐見定に基づき、総務財

政委員翁是出信義案として本会議に提出し、 i定案理由の5活用を行った後、審議に付した

いと思う力寧意義はないか。

〈「なし」と昭15＼者あり〉

罵義力Jないので、そのように取り扱う。

これをもって、車線若財政委員会を閉会する。

閉会13時 08分

-1 /1 ~－ー



次長 ｜ 局長 委員長 議長

lRI（雪 ＠ i翁

総務財政委員会記録 ｜ ：書記
吉田 5成 E日·~ 

氏名 、、
、‘

開催月日 ｜平成25年3月25日〈月）｜開催時間 至自 ~：時時：~分分 開催場所 議会委員会室

職名 氏 名 出欠 職名 氏 名 出欠

委員長 稲田雅之 。三3奪之三 貝 松田和己 。
委員の出欠 副委員長 西原茂樹 。~ 貝 平田信広 。

委 貝 早瀬賢一 。~ 之 貝 小田忠良 。
,... 委 貝 佐藤大志 。三3転之 貝

出席議員
沼野j台満議員一上毅議員小野正二議員白石良盛議員甲斐正幸議員

松田満男議員

黒木企画部長尾前総務部長

説明のため 山本情報管理課長岩村国民健康保険課長岡川財政課長 山部健康増進課長

の出席者 松田管財課長小田高速道苅策課長

傍聴

議案番号 件 名 果

原案可決
123号 平成24年度延岡市一般会計補正予算

（全員〉

r 124号 財産の無償貸付け
原案可決

（全員〉



稲田雅之委員長

山本情幸院罰霊果長

~ 

稲田雅之委員長

早津購一委員

r 
山剥育報管理課長

早津購一委員

山柄欝民草監果畏

稲田位委員長

平田信広委員

山刻欝院奇襲果長

総務財政委員 4』
'Z4 記録

開会 14時 10分
ただいまから、事綬須オ政委員会を開会する

今簸m務会において、本委員会に付託され疋案閉ま、議案第123号「平成24年度

延岡市一自治計補正予算JIまか1件の合計2件である。

これより審査に入る。

ます、議案第123号「平成24年度延岡市一般錆十補正予算」を審査する。

はじめに、当局の~~朔を求める。

補正予算としてあがっている地域経営型包活支援クラウドモデル構築事業開発実証

について説明する。総務省から受託した事業について、クラウドι湯割犬として、 3月

に日之影町力？加入して5団体による共同利用となった。さらに今後泡えていくものと

思われるまた、クラウドを利用したシステム旬｜罵周に稼働している。次に今回公募す

る内容についてである力11見自家働しているクラウドを使って民澗企業や住民と連縫

い住民へのサービス向上を図る。事業費は約 2億円であり、 25年度に繰り越して

使って良いということになっている本市で 25年度に予定していた健康管理システ

ムがこの事業の羽容に合致しており、複数自治体で共同提案することで、採択の可制主

力胃いと考えていた。具体的には既容のクラウドシステムを活用してデータ管理や統

計・分析などの支援、各種館参・険診などの予約を支援するシステムを 25年度に構

築しようとしていたが、これにインターネットからの各種健（樹診の予約や委託繍謁と

のデータ侵受、子育て支援、特定信念など伐方r&i時の専用鏑末ι澗発の3点を追加し、

貯占企業や住民との連第による住民サービスの向上のためのシステムの構築を図るも

のである。

総事業費は 1f，意5,9印万円であり、本市が5,661万6千円である。本事業を受

託するメリットとしては健康管理システムの対Eな機能アップに加え、インターネッ

ト郭9などの市民ニーズロ白えること力Tできる。また、国の費用で情築されるた瓜本

稼働愛のクラウド利用料はほ力、のシステムに比べ安価になり、また、市民サービスカ向

上する直接的なアピールになるものと考えている。以上である。

これより質疑に入る。質疑はないか。

参画団体力ちいほど経費首鍋につながると思う成今後どれくらいι痘院が溜えると

見込んでいるのか。

国の方針ということもあり、多くの自治体から視察などを受け入れしている。電算シ

ステムのリース契約方切れる時期に、 M毘欠移行していくことになるものと思われる。

対Piな削減を図るとのことである机具備包に訴願う。

総務省の掲げる目標は50%の経費削減ということであるわえ本市をさむ5団体で

は約30%削減できている。今後、参画団体が培えだときにはクラウド事業者と交

渉をしていきだしL

他にないか。

新だなハードを整備するのか」ソフトを改良するだけか。

健康管理システムは25年度当初予算に2.1 00万円を計上し、クラウド化しよう

としていたが、今回の事業を活用してさらに住民俗業と連携する機能を加え、より高

機能なシステムを延岡市・日向市・門JI町の3自治体で利用すること力？できる。

-1 /3~－ -



佐醸大志委員 今回藩選しだ2団体はわかるか。

山調書報管理課長 それ｜羽田屋できていなしし

佐藤丸志委員 県内では採用されたところ力q也にあるのか。

山刻欝隠瞳果長 クラウドシステムを利用しているのは本市を含芝県北似ヨ体だけである。

稲田雅之委員長 他にないか。

松田和己委員 来年度の当初予算の2.100万円は今回の補正予算に含まれているのか。

山樹首幸院事監果長 繰り越して使うので1見在、 .25年度当初にあげている2.1（わ万円は不要になる拭

25年度中に減繍荷正をすることになる。

稲田雅之委員長 他にないか。
（「なレ」と昭ぷ者あり） a、
質疑を終了する。
これより討論に入る。討論はないか。
（「なし」と昭15＼：者あり）
討論を終了する。

これより、議案第123号「平成24年度一般会計補正予算」を｝彩夫する。本案l立、原
案のとおり、百夫すべきものと決するに、罵義ないか。

〈「異議なし」と昭15＼：者あり〉
襲義力ないので、そのように取り計らう。
次に、議案第124号「財産の無償貸付け」を審査する。

はじめに、当局~開店を求める。

松田管財課長 所在地が羽｜町長井5565富由88、地自力竺弛である。本市有地がある住宅団也

は東九~1111自動車道~~IIインタ→寸近に位置し、高速溜告関還に伴は市民に移転してい
ただいた団自になる。全 17区画あるカえ今回貸U寸ける市有地は 915.63rri、約

277坪である。貸LA寸けの相手方は国土克直省川中他方整備局延岡淘｜国道事務所で

あり、延岡高速溜包帯齢出鮪の仮事務所用地として貸U寸けるちのである。川，，閥の

自動車専用溜敏腕出張所であり、本市にとってちありか史い話であると思っている。 l
a、

貸付期間は25年4月1白から27年3月31日までの2情占である。通常国に対

して財産の貸U寸けを行う場合は地方財民法第 24条α見定により、有償を原則とし
ている力丈議会似司齢1ta5tl.fct財産を適正な対価なく、譲渡や貸U寸けること力？でき

ると規定している。仮事務所の設置煽所は高台にあり、狩jくの恐れもなく、インタ→寸

近に位置することから、銀関所としても条件が良く、利用できるものである。市民に

とっても役立つものであることから、無償で貸LA寸けをしたいと考えている。以上であ
る。

稲田雅之委員長 これより質疑に入る。質疑はないか。

平田信広委員 避難場所として使えるとのことであったがよどのような僑造か。

松田管財課長 喜誇若戸府立プレ／＼プであると聞いている。

佐藤丸古委員 無償貸LA寸けをする理由は伺か。

松田管財課長 仮事手須町立高台に設置されることとなり、三這義室やトイレ・水回りなど整備されてい

-213~一．
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松田和己委員

松田管財課長

松田和己委員

松田管財課長

稲田雅之委員長

るので、約胸などの膿断として活用でさることである。

平成27年以降の仮欝第月はどうなるのか。

国は本事務所整備の予算を26年度で付けるようにしている力丈揚所は未定であると

のことである。

仮雪原庁は貸U寸け期間力満了しだら、延岡市の所有になるということか。

27年3月までの2年間は避難所等として利用力可能であるということであり、その

後の方針については固と協践をしていきたい。

他にないか。
〈「なし」と呼15＼者あり〉
質疑を終了する。
これより討論に入る。討論はないか。

（「なし」と昭15＼：者あり）
討論を終了する。
これより、議案第124号「財産ι源償貸付け」を；彩夫する。本案iま、原案のとおり、

可決すべきちのと決するに、異議ないか。

（「罵訴し」と昭15＼者あり〉
緊義力ほいので、そのよう｜こ取り計らう。
以上で、付託された案件江窟査は終了した。
なお、委員長寺陪について臥正副委員長に→壬いだだきたいと思う拭異議はないか。

（「罵叙まし」と昭ヨ者あり）
異議がありませんので、そのように取り計らう。

l勤可こ伺かないか。
（「なし」と昭15＼：者あり）
これをちって、総務財政委員会を閉会する。

-3/3~－ -

閉会 14時 40分



地域経営型包括支援クラウドモデル構築事業開発実証団体募集への応募について

（平成 25年 3月25日 情報管理課作成）

【自治体クラウドの現況】

自治体クラウドシステムについては、本市、日向市、門川町及び美郷町の 4

自治体が利用し、経費削減、業務運用の省力化等が実現できている。 3月 18日

には日之影町が参加し、 5団体による共同利用となった。

さらに複数の自治体が参加を検討中であり、今後利用団体は増加していくも

のと考えられる。

【地域経営型包括支援クラウドモデル構築事業開発実証団体募集】（総務省）

_.. ｜公募する事業内容｜

既存自治体クラウドシステムを使い、民間企業や住民と連携し、住民へのサ

ービス向上を図る内容。官民間のやり取りや手続きを見直し、クラウドモデル

で業務効率化、住民サービスの充実を図ること。

陣業費｜

1事業あたりおおむね 2億円程度の規模を想定。

実証事業であり費用は 10/10交付される。

平成 24年度予算であるが、 25年度ヘ繰越して使用

｜スケジュール｜

2月26日（火）実施団体公募開始

3月6日（水） 本市、日向市、門川町 3団体合同で応募提案書提出

3月8日（金） 公募締め切り

3月 19日（火） 総務省より内示あり（全国で 6団体が選定される）

r 3月22日（金） 選定団体の決定

【本市の考え方】

来年度に自治体クラウド化を予定していた健康管理システムは、民間企業や

住民と連携する機能を追加することで今回の公募事業の趣旨に合致する。（募集

要項に「健康情報提供システムJとして類似の内容が例示されている）

また、本市はすでに国の「22年度自治体クラウド実証事業」を活用し、自治

体クラウドを本稼働させており、総務省が成功事例としてとらえているため、

採択の優先度は高いと考えられる。更に、現在、自治体クラウドを利用してい

る複数自治体での共同提案とすることで、さらに既存クラウド活用の意味が深

まり、採択の可能性が上がると考えるので、日向市、門川町との共同提案とし

た。（本市が代表団体として提案しています）



【本市が提案した事業内容】

① 来年度導入を予定していた健康管理システム（導入費用として 2,100万円

を当初予算計上済み）

く機能〉

各種健（検）診、予防接種、訪問指導等の予約・データ管理、統計、分析など

を支援するシステム。（自治体クラウド本体との連携機能を含む）

f②健康管問で開業や住問携し住民への日ス日図るた

、々 めのシステム

く機能〉

A インターネットからの各種集団健（検）診等予約

各種集団健（検）診の場合、現在は電話による予約のみであり、年間 19,000 、
件、最大 200を超える会場で実施する状況を管理するため、相当煩雑な業

務となっている。

＝今従来の電話予約に加え、インターネットを通じてパソコン、携帯電話、

スマートデバイス（スマートフォンなど）等からも予約できるようにする

ことで省力化と正確性向上を図る。

B 各委託機関とのデータ授受

集団健（検）診を委託している財団法人健康づくり協会、医療法人プレスト

ピア等ヘ予約状況を提供し、健（検）診結果を提供してもらう。＝今現在は紙ベ

ースで実施しているがインターネット等で相互のデータ授受を実施し、省

力化を図る。

※ 情報セキュリティを確保することが必要となる。

c 子育て支援、特定健診に基づく指導など訪問時に使う専用端末開発

訪問時には調査や指導を実施している。現在は紙ベースにより行って

いる。

＝今専用端末 (iPad等）に直接記録やアンケートを現場で入力、このデー

タをシステムに取り込み、即座に集計や分析等が可能となる。

また、説明、指導のための資料は専用端末に収納できるので、直接画

面に表示して見ていただける。

．事業費（予算）（予算は、自治体ごとに交付される）

総事業費 159,600,000円

延岡市 56,616,000円

日向市 53,424,000円

門川町 49,560,000円

a、
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r く本事業を受託するメリット〉

①来年度に導入を予定していた健康管理システムの大幅な機能アップに加え、

インターネット予約など市民の皆さんからの要望にもこたえられ、来年度当

初予算で計上していた導入経費 2.100万円も手当てできる。

②本事業で構築したシステムが本稼働した場合、国の費用で構築されるため、

本稼動後のクラウド利用料は他のシステムに比べ安価になる。

③自治体クラウドの活用で市民サービスが向上するわかりやすいサンプルと

なり、自治体クラウドのよさをアピールするチャンスとなる。



【自治体クラウドの今後の考え方】

国は自治体クラウドを今後の自治体電算システムの姿と考えており、機能と

活用範囲との両方で拡大を図るものと思われる。今後とも、残っている個別シ

ステムについて、今回のような制度をフルに活用し、住民の皆さんへのサービ

ス向上を図り、メリットが多く参加しやすい自治体クラウドヘ成長させていき

たい。

局、

a、
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報道資料 畠総務省
Ml C 出i~~~~~~~~~~~~~／f向i陪

平成25年3月22日

地媛経営忍1告1括支援クラウドモデル構築事業開発実餌の委任に関する団体の決定

一一一寸

総務省においては、住民サービスの向上や業務効率化を図るため、自治体クラウドの発展的な取り組 ！ 

みとして、公共部門のみならず民間事業者や住民との連携が必須となる行政分野を対象に、嫌々な主体

が活用できる新たなシステムインフラを整備する「地域経営型包括支援クラウドモデル構築事業開発実

証』を地方公共団体への直接委託方式により実施することとし、平成25年2月26日付けで提案を募集致し

ました。

応募のありました提案について募集要領に定めた実現可能性、経済性・持続可能性、鉱張性、安全性

等の選定基準に基づき、外部の審査委員による選定を行いましたので、その結果を公表いたします。

1提案提出団体

8団体

2選定団体

6団体
・福島県会津若松市
・茨城県笠間市（※全事業実施団体）
・奈良県田原本町（※共同提案、奈良県川西町）
・京都府（※共同提案、京都市）
－佐賀県武雄市
・宮崎県延岡市（※共同提案、宮崎県日向市、宮崎県門川町）

3関係報道

・地域経営型包括支媛クラウドモデル構築事業開発実笹に関する提案募集
(htto://www.soumu.e:o.io/menu news/s-news/01 e:vosei07 02000009.html) 

連絡先

自治行政局地域情報政策室

担当：木村課長補佐、長谷川係長

井上事務官

電話：03-5253-5525（直通）

FAX: 03-5253-5529 

a総務省 c。pyright。2009M甘1 y。fl『1terr冶IA仔airsand C。m附『n
附IC 沼怠~忠．岬刷
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議案第124号

財産の無償貸付け

下記の土地を無償で貸し付けます。

平成 25年 3月 25日提出

,.. 
延岡市長首藤正治

記

r 

所 在 延岡市北川町長井 5565番地 88

地 目 宅地

地 積 915.63 rrf 

延岡市大貫町一丁目 2889番地

貸付けの相手方 国土交通省九州地方整備局延岡河川国道事務所

事務所長 春 田 義 信

貸付 けの目的 延岡高速道路維持出張所仮事務所用地として

貸付 けの期間 平成 25年 4月 1日から平成 27年 3月 31日まで


