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総務委員会会議録（要点筆記） 

                              平成３０年６月１日（金） 

                                                     午後 １時３０分 開会 

○鈴木好美委員長 

ただいまから総務委員会を開会します。まず初めに５月２３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、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。なお、５月２９日に１回目は実施済みです。 

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。 

○竹部企画部長 

  ただいまから企画部の説明をさせていただきますが、あらかじめお断りしておきたいと

思いますけど、人事課分につきましては、本日あらかじめ予定をしております採用試験の

試験官ということで、どうしてもそちらに従事しなくてはいけないので、その分につきま

しては私から説明をさせていただきますのでよろしくお願いします。順次、秘書課から説

明いたします。 

○三浦秘書課長 

[総務委員会資料・企画部 Ｐ１～３ 説明] 

○竹部企画部長 （人事課所管分） 

 [総務委員会資料・企画部 Ｐ４～１１ 説明] 

○山田企画課長 

[総務委員会資料・企画部 Ｐ１２～２０ 説明] 
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○加藤市民協働課長 

[総務委員会資料・企画部 Ｐ２１～２４、Ｐ２８ 説明] 

○三輪市民協働課主幹 

[総務委員会資料・企画部 Ｐ２５～２７ 説明] 

○鈴木好美委員長 

  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 

  １１ページの一番下の一般行政職の給与比較というところを見てみると、半田市の管理

職と時間外手当が類似団体に比べるとかなり少ないのですね。半額ぐらいということなの

ですが、理由があれば教えていただければと思いますが。 

○竹部企画部長 

  これは、一人あたりで割っていますので管理職の構成人数がまず少ないということ、そ

れが大きいかと思っています。それ以上詳しい要因はわかりませんが、一つ言えることは

管理職の人数だと思っています。 

○鈴木好美委員長 

  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。 

  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。 

○江原総務課長 

[総務委員会資料・総務部 Ｐ１～６ 説明] 

○河合財政課長 

[総務委員会資料・総務部 Ｐ７～１３ 説明] 

○杉江税務課長 

[総務委員会資料・総務部 Ｐ１５～２１ 説明] 

○加藤収納課長 

[総務委員会資料・総務部 Ｐ２３～２６ 説明] 

○柘植防災交通課長 

[総務委員会資料・総務部 Ｐ２７～４２ 説明] 

○林会計管理者 

[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] 

○鈴木好美委員長 

  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 

  会計課のところの１ページ目のところ職員配置というのと役職名がちょっと合わないの

ですけど、これはどういう意味なのでしょうか。 

○林会計管理者 
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  最初の表の方は職名で記載しております。主事４名につきましては下の表の右端、私林

と副主幹、主査、主事までこの４名を示しております。事務員１名については職名も補職

も同じで事務員岩橋となっております。専門員１名については再任用職員でありまして、

職名も同じ専門員宮崎を指しております。 

○中川健一委員 

  僕が多分わかっていないのだと思うのですけど、他の部署を見ると副主幹は副主幹と書

いてあり、課長は課長と出ているので何か意味があるのかと思ってですね。 

○林会計管理者 

  ここにつきましては、従来の記載もありましたので私どもの課では職名を中心に記載さ

せてもらって、下の担当者職氏名のところで補職を記載させてもらっております。 

○中川健一委員 

  財政課のところですが、７ページ、８ページのところの職員のことですが、簿記だとか

税理士だとか、ＭＢＡでもいいのですけどそういう資格を持った人というのは何人ぐらい

いるのかと思いまして、これは会計課も同様の質問をします。 

○河合財政課長 

  簿記の資格試験を取った者は今のところおりませんが、各種研修には行かせております。 

○林会計管理者 

  今年入った職員が経営を学んでいて簿記を学んできたということは聞いておりますが、

資格を取得しているかどうかまでは確認しておりません。 

○中川健一委員 

  財政課はいないということでしたので、ぜひそういった資格取得もきちっと考えて年間

の研修計画を考えていただきたいと思います。もうひとつ収納課ですが、私の不勉強であ

まりわかっていないので教えていただきたいのですが、２４ページのところの滞納繰越分

のところで、当初予算が 6,875 万円あまりと、調停見込み額が２億円ということで昨年度

よりは大幅に減っていてこれ自体よかったと思いますけれど、当初予算額よりも調定額が

増えている理由は何なのかと思いまして。 

○加藤収納課長 

  当初予算額よりも調停が増えているというよりも、まず調定額がありましてそのうちど

れだけ徴収できるかというのが予算額になるものですから、例えば調定額１億円に対して

100％の収納見込率であれば予算額は１億円になります。ところがこの収納見込率は記載の

とおりでございまして、それに算出した金額が予算額というふうになっております。 

○中川健一委員 

  ということで滞納繰越分の収納率が出るとそういう理解でよかったですか。 

○加藤収納課長 

  そのとおりでございます。 

○鈴木好美委員長 

  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２７分 休憩 
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午後 ２時４２分 再開 

○鈴木好美委員長 

  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。 

○竹内病院事務局長 

  まず、院長の方から主要な課題についてご報告をさせていただき、その後担当課長より

所管事項について説明をさせていただきます。 

○石田義博病院長 

[説明資料に基づき説明] 

○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] 

○鈴木好美委員長 

  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 

  数字の確認ですが１４ページの未収金の対応についてぜひやっていただければと思いま

すが、直近で取りはぐれたのはいくらだったのかわかればお願いします。 

○沢田病院医事課長 

  今決算の資料を作っている段階なのですが、３月３１日時点で現年度分未収額として

9,212万 1 千円残っております。 

○中川健一委員 

  それというのはもう要するに回収不能になってしまった金額ということでよかったでし

ょうか。 

○沢田病院医事課長 

  これは３月３１日時点の数字で、昨年の決算のときに申し上げたと思うのですが、この

中ではクレジットカードで３月にお支払いいただいたものだとか、３月の３１日まで入院

されていた方の部分が必然的に未収金としてこの時点では計上されてしまうということで、

今暫定値となってしまうのですが、それが一月経つと 3,000 万ぐらいまでは回収できてお

りますので、ここからまだもう一月ということで５月末の時点でいくともう少し減ってい

るというような状況でございます。 

○中川健一委員 

  あともうひとつ院長先生のレジュメの２ページ目の目標のところの病床機能の検討のと

ころで療養型の病院ももしかしたらつくらなければいけないのではないかというお話がご

ざいましたけれど、それは病院検討会議のときにあった今の半田病院を療養型の病院にし

て再活用していく、そういう議論がまだ選択として残っていてそういう議論の中でお話が

進んでいるのかその辺りがもう少しわかればと思いまして。 

○石田義博病院長 

  そのこととは全く別の観点での議論であります。これは地域包括ケア病床という内科系

の回復期と言ってもいい病床なのですけども、在宅医療をサポートするための病床、それ

から内科系の急性期を終わった患者さんが利用するというような感じの病床なのですけど
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も、新病院の計画の中にはそういったタイプの病床は全く含まれておりませんでした。た

だ 2025年まで今の病院を使い続けなければならないという状況の中で、この地域には全く

そういう病床がない、ある回復期をやっている半田市の先生にそういった病床の設置をお

願いしたのですけども、基準病床と既存病床との兼ね合いでいくら当院が病床をある程度

返納したとしても基準病床を既存病床が下回ることができないということでその先生が設

置していただくのは現状では無理だろうということで、そうなれば我々半田病院が地域の

ためにそういう病床を設置しなければいけないだろうかということで今検討しているとこ

ろで、ただまだ民間の先生にやっていだく可能性がゼロというわけではなく、それも保健

所と相談しながら検討していこうという段階です。 

○鈴木好美委員長 

  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。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０６分 休憩 

午後 ３時０９分 再開 

○鈴木好美委員長 

  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お手元の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１０分 休憩 

午後 ３時２０分 再開 

○鈴木好美委員長 

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「半田病院の経営と役割について」といたしますが、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、「半田病院の経営と役割について」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２２分 再開 

○鈴木好美委員長 

  休憩をとき、委員会を再開します。今後視察前勉強会、視察等はこれから決めていただ

きたいと思いますのでよろしくお願いします。これについてご異議ございませんか。 

【「異議なし」との声あり】 

 ありがとうございます。それではそのように進めていきます。 
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次に県外視察や視察前勉強会ですが、県外視察の日程調整をしたいと思います。しばら

く休憩いたします。 

午後 ３時２３分 休憩 

午後 ３時２６分 再開 

○鈴木好美委員長 

  委員会を再開します。県外視察は７月２３日から２７日のうちで決めていきたいと思い

ますのでよろしくお願いします。また、県外視察前勉強会は７月６日１３時３０分から行

いますのでよろしくお願いします。 

次に、協議題３「その他」です。市内視察についてご意見いただきたいと思います。し

ばらく休憩します。 

午後 ３時２７分 休憩 

                            午後 ３時３１分 再開 

○鈴木好美委員長 

  委員会を再開します。市内視察についてはしないという方向にします。また、勉強会に

関しては日程調整をして県外視察へ行く前に日程調整をしていきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

  その他何かありましたらお願いします。 

○中川健一委員 

  今日勉強した、各課から説明したいろいろな資料、これは多分市役所のホームページに

全部は出ていないかと思うのですけれど、出してないのだったら各課ごとにこれをちゃん

と出しておくと、せっかくもう作ってある資料ですので、手間かからずホームページに貼

り付けるだけなわけですから、市民の皆さんにもこうやって半田市役所はこんなことを各

課ごとにやっているのだということがわかっていいのではないかと思いますけども、その

ようなものを一度ご検討いただけないかと思います。 

○堀嵜副市長 

  市の情報発信の仕方については、市政懇談会でも少し市民の方からご意見をいただいて

いるのですけども、例えば今提案があったように全部をぶら下げたとしても、決して見よ

うと思う資料のかたちではないというふうに思っています。全部ぶら下げることはＰＤＦ

ファイルにしてぶら下げればいいのですけれども、そういうかたちではなく本当に必要な

見やすいかたちで情報提供をしていくような方向で今ホームページの方も見直しが図って

おりますので、これはやはり議会用の資料とご理解いただいて市民の皆さんにはこれに近

いようなかたちでもう少し見やすいかたちでいろんな情報を提供していきたいと、ですの

でこれをそのままというところは今のところ考えていないです。 

○鈴木好美委員長 

しばらく休憩します。 

午後 ３時３４分 休憩 

午後 ３時３５分 再開 

○鈴木好美委員長 

委員会を再開します。 

○中川健一委員 
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  次回にですね、他市でどういうふうに市民に行政情報を提供しているかという一般的な

事例を、模範事例というのをご提案させていただきたいと思いますので、ぜひそれを踏ま

えて前向きな検討を進めていただきたいと思います。 

○竹部企画部長 

  ご提案いただいた内容を少し見ながら、今後のことはそれを見てからやっていきます。 

○鈴木好美委員長 

しばらく休憩します。 

午後 ３時３６分 休憩 

午後 ３時３７分 再開 

○鈴木好美委員長 

委員会を再開します。今の休憩のときにサブテーマのことを議論しましたので再度確認

します。しばらく休憩します。 

午後 ３時３８分 休憩 

午後 ３時４３分 再開 

○鈴木好美委員長 

委員会を再開します。今休憩のときに議論をしましてテーマを「半田病院の経営形態と

役割について」にしますのでよろしくお願いします。 

他にありませんか。 

【発言する者なし】 

ないようですので、この後「決算審査の資料請求について」確認したいと思いますので、

委員の皆様はそのままお残りください。当局の皆様は退席いただいて結構です。しばらく

休憩します。 

午後 ３時４４分 休憩 

午後 ３時４５分 再開 

○鈴木好美委員長 

委員会を再開します。「決算審査の資料請求について」ですが、お手元に昨年度請求しま

した資料一覧を配付させていただきました。本年度も同様に資料請求を行いたいと思いま

すが、委員長連絡会議の報告にもありましたように内容を精査して、不要なものについて

は削る、委員から新たに要望がある場合につきましては、全委員で協議を行い委員会とし

て必要と判断したものについて請求してまいりたいと思います。次回の委員会で請求を行

う資料について協議を行いたいと思いますので、新たな要望につきましてはここで日にち

を決め、メールまたはＦＡＸで具体的な資料の名称等をご報告ください。しばらく休憩し

ます。 

午後 ３時４６分 休憩 

午後 ３時４７分 再開 

○鈴木好美委員長 

委員会を再開します。今の請求、要望につきましては６月２９日までに事務局へメール

またはＦＡＸでお願いをしたいと思います。 

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４８分 閉会 


