
 
 

総 務 委 員 会 会 議 録 
 

 
 
 １ 期    日   令和３年５月１７日（月） 
 
 ２ 会    場   第３委員会室 
 
 ３ 開会時刻   午後１時５８分 
 
 ４ 閉会時刻   午後２時４２分 
 
 ５ 出 席 者  委 員 長  寺田 幸弘   副委員長  藤澤 恭子 

委  員  松本 均    委  員  草賀 章吉 
委  員  山本 行男   委  員  鈴木 久裕 
委  員  鷲山 記世 

 
            （当局側）  市長、理事兼総務部長、理事兼企画政策部長、危機管理監 
                管財課長、市税課長、資産税課長 

参 与 
            （事務局）  議事調査係 山崎貴哉 
 
 ６ 審査事項  
 

・議案第 ７２ 号 市道掛川高瀬線道路改良工事請負契約の締結について 
 
・議案第 ７３ 号 折りたたみ式簡易ベッド及びパーテーション購入契約締結

結について 
・議案第 ７５ 号 専決処分の承認を求めることについて（掛川市税条例の一

部改正） 
・議案第 ７６ 号 専決処分の承認を求めることについて（掛川市都市計画条

例の一部改正） 

・閉会中継続調査  

 ７ 会議概要   別紙資料のとおり 
  
 
 
 
 
 以上のとおり、報告いたします。 
 
 
 令和３年５月１７日 
 
 
 市議会議長  松 本  均 様 
 
 
                       総務委員会委員長 寺 田 幸 弘 
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７－１ 会議の概要 

 

 令和３年５月１７日（月）午後１時５８分から、第３委員会室において全委員出席のもと開催。 

 

１）開会 

２）あいさつ（正副委員長、市長） 

３）市長あいさつ 

４）付託案件審査 

（１) 議案第 72号 市道掛川高瀬線道路改良工事請負契約の締結について 

 〔管財課、説明   14：02   ～  14：04  〕 

〔質 疑      14：04   ～  14：09  〕 

   

○委員長（寺田幸弘君） 担当課の説明が終わりました。質疑をお願いします。 

○委員（草賀章吉君） これは場所の地図か何かありますか。 

○管財課長（村上将士君） それでは、追って提出させていただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

○委員長（寺田幸弘君） 場所の地図については、皆さんに配っていただければということで、よ

ろしくお願いします。ほかに何かありますでしょうか。鈴木委員。 

○委員（鈴木久裕君） 工期が約 2年間ということで、これは、前回に 1回、債務負担は取ってあ

るのね。失礼しました。やはりそれだけ大きい工事ということになりますね。後ほど位置図とか出

てくると思いますけれども。 

○委員長（寺田幸弘君） 村上管財課長。 

○管財課長（村上将士君） 今回の請負工事は 2工区に分かれております。施工延長が 1,113メー

トルでございますけれども、 1工区が 403.6メートル、これが上内田の部分でございます。もう 1

工区は岩井寺工区でございますけれども、 709.6メートルといたしまして、現場の管理等がござい

まして、長い工期を取らせていただいております。以上でございます。 

○委員長（寺田幸弘君） よろしいでしょうか。 

 鈴木委員。 

○委員（鈴木久裕君） 工区が分かれているとすれば、別にそれぞれの土地で分けて入札してもよ

かったかなと思うんですけれども、そのあたり一括でやった、どういうことですか。 
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○委員長（寺田幸弘君） 村上管財課長。 

○管財課長（村上将士君） ここは掘削の残土をですね、海岸防災林、防潮堤のほうに運んでいき

ます。その防潮堤の受入れ体制もございまして、長期の工期となっております。そういうことも含

めて 2工区分を一緒に発注したということになります。 

 以上でございます。 

○委員長（寺田幸弘君） よろしいでしょうか。 

 鈴木委員。 

○委員（鈴木久裕君） 順番としては、両工区同時にやっていくのか、それとも 1工区、 2工区分

けて、 1工区が終わったら 2工区とか、その逆もあるしという、どういう施工の仕方を。 

○委員長（寺田幸弘君） 村上管財課長。 

○管財課長（村上将士君） 工程の詳細は事業課に確認しなければ分かりませんけれども、今言い

ましたように、防潮堤のほうが土の受入れ体制がございますので、まずは岩井寺工区を施工してや

るかと思います。こちらのほうがですね、県道の掛川大東大須賀線の交差点から北側の長い下り坂

になりますので、そこの土工を最初にやって施工するというふうに思われます。 

○委員長（寺田幸弘君） よろしいでしょうか。 

 鈴木委員。 

○委員（鈴木久裕君） ずっとこの路線は、松下掛土の企業体がされると。ちゃんと適切に競争し

ていただいているんでしょうけれども、やはりこれで 1回取ると、強みが出るというかそういうこ

となんでしょうかね。 

○委員長（寺田幸弘君） 鈴木委員、もう一度言ってください。 

○委員（鈴木久裕君） そのあたりのね、うかがい知ることはできないということなんだろうけれ

ども、ちゃんとしっかり競争を促していただければと思いますが、そのあたり、入札についてどの

ような誘導というか、工夫をしているか。より低廉なコストでしっかり仕事をしていただくために

業者の選定方法についてどんな工夫をされているか、参考までに教えてください。 

○委員長（寺田幸弘君） 村上管財課長。 

○管財課長（村上将士君） これまで平成28年度からの施工に対しまして、松下・掛土ＪＶさんが

請負をしておりますけれども、一度は山本組さんが単独で請負工事をしているというような実績も

ございます。落札率も92％から、今回も 94.85％と、大分分かれておりますけれども、一般競争入

札でございますので、こちらからは指名ということはございません。一般競争入札でＪＶの規定に

合った公告をしているというようなことでございます。 
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○委員長（寺田幸弘君） よろしいでしょうか。 

○委員（鈴木久裕君） もうそれ以上詰めようがないね。 

○委員長（寺田幸弘君） そのほか質問はありませんか。 

〔「いいです」との声あり〕 

○委員長（寺田幸弘君） それでは、以上で質疑を終結いたします。 

〔委員間討議 なし〕 

〔討論 なし〕 

〔採決〕  

議案第72号 市道掛川高瀬線道路改良工事請負契約の締結について 

全会一致にて原案のとおり可決 

 

（２）議案第 73号 折りたたみ式簡易ベッド及びパーテーション購入契約の締結について 

 〔管財課、説明   14：09   ～  14：11   〕 

〔質 疑      14：11   ～  14：28   〕 

 

○委員長（寺田幸弘君） 担当課の説明が終わりました。質疑をお願いします。 

○委員（草賀章吉君） この契約の目的って書いてあるよね。目的は、買ったことは分かるんです

けれども、幼稚園の遊戯室ね。折りたたみ式簡易ベッドを 2,000個というのはどんな状態なんです

か、何人ぐらい生徒がいるんですか。 

〔「旧の空いているところです。旧睦浜幼稚園になります」との声あり〕 

○委員（草賀章吉君） ということは、これは防災用ということ、目的に書くならね、もうちょっ

と丁寧に書いておいてほしいな。 

○委員長（寺田幸弘君） 今の草賀委員の御指摘、もう少し丁寧に書いたらどうかという御指摘が

ございました。 

 村上管財課長、いかがでしょうか。 

○管財課長（村上将士君） 次回からは丁寧な対応をいたします。 

○委員長（寺田幸弘君） よろしくお願いいたします。 

 山本委員。 

○委員（山本行男君） 関連ですけれども、こういう機材を買ったときにね、なかなかストックし

ている場がないというお話で、私もこの話を聞いて、どこへ入れたのかなと思っていたら、ここの
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旧の幼稚園のところへ入れたということで、ここのところでこの 4,000台を入れて、スペース的に

はまだ空いているんですか、これで。 

○委員長（寺田幸弘君） 村上管財課長。 

○管財課長（村上将士君） 防災用品の備品は分散貯蓄と集中管理ということで、分散貯蓄は各広

域避難所と大東・大須賀支所及びお城の下の三の丸倉庫で管理を行っているというようなことでご

ざいます。集中管理の場所としては、新しい防災倉庫の建設を現に検討中というようなことを聞い

ております。 

 現在、広域避難所に全ての資機材が配置はされておりませんけれども、毛布、食料、簡易トイレ、

パーテーションの一部を配備しているようでございます。通常の風水害による初期対応は各避難所

にあるもので対応できるというふうに危機管理から聞いております。 

 以上です。 

○委員長（寺田幸弘君） ありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。 

 草賀委員。 

○委員（草賀章吉君） 今の話を聞いてもね、本当に不親切な説明で、私は南部にいないものです

からね、防災に使うんだと。これ納入先がね、納入場所がこれ。今聞いているといろんなところに

分散してね、保管しているという話にも聞こえたし、いろんなところで使うというのは、今度は広

域避難所で使うだとか、そんなことがあるんじゃないですか。これ物すごく不親切な提案書です、

これ。これでほとんど知らないで手を挙げるというのはあまりにもね、ラフすぎますよ。市長、そ

う思いませんか。 

○委員長（寺田幸弘君） 久保田市長。 

○市長（久保田 崇君） おっしゃるとおりだというふうに思っています。今、市の防災倉庫がね、

根本的な問題として非常に足りないと。三の丸広場の前市役所だったところの下が今、地下が防災

物資であふれているというふうな、事情を知っている人にとっては、ここに一時的に置くんだろう

というのは分かるにしても、非常にそういう事情がない、例えば市民が見ても非常に分かりにくい

ものだと。だから、ここは何ていうか、具体的な場所を書くというよりは、市が指定する場所ぐら

いなね、記載であっても。でも、実際には一旦はあそこに保管するよとかということでもいいのか

なというふうに思いますが、ちょっとそこら辺は今後検討させていただきたいと思います。 

○委員長（寺田幸弘君） 村上管財課長。 

○管財課長（村上将士君） 申し訳ございません。私の説明が悪かったです。2,000台の納入に関
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しましては、旧の睦浜幼稚園の遊戯室に納めるというようなことでございます。 

○委員長（寺田幸弘君） 藤澤副委員長。 

○副委員長（藤澤恭子君） 前回の総務委員会でも、同じような御意見が出ているんですけれども、

簡易ベッドに関しては、旧の睦浜幼稚園の遊戯室を保管場所とする。この 1か所で大丈夫か、災害

時にあそこから持ってくる、北のほうまで届けるのは大変だ、そこのところは今後考えていく必要

があるということで、しっかりそういった意見も伝えてあるはずですが、その後に関しては、こう

いったご検討というのはどのような状況か。 

○危機管理部長（戸塚美樹君） 危機管理部の戸塚です。私のほうから回答させていただきます。 

 藤澤副委員長からお話がありましたように、委員会の中でそういった質問が出ていました。今、

パーテーションとベッドについては既に 2,000台ずつ、旧睦浜幼稚園に保管をしてあります。今回

購入をする 2,000台についても、睦浜幼稚園を一応指定場所としてありますけれども、実際には、

学校、広域避難所が42あります。本来であればそちらへ、最終的には 5,000台ずつということで、

 100台ずつぐらい各広域避難所に置ければいいんですけれども、なかなかそういった保管場所がな

くて、今は広域避難所のそれぞれ倉庫がございますので、そちらのほうに、数は少ないですけれど

も、パーテーション 8とベッド 8、というのは、 1箱に 4つ入っているものですから、 2箱ずつは

それぞれの倉庫に保管するような形で今準備を進めて、既に保管を始めたところもありますけれど

も、まだ42全てには納まっていないものですから、早い時期にそこはしていきたいと思います。 

 それからあと、やはり南部になってしまうものですから、北部のほうで、将来的には専用の防災

倉庫が造れれば一番いいんですけれども、なかなか、もしできるとしてもかなり先になってしまう

ものですから、そうした中で、今、うちのほうで考えているのが民間の倉庫会社を実際、 3月ぐら

いから当たらせていただいて、当然これ予算がかかるというようなものですから、一応そういった

今いいところがないか、幾らぐらいでというようなところをちょっと今当たらせているというよう

なところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（寺田幸弘君） 今いろいろな保管場所について御検討いただいているという解釈でよろ

しいですね。 

○危機管理部長（戸塚美樹君） はい。 

○委員長（寺田幸弘君） 藤澤副委員長。 

○副委員長（藤澤恭子君） 確認です。 

 今ある 2,000台と今回の 2,000台というのは同じ形式のものでよろしいでしょうか、確認です。 
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○委員長（寺田幸弘君） 村上管財課長。 

○管財課長（村上将士君） 規格は全て同じものになっております。 

○委員長（寺田幸弘君） ほかに質疑ありますでしょうか。 

〔「ありません」との声あり〕 

○委員長（寺田幸弘君） それでは、以上で質疑を終結いたします。 

〔委員間討議 なし〕 

〔討論 なし〕 

〔採決〕  

議案第72号 折りたたみ式簡易ベッド及びパーテーション購入契約の締結について 

全会一致にて原案のとおり可決 

 

（３）議案第75号 専決処分の承認を求めることについて（掛川市税条例の一部改正） 

 〔市税課、説明   14：28   ～  14：32   〕 

〔質 疑      14：32   ～  14：35   〕 

 

○委員長（寺田幸弘君） 担当課の説明が終わりました。質疑をお願いします。 

○委員（鈴木久裕君） まず基本的なことですが、これは全国一律で、当市独自の制度もあるかな

いか。 

○委員長（寺田幸弘君） 石田市税課長。 

○市税課長（石田梨江子君） 地方税法の改正の準則でありますので、市独自はございません。 

○委員長（寺田幸弘君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木久裕君） この第22条と25条の措置で大体どのぐらいの税が軽減されるものなんです

かね。 

○委員長（寺田幸弘君） お願いします。 

○資産税課長（岡田正浩君） 資産税課の岡田です。 

 固定資産税が 124筆で 13万 5,000円です。 

 以上です。 

○委員長（寺田幸弘君） ほかに質疑はありますか。 

○委員（鈴木久裕君） ほかにグリーン化特例、軽課というかあって、市税収入に対して、今のも

そうなんだけれども、どのぐらい影響があるのか、ちょっと教えてください。 
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○委員長（寺田幸弘君） 石田市税課長。 

○市税課長（石田梨江子君） 令和 3年度の当初課税を先日発送いたしましたので、その当初課税

で報告させていただきます。軽課のマイナス分といいますか、市税の減額になる分の 585万円が軽

課の分になります。 

 以上です。 

○委員長（寺田幸弘君） お答えいただきました。 

 よろしいでしょうか。 

 鈴木委員。 

○委員（鈴木久裕君） 確認で、今回の改正で市税への影響は大体 600万弱ということですかね。

まだほかにもあるのかな。 

○委員長（寺田幸弘君） 石田市税課長、お願いします。 

○市税課長（石田梨江子君） 軽自動車税の種別割の軽減につきましては、それについてのみであ

ります。 

 以上です。 

○委員長（寺田幸弘君） よろしいでしょうか。 

 その他質疑はありませんか。 

〔「なし」との声あり〕 

○委員長（寺田幸弘君） 以上で質疑を終結いたします。 

〔委員間討議 なし〕 

〔討論 なし〕 

〔採決〕  

議案第75号 専決処分の承認を求めることについて（掛川市税条例の一部改正） 

全会一致にて原案のとおり承認 

 

（４）議案第76号 専決処分の承認を求めることについて（掛川市都市計画税条例の一部改正） 

 〔資産税課、説明   14：35  ～  14：37   〕 

〔質 疑       14：37  ～  14：39   〕 

 

○委員長（寺田幸弘君） 担当課の説明が終わりました。質疑をお願いします。 

○委員（山本行男君） 今の 8項のところで、コロナ禍の中での軽減ということで、 3年度に限り
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税額が増加する土地についてって、これ掛川市は結構あるんですか、どの程度あるんですか。 

○委員長（寺田幸弘君） 岡田資産税課長。 

○資産税課長（岡田正浩君） 都市計画税については 4万 3,000円です。 

○委員（山本行男君） 全体で 4万 3,000円。 

○資産税課長（岡田正浩君） そうです。 

○委員長（寺田幸弘君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木久裕君） 筆数は 124で変わりはないか。 

○資産税課長（岡田正浩君） そうです。 

○委員（鈴木久裕君） これ 8項対象と13項対象で両方合わせて124ですか。 

○資産税課長（岡田正浩君） そのとおりです。 

○委員長（寺田幸弘君） 以上で質疑を終結いたします。 

〔委員間討議 なし〕 

〔討論 なし〕 

〔採決〕  

 議案第76号 専決処分の承認を求めることについて（掛川市都市計画税条例の一部改正） 

全会一致にて原案のとおり承認 

 

５）閉会中継続調査 ５項目で了承。 

６）その他 

 ・常任委員会協議会（５月２５日（火））の日程確認 

・現地視察（５月２８日（金））の日程確認 

・寺田委員長より、年間テーマについて、委員それぞれで議会事務局に提出し、それをもとに 

２５日の協議会にて、テーマの絞り込みについて検討していきたい旨の発言があった。  

 ・議案第72号関連の位置図について、管財課長から各委員へ提出がされた。その際、委員から改

めて以下のとおり質問がなされた。  

 

○委員（鈴木久裕君） 参考までに、結縁時インターから北側は将来的にどういう計画になってい

るんでしたか。 

○委員長（寺田幸弘君） 大石総務部長。 

○理事兼総務部長（大石良治君） 一応、都市建設部長と話をしている中では、その部分について
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は、内部でもう一度精査をして皆様に御報告できる形を示してまいりたいということでございます。

あそこだけが手つかずということになってきますので、その辺は協議をし、財政的な部分も含めて

ということで聞いておりますので、よろしくお願いします。市長のいる前ですみません。そういう

ことで、全てで協議をするということで聞いておりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（寺田幸弘君） 後日、そのいろいろな結果について話をしていただけるということです

ね。 

○理事兼総務部長（大石良治君） はい。 

 

７）閉会 

 


