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新年あけましておめでとうございます。 

昨年中のご支援に深く感謝いたしますとと

もに、本年が皆様にとりまして希望に満ちた

輝かしい一年となりますことをお祈りいたし

ます。 

さて、昨年暮れの市議会１２月定例会で私

が市当局に対して行いました質問と市の答弁

の概要についてご報告いたします。 

 一般質問  

【質問１】新庁舎の稼働に伴う機構改革に

ついて 

⑴ ３庁舎体制の業務状況について 

長年の懸案事項だった統合庁舎が完成し、

３庁舎体制がスタートしたが、以前と比較

して行政効率は高まっているのか、また、

これから期待できる効果は？ 

【市答弁】市民サービスにおける行政効率

の面では、これまで行政センターでは対

応できない業務があった場合、お客様に

庁舎を移動していただくこともあったが、

新庁舎では、窓口部門を１階フロアに集

中して配置するとともに、証明書発行窓

口を新たに設け、住民票の写しや税証明

などの証明書を１か所で発行できるよう

にしたことなどにより、お客様の利便性

が向上したと考えている。 

また、業務の効率化の観点においても、

職員が他部局に用務があった場合に庁舎

間の移動時間が３０分程度から１０分程

度に短縮され、大幅な業務の効率化が図

られたと認識している。 

これから期待できる効果としては、庁

舎の集約により、職員間の連携体制が強

化されていると考えており、今後はこれ

まで以上に職員間の情報共有や連絡調整

を密にして、創造的、意欲的な事業を打

ち出し、本市がさらに魅力的な都市へと

成長していけるよう取り組む。 

⑵ 地区センターの取り扱い業務について 

大島地区以外に設置された地区センター

で取り扱いできる業務は、以前の行政セン

ターと比較して大きな変動があるのか？ 

【答】地区センターで取り扱う窓口業務に

ついては、これまで行政センターで対応

していた戸籍届や転出入といった異動系

の窓口業務は取り扱わず、戸籍・住民票

の写しなどの諸証明の発行業務や、子ど

もや障がい者に対する福祉医療費の請求

書用紙の交付など、市民に身近な窓口業

務を中心として行っている。 

新庁舎が開庁して以来、地区センター

に来られる市民の数は行政センター時代

と比較して減少していることは認識して

いるところであり、地区センターの存在
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が市民に十分に周知されていないことが

原因の一つと考えている。 

その対策として、旧庁舎前に地区セン

ターへ誘導するための立て看板や、新庁

舎の証明書発行窓口付近に各地区センタ

ーの所在をお知らせする文書を掲示し、

周知を図るなどして、市民の皆様に最寄

りの地区センターを積極的にご利用頂く

ようお願いする。 

⑶ 企画管理部への人事課の配置について 

機構改革により、行革を担う人事課が企

画管理部に配置された。行革と本来進める

べき政策との整合性について問う。 

【答】人事課が所管している行財政改革の

推進については、持続可能で健全な行財

政基盤を維持しながら、魅力あるまちづ

くりに資する政策を推進するための財源

や人材などの「資源」を生み出す手段と

して全庁挙げて取り組んでいる。 

さらに、人事課は、人材の管理部門で

あり、本市の企画立案を統括する部局に

配置することにより、政策を推進するに

当たって、弾力的な職員配置が可能とな

ると考えている。 

 

【問２】旧新湊庁舎跡地利用について 

⑴ 事業の進捗状況と今後の予定について 

旧新湊庁舎跡地利活用事業の進捗状況と

今後の予定は？ 

【答】旧新湊庁舎跡地については、現在、コ

ンサルタントが民間へ事業参加の意向調

査を行っている。意向調査を行っている

対象企業としては、リース・開発企業や

建設企業、ホテル事業者のほか、地元団

体などである。 

今年度中には、これら民間事業者への

ヒアリング結果を踏まえながら事業スキ

ームやモデルプランを作成することとな

る。来年度は、この事業スキームをもと

に事業に参画する民間事業者を募集する

こととなる。 

⑵ 市関係部署・機関の設置について 

射水市の主な観光資源は、新湊地区に集

中していることから、担当課である港湾・

観光課や観光協会事務局を建設予定の複合

施設に設置する考えはないか？ 

【答】新庁舎の開庁にあわせ、これまで分

散していた行政機能を集約し、事務効率

の向上を図り、組織横断的な課題にも迅

速かつ柔軟に対応できるよう組織体制の

改編を行ったところである。また、コン

パクトな市域に加え、新庁舎を人口重心

や地理的中心に近い場所に整備したこと

により、各関係機関等との地理的・時間

的な距離が短縮され、事務の効率化が図

られたものと思っている。 

新湊地区には、豊富な観光資源がある

と認識しているが、市内には他にも魅力

的な観光資源があることから、観光政策

については全市を俯瞰的に捕える必要が

あると考えている。旧新湊庁舎跡地の施

設に観光担当課を配置した場合の事務効

率の低下や全市的な観光政策の展開を考

えると、あえて分散配置するメリットは

少ないと考える。なお、観光協会事務局

の移転については、参加意思の有無によ

り判断されるものと考えている。 

 

【問３】自衛官募集のダイレクトメールに

ついて 

⑴ 個人情報提供の根拠法令について 

住民基本台帳を閲覧して取得した個人情

報により、高校３年生に自衛官募集のダイ

レクトメールが届いたが、自衛隊への個人

情報提供の根拠法令は？ 

【答】自衛隊法第 97 条第１項の「市長村長

は、政令で定めるところにより、自衛官

及び自衛官候補生の募集に関する事務の

一部を行う」並びに同法施行令第 120 条
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の「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補

生の募集に関し必要があると認めるとき

は、市町村長に対し、必要な報告又は資

料の提出を求めることができる」という

規定を根拠とし、住民基本台帳法第 11 条

第１項に定める「国の機関は、法令で定

める事務の遂行のために必要である場合

には、市町村長に対し、氏名、生年月日、

性別、及び住所を国の機関の職員で国の

機関が指定する者に閲覧させることを請

求することができる」規定に該当するの

で、閲覧請求に応じている。 

⑵ 閲覧件数と実際に発送された件数の差

について 

住民基本台帳の閲覧件数と実際の発送件

数の差はあるのか？差があるのなら、公平・

平等に市民が対応されていないことについ

て、情報提供元としての所感は？ 

【答】今年度、自衛隊が閲覧した件数は 912

人分であり、そのうち 584 人にダイレク

トメールを送付したと聞いている。申請

した目的に使用する限り、取得した個人

情報をどのように取り扱うかは、自衛隊

の判断によるものであり、どのような基

準で選別したかについては自衛隊側の問

題であり、不公平や不平等となるもので

はないと認識している。 

 

【問４】自民党改憲草案の緊急事態条項と

自治体の防災体制について 

⑴ 災害対策基本法等の現行法制について 

甚大な自然災害が起きた場合、現行法制

（災害対策基本法、自衛隊法等）で足らざ

るところがあるか？ 

【答】本市では、大規模な災害に備え、災害

対策基本法に基づく射水市地域防災計画

に沿って、市、防災関係機関、事業者、住

民、それぞれの役割を明確に定めるとと

もに、相互に有機的な関連をもって災害

予防対策、災害応急対策、災害復旧・復興

対策を実施することとしている。また、

市民の生命や財産の保護のため、必要な

応急対策の実施が市のみでは困難であり、

自衛隊の活動が必要かつ効果的であると

認められる場合、自衛隊法（第８３条）に

基づき、知事に対し派遣要請できる仕組

みである。現段階では、現行法に基づき

災害対応することとしている。 

⑵ 自治体への介入が想定される国家緊急

権について 

改憲草案における緊急事態条項では、災

害時における自治体の現場指揮権が国にと

って代わられることが想定されるが、これ

による現場の判断や対応について問う。 

【答】これまでも大規模な災害が発生した

場合、災害対策基本法に基づき、国土並

びに国民の生命、身体及び財産を災害か

ら保護するよう、国の責務、都道府県の

責務、市町村の責務を果たすよう取り組

むこととされている。このため、現場の

判断や対応については、引き続き、射水

市地域防災計画に沿って対応しなければ

ならないと考えている。 

 

 予算特別委員会  

【問１】小杉社会福祉会館改修による複合

施設について 

⑴ 現新湊交流会館と旧新湊福祉会館の面

積比率について 

旧新湊福祉会館は、３階に大ホールもあ

る大規模な施設であったが、現在の新湊交

流会館は小規模な施設になっている。その

面積比率は？ 

【答】旧新湊福祉会館は、老朽化等により、

平成 22 年に解体し、一部の機能を新湊交

流会館に移転し、増築（約 150 ㎡）して

いる。現在の新湊交流会館の延床面積は

76.8 ㎡であり、旧新湊福祉会館の延床面

積 2,440.8 ㎡と単純に面積を比較すると、

面積比率は、約３０．２％である。 
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インターネットで一般質問＆予算特別委員会の録画が見れます！ 

⑵ 改修前後の総床面積比率について 

小杉社会福祉会館は、現在の 2,641 ㎡が、

改修により 3,090 ㎡となり、改修前後の面

積比率は１１７％となるということか？ 

【答】改修後の小杉社会福祉会館は、現在

の大集会室部分を２階建てにすることか

ら延床面積は増えることとなる。 

単純に面積のみを比較すればその通り

であるが、改修後の小杉社会福祉会館に

は、周辺の公共施設の機能を集約し、複

合化を図ることとしている。計画のとお

り、生涯学習センターの機能を持たせる

こととなれば、面積比率は、下回るもの

と考えている。 

⑶「公共施設の適正化」担当部署の所見に

ついて 

今回の小杉社会福祉会館改修に併せた複

合化について、ランニングコストの面も含

め、「公共施設の適正化」担当部署はどのよ

うに捉えているのか所見を問う。 

【答】改修に伴い、面積については、単館で

比較すれば増となるが、旧小杉幼稚園を

除却し、生涯学習センター機能を複合化

していければ、施設の機能を高めつつ延

床面積の抑制を図ることが可能となり、

「公共施設等総合管理計画」の方針に沿

った必要な改修であると捉えている。 

また、本総合管理計画では、ランニン

グコスト抑制の取組として、複合化等を

推進しつつ、再生可能エネルギーや省エ

ネルギー設備の導入に努めていくことな

どを示している。 

 

【問２】経済団体の合併について 

⑴ 経済団体の合併に対する市のスタンス

について 

コンパクトな射水市内において、商工会

議所と商工会が存在している。合併するこ

とにより効率的な事業展開や補助金等の削

減が可能と考えるが、両者の合併について

市の見解を問う。 

【答】商工団体の合併については、昨年度

の事務事業評価（外部評価）にあるよう

に、両会の設立の根拠法や組織基盤が異

なることから、現状では事業の平準化が

難しく、合併は将来的な課題と考えてい

る。 

まずは、両会が連携して事業を実施し、

一本化に向けた気運を高めていくことが

必要であり、市としては、両会で組織す

る射水市商工協議会を支援し、事業をシ

フトすることにより、一体感の醸成を図

りたいと考えている。 

今年度は、射水市商工協議会が実施す

る事業として、商品開発や販路開拓を目

指す産学官金交流事業や、中小企業等や

地域の活性化を目的とした中小企業等振

興研究会事業の支援を行っており、今後

とも両会の連携強化や効率的な商工業の

振興に努めたい。 

 

 


