
午前１０時００分 開 会 

◎開会及び開議の宣告 

○田中敏雄 議長 ただいまから平成18年５月横手市議会臨時会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  監査委員から例月出納検査報告書が提出されましたので、お手元に配付いたしております。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎市長の発言 

○田中敏雄 議長 市長より発言を求められておりますので、これを許可いたします。 

  市長。 

【五十嵐忠悦 市長登壇】 

○五十嵐忠悦 市長 おはようございます。 

  ５月の臨時会会議に入ります前に一言おわびを申し上げたいと思います。 

  今般の臨時会の条例改正案の中にもございますが、４月に発覚いたしました当市が経営いたします大

和更生園の職員による園生からの預かり金、預金の着服等に関しましては、平成16年からいろんな形で

進行しておった事案のようでありますけれども、そのチェック体制に相当な甘さがあったということを

率直に認めざるを得ないと思っております。昨年11月に日赤社費着服の事件が発生して、これに類する

ものの再発防止に全力を挙げて取り組むよう指示し、具体的な指示をしたところでありますが、それで

も発見できなかったことに大きな反省をしているところでございます。 

  その際には、再発防止のための書類の提出を求めて、それを担当者が、あるいは上司が、部長が、所

長がしっかりチェックをしたところでありましたが、その提出された書類に虚偽の記載があったという

ことでございまして、そこを見抜くだけの技術と申しますか、手法を持ち得ていなかったということが

大きな反省点としてございます。 

  これの具体的な再発防止につきましては、それこそ具体的に指示をいたしましたし、先般の全員協議

会の席で申し上げたとおり、そのための抜き打ちチェックのあり方等々も指示したところでございます。

しかしながら、一旦発生いたしまして、このことが市民の皆さんの大変なご不信を買ったということは

弁解のできるところも何もないわけでありますので、この議場をかりまして議会の皆様にもおわびを申

し上げたいと思っております。 

  そういうことで、今臨時会にその処分として私と助役についても減給100分10、１カ月の条例改正案

を提案させていただいておりますので、どうぞよろしくご判断いただきたいと思う次第でございます。 

  そういうこと決意し、指示し、動き出した矢先に４月の末に今度は横手地域局の職員が酒気帯び運転

で警察に検挙されるという事態が発生し、まことに何と申しますか、気が緩む、たるみ以外の何物でも

ないのかなと。確かに連休を控えてリラックスした気分はあったにせよ、しかし、市民の皆様にさまざ

まな意味で範を垂れなければならない市の職員が酒を飲んで運転したということは、何の弁解もできる
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余地がないことでございます。幸い事故等なかったとはいえ、そのことは当然見過ごすわけにはまいら

ないわけでございまして、規則にのっとりまして停職６カ月の処分をいたし、関係上司についても戒告

処分等々を行ったところでございます。 

  そんなことでおわびをこの議会冒頭に申し上げたわけでございますが、実はもう１点ございまして、

つい先日報告を受けたところでございましたが、平鹿地域局におきまして五十田団地における浄化槽の

使用料あるいは住宅の共益費を二重に請求してしまったということがわかりました。これなどももっと

早くわかっていれば、もっと早く対応できて、いろいろな意味でご迷惑かけないで済んだのかなと思い

ますが、少し報告が遅れましたわけでして、早速昨夜のうちに地域局の担当が、全部で102戸あるそう

でありますが、80戸以上は昨晩、それから今朝早くの段階で１軒１軒回りまして事の説明をいたしまし

て、二重にいただいた方は全員ではありませんので、その返還を速やかにする旨お伝え申し上げて、ご

理解は得つつあるところでございます。残りの20数件に対しましても、本日中には直接おわびを申し上

げて、その返還もきちっとやる旨のお話を申し上げてまいりたいと思っております。 

  コンピュータが請求事務を実際はしているような格好になりまして、そういう意味で、いささか

チェック体制もこれも甘かったなというところの反省がございます。ただ、このときに限ってであり

ますが、今年の１月分の請求に関してでありますが、なぜこのときだけ二重になったのか、コンピュー

タのプログラムに問題があるのか、あるいは操作に問題があるのか、その辺は現在調査中でございます。

その辺、再発防止も含めた原因究明というものをなるべく早くにいたしまして、議会の皆様、市民の皆

様、そして報道機関にもしかるべき対応をしてまいりたいと思っている次第でございます。 

  さまざまな場面で度重なる不祥事と申しますか、トラブルが発生していますことをおわび申し上げま

す。それぞれの対策は異なるわけでありますけれども、基本にあるのは住民の皆さんに対するサービス

をなりわいとしている職員が、どういう気持ちで、どういうスタンスで仕事に取り組んでいるか、この

一点に最後は戻る話でございます。そういう意味では、ほかのさまざまな部分でも仕事のしっかりやる

体制づくりと申しますか、心の問題も含めて見直しをしていかなければならないというふうに反省をい

たしております。 

  これからの再発防止に全力を傾けますことをここでお誓い申し上げまして、議会の冒頭の時間、貴重

な時間をおかりしまして、おわびと説明にかえさせていただきたいと思います。 

  大変申しわけございませんでした。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎会議録署名議員の指名 

○田中敏雄 議長 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、９番佐藤德雄議員、10番近江湖静議員を指名いた

します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

－５－ 



◎会期の決定 

○田中敏雄 議長 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  今期臨時会の会期は、本日１日といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、会期は本日１日と決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎報告第２０号の上程、説明、質疑 

○田中敏雄 議長 日程第３、報告第20号専決処分の報告について説明を求めます。財務部長。 

○高橋健幸 財務部長 報告第20号専決処分の報告についてご説明いたします。 

  地方自治法第180条第１項の規定によりまして専決処分いたしましたので、これを報告するものであ

ります。 

  専決処分の内容は、２ページに記載してございます。 

  その内容は、平成17年12月31日、土曜日ですが、午前３時ころ、横手市平鹿町浅舞において発生いた

しました車両事故について損害賠償額を定めたものでございます。 

  被害者の方は、記載のとおりでございます。 

  概要は、平鹿地域局建設課の除雪作業員が除雪ロータリーで除雪作業中、側溝に脱輪したため車両が

傾き、被害者が所有する住宅に衝突いたしまして破損させたものでございます。賠償の額は５万6,805

円で、住宅の修理代相当額を負担するものでございます。 

  なお、賠償額は、全額保険で補てんされる予定となってございます。 

  よろしくお願い申し上げます。 

○田中敏雄 議長 ただいまから報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  これで報告第20号の報告を終わります。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎報告第２１号の上程、説明、質疑 

○田中敏雄 議長 日程第４、報告第21号専決処分の報告について説明を求めます。財務部長。 

○高橋健幸 財務部長 報告第21号、これも専決処分の報告でございます。 

  処分の内容は、４ページに記載してございます。 

  その内容は、平成18年２月23日、木曜日、午後１時55分ころ、横手市前郷二番町の市道におきまして

発生しました車両事故についてでございます。 

  被害者の方は、記載のとおりでございます。 
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  概要は、横手地域局建設課の非常勤職員が除雪ドーザーで排雪作業中、被害者所有の電柱と接触いた

しまして破損させたものでございます。 

  賠償額は、14万6,570円でございます。 

  よろしくお願い申し上げます。 

○田中敏雄 議長 ただいまから報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  これで報告第21号の報告を終わります。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎報告第２２号の上程、説明、質疑 

○田中敏雄 議長 日程第５、報告第22号専決処分の報告について説明を求めます。教育次長。 

○小野順一 教育次長兼中央図書館長 報告第22号専決処分の報告をさせていただきます。 

  これもさきの議案と同じように専決処分したので報告するというものでありまして、その内容につい

てであります。 

  ６ページをお開き願います。 

  平成18年２月13日、月曜日、午後１時30分ごろでありますが、横手市金沢本町字本町27番地の金沢公

民館敷地内で発生した雪害による車両事故であります。 

  被害者は、記載のとおりであります。 

  事故の概要でありますけれども、上記の日時、場所において、敷地内の松の木の枝に積もった雪の塊

が、早朝からの降雨と気温の上昇並びに突風によって落下したために、樹木の直近に駐車しておりまし

た軽自動車に落ちて、前面のフロントガラスとボンネットを破損させたものであります。 

  損害賠償額は、18万2,128円であり、被害者の車両の修理代であります。 

  以上、よろしくお願い申し上げます。 

○田中敏雄 議長 ただいまから報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

  10番近江議員。 

○１０番（近江湖静議員） この損害賠償の専決については特別に異論ございませんけれども、内容につ

いてちょっとお尋ねをさせていただきますけれども、内容が、雨が降った、気温が上がった、それから

雪が落ちた、下の車に引っかかったと。この過失の関係でありますけれども、法規上、あるいは私も専

門的な知識は不勉強でわかりませんが、過失の度合い、全面的に行政で過失と認めて補償をしなければ

ならなかったのかと。一般論でいかがなものかと思う部分もありますので、この辺の法律的な面につい

て、過失の度合いについてお知らせください。 

○田中敏雄 議長 教育次長。 

○小野順一 教育次長兼中央図書館長 過失の割合等につきましては保険会社と相談しておりまして、保
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険会社では、木の下にとめておったという過失もあるだろうということで３割しか出せないということ

でありました。でも、そこに駐車した方にとりましては、ただ自分でそこに置いておいたもので、過失

は私には全然ないというふうなことで示談の交渉にちょっと難がありまして、再三交渉してまいりまし

た。保険会社は相譲らずに３割・７割の過失、３割の保険しか出せないというふうなことでありました

ので、相手方と再三交渉しまして、示談の中で８割は市だろうというふうなことで、２割の相手方の過

失だというふうなことで了解を得まして示談をさせていただいたということであります。ですから、こ

の賠償額18万2,128円の中の保険対象となるのは、保険会社から来るのは３割分の６万8,298円というふ

うになりまして、一般財源からの持ち出しということで11万3,830円というふうなことで決定して示談

を成立させております。ですから、市が80％悪い、20％は本人だというふうなことで了解をいただいて

示談になったものであります。 

  以上です。 

○田中敏雄 議長 ほかに質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  これで報告第22号の報告を終わります。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎報告第２３号の上程、説明、質疑 

○田中敏雄 議長 日程第６、報告第23号専決処分の報告について説明を求めます。総務企画部長。 

○鈴木信好 総務企画部長 ただいま議題となりました報告第23号専決処分の報告についてご説明申し上

げます。 

  本案は、損害賠償の額を定めること等について専決処分をしたことに伴い、報告するものであります。 

  ８ページごらんいただきたいと思います。 

  内容でありますが、事故の発生が18年２月12日、午後５時40分ころ。事故の発生場所は、横手市山内

黒沢地内の秋田自動車道であります。 

  被害者は、記載のとおりであります。 

  事故の概要でありますが、秋田自動車道を走行しておりました被害者の自動車に、市の管理下に属す

る平場跨道橋から雪が落ちまして、被害者が借りましたレンタカーに雪が当たって被害者の右手がハン

ドルに強打して手首を捻挫させたというものであります。 

  損害賠償の額は、３万7,953円でありまして、全部市の方の過失ということで和解が成立しました。 

  以上でご説明終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○田中敏雄 議長 ただいまから報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

  11番奥山議員。 

○１１番（奥山豊議員） 高速道路を走行中、こういった被害というふうな報告でありましたけれども、
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道路がつくられた歴史からすると、旧山内村の方でつくられた道路、その後から秋田自動車道が開通さ

れたということでありまして、私は、すべて市側に責任があるのかと問われたときに、開通の前に公団

側とのそうした管理等について市側と旧町村側とどのような協議がなされてこられたのか、お尋ねした

いと思います。たまに高速道路を走っておりますと、高速の上にアーチ、つまり旧町村道の橋がかかっ

ているのよく見かけますけれども、そうしたことにつきましても、後から高速道路が通ったわけであり

まして、過失度合いからして市側が100％の補償をする義務があるものかということを考えたときに、

私は大変疑問を覚えるものでありまして、開通前にどのような協議がなされてきたのか、お尋ねしたい

と思います。 

○田中敏雄 議長 総務企画部長。 

○鈴木信好 総務企画部長 つくるのは公団でつくりましたけれども、その後、管理を旧山内村の方に全

部引き継いでおります。したがって、現在の平場跨道橋の管理責任は横手市にあるということになりま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

○田中敏雄 議長 ほかに質疑ありませんか。 

  16番齋藤議員。 

○１６番（齋藤光司議員） 今、奥山議員がおっしゃったことに私は一理あると。そういう形の中でこの

間、総務部長に個別にご相談あるいはお聞きした経緯もあります。こういう中で私もいろいろ考えまし

た。そういう中で、その道路を使って少なくとも商売をしている。やはり危険を避ける管理責任は道路

公団、今、東日本高速道路株式会社というふうになっているようですけれども、そこの部分にもやはり

瑕疵があると、私は、そういうふうに何ぼ考えても思えるんであります。それが先ほど来、どうも市側

の腰が弱い、引けているんではないか。要するに住民との起訴沙汰、それは避けるべきだろうけれども、

こういう公対公の部分の中ではある程度理を通していかないと、この後のことも含めて大変だろうと。

果たして100・０でこれがいいのだろうか。この後、我々は、未来永劫責任を背負っていかなければな

らない先例になっては困る、そういう思いの中で今一度100・０でいいのか、そのことについてお聞き

いたします。 

○田中敏雄 議長 総務企画部長。 

○鈴木信好 総務企画部長 高速道路は一般の人は出入りできませんので、高速道路をつくるときは一般

の道路は高速道路の上か下にすべてつくりかえをするわけです。その後でありますが、管理をどうする

か。つくるのは確かに公団でつくりましたが、管理については、その完成後にほとんどのものはそれぞ

れの市町村に引き継がれているはずです。それで今回の場合も山内村に管理・所有は引き継がれており

ますので、管理責任は現在の横手市にあるということは紛れもない事実でありますので、管理責任者が

100％責任を負うのは、そうするべきだと思います。 

  ただ、今回の事故に関しまして、我々といたしましても管理責任上、起きた事故については100％責

任を負わなければならないということでありますが、事故を未然に防止するために東日本高速道路株式
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会社の方では常にパトロールをしているわけでありますので、事故を未然に防ぐために、その危険箇所、

我々の管理責任ある跨道橋等についてもぜひパトロール時にしっかり見てほしいということをお願いい

たしました。その上で危険だとすれば、それを早めに取り除くということをしなければならないという

ふうに考えまして、今後、パトロールの際にはぜひそういう部分も、自分たちの管理区域だけでなくて、

我々のところもぜひパトロールの際に確認してほしいということをお願いしまして、そこのところにつ

いてはそうするようにしますということで了解を得ました。 

  それから、今回、我々も東日本高速道路の方に話をしましたけれども、パトロールを常に実施して、

そういう部分を注意していたつもりなんですけれども、発見はできなかったということでしたので、さ

らにパトロールする際には念入りに注意していただきたい、報告をいただきたい。東日本では今回のよ

うなケースは初めてだそうです。ですから、今までなかなかそういうことに気がつかなかったけれども、

これを教訓としてほかの部分についても落石等のパトロールはちゃんとしたいということを聞いており

ますので、よろしくお願いいたします。 

○田中敏雄 議長 ほかに質疑ありませんか。 

  19番堀田議員。 

○１９番（堀田賢逸議員） 関連ですけれども、今はまず歩道橋だと思いますが、トンネルにもいろいろ

がマブがかかって非常に危険になっているということがよくあると聞いていますけれども、横手市では

そういうところはどのようにパトロールをして、そういう危険なものを点検して寄せているか。そこら

辺の実態を教えてもらいたいと思います。 

○田中敏雄 議長 建設部長。 

○佐藤賢一 建設部長 日常ふだんにパトロールの強化については部内でも、それぞれ担当する部署にお

いても徹底するようにということで心がけているわけであります。パトロールする際にそういう危険な

箇所があるとすれば、直ちにそれに対応するようにということで、そういう措置をとってきているつも

りであります。しかしながら、ご指摘のようにまだまだ不十分な部分があるとすれば、今後、さらにパ

トロールの強化の中身についてもっともっと議論をし、強めていかなきゃいけないのかなというふうに

思っております。 

  以上であります。 

○田中敏雄 議長 ほかに質疑ありませんか。 

  ２番土田議員。 

○２番（土田百合子議員） 議長にお願いですけれども、専決処分の損害賠償額についてですけれども、

もし一般財源から持ち出しがあるようであれば、その説明も加えていただきたいと思いますけれども、

いかがでしょうか。 

○田中敏雄 議長 ほかに質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

－１０－ 



○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  これで報告第23号の報告を終わります 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎報告第２４号の上程、説明、質疑 

○田中敏雄 議長 日程第７、報告第24号専決処分の報告について説明を求めます。総務企画部長。 

○鈴木信好 総務企画部長 ただいま議題となりました報告第24号についてご説明申し上げます。 

  本件も、先ほどの平場跨道橋の事故に関連するものであります。 

  被害者は、ここに記載のレンタカー会社であります。 

  事故の概要は、跨道橋から落雪した結果、フロントガラス及びルーフを破損させたというものであり

ます。 

  損害賠償の額は、65万9,413円であります。 

  よろしくお願い申し上げます。 

○田中敏雄 議長 ただいま報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  これで報告第24号の報告を終わります 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎報告第２５号の上程、説明、質疑 

○田中敏雄 議長 日程第８、報告第25号専決処分の報告について説明を求めます。財務部長。 

○高橋健幸 財務部長 ただいま議題となりました報告第25号専決処分の報告についてご説明いたします。 

  内容は、12ページをお願いいたします。 

  平成18年３月15日、午後４時30分ごろ、横手市増田町増田地内の市道におきまして発生いたしました

車両事故について損害賠償額を定めたものでございます。 

  被害者の方は、記載のとおりでございます。 

  概要は、地域局除雪作業員が除雪ドーザーで除雪作業中、電柱の支線と接触いたしまして破損させた

ものでございます。 

  額は、４万7,408円で、支柱の修理代を負担するものでございます。 

  よろしくお願い申し上げます。 

○田中敏雄 議長 ただいまから報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  これで報告第25号の報告を終わります。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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◎報告第２６号の上程、説明、質疑 

○田中敏雄 議長 日程第９、報告第26号専決処分の報告について説明を求めます。総務企画部長。 

○鈴木信好 総務企画部長 ただいま議題となりました報告第26号についてご説明申し上げます。 

  14ページをごらんいただきたいと思います。 

  専決処分の内容でありますが、事故の発生が18年４月３日、午前９時30分ごろ。発生場所は、横手市

増田町増田地内であります。 

  被害者は、記載のとおりであります。 

  事故の概要でありますが、市道脇の消防ホース乾燥柱にロープで固定していた消防ホースが強風にあ

おられロープからすり抜け、走行していた被害者の車のフロントガラスを破損させたものであります。 

  損害賠償額は、11万7,369円で、全額市の負担ということであります。 

  以上で説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○田中敏雄 議長 ただいまから報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

  30番播磨議員。 

○３０番（播磨博一議員） このことにつきましてですけれども、同じような事故が昨年11月８日にも起

きております。それを受けまして消防の方から再発に向けての対応策を示されたようですけれども、残

念ながら全く同じ内容の事故が起きてしまったということは、その指示が徹底されていなかったという

ふうに感じております。 

  今回の場合ですけれども、ロープで固定していたようですけれども、強風のためにすり抜けて走行中

の車のフロントガラスを破損したということです。考えますと、走行中のフロントガラスに金具が当

たったという非常に危険な状況のもとでの事故の発生であったと思われます。人身に至らずに済んだ

というのは不幸中の幸いかというふうに思います。万が一歩行中の人にでも当たれば、それこそ大変な

事故になったのではないかなというふうに感じられるわけでございます。 

  それで、今回、ロープでつないでいたわけですけれども、強風に耐えられなかったということでござ

います。前回の場合にどのような指示をなされたのか。 

  それと、多分金具の付近をロープで縛っていたと思われますけれども、こういったことがありますと

金具の付近だけでは足らずに、もう１カ所縛るとか、あるいはその付近をゴムバンドなどを利用して締

めるとか、いろんな対応策があろうかと思いますけれども、消防本部の方ではその辺、ただ単にロープ

を使用して押さえるというふうな、実効性のあるような対応を検討されて指示されたのかということを

お願いします。 

  それと併せてですけれども、乾燥柱ですけれども、構造上、どうしてもホースを二つ折りにするとい

いますか、中心を持ってぶら下げるというような形になろうと思いますけれども、下の方を縛っても、

途中が長いものですから、強風の場合はあおられて遊んで歩くというふうなケースが多分に見受けられ

ますので、構造上、途中を何かしら工夫して遊ばないような対応ができないものか。その辺、消防本部
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の方でご検討なされてはどうかと思いますが、消防長のご見解をお伺いしたいと思います。 

○田中敏雄 議長 福祉環境部長。 

○佐々木久雄 福祉環境部長 11月８日の事故に引き続いての事故でございまして、その再発防止には努

めたつもりでございましたけれども、実際にこういう事件が起きてしまいまして、大変申しわけないと

思っております。 

  11月８日のあの事故が起きた段階で、各分団といいますか、消防団の方にロープ等による固定を指示

したわけですけれども、実際にはそれが功を奏しなかったと。そういうことでございまして、今後、

再発防止につきましては、ロープではなくて、特殊な金具で固定するような方策、そういうものを今

ちょっと研究しておりますし、今回の６月補正の中に予算要求をしたいと考えておりますので、よろ

しくお願い申し上げたいと思います。 

○田中敏雄 議長 ほかに質疑ありませんか。 

  16番齋藤議員。 

○１６番（齋藤光司議員） 今、播磨議員がおっしゃったことは、私も指摘をしたい。少なくとも市長が

何回もここで頭を下げなければいけない、そのような状況をやはりつくらないことだろうと。これが初

めての事故ならまだしも、今、部長がおっしゃられたとおりに昨年11月にやられおる。では、何かしら

その知恵を出さなければいけないだろう。そういうことでいろいろ考えました。一つ、今、金具の問題

をおっしゃられた。もう一つは、手法的にホースを乾すのはどういうときか。ホースを使ったときなん

であります。３日前ですか、雄物川地区の西野で火事がありました。それに出場された部の屋根の上に

ホースが干されている。そういう状況の中でどうしたらいいだろうといろいろ考えた結果、今は出場す

ると本部に届け出をする。何々消防団、何分団が今回の火事で放水をしたということで届け出をしてい

るはずであります。そういう部についてはホースを干す必要があるんだと。そういう部分をちゃんと管

理してさえおけば、干すときに気をつけてくれ、あるいは担当が部長さんに電話連絡でもいいだろうと。

その一つが足りないためにやはりこういう事故が起きてくる。 

  またもう一つは、その訓練大会。春と秋の予防週間のときの水の放水。それも一つの工夫があれば、

こういうことも避けられただろう。マニュアルというのは、それまでなかったことを、一つ事故がある

度にもう一つ加えていかないと本来のマニュアルにならないんですね。だから、そういう部分をみんな

で知恵を結集させないと、皆さん含めて上の部分が恥をかくという部分を部下の皆さんにしっかりと伝

えることだと思うんですけれども、そこらあたりの対応について、部長、何かあったら、ご答弁をお願

いしたい。 

○田中敏雄 議長 福祉環境部長。 

○佐々木久雄 福祉環境部長 今、議員がおっしゃいましたご意見を参考にいたしまして、以後、ホース

の管理については徹底をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○田中敏雄 議長 ほかに質疑ありませんか。 
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  28番佐々木議員。 

○２８番（佐々木誠議員） 事故に対する専決処分はこれで終わりになるわけですけれども、2,000人近

い職員の中で細かいことがいろいろがあって、言葉はちょっと悪いけれども、不祥事とか事故がいろい

ろあるかと思います。そういうことが発生した場合に、本庁の方に地域局からの連絡の基準、方法はど

うなっているのか、お尋ねをしたいと思います。 

○田中敏雄 議長 総務企画部長。 

○鈴木信好 総務企画部長 基本的に業務の中で報告するかどうかというのは、事務分掌に定められてい

るとおりに仕事を進めるわけですが、今回のような不祥事とか事故とかそういうものについては基本的

にすべてそれぞれの担当部局長を通じて報告を受けております。そういう流れになっております。特に

交通事故等につきましては、基本的に管財課、人事課、総務課等に連絡が来るようになっていますし、

今回の消防等、災害等につきましては市民課を通じて、それぞれの連絡網に従って連絡をするというふ

うな内容になっています。 

  以上です。 

○田中敏雄 議長 28番佐々木議員。 

○２８番（佐々木誠議員） そうすると、地域局の区長の判断によって、あるいは連絡しないということ

もあり得ることも考えていいですか。ちょっとお伺いします。 

○田中敏雄 議長 佐々木議員、報告第26号に対する質問に限って質問していただきたいと思っています。 

  総務企画部長。 

○鈴木信好 総務企画部長 先ほど申しましたが、事務分掌に定められておりますものは、例えば区長決

裁でできるものは区長というふうになっていますが、このような事故等につきましては、通常の状態で

ないものにつきましては、それぞれの連絡ルートに従って集まるようになっています。 

○田中敏雄 議長 ほかに質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり）】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  これで報告第26号の報告を終わります 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎承認第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○田中敏雄 議長 日程第10、承認第２号専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております承認第２号については、会議規則第37条第２項の規定により、委員会

の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、承認第２号については委員会の付託を省略する
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ことに決定いたしました。 

  説明を求めます。財務部長。 

○高橋健幸 財務部長 ただいま議題となりました承認第２号横手市市税賦課徴収条例の一部を改正する

条例の専決処分について承認を求めることについてご説明申し上げます。 

  本案は、地方税法の一部を改正する法律の施行に伴いまして本条例の一部を改正する必要が生じ、地

方自治法第179条第１項の規定に基づきまして専決処分いたしましたので、本議会の承認をお願いする

ものでございます。 

  今回の改正の主な内容につきましては、お手元の資料をごらんになっていただきたいと思います。 

  この度の改正は、景気対策といたしまして講じてきました定率減税の廃止や三位一体改革の一環とし

て所得税から個人住民税への恒久措置として３兆円規模の税源移譲を実施することに伴いまして改正し

ようとするものでございます。 

  初めに、市民税関係では、個人市民税均等割や所得割の非課税の基準が改正されております。 

  まず、均等割では、非課税基準を、本人所得額28万円は変わりませんが、加算額であります扶養対象

配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額の改正、つまり配偶者控除を17万6,000円から16万8,000

円に改正しようとするものでございます。 

  同じく、所得割につきましても、アンダーラインの部分ですが、35万円から32万円に引き下げられて

おります。 

  それから、「損害保険料控除」を改め、「地震保険料控除」が創設されております。 

  次に、税源移譲にかかわる部分ですが、平成19年度から個人市民税所得割の税率が、現在、３・８・

10％の３段階から一律６％となります。それに関連いたしまして、所得税と個人市民税の人的控除額の

差に基づく負担増の減額調整を行っております。また、個人ローン減税制度も創設されております。 

  なお、平成19年度から適用となります定率減税の廃止ですが、18年度は所得割15％から7.5％の２分

の１で、市税といたしましては約１億2,000万円ほどの増収を見込んでおります。 

  それから、固定資産税の改正でございますが、昭和57年１月１日以前に建てられた住宅の耐震改修を

行った場合、固定資産税額が２分の１減額される制度が創設されております。 

  また、課税の公平及び制度の簡素化の観点から、土地にかかわる負担調整措置の見直しが図られてお

りまして、商業地等においては60％未満の土地、住宅用地にあっては80％未満の負担水準が低い土地に

対する負担調整につきまして、従来の負担水準の区分に応じて異なる調整率を、前年度の課税標準額に

乗じておりました方式に変えまして、今度は前年度の課税標準額に一律評価額の５％を加える方式とな

りました。ただし、算定された評価額の60％を上回る場合には、評価額の60％を課税標準といたしまし

て、評価額の20％を下回る場合には、評価額の20％を課税標準とする内容となっております。 

  また、たばこ税でございますが、７月１日から旧３級品以外で1,000本につき、2,977円から321円増

の3,298円、旧３級品で1,412円から152円増の1,560円となります。 
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  以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

  32番赤川議員。 

○３２番（赤川堅一郎議員） 税の条例改正は条文を見てもさっぱりわからないというふうな内容であり

ますが、今回の条例改正、この措置によって、財源に対する影響はどの程度。増減両方ありますし、ま

た、たばこ税も相当影響があろうかと思いますが、相対的にたばこ税と一般税との財源の影響額につい

てお尋ねいたします。 

○田中敏雄 議長 市民税課長。 

○松川喜郎 市民税課長 ただいまのご質問の件でございますけれども、18年度の改正に絡んでは特に18

年度に影響する部分はございません。19年度適用される部分として、先ほどの個人市民税所得割６％、

フラット化になる部分でございますが、これに関連しましては、単純計算しまして約７億9,000万円と

いう金額が出ております。 

  それから、定率減税が全廃されることで１億2,000万円。先ほど18年度影響分で２分１の１億2,000万

円、それが19年度で全額でまたさらに１億2,000万円と、そういう部分が出てきます。 

  ただ、16年度地方税法改正及び17年度地方税法改正によりまして今年度適用になってくる部分がござ

います。先ほど申しました定率減税の１億2,000万円に加えまして、老年者控除の廃止や生計同一妻の

均等割半減の廃止等々含めまして全部で２億2,000万円ほど増収となります。 

  それから、たばこ税の件でございますが、やめる人がいないというふうに仮定しますと約4,000万円

近い増収になるんじゃないかと。合わせまして２億6,000万円ほど18年度には期待しているところでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○田中敏雄 議長 ほかに質疑ありませんか。 

  18番髙安議員。 

○１８番（髙安進一議員） ただいまの市民税の改正についてお伺いしたいと思いますけれども、この市

民税、住民税のいずれの改正が税源移譲に関して、要するに都市部よりも地方に税源が移譲されていく

んだという国の説明になっておりますけれども、実際この改正の中で税源移譲されてきている、増えて

くることは確かですけれども、減っている部分と増えてきている部分とでは、税源が移譲になっている

というような財政上の実感というのはございますか。いかがでしょう。 

○田中敏雄 議長 財務部長。 

○高橋健幸 財務部長 17年までの税源移譲分については、保育料の負担金の一般財源化等によりまして

一般財源化になっているわけなんですが、国庫支出金の減分と一般財源化の分と市の場合においては大

体とんとんと見込んで、今までの17年度分までにつきましては大体同じ額だと思っております。 

○田中敏雄 議長 ほかに質疑ありませんか。 
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  16番齋藤議員。 

○１６番（齋藤光司議員） 別の視点からお聞きいたします。先ほど税務課長は２億2,000万円増えるの

で非常に期待をしていると、そのようにご答弁なされましたが、財布持ちだからそれは当然のことと思

いますけれども、普通の市民から出るわけであります。税源がどっちに行こうと市民の懐から出るわけ

であります。そういう部分の中で普通の人にとっては、国税が下がるのか地方税が上がるのかわからな

いけれども、そこの部分で周知をどのようにしていくか。この部分は非常に大事な部分だと思います。

今こうやって説明されても非常にわかりづらい。だから、広報等によって、ここの部分を非常に丁寧に

説明してもらわなければ、懐が痛む人は大変だ。そういう部分の中で、これからどのように周知してい

くのか、あったら知らせていただきたい。 

○田中敏雄 議長 市民税課長。 

○松川喜郎 市民税課長 周知の件でございますけれども、住民が大きく関心を持っている部分に関しま

しては、市報等々を通じましてきっちりお知らせしていきたいと思っているところでございます。 

  以上です。 

○田中敏雄 議長 ほかに質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  ただいまから討論を行います。討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 討論なしと認めます。 

  ただいまから承認第２号を採決いたします。 

  本案は承認することにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、承認第２号は承認することに決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎承認第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○田中敏雄 議長 日程第11、承認第３号専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております承認第３号については、会議規則第37条第２項の規定により、委員会

の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、承認第３号については委員会の付託を省略する

ことに決定いたしました。 

  説明を求めます。財務部長。 
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○高橋健幸 財務部長 ただいま議題となりました承認第３号横手市国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例の専決処分につきましてご説明申し上げます。 

  主な改正点は、第２条第３項及び第13条第１項の介護納付金にかかわる賦課限度額を８万円から９万

円に引き上げること、附則第11条から第14条の平成16年度税制改正で公的年金等控除の最低保障額が

140万円から120万円になりましたことにより、税の負担が増加する高齢者に配慮いたしまして、平成18

年及び19年の２カ年間の経過措置を講じていることでございます。そのほか、関連条文の整備を行って

おります。 

  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

  29番塩田議員。 

○２９番（塩田勉議員） 今の８万円から９万円に引き上げるという件なんですが、３月の議会で介護保

険、アップになりました。それによって上限が上がってくるのかどうかが第１点。 

  さらには、介護保険料が各市町村で当然まちまちでございます。大館とか秋田周辺ではおよそ4,000

幾らといふうな額も出ておりますが、我が横手市は3,000円から２円ダウンの2,998円だろうというふう

に思っています。そういう中で実際にこれから居宅介護等がいろいろあるわけですが、昨年10月に合併

した時点で、国民健康保険とかそういうものについての算定基準も、今までですと均等割、平等割、い

ろいろあって、その中に資産割というのも採用していた町村も何町村かあったわけであります。そうい

うところで経過措置をとりながら段階的に平準化していくということでスタートしたわけですが、その

経過措置が大体２年でできるのかどうかというのが第２点目でございます。まず、それだけお尋ねしま

す。 

○田中敏雄 議長 福祉環境部長。 

○佐々木久雄 福祉環境部長 今の条例改正の中で述べております介護納付金に関しましては、今回の介

護保険事業計画の中で市民の方々といいますか、被保険者の方々に求めている保険料とはリンクはいた

しておりません。介護保険の財源と申しますものは、国・県、市、それぞれの定率の負担があります。

そのほかに40歳から64歳の方々、被保険者の２号の方々につきましては、医療保険組合の方から医療給

付分とか介護給付分というものが支払われております。今回申している介護給付費の部分というのは、

ここの部分に当たるものでございますので、リンクはいたしておりません。 

  それから、介護保険のこれからの財政運営につきましては、大変厳しい状況にあることは間違いござ

いません。ただ、合併協議の中で一気の保険料の引き上げというのはなかなか協議が成立いたしません

でしたので、ある程度の激変緩和の期間が必要であるだろうと。そういうことで、今回、2,998円とい

う大変厳しい保険料になってしまったわけなんですが、これにつきましての対応といたしましては、前

から申し上げておりますように、介護予防関係、保健福祉活動に全力を注ぎまして、何とか医療費等の

動向を抑える方向で、抑止できるような方向で取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお願い
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申し上げたいと思います。 

○田中敏雄 議長 ほかに質疑ございませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  ただいまから討論を行います。討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 討論なしと認めます。 

  ただいまから承認第３号を採決いたします。 

  本案は承認することにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、承認第３号は承認することに決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎承認第４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○田中敏雄 議長 日程第12、承認第４号専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております承認第４号については、会議規則第37条第２項の規定により、委員会

の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、承認第４号については委員会の付託を省略する

ことに決定いたしました。 

  説明を求めます。上下水道部長。 

○田口春久 上下水道部長 ただいま議題となりました承認第４号横手市水道事業給水条例の一部を改正

する条例の専決処分につきまして承認を求めることについてご説明申し上げます。 

  本条例の一部を改正する必要が生じ地方自治法第179条第１項の規定に基づきまして専決処分いたし

ましたので、同条第３項の規定に基づき、本議会の承認を求めようとするものでございます。 

  改正の内容につきましては、64ページをごらんになっていただきたいと思います。 

  第21条第２項中「水道課」を削るというふうなことになってございまして、これは21条が私設消火栓

の使用について規定してございますが、この２項中で私設消火栓が消防演習をする場合に市長の方に届

け出して水道課の職員の立ち会いを要するというような規定になってございます。実際の場合、地域自

治会の職員あるいは本庁の職員いずれかが出るような形になっておりますし、現在、水道課自体もござ

いませんので、削除させていただくものとするものでございます。 

  よろしくお願いいたします。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 
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【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  ただいまから討論を行います。討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 討論なしと認めます。 

  ただいまから承認第４号を採決いたします。 

  本案は承認することにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、承認第４号は承認することに決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎承認第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○田中敏雄 議長 日程第13、承認第５号専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております承認第５号については、会議規則第37条第２項の規定により、委員会

の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、承認第５号については委員会の付託を省略する

ことに決定いたしました。 

  説明を求めます。上下水道部長。 

○田口春久 上下水道部長 ただいま議題となりました承認第５号横手市簡易水道事業給水条例の一部を

改正する条例の専決処分につきまして承認を求めることについてのご説明を申し上げます。 

  内容につきましては、67ページをごらんになっていただきたいと思います。 

  先ほどの承認第４号と同じく、簡易水道事業の関係でも「水道課」を削るものでございます。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  ただいまから討論を行います。討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 討論なしと認めます。 

  ただいまから承認第５号を採決いたします。 

  本案は承認することにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 
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○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、承認第５号は承認することに決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎承認第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○田中敏雄 議長 日程第14、承認第６号専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております承認第６号については、会議規則第37条第２項の規定により、委員会

の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、承認第６号については委員会の付託を省略する

ことに決定いたしました。 

  説明を求めます。財務部長。 

○高橋健幸 財務部長 ただいま議題となりました平成17年度横手市一般会計補正予算（第７号）につき

まして、平成18年３月31日付で地方自治法第179条第１項の規定に基づき専決処分をいたしましたので、

本議会に報告し、承認を求めようとするものでございます。 

  補正の内容でございますが、１ページをごらんいただきたいと思います。 

  第１条歳入歳出予算の補正ですが、歳入歳出それぞれ７億4,039万4,000円を追加いたしまして、補正

後の総額をそれぞれ329億507万9,000円に定めたものでございます。 

  次に、第２条繰越明許費の補正でございますが、５ページをお願い申し上げます。 

  第２表繰越明許費補正のとおり、川西保育所改築事業につきまして、繰り越すことができる金額を変

更したものでございます。これは事業を継続事業から単年度事業にしたことによりまして、平成17年度

の事業費を出来高の90％にしなければならないことから、その残額を平成18年度に繰り越すことによる

ものでございます。 

  次に、第３条地方債の補正、次のページでございます。 

  第３表地方債の補正のとおり、石綿対策ほか２件を追加いたしまして、７ページに記載してあります

ように集会所建設事業ほか24件の限度額を変更したものでございます。今回の地方債の補正は、過疎債

の追加決定があったこと、財源対策債の調整分の配分があったこと、アスベスト対策に対して起債の措

置がなされたことなどによりまして起債額が最終的に決定したことによるものでございます。 

  主な補正の内容につきまして歳入の方からご説明いたしますので、９ページの事項別明細書をごらん

になっていただきたいと思います。 

  ２款地方譲与税から11款の交通安全対策特別交付金までは、いずれも一般財源でありますが、国・県

などから交付額が確定したことによります補正でございます。この中で10款の地方交付税でございます

が、これは国の補正予算に伴い増額決定されました普通交付税の増額分、調整分でございますが、

4,133万9,000円でございます。それから、特別交付税の決定に伴う増額分３億9,593万3,000円でござい
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ます。特別交付税につきましては、前年度の実績と比較いたしますと１億9,898万8,000円の増でござい

ます。率にして11.7％の増となってございます。 

  14款の国庫支出金でございますが、本年の豪雪による除雪事業に対しまして交付されました市町村道

除雪事業費補助金といたしまして5,600万円、十文字文化センターのアスベスト除去工事に対する補助

金としまして484万6,000円の増額、また、重複計上しておりました川西保育所の保育所整備費補助金

3,345万8,000円の減額が主な内容となってございます。 

  19款の諸収入では、市町村振興協会の交付金の決定に伴う増額でございます。 

  20款の市債でございますが、起債の額が最終的に確定したことに伴う増額でございます。 

  続きまして、歳出の説明に入らせていただきます。15ページをお願い申し上げます。 

  歳出の補正は、国県補助金や起債の額が確定したことによる財源振り替えがほとんどでございますが、

歳出の額に変更があるものについてご説明申し上げます。 

  ３款１項社会福祉費、５目高齢者福祉費で、老人福祉施設入所措置費に413万円を計上しております。

これは養護老人ホームの入所措置費の決算見込みによる増額でございます。同じく９目介護保険対策費

で、介護保険事業特別会計繰出金に１億1,268万8,000円を計上しております。これは介護保険事業特別

会計において一般会計からの繰入金が事業の実績に対しまして不足していたことと国からの負担金が実

績に対して少なく交付される見込みであることなどから、不足分に相当する額を一般会計から一時的に

繰り入れることとする増額でございます。 

  続きまして、16ページをお開き願いたいと思います。 

  ４款衛生費、３項水道費、２目簡易水道費で、山内簡易水道事業費から100万円を減額しております。

これは山内地域簡易水道事業特別会計におきまして、起債の額が見込みより上回ったことによります繰

出金の減額でございます。 

  18ページお願いします。 

  ８款土木費、４項都市計画費、２目土地区画整理費で、繰出金に270万円を計上しております。これ

は特別会計の方の起債の額が見込みを下回ったことにより、一般会計からの繰出金を増額したものでご

ざいます。 

  20ページをお願いします。 

  13款諸支出金、２項基金費、１目財政調整基金費に６億2,126万1,000円を追加しております。これは、

今回の補正で歳入における一般財源の増加分と歳出におけます一般財源の減少分の合計額を財調基金に

積み立てるものでございます。同じく２目減債基金費に61万5,000円を計上しております。これは移動

通信鉄塔整備事業につきまして、事業の財源となりました起債の償還を支援する県の補助金の増額があ

りましたが、それを減債基金に積み立てるものでございます。 

  以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 
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【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  ただいまから討論を行います。討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 討論なしと認めます。 

  ただいまから承認第６号を採決いたします。 

  本案は承認することにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、承認第６号は承認することに決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎承認第７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○田中敏雄 議長 日程第15、承認第７号専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております承認第７号については、会議規則第37条第２項の規定により、委員会

の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、承認第７号については委員会の付託を省略する

ことに決定いたしました。 

  説明を求めます。福祉環境部長。 

○佐々木久雄 福祉環境部長 ただいま議題となっております承認第７号についてご説明申し上げます。 

  平成17年度横手市介護保険特別会計補正予算（第３号）について、地方自治法第179条第１項の規定

に基づき議会の招集をするいとまがありませんでしたので、平成18年３月31日に専決処分をいたしまし

たので、地方自治法第179条第３項により報告をし、承認をお願いしようとするものでございます。 

  補正の内容でございますが、介護給付費にかかわる国庫支出金の確定に伴います財源の振り替えでご

ざいます。 

  ５ページをお開き願います。 

  介護保険特別会計、歳入、３款国庫支出金についてですが、１項国庫負担金を2,523万9,000円、２項

国庫補助金を8,744万9,000円をそれぞれ減額いたしまして、８款繰入金、第１項一般会計繰入金を１億

1,268万8,000円に増額いたしまして、財源振り替えをしようとするものでございます。 

  以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 
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  ただいまから討論を行います。討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 討論なしと認めます。 

  ただいまから承認第７号を採決いたします。 

  本案は承認することにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、承認第７号は承認することに決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎承認第８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○田中敏雄 議長 日程第16、承認第８号専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております承認第８号については、会議規則第37条第２項の規定により、委員会

の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、承認第８号については委員会の付託を省略する

ことに決定いたしました。 

  説明を求めます。上下水道部長。 

○田口春久 上下水道部長 ただいま議題となりました承認第８号平成17年度横手市山内地域簡易水道事

業特別会計補正予算（第３号）を地方自治法第179条第１項の規定に基づきまして専決処分しましたの

で、本議会の承認を求めようとするものでございます。 

  ご説明申し上げます。予算書の１ページをごらんになっていただきたいと思います。 

  先ほど一般会計でもご説明ありましたが、地方債の確定によりまして一般会計からの繰入金を減額い

たしまして歳入の予算の組み替えを行ったものでございまして、第１条の歳入歳出予算の総額には変更

がございません。 

  第２条の地方債の補正でございますが、３ページをごらんになっていただきたいと思います。第２表

にございますように、過疎対策事業債、簡易水道事業債の額がそれぞれ50万円ずつ増額しておりますの

で、限度額を変更したものでございます。 

  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  ただいまから討論を行います。討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 
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○田中敏雄 議長 討論なしと認めます。 

  ただいまから承認第８号を採決いたします。 

  本案は承認することにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、承認第８号は承認することに決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎承認第９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○田中敏雄 議長 日程第17、承認第９号専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております承認第９号については、会議規則第37条第２項の規定により、委員会

の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、承認第９号については委員会の付託を省略する

ことに決定いたしました。 

  説明を求めます。建設部長。 

○佐藤賢一 建設部長 ただいま議題となりました承認第９号平成17年度横手市土地区画整理事業特別会

計補正予算（第３号）についてご説明を申し上げます。 

  土地区画整理事業特別会計の１ページをごらんいただきたいと思いますが、第１条で歳入歳出予算の

補正を、次のページにあります第１表歳入歳出予算補正のとおり、その歳入についての財源の組み替え

を行うものであります。 

  第２条においては、繰越明許費の補正について、３ページにありますように、第２表繰越明許費の補

正のとおり、限度額の補正であります。 

  さらに、第３条では地方債の補正でありますが、４ページの第３表のとおり、限度額の変更を行うも

のであります。 

  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  ただいまから討論を行います。討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 討論なしと認めます。 

  ただいまから承認第９号を採決いたします。 

  本案は承認することにご異議ありませんか。 
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【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、承認第９号は承認することに決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議会案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○田中敏雄 議長 日程第18、議会案第６号横手市議会委員会条例の一部を改正する条例を議題といたし

ます。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議会案第６号については、会議規則第37条第２項の規定により、趣旨

説明並びに委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、議会案第６号については趣旨説明並びに委員会

の付託を省略することに決定いたしました。 

  議会案第６号については、議員全員による提出並びに賛成でありますので、質疑はないものとして、

直ちに討論を行います。討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 討論なしと認めます。 

  ただいまから議会案第６号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、議会案第６号は原案のとおり可決されました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第１５８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○田中敏雄 議長 日程第19、議案第158号損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解に関すること

についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議案第158号については、会議規則第37条第２項の規定により、委員

会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、議案第158号については委員会の付託を省略す

ることに決定いたしました。 

  説明を求めます。財務部長。 

○高橋健幸 財務部長 ただいま議題となりました議案第158号損害賠償の額を定めること及びこれに伴

う和解に関することにつきまして、地方自治法第96条第１項第12号及び第13号の規定に基づきまして、
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車両事故による損害を賠償し、和解することについて、議会の議決をお願いしようとするものでござい

ます。 

  その内容につきましては、平成17年12月29日、午前６時ころ、横手市雄物川町大沢地内の国道107号

線上におきまして発生いたしました車両事故について、その損害賠償額を定めようとするものでござい

ます。 

  被害者の方は、記載のとおりでございます。 

  その事故の概要につきましては、雄物川地域局建設課の除雪作業員が除雪ドーザーで国道脇のバス回

転所を除雪作業中、国道を進行してきました相手方の車両が接触を回避するため減速したところ、滑っ

て車両同士が衝突し破損したものでございます。 

  事故の過失割合は、市側が70％、相手側が30％でございます。 

  賠償額が、172万5,148円で、被害者が所有する車両の修理及びレッカー代の70％相当額を負担しよう

とするものでございます。 

  よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

  16番齋藤議員。 

○１６番（齋藤光司議員） 建設部長に聞きます。横手だけが本来２人乗車で除雪を行っておった。十文

字を含めて郡部の方は１人の体制の中でやっていた。これは安全を確保するということで合併協議会の

中で、運転手と助手２人体制になっておる。そういう形の中で今年入りました。そして、実際こういう

形の中で事故があった。私は、今、仲間から聞いている部分はありますけれども、そこの現況について、

助手の状況をまず１つ。 

  それから、どうしてもオペレーターの腕だけでなくて、例えば農作業で言えばはかがいく、はかがい

かないかというのはおかまわりで決まるんですね。こういう部分も助手の資質のアップをどうしても

図っていかなければいけないだろう。緊急に始まった除雪だった、思いがけない降雪だったので間に

合わなかった部分もあったんだろうけれども、来年度に向けてどうしても助手の資質の向上が図られて

いかなければいけないだろう。それについての考え方。 

  それからもう１点、どうも今年の助手の装備を見ていると、装備らしい装備がない。ハンドルを握っ

ているのがオペレーター、運転手。隣に乗っているのが助手。ただ、ハンドルを握っているか握ってい

ないかわからない。助手については反射をする上着、そしてまた発光する指揮棒、それからバックをす

るときに誘導する笛、そういう３点セットというのは持たせなければいけないだろう。そういう装備そ

のものが完全に装備なっているのかどうか。なっていないとしたなら、来年度に向けてどうするのか。

その点について。 

  以上３点お聞きします。 

○田中敏雄 議長 建設部長。 
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○佐藤賢一 建設部長 お答えを申し上げたいと思いますが、まず、助手の状況でありますが、おっしゃ

るように新市において、これまでのサービス水準を絶対落とさないように、しかも安全に全地域をやろ

うということから、全地域２人乗りをやろうということにいたしました。その結果、現在のスタート時

点でのオペレーターの人数が相当足りないものですから、まず募集を行ったということで、経験の少な

い人たちがその助手に回らざるを得なかったと。したがって、助手を十二分に研修をする、技術向上を

図るためのいろんな施策をするというところまでの時間的な余裕も実際今年度はなかったということは

状況としてはあるわけであります。しかしながら、２人乗りはぜひ安全確保しようと。安全に運転する

ために助手の役割をしっかりやろうということでの申し合わせなりは行いながらスタートさせたつもり

でありましたけれども、残念ながら十分な教育が行き届かなかったという我々の反省もあるわけであり

ますので、状況としてはそういう状況が１つあったということをまずご理解いただきたいと思います。 

  その上で、御指摘のあったように助手の質という問題は、まさにそういうことだろうと思います。そ

ういう点で今冬を踏まえて、前の議会でもいろいろお話があったように、除雪する際のしっかりしたマ

ニュアルをどうするんだという問題、助手を含めたオペレーターの心構えの問題、どうするんだという

指摘をいただきましたので、まだ今冬の総括まとまっておりませんけれども、総括をしっかりやりなが

らマニュアルなり、あるいはオペレーターの役割、助手の役割、現場での操作の仕方、そういったもの

をきめ細かな対策をしっかりとりたいということで部内では今検討に入っているという状況であります。 

  それから、助手の装備についてということでありました。これについても我々なりに今できる範囲内

ではやったつもりでありますけれども、しかしながら、まだ不十分な点がたくさんあったように我々も

思っていますので、それについてもぜひしっかり点検をしながら、２人乗り体制をやった意義なりを

もっともっと発揮できるうような体制とこの総括をしっかりやりたいなというふうに思って、今ここ

の準備をしているところであります。 

  よろしくお願いいたします。 

○田中敏雄 議長 ほかに質疑ありませんか。 

【「今回、おりていたのか、おりていないのか答弁してください」と呼ぶ者あ

り】 

○田中敏雄 議長 建設部長。 

○佐藤賢一 建設部長 今回の事故については助手はおりていなかったというふうに報告を聞いておりま

す。 

○田中敏雄 議長 ほかに質疑ありませんか。 

  17番菅原議員。 

○１７番（菅原恵悦議員） 除雪作業中ですから、毎年除雪はやるわけでありますので、今回は70％、

30％というような形なんですけれども、これは一般市道について除雪作業中に事故があると全部がこの

ような形になるのか、あるいは話し合いによってケース・バイ・ケースでこの率というのは変わってい
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くのかどうか、そこら辺についてはどうなっているんですか。 

○田中敏雄 議長 管財課長。 

○長里恒夫 財務部次長兼管財課長 お答え申し上げます。 

  こういう事故の関係の過失の割合の関係でございますけれども、いろいろケース・バイ・ケースでご

ざいまして、過去の判例等を参考にしながら保険会社同士でいろいろ話し合いしながら、どこら辺かと

いうことを決めるわけです。この場合は若干双方の保険会社同士が意見が整わなかったということで第

三者、その場合は保険会社以外の第三者に調査依頼をして、この事故の内容を調査して、その内容に基

づいて判例等を参考にしながら過失の割合を決めるということになっております。 

  以上です。 

○田中敏雄 議長 17番菅原議員。 

○１７番（菅原恵悦議員） この場合はたまたま会社なわけであります。ですから、当然事故担当者もお

ります。そして、それなりの知識もあるわけでありますけれども、これが一般車の場合は話し合いによ

ってこういうふうになる場合もあるし、毎年交渉をしている中で同じような事故でも、私のこれまでの

経験では、担当者によって相当この率が変わると。ですから、市としてはそこら辺をしっかりした形で

やっていただかないと、人によっては非常に安く終わってしまう場合もありましょうし、あるいは手厚

く補償を受けられる場合もあると、こういうふうなことを私はたまたま見ておりますので、そこら辺に

ついてはぜひしっかりした検討をしながら今後も対応していただきたいと思います。 

  以上です。 

○田中敏雄 議長 ほかに質疑ありませんか。 

  24番髙橋議員。 

○２４番（髙橋勝義議員） 一連の事故なんですけれども、今回は７・３の過失相殺ということになって

います。当然衝突、接触すれば、横手市側の、当方側の車も破損しているわけであります。今回は７対

３ですので、当然自分の方の車両、ドーザーでも３割の保険しかおりないわけです。そうなれば当然当

方の、横手市側の車両機械も修理しなければできない。この金額というか、その修理代については、当

然修理台がかかるわけなんですけれども、そのやり方についてはどういうふうにしておりますか。 

○田中敏雄 議長 管財課長。 

○長里恒夫 財務部次長兼管財課長 当方の除雪車については、車体が頑丈だったということもございま

して、目立った損傷はなかったというふうに聞いております。ですから、修理は行っておらないという

ことでございます。 

○田中敏雄 議長 24番髙橋議員。 

○２４番（髙橋勝義議員） この問題はわかりました。ほかの車両については、例えば衝突あるいは電柱

にでも何でもぶつかった場合には当然壊れるわけなんです。それらの処置についてはどういうふうにし

ていますか。 
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○田中敏雄 議長 管財課長。 

○長里恒夫 財務部次長兼管財課長 その場合は当然過失の割合に応じて相手方から修理代をいただくと

いうことになります。この場合は相手方の損害賠償ということではございませんので、雑入に相手方か

らいただいた賠償額を入れるということでございまして、相手方に対する賠償、要するに入る分と出す

分、それぞれ別個に処理するという形になっております。ですから、処理としましては、市側の車につ

いては修理しますけれども、相手方の過失割合に応じて、その分が歳入として入るという形になります。 

  以上です。 

○田中敏雄 議長 24番髙橋議員。 

○２４番（髙橋勝義議員） あくまでも過失相殺は７・３ですから、相手方からも若干入ります。３しか

入りません。そうすれば当然市のお金が必要なわけであります。それがゼロということは絶対あり得な

いわけで、その点を聞いているわなんけです。 

○田中敏雄 議長 管財課長。 

○長里恒夫 財務部次長兼管財課長 大変申しわけありませんでした。私の調査不足でございまして、

実は当方の車につきましても損害が出ております。大変申しわけございませんでした。ほかの案件と

ちょっと勘違いいたしました。左側のドアの板金塗装、それからドアハンドルの交換等を行っており

まして、合計で３万6,960円かかっておりまして、その３割部分について相手方から賠償をいただいて

おります。 

  以上です。 

○田中敏雄 議長 24番髙橋議員。 

○２４番（髙橋勝義議員） もう一度聞きます。７・３の過失相殺ですから、自分の方が７割悪くて、相

手方が３割なんです。ですから、自分の方の修理をするときは70％出さなくてはだめなんですよ。です

から、ゼロで修理ができるということはないはずなんです。 

○田中敏雄 議長 管財課長。 

○長里恒夫 財務部次長兼管財課長 説明不足で申しわけございません。自分の車についても車両保険に

入っておりまして、その部分も保険の対象になっているということでございまして、７割部分について

は保険が適用になって、おりることになっております。 

  以上です。 

○田中敏雄 議長 財務部長。 

○高橋健幸 財務部長 議員がおっしゃいますように、市側の車が壊れた部分を修理しなければなりませ

ん。それは、その部所におきます修繕料で対応していただいております。それで、その過失の度合いに

よりまして相手側の保険の額から歳入として入りますが、例えば７・３の場合ですと３割分が入ってき

ます。直す場合は10割なのもので、残りの７割分、これにつきましては一旦一般会計の修繕費から修繕

いたしまして、市側の車は自損の保険に入っておりますので、その７割分を別に保険を請求いたしまし
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て雑入に入れていると、そういう段取りでございます。 

  以上でございます。 

○田中敏雄 議長 ほかに質疑ありませんか。 

  28番佐々木議員。 

○２８番（佐々木誠議員） 先ほど建設部長と齋藤議員のやりとりの中で助手の資質の向上について話さ

れましたけれども、大型車がバックする場合に見張りがおって安全を確認してバックするということに

なっておりますけれども、ただいまの事故でそういう指導があったかどうかをお尋ねいたします。 

○田中敏雄 議長 建設部長。 

○佐藤賢一 建設部長 ２人乗りされている場合の助手については、安全確認をするということは当然で

ありますし、そういう指示をしているつもりでありますが、今回の事故については道路から離れた待避

所を排雪するという状況で車から降りなかったというような状況でありました。そういうことでありま

すけれども、除雪についてはしっかり安全確認をするようにという指示はしているつもりであります。

さっきも申し上げたとおり、足りなかった部分については今回総括をしっかりやりながら、次回ないよ

うに頑張りたいと思います。 

○田中敏雄 議長 ほかに質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  ただいまから討論を行います。討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 討論なしと認めます。 

  ただいまから議案第158号損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解に関することについて起立

により採決いたします。 

  本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

【賛成者起立】 

○田中敏雄 議長 起立全員であります。したがって、議案第158号は原案のとおり可決されました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第１５９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○田中敏雄 議長 日程第20、議案第159号平成18年度横手市一般会計補正予算（第２号）を議題といた

します。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議案第159号については、会議規則第37条第２項の規定により、委員

会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 
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○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、議案第159号については委員会の付託を省略す

ることに決定いたしました。 

  説明を求めます。財務部長。 

○高橋健幸 財務部長 ただいま議題となりました議案第159号平成18年度横手市一般会計補正予算（第

２号）についてご説明申し上げます。 

  先ほどご決定いただきました議案第158号に関連いたしまして、損害賠償額について必要な経費を補

正しようとするものでございます。 

  補正の内容でございますが、１ページをお願い申し上げます。 

  第１条歳入歳出予算の総額にそれぞれ172万6,000円を追加いたしまして、補正後の総額をそれぞれ

453億4,852万6,000円に定めようとするものでございます。 

  歳出の方からご説明申し上げますので、８ページをごらんいただきたいと思います。 

  ２款総務費、１項総務管理費、６目財産管理費に財産管理一般といたしまして172万6,000円を計上い

たしております。損害賠償の額でございます。 

  続きまして、歳入でございますが、戻りまして、７ページをお願い申し上げます。 

  今回の補正額172万6,000円の財源といたしまして、全額を市が加入しております自動車損害共済の共

済金を充当いたしまして収支の均衡を図っております。 

  以上よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  ただいまから討論を行います。討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 討論なしと認めます。 

  ただいまから議案第159号平成18年度横手市一般会計補正予算（第２号）を起立により採決いたしま

す。 

  本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

【賛成者起立】 

○田中敏雄 議長 起立全員であります。したがって、議案第159号は原案のとおり可決されました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第１６０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○田中敏雄 議長 日程第21、議案第160号横手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条

例の一部を改正する条例を議題といたします。 

  お諮りいたします。 
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  ただいま議題となっております議案第160号については、会議規則第37条第２項の規定により、委員

会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、議案第160号については委員会の付託を省略す

ることに決定いたしました。 

  説明を求めます。市長。 

○五十嵐忠悦 市長 ただいま議題となりました議案第160号横手市特別職の職員で常勤のものの給与及

び旅費に関する条例の一部を改正する条例でございますが、これにつきましては78ページに記載がござ

いますが、次のように改正をしたいということでございます。 

  附則第１項次に次の１項を加えるものであります。２といたしまして「平成18年６月１日から平成18

年６月30日までの間における市長及び助役の給料の額は、第３条第１項の規定にかかわらず、同項に定

める額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。」と。 

  そして、附則として、この条例は、公布の日から施行すると。こういうことでございます。 

  よろしくお願い申し上げます。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

  34番寿松木議員。 

○３４番（寿松木孝議員） この特別職の給与に関しまして、今回の件は冒頭に市長の方から説明があり

ましたので、削減することに対してどうだこうだということではないわけでありますが、考え方としま

して、こういう一連の事件がずっと起こっている、これをどうとらえるかということだと思います。私

から見ますと、幾ら頑張ってやっても、このままであれば、この機構であれば難しい部分が出てきてい

るのかなという見方もなきにしもあらずではないかと思っております。 

  何を言わんとしているかといいますと、例えば管理職の中で一生懸命頑張っておられても、それを分

掌するといいますか、それを掌握しながら指導していかれる特別職の方が数が足りないのか、目が届か

ないのか、こういう部分の問題があって、この不祥事がいつまでたってもおさまらないのかなというよ

うな見方もできるような気がするのですが、その部分につきましては、市長、助役、二人体制で果たし

て自分たちの中で十分な機能をしていると考えておられるのか。また、この体制でこれからも続けてい

こうと考えておられるのか。その部分についてお聞きしたいと思います。 

○田中敏雄 議長 市長。 

○五十嵐忠悦 市長 確かに正常な形での特別職の体制にないのはご指摘のとおりでございまして、これ

についてはなるべく早く正常な形にいたしたいと思っているところでございます。 

  ただ、ご指摘がございましたとおり、今般の一連の不祥事につきましては、特別職の数が欠けている

から起きているとは思っておらないところでございます。仕事の仕方あるいは職員、私も含めてであり

ますが、すべての職員の仕事に取り組む姿勢に、心構えに重大な甘さがあったということでございまし
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て、これは組織の一部が欠けておるからということではなく、根本の問題ではないかなというふうに

思った次第でございます。 

  また、ご案内のとおり、この事案に限らず幾つかの不祥事は合併前から発生しているわけでございま

す。そういう意味では、それぞれの組織が持っていた長年の仕事の仕方の欠点というものがあったので

はないかなと。この反省を我々はしなければいけないだろうということで、これを一朝一夕に解消する

というのはなかなか難しいのかなと思っております。しかし、再発はしてはならないことでございまし

て、今度こそそういうことがないように長年の仕事のやり方を変えながら、そして我々も含めた職員の

仕事に取り組む姿勢というものを明確にしながら、こういう事故が今後起こらないようにするためにこ

ういう提案をさせていただいたところでございます。 

  よろしくお願いいたします。 

○田中敏雄 議長 ほかに質疑ありませんか。 

  10番近江議員。 

○１０番（近江湖静議員） 市長、助役の減額処分についてはやむを得ないと思います。市長も職員の再

発防止をさらに喚起する決意を形にあらわした。これについてはやむを得ない形の提案だと思いますの

で、それはそれで結構ですけれども、問題は今話したとおりに再発防止の関係であります。そのために

二、三事実関係と再発防止の対策についてやりとりをしたいと思います。 

  まず、市長がチェック体制の甘さ、１点目。 

  それから、具体的な指示したにもかかわらず、とりあわなかったと。再発防止のための書類まで提出

されていなかった。その再発手法を持ち得なかったと。今後は具体的な指示をすると、こういうことで

ありますが、私の認識では、新聞報道と議会から来た経過の文章をいただきました。見れば、平成16年

からそういう使い込み、混同した取り扱いをしておったと。その後、合併もあった。ですから、当然そ

れについてはある程度監査をしなければならない。先般、たまたま厚生常任委員会で施設を見学しまし

た。やりとりもしました。時間の関係で深くやりとりできませんでしたけれども、その中でお聞きした

ところが、施設の関係については広域市町村圏の運営で、そして具体的な内容については町村に委託を

していると。したがって、定期監査も当然にやられておったと。ただ、その中で交付金云々については

いろいろ議論はあるかもしれないけれども、職務分掌を見させてもらいましたけれども、やりとりしま

したけれども、当然その中でもチーフなり、あるいは生活相談員なり、事務員という分掌が明記をされ

ている中で、利用者の印鑑の管理の関係、年金預金における預かり金品の出し入れの事務に関すること、

こういうものが明確になっておりますので、監査をしてもわからないということもあったと思いますけ

れども、そういうチェック機能が全く機能していなかったと。特に遺憾なのは障害者という一つのハン

ディのある方々の収容所の中の工賃さえも、そういう取り扱いがあった。非常に遺憾であり、残念であ

りますし、市民の声も非常に厳しい内容であります。これは執行部だけでなくて、我々議員についても、

何を見ているんだと。議会のチェック機能が果たしていないんじゃないかと。もう少し監視体制を厳し
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くやるんだと。共同の責任ももう１点はあると思います。したがって、監査のあり方についても、市長

は新聞を見れば、抜き打ち監査も検討しなければならないとおっしゃっております。今後、そういう現

金あるいは預かり金の関係について、本来の監査であれば、いの一番に現金、預かり金は確認をしなけ

ればならない。これが当然のことであります。おわかりのとおりであります。それが遺憾ながら行政の

上では、役所の上では後回し。そういうことはないだろうと。自分の金も公金も同じに取り扱うことは

ないだろうと。そういうことが前提でありますから、今言ったとおり、構造的な面になっているんじゃ

ないか。組織的な面になっているんじゃないか。そして、この後も同じような不祥事が発生をしてもお

かしくないような環境になっているんじゃないか。これさえも危惧をしております。そのうちにまた出

てくるのではないかと。そういう心配もあります。それに対して、我々より市民の不安あるいは不信、

ＪＡから今度役所に来ました。そういうような環境に推移してきております。したがって、その事実関

係について監査体制はどうなっているのか。再発防止に対するのはやはり牽制機関であります。牽制機

能であります。牽制機能は全くない。そう言われてもやむを得ないと思いますから。えらく厳しく監査

をしても見つからない場合もあります。監査が来る、あるいは監査のためにそういう監査機能体制をつ

くるのが先決ではないのかな、私の経験からの思いであります。ですから、合併のときにも当然に移管

するものでありますので監査をしたと思います。あるいは所長が交代した。新しい所長は大迷惑であり

ますけれども、あるいは新部長が大迷惑になりますけれども、そういうような監査の強化といいますか、

責任者が交代した、合併したときの監査機能、その後についても恐らく調査をやったと思いますので、

その事実関係の今後のチェックの機能のあり方について具体的に、抜きうち監査を含めてどうお考えに

なっておられるかを聞いておきます。 

○田中敏雄 議長 市長。 

○五十嵐忠悦 市長 この度の大和更生園における不祥事については、まず、当該本人が大変仕事に一所

懸命であった人間ということが一つございます。そのために上司が大変信用しておったという背景がご

ざいました。したがいまして、公金とはまた違う園生からの大事な預かり金でございます。監査につい

て公金と同じような目でもって監査する仕組み、心構えが欠けておったということはあったようであり

ます。したがって、部下を信ずる余りに部下の行動の、あるいは仕事の成果のチェック、確認、点検を

怠ってしまったということがこの背景にあったというふうに思っている次第でございます。 

  これについてどういうふうに対策を講ずるかということでございますが、いずれ約定に基づきまして

園生からお預かりするお金でございますので、年に１回報告するわけでございますが、そのときにしっ

かりとした、例えば金融機関の残高証明であるとか、そういうものを添付した中で、いわゆる通帳と突

合等々が、残高等の突合があれば防げた話であります。そういう面では基本的なことであったわけであ

りますが、信頼する余りに任せっきりであったという部分が大きな反省として残ってございますので、

この後、すべての職員同士、お互い仲間であります、気持ちよく、いい仕事をするためにも信頼関係が

大事でありますが、そのこととこの種の事故が、トラブルが起きない仕組みをつくっていくことを両立
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させなければいけない。部下を見たらまず怪しめということではいけないわけでありますので、そうい

うことのないような仕組みをどうつくるかということでないかなというふうに思っているわけでござい

ます。そのための具体的な手立てとして抜き打ち監査等々も行わざるを得ないだろうということは申し

上げたところでございますが、今申し上げたとおりに、上司が部下の金銭にかかわる取り扱いを日常的

にチェックする仕組みがきちっとできていれば相当防げるというふうに思っているところでございます

ので、その徹底方を図ってまいりたいと思っている次第でございます。 

○田中敏雄 議長 10番近江議員。 

○１０番（近江湖静議員） 市長の能弁はわかりましたけれども、例えば今答弁あったとおりに、公金で

ないという言葉を使っておりますが、私の見方とすれば準公金だと思います。同じであります。そうい

う施設の具体的な主務内容に現金、預かり金についての仕事と明確になっております。ですから、言い

方によれば準公金になりますので、当然にそのチェック体制も監査の対象になると。こういうことであ

りますので、改めてひとつそれについても厳しく監査をするようにお願いしておきます。 

  それから、長年同じ仕事をしていると、これはよくあることでございます。10年以上も同じ仕事をし

ていることについて、ついつい個人の金と公金と一緒に使う。ついついずるずるやっている。そして、

そういう施設でありますので大丈夫だろうということが往々にして─人間はやはり心は弱いんであ

りますので、一つの弱味でありますので。ただし、その環境によって自分の仕事もしかり、あるいは労

働災害もしかりでありますけれども、前兆があると言われます。ハインリッヒの法則でありますけれど

も、事故の場合については、その前に30事故があった、あるいは300事故があって、大事故の前にある。

ですから、環境の中にそういうようなものも今回もあったやに聞いております。いろいろ金の使い方も

あるでしょうし、支払いの仕方もあるでしょう。あるいは行動にもあるだろうと。そういうことがやは

り大事ではないかと。そういう意味で、こういう教訓を受けて監査体制について議会からも選出してお

りますので必要ですけれども、常に監査が来るからしっかりしておかなければいけない、整理しておか

なければならない、そういう環境をつくってもらうことが非常に大事であります。そういうことも含め

て、ひとつ市長が先頭になって号令をかけて進めていく。たまに市長も行って現金をチェックする、予

兆をチェックする、そういうことで再発防止をしていただきたいことを要望して、終わります。 

○田中敏雄 議長 28番佐々木議員。 

○２８番（佐々木誠議員） 先ほどの質問で中断になりましたけれども、関連がありますので続けたいと

思います。 

  今日、議会が終わった後に区長の方から、こういうことがありましたよという報告がどっと行くので

はないかなという要らぬ心配をしているわけでございます。それで、今の再発防止の中で大事なことは

いっぱいあるかと思いますけれども、まず、現状を把握するということが一番大事じゃないかと思いま

す。そのためには先ほど規定にのっとった本庁への報告じゃなくて、すべて自治区長が本庁に報告して

状況を把握するということが大事じゃないかと思います。 
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  それで、順序がちょっとおかしくなりましたけれども、昨日まで自治区長が全部報告をしておって、

もう本庁に報告することはございませんと言うのか、それとも、いや、実はまだ報告しておりませんけ

れども、こういうことがありますということを一人一人各自治区長からお尋ねしたいんですけれども、

議長、いかがですか。 

○田中敏雄 議長 今議題となっております案件と中身が違いますので、この問題については、佐々木議

員が直接区長なりにお尋ねをして確認をしていただければ、大変幸いだと思います。 

○２８番（佐々木誠議員） はい、わかりました。 

○田中敏雄 議長 ほかに質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  ただいまから討論を行います。討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 討論なしと認めます。 

  ただいまから議案第160号横手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改

正する条例を起立により採決いたします。 

  本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

【賛成者起立】 

○田中敏雄 議長 起立全員であります。したがって、議案第160号は原案のとおり可決されました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎農業委員会委員の推薦について 

○田中敏雄 議長 日程第22、農業委員会委員の推薦を行います。 

  お諮りいたします。 

  この委員の推薦については、農業委員会等に関する法律第12条第１項第２号の規定による議会推薦の

委員を４人とし、指名推選いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、高橋せつさん、野中長一さん、齋藤光司さん、

阿部信孝さん、以上４人を指名いたしたいと思います、これにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、高橋せつさん、野中長一さん、齋藤光司さん、

阿部信孝さんの４人を推薦することに決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎閉会の宣告 

○田中敏雄 議長 これで平成18年５月横手市議会臨時会を閉会いたします。 
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  ご苦労さまでございました。 

午後 ０時０６分 閉 会 
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