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平成24年12月10日(月) 場 所 3階 第5研修室会議録

会 議 名：第10回総務・経済常任委員会

出席委員：竹田委員長、新井田副委員長、福嶋委員、又地委員、吉田委員、佐藤委員

平野委員、笠井委員、東出委員、岩館委員

欠席委員：なし

事 務 局 山本、近藤

会議時間 午前10時29分～午後2時13分

開 会

1．委員長挨拶

皆さん、おはようございます。竹田委員長

ただいまから、第10回総務・経済常任委員会を開会いたします。

ただいまの出席委員は9名でございます。

平野武志さんから遅刻の届け出がありました。

よって、委員会条例第14条の規定による委員定足数に達しておりますので、会議は成立

いたしました。

ただちに本日の会議を開きます。

本日の会議次第は別紙配布のとおりであります。

笠井委員。竹田委員長

新聞社も傍聴者も誰もいないけれど、これはどういう委員会ですか。笠井委員

夕べ、防災無線もかけたり当然しているかも知れませんけれども、どうして新聞社も誰

もいないのですか。

新聞社の傍聴というのは、委員会のほうで要請するものではなく、新聞社が竹田委員長

任意で傍聴に来て取材しているという状況です。

暫時、休憩をいたします。竹田委員長

休憩 午前10時31分

再開 午前10時34分

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

12月4日の総務の委員会の中で、総務課から一応、公営住宅解体除却工事の契約解除と

、 、 。 、 、 、いう部分について 縷々説明 資料も若干いただきまして受けています 1から2 3 4番

5番、6番については、前回4日の日に説明を受けておりますし、8番目に記載の本人との面

談の上に確認をしたと。本人からの申し出によって、建設業の許可が切れているというこ

とが判明したということであります。

それでは、9番に書いている処分については、過失による事故判断と受け止め契約を解

除したというようなことで、指名委員会については11月30日に開催されておりまして、そ

の日から6か月間、指名停止の処分をすると、それと米印で掲げていますが、本人からは
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建設業の許可申請も行わないし、今後、指名願いも出さないという、そういう申し出が口

頭であったということで、それで皆さんからそれぞれ受け止めはあろうと思いますけど、

6か月間の指名停止処分。本人が今後、指名願い、こういう仕事をしないということであ

れば、実害はなく単にこの処分は社会的制裁ということなのかなと。そのことが、5日の

翌日の北海道新聞にも掲載になっていることであります。それと、すでに発注した工事、

釜谷の教員住宅の部分については、建設リサイクル法施行令の80㎡未満の工事であるとい

う部分で、これについてはリサイクルの届け出が要らないということで、行政側はこの工

事は違反ではないという受け止めで、そのまま執行済みですけれども、そういうことで一

応報告のほうを受けております。

13番からの部分は、今後の再入札に、あるいは前回、委員さんから出されておりました

、 、町長が日頃抱いている地元業者の育成というのは どういうことなのだということだとか

指名委員会でのあり方、委員長、副町長が不在のままで、代行として総務課長が指名委員

会を仕切るというか、仕切ってきたというそういう事実。それと今後の入札執行のあり方

についても、いまの指名競争入札がいいのかどうなのかという部分、入札の執行率の関係

も出ておりましたし、今後の行政側のこのトラブルというか、問題をどこにやるのかとい

うチェック体制を含めた行政側がどのように出てくるのかというふうに思っております。

それと、ここには記載していませんが、この12月号の町政広報の中では、工事契約の部

分が掲載になっています。この訂正を含めて1月号に工事解約の経過等を掲載をしたいと

いう、先般行政側からそういう報告を受けて、そういう部分を踏まえて皆さんのほうから

ご意見質問等を受けたいと思います。

又地委員。

正副委員長なりで、上級官庁とかに聞いてみましたか。この資料は、単に4日又地委員

に出てきたそのものでしょう。そうしたら、委員会の委員長として、あるいは正副委員長

として、2人で、例えばこういう取りまとめをしたというのであれば、上級官庁に聞いて

。 、 。 、 、みましたか これは 行政からきたそのものでしょう そうしたら この委員会としては

ある意味では本当にそうかということは質してみないとだめでしょう。

私は、ただ、このことをやろうと言うのなら、4日にやった部分の延長ですし、別段こ

れといったあれはないのではないですか。あるいは、この資料をまとめたのであれば事前

に、これはいつまとめたのですか。これは事前に配布してもらってファックスでも良いの

。 。 、 、 、です そうしたら19点こういうふうにあると それで 委員の皆さんについては 例えば

「いろいろあるのでいろいろ質問事項なり個々の議員が条例なり自治法なり、建設業法を

開いて見た中で、いろいろ勉強して検討課題があったら出してください」というような取

。 。り運びをするのが一番良かったのではないのですか そこの部分だけどうだったのですか

まず、前段の上級官庁等の指導はいただいておりません。確かに、いま又地竹田委員長

委員から言われたように、この資料を整理した時点で委員の皆さんに、こういう例えば事

前周知しなかったという、その配慮については大変申し訳なく思います。以後、そういう

、 。ことのないように 自分自身も気をつけたいなと思いますのでよろしくお願いいたします

福嶋委員。竹田委員長

指名委員会のメンバーは4人プラス副町長で5人だと思うのですけれども、流れ福嶋委員

からして、いままで指名をする権利といいますか、あるから5回も指名を自重したと、そ
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のうち2回当たったと。

そうしたら、前年度の実績によって、いまＡ、Ｂというのは、あまり区別はしていない

のではないかと感じはしますけれども当時、澤田さんが出さないだけに、川瀬さんが1社

でＡ登録になっていると。談合のあれがあって具合が悪いので、何とかもう一回考え直し

て欲しいということもありまして、私は話をしたことがあるのです。ですが、あの人は、

「もう歳だから引退したい」という話で、その話は聞いてきましたけれども。そういうこ

とからして、もうひとつは、個人的な私の意見かも知れませんけれども、Ｂ登録していた

業者に、建築協会の会費がもったいなくて脱会しているという現状です。にも拘わらず、

町内の業者に地域の育成とか何か格好がいいことを話して、そういうばらばらの体制を黙

認して、そしてその業者の業界の一般常識を踏まえないで、個々の団体のことだから、町

、 。 、 、はお構いなしでやったような 私は考えを持っています そういうことからして どうも

私は手落ちが多分にあるというふうに考えているのです。いままで、Ａランク、Ｂランク

に至るまでの点数制がいまでもあるはずです。それをクリアしているかどうかということ

も、2年間出したら、去年出したから来年まで2年間、何も権利はあるのだと。途中で時効

になっても、もうずっと突っ走ってきたわけです。それに4人のメンバーが誰も気がつか

ないと。しかも、産業（経済）課長もこの間まで財政の主査をやっていて、いま主査も財

政主査なったばかりですけれども、その委員のメンバーだってやる度に金額が多少あった

にもかかわらず、小学校の屋体も1,000万円単位です。

当時は、Ｂクラスなど入れない。Ａクラス、2,000万円以上ですか、いまはそういうの

はなくなったと。でたらめせんばんみたいな感じがするのですよね。

ですから、私はやはり町側のいまの体制、副町長も含めて、もう半年も来るのにそのま

までいいかと。私は強くやはり厳重注意しなければ、示しがつかないと思います。この間

の病院のあれも含めて、しかも丸投げしていままでやった。歳からいって80歳になる人で

す。しかも、自分でやらないでピンハネもいいところです。そういうのも黙ってやらせて

いると、指名して本人は全然やれない。しかも、町外の人にやってもらっている。知内の

人にやってもらうと、とんでもない話です。言っていることとやっていることが、全然私

は、甘いと言うか平等だから建設協会の外れても良いのだと、会費は何年も前から払って

いないと、なぜ、そういうふうに指名しなければならないのですか。もうそういうチェッ

ク体制がなっていません。

そういうことも含めて、内容を点数制が何点になったらＢなのか、Ａなのか、そういう

のを含めて、もうすこし我々にも責任はあります。この間もやった、今回も、また 「議。

会は何をやっているのだ」と言われても仕方ないです。

そういう点では、起こってしまったのは仕方ないですけれども、いままでのチェック体

制は足りないとそういうふうに私は思います。

その件については、いま行政側が11時から来ますので、再度強く確認なり、竹田委員長

していただきたいと思います。

ただ、ここに同じ協会のメンバーであります岩館委員も建築協会のメンバーだというふ

うに思いますけれども、この協会未加入というと指名等の部分はこれは関係ないというふ

うに我々は聞いています。

又地委員。
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それは、例えば協会に入っているとか、いないとか指名には関係ありません。又地委員

それは、土木も同じです。ただ、福嶋委員が言ったように建設協会に会費を納めるのがも

、 。 、 。 、ったいないとか それはその人の勝手です これは 議長も同じ答弁だと思います ただ

それは背景にこういうことがあります。例えば、協会に入っているでしょう。

暫時、休憩をいたします。竹田委員長

休憩 午前10時48分

再開 午前11時30分

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

行政側が来る前に、議会としてのかなり厳しい議論、意見等が出されております。

これについては、23年の2月の指名願いが出た時点でのチェックミスという部分が今日

に至っているといるのかなというふうに思っています。細かい部分はいろいろありますけ

れども、議会として心配される部分がもうすでに5月に終わっている釜谷の教員住宅の解

体工事について、オンブズマンの法的な部分からすれば問題がないというふうに行政側か

らの説明を受けていますけれども、そういう部分の訴え等があった場合にどう対処するの

かなどの問題等も出ております。

まだまだこのあと委員会の中で、また皆さんからいろいろな意見等も出されると思いま

すので、その辺を含めてよろしくお願いをしたいと思います。

2．調査事項

(1)総務課

①既設公営住宅解体除却工事契約の解除について

まず、町長ですか、行政側として、もし発言があれば求めたいと思います竹田委員長

けれども、なければ、即質疑に入ります。

岩館委員。

先日、北海道新聞にこの手の報道が出ました。その中で、一番町民から電話が岩館委員

来た件については 「1,500万円以内であれば我々も何ら許可がなくても町の解体に仕事で、

きるのですね 」というのが、まず1点電話が来ました。。

それと、この「80㎡であれば何ら問題がないから、何も許可がない人でも一般の人でも

やると思えば町で指名するのですね 」という電話も2点来ました。。

ですから、私はあくまでも 「これは個人の仕事の場合は、許可がなくても1,500万円ま、

でできますよ」と。もう、総務課長と2回ぐらい話をして、総務課長にもその件を話をし

ました。そして 「80㎡以内だから解体は問題ない」と。あくまでも総務課長も私に言っ、

て、私と意見がそこで合わなかったわけですけれども、私は 「あくまでもそれは、個人、

のやった場合は、それが通用しますよ 」と言うことも総務課長に言いました。。

「ですが、すでに、公共工事を指名するという段階以前の問題にも引っかかっているで

しょう」と。そうしたら、総務課長は 「公共工事の中に入っていても、これは問題がな、

い 」ということも言いましたから 「だいたい、許可のないものを指名するという以前の。 、

問題が私は問題だ 」とこう言っているわけです。それが、新聞で出てしまったら、やは。
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り、私の心配しているような電話が随分かかってきました 「許可がなくても1,500万円ま。

で公共工事ができるんですね 」あるいは 「解体工事で80㎡までは、許可がなくても指名。 、

してもらえるんですね 。だからこそ「紛らわしいから、こういうことをきちんと公共工」

事の場合と一般の個人の場合と仕事のあれをきちんと整理して、私は答弁すべきだ」と総

、 、務課長にも言ったのですけれども それもしないままにこういうふうにして新聞にも出て

町民に誤解を与えてしまった。こういう責任は、大いに行政として取って、きちんと町民

、 。 。 、にも説明すべきです 議会ばかりでなく 非常にこれは大きな問題です 行政が悪いとか

やった業者が悪いという以前の問題で、やはり私たちの言ったこともきちんと聞いて、や

はり直すところは直して答弁して、こういう新聞に紛らわしいことが出ないような答弁を

してもらって、進んでいかなければ「法律に違反しないからどうでもいいのだ」と、そう

いう答弁だけでこれは済まされないです。町民は、電話が来てかんかんです。我々はそれ

をどうして答弁すると良いのですか。

町長。竹田委員長

私どもの責任に関わる点につきましても含まれたお尋ねでございますが、岩館大森町長

委員のお尋ねのとおりでございまして、建設業法からいきますと今回の件につきましての

正当性は主張できるわけでございますが、あくまでもこれまで町が執っていたスタンスで

いきますと、北海道に提出した経営審査を添付して、指名入札の申請を受けるというのが

これまでのスタンスでございましたので、これは、今後共、続けてまいります。こういっ

たことから考えますと、私どものほうでの担当への処分も含めて、皆様がたにお知らせし

なければならないと考えております。

又地委員。竹田委員長

我が町の入札参加資格、これが基本ですよね。それで、あとは例えば80㎡未満又地委員

ですからどうのとか、そういう問題ではないのです、これは。我が町の入札参加資格とい

うものが、きちんとできていると思うのです。それで、業者からは、隔年制で入札参加資

格審査、俗に言う指名願いが出る。その指名願いを受理したあとで、はたして受理はしま

したと、受理書も交付する。そして、はたしてこの業者が入札参加資格があるかどうかと

いうものは指名願いが出てから審査をして、そしてこの業者は資格があると。その入札参

加資格の第一は、一番最初に出てくるのは一番大事なものといいますか、それは、経審を

受けているかどうかということだと思うのです。それで、かつ建設業の許可を受けている

かどうかと、私は、最終的にはこのあたりの二本立てだと思っているのです。それで、は

じめて建設業の許可も受けていると。そして、指名願いの中には受けているからこそ、経

審も受けているというような書類が初めて出てきて、入札参加資格ができて、そして町の

ほうで指名すると。今回の場合は、入札、それは指名願いが出ていたかも知れませんが、

建設業の許可がもうすでに切れていたというところなのです。それで、うちの入札参加資

格からいくと、もうすでにこの業者は失格なのです。それは、例えば80㎡未満であるから

違反しないとかする以前の話で、法的に言うと。うちの入札参加資格からいくと、もうす

でに失格なのです、このかたは。更新していないのですから。そこに問題があります。か

つ、仕事はもらっていないけれども、町からの指名参加通知が9回もいっている。問題は

ここです。これは極端な話あれです。5月と今回と例えば取っていないとしても、この業

者が落札しないとしても、しなければオープンにならなかったかも知れませんけれども、
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9回も指名に参加をさせた、そうですよね。それが問題なのです。ですから、そこを考え

ると行政の怠慢そのものです。行政の怠慢よりないのです。ですから、今回の委員会も、

委員の皆さんもいろいろ苦慮しているのがそこだと思うのです。こういうふうになったの

で、いろいろ改革案も町長のほうからいろいろ出ると思う。思うけれども今回のこの不祥

事に関してはどうするのでしょう。委員の皆さんも苦慮しいているところだと思います。

ですから、煎じ詰めていくと木古内町の入札参加資格を与える時の基本はどうなのか。こ

れは改めて聞いておきます。そんなふうに思っているのです。共同認識して、これからこ

ういう類似した事故がないようにするためにも、行政も議会も同じ認識の基に立っていな

いとまずいだろうと私はそう思っているので、我が町の入札参加資格の基本というのはど

うなっているのか。もし、その入札参加資格の部分で足りないものがあるなら、みんなで

知恵を絞りながら補足しながらいかないとだめだと思うし、もし足りないものがあると、

入札参加資格を与える時に、いままでやってきたものを、ただ、だらだらだらだらやって

。 、「 」 。きたと ですが今回のこの不祥事を考える時に こういうことも足さないとだめだ と

「こういうことも足しておかないとだめだ」というものが、もしあるとすると、それは当

然足していかないとだめだろうし。私はそう思っているので、その辺を十分考えた中での

入札参加資格の部分、参加させる時のその基本と、あるいはいま私のほうから話が出た部

分での、やはりこれは町長ですね。例えば、指名委員会のメンバーが副町長以下5人だと

しても、最終的には町長のほうに上がるわけですよね。そして入札執行の時は町長が立ち

会うというふうになっているわけですから、その辺の考え方をもう一度聞いておきたいと

思います。

町長。竹田委員長

お尋ねにありますとおり、指名届けを受理するにあたりましての参加要件のチ大森町長

ェック、様々なチェックがございますが、中でも大きいのは北海道に提出をしている経営

審査の写し、そしてまた建設業許可でございます。今回は、2年に一度の経営審査でござ

いますので、これは2年ごとに行うということでしたが、建設業の許可というのは5年に一

度更新をするという仕組みになっておりまして、受け付けた段階では十分要件に満たして

おりましたが、約1年後に建設業許可が切れているということでございました。これを、

しっかりとチェックしていなかったというのが、今回このように九度の指名をしたという

。 、ことにつながっております 企業の建設業許可の日程を十分に把握をしていなかったこと

また、それをチェックする体制が十分に整っていなかったこと、これは極めて遺憾なこと

。 、 、でございます このため 現時点で私のほうで職員の処分ということを考えておりまして

担当課長であります

ほかにございませんか。竹田委員長

又地委員。

これは、例えば業者に対しての6か月間の指名停止処分、これはこれで仕方な又地委員

いと思うのですが、いま町長から処分は出たのですけれども、これは例えば業者のほうで

は、この処分で実害はなく社会的制裁をしたという形になるのですね。ですが、そうした

ら町自体はどうなのかということを考えれば、町側には実害はあるのです。大きい小さい

は別としても、そういうものだとか、やはりあれですね。あとは町長、入札参加資格の中
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ではどうなのでしょう。うちの町のあれでは不備はないですか。

町長。竹田委員長

不備ということについては、ルール上はございません。ただ、北海道の見解か大森町長

らいきますと 指名をする際には1人親方ということは 極力避けたほうがいい と 社、「 、 」 。「

長がいて現場を担当する人、こういう2人がいることが望ましい」という指導はいただい

ております。そのほかについては、当町が行っていることについて、特段法に違反するこ

とはございません。

又地委員。竹田委員長

今後のことを聞きたい。今後、建設業の許可のない人、これは経審と建設業の又地委員

許可がどちらが上かと言うと、やはり建設業の許可が上ですよね。建設業の許可を受けた

から、私は、町なり自治体なり、上級官庁に指名願いを出したいと。2年間の実績を踏ま

えた中で、そして経審を受けるのですよね。そうすると我が町は、これからそうすると建

設業の許可のない人には、いかなる仕事であっても仕事はさせないと。逆を返すと指名は

しないという捉えかたでいいですね。

町長。竹田委員長

又地委員のおっしゃるとおりでございます。建設業の許可があって、そして経大森町長

審を受けて、そのコピーを提出していただく。その中で、要件を満たしているものという

ことで、これまでどおり進めさせていただきたいと思っております。

又地委員。竹田委員長

これまでどおりと町長が言ったので、ですから私は、委員会でも例えば80㎡未又地委員

満工事では違反にならないと。こういう答弁というのはおかしいと、委員の皆さんはみん

な思っております。ですから、議長も先ほど言っていましたが、いかなる小さい工事であ

っても、指名願いの建設業許可を受けていない、かつ経審も受けていない、これは同じこ

となのですけれども 「その人には仕事はさせません、かつ指名はしません 」という認識、 。

でいいですね。

町長。竹田委員長

そのとおりでございます。ただし、軽微な件で指名を伴わないもの、早急にや大森町長

らなければならないもの、こういったものにつきましては、その都度、建設業許可の受け

ているかたで、指名に参加をしていないかたにもお願いするケースはありますが、それは

極めて稀なケースだと思います。

又地委員。竹田委員長

例えば、多分、学校だとかの小破修理だとか、俗に言う需用費、各課で皆さん又地委員

持っていますよね、それで、私は、需用費で対応するような小さなものに関してはという

意味だと思うのです。これは、ある意味ではひとつにしてしまったほうがいいのではない

ですか。それは、例えば現場サイドでは、いろいろ不都合な部分、建設水道課長もおりま

すけれども、何と言いますか、とても不便に感じるものもあると思うのですが、その辺は

どうなのですか。そうしたら 「軽微なものというのは、金額はいくらですか 」と聞かれ、 。

た時に何と答えるのですか。例えば、上限が10万円とか、15万円未満のものとかというふ

うに設定する必要があるのです。そうすると 「何よ」という話がまた町民サイドから出、

るのではないかなと私は思うのですが。その辺は、現場を担当する建設水道課長どうです
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か。

若山課長。竹田委員長

おっしゃるように建設業の許可は条件で、その指名を町長が申したの若山建設水道課長

は、多分、又地委員さんがおっしゃるように、需用費対応の小さな工事の場合に緊急性を

要するものについてはありうると。それで、私どものほうとしても、建設業の許可を取っ

、 、 、ていただいて 経審を受ける前段の中では 経審を受けるための小さな工事と言いますか

そういう実績を積んでいただいて、あらためてその経審の結果を添付して指名願いを出し

ていただくことによって、そのものを選考して業者の一員になれるかというふうに考えて

おりますので、そういう小さな工事についても、新しい業者さんを今後参加を一緒にして

いくためにも、そこは実績を積んでもらうというふうな考えは持っております。

暫時、休憩をいたします。竹田委員長

休憩 午前11時54分

再開 午前11時57分

休憩を解き、会議を再開します。竹田委員長

吉田委員。

いろいろ議論をされまして、問題点そして行政の責任等を町長が認めた形の中吉田委員

で処分も出ました。ただ、僕もこれを見ているのですけれども、指名選考委員会とありま

すよね。先ほど、総務課長一人に何となく責任を押しつけたような形になるのですけれど

も、そうしたら指名選考委員会とは何ですかということなのです。確かに、これからのこ

とを考えた場合、こういう問題、この名前が載っている皆さんで、やはりチェックしなけ

れば総務課長だけがチェックするような形の処分の仕方というのは、僕は将来的には好ま

しくない。やはり全体でこの委員会がきちんとしたチェックの仕方をしていかなければ、

、 。 、 、また こういう問題は出てくると思います まして 総務課長をやる人はいなくなります

こんなことをしていれば。その辺をきちんと考えてもらわないと、何のためのこの委員会

なのか。その辺、町長どう思いますか。

町長。竹田委員長

指名委員会につきましては、総務の担当部署から「この事業所が入札に参加で大森町長

きる」という報告を受けて 「では、どうするか」という議論をしますので、直接この許、

可の更新の把握ですとか、あるいは期限切れだとか、こういったものは、あるものという

前提で行っておりますので、責任は及ばないというふうに思っております。この、チェッ

ク体制についての監督指揮を執っている総務課長は、この総務課でチェック体制をしてお

りますのでこれは責任があると、このように考えております。

吉田委員。竹田委員長

それでは、この委員会の運営に要する、その総括的なものは副町長であります吉田委員

よね。今回は4月以降、副町長が立ち会って入札されているのもあるし、これは副町長に

もそういうものはないと、全てが、こういう問題の責任というのは総務課長にあるという

考えでいいのですね。

町長。竹田委員長
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今回、総務課長が当事者ということで、責任を総務課長といたしましたが、最大森町長

終的な事務の総括となりますと副町長になります。副町長に全く責任がないかというと、

副町長に最終的な責任は及ぶものと考えております。しかし、今回、長期に副町長が欠席

をしていたということもありまして、総務課長の処分ということにとどめたというところ

でございます。

長、いまの部分ですけれども、吉田委員からも出されておりましたが、処分竹田委員長

の部分、副町長が、例えばいまは休職というか、休んでいますけれども、以前、例えば遡

れば23年の2月に指名願いを受理して、その後入札、例えば指名委員会を開催して入札の

回数は9回行っている。休んでいない副町長が、在席していた時も委員会が開催されてい

、 、 、 「 」るわけですから いま 町長が後段に言われたような答弁では 我々はなかなか すとん

と理解できません。

（ 議事進行」の声あり）「

お昼のサイレンがなりました。

町長。竹田委員長

ただいま、私は、この会場に入るまでは、副町長の件については、休んでいる大森町長

ということを考えて言及しませんでしたが、議論を進める中で副町長に最終的な責任があ

ると感じましたので、

暫時、昼食のため休憩をいたします。竹田委員長

休憩 午後0時02分

再開 午後1時08分

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

貴重な時間をいただきましてありがとうございます。大森町長

2点につきまして、私の発言について、まずは取り消しをさせていただきたい。その上

で改めて発言をさせていただきたいと思います。

それでは、ただいま町長から先ほどの発言についての取り消しの申し出がご竹田委員長

ざいました。

お諮りいたします。

このことを許可することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ声あり）「

異議なしと認め、許可することに決定しました。竹田委員長

町長。

ありがとうございます。2点取り消しをさせていただいて、改めて発言をさせ大森町長

ていただきます。

1点目は、総務課長の処分でございますが、懲戒処分とし戒告扱いとすることにつきま

して、取り消しをさせていただきます。

2点目は副町長の処分について 「行う」という発言について、取り消しをさせていただ、

きます。改めて発言を申し述べますと、副町長の処分、あるいは総務課長の処分、さらに
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は指名委員会の委員の処分につきまして、再度、十分、皆様がたのご理解がいただけるよ

うに検討し、改めてご報告をさせていただきますので、ご理解を賜りますようよろしくお

願い申し上げます。

ただいま町長から、先ほどの発言の取り消し、再度、この処分については、竹田委員長

検討してまた報告されるということでありました。

このことについて、ご異議ございませんか。

又地委員。

町長、だめです。それは、きょうは何のためにこの常任委員会を開いたか。そ又地委員

して、13日は本会議があるのです。この委員会で、委員長がこの結果を取りまとめて、あ

る意味では本会議で報告をしないとだめです そうしたら 町長はあれですか 町長が 改。 、 。 「

めて」と言ったのはいつ出すのですか。そのことによっては、また開かないとだめでしょ

う。あるいは、13日の本会議で、このことの事務調査が集結しているのであれば、報告し

ないとだめでしょう。そうしたら物理的に時間の余裕があるのですか。

町長。竹田委員長

きょう、最終的な結論を求められますとすれば、10分程度の時間をいただきた大森町長

いと思います。

それでは、お諮りいたします。竹田委員長

いま、検討する時間を、10分くらいの時間を要するということでありますので、それま

で暫時、休憩をしたいと思います。

休憩 午後1時12分

再開 午後1時30分

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

町長。

時間をいただきまして、ありがとうございました。大森町長

改めて、今回の事件につきまして、職員の処分についてご報告をしたいと思います。

まず、現在は休んでおりますが、副町長につきましては、建設業の許可が切れた時点に

担当していた。そして、その後9回の指名通知を発行している。この責任の重さに鑑み、

法律上の処分ということで、懲戒処分をしたいと思っております。

さらに、総務課長をはじめとする指名委員会の管理職につきましては、本来ですと総務

課長が1番の責任がある。そしてまた、建設水道課長については、直接企業と関係を持っ

ていることから、様々な注意あるいは指導ができる立場にありました。こういった面で、

、 、そのほかの委員とは若干性質が異なるかと思いますが 先ほどご意見をいただいたように

これからの職員の指揮を図るという観点から同列の扱いとし、訓告の処分とさせていただ

きたいと、このように考えております。

ただいま町長から、副町長、関係する課長等の処分の内容がありましたけれ竹田委員長

ども、これについてありますか。

東出委員。

いままで、午前中からずっと議論されて来まして、最終的な町長の腹づもりが東出委員
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聞かれたわけですけれども、やはり最終的には、13日の定例会がある中での、町長のこの

一連の報告はされるであろうというふうに憶するわけですけれども、こういう処分をした

以上、やはり最高責任者である自分の部分についても、それは相当なる腹づもり、覚悟と

いうのはしているのだろうなと思うのですけれども、その辺はあえて当人から答弁があれ

ばいただくし、その辺について、きょうになるのか13日の町長の報告の時になるのかわか

りませんけれども、それ相当のことは心構えているというふうに判断してよろしいのでし

ょうか。

町長。竹田委員長

処分につきましては、以上でとどめるというふうに考えています。大森町長

ほかにございませんか。竹田委員長

平野委員。

ちょっといま、聞き取りづらい部分も含めて確認なのですけれども。副町長が平野委員

懲戒という言葉を使われたのですけれども、懲戒の中でもいろいろあると思うのですけれ

、 、 。 、ども 戒告ということでよろしいのか それ以外の部分なのか それから訓告については

総務課長と建設水道課長、2名だけという解釈でよろしいのでしょうか。

町長。竹田委員長

懲戒処分につきまして、職員ではいくつかの減給ですとか停職ですとかありま大森町長

すが、特別職の場合は、減給ということになります。

、 、 。 、 、また 処分の職員につきましては 全員です 現在 指名委員会に属している総務課長

建設水道課長、産業経済課長、町民税務課長、まちづくり新幹線課長、計5名につきまし

ては同じく訓告という処分といたしたいと思います。

ほかにございませんか。竹田委員長

又地委員。

（ ） 。 、又地委員 指名委員会のメンバーに町民 税務 課長も入っているのですか そうしたら

課長職は全員ですか。全員訓告ですか。そうしたら戒告はないのですか。

町長。竹田委員長

ありません。大森町長

又地委員。竹田委員長

管理職さんがたが皆さん訓告であれば、副町長の懲戒処分で減給処分は、戒告又地委員

に変えたらいいのではないのですか。あとの委員の皆さんはどうですか。

ほかにありませんか。竹田委員長

福嶋委員。

いま処分の内容ですけれども、副町長の戒告というのは、普通、戒告というの福嶋委員

は私が現職の時からの話ですが、訓告を5回重ねると戒告処分ですよね。それで戒告をす

ると次期昇給延伸だと。その年齢に達すれば、いまはもう55歳過ぎている人は昇給がない

のでしょうけれども。ただ、そこで昇給がない管理職、理事者側、副町長、戒告という処

分が妥当なのかどうなのか。その辺が給与の延伸もない 昇給もない。決められた町長と、

同じで額が決まっている。その人が戒告という処分に馴染むのか。その辺がやったのはい

いが、恥をかいたということになりませんか。

、 、 。 。竹田委員長 福嶋委員 先ほど町長が言ったのは 戒告ではありませんよ 懲戒処分です
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暫時、休憩をいたします。

休憩 午後1時37分

再開 午後1時56分

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

休憩の中で、いろいろ意見、議論もありました。

先ほども言いましたけれども、やはり、この処分にしても、町民からのちのちどうだと

、 、いう部分のそういう声が出ないような処分を いまの休憩の中で議論された部分を含めて

行政側で適正な処分を出していただければとこのように思います。

町長。

ただいま、ご報告申し上げました内容に、変化があっていいということで捉え大森町長

てよろしいでしょうか。

休憩の中でも話されましたけれども、個々人、それぞれいろいろな思いがあ竹田委員長

。 、 、 、 、ります やはり これが町民から見て 5日の新聞記事を含めて やはり理解できる人は

行政側のチェックミスだとすれば、何らかの制裁が出なければというふうに思っているか

。 、 、「 」たもいると思います まだ そういう大きな声は聞いていないのですけれども なんだ

ということがないように、そういう処分、それは最終的には町長が決めるわけですから、

ただ、やはり減給・訓告が撤回になって、減給が訓告になるということはないだろうとい

うふうに思っています。

町長。

先ほどは、私の処分までお話ししておりませんでしたので、特別職の処分とな大森町長

りますと、担当課の処分が若干重すぎると判断しておりますので、その辺の変化があると

いうことで理解してよろしいでしょうか。

、 。竹田委員長 それについては 要するに指名委員会に入っている課長ということですよね

それは、かまわないのではないですか、最終的に。例えば、委員会の中では、やはり総務

課長1人ではなくて、指名委員会に入っている管理職、やはり共通認識の中で処分すべき

だという部分で、先ほど休憩の中で検討した結果が、指名委員会のメンバー全員というこ

とになりましたよね。それは、最終的にはかまわないのではないかと思いますけれども、

その辺はどうでしょうか。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後1時59分

再開 午後2時02分

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

ほかにございませんか。

（ なし」と呼ぶ声あり）「

なければ、以上で終えたいと思います。竹田委員長

どうもご苦労様でした。
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それでは、先ほど皆さんに配布しました委員会のまとめの案で、これについて解体工事

の契約解除、この一番上の1行目の後段のほう、建設業に基づく「資格更新」になってい

ますけれども 「許可更新」に変えたいと思います。、

又地委員。

無資格とかでなく、無許可にするといいでしょう。又地委員

これは、結局今回は、こういう処分をするというのは、後ろに書いてあるからいいのか

な。 （ 無資格でいい」と呼ぶ声あり）「

又地委員。竹田委員長

今後の指名委員会のあり方を含め 「二度と」の前に「木古内町入札参加何と又地委員 、

か」とあるのではないのですか。

木古内町建設工事等入札参加資格審査申請」が正式名称です。竹田委員長 「

(｢長い｣と呼ぶ声あり)。

(｢正式名称｣と呼ぶ声あり)

又地委員。竹田委員長

「原点に返り、二度とこのようなことのないよう強く要請する 」少し専門用又地委員 。

語も入れたほうがいいのではないですか。

そうしましたら、いま言われた部分を付け加え訂正をして、一応議運に諮り竹田委員長

たいと思います。

まとめの部分で、もし文言等で何か気がついた部分があれば、のちほどでも連絡いただ

ければと思います。

まとめの部分で、ほかになければ、これで終了したいと思います。

3．その他

(1)意見書

①「安心できる介護制度の実現を求める」意見書

次に、意見書がまいっております。竹田委員長

北海道医療労働組合連合会函館地区協議会、医労連のほうから 「安心できる介護制度、

の実現を求める意見書の決議」と陳情がまいっております。

これは、勤医協ですか。

福嶋委員。

文部科学大臣は関係がありますか。財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣は関係福嶋委員

あるけど、文部科学大臣は関係があるのですか、ないでしょう。財務大臣、総務大臣、厚

生労働大臣とあと内閣総理大臣は最高責任者ですけれども文部科学大臣は何も関係がない

でしょう。

山本局長。

最後に、新聞記事もたまたま12月6日の日に載っていましたので、こういうこ山本局長

とからすると要請して良い意見書ではないのかなと思います。

福嶋委員。竹田委員長

介護保険のいま老健あたりの審査をやっても、段々下がってくるそうです。上福嶋委員

がるのではなく、下がるそうです。車椅子で入っていくと下がるそうです。2.7が2.6にな
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った。なぜなのでしょう。それで段々経営が厳しくなって、上げればお金がかかるのは確

。 、 、 。かです ですが いまのこの時代に逆行しているみたいで 現状維持ならわかるのですが

もっと悪くするのでは。

意見書については、採択という形でいいでしょうか。竹田委員長

（ 賛成です」と呼ぶ声あり）「

提案者は新井田副委員長、賛成者については、順次、事務局のほうで。竹田委員長

以上、その他の中で皆さんから何かございませんか。

なければ、以上で第10回総務・経済常任委員会を閉じたいと思います。

どうも、お疲れ様でした。

午後2時13分 終了

説明員：大森町長、大野総務課長、若山建設水道課長、小池主幹、幅崎主査

傍 聴：なし

報 道：なし

総務・経済常任委員会

委員長 竹 田 努


