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開議 午後 １時３０分 

      ◎財務事務及び業務の適正な遂行（内部統制）―（総務文教厚生部門） 

 

○河内委員長 皆さん、ご苦労さまです。町民課の方々には資料提供などいろいろご相談

した中で提出していただいて、本当にありがとうございました。お礼申し上げたいと思い

ます。また、本日課長、参事、係長ということでご出席をいただいております。ありがと

うございました。また、町理事者ということで町長、副町長にもご出席を願っております。

本当にありがとうございました。それでは、座って進めさせていただきます。 

 本日のただいまの出席委員は５名でございます。 

 定足数に達しておりますので、ただいまより浦幌町議会総務文教厚生常任委員会を開催

いたします。 

 直ちに本日の会議を開きたいと思います。 

 本日の会議は、所管事務調査として行います。議題は、お手元に配付のとおりでござい

ます。財務事務及び業務の適正な執行ということでございます。 

 それでは、早速でございますが、提出された資料に基づき、執行機関より今回の事務処

理の状況、原因、特に各担当者間の課内の連携及び電算処理システムと担当職員との捜査

連携、そして確認作業の状況を含めてご説明をいただきたいと思います。また、町民への

事後対応の状況と具体的な今後の対策についても説明できたら、よろしくお願いをいたし

たいと思います。 

 それでは、よろしくお願い…… 

〇水澤町長 今委員長の話あった町民事後対応云々というのは、この間所管事務調査の行

政報告に関しての話ですか。その辺についてまだこっちへは直接来ていないものだから、

そのことですね、まず確認事項です。 

○河内委員長 今回調査した中でいろいろ今後改善をして対応していきたいという考えが

あるのであれば、それを具体的な今後の対応策ということで今回説明ができるのであれば、

そこをしていただきたいなと思います。 

〇水澤町長 今町民への説明云々という話だったから。 

○河内委員長 ただ、町民への事後対応ということは、町民へ報告をするということでは

なくて、我々が今所管事務調査の中で町民にはこういうふうに、今後現在の状況を改善策

としてこういうことを今後やっていきたいという考えがあるのであれば、そのことを述べ

ていただければいいのかなと思っております。 

〇水澤町長 特定の事例ではないということですね。 

○河内委員長 今回の所管事務調査についてですね。 

〇水澤町長 今お話しした町民へのというやつは、特定の事例のことではなくてというこ

とですね。 

○河内委員長 今回の所管事務調査についてです。内容について。 
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〇水澤町長 今説明する。その点の確認だけなのです。今所管事務調査で調査事項につい

て適正な遂行と業務の適正な遂行ということで、今冒頭の委員長の挨拶の中で町民への事

後説明という話だったものだから、この説明の中では具体的な事例のことではお話はいた

だいていないので、この説明ということになるものですから、町民への事後の適切な説明

ということが何を意味するのかなと思って。 

○河内委員長 そのことまとまっていなければ、いいです、お話ししなくても、今の状況

で。 

〇水澤町長 いや、そうでなくて。いいです。わかりました。 

 まず、フローについて説明をさせますので、お願いします。 

○河内委員長 それと、本日皆さんにマイクを用意しておりますが、特に操作しなくても

いいということなので、事務局のほうで入れますので、その辺押さなくてもいいです。お

話しいただければ、それで入ります。 

 それでは、よろしくお願いします。座って説明してよろしいです。 

〇鈴木町民課長 本日はお疲れさまでございます。町民課長の鈴木でございます。本日所

管事務調査ということで、国民健康保険税の賦課事務及び業務の適正な遂行ということで、

資料のほうを事前に提出をさせていただいております。この後その資料に基づきまして住

民税担当の佐藤参事より説明をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○河内委員長 佐藤参事。 

〇佐藤町民課参事 町民課参事の佐藤です。どうぞよろしくお願いします。それでは、お

手元の資料に基づきまして国民健康保険税の事務処理についてご説明させていただきたい

と思います。 

 まず、国民健康保険税の月間の事務処理フローをごらんいただきたいと思います。１番

から 13 番まで丸がついておりますので、順番に沿って説明させていただきたいと思います。

まず初めに、賦課調定作業事務における留意点、確認事項ということで、①になります。

住民異動届の受理ということで、前月の処理になりますが、町民の方より資格の取得、喪

失にかかわる住民異動届を住民年金係で受理いたします。国民健康保険税資格異動事由と

いたしましては、社会保険加入、喪失、転入出、出生、死亡、世帯合併、世帯分離等がご

ざいます。内容確認後、保険医療係がシステムへの入力を行います。住民異動届の記載内

容について異動者、異動日、異動事由、これは先ほど述べました社会保険加入、喪失、転

入出があります。その添付書類の保険証写し、資格喪失証明書等と一致しているかどうか

を保険医療係が確認いたします。 

 次に、フロー図の②になります。所得照会書の送信、送付ということで、この異動届を

受理した後に処理をすることとなります。浦幌町に現年分の所得データがない方を対象と

しまして、所得の照会書を他の市区町村へ送信、送付いたします。抽出対象者としまして

は、転入者、住所地特例者、修学者に対する特例対象者、地方税法 294 条第３項該当者と
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いうこととなります。転入者につきましては、毎年賦課基準日が１月１日付ということが

ございますので、それ以降に転入された方については所得データがないということとなり

ます。また、住所地特例者というのは、他町村等で施設入所者等が該当となります。また、

修学者に対する特例対象者というのは、学生等で遠隔地に居住している方となります。地

方税法 294 条第３項というのは、住登外課税者ということで、住民票がない方におかれま

しても浦幌町に居住されている方につきましては課税権がございますので、住登外課税と

いうこととなります。回答書受理後、住民税係がシステムに所得情報を入力いたします。

担当が所得照会書一覧表を作成しまして、回答返信の有無、入力数字のつけ合わせを参事

とともに行います。 

 フロー図の③になります。課税異動分の計算ということで、住民異動届の内容をシステ

ムへ入力後、課税計算作業をシステムにて行います。住民異動届に基づいた入力内容の中

で計算漏れしている人がいないように、異動件数、異動者を担当及び参事で確認いたしま

す。 

 次に、フロー図④になります。納税、更正通知書の作成及び送付ということで、課税計

算後に送付いたします。課税データに基づき、納税、更正通知書及び納付書を作成し、課

税対象者に送付いたします。更正対象者は、増額分と減額分に分けまして、別途作成する

エクセル表にて管理しています。作成段階で資格異動内容を再度精査し、不明点等があれ

ば保険医療係に確認いたします。作成後、住民税係で発送いたします。この異動者リスト

に個人ごとの異動日、異動事由、異動税額を記載しておりますので、住民異動届、所得照

会書の入力内容と一致しているかどうかを発送前に担当及び参事、課長と確認いたします。 

 フロー図⑤になります。当初、更正分調停作業ということで、先ほどの納税、更正通知

書発付後に行います。システムにて当月分の調定表を印刷いたします。確認終了後、調定

表、異動者リストをもとにして公会計システムに起票いたします。エクセル上で管理して

いる調定表が異動者リストと連動しているため、税務システムの調定表と公会計システム

の調定額をエクセル管理している調定表の異動件数、増減額と一致させることで調定漏れ

がないように担当及び参事、課長と確認いたします。 

 フロー図⑥になります。月計整理ということで、月末から翌月初めに行います。税務シ

ステムと公会計システムで調定、収納、未納額に相違がないかを確認いたします。公会計

システムに調定額、収納額、未納額が記載されているため、納税係で作成している町税収

納報告書と各種調定表を用いて納税係と確認いたします。 

 次に、還付作業事務における留意点、確認事項についてですが、フロー図⑦になります。

還付対象者抽出ということで、課税計算後に行います。納付済みで減額更正により課税額

を下回った方を抽出いたします。誤納、重複納付分は税の種類にかかわらず、納税係で確

認作業を行います。月次更正による抽出を行うタイミングが月初めになるため、出納室も

しくは納税係に月末の日計が締まっているか口頭にて確認いたします。この締め日を月末

に統一をして処理をしております。還付対象者の中で未納額がある方は充当となるため、
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納税係に一覧表、口頭にて確認をとり、還付または充当の判断をいたします。異動者リス

トの記載にある減額更正者が還付の対象となるため、異動者リストを用いて対象者の抽出

が漏れなく行われているかどうかを担当及び参事で確認いたします。 

 フロー図⑧になります。口座未登録者への案内です。システム内で口座登録がない方を

対象に案内文と登録書を送付いたします。登録書受理後にシステム入力及び債権者登録書

を出納室に提出いたします。債権者登録後、登録内容と登録書記載内容をつけ合わせ、担

当及び参事で確認いたします。 

 フロー図⑨になります。還付、充当通知書作成、還付対象者一覧表をもとに還付通知書

を作成いたします。作成した還付充当通知書の宛名、金額、過誤納事由に誤りがないこと

をシステムにてつけ合わせた後、担当から参事に報告いたします。 

 フロー図⑩になります。還付、充当処理、税務システム及び公会計システムにて還付、

充当の処理を行います。両システム処理終了後に対象者へ還付、充当通知書を送付いたし

ます。送付前に誤送がないよう、宛先、封筒の中身を担当と参事もしくは課長と読み合わ

せ等にて確認いたします。 

 次に、徴収作業事務における留意点、確認事項について、フロー図⑪になります。督促

状の送付ということで、前月分未納の方に対して督促状を送付いたします。また、口座振

替不能者に対しての通知もあわせて送付いたします。督促状発送前に納税係とプラス１人

で２人体制ということで読み合わせによる宛名、枚数の確認をいたします。 

 フロー図⑫になります。口座振替依頼ということで、毎月 20 日から 25 日ごろに行いま

す。納税方法を口座振替にしている方を対象に、各金融機関に各種税の振替依頼を送付い

たします。毎月金融機関への依頼前に、振替税目、口座種別、口座番号の確認を各係担当

税目ごとに行います。 

 フロー図⑬になります。窓口での納税相談、これは随時行っております。納税相談の際

に分納相談や納付計画を立てます。保険医療係で短期保険証の交付を納税相談時に行いま

す。これは、浦幌町国民健康保険税滞納者対策実施要綱の運用に係る基準に沿って行って

おります。相談後、システムに相談内容の経過を残すとともに、納税係、課税担当者と参

事及び課長にて打ち合わせすることにより確認作業を行っております。 

 次に、フロー図の年間事務処理フローをごらんいただきたいと思います。国民健康保険

税の年間事務処理フローですが、ごらんのとおりでございますが、１年間の工程としまし

て、１月から確定申告の相談実施期間にあります給与報告書入力、整理作業から始まりま

して確定申告の相談期間、そういった作業を行いまして、国民健康保険税の所得割の部分

の計算を進めていきまして、当初発付に向けた国保資格等の整理等を行い、７月上旬の当

初の納税通知書の発付作業までが国民健康保険税の繁忙期という形になっております。そ

の後は随時異動の処理ということで、先ほどの説明の中での処理という形となっておりま

す。 

 簡単ですが、説明のほうは以上で終わらせていただきたいと思います。よろしくお願い



- 6 - 

 

いたします。 

○河内委員長 ただいま月間フローと年間フローについて、またそれに伴う確認事項整理、

事務作業について説明がありました。 

 ただいまの説明を受けて、質疑をこれからとりたいと思いますが、発言は挙手の上お願

いします。 

 それでは、ありましたら発言をしていただきたいと思いますが、いかがですか。 

 伊藤委員。 

〇伊藤委員 それでは、まず提出いただいたマニュアルというのは前からあるものなので

しょうか、いつ作成されたものなのでしょうか。 

○河内委員長 いかがでしょうか。 

 佐藤参事。 

〇佐藤町民課参事 マニュアルというわけではなくて、今回の所管事務調査にあわせて整

理表ということで作成させていただきましたが、従前から行っている作業を内容を整理し

てまとめたものでございます。ですので、特に従前からあるマニュアルということではご

ざいません。 

○河内委員長 伊藤委員。 

〇伊藤委員 そうすると、国民健康保険の徴収、還付の手続に関して浦幌町においてマニ

ュアルというか、こういうフローだとか、そういうものは今まで存在していなかったとい

うことでよろしいですか。 

○河内委員長 佐藤参事。 

〇佐藤町民課参事 特にそれぞれの事務作業でマニュアルというものはつくっておりませ

んが、それぞれ事務処理については適正に処理するために各係間で確認しながら通常行っ

ておりますので、改めてこの確認の整理表をつくったことによって、従前行っていた作業

が改めて確認できたということはあったかと思いますが、こういうマニュアルというのは

それぞれの事務の中では特にはつくっておりません。 

○河内委員長 伊藤委員。 

〇伊藤委員 こういうフローだとかマニュアルというのはつくっていないというのは、町

民課だけのことなのでしょうか、それともほかの課でもこういうマニュアルだとかフロー

だとかはつくっていないものなのでしょうか。 

○河内委員長 佐藤参事。 

〇佐藤町民課参事 全ての課がわかっているわけではありませんけれども、事務分掌の中

でそれぞれの係が事務事業を行っております。それぞれの事務分掌に合わせて、職員異動

がありますので、異動のたびにこれに似たようなものの細かい事務の事務引き継ぎ書とい

うものを作成しまして上司に報告しているのですが、その中で事務の内容については、こ

れとはちょっと違いますけれども、いろんな部分でのやってきている中身ですとか、時期

的なものですとか、懸案事項ですとか、そういったものは引き継ぎをしておりますので、
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そういった中で、事務もずっと同じではありませんので、その時代、時代に合わせた内容

となっておりますので、そういった中身でそれぞれの職員が引き継ぎを行いながら適正に

処理されているというふうに考えております。 

○河内委員長 伊藤委員、今回は所管事務調査は先ほどから説明しているように、町民課

の国民健康保険税の財務事務及び業務の適正な遂行ということですので、なるべくテーマ

からそれないように質問してください。 

 伊藤委員。 

〇伊藤委員 それでは、第２回定例会で行政報告がありました加算金が発生したというこ

とで、還付がおくれたということで加算金が発生したというご報告をいただいております。

それについてちょっとお聞きしたいのですが、まず還付加算金の起算日と終結日というの

はいつになるのでしょう。 

○河内委員長 佐藤参事。 

〇佐藤町民課参事 まず、起算日につきましては、納税された日の翌日となります。それ

から、終結日につきましては、この還付を決定した日までとなります。その期間を基準の

利率をかけまして算定しまして、計算しているというような内容でございます。 

○河内委員長 伊藤委員。 

〇伊藤委員 ちなみに、利率は何％なのですか。 

○河内委員長 佐藤参事。 

〇佐藤町民課参事 現在は 1.6％となっております。内容としましては、短期貸し出し約

定平均金利、現在は 0.6％となりますが、それに１％足した利率ということで算出となっ

てございます。 

○河内委員長 伊藤委員。 

〇伊藤委員 先ほど還付加算金の起算日が納税日の翌日というお話をいただきました。そ

うすると、今回業務が遅滞したことによって還付加算金が発生したと私勘違いしていたの

ですが、そうではなくて、還付加算金は業務を遅滞していなくても発生するものというこ

との理解でよろしいでしょうか。 

○河内委員長 佐藤参事。 

〇佐藤町民課参事 還付なり更正全般ですけれども、例えば社会保険の加入、喪失という

届け出があるかと思います。この場合につきましては、通常基本的には２週間以内に届け

出をされるのが原則でございますが、場合によっては届け出が遅延されるということがあ

ろうかと思います。その場合については、先ほど委員がおっしゃったように、納税日から

還付がもし発生した場合の決定日までの期間が業務にかかわらず発生するということは考

えられますので、通常その場合、金額によりますけれども、先ほどの 1.6％をかけた場合

発生するということは当然可能性としてはございます。ですので、町民の皆様には届け出

についてはなるべく早く、事由が発生した場合については遅滞なく届け出をしていただく

ように周知はさせていただいているところでございます。 
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 以上です。 

○河内委員長 伊藤委員。 

〇伊藤委員 この前の行政報告で 41 世帯の方々の還付金の支払いにおくれが生じたとご

報告をいただいております。そのうち４世帯について加算金が発生したということです。

そうすると、この４世帯について加算金が発生したというのは正確に言うと 41 世帯に加算

金が発生するのだけれども、４世帯については必要のない加算金が発生したという理解で

いいですか。 

○河内委員長 町民課長。 

〇鈴木町民課長 41 世帯って申し上げていましたのは、41 世帯に還付が発生しました。そ

のうち加算金につきましては４世帯の方に加算金が発生しているのですけれども、そのう

ち１世帯は今回の処理がおくれたことに関係なく、通常処理した決定日であっても加算金

が発生しておりましたので、詳しくはそこまで述べておりませんけれども、４世帯のうち

１世帯は既に加算金が発生していたということになります。３世帯は今回の措置がおくれ

たということで加算金が発生したということです。 

○河内委員長 伊藤委員。 

〇伊藤委員 おくれたことによって加算金が余計に発生したということなのですけれども、

その金額というのはお幾らになりますでしょうか。 

○河内委員長 町民課長。 

〇鈴木町民課長 処理日は一応想定の処理日を前提にした場合、今回は加算金が 6,900 円、

４世帯で発生して、還付しておりますけれども、うち通常処理しても 1,800 円発生してい

ただろうということで、5,100 円通常よりかかってしまったというふうに想定しておりま

す。 

○河内委員長 今の説明でわかりましたか。 

〇伊藤委員 もう一度確認します。 

 41 世帯の方々の還付金の支払いにおくれが生じという行政報告だったのですが、済みま

せん、もう一度確認したいのですけれども、４世帯以外、38 世帯は還付金自体は発生した

のだけれども、課税対象外なのか、それともそもそも発生していないのか、それはわかり

ますか。 

○河内委員長 町民課長。 

〇鈴木町民課長 41 世帯に還付金を返しております。還付加算金につきましては計算全て

しますけれども、2,000 円未満の場合は還付加算金が発生しないということになりますの

で、残り 38 世帯は還付加算金は発生していないということでございます。 

○河内委員長 沼尾委員。 

〇沼尾委員 それでは、今回の件について状況と原因のところについてちょっと質疑させ

ていただこうと思うのですけれども、先ほど資料をもとに説明していただいたのですが、

担当者と参事で確認という箇所が何カ所もあったのですけれども、確認作業というのは具
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体的にどういうふうに行っているものなのでしょう。 

○河内委員長 佐藤参事。 

〇佐藤町民課参事 それぞれの場面によりまして確認の仕方は違うのですけれども、先ほ

どからお話をさせていただく中で、調定表ですとか、いろんな表、例えば住民異動届です

とか、そういったそれぞれのかかわる帳票の名前が出てきたかと思います。基本のものは

住民異動届なのですけれども、その住民異動届に基づきまして、例えば所得照会書一覧表

を作成するですとか、調定表を作成するですとか、それぞれの流れの中でかかわる帳票が

ございますので、それを一人でということは確認になりませんので、私と担当しか係には

おりませんので、主に２人で読み合わせを行っているというのが確認作業の基本的なやり

方でして、またシステムで出てくる調定表と先ほど説明しましたエクセル表で管理してい

る調定表ですとか、そういった二重に調定表を作成することによって、入力間違いがない

のか、あるいはエクセル表に間違いがないのか、その辺も確認作業をしながら、随時作業

を進めている。個々、個々の作業工程によってつけ合わせる帳票は違いますけれども、ま

ず基本的に２人で確認作業を、読み合わせが基本になりますけれども、つけ合わせをして

いるという状況があります。 

 以上です。 

○河内委員長 沼尾委員。 

〇沼尾委員 それでは、今回国民健康保険税の還付処理について遅滞なく還付しなければ

いけないところがちょっとおくれてしまったということですけれども、先ほど説明をして

いただいた月間の事務処理フロー、月間事務処理フローのどこに問題があって、今回この

ようになってしまったのか、得喪のシステム入力する時点でシステムに入力しなくて、こ

ういうふうになってしまったのか、それとも調定作業のところでおくれが生じてしまった

のか、このフローの中でどこでそういうおくれが生じてしまったのかというのをちょっと

説明していただきたいです。 

○河内委員長 佐藤参事。 

〇佐藤町民課参事 フロー図でいきますと、⑨番、⑩番のところになるかと思います。そ

こまでの作業は随時行っていたということになりますが、最後の還付、実際に還付すると

ころの作業が遅滞されていたということになります。その原因ということはなかなか申し

述べることはできないのですけれども、事務処理を怠っていたということしか言えないわ

けでございますが、毎月の作業は実際に行っておりまして、当然増額と減額ございますの

で、増額の部分については更正通知書というということで税額がふえますので、納税通知

書も出ます。納付書も出ます。税を納めていただくという処理になります。逆に納め過ぎ

た方については還付ということになりますので、そこまでの還付の一覧表まではできてい

たところでございますが、その後の実際の還付、町民の方にお金を返すという作業の部分

で遅滞されていたといようなことの内容でございます。原因については何とも言いようが

ございませんけれども、職務が停滞していたということしか言いようございません。 
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 以上です。 

○河内委員長 沼尾委員。 

〇沼尾委員 ⑨番ということだったのですが、先ほど担当者と参事が２人で読み合わせ等

を行っているということでしたが、そのときにも発見はされなかったということですよね。 

○河内委員長 佐藤参事。 

〇佐藤町民課参事 その当時は私別な部署におりましたので、何とも言いようがないので

ございますが、当時は課長補佐という者が担当係長でおりまして、当然処理作業が行われ

ていない場合についてはこのフロー図に基づいてその仕事を促すということが当然であっ

ただろうと思うのですけれども、そこの原因については何とも言いようがないという状態

でございます。済みません。 

○河内委員長 伊藤委員。 

〇伊藤委員 先ほどフローの⑨、⑩の処理がおくれたというお話いただいたのですけれど

も、その前に税額が変わった場合更正通知書というのを送付すると思うのですが、それは

送付しているのですか。 

○河内委員長 佐藤参事。 

〇佐藤町民課参事 先ほどお話ししましたように、増額分については処理をしておりまし

て、更正納税通知書と納付書を添えて町民の方には納付いただかなければならないもので

すから、お送りさせていただいているところなのですけれども、その後の実際に還付とい

うところの通知書は発送はできていないといいますか、当然還付するためには公会計シス

テムの中で誰々に幾らお金を戻すという、要するに伝票を切らなければならないのですけ

れども、その作業が行われていなかったということでございますので、当然更正通知書は

出ているのですけれども、還付の作業がそこまで、その後がいっていなかったということ

になります。 

○河内委員長 伊藤委員。 

〇伊藤委員 私の理解では、保険料の算定して、変更になりましたということで一回通知

書を送って、その後還付金が確定したらまた還付通知書というのを送るのかなと思ってい

たのですけれども、そうではないのですか。 

○河内委員長 佐藤参事。 

〇佐藤町民課参事 今の委員のおっしゃるとおりで、当然更正通知書はお送りいたします。

その後に還付の方には改めて還付通知書ということをお送りしますので、処理した時点で

は更正通知書は作成されて送付されているというふうに認識はしております。 

○河内委員長 伊藤委員。 

〇伊藤委員 そうすると、更正通知書は送って、還付金がありますよという通知がなされ

なかったと、そういう理解でよろしいですか。 

○河内委員長 佐藤参事。 

〇佐藤町民課参事 更正通知書につきましては、処理をした時点での日付で納税者の方に
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お送りすることになりますので、例えば２月に異動かかっていれば２月、３月に異動にな

っていれば３月という日付で通知書が出ますので、それは送付されているというふうに認

識はしております。ただ、還付通知書については、還付決定した日の日付でお送りするこ

とになりますので、その処理が遅延されていたということになるかと思います。 

○河内委員長 森委員。 

〇森委員 １点確認していただきたいと思うのですけれども、先ほど確認事項の整理表と

いうことで詳細的に説明をいただいたわけでございます。伊藤委員からも話が出ていたの

ですけれども、人事のときに担当がかわりますでしょう、そういうときにはこういう確認

事項というのですか、そういうのを一から話し合っているとか、その辺はどうなのですか。 

○河内委員長 佐藤参事。 

〇佐藤町民課参事 今回この所管事務調査にあわせまして、改めて事務事業を見直す意味

を含めまして確認事項整理表をつくらせていただいたのですけれども、ここまで一つ一つ

細かい作業工程を記したフローといいますか、マニュアル等についてはそれぞれの係で持

っているかどうかはちょっとわからないのですが、先ほど話したようにそれぞれ係には事

務分掌というのがございますので、事務分掌に合わせて、こういった事業がいついつ、ど

こでどうというのを事務引き継ぎ書というものに細かく記載しまして、異動の際には引き

継ぎというのを行います。それも各係長、係、それが確認して上司に報告するような形に

なりますけれども、できれば今後こういったものも作成しながら、人がかわっても事務作

業がおくれないような形で、こういったものも各係で必要になってくるかなというふうに

再認識したところです。 

○河内委員長 森委員。 

〇森委員 これだけ詳細的に書いてあるシステムというのですか、これは本当にかわりま

したらその都度、その都度、間違いないと思いますが、こういうのをつくっていただけれ

ば、今後ともそういう面でもぜひこれを継続していただきたいなというふうに思います。 

○河内委員長 福原委員。 

〇福原委員 行政報告を受けてから初めて、ああ、こういうことも発生することがあるの

かということで正直驚きました。担当者間の事務引き継ぎも含めて、町民課でこのことに

携わる人間は何人いて、どのような連携というか、先ほどから事務引き継ぎで細かくとい

う説明がありましたが、もっと具体的なことをやっていかないとまた発生する可能性があ

るのです。その確認作業というのでしょうか、それをどこできちっとやって、今後やって

いけるのかなというふうに思うのですけれども、その辺はどうなのでしょう。 

○河内委員長 町民課長。 

〇鈴木町民課長 今回国民健康保険税の賦課に関しては、基本的に住民税係のほうで担当

しておりまして、係長、現在の体制としては参事が係長兼務しておりますので、あと係と

２人おります。あと、資格喪失云々は、窓口は当然おりますけれども、保険医療係という

ことで係長以下全部で３人おります。特にそのうち担当が１人、保険医療係がおりますの
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で、保険医療係の担当と賦課を担当する係と、この２人は常に連携をとっております。そ

の上にそれぞれ係長というか、参事おりますので、担当者だけでは当然今おっしゃったよ

うに確認の漏れとか、そういう不十分な部分がありますので、そこは係長で常に点検をし

ていくという体制を改めて確認いたしました。それで、本来毎月処理すべきところがされ

ていなかったという部分につきましては、週間スケジュールというものをうちの課はもと

もと７月から採用しておりまして、毎週係長から私のほうに提出していただいております。

ただ、形骸化していた部分がございますので、何々用務ということだけではなくて、具体

的にどういう事務をいついつまでにやるのかということを再度明確に記載してもらうよう

にして、これは私のところに来たら私がまとめて、全ての係、町民課全員にフィードバッ

クして、誰がいつどういうこと、休むことも全部記載して、どこに出張するかも含めて記

載しておりますので、いつ、誰がどういうことをしているかということがわかるようにし

ております。それだけでは当然不十分なのですけれども、保険医療係と住民税係で今回つ

くった内容を改めてそれぞれ確認し合って行っております。 

○河内委員長 福原委員。 

〇福原委員 今の説明を受けますと、これからということだと思うのです。毎年というか、

同じような事務処理を一人の人間がしていて、参事ですとかいろいろな人と確認事項をし

ながら執行されていればこういう間違いはなかったと思うのです。多忙なことは、本当に

３月なんかは非常に人の動きが多くて、大変担当の方も苦慮しているのではないかなとい

うふうに思っています。それで、もっと、やっていてどこかの時点で事務改善というか、

そういったものをコンピューターのシステムを含めてできるかできないかというようなこ

とは、これから考えられるでしょうか。 

○河内委員長 町民課長。 

〇鈴木町民課長 システム的なことにつきましては、これ以上のことはできないかと思い

ます。あとは、人間がそこら辺の声のかけ合いとか、上司が常に部下、係の業務内容を把

握していくということを、再度基本的なことを改めて行うということしかないのだろうと

思っていますので、またあともう一つ大事なことは、担当者、特に若い職員が今回のこと

につきましても年度内の処理ということが多分あったのだと思うのです。年度内の処理と

いうのは、通常４月から３月が一つの年度でございますけれども、会計処理としては４月、

５月が出納閉鎖期間ということで、４月、５月中に処理をすれば、前の年度というか、３

月までの処理ということになりますので、今回も５月末までに口座振替が終わるというこ

とで、それで事が足りるわけではないのですけれども、年度内処理ができたというふうに

感じていた部分が多少見受けられますので、そうではなくて、そこに足りなかったのは何

かというと、町民に対する速やかに返すという部分がちょっと足りなかった部分がござい

ますので、それは我々管理職が改めて若い職員にそこは徹底しなければいけないことだろ

うと思っておりますので、そこは面談等で改めて訴えております。 

 以上です。 
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○河内委員長 伊藤委員。 

〇伊藤委員 今回の事務処理のおくれというのはどういうきっかけで判明したのでしょう

か。 

○河内委員長 町民課長。 

〇鈴木町民課長 還付処理が５月のときに決裁として上がってきましたので、私の時点で

異動日を見まして、かなり早い何カ月も前の異動日もありましたので、これはどうしたの

だということで私のほうで本人に確認しまして、そこで判明した次第です。 

○河内委員長 伊藤委員。 

〇伊藤委員 そうすると、５月の時点で還付対象者が通常よりも多いということで、これ

はおかしいということでお気づきになったのですか。 

○河内委員長 町民課長。 

〇鈴木町民課長 決裁文書の中で、異動日がいつだとか、そういうことも書類の中にあり

ますから、それを確認したときに、通常であれば４月だとか、遅くても３月のものであれ

ば問題はないのですけれども、それが２月であったり１月であったりという部分がありま

したので、その内容を確認したわけで、それで判明したわけです。 

○河内委員長 伊藤委員。 

〇伊藤委員 それは、毎月やるものではないのですか。５月で発覚したというのはおっし

ゃっていたのですけれども、２月時点、３月時点でもそれは発見できるものではなかった

のですか。 

○河内委員長 町民課長。 

〇鈴木町民課長 おっしゃるとおりなのですけれども、それは還付処理という手続といい

ますか、事務処理を行って初めて決裁上げてくるものですから、それがないときも、通常

はないことはないのですけれども、１件でも２件でも当然あるはずなのですが、それがず

っとされていなかった。それが毎月上がってこなかったではないかということの確認漏れ

を私のほうでしていなかったという反省はございます。 

○河内委員長 伊藤委員。 

〇伊藤委員 毎月想定増減の稟議書が上がるようなお話を聞いたのですけれども、それは

事実ですか。 

○河内委員長 佐藤参事。 

〇佐藤町民課参事 先ほどの説明の中で、毎月の住民異動届に基づきます社保加入、喪失

等の異動届に基づいた税の増減につきましては、当然更正通知書の異動までは行っており

ますので、そういう事務処理は行っているところでありますけれども、その中で還付の対

象者になった方の処理がされていなかったということになりますので、毎月、例えば１月

の異動分でしたら２月、２月の異動分でしたら３月ということの処理は通常行ってきてお

ります。ただ、その中の最後の還付という部分の処理がなされていなかったということに

なります。 
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○河内委員長 伊藤委員。 

〇伊藤委員 そうすると、調定増減表みたいなものを毎月見て、これはおかしいというこ

とはわからなかったということですか。 

○河内委員長 佐藤参事。 

〇佐藤町民課参事 当然異動に伴いまして、更正ですから増と減がありまして、調定も増

と減ということで処理されます。ということでいけば、増減はあるのですけれども、減に

なっても納付が多くなければ還付が発生しないわけですから、全てが還付対象者ではあり

ません。その中でも還付が月にゼロ件という場合もあろうかと思いますけれども、それが

１件、２件発生したものが処理がされないまま５月まできてしまったというのが積み重な

った件数が先ほどのおっしゃった件数だと思います。それまでの増減の処理については、

通常の毎月の処理で行われていた。それは間違いないのですけれども、最後の還付対象者

に対する還付処理、先ほどお話ししました⑨、⑩の作業が行われていなかったということ。

理由はいろいろありますけれども、されていなかったというのが実態であります。 

○河内委員長 沼尾委員。 

〇沼尾委員 先ほどに引き続き状況と原因についてちょっとお聞きしたいのですけれども、

⑨番のところで還付・充当通知書を作成するということで書かれていますけれども、先ほ

ど送付されなかったと、送付はされていないということでしたが、還付・充当通知書とい

うのをつくる段階はどうだったのでしょう。つくられていたのか、それもつくっていなか

ったのか。 

○河内委員長 佐藤参事。 

〇佐藤町民課参事 それ以前の、システムで処理していきますと還付対象者の一覧表とい

うのは当然作成されますので、それに基づいて還付の手続、⑨、⑩に行くわけですけれど

も、還付の通知書ができ上がれば還付の決定日になりますので、先ほど起算日の話ししま

したけれども、それが決定日までになりますので、当然それは還付通知書は作成されてい

なかったと。作成されたのが５月だったということになりますので、例えば１月に納めた

方が５月に返しますので、当然日数があります。率を掛けて、それで還付加算金発生した

というようなことになったということでございます。 

○河内委員長 沼尾委員。 

〇沼尾委員 それでは、還付対象者一覧表というのはつくられていたのですか、その段階

で。 

○河内委員長 佐藤参事。 

〇佐藤町民課参事 毎月の異動処理の一連の流れの中で還付の一覧表というのはシステム

の中から出てきますので、その中でこの方に幾ら還付ですよというのが出てきますので、

当然一覧表は毎月その都度出てきます。 

○河内委員長 沼尾委員。 

〇沼尾委員 ということは、還付一覧表は出てくるということは、還付一覧表が出てきて、
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還付・充当通知書を作成するという段階で恐らくミスがあったのかなと思うのですけれど

も、還付・充当通知書をつくったかつくっていないかというところまでは確認は行わない

のですか、担当者と上司で。 

○河内委員長 佐藤参事。 

〇佐藤町民課参事 委員のおっしゃるとおり、通常は確認するべきものだと思います。還

付一覧表がございますので、例えば何月の異動分は還付の方が誰々で、幾らで何というの

は全てわかりますので、還付の対象者が抽出されますので、その後の作業で、先ほどの説

明の中でそれが⑦番になります。その後、還付する人に対して還付する口座がなければ還

付の口座の確認をするのが⑧番になります。⑧番、⑨番、⑩番というのは一連の流れにな

りますので、当然⑦ができていれば⑧、⑨、⑩というふうに行くのが通常でありますので、

そこの作業がされていなかったということになります。 

○河内委員長 町民課長。 

〇鈴木町民課長 補足なのですけれども、されていなかったという、全てやっていなかっ

たということになってしまうのはあれなのですけれども、基本的に口座に返すという作業

になりますので、口座がわからない方にはご案内します。口座番号教えてくださいという

ことで、電話等では確認できませんので、文書で確認します。中にはなかなか返信してい

ただけない方がいらっしゃるものですから、担当者としてはどうしても一度に全て処理し

たいというふうになってしまうものですから、それを待ってしまうということで、多少時

間のずれというか、それがございました。それはもともと毎月あるのですけれども、今回

は特にそれがまとめて全部、確定申告の事務もあって何カ月分をまとめてやってしまった

というのが今回のことの原因なのかなというふうに思っていますので、全て何もやってい

なかったということではなく、同時進行で少しずつやっていたのですけれども、最後にま

とめて処理をしたということになると思います。 

○河内委員長 佐藤参事。 

〇佐藤町民課参事 あわせまして、今課長が話したように、口座が未登録の方については

ご案内をして口座を確認するのですけれども、なかなか返ってこない方もいらっしゃいま

す。ですが、もともと口座がわかっている方もいらっしゃいますので、その方に対しては

当然遅滞なくなるべく早くお返しするというのが原則ですので、それは先にご案内をして、

還付の手続を進めます。口座が未登録の方については、並行してご案内をして、返ってく

るまで待つのですけれども、その方ともともと登録されている方については分けて作業を

今は行って、もともとそれが通常なのですけれども、まとめてではなく、わかっている方

は先に返すと、わかっていない方はおくれてでもわかり次第返すと、そのような形で今は

徹底させていただいております。 

○河内委員長 伊藤委員。 

〇伊藤委員 そうすると、口座が登録されていない方に連絡するという、そこの時点では

もう還付額が決まっているということなのですか。 
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○河内委員長 佐藤参事。 

〇佐藤町民課参事 そうです。 

○河内委員長 伊藤委員。 

〇伊藤委員 そうすると、加算金というのは支払い日の翌日から決定日までの間なので、

加算金は変わらないという考え方ですか。 

○河内委員長 佐藤参事。 

〇佐藤町民課参事 今委員のおっしゃるとおり、決定日で計算しますので、実際にその後

口座確認して返すまでは当然日数何日かかかります。この期間は算入されませんので、幾

ら返すと決定した日で計算しますので、加算金が例えば決定になれば数字は変わりません。

発生しない場合が多いのですけれども、ほとんどなのですけれども、という形になります。

当然伝票切ってから口座に振り込むまで若干の日数かかりますので、それは期間には算入

いたしません。 

○河内委員長 伊藤委員。 

〇伊藤委員 そうすると、加算金が決定しました。還付まで時間があると思うのですけれ

ども、加算金を決定する手続が全然なされていなかったということですね。 

○河内委員長 町民課長。 

〇鈴木町民課長 先ほど言ったように、口座番号とか、それが全てわかった時点で決定を

しますので、投げていたということではなくて、口座がはっきりして、還付通知書を作成

します。その日が決定日ということですから。 

○河内委員長 伊藤委員。 

〇伊藤委員 そうすると、口座わかっている人はここですと、口座わからない人はもっと

延びるということですか。還付金の額というのは口座わかっている人はここでもう決定し

ますと、口座わからない人は延びるという理解ですか。 

○河内委員長 町民課長。 

〇鈴木町民課長 先ほど参事が述べたのは、わかっているやつは早く返せますから、その

時点で決定します。その日が決定日。わからない方については、まだ決定できませんので、

わかった日まで延びてしまうということはあるかと思います。 

○河内委員長 伊藤委員。 

〇伊藤委員 そうすると、口座わからない人はいつまでたっても加算金の額というのは決

まってこない。だから、例えば口座教えてくださいという連絡をして、返答がない場合は

ずっと加算金というのは発生するものなのですか。 

○河内委員長 佐藤参事。 

〇佐藤町民課参事 基本的には加算金はほとんど発生しないのです。ですので、今課長が

話ししたように多少は待つのですけれども、余り待つと計算が変わってきますので、そこ

は窓口払いという方法もございますので、そこは１週間待って返信が来なければ、電話連

絡をしまして、それでも連絡がつかない場合については窓口払いという処理で決定させて
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いただいておりますので、全てが本来は口座がよろしいのですけれども、それにこだわっ

ているわけではなくて、早く決定して早くお返しするというのが原則ですので、そこは口

座ではなく窓口払いの中で決定をさせていただいて、還付加算金が発生しないような形で

は処理はさせていただいております。 

○河内委員長 伊藤委員。 

〇伊藤委員 そうすると、先ほど鈴木課長がおっしゃっていた今回の事務処理に関しては

口座の登録と一緒に還付金の支払い決定日をしたかったと、ただ口座登録がおくれたため

にだんだんとそれが延びていって、今回の還付金の遅滞が生じたという理解でよろしいで

すか。 

○河内委員長 町民課長。 

〇鈴木町民課長 結果論としてはそういうふうになってしまいました。それで、今参事が

決定日を早くして窓口払いという方法もあるという頭が担当者の中にはちょっとなかった

ものですから、それを上司に相談をして、こういう状況だということなので、どうしたら

いいですかということを上司に求めていただければ、今参事が言ったような指示を出せた

ということもありまして、そこの連携がちゃんとされていなかったということもありまし

た。その点も反省点でございます。 

○河内委員長 伊藤委員。 

〇伊藤委員 そうすると、上司と相談すればこの問題は防げたとおっしゃっていますけれ

ども、部下との関係は良好でしょうか。もし話しづらい上司であれば、相談も難しいのか

なと今ちらっと思ったのですけれども。 

○河内委員長 答えられる範囲で。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 それは、人間ですから人間の好き嫌いも当然ありますし、馬が合うとか

合わないとか当然ありますけれども、仕事上の話ですので、それは関係ないことで我々は

思っています。仕事で、町民に対することですから、それに影響されて町民に対する不利

益を生じてはならないということは大前提ですので、そういうふうに指導しております。 

○河内委員長 佐藤参事。 

〇佐藤町民課参事 職員全体に言えることなのですけれども、若い職員が今多く入ってお

ります。それで、どうしても世代間のいろんな感覚のずれというものもいろいろあろうか

と思います。そういった意味で、日ごろから職員のコミュニケーションを図る中で横のつ

ながり、上司と部下でございますけれども、そういったことは仕事、公私もありますけれ

ども、なるべく人間関係がうまくいくように我々管理職としてはなるべく若い人にも積極

的に声かけるようにはしていっておりますし、これからもしていきたいというふうに考え

ております。 

○河内委員長 伊藤委員、個人的な問題にかかわることは余りここでは発言しないように。 

 ほかにありますか。 
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 福原委員。 

〇福原委員 先ほどもちょっとお話したのですが、人事異動とか業務多忙ということはど

の課にも想定されることでありますので、毎月、毎年の定型業務部分についてこういった

リスク管理を今後どのように進めていくか考えていく必要性があると思うのですが、その

点についてはいかがでしょうか。 

○河内委員長 副町長。 

〇山本副町長 これまでこの関係につきましては、今課長と、それから参事を中心にお話

しさせていただいたのですけれども、今福原委員からのご質問に関しては総体的な関係に

なるのかなと思いますので、私のほうからお話しさせていただきますけれども、今回の国

保についてももともとは毎月締めて、翌月には取得とか喪失に係るものについて還付とか

賦課という繰り返しの業務であります。ですから、正直言っていろいろ説明する中で苦し

い部分があるのですけれども、それが年明けてから担当者が年度末でいいのでないかとい

う扱いの中で、そういった思い込みというのですか、なった業務で、最終的には上司であ

る係長や補佐や課長もいたわけですから、毎月毎月のものがどうしてわからなかったかな

というところがありますけれども、そういったところに関しましては今回改めてそういっ

たものを検証させていただいて、町民課の中でいきますとこういった係がそれぞれありま

すので、先ほど課長が説明しましたように、係間の連携をより図っていくということと、

週間業務で点検も行っているということですので、それを日々忘れないように進めていく

ことかなというふうに考えています。 

 今は町民課のことに関してなのですけれども、それぞれ庁舎内であれば人事異動もあり

ますし、そのほかでほかの課の仕事を手伝ったりとか、そういった連携をとっているとこ

ろなのですけれども、こういったルーチン業務に関して特にそれぞれの確認がおろそかに

なったりとか、それから若く新しく来た職員とかにきちんと事務手続に関して徹底がされ

ていないということがほかの課でもやっぱり見受けられる部分がありますので、これに関

しましてはそれぞれの課長、それから管理職を通じてしっかり連携体制をとるように役場

の中で今改めて周知徹底を図っているということでございますので、ご理解いただきたい

というふうに思います。 

○河内委員長 あと、今の質問にかかわることなのだけれども、マニュアル化ということ

が先ほどから委員から出ているのだけれども、その辺については何か考えはどうですか。 

 副町長。 

〇山本副町長 今回国民健康保険税の形で説明に関するものということでこういったフロ

ーを用意させていただきましたけれども、ほかの課でも同じような形ではなくてもそれぞ

れ、町の場合は条例があって、規則があって、要綱、それから規程等がありますので、そ

れに基づいて事務手続は行っているところなのですけれども、部分的にはこういったフロ

ーとかマニュアルもございますので、全ての業務がそういった形にはなっていない部分が

ありますけれども、要所要所で、特にこういったルーチン業務とか特殊な業務に関しては
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そういったものを徹底してまいりたいというふうには考えているところでございます。 

○河内委員長 ということは、順次マニュアル化は図っていきたいということですね。そ

の課にもよるけれども。 

 副町長。 

〇山本副町長 今形は違いますけれども、そういったものもありますし、そういった不備

な部分についてはきちんとした整理が必要かなと思いますけれども、全ての業務に関して

ということまではちょっと考えてはいません。 

○河内委員長 ただ、引き継ぎによっては上の課長だとかいろいろかわっていく中で、課

全体としてきちっとしたマニュアルがあれば、担当者がかわっても引き継ぎ事項というの

は明確にマニュアルの中に載っているということだから、そういうことでの考え方という

のはないのですか、今言った中で。 

 町長。 

〇水澤町長 マニュアル化というのは、目に見える形でマニュアルつくるというのも大事

ですけれども、担当者は人事異動の中でかわりますから、そういう面では引き継ぎ事項と

いうのは文書化されて、文書できちんと決まっているのです。マニュアルでわからない部

分ありますから、当然そこは文書化できちっと引き継ぎをするというのが基本ですから、

そこは行っている。ただ、今回皆さんにわかるようにマニュアル化しただけで、職員これ

だけ見たってわかりませんから、本当に事務処理の中で事務引き継ぎの中できちんと伝え

ていくというのをやっている。ただ、これをつくっているところも中にはありますけれど

も、全てがつくっていないというような状況ですから、今後とも事務処理の引き継ぎはき

ちんとこれからもやっていくということでは必要だというふうに思います。 

 ただ、今回行政報告させていただいた中では、全く不手際であります。単純に作業を進

めていく中で還付金の通知書をつくっていなかったという根本的な不手際があったという

ことで、このたび行政報告させていただきました。そういう面では、課内の連携不足もあ

ったということも認めざるを得ないという状況ですから、今後そういうことがないように

しっかり事務処理も含めてやっていく必要があるということはお互いにこのたびの不適正

な措置の中でそれぞれの課に通達をして、厳重注意もさせていただいたという状況であり

ます。 

○河内委員長 ということは、引き継ぎ事項を的確に行うために今後マニュアルを作成し

て、作業手順、そういう内容を的確に職員がかわってもマニュアルによって伝えていくと

いう、そういう考えは今のところないのですか。 

 町長。 

〇水澤町長 一番必要なのは、マニュアルだけではなくて、課内の連携だと思います。そ

れ一人だけ持っていても、担当者だけではわかりませんから、そのチェック機能をどうや

ってつくっていくかというのが大事なので、それは課内の連携きちっとするということが

大事であろうというふうに思っています。今言っているように、フロー図は事務処理の中
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であるのです。それぞれ職員が持っている。引き継ぎになって、ありますから、これは当

然わかっている話なので、それを前提に今お話ししているのですけれども、これだけでは

担当一人ではわからないので、先ほどから係の者が説明したとおり、連携をきちんとして

いく、これが今連携が不足していたために不手際が生じてしまったということですから、

今後の連携をきちんとしていくと。フロー図よりは連携をきちんとしていかなければミス

は起きてしまう。ミスというか、不手際が起きてしまう。これをきちんと今後はしていき

たいということです。 

○河内委員長 今回資料をご提出受けた中で、非常にわかりやすく各課の連携がここに載

っております。私は、この内容を見るとマニュアルにほぼ匹敵するような内容ではないか

と。このフローも月のフロー、年間フロー含めて、業務における留意点と確認事項整理表、

これは本当にすばらしいものだなと思っております。今後十分この辺検討して、よりそう

いったものの過ちがないように改善していっていただきたいなと思うわけですけれども、

ほかに何かありませんか。 

 森委員。 

〇森委員 今も町長のほうからもお話がございまして、この件につきましてはあってはな

らないことなのです。そういう面では、内部的なことも今お聞きしましたし、担当の方が

繁忙であれば、上司の方、そういう連携というのを、お互いに信頼感を持って、今後まず

こういうことがないようにやっていただきたいなというふうに思っております。 

 以上です。 

○河内委員長 あともう一点、私のほうからお願いしたいというか、今後検討していただ

きたいこととして…… 

（何事か声あり） 

○河内委員長 沼尾委員。 

〇沼尾委員 何回もくどいですけれども、今回担当者が還付・充当通知書を作成できなか

ったということについて、口座未登録者に案内送付して、口座を確認するということもあ

ったということですけれども、これを窓口支払いに切りかえるということも含めて今後文

書で、先ほどから言っていますけれども、マニュアルでということも個人的には望んでい

る。 

 そして、もう一点です。組織として確認作業の中で担当者が忘れていたことを発見でき

なかったということについて、それはマニュアルとかではなくて、チェック表とか、そう

いうものというのをつくって組織として担当者が忘れていたものを発見するというような

仕組みというのをつくっていかなければいけないのではないのかなというふうに思ってい

ますけれども、その辺はどうでしょうか。 

○河内委員長 町民課長。 

〇鈴木町民課長 今おっしゃられた件につきましては、現時点でこのようなマニュアル的

なものをつくらせていただきまして、今まで不十分だった点、係長といいますか、参事か
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わりましたので、今係とそこら辺の詰めを行っております。チェックリスト的なことが必

要かどうかは今ここではご回答できませんけれども、特に税はお金にかかわることでござ

いますので、特にお金に係る部分につきましては速やかに返さなければ、１円でも 10 円で

も速やかに返すというのが大前提ですので、そこら辺もう二度とこういうことが起きない

ような方法を考えていきたいというふうに今考えておりますので、チェックリストが適切

かどうかは今回答はできませんが、そういうことを今検討しております。 

○河内委員長 伊藤委員。 

〇伊藤委員 今回の業務の遅滞に伴う還付加算金が増加してしまったということで、いろ

いろと対策、方法は考えているというお話をされていたのですが、地方自治法が改正され

て、内部統制を行うべきという方向の流れになっております。それで、内部統制制度を考

えることはないでしょうか。 

○河内委員長 副町長。 

〇山本副町長 今回の所管事務調査の遂行の中にも括弧書きで内部統制ということが書か

れているわけなのですけれども、今の伊藤委員からのご質問に対しては、正式には答える

ことはできないというふうに考えています。 

○河内委員長 検討はしているのですか、検討もしていないということですか。 

〇山本副町長 今内部的に見ますと、国とか、それから政令指定都市に関しましてはそう

いったものの整備がこれから義務化されていると思うのですけれども、地方自治体につい

てはまだ義務化ということになっていませんので、そういった情報は来ていますけれども、

これから浦幌が自治体としてどうこうと、義務化されていないということもありますけれ

ども、そういった検討段階にまだ入っていませんので、お答えできないということにさせ

ていただきました。 

○河内委員長 伊藤委員。 

〇伊藤委員 今の関係でお答えできないというのは、検討するかどうかもお答えできない

ということでしょうか。 

○河内委員長 副町長。 

〇山本副町長 ちょっと扱い難しいのですけれども、総務課と、国から来ている文書とか、

そういったものに関して私のほうでも掌握はしていますけれども、まだ内部的には町長と

もそういった具体的な打ち合わせもしておりませんので、今どうこうということはちょっ

とお答えすることはできないということでございます。 

○河内委員長 あと確認なのですけれども、職員さんはみんな一生懸命こういう入力作業

だとか確認作業をそれぞれやられているということは説明があったとおりなので、今後も

そういうふうにしていっていただきたいということでの確認なのですけれども、入力作業

というのは結構、そのものにもよるだろうけれども、パソコンの入力作業というのは結構

単調な部分もあるのですけれども、そういったことで職員が余り疲労を感じず効率的にで

きるような環境整備というか、そういった気配りというのはされているのでしょうか、そ
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ういう配慮というのは。例えばこれだけやったらこれだけ休みなさいとか、そういうのは

どうなのですか。そういうあれはやっていないですか。個人に任せているということです

か。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 町民課といたしましては、入力業務で２時間とか３時間とか続けてとい

うことはございませんので、そこまでのことはないのですが、ただ入力をした後のチェッ

クが大事だということで、チェックリストというものをしっかりと上司が確認をするとい

うことが間違いをなくすことだというふうに思っておりますので、チェックを必ずすると

いうことを徹底しております。 

○河内委員長 わかりました。 

 ほかにありませんか。 

 伊藤委員。 

〇伊藤委員 今チェックを確認するとおっしゃっていましたけれども、今はいいです。次

回のとき、また課長かわりました。またやり方が違ってくる。これだと問題解決にならな

いのではないのかなと。なので、我々が言っているように、マニュアルなり内部統制なり

ってお話ししているのですけれども、きちんとマニュアルみたいなのをつくって、基本的

なものをつくって、それにプラスして引き継ぎ書があれば引き継ぎ書を次の人にお渡しし

ていく、そのようなやり方のほうが効率的でいいのではないのかなと思うのですけれども、

いかがですか。 

○河内委員長 町長。 

〇水澤町長 今回のあれは、マニュアルをミスったのではないのです。仕事はやっている。

やることもわかっている。わかっているけれども、やらなかったということです。ですか

ら、マニュアルがないからできなかったというのでなくて、これは完全な人的ミスですか

ら、不手際ですから、やらなければならないことはわかっていたけれども、やらなかった

ということですから、そこは課内の連絡体制をしっかり進めていかないとならないという

ふうに思っていますので、それは誰が役職になったとしても、今回のこの経験をもとにし

てきちんとした課内統制はしていくと、連絡体制はちゃんとしていくというふうに思って

います。ですから、例えばこれがわからなかったからミスったということでは決してない

ので、その辺は誤解していただかないようにしていただきたいというふうに思います。 

 人的ミスというのは、これは避けなければならないけれども、時には起きてしまうとい

うことも現実ですから、皆さんにご指摘されたとおり、そういう面では行政としては謝る

しかないわけでありますけれども、これからはこういうことのないように、課内での連絡

体制をしっかり密にしながらやっていくと。今どうしても１人１係体制だというのが役場

体制なので、これから事務改善委員会も開きながら、課内の体制をもう一度見詰め直そう

ということで作業をこれから進めようとしていますので、そういうことも含めて、こうい

う人的なミスが再度起きないようにしていきたいなというふうに思っています。 
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○河内委員長 伊藤委員。 

〇伊藤委員 今町長がマニュアルがなかったから今回の件があったのではなくて、マニュ

アルもみんなわかっていたのだけれども、このような事態生じてしまったというお答えだ

ったのですけれども、チェック機能が働いていなかったと思うのですよ、今回。誰か上司

なりなんなりのチェック機能があれば今回のミスは防げたと思うのです。ですから、その

チェック機能のマニュアルをきちんとつくっておけば今回の事態を防げたのかなと私は思

うのですが、いかがですか。 

○河内委員長 町民課長。 

〇鈴木町民課長 今回提出させていただきました資料、そこに誰が何を確認するかという

ことを改めて記載させていただきましたので、これに基づいて今後事務処理をさせていた

だきたいと思います。 

 先ほどチェックリスト云々の話につきましては、システム上今までチェックリストとい

うものがなかったものですから、それをシステム上出せるようにしましたので、今後課長

がかわろうが担当がかわろうがシステム上出せるようになっておりますので、その部分で

の事務処理のチェックができないということはございません。 

 以上です。 

○河内委員長 沼尾委員。 

〇沼尾委員 今のチェックリストをつくったというのは、そのチェックリストというのは

今回の件でつくったということですか。 

○河内委員長 町民課長。 

〇鈴木町民課長 先ほど入力のお話がございましたので、担当者が入力したときに打ち間

違いということが発生する可能性があります。それを発見することが難しい部分が今まで、

そのリストを別の人間が見やすいようなチェックリストをシステム上作成してもらいまし

たので、そういうチェックリストはつくりましたということで、それは今回のことではな

くて、数年前からそういうものをつくってもらっています。 

○河内委員長 ほかにありますか。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○河内委員長 質疑がないということで、閉じたいと思いますが、執行機関の皆さん方に

は本日いろいろお答えいただいて、ありがとうございました。私たちも所管事務調査とい

うことで、多少失礼のある言い方をしたところもあると思うのですが、あくまでもこうい

った間違いがないように改善していただきたいという１点でございますので、ひとつご理

解のほどをお願いしたいと思います。 

 それでは、執行機関退席のために暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時５３分  休憩 

午後 ３時０５分  再開 
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○河内委員長 それでは、会議を再開いたします。 

 本日の執行機関の説明内容について意見の開陳を行います。 

 委員から意見等をいただきたいと思います。それぞれ先ほど確認、質問、質疑した中で、

このことについては私は意見として強く言っておきたいというようなことが当然皆さんあ

ると思うので、出せる範囲で気がついた点、主張したいところ、意見があればお聞きした

いと思います。僕も概要についてはメモっている部分も、全てではございませんけれども、

ありますので、何かきょうの質疑の中で気がついたことあればお願いします。自分の意見

でもほかの人の意見でも。 

 沼尾委員。 

〇沼尾委員 先ほどの執行機関からのお話を受けてですけれども、担当者が今回適切に処

理しなかったのだという話も執行機関からありましたけれども、担当者が悪かったからと

いったら何の解決にもなりませんし、今後方策考えるといっても、担当者が悪かったから、

これはその担当者が悪いで終わりかという話になってしまうので、いずれにしてもやっぱ

り組織的にそれをチェックするというような仕組みがないということであったり、担当者

が窓口で支払うということもわからなかったみたいな話ありましたけれども、そういう業

務のことをしっかりとわかるマニュアルであったり、文書としてしっかりと、どういう担

当者がその担当についても適切にこういう事務処理が行われる仕組みというのをしっかり

とつくっていかなければいけないのではないのかなと。担当者が悪かったということで絶

対終わらせてはいけないなというふうに思います。 

○河内委員長 担当者のミスということだけでは片づけられないので、行政としてチェッ

クの仕組み、作業の仕組み、またそれのマニュアルは必要であるということでいいですね。 

 このことについて皆さん方から異なる意見があったら聞きたいと思いますが、そういっ

た意見が今出ましたけれども、我々委員会の共通認識としてこのことはよろしいですか、

今の沼尾委員の言ったことは。 

（「はい」の声あり） 

○河内委員長 ほかにありませんか。 

 伊藤委員、何かあったらお願いします。 

〇伊藤委員 上司に相談すれば防げたような趣旨の発言があったのですけれども、要する

に部下と上司との関係性の改善です。気軽に相談できるような職場環境をつくったほうが

いいなと私は感じています。 

○河内委員長 その辺はどうですか。さっきの個人的な意見にまつわるところだけれども。 

 暫時休憩します。 

 

午後 ３時１０分 休憩 

午後 ３時１５分 再開 
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○河内委員長 会議を再開します。 

 森委員。 

〇森委員 内容的には、決してこういうことはあってはならないのです。そういうことを

防ぐために３つの留意点、確認事項の整理表、これを皆さん課の中で徹底してもらえばま

ず間違いはないのでないかなというふうには思います。そして、担当の人が、先ほどの話

でないのですけれども、繁忙であれば上司の人に相談するとか、その辺のことをやって、

課内の信頼関係、また上司は常に課を見ていただかないことにはいけないのかなというふ

うにも思います。 

○河内委員長 福原委員。 

〇福原委員 最後のほうに内部統制の話もしていただいたのですけれども、スルーされた

ような感じですよね。この辺を所管として私たちは全体のことを内部統制を町側としてき

ちっと今後やっていくということで、所見のところに上げてほしいという。 

○河内委員長 内部統制ね。 

 福原委員。 

〇福原委員 きょうの所管事務調査の内容は、12 月の定例でも報告ですし、それから広報

でも掲載しなければならないと思うのです。それで、それぞれの発言内容を明記してもら

って、全員に私はこういうことを言いましたというようなことを提出していただいたらい

かがでしょうか。 

○河内委員長 副委員長のほうから今きょうの発言のまとめについてのご意見がありまし

たけれども、そういうような形でお願いしてよろしいですか。 

 そしたら、そういうことで、みんなで協力してきょうの聞き取り調査をまとめていくと

いうことはいいですね。もう皆さん、先ほど求めたことの討議についてはないということ

で締めてよろしいですよね。 

（「はい」の声あり） 

○河内委員長 ということで、今のところへ移らせていただいたわけですけれども、報告

書を作成するに当たって、各委員からご協力をいただいて取りまとめをしたいと思います

ので、まず自分の発言したものについて、またほかの議員が発言したことについてもメモ

があれば、それも打っていただければ助かるかなと思っております。私もメモっています

けれども、進めながらのことで、なかなかメモり切れないところがあるので、できればお

願いしたいと思います。 

 暫時休憩します。 

 

午後 ３時２３分 休憩 

午後 ３時３７分 再開 

 



- 26 - 

 

○河内委員長 会議を再開します。 

18 日提出でお願いします。提出後 30 分ぐらい確認したいことがあればさせていただき

ますけれども、何もなければその時点で出してもらっただけで終わります。 

 次回委員会は、30 日 10 時。 

 皆さん方からその他ということで何かあればお聞きしたいと思いますが、その他ではな

いですか。いいですか。 

（「なし」の声あり） 

○河内委員長 それでは、大変ご苦労さまでございました。 

 きょう決めたことは予定どおり行っていきたいと思いますので、ご協力のほど今後とも

よろしくお願いいたします。 

 本日の総務文教厚生常任委員会はこれをもって閉じたいと思います。 

 ありがとうございました。議長、どうもありがとうございます。 

閉議 午後 ３時３７分 


