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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）―（産業建設部門） 

 

○澤口委員長 皆さん、こんにちは。午前中の臨時会に続きましての会議ということで、

ひとつどうぞよろしくお願いいたしたいなというふうに思っています。座って始めさせて

いただきます。 

 それでは、ただいまの出席委員は５名であります。定足数に達しておりますので、浦幌

町議会産業建設常任委員会を開催いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 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ありま

す。 

 それでは、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担当職員との操作連携、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、該当する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、お考えがまとまっているようでしたらご説明をお願い

いたしたいと思います。 

 担当課のご説明、よろしくお願いいたします。 

〇早瀬施設課長 本日は所管事務調査ということで、財務事務及び業務の適正な遂行につ

いてご説明をさせていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 まず、１項目めの賦課と徴収の事務処理フロー及び２項目めの業務フローについてであ

りますが、関連性があるため、まとめて上下水道料金徴収事務における留意点、確認事項

整理票及び減免並びに減免並びに未収金等にかかわることについて水道業務係長、斎藤よ

り一括してご説明させていただきたいと思います。 

 以上です。 

〇斎藤施設課水道業務係長 水道業務を担当しています斎藤と申します。よろしくお願い

いたします。 

○澤口委員長 座ってどうぞ。 

〇斎藤施設課水道業務係長 私のほうからは、①番と②番と関連しますので、ご説明をさ

せていただきたいと思います。お手元の資料をお開きをいただきまして、一番最初に上下

水道料金の徴収等事務における留意点、確認事項整理表というのがお手元にあるかと思い

ます。関連する次のページ、同じような文面が入っていますけれども、その次のページに

上下水道料金の徴収等の事務フロー、それと上下水道料金等の事務フロー（月例）という

のが、これが一式になっています。まず、これでご説明をさせていただきたいと思います。 

 整理表というのは、文面というか、文言で整理したものになりますけれども、文言で整

理したものが２ページありまして、次のページに上下水道料金の事務フローということで、

フローを使いながら文面でご説明させていただきたいと思います。フローの見方なのです
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けれども、まず今回の事務名称が入っていまして、料金徴収にかかわる部分がこの主な事

務フローとなっています。その名称の横に担当者（検針員）と書いていますけれども、こ

ちらはそれぞれ検針員が行う業務、その右側に担当者、水道業務係員ということで担当者

が行う業務、水道業務係長が行う業務、課長補佐、課長ということで、こちらのほうが右

側にずっとずれているのは決裁ルートも含めてなのですけれども、どこでどこが担当して、

どういうような事務の流れになっているかということが書いてあります。上から時系列に

なっていくのですけれども、先ほど言った料金徴収という名称の右側に前月の下旬という

言葉が書いてあって、縦で書いてあるのですけれども、そこから上旬、中旬、下旬という

ことで、これが時系列になります。月ごとのどういうような流れで行っているかというよ

うなフローなので、そのフローを記載をさせていただいています。 

 ①番と書いてあって、検針リスト作成というふうに書いてあるフローがあります。フロ

ーの担当者、水道業務係員と書いてある①というところがあります。そこからスタートに

なります。このスタートは前月の下旬ということで、水道の検針に関しては毎月１日、１

日が天候が悪ければ２日という形で、その時期にやっていくというような形になっていま

す。その前の月の下旬に検針リストの作成ということで、このフローの①番のところから

始まっていくような形の流れになっています。 

 文面でいう整理表でいうと、同じ①の検針リストの作成ということで、こちらには細か

な留意事項を記載をしています。検針リストの作成のところでは、開栓、停栓の確認リス

トを作成しますというような形で書いてあるものがこちらのほうの文面というふうになっ

ています。ですから、この文面の①番というところとフロー図のリストの①というところ

がリンクしているような形になっています。ここからはそれぞれ②番ということで、今度

メーターの検針、実際１日の日にメーターを検針する作業になるときの留意事項が書いて

います。その検針をした後に検針の結果をデータ入力しますけれども、それが③番になり

ます。③番での留意事項が３つ書いてありまして、その中でも検針のエラーの整理という

ことで４点大きく書いています。そこから④の再検針の処理というところに入っていきま

すけれども、再検針の処理のところでは大きく５点入っていますけれども、漏水をしてい

るとか、検針をしたことによって漏水が発見されることが多いので、そういうような形で

漏水があれば、また検針、漏水のマークというのが書いてあるのですけれども、そういう

のが点滅していないか確認をするという作業がこちらのほうには記載をしています。そこ

から⑤番の水量調整というに入っていきますけれども、水量調整というのは漏水の原因と

か修理状況とか、そういうものがあった場合に水道料金の使用量に対する確認です。その

確認フローにより判断をして、漏水量を確定し、水量を調整したりするというような作業

がこちらのほうです。あと、水量であるとか料金の調整リストというのを作成していまし

て、そちらのほうで確認をしています。⑥番に行きますけれども、調定変更ということで、

これが水量が確定したことにより、財務会計システムへの調定です。金額が確定するので

すけれども、４月の段階でどんどん料金が確定して、月ごとにそれぞれ確定をしていくの



- 4 - 

 

で、調定変更という形でここには記載をしていますけれども、料金がそれぞれ決まってく

ることによって調定をしているというような状況になっています。そこから納付書の作成、

納付書でお支払いをいただく使用者さんと口座振替、口座から引き落としを希望されてい

る方のそれぞれのデータを作成したり、発付をしたり依頼をしたりということで、そちら

のほうの作業が⑦番、⑧番というふうになっています。こちらのほうが大まかな今お話を

した料金徴収事務に関する留意点と整理表ということになっています。 

 次は、そのページの次のページから滞納整理の事務に関する留意点と確認事項整理表と

いうのと、その次のページに事務フロー、同じように業務フローが入っています。これが

対になっていますので、これについても表の見方は全て同じような形で、時系列、それと

やる項目、あと担当者がどういうような状況で確認していて、その決裁がどういうふうに

回っていくかということが記載をしているものになります。 

 こちらのほうも①からご説明させていただくのですけれども、滞納者一覧リストの抽出

ということで、こちらのほうリストの抽出をした後に督促状、催告状を作成し、そこから

（２）に詳しく書いてあるのですけれども、督促状、催告状のそれぞれの状況で皆さんに

送付をしているというのが大まかな流れになっています。こちらのほうは、先ほど言った

ように月でどういうふうに進んでいくかというのをフローにしてあるものなので、こちら

のほう、滞納に関してはこのような整理をさせていただいています。 

 次のページに進んでいただきたいのですけれども、次からは減免の手続の事務における

留意事項ということで、減免に関してはそれぞれの事務作業が異なる部分があり、共通す

る部分もあるのですけれども、大きく３つに分けてご説明をさせていただいています。全

て確認整理表と事務フローが対になっているのですけれども、これで３つのパターンがあ

ります。新規で減免の手続、今減免になっていない方がもし仮に新規で減免を申請した場

合の手続のフロー、それと今現在決定している申請者が期限の間、課税の状況を確認する

という作業があるのですけれども、それを行うときの留意事項フロー、それと期間が満了

して減免の決定が再度、再申請をする方の留意事項とフローという形で２枚が対になった

ものが３パターンございます。 

 共通する部分もありますので、ご説明に関しては先ほどのご説明と同じような形でさせ

ていただくのですけれども、まず新規で事務を行う、新規の方が申請してきた場合の事務

フローで説明をさせていただきますけれども、こちらのほうでいうと①、申請書の受理か

らそれぞれ課税状況の確認であるとか、依頼書の作成、減免対象の調査、減免対象決定で

あるとか、却下であるとか、それと決定通知書ということで、こういうような作成方法に

なっています。 

 同じく、年度ごとに課税の状況を確認する状況なのですけれども、まずここでいうと６

月の上旬という言葉が入っていますが、６月の上旬に既に決定しているリストの抽出とい

うことで①番、こちらから毎年６月上旬に事務を始めていくというような形になっていま

す。ですから、そこからは日付がそれぞれ７月の中旬までの流れというような形で確認を
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いただきたいと思います。既決定者のリストの抽出から、減免期間満了通知書の作成、送

付をし、申請書の作成……大変失礼しました。私の順番がちょっと違っていまして、減免

の既決定者の課税状況の確認におけるというのは６月の下旬からです。そちらのほうから

既存の決定者のリストの抽出というのをやって、課税状況の確認、依頼書の作成をして、

減免の対象の調査をし、そのまま減免の対象であれば減免の対象となりますし、そこのと

ころでもしも課税状況が減免の対象にならない場合端却下というような形で却下の通知書

を作成するというものになります。大変失礼しました。 

 最後のところになるのですけれども、先ほど言ったように決定した方が今度再申請とい

うか、そういうような形になる場合の事務フローということで、こちらは６月の上旬から

それぞれの事務フロー、既決定者のリストを抽出したり、減免の期間満了の通知書を作成

するというような形で、③番に行きますけれども、申請書を受理し、そこから課税状況の

確認依頼書の作成を行って、減免の対象の審査、それを行い、減免対象者がどういうよう

な形なのかということを確認した上で、決定をする場合と却下する場合という形でそれぞ

れの事務フローになっています。 

 資料のご説明は以上になります 

○澤口委員長 それでは、説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 発言は、挙手の上お願いをいたします。 

 高橋委員。 

〇高橋委員 では、質問させていただきます。 

 まず、今回不適正な処理があったということで、平成 18 年の７月から令和元年５月まで

の中で４世帯が減免対象になっていないところが減免の料金額で 12 年間ですか、徴収して

しまっていたという問題だったかと思うのですけれども、もちろん犯人探しをする気はな

いのですけれども、このミスがどうして生じたかというところについて伺いたいと思いま

す。 

 今説明いただいた減免申請等々というのはもちろんお伺いした上なのですけれども、恐

らくというか、もとなっていた方が通常の料金に戻らなかった理由というところはどうい

ったところにあったのかなというところをまず伺わせていただきたいです。 

○澤口委員長 ご説明願います。 

 水道業務係長。 

〇斎藤施設課水道業務係長 今回のミスの要因というのは、公営住宅に入居されている方

で減免になっている方がいらっしゃいまして、その方が退去されて、次の方が入居された

ときに本来であれば減免の対象から家庭用に戻して、もちろん新しい方は減免になってい

ませんので、減免ではない形で処理をしなければいけないというような形になるのですけ

れども、そちらのほうが減免のフラッグが立ったままでなってしまっていて、そこが減免

の申請もいただいていない方自体が減免になってしまっていたというのが結果というか、

そういうような形になっていたことによって、減免の申請をいただいていないのに減免と
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なってしまっていたという方がいらっしゃったというような形になっています。 

○澤口委員長 高橋委員。 

〇高橋委員 今ご説明いただいたフローで、浦幌町給水条例を拝見させていただくと、減

免の申請は本人が申請して、町長が許可した方が減免対象になるという形で書いてあるか

と思うのですけれども、今のお話だとそのままになっていたということですものね。申請

ごとに一回ずつ入力し直しているわけではないということですか。 

○澤口委員長 水道業務係長。 

〇斎藤施設課水道業務係長 先ほどお話をさせていただいた説明がちょっと不足していた

かと思うのですけれども、減免対象となっていた方がいらっしゃって、その方が退去した

りします。その方はもちろん減免ですけれども、入居される方はもちろん減免の対象では

ないし、申請もいただいていない人だったのですけれども、この家に入居したことによっ

て、公営住宅だったのですけれども、そちらのほうで入居したときに、ここは本来であれ

ば家庭用にシステム上変えなければいけない状況だったのですけれども、それが変わらず、

減免とした給水の区分になってしまっていたので、新しく入った方はもちろん申請もして

いないですし、その申請をしていない状況の中で、家についてしまったというか、そうい

うような形になってしまっていて、システム上はもちろん減免となっています。その方、

例えばＡさんという方がなっていたとしたらＡさんなのですけれども、システム上はなっ

ているのですけれども、こちらのほうで申請をする手続を行う一覧表の中にはもちろん申

請はされていないので、そことのシステムとこちらのほうの決定する確認されるものの突

合が不十分だったというのが実態です。 

○澤口委員長 高橋委員。 

〇高橋委員 この業務フローというのはいつからあるのかというのもあるのですけれども、

そういうミスってシステムの問題なのか、人が犯したミスなのか、システムで解決できる

問題もあると思うのですよ、そういうミスって。そういったものはこのフローにないです

よね、突き合わせになっているのか。 

○澤口委員長 課長補佐。 

〇小笠原施設課長補佐 先ほど斎藤のほうからご説明しました業務フローの中で、再申請、

あと既決定者の申請というフローがあるかと思うのですけれども、今回の減免の対象者で

はない者に対して対象にしていたという事案なのですけれども、システム上はあくまでも

データ管理というのもありますので、なかなかそのチェックというのが難しかったという

のが現実でして、フローの中で電子データと紙データを照合するというところを今回重点

的に改善しようという形で、当然件数、まず件数です。件数を突合させて、その際に今度

は人と場所です。そういう形を重点に改善していこうというふうに考えておりますので、

今回そのフローの中でその辺もちょっと記入させていただいたということであります｡こ

の点が改善点かなと考えております。 

〇高橋委員 ありがとうございます。 
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○澤口委員長 栗山委員。 

〇栗山委員 今後は数をちゃんと突合させてチェックしていくということですけれども、

チェックというのはもちろん必要ですけれども、人事異動や業務多忙などは想定される事

象であると思います｡そういったチェックだとかの定型業務に関して今後リスク管理を強

化していくような考えはあるのでしょうか。 

○澤口委員長 課長補佐。 

〇小笠原施設課長補佐 当然今後人事異動、業務係２人の体制ですので、人事異動の中で

は事務の見落としとかということも当然考えられます。今回フロー作成いたしましたが、

これ以外にも、引き継ぎ書という形ではないのですけれども、ミスが起こり得るシステム

上のエラーとか、その辺をマニュアル化という形でこれまでも作成しております。一般的

にマニュアルというものではないのかもしれませんけれども、当然事務に当たる担当の中

ではそれをもとに、誰が来てもというわけではないのですけれども、短期間の中で事務処

理が可能というものにしておりますので、100％ではないかもしれませんが、それに近い形

で今後は業務に当たりたいなと思っております。 

○澤口委員長 阿部委員。 

〇阿部委員 それでは、今までいろいろとご説明いただいた中で、一覧とかリストによる

確認を行うという説明がありましたけれども、これらはシステムから出力されたものか、

また入力した担当者がみずからチェックする場合は自分で入れたものに対してなかなか自

分で発見しにくいということがあります。それが例えば、同じ課の２人で先ほどやってい

るって言われたので、その中でもう一人の方と２人でフローがどう変わったというのをチ

ェックできる体制はマニュアルの中にあるのかないのかということを含めてちょっとお聞

きしたいと思います。 

○澤口委員長 課長補佐。 

〇小笠原施設課長補佐 今チェック体制というものがありますが、今回減免だけではない

のですけれども、新規に給水の申込書があった場合もそうなのですが、今水道業務係と水

道施設係というのが２係ありまして、当然その係間で入力したパソコン上のものをコピー

をして、それをチェックしてもらうというような形で担当外でダブルチェックするような

形で今進めております。これも何年も前からというわけではないのですけれども、数年前

からそのような形で漏れがないようにということで十分注意しながら進めているような形

ですので、これ同様にチェックは考えたいなと思っております。 

○澤口委員長 阿部委員。 

〇阿部委員 それは、今までやってきたという中では、あくまでマニュアル化したわけで

はなくて、そういうこともやるのだという中身できたということですよね。 

○澤口委員長 課長補佐。 

〇小笠原施設課長補佐 そうです。マニュアル化というものもそうなのですけれども、こ

ういう形でやりましょうということで、紙で印刷をして、お互い紙データを行き来するよ
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うなチェックの仕方をしております。あくまでもそれは、データのプリントというのです

か、データをそのまま印刷をするというような形なので、新たに手でつくったデータでは

ないので、間違いはないかなと思います。 

○澤口委員長 阿部委員。 

〇阿部委員 そのデータについては、お二人、業務と施設係の方以外、例えばその上にい

る方もチェックできる可能性もあるということですよね。 

○澤口委員長 課長補佐。 

〇小笠原施設課長補佐 そうです。 

○澤口委員長 阿部委員。 

〇阿部委員 物を見ながら。 

○澤口委員長 課長補佐。 

〇小笠原施設課長補佐 はい。 

○澤口委員長 阿部委員。 

〇阿部委員 だから、ある程度１人、２人ではなくて３人、４人のチェック体制は、例え

ば特に異動のときだとか、人が出入りするときには気をつけてやっていただけるというこ

とのスタイルになるのかな、これからは。今もあると思うのですけれども。 

○澤口委員長 課長補佐。 

〇小笠原施設課長補佐 はい。 

○澤口委員長 阿部委員。 

〇阿部委員 毎月、毎週やっていると思うのですけれども、特に。 

○澤口委員長 課長補佐。 

〇小笠原施設課長補佐 給水だけで話ししますと、当然入力時にチェックはします。次に

給水が発生した段階で今度料金にはね返ってきますので、別な形で担当から係長への給水

の開始というチェックが入りますので、縦でチェックして横でチェックするような考え方

で捉えています。 

○澤口委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 今国のほうでも今後進めていく内部統制の関係、この関係についてどのよう

に考えているのか、ちょっとお聞きしたいと思いますが。 

○澤口委員長 副町長。 

〇山本副町長 きのうの委員会の中でもちょっとご質問があったのですけれども、内部統

制につきましては、地方自治法が改正になりまして、一応都道府県と、それから指定都市

というところでその方針をつくるというように義務づけられましたけれども、そのほかの

都市、浦幌町も含めて、そういったものは義務づけされていないということではあるので

すけれども、それに従って、義務づけの部分のところと義務づけのないところというとこ

ろで最終的な結論がまだ出せておりませんので、内部統制に関してどうのこうのというこ

とに関しましては、ちょっと今お答えできないということになっていますので、ご理解願



- 9 - 

 

いたいと思います。 

○澤口委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 こういう業務というか、徴収金の関係に関して担当課において鋭意整理する

必要をどう感じて捉えているのか、その辺お聞きしたいと思います。 

○澤口委員長 水道業務係長。 

〇斎藤施設課水道業務係長 今回のこういう事例も含めて、料金を徴収する、もちろん賦

課をして料金を徴収するという課題に関しては非常に重たい課題ですので、もちろん今ま

でもチェック体制、いろんな形で進めてきていますけれども、担当課としてというか、考

え方としては引き続きこういうような今回作成したフローであるとかマニュアルを今後も

生かし、またそれによって違う形で出てきた何か事案を修正していったりということで、

もちろん料金をいただくという業務が大事だというのは担当職員皆思っているのですけれ

ども、引き続きしっかりした形でこのマニュアルとかを生かしながらやっていきたいとい

うふうには思っています。 

○澤口委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 もう一つ、減免のほかに家庭用の区分と、あと臨時、鑑賞用の関係あったと

思うのですけれども、あの関係については検針係の方もその辺は把握しながら検針してい

るのか、それとも業務係のほうで、今回の不適切な処理というか、そういうのは業務係の

ほうでされていたのか。検針の方も検針票というのあると思うのだけれども、そこの中に

は鑑賞用だとかなんとかという欄があって、間違って出していたのか、その辺どのような

ことなのか、ちょっとお聞きしたいと思うのですけれども。 

○澤口委員長 水道業務係長。 

〇斎藤施設課水道業務係長 今安藤委員のおっしゃられるように、検針票自体を入力をす

る場合は、検針員は入力するときは数字を打ち込んで、使っているメーターの数字を打ち

込んで、それがプリントアウトされて、それをポストに入れてくるというような形です。

おっしゃられるとおり、用途に関しては記載はありますけれども、そこまでの確認をなか

なかできていなかったというか、入力をして、それをポストに入れるというのが一応お願

いしている部分であります。 

 本来であれば私ども業務係がそのエラー、先ほど言ったように、エラーというか、その

ミスが起こった状況に関しても新築の住宅を開栓する段階で、新築住宅の場合は工事の期

間は業者等が新築する住宅の工事として臨時用というような取り扱いをして、本来であれ

ばそれが新入居される方が入居された段階で家庭用に変えなければいけなかったという形

なのですけれども、それも変わっていなくて、そのまんま臨時用の用途のまま長期間なっ

ていたという形になります。ですから、確かに日数としては最初というか、変更する入力

をしたときに開栓届は本人からは出てきているので、家庭用という形になって出てきてい

るのですけれども、それを入力を変更していなかったというのが結果としてはあります。

ただ、先ほどお話をしたように、検針員は毎月確かに検針をして、用途が出てくる紙とい
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うのはあるのですけれども、その部分の確認をできたかというと、それはなかなかでき切

れなかったというのが形なのかなと思います。本来であれば、私どもがそういう用途の確

認であるとか、臨時、非常用という用途に関してはそんなに多くありませんので、個人の

お名前が出てきた段階で、この部分はちょっとどうなのだろうというところで確認をした

段階で今回も発覚したという形なので、引き続きそういうような用途の区分によってどう

いう形なのかというところもチェックをしながら事務を行っていくというような形になる

かなというふうに思いますし、今後引き続きそういうような形で実施をしていきたいと思

っています。 

○澤口委員長 阿部委員。 

〇阿部委員 先ほどの続きなのですけれども、例えば今係長言われたようなデータといい

ますか、１個のメーターに対してそのときによって条件や区分が変わりますよね、例えば

公営住宅だったら１戸の住宅の中で先ほど言った課税対象の方と非課税対象の方が入れか

わったとするでしょう、そのときに１カ月ぐらいはわかるの、ですけれども、その次のと

きにメーターをチェックするといいますか、検針員から上がってくるメーター、控えも絶

対できると僕思うのです、その検針メーターの中に控えが。だから、今後のことなのだけ

れども、データを例えば庁舎の中にある総体的なシステムの中で確認することがこれから

できるのかどうかというのをちょっと聞きたいなと思います。 

○澤口委員長 課長補佐。 

〇小笠原施設課長補佐 毎月の検針業務の際に、検針員は家についています水道メーター

のまず数字を見ます。読み取る器械を手持ちで持って検針するのですけれども、その中に

は前月の指針が入力されています。これは、庁舎内にあります親機のパソコン、その中か

らデータを抽出して手持ちの読み取り機に読み込ませまして検針に行くと。打ち込んだ数

字をまた役場に戻ってきましてパソコンに出力するというような形なので、データとして

は毎月保存されています。当然経過がわかりますので、毎月の指針、使用量当然わかりま

す。メーターにメーターの番号が張りついていますので、そのメーターに誰が入居してい

たか、その変化もわかります。そういうような形でチェックはしているような状態です。 

○澤口委員長 阿部委員。 

〇阿部委員 それは、できるようになったということなのですか。 

○澤口委員長 課長補佐。 

〇小笠原施設課長補佐 もともと従来からそのようなデータの処理をしております。 

○澤口委員長 阿部委員。 

〇阿部委員 だから、例えば今回誤審と言っていいのかどうか、あったということは、そ

のメーターのあれを理解していなかったということですね、器械自体が。 

○澤口委員長 課長補佐。 

〇小笠原施設課長補佐 それは、もとのデータの用途がそもそも当初で変更していなかっ

たことで継続して使っていたということですので、継続して使っているという先入観で間
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違いが合っているというもので動いていたということです。本来は家庭用であるべきもの

で、用途も人それぞれですので、当然家庭用の用途もありますし、鑑賞用とかという用途

も人それぞれですので、検針員の中ではちょっと判断は難しいということがうちのほうの

考えです。 

○澤口委員長 阿部委員。 

〇阿部委員 使用者だけでは難しいと思うのです。ただ、親のシステムのデータの中に、

例えば人が入れかわったというデータというのは入っていかないということなの。 

○澤口委員長 課長補佐。 

〇小笠原施設課長補佐 入ります。 

○澤口委員長 阿部委員。 

〇阿部委員 その時点で、失礼な言い方だけれども、課税、非課税の状態も入ってくると

そのチェックというのはあるのかなと私は思うのです。 

○澤口委員長 課長補佐。 

〇小笠原施設課長補佐 今回そこが原因ということでしたので、紙とデータと突合させる

というのを重点的に今後はやっていきたいということです。 

○澤口委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 この減免の関係、条例では３年に１回更新というのか、なっていますけれど

も、毎年町民課に所得の調査というか、依頼していかないとこの辺はちゃんとした業務に

ならないのかなと思っています。今回行政報告で６月に行政報告されたのですけれども、

その後町民課に対して調査依頼したというか、そういうことになっているのですか。 

○澤口委員長 説明願います。 

 水道業務係長。 

〇斎藤施設課水道業務係長 先ほどご説明をさせていただいて、今安藤委員のおっしゃら

れるとおり、毎年課税状況に関しては前の年の課税状況が確定するのが６月の下旬から７

月の上旬という形になります。ですから、そのとき、前年の確定をした段階で課税状況を

減免の方全ての方の照会をかけて、回答いただいて、仮にその時点で課税所得が好転して

減免の対象とならない場合に関しては、却下通知を出させていただいて、引き続きなって

いる方はもちろん決定通知は送ってはいないのですけれども、却下された方は却下の通知

書というような形で送らせていただいています。 

○澤口委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 今回行政報告の後、多分所得の関係の調査というか、やったのだと思うのだ

けれども、そういうことでよろしいのですか。 

○澤口委員長 説明願います。 

 水道業務係長。 

〇斎藤施設課水道業務係長 昨年、その前の年に監査委員さんからも指摘がありまして、

３年の間に課税の状況を確認していないのはどうなのだろうということで監査委員さんか
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らの指摘を受けて、それを随時進めていくさなかで、今回の問題というか、行政報告した

問題が出ました。随時進めていくような形で考えていたのとちょうど同じような時期にそ

ういうような形になって、今回今年からそういう確認をして、却下をするであるとか、決

定している方は引き続きという形になっていますので、今年からというような形になりま

す。 

○澤口委員長 高橋委員。 

〇高橋委員 今回こういった問題というか、平成 18 年からだから正味 12 年間という形か

と思うのですけれども、なかなか難しいと思うのです。こういう定型の業務の場合先輩に

教えてもらったことをそのままやってしまうので、どこに穴があるというのはすごく気づ

きづらいというか、教えられるほうとしては全くわからないと思うのです。なので、こう

いった業務の見直しと言うとちょっと適正ではないかもしれませんけれども、定期的に全

体で見ていくもあるし、こういったことの業務の見直しはやはりロジカルにやらないと見

つかりづらいものだと思いますので、言葉は余り適当ではないですけれども、今回いろい

ろ穴が見つかって、３年間も１年になったと、いい機会だったのかなというふうには考え

ています。恐らくこういう定型の業務っていろいろあると思いますので、必要に応じてそ

ういったところの見直しというのも順次進めていただいたほうがいいのかなというふうに

は思います。 

○澤口委員長 この件に対してご説明ございませんか。 

 副町長。 

〇山本副町長 今回の業務に関しましては、先ほどからいろいろご説明している中でも、

日々の業務の中で間違ったものが長年ずっとそのまま見過ごされたというか、確認ができ

なかったということになっています。施設課に限らず、どの業務でもそういったふだんの

業務の積み重ねで行っているものですから、先ほど説明の中でもふだんの仕事の流れ、そ

れから事務引き継ぎ等に関しましてもやはり徹底するということと、こういったフローと

か事務的な流れについて説明させていただきましたけれども、職員間、係間の連携をより

強化しながら、そういった情報共有を図っていくことを特にこれから重点的に努めてまい

りたいというふうに考えているところであります。 

○澤口委員長 阿部委員。 

〇阿部委員 先ほどの続きなのですけれども、私なかなかまとまらないものですから、先

ほど器械対器械のチェックである程度いけるのかなという部分もあるのですけれども、そ

れプラス、やっぱり誤動作する場合、人間が誤動作させる場合もありますので、例えばペ

ーパーで残せばと言われたのですけれども、そのペーパーも残しただけではなく、日々何

らかの形で二重、三重のチェックって必要なのだろうなと。これは四千何がしの人間でな

くて件数で二千何がしの件数しかないわけですから、皆さんが一生懸命やっていただいて

いるのはわかるのですけれども、そういうチェックもこれから必要なのかなと思います。

だから、器械ばかりでなく、人間ばかりでなく、両方うまく使いながら、マニュアル化す
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るとは言っていたのですけれども、さらなるそういうものづくりが必要なのでないかなと

考えるのですけれども、その辺のお考えについてはいかがでしょうか。 

○澤口委員長 ご説明願います。 

 副町長。 

〇山本副町長 先ほどと同じような形になるのですけれども、日々の形の中で私たちも例

えば事務決裁あります。課の中の決裁とか、私や町長の決裁ありますけれども、決裁をと

った後にものを施行しなかったとか、書類上はオーケーなのですけれども、その後の行動

ができなかったというのがあります。そういう場合も決裁をとった中でもその中で必ず確

認をして、決裁とったものに対して次は施行したかとか、そういうチェック体制はとって

いるのですけれども、中にはそういったことがとれない場合がありますので、同じように

共通認識に立ちまして、契約行為を行ったり、それから決裁をとったけれども、その後の

施行に関してきちんと確認していくということが今回と同じような形になるのかなと思い

ますので、そういった形でチェック体制を充実させていきたいというふうに考えています。 

 以上です。 

○澤口委員長 そのほかご意見ございませんか。委員のほうでございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○澤口委員長 なければ、議長、ございませんか。せっかくおられるのですから。 

〇田村議長 別にありませんけれども、次から次と問題が起きてくるということは、連絡

網の徹底がうまくなっていないのかどうかわかりませんけれども、ふだん仕事をしていな

いとかなんとかというのでなく、やっぱり緊張感が足りない。怠慢さが出てきているとい

うふうに見受けられる部分もあるので、もう少し職員の方々気を引き締めて対応していた

だきたいなとお願いをしたいし、こんなことで首長や何かが怠慢だなんて言われるような

ことがないように、やっぱり職員が気を引き締めてやってもらいたい。担当課の課長さん

方も十分それは徹底して指導して、システムがある、ないは別にしても、そんなこと基本

的なことなのです。よろしくお願いしたいと思います。 

○澤口委員長 委員のほうはございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○澤口委員長 では、質疑を終了させてもらってよろしいですか。 

 質疑がないようでございますので、以上をもちまして終了させていただきますが、最後

に事務処理体制の改善をしっかりと図っていただいて、このような事故が二度と起きない

ようにお願いをいたしまして、本日の所管事務調査を終わらせていただきます。本日は大

変ありがとうございました。 

（「休憩」の声あり） 

○澤口委員長 それでは、暫時休憩をさせていただきます。  

 

午後 ２時１５分 休憩 
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午後 ２時２７分 再開 

 

○澤口委員長 それでは、会議を再開いたしたいと思います。 

 本日の執行機関の説明内容についてでありますが、意見、または討議があればご意見を

いただきたいなというふうに思っております。ご意見ございませんか。 

 高橋委員。 

〇高橋委員 私聞きたいことは聞かせていただいたのですけれども、原因もはっきりして

いるしと、減免申請で上がってきた紙とシステムの突合がなかった結果起こったミスだと

いう原因もはっきりしていますし、その対応策も３年に１回ではなくて毎年やるというこ

とをおっしゃっていたので、再発防止策もしっかりできているので、この件に関してはも

う同様のミスは起こらないのではないかなというふうに感じました。 

 以上です。 

○澤口委員長 阿部委員。 

〇阿部委員 自分も今高橋委員の言ったようなスタイルの質問したのですけれども、３年

に１遍、１年に１遍ではなくて、もうちょっと細かいことを聞いて、ご説明いただいて、

そのものに関して器械ばかりに頼るのでなく、それからペーパーばかりに頼るのでなく、

それを利用した中でチェック体制を二重、三重にしていただくということを一応強調した

ような気がするのですけれども、それに対してそれなりのことを対応してくれるというよ

うなことが返答で返ってきたような気がするので、それをとりあえず今後マニュアル化す

るのかどうかは別としても、それを頼りに今後こういうことのないように願っているとこ

ろであります。 

 以上です。 

○澤口委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 内部統制の関係も今後検討していくような感じで、やらないとは言っていな

かったようなので、検討していくような感じでは聞こえました。 

○澤口委員長 阿部委員。 

〇阿部委員 先ほどこちらからしていた質問の中で、例えば税の関係だったのですけれど

も、あれ確認して、一応横のつながりといいますか、そんなことをちょっと言ったような

気がしたのですけれども、それに対して先ほどの答えが返ってきたのかなという確認です

けれども、文字の姿として一応そういうふうに思っておりますので、以上です。 

○澤口委員長 ほかにございませんか。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○澤口委員長 では、意見がないようなので、これで意見のほうの開陳を終了いたします。 

 次に、本日以降の整理と、またまとめについてのご意見をいただきたいと思います。 

 まず、１番目の①のまとめ、報告書作成方法、内容の方向性と、それから２に次回委員

会開催時期、議会定例会報告の時期、その他関連事項、追加聴取、参考員聴取などをやっ
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ていく中で、まず１番目についてのまとめの作成方法、内容の方向性なのですけれども、

それについてどういう内容でやっていったらよろしいのかということだと思われます。 

 阿部さん。 

〇阿部委員 先ほどから審議されたこと、それから報告あったことを踏まえた中で、あと

は委員長、副委員長にお任せをして、報告書についてはつくっていただきたいと考えます

が。 

○澤口委員長 今の阿部さんの意見でありますが、私のほうからの意見で、次回日にちを

まず決めていただいて、各自きょうの議論したやつの中でまとめていったらどうかなと思

うのですけれども、どうでしょうか。 

 安藤委員。 

〇安藤委員 次回と言わないで、できたらきょうこの委員会終了後やったほうがいいのか

なと。まだ時間、皆さんどうでしょうか。一旦締めた中で、協議会というのか、勉強会と

いうか、そのほうがいいのでないか。あとは、委員会については今 29 日ということで予定

入っているので、そのときにできた報告書を皆さんでもう一回検討して、12 月の定例会に

持っていくということでいいかなと思うのですけれども。 

○澤口委員長 ただいまの安藤さんのご意見に対してどうですか。時間的にどうですか、

皆さんは。 

〇阿部委員 いいです。 

〇安藤委員 大丈夫です。 

○澤口委員長 高橋さんも大丈夫ですか。 

〇高橋委員 はい。 

○澤口委員長 それでは、安藤さんのご意見を取り入れて、きょうこの後、締めた後に話

し合いをしたいなと、勉強会って言っていいのか、ちょっとわかりませんけれども、それ

でやらせていただきたいということで、よろしいですか。 

（何事か声あり） 

○澤口委員長 ほかのほうでまた意見があれば承りたいと思いますけれども、よろしいで

すか。 

（「なし」の声あり） 

○澤口委員長 これで締めてよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○澤口委員長 それでは、本日の常任委員会の審議を締めさせていただきたいですけれど

も、よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○澤口委員長 では、これをもちまして会議を閉じさせていただきます。 

 大変ご苦労さまでございました。 

閉議 午後 ２時３６分 


