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平成２３年白老町議会総務文教常任委員会会議録 

 

平成２３年 ７月 １日（金曜日） 

開  会  午後 １時００分 

閉  会  午後 ２時３０分 

                                         

○会議に付した事件 

所管事務調査 

１．緊急雇用創出推進事業補助金（交付金）について 

                                         

○出席委員（７名） 

委 員 長 及 川   保 君      副委員長 近 藤   守 君 

委  員 本 間 広 朗 君      委  員 前 田 博 之 君 

委  員 斎 藤 征 信 君      委  員 土 屋 かづよ 君 

委  員 吉 田 和 子 君      議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     副 町 長    目 時 廣 行 君 

     総 務 財 政 部 長    山 口 和 雄 君 

     総 務 課 長    岡 村 幸 男 君 

     企 画 振 興 部 長    高 畠   章 君 

     企 画 政 策 課 長    五十嵐 省 蔵 君 

     産 業 経済 課 参事    高 橋 裕 明 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    千 石 講 平 君 

     参 事    熊 倉 博 幸 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（及川 保君） 総務文教常任委員会を開会いたします。 

（午前１０時００分） 

                                         

○委員長（及川 保君） 本日は緊急という形で皆さんにご案内いたしました。一昨日、報道

等によって知ったことなのですが、ちょっと町側のまちづくりの中でトラブルがあったという

ことで、その経過を踏まえて、その状況をきちんと把握しようと、こういう形で本日の会議を

開催いたしました。きょうは副町長以下幹部の皆さんもお見えでありますので、その経過を含

めてお話を伺っておきたいというふうに思います。その後、皆さんからご意見等々あれば伺っ

ていきたいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。 

それでは、目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） それでは、最初に私のほうから経過と概要につきまして説明をさせ

ていただきたいと思います。このたび新聞報道でありましたように、緊急雇用事業につきまし

て不適切な運用があり、町民の皆様、議会の皆様にご心配をおかけしたことにつきまして、深

くお詫びを申し上げます。 

本事業につきましては、４月より地デジコールセンターに緊急雇用事業により臨時職員を配

置して業務にあたらせるものであります。この臨時職員につきましては、４月１日からは税務

担当を地デジ担当へ、一方、地デジ担当を税務担当に配置すべきでありましたが、地デジの関

係で電話対応、戸別訪問など多忙を極めたことから、業務のスムーズな遂行のため、もとの職

場で異動しないまま６月中まで業務に従事させ、本来の配置がえの時期を逸したものでありま

す。今後、７月 24 日のアナログ放送の終了によりなお一層多忙になると思いますが、７月１日

より正規の配置がえにし、業務に従事させることとしております。なお、職員の配置以外は、

業務は確実に実施されていることから、現時点では業務の取り消しや交付金の削減はないもの

と思われます。事情聴取の結果、地デジにつきましては何分にも初めての事業のため、町民の

理解、特に高齢者世帯については地デジについて理解をいただくために何度も訪問した経緯も

あり、どうしても業務に精通した配置が必要でありました。業務量の実態から配置人数が少な

かったことも大きな要因と考えておりますが、しかしながら、いかに多忙であったとはいえ関

係職員による職務怠慢であったと考えているところでございます。このことから、関係者につ

いては処分をする考えであり、今後、二度とこのようなことは起こさないよう、十分注意して

業務にあたるよう指導したところであります。 

 以上、概要をご説明いたしましたが、大変ご迷惑をおかけしたことを申しわけなく思ってい

るところでございます。重ねてお詫びを申し上げます。なお、詳細につきましては関係部長よ

りご説明いたしますのでよろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

○委員長（及川 保君） それでは、高畠企画振興部長。 
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○企画振興部長（高畠 章君） 私のほうから補足説明させていただきます。皆さんに資料

としてお配りしております、Ａ４判の１枚、裏表２ページものでのレジュメでご説明させて

いただきます。 

 まず、１番目の事業内容でございますけれども、事業名「平成 23 年度雇用交付金事業（重

点分野雇用創造事業）地デジコールセンター等事業」でございます。これは平成 23 年度の当

初予算で計上されている事業でございます。 

 事業期間は、平成 23 年４月１日から平成 24 年３月 31 日の丸１年間でございます。 

 事業の内容につきましては、地デジ及び光ブロードバンド等に関する問い合わせ、コール

センター業務でございます。また、地域ごとの利用者コール状況の集計、データ整理等も含

んだ業務でございます。そして、地デジのＰＲ業務。もう７月 24 日に完全に移行になります

ので、それに向かって広報、周知等を強化しているために必要な事業内容となっております。 

 (４)事業の目的でございます。地デジの完全移行によりまして、住民からの相談等に対応

するため、町独自にコールセンターを設置するところでございます。これによりまして、昨

年度白老町で設置したギャップフィラー局への切りかえ案内や難視聴世帯の把握等を行いま

して、地デジ化事業のスムーズな導入を図ると、運用を図るということを目的としており、

また、あわせて光ブロードバンドの利用促進、これもこの業務の中に入ってございます。 

 (５)事業内容でございます。総事業費 291 万 8,000 円。それに携わる人ですけれども、１

名と。そして、その他の経費として電話機のリース料、回線使用料、パソコンのリース料等

を含んでございます。 

 これは委託事業でありまして、振興公社への委託事業となっております。 

 次、２番目。緊急雇用交付要綱ということで、この緊急雇用の事業目的、補助目的はここ

に記載のとおりでございますので説明を省かせていただきます。 

 任用期間は、最大雇用してもこの緊急雇用を活用した事業というのは１年間しか雇用でき

ないという、そういう制度になってございます。 

 次の裏を見てください。３番目の今回の経過ということで、ちょっと複雑なものですから

図で説明させていただきます。まず、町の臨時職員、Ａという職員。この職員、括弧書きで

平成 23 年４月財政税務課配置ということで、平成 23 年４月１日以降は、本来は税務課配置

ということで理解していただきたいと思います。そして、地デジ緊急雇用臨時職員Ｂですけ

れども、この方は４月１日以降、地デジコールセンター配置。これが正規の形というふうに

ご理解いただきたいと思います。 

 それで、Ａの職員につきましては、平成 22 年の事業として平成 22 年７月１日に地デジコ

ールセンターを設置して、そこで平成 23 年３月 31 日まで９カ月間業務に携わったというこ

とで、本町の非常に複雑な電波事情をここで習得して適切なキャリアを積んだという職員Ａ。

そして、この職員は 23 年４月１日から今度は衣がえして財政税務課の臨時職員として配置さ

れたところでございます。 

 そして、次に地デジの緊急雇用臨時職員Ｂでございます。このＢにつきましては、平成 23
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年１月から平成 23 年３月 31 日まで財政税務課で勤務し、平成 23 年４月１日から地デジコー

ルセンターで勤務すべく配置された職員でございます。 

 それで、Ａ職員におきましてはＢ職員と引き継ぎということで、引き継いだ中でＡ職員は

税務課に、そしてＢ職員は地デジコールセンターに本来配置すべきところだったのですが、

かなり時期的な問題、それから、キャリアが相当必要な業務であるというようなことが重な

りまして、その引き継ぎがスムーズに行われる見通しがない中で３カ月間籍をそれぞれ交換

した中で業務にあたったというところでございます。Ａ職員については、22 年度の事業で９

カ月間この緊急雇用で雇用されているものですから、最大延ばしても平成 23 年６月 30 日ま

でというような状況でございました。 

 このような状況がなぜ生じたかというのは、(２)ということで、①につきましては平成 22

年度事業で９カ月間の事業のボリュームでございます。②が平成 23 年４月から平成 23 年６

月の３カ月間の事業の内容、ボリューム等でございます。このように非常に７月 24 日に近づ

けば近づくほどかなり町民からの問い合わせ、指導等の頻度が高くなって、やむを得ずベテ

ランの職員を使い続けたというのが現状でございます。 

 私のほうからは簡単でございますが説明を終わらせていただきます。 

○委員長（及川 保君） つけ加えることはありませんか。ありませんね。 

 それでは、今回の一件の一連の流れから状況含めて説明をいただきました。図入りの中で

説明していますので、おおよその状況は把握されましたね、皆さん。よろしいですね。 

 それでは、皆さんから質疑があればお受けしたいと思います。どうぞ。ございませんか。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 説明の中でちょっと確認したいことがあるのですが。今回の職員Ａ

という方は、22 年度のそういうことで採用されているのですけれども、今回 23 年度に新規

雇用になった方は、23 年度の予算計上された形で採用になったと思うのですが、たしか６月

の補正でこの訪問型の対応をするということでは、また臨時職員１人採用になったのですか。

６月に予算通ったばかりだからなったかどうかわからないのですけど、そういうふうな仕組

みでとらえていていいですか。 

○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 地デジコールセンターの業務、これは４月１日の当初予算

ということで計上されまして、ここは電話相談が主務内容とされて、ときには現地に出向い

て行って直の指導もございます。一方で、５月 30 日に議会に計上されました事業なのですけ

れども、これは地デジ高齢者宅対応事業ということで、これはまた別な事業なのですが、当

然密接に関連する事業で、この事業は実際に現地に出向いて行って地デジのチューナーの調

整、設置あるいはアンテナの方向を確認したり、調整したりと現地で実際に作業をやるとい

う職員の採用でございまして、それとはまた別個の事業でございます。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今の点を踏まえて、そういう地デジ対応というのは国の施策という
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か、国がやるということでなったわけですから、本当に一人一人の町民が戸惑わないように

スムーズに移行できるようにという形でそういう交付金がなされたというふうに思うのです

が。１点は、新聞に載ったときに、どうしてわかったのかなと最初、単純な疑問です。どう

してわかったのかなと。白老町の中で私たち議員もそうですけど、臨時職員がやっているこ

とって一人一人の顔を覚えていて、一人一人がどこにどういう対応をしているのかというこ

とが余り掴めない状況です。ですから、なぜ、道が知るような状況になったのかということ

が、まず第１点疑問だったのですが。その点伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） ある報道機関の本社に投書があったということで、それで

その会社が道庁のほうに問い合わせして、道庁のほうから調査に入ったと、そういう経緯で

ございます。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） そういうことで報道機関に入ったということなのですが、というこ

とは道の交付金のあり方をしっかりわかっている人でないとその辺の仕組みわかりません。

正しく言えば。どういう仕組みになって、どういう採用の形になっているかわからない。こ

れは、通報した人を調べるとかそういうことではなくて、そういった仕組みをちゃんと知っ

ていなければだめだろうなということと、だから、そういうことを考えていくと、もしかし

たら、異動した、それから、新しく採用した、そういった中で前の人が残っていたという仕

組み自体が、先ほどおっしゃったように本当に難しい対応もあると思いますので、キャリア

が必要だという十分なそういったものをとらえているということですので。それと、採用期

間のちょっとした溝というか、行き違いというか、規定に基づいてやったことが本当になれ

た人にいてもらうということで３カ月ちょっといてもらったという形で、それがわかったと

いうことだと思うのです。私たちからすると、これは町民に対してすることですから、町民

のサービスがきちんと定着してスムーズにいって町民が理解できるためのものだというふう

に私はとらえているのです。だから、その方がやったことは別にかまわないと言っていいの

かどうかわからないのですけど、いいと思うのです。町民に対しては。ただ、中でそういっ

たことの異動だとか雇用とか、そういったことの体制に何か疑問とか不満がある人がそうい

ったことを言っていったのかなと。その辺のちょっとこちら側のほうの幹部職員としてのと

らえ方が甘かったと言っていいのか。それとも、理解をきちんとしてもらえなかったという

仕組みづくりのなかでのものがあるのか。その辺はどういうふうに町側としてとらえている

のかなとちょっと思ったのですけれども。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 不満というのはちょっとわからないのです。それで、どなたが投

書したのか。これは内部の職員でないとわからない内容も含まれているものですから、非常

に困惑しているのですが。課長だとか部長等から事情聴取したのですが、どうもわからない

というのが実態なのです。ちょっと不気味な感じはしております。 
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○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） やっぱりこういうことがあるということは、異動に関してもきちん

とした説明なり、やっていいということではないのですけど、そういった形でどういう形な

のかということはきちんと説明ができるようなものにして納得してもらうというか、みんな

周りの環境にいる方とか、それから、役所の仕組みのことに対してやっぱりしっかりと理解

してもらうということが１点大事だというふうに思ったのです。 

 それともう１点。道との絡みなのですが、道からも調査が入ったということで、交付金と

かの削減はないということなのですが、一番私が心配なのは、やっぱり今後。信頼関係にな

ると思うのです。道との信頼関係がこのことで白老町、そんなこと私はめったにあることで

はないと思いますけれども、１回あるということは二度あると見られてしまう可能性はやっ

ぱりありますよね。人間ですから相手も。ですから、そういった部分での信頼関係、今後や

っぱり道にいろいろな基金を積み立てして、それを白老町がこういう事業やりますと引っぱ

ってこなければならない立場でありますので、そういった部分での今後に対する影響という

のはないかどうかということが今ちょっと心配なのですが、その点。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） これは町長とも話をしていますが、やはり影響はあるというふう

に考えています。何とかこの問題の信頼をいかに回復していくかというようなことです。そ

れで、今回のようなことがほかにないのかと、そういったことも確認はしております。これ

については、ないということで確認をしておりますし、まず、これについては、あれば洗い

ざらい出していかないと信頼回復はできないということで、その辺の確認はしております。

また、この先、おそらく白老町の補助事業に対しては厳しい見方はされるだろうと、そうい

う覚悟はしております。とにかく、この件についての信頼失墜については、今後努力して回

復に向けて職員一丸となって努めていかなければならないと、このように考えております。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） ７月１日から、税務課にいた雇用された職員が地デジのほうに行っ

て、今まで税務課で採用した人、コールセンターでやっていた人を税務課に戻すということ

なのですが、今７月で切りかえで、これからまだこの９カ月で 700 件、３カ月で 500 件とい

うことを見ると、大変この７月というのはもっと厳しいのではないかとそんな気がするので

す。だから、こういうことがあったというのはこれは庁舎内のことで町民には関係ないこと

なのです。それで、町民からすると、もしかしたらこれからどんどん相談に来たり、いろい

ろなことで問い合わせがあったときに、職員を変えたことで対応が順調にいくのかなとちょ

っとその点が心配なのですが、その点どういうふうに考えていますか。 

○委員長（及川 保君） ただいまの吉田委員のご意見ですけれども、これは、実は私も非

常に危惧しているところであります。このあたりをきちんと対応できるのかと。こういうこ

とを答弁いただけたらと思います。 

高畠企画振興部長。 
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○企画振興部長（高畠 章君） このコールセンターは、企画政策課の情報グループに設置

されております。その対応はグループの正規職員、それと今回雇用した職員とで構成されて

おります。ですから、そういう意味では、ベテランの臨時職員が外れるという意味ではかな

り厳しくなりますが、今ご説明したように正規職員も張りついておりますので、そこは正規

職員が十分力を発揮してやらなくてはいけないということ一つと、それと、北海道もその辺

を非常に心配してくれておりまして、もしあれだったら、この７月 24 日を挟みまして数カ月

他の事業、あるいはこの事業の中で増員という、そういう変更も視野に入れて検討したいと

いう考え方もしていただいております。そういった中で、それは別にしましても、今の能力

で精一杯頑張るというふうに考えてございます。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） こうなって、だめなものはだめで考えなければどうしようもないわ

けですけれども、なぜこういうことが起きるのかなとちょっとわからないものですから、そ

の基本的な部分だけちょっと聞きたいのです。 

 まず１つは、Ｂの職員が地デジ対応で雇われた。ところがＡのほうが慣れているからとい

うことだった。Ｂの職員を採用したときにこの人の専門性というのはどうなのかと。本当に

町民に対応できないような知識ぐらいで来ているのか。それとも、ただ過去の経過がわから

ない部分で戸惑いがあるぐらいのことなのか。そのあたりの雇ったＢ職員の専門性がきちん

となっていれば、そういうことは起きなかったのかなという気もするのだけれども、そのあ

たりのことはどうなのかなということ。 

 それからもう１つ。日常業務の中で職員の中でやりくりというのはないのかどうなのかと

いうこと。仕事上のやりくりというのは。ただ、交付金がきちんとついているからその名目

で絶対これは流用してはならないということになってしまうのかどうなのか。そのあたりの

慣行というのはどういうふうにしているのか。そのあたりちょっと聞かせてください。 

○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） ７月１日から配置される、新たに変わるＢ職員ですけれど

も、この職員の能力ですが、これにつきましてはやはりそれなりにキャリアを積めば、引き

継ぎをちゃんと行えばという部分は見据えた中で当然採用しておりますけれども、私もこれ

は聞いた話なのですが、ただ、引き継ぎをやっている中でボンボン電話が入ってくる。そし

てその受け答えがものすごい頻度が高くなってくると。だから、引き継ぎをやっている最中

でもそういうことが重なっていて、結局は引き継ぎの期間がやっぱりちょっと長くなってし

まったというのが結果的な現状というか。だから、お互いにちょうど７月に向けてのアナロ

グ放送終了、また一方では、税務の職員は納付書の発行する時期だったのです。お互いに一

番忙しい時期での引き継ぎになってしまったという、そういう作用が重なってしまったとい

うことも一つの要因かなというふうに考えております。ただ、斎藤委員がおっしゃるような

意味合いでは、ちゃんとそこをしっかりとお互いに、これはお互いというか、監督する正規

職員のほうがそこをしっかり踏ん張って引き継ぎをスムーズにやれば、これは避けられたこ
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とかなと思っております。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） それで、地デジ対応するにも、税務のほうも、時期的には忙しくな

る時期であったということはよくわかるのです。それを考えたときに、だから臨時職員とい

うのを雇っていくのだろうと思うのですけれども。これは、正規の職員を削減してきた、人

数が減っている、それに対応ができないというような、今のことだってどんどん問い合わせ

があった場合に、町の職員がもう少しきちんとあれば対応できたはずではないのかなという

気がするのだけれども。それだけ人手が、職員の削減の中で人手が間に合わなくなっている

ということはないのかどうなのか。そのあたり。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） この地デジコールセンターというのは、本来、総務省で、大きい

まちであれば置くのです。ただ、たまたま白老の場合は、そういうコールセンターを置いて

いないということがあって、それで、この緊急雇用事業で独自で開設しているということな

のです。これは常時ある事業ではございませんので、やはり、こういう緊急雇用で対応せざ

るを得ないということ、これはご理解いただきたいと思うのです。１人が妥当だったのか、

人数的にできれば２人ぐらいがよかったのかと、今、反省しているところでございます。こ

れだけ大変な事業ということは、やってみて初めてわかったという部分がありますので。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） わかりました。あと１つだけ。先ほど影響の話がありましたけれど

も、交付金の返還とか何とかという新聞にも出ていたような気がするのですけれども、その

必要はないという副町長の報告だったと思うのですけれども、そのあたりもう少し詳しく教

えてください。その必要は全くないと考えていいかどうか。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 今の段階では、事業を中止するとか交付金を返還するとか、そう

いった状況ではないと。ただ、まだはっきり決まっていませんので、何日か後にははっきり

した結論は出ますが、今の段階ではそういった感触で受けとめております。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） きょうは委員長、それこそ通年議会ということで緊急にこういうこ

と、この所管事務調査を開いていただきましてありがとうございました。 

 それで、今、冒頭、副町長のほうから不適切な運営があったということで陳謝ありました

ので、そのことについてはどうこうということはお話しませんけど、ただ、今、業務内容と

か、仕事が多忙だという形の中に話が流れてしまっているけど、私はやっぱり、これは雇用

実態の事実なのです。どういうことがあったのかということをちゃんと整理しておかないと。

事務上の問題だと思います、これは。そういうことについて何点か聞いていきます。また後

でも聞きますけど。まず、議会の説明のときには、この地デジコールセンターのときは、振

興公社に委託するということだったのです。その事実で振興公社が委託しているのに、今、
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異動がえをしないで別なところに使っていると。そうすると、振興公社との委託契約の変更

とかそういう問題が整理されてくると思うのですけど、その辺がどうされていたかというこ

とです。それで、事実１年しか使えないのです。それがなぜ税務課のほうに行って、こうい

う問題になったのか。その辺がはっきり見えていないのです。その辺をまず。 

○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） その辺のところにつきましては、実態としてコールセンタ

ーが設置されて、そして運用されているということで、これは道の調査でもその辺のところ

がありました。それで、業務としてそれが委託内容のとおりされているという実態です。問

題はその中で雇用されている人がそれぞれ違う目的で雇用されている人を使っていたと。こ

この部分が不適切だというふうに指摘を受けております。ですから、ここの部分については、

業務自体は町のほうの監督不行き届きの中で生じたことということで、そこの契約変更等、

その辺については従前どおり変更をしなくてもというふうには考えてございます。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） そうしたら、１年間ですからもう振興公社との委託契約は終わって

いるということでいいのですか。まだその人は委託契約している振興公社の行っている臨時

職員という身分で税務課に行っているのではないのですか。違いますか。その辺ちゃんと整

理しておいてもらわないと。 

○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） Ｂという職員、この方が４月１日から地デジコールセンタ

ーで勤務すべく振興公社に雇用された人なのです。ですから、この人が行う業務として１年

間契約してございます。ですから、それをもとに戻して業務を遂行していただくということ

で、特段、その後における変更ということは考えてございません。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） その人はわかりました。振興公社のほうで今のこの経過というのは、

こういう事実は理解しているのかどうかという問題１点。 

 それと、これは臨時職員を、部署を変えるということは、使役が変わるということになる

と、当然、振興公社と契約していますと。当然、総務課のほうの協議もあります。当然税務

課もあります。これは組織で変わってきているのです。これは、目時副町長が今、冒頭で話

したからそういう部分についてさかのぼってどうかと言わないけれども、事実として組織ぐ

るみになっている可能性があるのです。ただ担当者が多忙でベテランが向こうに行ったから

こうではなくて、雇用の実態問題なのです。多分、それは決済のほうに行っていると思うの

です、臨時雇用するときに。その辺は事実としてどういう流れになっているのか。この辺を

ちゃんと整理しておかないとまた問題起きてくるのです。担当者だけとか、今、議会への説

明は、業務多忙でベテランの人だったのだけどもそのために税務課に行ったとかこちらに行

ったとか言っているけど、事実としたら、この表から見たときに、この 23 年４月のときに、

多分そのために総務部長も来ていると思いますけれども、そういう部分の関係をちゃんと整



 10 

理しておかないと。担当者だけで整理されたのか。ちゃんと課長方、判を押しているはずな

のです。この職員はどこに任用します、どこに行きますとやっているはずなのです。その辺

をちゃんと整理しておかないと困ると思うので、その辺を、事実をちゃんと話してほしいな

と思います。 

○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） まず最初の公社の件ですが、公社のほうはご存じのとおり

プレハブの施設にあります。一方、コールセンターというのは役場庁舎の中にあるというこ

とで、本来なら委託業務ですから受託者として雇用している人たちの動向についての監督責

任、それは当然あるかと思いますが、今回のケースはそういう場所が離れて勤務していると

いうことで、実際にこういう行為が行われて、やっぱり現場の中での、役場庁舎の中でのや

りとりだったということで、公社のほうは目が届かなかったということで、これは委託した

町側の大きな責任かなとその辺は思っております。 

 組織にかかわるという部分では、これはやはり実際雇用されて、それから、出勤簿の検印

だとか伝票だとか、実はそういう部分の事務決裁規定なのですが、これはやはり課長以下の

権限なのです。ですからその辺のところもありまして、なかなか総務部だとかそちらのほう

も目が届かなかったと。現場に近いところの決済で終わらせることができる規定だというよ

うな、そういった部分がございまして、その辺で目が届かなかったということでございます。 

○委員長（及川 保君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 総務の人事管理どうなっているのかということだろうと思

います。端的に言えば。それで、緊急雇用対策の人員雇用については、現課対応という形に

なっていますので、基本的に現課で面接をし、現課のほうで採用していくと、こういう形に

なっています。ただ、保険だとかそういう対応ありますから、うちが人事給与グループのほ

うで保険の手続きはしますけれども、当然、社会保険だとか厚生年金だとかそういう手続き

はやっていきますけれども、基本的に人事に関しての雇用、採用、権限は総務課のほうでは

持っていないと、こういう状況にあります。したがいまして、今回の人員の採用関係につい

ては現課のほうで行ったと、こういう形になっています。ですから、それが現在の総体的な

総務としての人事管理がうまくできるかどうかと、これはありますので、そういったことに

ついては今後こういった事例を踏まえながら総務課としてどういうような管理の仕方が適当

なのか。これは検証したいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） やっぱり現課対応という処理の仕方が、一担当者というのか部署だ

けでほかの部署とやりくりしているだけの話ということであれば、これは町の総体の臨時職

員の人件費の中でやるのはおかしいというか、その場合はちゃんと手続き踏んでいくと思う

けど、まして補助金になれば、逆に制度をこういうふうに知っていれば、そういうことをや

る自体があり得ないと思うのだけど、その辺は先ほど言ったように監督不行き届きになって

しまうのか。それとも、好意としてやってしまったのですか、担当が。担当はこの補助金の
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内容全部知っていますよね。そういうことは事実あり得ないと思うのです。どうですか。そ

れが１点。 

 あと、新聞報道がどうかということになるけど、五十嵐課長、最後にコールセンターの業

務内容を円滑に進めるために職員の職場を入れかえたと、これがちょっと今まで説明を受け

ているのにわからないのでもうちょっと具体的に整理していただけないですか。その２点で

す。 

○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 実際、私も後から担当、実際のＡ職員、Ｂ職員とお話させ

ていただきました。おそらく、そのお話を聞いて想像ですが、やはり引き継ぎを行うべくお

互いにきょうはそちらのほう、あしたはこちらのほうとか、それで引き継ぎをやるのですが、

そういった中でやはり次から次とコールセンターにおいてはお客さん対応、相談対応という

のが重なってきまして、それで、引き継ぎ期間がずるずるなってしまったと。また一方では、

担当の上司のほうは、やはりそういうことを横目に見ながらも、そういう状況、町民に対す

るサービスの質を落としてはいけないという観点から不適切だと感じながらも今日に至って

しまったというような状況ではなかろうかなと感じているところでございます。 

 それと、スムーズにという意味でございますけれども、うちの課長がそういう円滑に、そ

ういうようなことで答えたというのが新聞報道に載っているのです。これは私の責任も大き

いと思うのですが、常日頃、私のものの考え方として、個人あるいは組織が持っている能力

を最大限に活用して、そして、良質な町民サービスを行いなさいということをきつく言って

おります。それで、その意欲が実はルールを超えてしまったというような結果ではなかろう

かなと思っております。その意味では大きいと思います、私の責任も。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 先ほど吉田委員も質問していましたけれども、やっぱり不適切な事

実ですから、やっぱり誰がこうだという犯人捜しだけはやめるべきだと思います。そういう

風潮が出てきたら非常に困ると思いますので、これはやっぱりこういう事実があったという

ことを、副町長は認識されていると思いますけれども、そういう部分で整理していかないと

事務処理上の問題ではなくて職場の雰囲気が悪くなりますので、そういう部分だけはやっぱ

りやめたほうがいいと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

近藤副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） 町民のためによかれとやったことが結局大きな問題になってし

まうわけです。このときにやはり気がつかなかったのかなということです。それで気がつけ

ば何とかなったのかなという気がするのですけれども、ただ、今おっしゃるように、知りな

がらずるずるいってしまったというような経過に聞こえたわけですけど、この辺もう一度確

認したいのですけどいかがですか。 

○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長。 
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○企画振興部長（高畠 章君） 言いわけになるかもしれませんけれども、うちの情報統計

グループというのですが、ここのグループがやはり地デジを抱える、それから光ブロードバ

ンドの整備を抱える、それから国勢調査等が重なったというような、そういう非常に通常の

業務量からすると膨大な業務がたまたま重なってしまって、それができる人間、すぐ使える

人間、そういった人たちが対応しなかったらできなかったという事実がありまして、そこの

結果がこのような形になってしまったということでございます。これは課全体の仕事という

ふうにとらえれば他のグループ、企画グループだとかありますのでそういった人たちの応援

も得ながらこなせばこういうふうなこともなかったかなと思っておりますので、ご理解いた

だきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 近藤副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） 先ほど来、町民にしてみればこんないいことはなかったという

ふうには思うのですけれども、やはり上部のほう、道とか国のほうから今のところ何もない

と言っているけど、実際にあるのですか。私は、役場が町民のためにやって別にお金をどう

のこうのでもないわけです。余り私は心配していないのですけれども、その辺いかがですか。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 事務処理上はやはり不適切ですから、これは道なり胆振総合振興

局から指導されて当然でございますし、指導されるということはそれだけ信頼を失っている

ということでありますので、これはやはり真摯に受けとめて改善すべきところは改善しなけ

ればなりませんし、また、このたびの報道で住民の皆さんに本当に不必要な心配をおかけし

たということ、これは本当に反省しておりますので、この辺については二度とこういったこ

とが起こらないように十分注意しながら職員の指導をしてまいりたいと、このように考えて

おります。 

○委員長（及川 保君） ほかありませんか。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 町がどうした、こうしたではなくて、この地デジ対策で、この補助

金の目的は失業者を採用して短期間でもいいから雇用して人材の育成を図ることなのだとい

うふうになっています。それで私、今回の雇用期間が１年間だとかそういったことの区切り

があって、それで次の採用ということになったときにちょっと中途半端になったと思うので

す。22 年７月からですから、23 年６月までです、１年とすると。そうしたら、７月という半

端が、切れるのです。私、補助金というのはいろいろな目的があってやると思うのですけど、

反対に、こんなこと聞こえたら怒られるのかもしれないけど、道に対して、地デジ対応が終

わるまでなぜ１人の職員でやらせてもらないのですかと。やっぱり慣れて対応をしてきちん

とできるようになるわけですから、私、反対に考えるとそういうふうに１年とか何とか、そ

れは臨時職員を雇用するための規定はあると思いますけど、こういう地デジで期限があるわ

けですから、その期限まできちんと対応していいですというぐらいの幅があってもいいので

はないかと反対にちょっと思ったのですけど、ちょっと無茶な言い方ですか。 
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○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 吉田委員のおっしゃる思いは私も持っています。ただ、緊急雇用

対策の制度では、あくまでもそういう経験をしていただいて、次の仕事につないでいこうと

いうのが趣旨でありますので、この辺も考えていかないと制度を逸脱してしまいますので。

そういう部分で今、問題になっているのですけれども。 

○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 補足説明させていただきます。道の担当がうちのほうに調

査に入ったとき、私も今、吉田委員がおっしゃったと同じような内容を言わせていただきま

して、それで、趣旨は短期で雇用して、１年以内で雇用して、そして、次につなげると。永

続的な正規職員として採用してもらう、それにつなげるのだというお話、道のほうからもあ

りました。でも、今の世の中、１年ぐらいでそれができるのかと。やっぱり１年ではなくて、

２年、３年、そのぐらい期間がなかったら、そんなことに何かつながることできませんとい

う言い方も実はさせていただいたのです。でも、やっぱり道にしてみたら、決められた予算

の中だからより多くの人を対象にといった場合、一人の人に何年もとはいかないと。そのよ

うなお話も伺ったところであります。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほかありませんか。 

議長いいですか。堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今いろいろとお話をさせていただいておりますが、いずれにして

も町民のためを思って、より補助金をいかにいいメニューがあるかということで対応されて

いることについては本当に敬意を表します。今回の件につきましても、ちょっとこちらのほ

うで内容を安易に自由裁量ちょっと加えすぎたなというぐあいに思っております。したがい

まして、今後のいろいろな補助金とかこういうものについては、きちんとやはり決められた

ことを余りこちらのほうで自由裁量しないで、自由裁量するのであれば一応確認して、きち

んと実態はこうなのだけどどうなのだというようなことも対応してやるようなことをぜひ考

えて、せっかくよかれと思ってやったことがちょっとしたことで今後に非常に尾を引くと。

後を引かないと言えば嘘になりますので、そういうことを十分考えて、今後きちんとその枠

内での考え方で対応していただければなというぐあいに私は思います。とやかくここでいろ

いろ言っても弁解みたいな形にしかなりませんので、やっぱりそういうことではこれを一つ

の契機として今後きちんと対応してやっていただきたいというぐあいに思います。以上です。 

○委員長（及川 保君） それでは、私のほうから２点ほど。先ほど来、議論されて答弁も

されておるのですけれども、私がちょっと危惧しておるのは、今回の出だしです。出だしと

いうか、こういう事実が発生した。それで、今こういう会議の中で副町長のほうから陳謝を

され、いろいろ説明を受けたのですけれども、理事者以下、役場職員が一丸となって事にあ

たる姿勢というのは、やっぱり私たちは安心してお任せしているわけですから、この部分を

今後このことを教訓にして、しっかりとまちづくりをすると。町民を裏切らないまちづくり

をするのだと。こういうことでしっかりとした役場組織の確立を、ぜひしていただきたいと
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いうことが１点。 

 それと、先ほど吉田委員のほうからもありましたけれども、このことはことしの７月 24

日でアナログ放送が終わるわけです。それで、今回のこの一件というのは、先ほど各委員の

ほうからもありましたけれども、町民は何も直接被害を受けてということではないのだけど

も、このことをしっかりと、あと１カ月足らずなのですけれども、きょうはもう７月１日で

あります。ということは、この事業を全く支障なく、町民の不安を払しょくできるような体

制を引き続いて確立していただきたい。これは議会のほうからも、各委員会、機会あるごと

に町側のほうにいろいろ意見申し上げているところなのですけれども、このことをしっかり

受けとめて支障のないような形でぜひやっていただきたいと。この２点をお伺いしておきた

いと思います。 

 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） まず１点目の全体的にしっかりしたまちづくりを進めていきたい

という要望でございますが、まず、今回のようなことがないように、住民から安心感を持た

れるそういった体制づくり、これについては再度点検しながら進めていきたいというふうに

考えております。 

 また、地デジについては７月 24 日以降も何点か問い合わせ、あるいは、きちんと映らない

とかそういう問い合わせも出てきますので、その辺の対応、特に高齢者の方の対応について

はしっかり進めていきたいというふうに考えております。臨時職員だけに任せるというわけ

にはいきませんので、正職員も力を合わせて進めていかなければならないというふうに考え

ておりますので、この辺もしっかり進めていきたいというふうに考えております。 

○委員長（及川 保君） わかりました。 

ほかございませんか。なければ本日の会議はこの程度にしたいと思いますけども。 

まずは、説明ありがとうございました。 

暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 １時５５分 

                                         

再開 午後 ２時０５分 

○委員長（及川 保君） それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 今回、一連の状況は十分把握されたかなと。ただ、モヤモヤとしているものはあるかもし

れませんけれども。一応、この一件は所管事務として今回取り上げました。それで、新しく

緊急で取り上げたのですけれども、今月の 19 日に本会議が予定されております。そこで報告

するほうがいいだろうというふうに思いますけれどもいかがでしょうか。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） それはそれでいいです。その前に、休憩前にいろいろ担当から聞い

たのですけど。資料にあるように、これは本来、振興公社の業務なのです。それで、担当部

長のほうから振興公社のほうには迷惑かけないというか、かかっていないような言い方した
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けど。皆さん意見なければ、私、一応、公の場ですからお話だけしておきたいと思いますけ

ど。振興公社が募集をかけて人を採用しているのです。だから、そういう当事者の部分の話

を聞かなくていいのかどうかということです。ただ、今回の事務処理についてはかかわって

はいないのだと言っていましたけれども、その辺が多分振興公社とも話されていると思いま

すけれども、どうなのかなと思ったのですが。必要ないのですか。 

○委員長（及川 保君） それは、私はちょっとまずいのではないかと。議会がこういった

形で聞くのはまずいのではないか。何か腹づもりありそうですか。 

○委員（前田博之君） 腹づもりではなくて、僕は、振興公社が広報等で雇用をしているの

で、そして、出勤簿の点検も全部振興公社でやっているのです。そうすれば、本来はこれは

振興公社がわからないで町の担当者が職務がえというのか、よそのほうにやってしまったと

いうことは担当者の独断でやったのだけれども、本来はそういう部分があったのにどうなの

かということだけです。本来、雇用者は振興公社なのです。 

○委員長（及川 保君） そうです。それはわかります。それを振興公社の話を聞こうとい

うことですか。 

○委員（前田博之君） こういう事実確認をされているかどうかということの確認をしなく

ていいのかなということです。何もこだわっているわけではないです。１つの所管やってい

ますから。 

○委員長（及川 保君） 振興公社の話ですか。 

○委員（前田博之君） 振興公社が雇用しているのです、この人を。そうしたら、まだ身分

あるのですよね。先ほどあると言いましたよね。身分はまだあったのでしょう。 

○委員長（及川 保君） 身分は４月で切れて、そのまま継続していたのです。 

○委員（前田博之君） だけど１人いるのですよね。別な人がそのままいるからいいのか。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ２時０９分 

                                         

再開 午後 ２時１３分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 今、前田委員の振興公社の雇用の状況、そして、今回の一件も含めて振興公社の話を聞い

たほうがいいのではないかというお話がありましたけれども、局長の説明の中で今回は所管

事務調査だということが１つあって、先ほど町側の趣旨と経過を、状況を聞きました。それ

で、町側が振興公社からきちんとした聞き取りをして議会側に状況を説明するのであればい

いのですけれども、きょうもそれを含めて多分説明しているとは思うのですけれども、直接

的な振興公社との調査は議会としては厳しい状況にあります。そこで皆さん、何かこのこと

について。多分できないという状況でいいのかなと思うのですけれどもどうでしょうか。 

〔何事か呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） わかりました。それでは、そういうことで振興公社との話はなし
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ということにします。 

 そのほか。委員会が今月報告するということで、まとめを委員長としてしなければいけま

せんので、皆さんのほうからこのことはきちんと、今までの皆さんの発言は、やりとりはわ

かりますので、そのほかにいろいろ気づいたことがあれば、報告に入れてほしいということ

があればここで出していただきたいなというふうに思います。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） これは入れていいかどうかわからないですけど。議会改革をやって

通年議会というのをやっています。この通年議会があったから、今この問題があってすぐ取

り上げることができたのです。委員長報告にそれを入れていいかどうかわからないけど、私

は、なかなか通年議会が理解されていないから、通年議会をやっていることですぐ取り上げ

ることができたぐらいのことを。これは議員に報告するから町民に報告するわけではないか

ら違うかなと思うのだけど。何かその辺ちょっと。私も町民の方からちょっと今回言われま

して、こういうことで通年議会というのがあって委員会ですぐ取り上げることができたので、

１日にすぐ委員会やるのですという話をしたら、そうですか、それはいいですね。という話

をされたものですから。いろいろな方と話していて、通年議会がなかなか理解されていない

からどうかなと。 

○委員長（及川 保君） わかりました。通年議会だったから緊急に開いたと直接的には入

れないまでも、そういうような形は入れられるかなと考えています。 

 ほかございませんか。先ほどの議論で、中身でよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） わかりました。最後の私の発言も入れさせてもらいますのでご理

解いただきたいと思います。やっぱり組織が一丸となってまちづくりをするのだということ

が何かのことでギシギシしていたのでは、この２百数十名の職員がおる中で非常に問題だな

と私はとらえましたので先ほどの発言に至ったのですけれども。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 私は理解して話しているけど。きょうの一連の話を聞いたら、何と

なく、議長もちょっと話していましたけれども、節々に多忙だから仕方ないのだという話が

あるのです。そうではなくて、たとえ忙しくても基礎、基本というのか、それに沿った事務

処理というのはやっぱり原則ですから。そうすべきだということを、人が多いとか少ないと

か多忙ではなくて、原点はそこなのだと。最近どうも乱れてきていますから、そういう部分

はやっぱり常に強く言ったほうがいいと思います。それで許される問題ではないと。 

○委員長（及川 保君） 最近乱れているとは入れないけれども、一応そのような・・・。 

○委員（前田博之君） サービス上、町民から行っても相談に乗ってこうこうだからという

のではないのです。先にもう金ないからだめだと言われるのが多いというのです、最近は。

職員もこういう時期だから、そういう意味で。多いとか、職員いないからやれないというの

ではなくて。そういうのは本当に基礎、基本だから。 
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○委員長（及川 保君） 堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今、前田委員も言われましたけど、忙しいとか何とかといろいろ

な町も町民のためを思ってやるということは、それは十分理解するのですけれども、やはり

こういうことはきちんと決められていることに、やっぱりそれを忠実にやって初めていいの

であって。それでもし、こうしたいなと思うときにきちんとその辺は確認して、そして、や

ると。それを基本にやっていくというのが行政としてそれが最大の基本だと思うので。あれ

だから、これだからというと、こういうぐあいになってしまうとやっぱり言いわけみたいに

しか聞こえないのです。せっかくいいことやっても。そういうことがあるものですから、そ

れで補助金の規定どおり、これはここまでしかできないのですといったらできないで、やっ

ぱりきちんとそれは町民の方にも議会にも言ってもらって。やっぱりこういうぐあいにした

ほうがいいというのはきちんと事前確認して。そこまで許される範囲があるのであれば、文

書に多少含みあるものについてはそういう形で確認してやったほうが。せっかくよかれと思

ってやって、最後に大変な思いをしてというのは本当に職員の方も大変な思いをするので、

そういうふうにしていただければなというぐあいに思います。悪いことをやっているわけで

はないですから。それだけです。 

○委員長（及川 保君） 私は発言はしませんでしたけど、全くそのとおりだと思います。 

 それともう１つは、吉田委員からも言っていましたけれども、何々狩りのようなことはや

っぱりやってはいけないと。しっかりとまちづくりを進めればこういったことも余り起こら

ないだろうと思うのだけれども。ぜひ、そのあたりを幹部職員に言っていきたいと思います。 

 ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、そのような形で進めたいと思います。 

 それともう１つ、委員長のほうからお諮りをしたい。実は、総務文教分科会、広報広聴の

関係ですけれども、８月３日に実は懇談会を予定しています。それは越後盆踊り保存会、虎

杖浜ですけれども。ここで実は、そこの会長、吉田正利前議員が会長をやられているのです

けれども、お話を伺うと、やっぱり昼間というのは非常に難しいと。皆さん集まるのが非常

に難しいということで、何とか夜６時半ぐらいにできればありがたいなということを申し入

れあったみたいなのです。私は、逆に懇談会、確かに皆さん大変かもしれませんけれども、

報告会なり議会懇談会やっています、そういう形の中でやらせていただければなという思い

で皆さんのご意見を、了解を取りたいなというふうに思いました。それで、現地集合で、夜

なので場所はまだ決定していませんけれども、３日の 18 時半ということでご理解をいただき

たいと。 

暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時２２分 

                                         

再開 午後 ２時２８分 
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○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

それでは、14 日の陳情の調査はよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それと、20 日には、これは本来の継続になっております所管事務

調査をしっかりと結論を出して報告できるようにご協力をお願いしたいと思います。 

 そのほか、皆さんのほうからありましたらお受けいたします。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                         

     ◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君） それでは、きょうの緊急で開催しました所管事務調査会議を閉会い

たします。 

（午後 ２時３０分） 


