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平成２９年 第４回猿払村議会（定例会）会議録 

 

平成２９年１２月１２日（火曜日）第１号 

 

◎ 日程第６ 一般質問 

 

○議長（太田宏司君）：休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

５番、森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：一般質問通告書に基

づきまして、２点について質問いたします。 

はじめに、１点目の超過勤務と人員管理につい

てから始めます。 

今年度も残り４カ月を切った段階で、新年度の

予算編成、また本年度の決算処理に向けたと思わ

れますが、本議会におきまして、各会計における

時間外手当の増額予算が計上されています。 

ちなみに一般会計ですと、係ごとに増減はあり

ますが、３６４万６千円ですか。そのほか下水、

国保、介護、介サですか。それらを含めて総額  

４９１万８千円ですか。これだけの増額計上がさ

れています。 

そこで以下の４事項について質問いたします。 

まず、１項目目の時間外手当増額の理由につい

て、簡単に説明願います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの森議員の

ご質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

今の時間外、本定例会に提出しております時間

外勤務手当の増額につきましては、ただいま議員

のおっしゃられた金額のとおり追加計上させてい

ただいております。 

この時間外手当につきましては、当初予算にお

ける時間外勤務手当という部分で、時間外勤務を

縮減する姿勢を示すことに加えまして、予算編成

も厳しい状況が続いておりますことから、対象職

員の基本給総額の６％相当で当初計画しておりま

したが、近年は補正予算による追加計上を余儀な

くされている現状でございます。 

議員のご質問にありました要因としましては、

今年度は特に、中途退職者の発生による職員個々

への業務負担量の影響もあると考えておりますが、

その他、各種事業等の実施による一時的な業務へ

の対応に加え、職員構成が若年化し、職務経験の

不足により事務処理に時間を要していることも一

因ではないかというふうに私は分析をしておりま

す。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：それでは、ちょっと

今までと質問の方式を変えていきたいと思います

ので、続いて２項目目に移ります。 

超過勤務は、一律に増加していないと思われま

すが、その傾向について簡単にご説明願います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：まず、時間外勤務手

当につきましての過去３カ年についてのご説明を

させていただきたいと思います。 

平成２７年度につきましては、対象職員５６名

に対して、時間外勤務が延べ８３１０時間となっ

ており、月平均１人あたりにしますと１２．４時

間、同じく部署単位で最大で３５．５時間となっ

ております。 

平成２８年度は、対象職員７１名に対し、時間

外勤務が延べ８７６４時間、月平均一人あたり 

１０．３時間、同じく部署単位別では最大で２３

時間というふうになっております。 

今年度につきましては、１１月分までの実績と

なりますが、対象職員８１名に対し、時間外勤務

が延べ７４８３時間、月平均一人あたり１１．５

時間、同じく部署単位では最大で２１．４時間と

なっており、３カ年における全体的な傾向として

は、ほぼ横ばいで推移しているのではないかとい

う状況でございます。 

○議長（太田宏司君）：森君。 
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○議員（森 克彦君・登壇）：今の回答でわかった

んですが、私がここで聞きたかったのがその傾向

ですから、例えば、総務が多いとかここの部署が

少ないとか、そういった部分を聞きたかったとい

うのが本音ですから、それはまた後で。 

３項目目、過労死ラインとされている月１００

時間を超えた職員の有無について、お願いします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：本年度４月から１１

月までの間で、月１００時間を超える時間外勤務

を行った職員は５名で、延べ７カ月となっており

ます。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：それでは４項目目、

たぶんきっと先ほどの１項目目とかぶる部分があ

るかと思いますが、人員管理と超過勤務の因果関

係、これについてお願いします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：お答えをさせていた

だきたいと思います。 

職員の絶対数が不足しているものと認識してお

り、このことが時間外勤務の縮減につながらない

要因の一つであると感じているところでございま

す。 

そのため、新規採用職員の確保に向け、村独自

での社会人経験者を対象とした採用試験を行うな

ど、改善に向けて鋭意努力をしているところでご

ざいます。 

また、職員数の不足を補うための効率的な行政

組織のあり方につきましても、現在、鋭意検討を

進めてまいりたいというふうに考えております。 

さらに、時間外勤務縮減に向けた取り組みとし

ましては、昨年１１月より毎週金曜日を一斉退庁

日と位置づけ、遅くとも午後６時３０分までに帰

宅する取り組みや、健康管理の観点から時間外勤

務は遅くとも午後１０時までとするよう、職員へ

の注意喚起も行っているところでございます。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：私の手元にある一般

会計の決算書、これの人件費の部分を見ましたら、

平成２５年度が一般会計ですが１０５４万８千円

で、２６年度が先ほどの時間と一致すると思いま

すが１５２６万円。 

２７年度で１４１６万７千円。 

平成２８年度で１４７９万７千円と、平成２７、

２８、この部分については先ほど村長が言われた

とおり、そうそう変化はないと。 

しかしながら、平成２５年度を見ると１０００

万、１０５４万円ということですね。特に２４年

度の部分からは手元に資料がないんで、今調べて

はいないんですが、たまたま見たら２５年度が 

１０００万なのに、２６年度でいきなり５００万

円程度増えているという、この辺っていうのは何

かあったんでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：お答えをさせていた

だきます。 

巽村長から私の代に移行した時で、たぶん職員

の皆さんについては、私の所信表明、いろんな進

める事業の中で、いろんな事業を展開していく中

で必然的に時間外が増えて、仕事量が増えたとい

いますか、その公約のために鋭意努力をしていた

だいたというところではないかというふうに思っ

ております。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今村長の答弁では、

村長が交代したと、そのために公約等の実現のた

め、業務が増えたというご答弁でしたが、２６年

度以降同じですね。ほとんど変わってないと。逆

に職員が増えたってのがあるかもしれませんが、

その辺、依然としてその公約の実現のため業務は

増えているというお考えでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：ご答弁をさせてい

ただきたいと思います。 

業務量の増も確かにございますけども、やはり

ここへきてですね、定年退職者もやはり数が増え

てきていると。 

一方で、中間的な行革以来の、中間的な中間層

の年齢の職員が少し不足しているのではないかと
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いうところもありまして、基本的には新規採用職

員のですね業務の部分の慣れとか、あるいは指導

の部分でですね、少し時間外がやはり増えてるん

ではないかなというふうにも、内情は分析をして

いるところでございます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今の副村長の答弁に

対してお聞きしたいのですが、ということは、現

在、退職補充による新卒者が増えているという中

で、一時的に増えているということでの答弁だと

思うんですが、そうすると将来的にこの部分は

徐々に減っていくというふうに考えてよろしいん

ですね。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：ご答弁させていた

だきます。 

基本的には、仕事に慣れてくればですね、時間

外は自ずと減ってくるもんだというふうに思って

おりますけども、やはりその中でも新規事業もど

んどん出てくるというふうに分析もしております。

ですから基本的には、職員数が絶対的にこれだけ

の時間外があるということは、やはり不足してい

るんだろうなというふうに思いますので、その辺

についてはですね職員の充足も含めて、今後検討

してまいりたいというふうに思います。よろしく

お願いします。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：では、改めてまた質

問したいと思います。先ほどと重複するかもしれ

ませんが、何故時間外に勤務をしなければならな

いのか。その要因として考えられるのは、先ほど

言いました人員が不足していると、それから一時

的に短時間で業務をしなければならないような突

発的な事項なり、新しい事業が入ってくるという

場合などがあります。そのほかにもありますが、

その辺はあえて言いませんけれども、その検証っ

てのはできてるんでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：先ほど答弁で申し上

げましたとおり、１００時間を超える職員が５名

いるというお話をさせていただきました。 

この部分につきましては、今年度国政選挙があ

りました。その部分での担当職員の１００時間を

超える時間、それから技術職でどうしても職員の

確保といいますか、そういうところが至らなかっ

たという部分で時間外が増えたと、その部分につ

きましては、来年度に向けて技術職の職員の採用

の目処が付きましたので、その部分については解

消ができるだろうというふうに思っております。 

また、全体的に１００時間を超えるような職員

については、常態化をしてるわけではなくて、ど

うしても新規事業、いろんな事業をやるにあたっ

てですね、突発的に時間外が増えているという状

況でございます。ただ現状として、働き方改革と

いうふうに国のほうも掲げておりますので、時間

外勤務手当については、なるべく多くならないよ

うな形の中で進めていきたいというふうに思って

おります。当然そうならなければ職員の精神的・

肉体的な健康管理も十分に行き届かなく、良い仕

事がしてもらえないというようなことを考えてお

りますので、今後引き続き時間外勤務については

極力減らしていきたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今回の補正予算の中

で、あるところで５０万円を追加して８０万円と

いうようなところがあります。ちょっと見で一人

だけで仕事してるような、そんな感じもしないで

はないんですが、この辺は管理職も含めて周りの

職員っていうのは手を貸すようなことがないのか

どうかと、そういうふうに思われるんですね。そ

ういったふうに一人にだけ仕事を任せて全くほか

の人間は手を貸さないと、そんなことはないかと

思いますが、あえてこの部分について、ないこと

を祈りながら回答願います。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：ご答弁をさせてい

ただきます。基本的には人数が少人数の形の中で

各課やっておりますし、人事面談の中でもですね
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時間外を命令するところも含めて、多いところに

ついてはきちっと相談もしているはずでございま

すから、基本的には課の中で手伝えるものについ

ては、手伝うという形の中での業務を執行するよ

うに指導しているつもりでございますので、そう

いう一人で全部を抱えるというようなことについ

ては、ないというふうに認識をしております。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今の１００時間を超

える人間が５名という話ですが、たまたまあの私

常に暇ですので、Ｙａｈｏｏ！ニュースを常に目

を通しているんですが、その中でたまたま時間外、

業務上限５割が過労死ラインとかっていう表題が

あったんで、たまたま目を通したんですが、その

中で、要は三六協定の中で、労使の中で月の勤務

時間ですか、これを例えば１００時間にしようが、

１５０時間に設定しようが、労使協定でちゃんと

結んでいればそれはオーケーということなんです

が、そうした中で、国のほうとしては月の上限、

これを今、月平均６０時間、年間７２０時間とい

うような設定をする方針だというような書き方が

ありました。 

村としては、これに該当する職員はいないかと

思いますが、こういった中で世間は動いていると

いうことであります。 

私は結論としまして、時間外をなくせっていう、

決してそういう言い方に捉えられると困りますが、

結局業務により時間外勤務の必要な部署、それは

当然出てくると思います。また、緊急な事態で時

間外をしないといけない、それも当然だと思いま

す。しかし、一部の部署に偏っているということ

は問題視しなければならないと思います。 

先ほどの答弁でも、その辺の検討事項をいろい

ろ、職員を採用するとかその辺が出てきておりま

すが、その原因、しっかりと検証して解消に向け

た方法を見出していただける、そして実行される

ことをお願いして、この質問を終わりにしたいと

思います。 

次にですね２点目ですか、スポーツセンターの

雨漏り対策についてということで質問したいと思

います。 

昭和５６年建設のスポーツセンターは、建設当

初だったと思いますが、雨漏りを起こし、過去数

度にわたり補修工事が行われてきた。しかしなが

ら、未だに改善がされていないということで、公

共施設維持補修計画、これは未だに詳細が示され

ていない中、どのような方向に進もうとしている

のかという現時点でのそのお考えをお示しくださ

い。 

先ほど、同僚議員もスポーツセンターと改善セ

ンターの複合施設うんぬんという話がありました

が、私は若干ネガティブに考えまして、現状施設

の維持、それで補修をしていくとそういう方向で

いきたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：眞坂教育長。 

○教育長（眞坂潤一君・登壇）：ただいまのご質問

にお答えしたいと思います。 

５６年建設ですので、施設的にもだいぶ古くな

ってまいりました。これまでも議員お話されたと

おりですね、過去に何度か大規模な雨漏り対策の

工事も実施しているところでございます。 

ただ、工事は実施しておりますが、根本的な解

消に至っていないというのも事実でございます。

なかなか大々的に手をつけられないという正直な

悩みもございまして、雨漏りがある度にですね業

者さんに場所の特定ですとか、原因等を調べてい

ただいてはいるところでございますが、防水対策

工事も既に実施してから１０数年が経過していて、

また再度必要な年次にも入ってまいりました。 

その部分におきましては、公共施設等の総合管

理計画の中でしっかりと位置づけをして、現況施

設を長期的にですね使用できるような改修という

方向で考えておりますので、どうかご理解をいた

だきたいというふうに思います。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今まで数度にわたり

改修工事を行ってると、まあ工事を行った時点、

しばらくは保っているような傾向だと思いますが、

ある程度の年月が経つとまた漏ってくると。最後

にトップライトの補修、要はトップライトを塞い
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だという、あの部分が一番漏ったんではないかと

思いますが、しかしながらまた漏ってきてると。

で、一般的に見てると雨漏りの傾向としまして、

ただ雨が降ってるとそういう時はまず漏ることは

ないと。強風が吹く、それに雨が伴うとその段階

で雨が入り、漏り出すというような傾向が強いん

ではないかと思います。 

そうした中で上だけの改修、これで良いのかと。

もっと若干横、横なりそれこそ吹付タイルとか何

かそういったもので横から吹き付けると、そして

開いている穴に流し込むという、そういった方策

はできないのかとふと思ったんですね。ですから、

今まで全部同じような工事しかやっていないよう

な気がするんですよ。この際、次期の補修計画に

向けて、そういったちょっと視点を変えた考え方

で工事を考えるということはどうでしょう。考え

ていませんか。 

○議長（太田宏司君）：眞坂教育長。 

○教育長（眞坂潤一君・登壇）：議員のおっしゃる

とおりだと思います。これまでは上部の防水補修

のみの、それとトップライトのガラスをやめまし

て、塞ぐという工事を実施してまいりました。当

時の工事の状況から年月も経っておりますので、

やはりコーキングにも劣化が進んでいるというの

も事実でございます。 

それと議員ご指摘のとおりですね、上部だけで

はなくて壁にもかなり深いクラック、亀裂が生じ

ているのもわかっております。特に東側、浜鬼、

海側のほうの壁についてはその傾向が非常に強く

てですね、現在ちょっと多い雨漏りが発生してい

る箇所については、そのクラックも一つの要因と

いうふうにこちらでは押さえております。工法的

には、いろいろこちらも今検討をしておりますけ

れども、溝に対しては埋める工夫も必要ですし、

今後については、これから学校の大規模改修もあ

りますので、いろんな業者さんからもたくさん良

いお話を聞きながら、どんな工法が良いかという

ことを決定してまいりたいと考えているところで

す。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：スポーツセンターの

建設が５６年ということで、確か教育長も５６年

位の役場採用だったと思います。それ以降、しば

らく教育委員会にいたということで、ほとんど教

育委員会ではないかと思います。そうした中、教

育次長もたぶん拓中時代にもうスポーツセンター

ができていたんではないかと思います。というこ

とは、体育なり部活の利用ですか、そのほか高校

に入って役場に入って、フットサルに結構来てま

したよね。そうした中で、実際に雨漏りってのは

見てきたと思います。 

そうした中で、転倒による怪我人が出たという

ことはなかったのかと、私の目の前でも滑って転

倒したというのが何人かおりますので、そういっ

た事例があったかどうか、もしわかる範囲でお答

え願いたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：眞坂教育長。 

○教育長（眞坂潤一君・登壇）：ご心配をいただく、

本当にその通りだと思います。転倒して、幸い大

きな怪我をしたという報告はこれまでには正直受

けておりません。教育委員会としても、そういう

ふうな情報を得ていないのは事実ですけれども、

ただ、転んで少し痣ができたと、そういう事例は

いろんな団体活動の中でお話は伺っているところ

でございます。その部分については、管理人さん

のほうにも使わせる前には必ず確認をしてくださ

いということで、そういう箇所がもしあるんであ

れば、何か物を置くなり対応してから、使う方へ

のお話も十分注意するようにお話をしてください

という、今のところはそういう対応で進めさせて

いただいているところでございます。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今の教育長の答弁で

安心いたしました。 

そうした中で、依然としてまだ雨漏りがあると

いうことで、今後においても軽傷で済むという保

証はありません。そうした中、次期個別計画策定

に向けて、一日も早いその雨漏り解消、これに向

けて努力されることをお願いして、質問を終わり

ます。 



- 6 - 

○議長（太田宏司君）：これで一般質問を終結いた

します。 


