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総務委員会会議録（要点筆記） 

                              平成２９年５月２５日（木） 

                                                     午後 １時２７分 開会 

○成田吉毅委員長 

ただいまから総務委員会を開会します。まず初めに５月 22 日に開催されました委員長連

絡会議において説明を受けた事項について、ご報告申し上げます。 

常任委員会の行政視察については、３日間を基準として、予算１人当たり９万円以内で

実施します。また、昨年度から政務活動費が支給され、会派等での視察も考えられるため、

可能な限り、早く実施すること。また、同一年に会派、委員会が同じところに視察に行く

ことがないように留意をすること。とのことでした。 

次に、閉会中の調査事項についてですが、特別委員会設置の関係もありますので、委員

の意見を十分に聞いて協議し、早めに各委員会の調査内容を決定するようにとのことでし

た。 

次に、議員勉強会についてですが、今年度も２回の予定です。各委員会の枠はありませ

んが、意見があれば７月末までに受け付けるとのことでした。なお、テーマについては、

議会運営委員会等で調整し決定する予定です。 

次に、事業評価についてです。現在のところ、今年度も議会としての事業評価を継続し、

実施方法は現行どおりで行う予定とのことです。概ねのスケジュールは、昨年度と同様で

お手元の資料３ページのとおりです。 

最後に、決算審査の資料請求についてです。例年、補足説明資料の請求をしております。 

委員からの要望については、全委員で協議・精査し、請求をするようにしてください。ま

た、元から当局にある資料はよいが、加工してデータを出させることのないよう、大量の

資料を提出させた場合は、結果報告をさせるように。とのことでした。 

以上が、委員長連絡会議についての報告ですが、ただいまの報告何かにご質疑ありませ

んか。 

【発言する者なし】 

ないようですので、これで委員長連絡会議についての報告を終わります。 

次に、協議題１、「所管事項の報告について」を行います。本日は、当局から各委員に資

料が配布されておりますので、資料について補足説明をお願いします。当局におかれまし

ては、簡潔で分かりやすい説明をお願いします。企画部から所管事項について、資料に基

づき補足説明をお願いします。 

○堀嵜企画部長 

  それでは冒頭、私から企画部の組織と人員について申し上げます。資料の裏表紙に組織

図があります。４つの課７つの担当で動いております。職員については私以下 34名、臨時

職員がさらに７名が配置されています。平成 29年度の主要事業につきましては、順に課長

より説明させますのでよろしくお願いいたします。 

○三浦秘書課長 

[総務委員会資料・企画部 Ｐ１～３ 説明] 

○水野人事課長 

 [総務委員会資料・企画部 Ｐ４～１１ 説明] 
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○山田企画課長 

[総務委員会資料・企画部 Ｐ１２～２０ 説明] 

○加藤市民協働課長 

[総務委員会資料・企画部 Ｐ２１～２４、Ｐ２７ 説明] 

○三輪市民協働課主幹 

[総務委員会資料・企画部 Ｐ２５～２６ 説明] 

○成田吉毅委員長 

  以上で企画部の説明は終わりました。ご質疑ありませんか。 

○中川健一委員 

  確認をお願いします。秘書課の事務分掌、秘書に関することのところに公務の日程調整

とありますが、公務と政務をどのように分けているが教えていただければと思います。２

点目 11ページの一般行政職員数の県内類似団体との比較の表で、除く保育園等とあります

が、等に何が入っているのでしょうか。22 ページの地域担当職員のところ、28年度実績で、

従事時間月平均 2.1 時間、従事日数 1.2 日と書いてありますが、担当区ごとの派遣されて

いる人の日にちなのかどうかということの確認と、ボランティア参加とあるがこのような

ことを書くと強制となるのではないのかということと、あと 23 ページの市長への手紙につ

いて、現状公開されているかどうかをお願いします。 

○三浦秘書課長 

  スケジュールでの公務と政務の仕分けということですが、基本的にスケジュールが入り

ますと、もちろん庁内は別ですが、相手方からの内容等を伺いそこで判断しています。い

わゆるグレーゾーンと言いますか、あるいは、政治的なものであった場合には他市にも確

認をとりながら一定の基準を持っておりますので、そこで判断させていただいています。

公務については全てスケジュールを把握しておりますが、それ以外のものは、ここからこ

こまでの時間は空けてくれということで内容にまでは立ち入っておりません。 

○水野人事課長 

  11ページの除く保育園等の等につきましては、幼児教育士、保育士が含まれております。 

○加藤市民協働課長 

  22 ページの表の従事日数、従事時間につきましては、業務として各区、各地域ごとに派

遣した日、時間の平均となっています。ボランティア参加につきましては、各地区の夏祭

りですとか、運動会等、地域担当職員に限らず市の職員が参加しているものも多いもので

すからそれと一緒に任命された職員も参加している場合もあるということで記載をしてい

ます。市長への手紙につきましては、現在公開はしておりません。 

○成田吉毅委員長 

  他にありませんか。 

【発言する者なし】 

 ないようですので、質疑を終了します。しばらく休憩します。 

午後 １時５８分 休憩 

午後 ２時００分 再開 

○成田吉毅委員長 

  委員会を再開いたします。 
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  次に、総務部、会計課、監査委員事務局の順に所管事項について資料に基づき補足説明

をお願いします。 

○滝本総務部長 

  私からは総務部の組織と人員について簡単に説明させていただきます。資料の表紙裏面

をご覧ください。総務部は５課 11担当で職員数は正規職員が私以下 72名、臨時職員が 15

名の他、収納課に徴収員が２名、防災交通課に交通指導員が 13 名配置されておりまして、

総勢では 102名です。総務部各課の平成 29年度の主要事業については、この後順次資料に

より説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

○江原総務課長 

[総務委員会資料・総務部 Ｐ１～６ 説明] 

○山本財政課長 

[総務委員会資料・総務部 Ｐ７～１４ 説明] 

○杉江税務課長 

[総務委員会資料・総務部 Ｐ１５～２２ 説明] 

○加藤収納課長 

[総務委員会資料・総務部 Ｐ２３～２６ 説明] 

○齊藤部付部長兼防災監兼防災交通課長 

[総務委員会資料・総務部 Ｐ２７～４２ 説明] 

○伊藤会計管理者 

[事務事業の概要・会計課 説明] 

○坂元監査委員事務局長 

[事務事業の概要・監査委員事務局 説明] 

○成田吉毅委員長 

  以上で説明は終わりました。ご質疑ありませんか。 

○中川健一委員 

  24 ページの収納課の滞納繰越分のところですが、法的に回収できなくなる金額は毎年い

くらかあると思いますが、近々で分かる金額はいくらぐらい、あきらめた金額はいくらぐ

らいですか。 

○加藤収納課長 

  不納欠損のことをおっしゃっておられると思いますが、直近の 29年３月の段階で、いわ

ゆる単純時効、手が付けられなくて不納欠損となってしまったものの金額は 310 万円ほど

あります。 

○成田吉毅委員長 

  他にありませんか。 

  【発言する者なし】 

  ないようですので、これで質疑を終わります。しばらく休憩します。 

午後 ２時３２分 休憩 

午後 ２時４２分 再開 

○成田吉毅委員長 

  委員会を再開いたします。 
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○堀嵜企画部長 

  先ほど中川議員のご質問の中で、保育園等の等の中身は何かということについて、幼児

教育士と人事課長がお答えしましたが、保育園型のこども園のことを指して、等という言

葉を使っております。わかりやすく言うと、保育士という職種を抜きますというのがあの

表の意味です。幼児教育士は教育職ということで違う分類になっています。先ほどの発言

を訂正させていただきます。 

○成田吉毅委員長 

  半田病院から所管事項について、資料に基づき補足説明をお願いします。 

○石田義博病院長 

[説明資料に基づき説明] 

○竹内病院事務局長 

  私の方から半田病院の機構、組織についてご説明させていただきます。病院は医務局、

看護局、事務局の３つの局から構成されておりまして、それぞれ医務局が 225 人、看護局

が 399人、事務局が 25人、合計 649人の体制で行っております。それぞれの所管事項につ

きましては順次担当課長から説明をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

○大嶽病院管理課長 

 [総務委員会資料・半田市立半田病院 説明] 

○沢田病院医事課長 

 [総務委員会資料・半田市立半田病院 説明] 

○成田吉毅委員長 

  以上で半田病院の説明は終わりました。ご質疑ありませんか。 

○中川健一委員 

  資料のお願いのところに公務員としての規律遵守とありますが、何か問題があったので

しょうか。何を指してのことでしょうか。 

○石田義博病院長 

  特にこれは特定のことを指してはおりません。地方公務員として守るべきこと、特に医

師などは、業者との付き合いも多いこともあり、そういったことで付け込まれないように

ということを念頭に置いて言っています。 

○成田吉毅委員長 

  病院長の説明の中で聞き漏らしたのですが、ＳＣＵとは何ですか。 

○石田義博病院長 

  ストローク・ケア・ユニットの略で、脳卒中治療の高機能病床で６床あります。脳卒中

ケアユニットのことです。 

○成田吉毅委員長 

  他にありませんか。 

【発言する者なし】 

ないようですので、これで質疑を終わります。 

○石川英之議員 

  質疑ではなくお願いなのですが、表の中の市町の順序がばらばらで、できれば統一して

いただけると比較しやすく見やすいので、ぜひこれからは作り変えていただけるとありが



5 

たいのですが。 

○竹内病院事務局長 

  気を付けて資料を作成します。 

○成田吉毅委員長 

これで「所管事項の報告について」を終わります。しばらく休憩します。 

                              午後 ３時０１分 休憩 

午後 ３時０３分 再開 

○成田吉毅委員長 

  委員会を再開します。 

  次に、協議題２「閉会中の調査事項について」を議題といたします。これまでの閉会中

の調査事項については１ページのとおりです。 

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

ます。しばらく休憩します。 

午後 ３時０４分 休憩 

午後 ３時２０分 再開 

○成田吉毅委員長 

休憩をとき、委員会を再開します。ただいまの休憩中に皆さまのご意見をいただきまし

て、本年度の閉会中の調査事項を仮称ですが「資金管理改善の取り組み」とし、サブテー

マを「基金運用について」としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

【「異議なし」との声あり】 

それでは本年度の閉会中の調査事項は、「資金管理改善の取り組み」、サブテーマを「基

金運用について｣ に決定しました。 

次に、今後の委員会の進め方について、皆さんのご意見を伺ってまいりたいと思います。

しばらく休憩いたします。 

午後 ３時２１分 休憩 

午後 ３時２３分 再開 

○成田吉毅委員長 

  委員会を再開します。県外視察の候補日は、第１候補としまして、7月 18日（火）から

7月 20日（木）としたいと思いますのでご予定をお願いいたします。しばらく休憩いたし

ます。 

午後 ３時２４分 休憩 

午後 ３時２７分 再開 

○成田吉毅委員長 

  委員会を再開します。次回の委員会開催日ですが、６月８日（木）午後３時からとさせ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。 

次に、協議題３「その他」で、事業評価について確認を行いますが、例年どおりという

ことですので、よろしくお願いします。 

他にありませんか。 

○石川英之議員 

  確認ですが、６月８日の委員会は資料２ページにある県外視察前の委員会と考えればよ
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いでしょうか。 

○成田吉毅委員長 

 しばらく休憩いたします。 

午後 ３時３０分 休憩 

午後 ３時３２分 再開 

○成田吉毅委員長 

委員会を再開いたします。次回の委員会は視察前勉強会として開催します。 

他にありませんか。 

【発言する者なし】 

ないようですので、以上で、本日の議題は終了しました。これをもちまして総務委員会

を閉会します。 

午後 ３時３３分 閉会 

 


