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総 務 建 設 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  平成２９年１２月８日（金）  午前９時５６分 開会 

  平成２８年１１月１５日（）  午後０時 ６分 閉会   

１．場所 

  第二委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 渡辺慎吾   副委員長 福住礼子   委  員 野口 博 

  委  員 中川嘉彦   委  員 三好義治   委  員 香川良平 

  委  員 松本暁彦 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森山一正  副市長 奥村良夫 

市長公室長 山本和憲  同室次長 大橋徹之 

政策推進課長 川西浩司  同課参事 上田和生  人事課長 浅尾耕一郎 

総務部長 井口久和  同部次長兼市民税課長 橋本英樹 

財政課長 谷内田修 

建設部長 土井正治  同部次長 山本博毅 

道路交通課長 永田 享 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 藤井智哉   同局次長代理 田村信也   同局総括主査 香山叔彦 

 

１．審査案件 

  議案第７５号 平成２９年度摂津市一般会計補正予算（第５号）所管分 

  議案第８４号 摂津市一般職非常勤職員等の勤務条件等に関する条例制定の件 

  議案第８５号 摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

制定の件 

  議案第８６号 摂津市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定の 

         件 

  議案第８７号 摂津市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例制定の件 

  議案第８８号 摂津市税条例の一部を改正する条例制定の件 
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（午前９時５６分 開会） 

○渡辺慎吾委員長 ただいまから、総務建

設常任委員会を開会します。 

 理事者からの挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。 

 本日は、師走、何かとお忙しいところ、

総務建設常任委員会をお持ちいただきま

して、ありがとうございます。 

 本日は、先日の本会議で当委員会に付託

されました案件について、ご審査を賜りま

すが、何とぞ慎重審査の上、ご可決いただ

きますよう、よろしくお願いいたします。 

 一旦退席いたしますが、よろしくお願い

します。 

○渡辺慎吾委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は松本委員

を指名します。 

 審査の順位つきましては、お手元の配付

しています案のとおり行うことに異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 異議なしと認め、その

ように決定しました。 

 暫時休憩します。 

（午前９時５７分 休憩） 

（午前９時５８分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開いたします。 

 それでは、議案第７５号所管分の審査を

行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 質疑ありますか。 

 香川委員。 

○香川良平委員 おはようございます。 

 議案第７５号の一般会計補正予算書２

６ページの土木費、道路橋りょう費で、土

地購入費に１，５０９万６，０００円を計

上されているんですが、これはどこの土地

かお聞かせいただけますでしょうか。 

○渡辺慎吾委員長 谷内田課長。 

○谷内田財政課長 それでは、この土地購

入費について、答弁申し上げます。 

 この土地につきましては、現在、土地開

発基金で保有しておりますことから、土地

開発基金所管であります財政課のほうか

ら答弁させていただきたいと思います。 

 この土地につきましては、せっつメモリ

アルホール隣接の道路用地として一般会

計で買い戻すものでございまして、所在地

といたしましては、東別府五丁目３０３番

５になります。面積といたしましては１１

９．８１平米ということになっております。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 香川委員。 

○香川良平委員 ご答弁ありがとうござ

います。 

 先般行われました決算審査でせっつメ

モリアルホールの裏の土地購入の件があ

ったと思うんですけれども、もう一度お聞

かせいただきたいんですが、せっつメモリ

アルホール裏の駐車場用地を購入したの

と、この平成２８年度決算で一緒に購入し

た分じゃないんですかね、これは。ちょっ

とその辺、購入した経緯、一緒に買ったの

か、時期を分けて購入したのか、その辺ち

ょっとお聞かせいただけますかね。お願い

します。 

○渡辺慎吾委員長 谷内田課長。 

○谷内田財政課長 それでは、せっつメモ

リアルホール裏の駐車場用地、それから、

今回の道路用地の取得の経緯ですけれど

も、せっつメモリアルホール裏の道路用地

として購入させていただきました分につ

きましては、平成２３年４月に前所有者か

ら取得させていただいております。今回、
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一般会計で買い戻しさせていただきます

道路用地につきましては、その翌年の平成

２４年５月に取得しているという状況で

ございまして、今回、一般会計で買い戻す

分はこの道路用地の分だけという形にな

っております。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 香川委員。 

○香川良平委員 ご答弁ありがとうござ

います。 

 ちょっと根本的なことがわからなくて、

お聞きしたいんですが、土地開発基金の名

義やったということなんですかね。それは

登記簿上もそういうことやったんですか。

今はこの土地購入費で計上されてますか

ら、摂津市の土地っていう認識なんですけ

ど、摂津市の土地になる前は、例えば平成

２４年に購入したとおっしゃってました

が、登記簿上は土地開発基金が名義になっ

てるのですかね。ちょっとその辺をお聞か

せください。 

○渡辺慎吾委員長 谷内田課長。 

○谷内田財政課長 土地開発基金として

保有はしておりますけれども、登記簿上は

摂津市の所有という形になっております。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 よろしいですか。 

 香川委員。 

○香川良平委員 はい、わかりました。あ

りがとうございます。 

 以上で質問終わります。 

○渡辺慎吾委員長 ほかにございません

か。 

 野口委員。 

○野口博委員 そしたら、幾つかお尋ねし

ます。 

 今回の一般会計補正予算は、あまり案件

がないわけでありますけれども、その中で

改めて人件費だとか職員の動きだとか、そ

して、１２月の議会ですので、あと年度末

まで４か月ということになりますので、そ

の辺の状態を受けて、平成２９年度の財政

見通しについて、少し議論をしておきたい

と思います。 

 一つ目に、人件費にかかわって、一般会

計補正予算書の４１ページに、職員数の異

動状況が記されています。この辺のまず理

解です。どういうふうに理解したらいいの

かということで、まず１点目にお尋ねした

いと思いますが、職員数の異動状況の数字

の中で、補正前、平成２９年２月１日に予

算組みしてますけども、現に在籍職員数が

５６２人と、うち短時間が２８人と、増減

予定がありまして、計５４７人については、

２月１日で予算組みしたけども、その数字

は４月１日予定と書いてますけども、４月

１日時点の数だと。そしてその補正後が、

計５４９人となっておりますけども、質問

は、その当初予算について、２月１日の職

員数で予算組みしたけども、結果として、

４月１日はその５４７人だったというふ

うに理解していいのか、ちょっとその辺の

この数字の見方について、まず１点目お尋

ねしておきます。 

 二つ目は、事務報告書、職員数の問題で

あります。事務報告書の２９ページから３

２ページにありますけども、一般職員、再

任用職員、任期付職員、再任用短時間勤務

職員ということで分けて、総計６６５人と

いう数字が示されてますけども、どの時期

が適当かわかりませんけども、１１月２０

日時点、または来年３月３１日見込み、ど

ちらでも結構ですけども、それぞれの数字

を示していただきたいと。 

 三つ目に、平成２７年度から取り組んで

おられる１０年間の職員定数管理との関
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係でどうなのかという問題であります。計

画そのものは平成２７年度、技能労務職も

含めて６４０人が、１０年後、平成３７年

度には５７６人、１割カットということで、

特にその技能労務職を中心として、そうい

う数字でありますけれども、これが平成２

９年度を迎えまして、３年度目であります

けれども、どういう数字になっているのか、

お尋ねしておきます。 

 四つ目に、冒頭申し上げた平成２９年度

の全体の財政見通し、昨年はご承知のとお

りたばこ税がプラスで入ってきました。何

らかの理由が当然ありますけども、ことし

はどうなのかという問題も含めて、あと市

債の状況、基金の見通しの問題とか、平成

２８年度決算では不用額が２３億円ほど

ありましたけれども、この平成２９年度は

どういう見込みなのかも入れて、結果とし

て、どういう財政見通しで見たらいいのか、

以上４点、ちょっとお願いします。 

○渡辺慎吾委員長 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 それでは、私のほうから

１点目の人件費に係りますご質問に答弁

をさせていただきます。 

 まず、職員数の説明ということで、一般

会計補正予算書４１ページの異動の状況

の内容でございますけれども、補正前とし

て２月１日に５６２人、実際に今在籍する

職員数によって、当初予算というのを予算

組みをさせていただいております。この時

点で１５名の減ということが年度末、年度

初めで想定をされまして、実質５４７人、

４月１日の予定として、当初予算として計

上をさせていただいているところでござ

います。 

 今回の補正の在職しております職員数、

補正後のところにつきましては、この３月

末の年度末退職、４月１日の職員の採用、

それから、このあとの年度途中の退職等も

ございますけれども、１０月１日の職員数

の採用、これらをあわせて、１１月２０日

時点で実数として一般会計に属する職員

が常勤の職員で５４９人、再任用で３１名

ということで、今回補正予算として計上さ

せていただいているということでござい

ます。 

 ４月１日の実数につきましては５４７

人で想定をしておりましたけれども、ここ

は少し補正、当初予算組みの後に退職がわ

かった職員等がおりますので、少しこの数

字は減るような形にはなります。 

 それから２点目の質問でございますけ

れども、職員数、１１月２０日の時点で、

事務報告書との関係で答弁をさせていた

だきます。 

 事務報告書のほうにつきましては、一般

会計だけではございませんで、特別会計、

企業会計等に属する職員も全て網羅する

形で記載をさせていただいております。一

般会計で申し上げますと、再任用も合わせ

ますと、３月末時点、事務報告書の数字で

言いますと、５８９人ということになりま

す。 

 １１月２０日時点でこの数字がどうな

っているかということでございますけれ

ども、５８０人ということで、少し減とい

うことになってございます。 

 それから、３点目の定数管理の部分でご

ざいますけれども、定数管理の計画のほう

をお示しをさせていただいているところ

でございますけれども、この中では、事務

部門については、ほぼ１０割の補充という

ことで、退職数に見合った人数を補充をし

ていると、そのほか、技能労務職につきま

しては退職不補充と、それから、保育所、

幼稚園に係ります職員につきましては、民
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営化等もございますので、補充の必要がな

い部分というのが、ここで表記をされてお

りますけれども、この考え方に沿った形で、

現在採用等を進めているという状況でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 谷内田課長。 

○谷内田財政課長 それでは、私からは４

点目の平成２９年度の財政見通しの点に

つきまして、お答えさせていただきます。 

 現在のところ、市税に関しましては、法

人税で若干主要法人の収入の状況、前年比

から少しプラスになるかなという報告を

受けております。あと、たばこ税につきま

しては、例年どおりの収入状況であるとい

う報告も受けております。 

 ただ、一方で、譲与税関係で若干前年比、

前年度と比べますとマイナスになるもの

が出てくるかなという状況で、まだ今後、

３月の交付分等がございますので、最終的

には数字としてはどうなるか、まだ不明な

ところはございますけれども、収入につき

ましては、大体、前年と変わらないような

状況かなと、今のところは見込んでおると

ころです。 

 一方、歳出のほうに関しましても、例年

どおりの動きをしておるかなと考えてお

りまして、それを踏まえますと、昨年の１

２月補正後の時点では、主要基金の繰入額、

これの予算計上状況としては、２４億６，

８００万円ほどとなっておりましたが、今

回の第５号補正後の繰入金の額といたし

ました２９億８，４００万円余りというこ

とになっておりますので、若干去年よりも

繰入額、予算計上額としては多いような状

況ということになっております。 

 昨年度はそれ以降にたばこ税の増額の

補正等をしたことも踏まえますと、やはり

繰入については最終的には１０億円を超

えるものになってくるかなと考えており

まして、そのあたり、歳出の抑制といいま

すか、各課に節減努力、これからもこれま

でと同様にお願いしていかないといけな

いかなと考えているところでございます。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 野口委員。 

○野口博委員 一般会計補正予算書４１

ページの件については、その２月１日の予

算組みしたときの５６２人であり、マイナ

ス１５人で、計として５４７人で出発した

という意味でよろしいんですね。わかりま

した。 

 そしたら、事務報告書で示されているこ

の全体の数字ですね、ちょっと意味がわか

らなかったんですけども、事務報告書では、

ことしの３月末時点の数字が全部入って

ます。一般職員で６１１人、再任用職員が

この時点で２人ですね。任期付職員が１７

人、再任用短時間勤務職員が３５人で、ト

ータル６６５人でありますけれども、この

数字がそれぞれどうなのかというのを問

うたわけで、ちょっと改めてご答弁いただ

きたいと。 

 三つ目ですね、１０年間の定数管理の問

題でありますけども、もしよければね、な

かなかその数字がわかりませんので、わざ

わざこの時点で１０年間の職員の定数管

理計画をつくったわけでありますので、そ

の前提のこの考え方は別にしまして、実際

の数字はどうなのかということを知りた

いので、ちょっと委員長のほうで、この数

字を資料請求いただきたいということで、

後日よろしくお願いしておきたいと思い

ます。 

 そしたら、最後の今年度の財政見通しで

あります。この前、決算審査が行われまし
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た。前年、平成２８年度、結果として、こ

の年には当初２９億円の基金繰入を見込

んだけれども、２５億円ほど減らして、４

億８，０００万円の繰入に収まったと。 

 市債についても、当初が１４億円を超え

る数字でありましたけれども、約１４億円

なので、４，０００万円の減で終わったと

いうことで、公共施設整備基金と減債基金

はゼロでありました。財政調整基金につい

ても、４億５，０００万円で収まりました。 

 今回、平成２９年度は当初で財政調整基

金と公共施設整備基金と減債基金の基金

を合わせますと、２７億３，０００万円の

繰入額を組んでます。今の説明では、１０

億円を超える程度の繰入金になるんじゃ

ないかというお話であります。そうします

と１７億円程度、この繰入が減るという見

込みだということで、そのように理解して

ますけども、あわせて、その辺の理解でい

いのかということと、中期財政見通しで平

成２９年度、これは普通会計ベースであり

ますけども、差引で実質マイナス１５億２，

４００万円、この数字を現在、どういうふ

うに見ているのかということをあわせて、

ちょっと答えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 資料請求がありまし

たので、後日の提出をお願いします。 

 答弁を求めます。 

 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 それでは、２回目のご質

問に答弁をさせていただきます。 

 事務報告書の職員数のご質問でござい

ますけれども、この一般会計で申し上げま

すと、職員数が３月末の時点で１名減って

おりまして、合計で５８９人ということに

なっております。これは再任用職員であっ

たり、任期付職員も合計した数字というこ

とでございます。６６５人とあるのが一般

会計で申し上げますと、５８９人というこ

とでございます。 

○渡辺慎吾委員長 谷内田課長。 

○谷内田財政課長 それでは、平成２９年

度の見通し、これにつきまして、お答えさ

せていただきます。 

 中期財政見通しとの関係で申し上げま

すと、先ほどは１０億円を超える基金繰入、

最終的になるというふうにお答えさせて

いただきましたけれども、状況といたしま

しては、中期財政見通しを作成させていた

だいたときから、大きく状況の変更がござ

いませんので、中期財政見通しでお示しさ

せていただいております１５億円程度、１

０億円程度と先ほど申し上げましたが、１

５億円程度になってくるかなと考えてお

るところです。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 野口委員。 

○野口博委員 この事務報告書の数字で

すけどね、すごい減るので、ほんまにそう

なんでしょうかね。一般職員が６１１人で、

ずっといきまして、合計６６５人、今おっ

しゃったのは、合計の数が６６５人が５８

９人ということになりますので、７６人減

るんですね。ちょっと、訂正があれば訂正

していただきたいと。 

 財政見通しでありますけども、そうしま

すとね、毎年その基金の繰入を当初組みま

すけど、市債とか全体的な財政運営で基金

を残して、全体としては市債についても元

金償還に近づかない、低い方向で収めると

いう努力は当然わかってるんですけども、

中期財政見通しで今年度末１５億円で見

てると、その途中経過の中で、基金を２７

億円で組んだのが、１０億円程度ですよと

いう説明があったと思うんですけども、そ
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れがその結果として、１５億円マイナスに

なるという見通しについて、そのいわゆる

不用額も含めて、多分２０億円程度出ると

思いますけども、それの関係で、この現時

点で最新の考え方として、今年度末、この

１０億２，４００万円、普通会計で歳入と

歳出の差引でマイナス１５億円という数

字がどうなのかというこの、ちょっと答え

いただきたいと思います。 

○渡辺慎吾委員長 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 それでは、職員数にかか

わりますご質問に答弁をさせていただき

ます。 

 済みません、ちょっと私の答弁がわかり

にくかったと思います。この事務報告書に

記載があります職員数というのは、一般会

計と特別会計、企業会計、全て含んだ数字

ということで、３月末時点の職員数の実数

をあらわしております。ですので、３月末

時点は６６５人ということでございます。 

 １１月２０日時点の数字ということで

ございますけれども、全会計合わせまして

６５８人ということでございます。 

○渡辺慎吾委員長 谷内田課長。 

○谷内田財政課長 財政見通しの件につ

きまして、お答えさせていただきたいと思

います。 

 中期財政見通しで、１５億円の今年度繰

入を見込んでいるという数字を提示させ

ていただいております。１５億円の範囲内

で、若干の動きはあろうかと思いますけれ

ども、今のところ、中期財政見通しを策定

させていただいた以降のいろんな補正の

動き等も踏まえましても、やはり１５億円

の前後の繰入になろうかなというふうに

今のところは考えているところです。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 野口委員、よろしいか。 

 野口委員。 

○野口博委員 そしたら、財政見通しの問

題です。ちょっと理解がなかなか難しいん

ですけれども、ことしの５月３１日に会計

を締めて、９月にこの決算書が出されまし

た。それをもとに中期財政見通しが組まれ

ました。そんな期間はたってませんけれど

も、そういうことから、そのような答弁に

なるのかなと思いますけれども、しかし当

初で、先ほどから何回も言ってますけども、

２７億円の基金を組んで予算組みしたと、

結果１０億円程度で、その数字が１７億円

減るということを前提として、この１５億

円の赤字でおさまるという計算になって

ます、数字上はね。そういう理解でいいの

かということなんです。だからちょっとそ

の辺のその予算組みしたときの関係と、９

月に昨年度決算を受けて中期財政見通し

をつくりましたという中での結果、その１

５億円の赤字になりますという、この考え

方についてね、ちょっと説明いただきたい

と、どなたでも結構ですけども。 

○渡辺慎吾委員長 谷内田課長。 

○谷内田財政課長 平成２９年度の当初

予算において２７億円の基金の取り崩し

を予算計上させていただきましたけれど

も、やはり毎年歳出予算において不用額が

一定出てくるものでございます。そういっ

た動きについては例年と変わらない動き

かなと、今のところは考えておりまして、

その金額が委員もおっしゃっていただい

てますけれども、大体１０億円から１５億

円というふうな数字かなと今のところは

認識しております。その当初の２７億円が

計上されておりましたけれども、そこから

不用額が１０億円から１５億円程度、それ

から、歳入でプラスマイナスが出てくるも

のもございますので、そういった意味で、
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１５億円程度の最終繰入額になろうかな

と考えております。 

 あと、昨年からの比較で申し上げますと、

やはり昨年、普通交付税が交付された。そ

れから、臨時財政対策債もあった。たばこ

税の増収、これにつきましては、９億円ほ

ど増収ございましたけれども、今年度２億

円弱ほど大阪府への納付金を納付させて

いただいております。こういったことも踏

まえますと、大体昨年度から比べると１５

億円程度の減収になってくるかなと思い

ますので、その２点も考えますと、中期財

政見通しで出した１５億円の範囲内に前

後ですね、そういったところで最終的な繰

入の額としては収まってくるかなと、今の

ところは考えているところです。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 野口委員。 

○野口博委員 １点だけ確認します。平成

２９年度は多分たばこ税はないだろうと

思いますので、そういう意味も含めて、い

わゆる交付団体の可能性の問題について、

ちょっとこの時点でどうなのかと、交付に

なれば今おっしゃった臨時財政対策債と

か、普通交付税も来ますので、いろんな面

で財政的には変動が生じる話になります

ので、ちょっと現時点でその可能性につい

て、総務部長でも結構ですし。 

○渡辺慎吾委員長 谷内田課長。 

○谷内田財政課長 来年度の交付税の見

込みということですけれども、交付税につ

きましては、まずは地方全体の地財計画を

総務省で策定されまして、その中で交付税

の総額が確保されてまいります。そこから

個別の団体の交付税の額につきましては、

さまざまな補正係数の試算を通して、最終

的に算定方法が決定されております。そう

いった補正係数の考え方につきましては、

毎年変更が加えられておりまして、現時点

でそのあたりの補正係数の算定方法、どう

いったものになるかというところがなか

なか把握といいますか、国のほうもまだ現

在は考えとしては詳細をお示しいただい

ておらないところでございます。そういっ

たところも踏まえますと、現時点で交付税

が交付になるか不交付になるかというの

は、なかなか申し上げにくいところでござ

いますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 ほかにございません

か。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員 おはようございます。 

 それでは１点だけお伺いします。 

 先ほどの香川委員の質問に関連するん

ですけれども、この土地購入費、１，５０

９万６，０００円、答弁の中では平成２４

年５月に購入されたと、まず、せっつメモ

リアルホール裏の道路用地について、市道

をつくる意味っていうんですか、どういう

目的でつくるのか、まずそこを教えていた

だけますでしょうか。 

○渡辺慎吾委員長 谷内田課長。 

○谷内田財政課長 それでは、中川委員の

ご質問に対してお答えいたします。 

 駐車場用地と、それから道路用地、これ

を２か年に分けて購入させていただいた

んですけれども、駐車場につきましては、

せっつメモリアルホールの裏手にあるん

ですが、現在はその駐車場用地へ乗り入れ

するためには、少し迂回をしていただいて、

行っていただくという状況になっており

まして、そこからこの道路をつくることに

よりまして、駐車場用地へのアクセスが大

分改善されるということがございました
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ので、当時、道路用地として購入させてい

ただいたものでございます。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 中川委員。 

○中川嘉彦委員 それではその道路用地

として、駐車場と道路用地と２か年にわた

って購入されたってことですけど、平成２

４年５月にその道路用地のほうを買い戻

しされて、私が知ってる限りでは、今、工

事しています。このタイムラグというのは、

どういうことなんでしょうか。教えていた

だけますか。 

○渡辺慎吾委員長 谷内田課長。 

○谷内田財政課長 土地購入につきまし

ては、当時、前所有者からいろいろと話が

持ちかけられて、内部で協議して、この土

地を購入することを決定させていただい

たわけですけれども、最終的にこの駐車場

として、どういった整備をしていくのか、

当然、駐車場として、整備するためには、

それなりの金額がかかります。そういった

ところで、財源としてどういったものがあ

るのか、その財源、一番有利な財源として

はどうなのかという議論をしていたとこ

ろでございますけれども、一方でせっつメ

モリアルホールの民営化という課題もご

ざいまして、せっつメモリアルホール所管

課でもいろいろと検討を進めていただい

ているところでございます。 

 そういった二つの課題が並行して進ん

でいる状況の中で、そういったせっつメモ

リアルホールの民営化、その問題が片づく

一定の方向性が見えない限り、駐車場とし

てなかなか整備がしにくいという状況が

ございました。しかし、現在、臨時の駐車

場として、お使いしていただいている中で、

やはり接道の状況が悪いと、何とかならな

いかというふうな要望等が大分高まって

まいりましたので、まずは道路として、先

に整備をさせていただくということで、今

回、工事に着手したものでございます。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 中川委員。 

○中川嘉彦委員 ありがとうございます。 

 ちょっと不勉強なんで、わからないんで

すけど、まずその土地っていうのは、その

土地の所有者から持ちかけられて、買って

からどういうふうに使おうかというふう

に整備をその後に考えたということでよ

ろしいんでしょうか。 

○渡辺慎吾委員長 谷内田課長。 

○谷内田財政課長 もちろん、所有者から

申し出があってから考えたわけではなく、

当然、せっつメモリアルホールの利用者か

らの要望、そういったものも受けながら駐

車場がなかなか手狭になることが多いと

いうことで、担当課がいろいろと検討して

いっている中で、そういった前所有者から

話があったもので、所有者の申し出があっ

たことを受けて、担当課としてそこから初

めて検討したものではないということは、

ちょっとご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 中川委員。 

○中川嘉彦委員 ありがとうございます。 

 理解をいたしました。何が言いたいかと

いうと、緊急性がないものに対して、こう

いうお金を平成２４年度につぎ込まなく

ても、ちゃんと計画が見えてから、費用を

充てて購入すれば、違うところにお金が回

ってたんじゃないのかなと、利用者のニー

ズを今把握している段階だとか、いろいろ

検討されているということもありますけ

れども、その辺はきっちりと計画を立てて

から購入しても遅くなかったんじゃない

かなと、私はその辺の経緯と状況が詳細に
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はわかってないですけれども、その辺の考

え方、しっかりしてから、当然金利もつく

わけですから、よく考えて、これから対応

していただきたいと思います。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 三好委員。 

○三好義治委員 ２点について、質問させ

ていただきたいと思います。 

 まず、６ページの債務負担行為の補正で、

受電設備点検委託事業が掲載されており

まして、平成３０年度から平成３４年度、

なおかつ最終の４５ページに債務負担行

為で翌年度以降にわたるものについての

前年度末までの支出額及び当該年度以降

の支出予定額等に関する調書が出てるん

ですが、この補正の部分とこの調書の部分

で、前年度までの支出も全く変化がなくて、

予算にも変化がなくて、契約期間にも変化

がない。こういう流れについて、ご説明い

ただきたいのと、建物等総合管理事業につ

いては、前回の決算審査で対前年度比較と

いう、対前回比較で一覧表を野口委員から

資料請求があって、我々も手元にいただい

てるんですが、そのときには、建物等総合

管理業務委託の中に、この受電設備点検の

中身は入ってないんですね。年度は同じ年

度になってるんですが、この委託をするに

当たって、何か支障があったのかというの

が非常に気になっているのと、どこのその、

建物等総合管理事業の点検ですから、公共

施設の受電設備といわれる、５００平米以

上ぐらいのところの受電設備の点検だと

思うのですが、箇所をちょっと教えていた

だきたいなと思います。手続とね。 

 それと、今それぞれ質問がありました、

その土地購入費の関係で、総括的にちょっ

と質問させていただきたいと思うんです

けれども、決算審査では深くまで追求はで

きなかったんですけど、もともとの基本的

な考え方として、土地開発基金が現時点で

２，０６０万円近くが平成２９年３月３１

日現在高で残っておりまして、決算でも言

うておりましたけれども、なぜこの時期に、

この補正が上がってくるんだと、実際にせ

っつメモリアルホールの横の道路工事に

ついては現在進行形で工事が進んでるん

ですね。本来だったら計画行政で行うなら

ば、この土地開発基金の一般会計からの買

い戻しならば、当初予算で組むべきだと、

まず買い戻しをせずに今工事をやってる。

その工事費用は当初予算で幾ら見てたん

かという、全体の流れを教えていただきた

いと。私は、登記をしたからいいというよ

うな論法はちょっと通じないん違うかな

と思ってるんですよ。基金の使途について

ね。 

 それから、臨時駐車場の平成２３年度に

買うたところの平米単価、土地開発基金で

購入した段階、それ以後、今回買い戻しを

するに当たっての平米単価、これについて

の経過についてを、まずお聞かせいただき

たいと思います。 

○渡辺慎吾委員長 谷内田課長。 

○谷内田財政課長 それではまず債務負

担行為の補正に関するご質問にお答えさ

せていただきます。 

 債務負担行為、まずこの受電設備の点検

委託事業、場所はどこかということでござ

いますけれども、これにつきましては環境

センターの受電設備ということになって

おります。 

 それから調書の内容についてというお

問いもございましたけれども、補正の段階

で前年度までの支出額、これがないのにこ

の欄があることについてはどうかという

ご質問なのかなと思うんですけれども、あ
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くまでもこの調書につきましては、地方自

治法施行規則に様式が定められておりま

して、前年度の支出額としては当然補正で

すので、計上というのはないんですけれど

も、様式として定まっているということで

ご理解を賜りたいと思います。 

 それから、今回、土地購入費でなぜこの

時期なのかということですけれども、工事

につきましては当初予算で計上させてい

ただきまして、既に入札を実施させていた

だきまして、業者によって現在工事が進ん

でいるところでございます。工期といたし

ましては、２月末の工期を設定させていた

だいておりまして、今年度末ぐらいには工

事も完了して、市民の方々にお使いしてい

ただける状況になったということで、工事

の担当所管からは状況を確認しておりま

す。そのため、当初、この土地購入費は計

上いたしておりませんでしたけれども、今

年度末には供用開始できる状況になると

いう確認ができましたので、改めてこの時

点で補正を計上させていただいたという

ことでございます。 

 それから、平米単価ですけれども、当時、

この道路用地の平米単価といたしまして

は、１平米当たり１２万６，０００円で購

入させていただいております。今回、土地

開発基金から一般会計に買い戻すに当た

っても、同様の単価で買い戻しをさせてい

ただくものでございます。 

 臨時駐車場の単価につきましては、１平

米当たり１１万６，０００円で購入させて

いただいております。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 三好委員。 

○三好義治委員 債務負担行為について、

筋論でね、淡々と説明していただいたら、

淡々と答えざるを得ないんやけども、前回

の１０月の本会議、それから委員会のとき

に、確か債務負担行為に対して、なぜこの

時期に債務負担行為をやるんやと、一括し

てやりなさいと、１２月でええんちゃうか

というご質問させていただいたんですね。

そのときのご答弁については、できるだけ

早目にわかってる件については、債務負担

行為をさせていただきたいと、私はそのと

きにも話しとったのは、従来の債務負担行

為については、いろんな手続も調査も含め

て、ある程度確定した段階で、１２月の補

正予算で債務負担行為を組むのが例年の

やり方ではないんかという質問もさせて

いただきました。だから、１０月で全て上

がってきてる思とったんですね。それがな

ぜ１２月に上がってるんやと。 

 それと、やっぱり受電設備なんかでの建

物等総合管理事業ならば、確かに環境セン

ターの受電設備は一番大きいかもわかり

ませんけども、やっぱりトランス変電所関

係、キュービクルを抱えてるんやったら、

この本庁舎もそうですし、コミプラもそう

ですし、そういった大きな公共施設につい

て、やっぱり受電設備があるとこならば、

一括して債務負担行為を契約をしていく

のが本筋ではないんかと私は思ってるん

ですよね。建物等総合管理事業としてね。

だから、なぜ環境センターだけであって、

１０月に答弁した部分とこの１２月の違

いは何やねんと、ちょっと教えていただき

たいという部分と、行政のそのお財布とい

うのは、まず、土地開発基金と土地開発公

社はちょっと区分して考えますね。土地開

発基金で、これも先行取得で財政が将来的

に必要だという部分の土地を保有する部

分で、先ほど言うてたのは事業が確定した

段階で、その買い戻しをするいうこの手続

論が、一般の民間人と比べたときにいかが
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なもんかなということを指摘してるんで

すよ。 

 だから、土地開発基金で、冒頭言いまし

たように、計画行政で当初予算に道路改修

事業の予算を組んでるんやったら、年度内

に事業は進行させるために財政として許

可してるんですよね。そのときになぜ土地

開発基金の、要は一般財源の予算化をして

なかったんかいうことを言うてるんです

よ。なぜ進まなかったのか。決算で私が指

摘したから、慌ててこの土地開発基金で一

般会計から買い戻し、繰入をしたん違うん

かということなんですね。我々議員が見え

ないんですよ、この部分はね。 

 この資料についてでも、本来やったら土

地購入費の説明のところで、土地開発基金

への繰入というような文言があってしか

るべきなんですね。実際に先ほど言うてる

ところで当初予算、その工事費は幾らやっ

たのか。摂津市で登記はしてるけども、実

際に一般会計へ、もう一回言いますよ、買

い戻しもしてなくて、本来やったら土地開

発基金いうて、保有、そのときやったら財

政課主導でね、工事がやられるべきやけど、

しかし、工事を今やってるのは原課ですよ

ね。フォークリフトもいっぱいおいて、大

がかりな工事になってますよ。現場見に行

ってきましたらね。それで本来ね、僕はね、

ほんまに筋論で言うてるんですよ。本来あ

るべき、財政運営、事業執行のあり方ね。

なかなか納得いかないんですけどね。 

 それとね、１年違いで、平成２３年４月

に臨時駐車場のほうの平米単価が１１万

６，０００円、ほんですぐ隣ですよ。すぐ

隣で１年後に買うたら１２万６，０００円、

こないだの土地の地価公示で、千里丘のほ

うで１，０００円上がったところもあると

いうことで、１年違いでこれだけの土地の

価格の差がいうのは、どういう現象ですか。

道路を１本挟んで、そんなに土地の値段が

変わるんですか。この点について、ちょっ

とお聞かせいただきたいと思います。 

○渡辺慎吾委員長 谷内田課長。 

○谷内田財政課長 まず、道路工事の予算

計上とともに土地購入の予算を計上する

べきじゃないかというご質問のところで

ございますが、これにつきましては、国の

ほうからも土地開発基金等の設置につい

てという通知が出ておるところですけれ

ども、この中で、土地開発基金で先行取得

した土地については、他会計の事業の用に

供する場合においては、これを当該年度の

当該他会計の歳出予算をもって買い戻す、

買い取ることとするという通知も出てお

りまして、これを参考に同一年度で買い戻

しをしたいと考えまして、今回補正を計上

させていただいたところでございます。 

 あと、当初予算で工事の予算を計上して

おりますので、工事も当該年度で、完了す

るべく担当課と調整をした上で、きちんと

予算計上しておりますので、当然、この平

成２９年度中に工事が終わって供用開始

するものとして、当初予算で予算計上する

べきだということで、委員もおっしゃって

いただいてることかなと思うんですけれ

ども、工事完了後、どういった手続をもっ

て供用を開始するのかというところの調

整が残っておりましたので、改めて工事発

注、工事の進捗状況を踏まえた上で、今回

は補正予算で計上させていただいたもの

でございますけれども、今後の買い戻しに

つきましては、工事とそれから買い戻し、

同時で行うことについて、ちょっと担当課

とも検討していきたいと考えております。 

 それから、土地の単価ですね、これが１

年後、駐車場用地の平米単価と、それから
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接道用地での平米単価が変わったことに

ついては、当時の価格交渉をきちんと鑑定

士等で鑑定をいただいた上で、単価の違い

が出てきているものと考えておるところ

ですけれども、やはり、接道、隣接する道

路用地については、一定、安威川沿いの大

きな道路に面しておりますので、そういっ

たところで単価としては、若干違いが出て

きている、当時出てきたのかなと考えてお

ります。 

 債務負担の時期、これがずれてることに

ついて、今回、環境センターの債務負担、

１２月、これ単独で出させていただいてお

るんですけれども、環境センターの特殊性

から、この環境センターの受電設備につい

ては、ほかの公共施設と一括して契約、発

注するということが少し困難な面がござ

いますので、そういった特殊性を踏まえて

環境センターのみ別で債務負担行為を設

定させていただいて、契約をしたいと考え

ておるところです。 

 環境センターの単独になりますので、前

回補正で計上させていただいた建物等総

合管理事業のように、新たな業務の追加と

か、仕様の確認、それから、いろんな総合

的な調整というところが不要でございま

したので、そういった調整の期間が特に必

要がないということで、例年どおりこの環

境センターの受電設備のみ、１２月で補正

を計上させていただいているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 三好委員。 

○三好義治委員 債務負担行為の関係で、

改めて質問させていただきますとね、環境

センターの受電設備のみ単独で補正を計

上するいうのがどうなのかということに

ついて、改めて質問させていただきたいの

と、環境センターの部分で、その１０月の

委員会での私に対する答弁と、今の答弁の

この食い違いについて、私本当に理解でき

ないんですよね。債務負担行為のあり方に

ついてね。なんか１０月のときにはね、私

は１２月でいいんじゃないかという話を

しとったんやけども、そのときには、その

相手、委託先に対して安心していただくた

めやと、いずれにしてもそれはその手続関

係も、期間を置いてやらなければならない

けども、私は従来から聞いていたのは、１

２月の債務負担行為で、担保をとって、４

月１日からの契約で行っていきますいう

のは過去の答弁やったんですね。ことし初

めて１０月に、もっと早めなあかんいう答

弁をいただいて、改めてこれ１２月に出て

きてるからね、答弁がどういうふうになっ

ているのか質問させていただいてるんで

すよ。 

 実際に決算審査で野口委員が資料請求

しているけど、受電設備についてはどこに

も載ってないんですね。建物等総合管理事

業ね。改めてこれが出てきてるから、一体

なんぞやと。何で緊急性があんねんと、１

０月に何で出えへんかったんやと。我々議

会でやっぱりこうやって質問してんのも、

チェック機能を働かせなければならない、

答弁がえらい食い違ってきとったら、どう

やって信用したらよいのか、ということを

痛感しております。 

 それと、土地開発基金、土地購入費のほ

うの説明に、土地開発基金への繰入いうこ

とは、これ文言として本来入れるべきやと

思うんですけど、これについてはまた検討

しておいてくださいね。 

 先ほど来から言うてる部分で、国からの

指導で、買い戻し時期についての土地開発

基金の運用については年度内に行っても
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よろしいという通達があるのは私も知っ

てます。ただ、我々議員と理事者とのこの

信頼関係の中で、なぜ当初予算の中で土地

開発基金を入れなかったんやいう、これを

言うてるんですよ。実際に工事が始まって、

現場を見てから、どこの土地やんねんとい

うたときに、初めて慌てて補正予算を組ん

だん違うんかと、意図としてね。手続がや

っぱりあるべきで、当初やるべきでした言

うんやったら、それはそれで言うてもらっ

たら、それでおさまるんですよ。本来の手

続のことを言うてるんやから、今後はその

ようなことないと、法律的には間違ってな

いけども、議会でやっぱり理事者の信頼関

係の中で、そういうことを示すべき違うの

かと、いうことを伺ってるんですよね。総

務部長。そういうことでね、法律内でやっ

てますからいうだけでやっとったら、これ

議論平行線でね、私はもっとわかるように

しなさいと、透明性の中で、特に財政が執

行していくのに、そんな曖昧なことでどう

なんです。それとさっきの工事費用、当初

幾ら組んどったということについて、まだ

何も聞いてないんやけども、年度内には工

事完成や言うてるのと、先ほどの答弁で、

道路が完成して、後の使途、使用目的が定

まってないからという答弁に聞こえたん

ですよね。あそこ道路ですよね。道路と、

あの幅員を見とったら、歩道もいけるんで

すよね。あれだけの道路幅員やから。で、

どういう形状になってるのか、これを改め

てちょっとお聞かせいただけますか。 

 駐車場側については、平成２３年度に購

入をして、今、砂利の状況になっておる中

で、先ほどのご答弁やったらこれを民間委

託をするときに、そのリザーブ用地として

置いてるんですか。ではなしに、駐車場と

してやるんやったら、別に今でもアスファ

ルトにして駐車場用地として、契約してて

も僕はおかしないと思うんですけどね。今

はあそこは臨時駐車場いうよりも正規の

駐車場になってるような形態なんですね。

まずあそこに駐車いただいて、満杯になっ

てから立体駐車場のほうに誘導するよう

な状況になっておるんですよ。それやった

ら、それも早目にね、これはいつ一般会計

に買い戻す予定になってるんですか、この

辺は。だから、時期と目的とその辺を定め

てないからこういう状態になってるんで

すよね。この土地開発基金を２，０００万

円ためとったら、年度内でも２，０００円

ぐらいしか利息がついてないんですけど

ね、これをまだ保管しとったらそういう、

小っさいけども運用はできるんですよ。で、

年度内で、今回買い戻ししたら３，６００

万円ぐらいになってるんですね。これもど

こに使うんか、これはまた改めて質問して

いきますけどもね、土地開発基金の運用に

ついては。 

 だからまあこういったことで、ちょっと

私はこだわってんのは、やっぱり議会と理

事者との信頼関係で、こういう透明性をも

うちょっと確保しとかなあかんの違うん

かと、僕が言うてるほうが、多分筋通って

ますよ。当初予算を組んで、買い戻しをし

て、実際に原課が工事をやって、年度間で

買い戻しをすると。これが本来の手続やと

思うんですよ。登記は全部摂津市ですけど

ね。 

 だからこの辺について、道路の幅員も含

めて、それと土地の単価。接道部分が確か

にそういったことかもわからないけど、坪

で３万円違うんですよ、１年違ってね。ど

ういうふうなことになってんの、これはも

うきょう、答弁はいいですから、また改め

てね、そのときの過去の経緯も含めて、資
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料もいただきたいと思います。 

○渡辺慎吾委員長 資料請求がありまし

たので、後日の提出をお願いします。 

 総務部長。 

○井口総務部長 まず、１点目の環境セン

ターの債務負担行為につきまして、受電設

備でございますが、これにつきましては、

１２月の補正で債務負担行為を上げてお

りますが、総合管理、庁舎管理の件につき

まして、１０月で補正を上げてると、その

ときの答弁が、内容を審査して、受けてい

ただく業者がなかなかいないということ

で、その業者選定の時間も含めて、早目に

仕掛けをしたという答弁をさせていただ

いたと思います。環境センターにつきまし

ては、一定、特殊性がございます。それと、

一定、競争も限りはありますけれども、さ

せていただいてるんですが、通常の債務負

担でいけるのではないかということで、１

０月には載せておりませんでした。 

 しかし、合わせ技でその選考期間を長く

置けば置くほど、より競争の原理も働くと

いう観点であれば、一斉にしていく方向を、

今後は検討したいと思っております。 

 それから、買い戻しのタイミングでござ

いますけれども、我々としては当初予算で

購入費を組んだ、それで決算が終わるまで、

基金を使っての買い戻しかどうかもわか

らないじゃないかとおっしゃっている質

問の趣旨はよく理解できます。ですから、

今回も補正をさせていただいてますけれ

ども、文言につきましては、補足説明の中

で、基金からの買い戻しであるという明記

は、今後検討させていただきたいと思いま

す。 

 それと、一緒に当初予算でということに

ついては、工事をされる原課との調整もご

ざいますので、そこは一定協議をして、今

後より透明性を確保できるような形で検

討していきたいと思っています。 

 あと、駐車場用地ですが、リザーブ用地

なのかということですけれども、ご存じの

ように慢性的に駐車場が不足しておりま

して、近隣にご迷惑をかけたり、小学校と

か近隣の業者に用地を開放していただい

てやっておりましたけれども、一定そのス

ペースが、土地購入の売却の話が出ました

ので、リザーブ用地として一旦は押さえて、

それから今後、ちょっと先の話じゃないか

と言われるかもしれませんけれども、いず

れせっつメモリアルホールの更新に当た

って、民営化もしくは建てかえ、その辺の

調整もしながら、一体的な活用をするほう

が今後望ましいのでないかということで、

購入に至っているということでございま

す。 

 あと、単価につきましては、先ほど鑑定

士の見解をもとに適正な価格で買い取っ

たということですけれども、その差につき

ましては、今の企業の駐車場を一部譲って

いただいたということで、本来ならば土地

所有者としては余り削ってほしくないと

いう点もありまして、そこは非常に苦しい

ですけれども、駐車場の土地とはちょっと

形状が違うということもあるのかなと、こ

れは想像です。 

 確かに交渉に当たっては、私も当時立ち

合いました。小さい面積にしてもらえない

かということで、かなり厳しいご意見をい

ただいたんですけれども、ここは申しわけ

ないですけれども通り抜けできない、駐車

場用地を誤って通り抜けしてしまってい

る来場者の方もいらっしゃるので、正式に

市道として利用させていただきたいと、４

メートル道路をいただきたいということ

で交渉したこともありましたので、価格に



- 16 - 

 

も少し影響したのかなという、私は個人的

に思っておりますが、これは鑑定士の見解

ということをまず前提に申し上げました

ので、これはあくまで私の私見でございま

すが、そういう形状の土地であるというこ

ともご理解をいただきたいと思います。 

○渡辺慎吾委員長 永田課長。 

○永田道路交通課長 それでは工事の内

容について、ご答弁させていただきます。 

 工事の道路幅員につきましては、４．８

メートルを計画しています。延長について

は４０．８メートルという内容になってお

りまして、歩車分離というタイプではなく

て、両側側溝を設けて車道のみというよう

な計画をしております。 

 当初予算につきましては、２，８７０万

円という当初予算をいただいて工事を進

めているところでございまして、８月２９

日に契約して、２月２０日竣工を目指して、

現在鋭意努力して、竣工を目指していると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 三好委員。 

○三好義治委員 最後にしておきます。 

 債務負担行為についてはちょっとこだ

わりがあったので、１０月の答弁と１２月

の答弁の食い違いということで、今後はそ

ういう方針で、従来どおりやっているこう

いう受電設備についてはこの時期、それで

後についてはできるだけ１０月という理

解でよろしいですね、債務負担行為は。こ

れはそういうことならば、それで進めてく

ださい。 

 それと、土地開発基金のそのあり方で、

今、３，６００万円が多いのか少ないのか

という部分で考えていくと、将来的にはこ

の土地開発基金の、どれだけ積み立てるか

わかりませんけれども、阪急京都線連続立

体交差事業とか千里丘西地区市街地再開

発事業やら、今これからのまちづくりの中

で必要な部分で、短期で先が見える部分の

土地購入に充当するような土地開発基金

であるけれども、これが今３，６００万円

で、いいのかどうなのかという議論は後ほ

どまた違う機会でやりたいと思いますけ

れども、ただ私が最終的にまだ要望してお

きたいのは、先ほど全体の工事予算は言っ

てなかったけれども、そういったことが定

まった段階で、やはり当初予算の中で土地

開発基金のその動きについては、説明も今

後はしていただいて、我々やはり議会とい

うのはチェック機関の部分で、皆さん方を

信頼はしていますけれども、その行政間の

数字の動きというのは、なかなかつかみに

くいところがありまして、だからそういっ

たことにつきましても要望としておきま

す。今後できるだけ見えるような形でお願

いしたいと。 

 それでもう１点の、道路工事を今進めて

いる中で、４．８メートルの幅員で４０．

８メートル距離があるんですね。どうも４．

８メートル、片側通行か今の立体駐車場側

も、道路がそれぐらいで狭いのは狭いです

けれども、出口はちょうどせっつメモリア

ルホールの壁面で死角になるような感じ

になっているので、その道路のほう、今回

土地購入費ですから工事に関しては余り

触れてはならないんですけれども、今工事

中だから、できるだけそういった部分では

安全な道路ということで、死角のないよう

な工事にしていただけたらと思っていま

す。 

 いろいろまだ平行線の部分があります

けれども、きょうはこの程度で、今後でき

るだけやはり議会と理事者の信頼関係構

築のためにも、透明性のあるような出し方
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をお願いして、質問を終わっておきます。 

○渡辺慎吾委員長 ほかにありませんか。 

 以上で質疑を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

（午前１１時８分 休憩） 

（午前１１時９分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開します。 

 議案第８４号の審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 山本市長公室長。 

○山本市長公室長 それでは、議案第８４

号の補足説明をさせていただきます。 

 議案第８４号、摂津市一般職非常勤職員

等の勤務条件に関する条例制定の件につ

きまして、補足説明を申し上げます。 

 本条例は、これまで各規則で規定をして

おりました一般職常勤職員及び臨時的任

用補職員の任用、休暇、報酬、費用弁償、

賃金その他の勤務条件等について、地方自

治法に定める給与条例主義の観点や、勤務

条件等を条例において定めることといた

します、地方公務員法に基づく対応といた

しまして、新規に条例を制定させていただ

くものでございます。 

 それでは条文に添ってご説明申し上げ

ます。第１条では、趣旨として地方自治法

及び地方公務員法に基づき、必要な事項を

定める旨を規定し、第２条では定義といた

しまして一般職非常勤職員及び臨時的任

用職員の任用根拠などを定めておるとこ

ろでございます。 

 第３条では、職務内容や職場の実態を考

慮して、必要がある場合には一般職非常勤

等を任用することができる旨等を定めて

おります。 

 第４条から第６条では、休暇について定

めており、年次有給休暇や特別休暇に係り

ます日数や期間などを、関係する規則に定

めることとしております。 

 第７条から第１４条におきましては、一

般職非常勤に関する内容でございます。 

 第７条では報酬の種類を、第８条には基

本報酬といたしまして、月額３４万９，２

００円を超えない範囲での、職ごとに関係

する事項を規則に定める旨を記載をいた

しております。 

 第９条では、基本報酬の減額につきまし

て、休日等のほか年次有給休暇や特別休暇

の取得などを除き、勤務しない１時間を単

位として減額する旨を定めております。 

 第１０条では、時間外勤務に係る報酬を、

第１１条では、休日勤務に係る報酬を、法

定の割増率に従い支給する旨を定めてお

ります。 

 第１２条では、基本報酬及び時間外勤務

報酬等の勤務１時間当たりの額に係る端

数計算の方法を示し、第１３条では、勤務

１時間当たりの基本報酬の額の算出方法

に関しまして、月額報酬の場合と日額報酬

の場合を各号に定めております。 

 第１４条では、通勤や公務の出張に係る

費用弁償について定めておるところでご

ざいます。 

 第１５条から第１７条までは、臨時的任

用職員に関係する内容でございます。 

 第１５条では賃金の種類を、第１６条で

は基本賃金を月額３４万９，２００円を超

えない範囲で職ごとに関係する規則にお

いて定める旨を規定いたしております。 

 第１７条では、賃金に関する時間外勤務

等の算出方法や、費用弁償につきまして、

一般職非常勤職員の規定を準用する旨を

定めております。 

 第１８条では、報酬等を支給する期間や

方法について定めており、支給日につきま

しては、規則において定める旨を規定いた
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しております。 

 第１９条では、退職する場合といたしま

して、任期満了や自己都合などを定めてい

るところでございます。 

 第２０条では、臨時的任用職員の分限と

して、免職することができる場合について

定めており、地方公務員法において条例で

必要な事項を定めることができると規定

されている旨の対応をいたすものでござ

います。 

 第２１条では、必要な事項は規則へ委任

をする旨を定めておるところでございま

す。なお、規則案につきましては、議案関

係、条例関係の補足説明のほうに入れさせ

ていただいております。 

 なお、附則といたしまして、第１項には

本条例を平成３０年４月１日から施行す

る旨を、第２項では、一般職の職員の給与

の関する条例第２７条に規定いたします

非常勤職員及び臨時的任用職員の給料に

ついて、本条例の定めによるという改定の

改正を行っているところでございます。 

 以上、議案第８４号の補足説明とさせて

いただきます。よろしくお願いいたします。 

○渡辺慎吾委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

 松本委員。 

○松本暁彦委員 本条例について、これま

で規則で定めていたものを、地方自治法に

基づき条例化されたということですが、あ

わせて報酬を規則によって定められた、議

案参考資料の１５ページから１７ページ

にわたり、報酬に関して不明確であった額

を明確に定められたということでござい

ますが、その意義について教えてください。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 それではただいまの質

問に答弁をさせていただきます。 

 一般職の非常勤職員及び臨時職員につ

いては、これまで規則において賃金等も含

めて、休暇も含めて定めをしてきておりま

した。 

 ただ、いろんな課題というのがございま

して、その任期であったり採用、この辺の

明確化であったり、庁内の統一的な取り扱

い、このあたりについても課題があった状

況でございまして、この統一化に向けて平

成２６年度以降取り組んできております。 

 その中に、やはり条例で定めることとい

うことで、地方公務員法及び地方自治法で

定めがございまして、これへの対応という

ことで本市においては、これまで給与条例

において一部、非常勤職員の賃金の部分に

ついて上限額は定めてはございましたけ

れども、その他の勤務条件については条例

で定めがございませんでしたので、この法

律で条例で定めることとされているもの

に今回対応させていただきたいというこ

とで、上程をさせていただいているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 ありがとうございます。

意義について理解させていただきました。

やはり一般職の職員には号給などが明確

にされているというところで、非常勤職員

としても明確にすることは非常に大切で

あると思います。 

 さて、明確にされたということですけれ

ども、非常に細かくそれぞれ定められてい

る気がします。この報酬はどのような経緯

で決められたのか、適切であるという根拠

について、概略で結構ですので、お聞かせ

ください。 

○渡辺慎吾委員長 浅尾課長。 
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○浅尾人事課長 それでは報酬の額につ

いてのご質問に答弁をさせていただきま

す。 

 非常勤職員及び臨時職員の報酬の額と

いいますのは、今まで規則で定めを行って

きておりますけれども、これにつきまして

は、他の自治体において同一または類似の

職というのがございますので、他市の状況

を確認し、単価の設定というのを行ってき

ております。 

 今回、条例化に当たりましても、各市の

状況というのを改めて確認を行い、改正が

必要な部分につきましては交渉等も行い

ながら、適正な額として今回条例で定めを

させていただきたいと考えているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 ありがとうございます。

しっかりと他市等も確認されて、関係機関

と連携されてこの額を決められたという

ことにつきましては、理解をいたしました。 

 今、正規職員の削減に伴って、非常勤職

員、臨時職員がふえているという状況の中

で、財政のほうも膨らんでいくのかと思い

ます。そんな中で、このようにしっかりと

制度を整えていくということは、非常に必

要であるかと思います。 

 適切な人事管理を財政運営を含めて、し

っかりと把握されて実践をしていくこと、

特にこれは特別職も含めてですけれども、

無駄なく効率的な人事運用が、本市におい

ては重要であるかと思います。ぜひしっか

りと心がけていただければと思います。 

 以上で質問をおわります。 

○渡辺慎吾委員長 ほかに質問ございま

せんか。 

 三好委員。 

○三好義治委員 １点だけ。議案参考資料

で摂津市一般職非常勤職員等の勤務条件

等に関する条例施行規則の第９条、ちょっ

と文言が理解できないので、教えていただ

きたいなと。第９条で９ページですね。 

 「公務により旅行（出張含む。以下同じ。）

中の一般職非常勤職員は、その旅行の期間

中、正規の勤務時間を勤務したものとみな

す。」という、この表現ですね。 

 「ただし旅行の目的地において正規の勤

務時間を超えて勤務すべきことを任命権

者があらかじめ指示して命じた場合にお

いて、現に勤務し、かつ、その勤務時間に

つき明確に証明できるときは、時間外勤務

報酬を支給する。」となっています。 

 それでこれについては、公務により出張

という表現が適切であって、旅行というの

は一般論で言ったときには、これは公務に

みなされないと私は思うんですけれども、

この辺の解釈ですね。 

 参考資料で出していただいているので、

公務での旅行、それで括弧の中に出張とい

う表現、公務出張ということで宿泊を含む

とかということならば理解できるんです

けれども、ちょっと文言の取り扱いですけ

れども、どういうふうに理解したらいいの

か。 

○渡辺慎吾委員長 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 それでは私のほうから

答弁をさせていただきます。 

 この旅行という単語につきましては、職

員の旅費条例の中でも同じように出てき

ておりまして、公務による出張ということ

を表現する際には、この単語といいますか、

言い回しを使っているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 三好委員。 
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○三好義治委員 我々が従来から適用し

ている当たり前のことがそのまま踏襲さ

れているならば、一旦見直す必要もあると

思いますし、やはり表現的に旅行というの

がどうなのか、旅費というのはありますけ

れども。 

 それで実際にこの文言、表現を読むと、

宿泊を伴うものなのか、それとも距離規制

をされたものなのか、時間で規制されてい

るのか、けれどもこれだけを見ると旅行と

いうのはなんか表現が物すごくわかりに

くいんですけれどもね。 

 だから今まで当たり前に使っているよ

うな文言は、一旦見直していくという部分

の要望と、それでこの旅行という文言だけ

を捉まえると、宿泊を伴う出張ということ

になると思いますが、この点についてちょ

っとご答弁いただきたいと思います。 

○渡辺慎吾委員長 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 そうしましたら私のほ

うから答弁をさせていただきます。 

 非常勤職員にかかります規定というこ

とで、一般的に想定するのは宿泊を伴わな

い出張ということで考えておりますけれ

ども、定めということでございますので、

条文上にはそういうことも含んだ形で表

記をするということになるかなと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 ほかに質問ございま

せんか。 

 野口委員。 

○野口博委員 そうしましたら、今、議案

第８４号でありますけれども、規則で定め

ていたものを条例化するということにな

りますが、幾つかちょっとお聞きします。 

 一つは今回、非正規職員に対するもので

条例化ということがありますので、今回、

条例化に伴って規則で定めていた現行の

状態に比べて、よくなる部分があるのかど

うかですね。それが一つ。 

 それでもう一つは、今後数年後には国に

おいても、全体として正規職員と非正規職

員について整理統合されて、いろんな形で

より明確にしていくという流れがありま

すけれども、それの動きについて。 

 三つ目には、いろんな働き方の問題が今、

国会でも議論されていますけれども、摂津

市の庁内で正規職員、非常勤職員、臨時職

員、いろんなその働き方が存在しています

けれども、それぞれどういう働き方があっ

て、それが何名いらっしゃるのかというの

をちょっと、全体の数字も含めて教えてい

ただきたいと。 

 それで以前資料をいただいて、平成２７

年４月１日時点は、正規職員が６７８人と

あります。非常勤職員と臨時職員を合わせ

ますと４１７人で、総数１，０９５人に対

して、非正規職員の率が３８．１％という

数字がありますけれども、この全体の数字

も含めてそれぞれ市役所内でどういう働

き方があって、総勢何人いらっしゃるのか

というのを、改めてお聞きいたします。 

○渡辺慎吾委員長 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 そうしましたら私のほ

うから答弁をさせていただきます。 

 まず１点目の条例化に当たっての制度

改正、処遇の改善等があったのかというよ

うなお問いでございますけれども、今回条

例化をするに当たりまして、一般職非常勤

職員の特別休暇の部分について見直しを

行っております。 

 具体的に申し上げますと、これまで夏季

休暇というのが存在をいたしましたけれ

ども、職種が限定をされている中で付与さ

れるというような状態でございましたけ
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れども、これを新制度としては週当たりの

勤務日数ごとに付与をするというような

形にするですとか、あるいは出産・育児関

係で国の非常勤職員の休暇制度として設

けられているもので、本市にまだ導入がで

きていない部分、この部分については新規

で導入を図るということで、一定の制度改

正、処遇の改善ということを行う予定にし

ております。 

 それから２点目でございますけれども、

国の動きということでございまして、こと

しの５月に地方公務員法、地方自治法の一

部を改正する法律というのが公布をされ

ました。この中では、この特別職の非常勤

職員、一般職の非常勤職員、それから臨時

的任用職員、この３類型についてその任用

の厳格化であったり制度の明確化、こうい

うものを図る内容として、平成３２年４月

には新制度として施行される予定になっ

ております。 

 本市におきましても、この３職種につい

ての職の整理といいますか、再度どの職種

に該当するのか、こういうものを今後検討

していかなければならないと思いますし、

今、国から少しずつ情報が出てきておりま

すけれども、報酬の部分の考え方、このあ

たりも国の情報に基づいて、見直しが必要

な部分も出てくるのではないかと考えて

いるところでございます。 

 それから３点目のどのような職の方が

庁内におられるかということでございま

して、これは人数については平成２９年４

月現在でお話をさせていただこうと思い

ますけれども、特別職の非常勤職員が１，

２６０人で予算計上をいたしております。 

 それでこの特別職といいますのは、主に

特定の学識であったり経験を必要とする

職、その職にみずからの学識経験に基づい

て、非専務的に公務に参画をすると、労働

者性という観点でいいますと労働者性の

低い勤務対応ということでお勤めをいた

だくことになっております。 

 それでどういう職種の方かといいます

と、代表的なものでいいますと、摂津市の

産業医の方でありますとか、行政不服審査

会の委員の方であるとか、各種審議会の委

員の方などは、この職種に該当してくると

いうことになります。 

 それから一般職の非常勤職員でござい

ますけれども、これが４月時点で３８８人

おります。それでこの一般職の非常勤職員

については、業務の内容としましては、定

例的な業務のうち常勤職員でなくても遂

行が可能なもの、本来常勤職員が行うべき

困難な業務を除く定例的なものに補助的

に従事をする方ということになってござ

います。 

 それでこの職種については、議案参考資

料の１５ページのところに、別表第３とし

て職を挙げさせていただいておりますけ

れども、代表的なもので申し上げますと事

務嘱託員、通称で行政パートナーという名

称も使っておりますけれども、事務補助と

して各課へ配属をされておりまして、一定

の制度の理解であるとか窓口電話対応な

ども行うような職になっております。 

 このほか、例でいいますと男女共同参画

センターの女性相談員でありますとか、消

費生活相談嘱託員、各種の相談業務などを

専門的見地から行うような非常勤職員と

いうのが在職しております。 

 最後に臨時職員でございますけれども、

４月の時点で６２人在籍をしておりまし

て、これは臨時的、補助的な業務に、繁忙

期などに事務の補助として業務を遂行し

ていただくということでございまして、職
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員の指示によって入力や封入などの簡易

な作業的なことを行っていただく職とい

うことになります。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 野口委員。 

○野口博委員 全体としては、きちっと条

例で対応できるという、そういう点では一

定の進歩かと思いますけれども、参考資料

にそれぞれの職種が紹介されています。 

 その基本的な問題として、臨時職員と非

常勤職員の関係で、臨時職員は半年間勤務

で１回更新、だから現状では１年というの

があります。それで非常勤職員については、

１年勤務で２回更新ですので、３年間でき

るという、こういう基本的な枠があります

けれども、この枠そのものは、今おっしゃ

った国のほうの関係も含めて、見直す方向

なのかどうか、ちょっと確認しておきたい

と思います。 

 それと、平成３２年に向けての国の動き

の中で、先ほど規則から条例化の中で休暇

制度について一定の改善があるという話

がありますけれども、１週間の臨時職員な

り一般職の非常勤職員の勤務時間や通勤

手当でいろんな条件があると思いますけ

れども、もう少し変わろうとしている方向

について、もしあればお答えいただきたい

と。 

 以上、２点です。 

○渡辺慎吾委員長 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 それでは私のほうから

答弁をさせていただきます。 

 まず１点目の任期について、見直す方向

かどうかというお問いでございますけれ

ども、現在国においても臨時職員、それか

ら一般職の非常勤職員のという職がござ

いまして、本市と同じような任用の期間と

いうことで、運用がなされております。 

 それでこの制度改正においても、この部

分については恐らく変更はないだろうと

いうことで、情報としては出てきておりま

すので、本市においてはこの任期というの

は、変更は恐らくないものと考えておりま

す。 

 それから２点目の制度改正の部分で、勤

務時間の部分とそれから通勤手当等の観

点でございますけれども、勤務時間につき

ましては、これも国と同様の勤務時間とい

うことで、現在設定をされております。そ

れでこの部分については条例化に伴って

変更というのはございません。 

 それで通勤手当の部分については、やは

り国のほうにおいては、同一労働、同一賃

金の考え方のもとにこの地方公務員法と

の改正がなされているということでござ

いますので、この平成３２年の制度改正に

向けては、やはり国から何らかの情報が出

てまいりますので、これらをしっかりと精

査した上で、各職について対応してまいり

たいと考えているところです。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 野口委員。 

○野口博委員 今後、見直しする中で、例

えば一般職の非常勤職員でスクールソー

シャルワーカーがあります。月約２５万５，

０００円になりますけれども、貧困の格差

が拡大する中で、大きな仕事の比重が占め

られておりますので、そういう点では正規

職員にするとか、いろんな状況変化もある

と思いますけれども、現在のここに紹介さ

れている非常勤職員の中で、そういう実際

に仕事の中身によって働いている方々が

正規職員にという、そういう流れはあるの

かないのかを含めて、ちょっと確認の意味

でお尋ねします。 

○渡辺慎吾委員長 浅尾課長。 
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○浅尾人事課長 それではただいまのご

質問に答弁をさせていただきます。 

 今後の流れについてということでござ

いますけれども、先ほど申し上げました職

の厳格化や明確化の中には、常勤の職員が

担うべきもの、それからそうでなくて非常

勤の方で担うべきもの、こういうものの区

分けというのが一定国のほうで考え方と

して示されております。 

 それで本市におきましては、再度この制

度改正に向けては、各職がどのような今、

業務を担っておられるのか、その職責はど

うなのか、そのあたりも含めて全て新制度

に向けて検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 次に、議案第８５号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 質疑はございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 質疑なしと認め、質疑

を終わります。 

 次に、議案第８６号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 質疑はございますか。 

 野口委員。 

○野口博委員 なかなか条例の改正の内

容そのものがわからない部分があります

ので、ちょっと確認の意味で聞いておきま

す。 

 今回、育児休暇についての改正でありま

すが、例えば現在１年未満の仕事期間の方

が、その方について引き続き雇用されると

いうのが決まっている方で、子どもが１歳

なり、１歳半なり２歳までという、実際働

いている方、その対象となる方が１年未満

で仕事をされている中で、その雇用期間が

終わった後も雇用されるということが決

まっている方の、子どもの状況によっての

育児休暇だと理解しているわけでありま

すけれども、ちょっと制度改正の中身を含

めて、わかるように説明をしていただきた

いと思います。 

○渡辺慎吾委員長 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 それではただいまのご

質問に答弁を申し上げます。 

 今回の育児休業の条例改正につきまし

ては、これまで非常勤職員で育児休業が取

得できる、そのような運用を行ってきたわ

けでございますけれども、これも地方公務

員の育児休業法というのがございまして、

この中で条例で定めなければならないと

されていることについて明文化を図ると

いう内容になってございます。 

 それで非常勤職員の方で育児休業が取

得できる方、その要件ということが定まっ

てございまして、これが引き続き在職した

期間が１年以上であること、それから養育

する子が１歳半に達する日に、任期満了で

あったり更新をされないことが明らかな

場合には所得できないんですけれども、明

らかでないことが取得の要件ということ

になります。 

 それから３点目が、これは勤務日数の問

題ですけれども、週３日以上の勤務、年間

でいうと１２１日以上の勤務がある方と

いう、この三つの要件に該当する方が育児

休業を取得できると。 

 それで特にご質問のあった２点目のと
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ころでございますけれども、これは国どお

りの制度ということになっておるんです

けれども、想定していますのは、明らかに

職がなくなるなど、応募してもその職がな

いというような場合には取得が難しいわ

けでございますが、一定試験なり選考なり、

更新をされる可能性がある、再度の任用を

される可能性がある場合については取得

が可能という理解でお願いしたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 野口委員。 

○野口博委員 ということは例えば、具体

的にお尋ねしますけれども、ある職員がお

られましたと。それで一般職の非常勤職員

で働いていましたと。２回更新して、合計

３年ありますけれども、例えば１年目、最

初働き出して途中で子どもがそういう年

齢に達したと。それで１歳なり１歳半なり、

満了がその期間内にきて、あと１年、その

後も更新にならなければ受けられないの

かと。 

 また、３年ですから、いわゆる育児休暇

をとった場合には、そのお仕事を代替えで

また補充しますよね。そういういろんな３

年間という中での、窮屈な中での育児休暇

になるので、なかなか代替えも含めて、本

人も含めてしんどいかなという気はしま

すけれども、それで２歳まで取得できると

いうその条件ですね。例えば保育所が見つ

からない場合は、引き続き雇用が決まれば

いけるんだということになりますけれど

も、ちょっともう少しそこをわかりやすく

お願いします。 

○渡辺慎吾委員長 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 それではただいまのご

質問に答弁をさせていただきます。 

 全体となりますのが、一般職の非常勤職

員ということで、ご指摘のとおり一度の試

験では１年の任期で２回の更新というこ

とで、最大３年ということになります。 

 具体的に申し上げますと、その３年目の

末日が１歳半に到達するときに過ぎてし

まうと、１歳半が末日を超えるという場合

にはどうなるかというお問いでございま

すけれども、この部分についてはその職が

明らかになくなるとか、そういうことがな

い限りは導入の時点で育児休暇ができな

いということにはならないということで

ございます。 

 ですから、再度任用される可能性がある

ということであれば、育児休暇は取得でき

るということでご理解お願いしたいと思

います。 

○渡辺慎吾委員長 ほかに質問ございま

すか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 次に、議案第８７号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 質疑ありますか。 

 野口委員。 

○野口博委員 今回、雇用保険法の改正と

いうことで、市の職員がこれまでは職業安

定所などを通じて他に転業する場合にか

かる費用について出されたものが、いわゆ

る職業紹介事業者というものが追加され

て、そこを通じてそういうケースで対応し

た方についても、交通費だとか必要な費用

を出すということの改正であります。 

 そこでお尋ねしたいのは、一つはこれま

でハローワークなどによって仕事の紹介

をされておりましたけれども、その説明の

中に対象事業者について、ハローワークと
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の連携に適さないものということで一定

の規制を書かれていますけれども、いわゆ

る人材紹介というところの分野で一応こ

ういうことが書かれていますので、職業紹

介事業者であるけれども、その中でこうい

う書き方をされていますので、具体的にハ

ローワークとの連携に適さないという事

業者が、いわゆる人材紹介が何なのかと、

ちょっとお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 それと基本的な問題ですけれども、市の

職員がやめた場合、対象になった場合は、

市のほうから通勤手当とか、移動に必要な

お金を出すことになるのかどうかと、以上

２点をお願いいたします。 

○渡辺慎吾委員長 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 それではただいまのご

質問にお答えをさせていただきます。 

 まずハローワークとの連携に適さない

事業者はどのようなものかというお問い

でございますけれども、これは具体的に申

し上げますと業務停止命令でありますと

か、改善命令を受けている事業者、こうい

う事業者は除外をされるということにな

ります。 

 今回、職業紹介事業者の適格性を確保と

いうことで、事業者としての欠格事由とし

て、例えば暴力団員等が追加されるですと

か、職業紹介、責任者による事業者向けの

教育を義務化するなど、この辺も合わせて

厚生労働省としては取り組んでおられる

ということでございまして、この適さない

ものというのはそういう業務停止命令等

を受けておられる事業者ということにな

ります。 

 ２点目につきましては、市の退職職員が

これに該当した場合というお話でござい

ますけれども、あくまでも失業者の退職手

当の制度といいますのが、退職時の退職手

当の額を失業給付が上回った場合という

ことになりますので、その対象に該当した

場合には、この移転費についても支給をす

る、そういうことができる旨の規定を行う

ということでございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 野口委員。 

○野口博委員 全国民営職業紹介事業協

会というのがありまして、これは歴史的に

は平成２４年に公益社団法人として正式

に発足をして今日に至っておりますけれ

ども、日本国内のこういう状況の中で、い

わゆる人材紹介について、人の紹介という

ことがありますけれども、いわゆる公的、

少なくとも準公的な形で、きちんと責任あ

る形で紹介し合うというところが条件と

して必要だと思いますけれども、例えば職

業紹介事業者に地方自治体として参入で

きる、参入について法的にはどうなってい

るのかと。 

○渡辺慎吾委員長 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 それではただいまのご

質問に答弁をさせていただきます。 

 地方自治体の関係でございますけれど

も、ハローワークとの連携の中には無料の

職業紹介事業、これを行う特定地方公共団

体というのが入ってございますので、届け

出をして無料の職業紹介を行っている地

方公共団体も対象にはなってくると考え

ております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 ほかに質問ございま

すか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩いたします。 
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（午前１１時４８分 休憩） 

（午前１１時４９分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開します。 

 議案第８８号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 質疑ありますか。 

 野口委員。 

○野口博委員 そうしたら幾つか質問さ

せていただきます。 

 本議案の中身については皆さんご承知

のとおり、これまで薬については医者の処

方せんによって薬局に持っていって薬を

いただいてと、医療費控除は１０万円を超

えれば該当するという、その税金との関係

でそういう制度に加えて、今回いわゆるス

イッチＯＴＣ医薬品と明記された薬につ

いて、自分で薬を買った場合に、年額１万

２，０００円を超える分について、限度額

は８万８，０００円になりますけれども、

その範囲で確定申告時に申告しましたら

税金の控除になるという、このことを加え

られて二つの選択性になるということで

あります。 

 それで、これが平成２９年１月から施行、

平成２９年の１年間この制度をわかって、

いろんな形で利用されて、領収証をストッ

クしていくということで、来年２月の確定

申告に提出して、所得税と個人市民税に関

連していくということにつながっていき

ますけれども、まずこの制度について少し

説明をしていただきたい一つ目です。 

 二つ目には今申し上げた、他の自治体は

平成２８年度に全部やっているわけです。

ということは今申し上げたように、税につ

いては平成２９年１月から使った分に対

して影響を受けてきますので、国民の皆さ

んが来年、平成３０年２月に行う確定申告

に、これをこうしたら反映するんだと理解

して１年間過ごしていくわけです。 

 そういう点からしたら、本市が現時点で

出すということは、なかなか個人市民税の

場合だったら広報等で、ことし１年間この

形で制度ができましたので、それをストッ

クしていただければ来年の２月の確定申

告に反映しますよということが、広報で周

知できるわけでありますけれども、今もう

言っても仕方ありませんけれども、短期間

の中でこういう周知徹底をどう図ってい

くのかと、薬局との協力も当然ありますし、

健康診断の関係機関等もありますし、医療

機関もありますけれども、そういう１年の

中で、この問題についての周知徹底につい

て、これからどう努力されるのかというの

が二つ目であります。 

 三つ目は、今回、選択性でありますけれ

ども、受けようとする方々は特定健康診査

とか予防接種とか、その人が健康に努力さ

れているという証明がいるわけですけれ

どもね。その証明が必要になりますし、実

際薬局に行ってこのＯＴＣ医薬品と書い

ているものを買って、翌年には確定申告を

すると。 

 そこで先ほどの周知徹底にも関連しま

すけれども、この確定申告時に何が必要か

というのが一つです。 

 例えば今の医療控除の場合は、家族で１

０万円超えた場合は対象になりますけれ

ども、今回はこれを利用するとした場合に、

家族４人おりますと、一人はちゃんと健康

診断等頑張っているけれども、ほかの３人

は何もしていないと、しかし薬は買ったと

いう家族構成があった場合、その４人分の

ＯＴＣ薬品を買ったという領収証と、その

中の１人が健康診断をちゃんとやってい

ましたということになった場合に、その１
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年間家族全体の部分が、ある方の医療費控

除として８万８，０００円以内ですけれど

も、これ流れていくのか、その具体的な申

請からの話について、お聞きしたいと思い

ます。 

 以上３点です。 

○渡辺慎吾委員長 橋本次長。 

○橋本総務部次長 それでは、今回の条例

改正について説明をさせていただきます。 

 今回、医療費控除の特例の創設の条例改

正でございまして、個人市民税につきまし

て、現行の医療費控除の特例として、適切

な健康管理のもとで、医療用薬品から代替

えを進める観点から、本人が特定健診・予

防接種等を受けていることが必要とされ

ております。 

 またその上で、医療用から転用された特

定一般用医薬品等購入費、先ほど委員のほ

うから質問でありましたスイッチＯＴＣ

医薬品と言われる薬品の購入費を支払っ

た場合の医療費控除の特例措置を設ける

ものでございます。 

 この特例制度のより詳細な中身につき

ましては、従来の医療費控除におきまして

は、医療機関での治療、薬局で購入した薬

代を合わせて、自己負担が１０万円を超え

ないと控除の適用がなかったものでござ

いますが、この特例におきまして薬の購入

費のみで年間１万２，０００円を超える支

払いがあれば、医療費控除が適用されるも

のでございます。 

 先ほどの健康管理の取り組みに関しま

してですが、一般的に指定されております

のは特定健診、いわゆるメタボ健診、イン

フルエンザの予防接種、勤務先で実施され

ます定期健康診断、保健者が実施する健康

診査、市町村が実施するがん検診等が指定

されております。 

 この特定健診、予防接種等の受診は、申

告者本人のみでございます。家族の方は特

定健診等の税特例に規定はございません。

その上で申告に当たりまして、この特定健

診等の受診をされたときの領収証に必要

事項が指定されております。そういった必

要事項につきましては、関係機関のほうに

国からも指導がおりておりますので、その

領収証の添付、あわせまして先ほどの薬の

購入代につきましては、領収証等におきま

してスイッチＯＴＣ医薬品が表示されて

おりますので、その領収証を持って確定申

告していただくことになります。 

 今回の条例改正の手続でございます。今

回の条例改正におきましては、所得税にお

きまして平成２９年１月に施行され、実施

されてまいりました。その中で薬局等の現

場、医療関係機関におきまして、このよう

な医療費控除の特例があることが宣伝等

されておる中での経過がある中で、地方税

法の改正が平成３０年１月の施行となっ

ておりました。 

 その地方税法の改正施行を見据えて、今

回の摂津市における条例改正の手続に至

ったものでございます。 

 今後の周知等におきましては、先ほど言

いました、所得税等の控除につきまして一

定関係機関等でも周知されておる中で、市

としての取り組み、確定申告等、広報誌等

に案内する中での必要事項を案内してま

いりたいと考えております。 

 あと、家族構成の部分につきましては、

税申告におきまして、先ほど本人が健診等

受診していることを持って、家族分の医療

費代は申請していただける対象となって

おります。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 野口委員。 
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○野口博委員 そうしますと、来年２月に

確定申告をするということの兼ね合いで

すけれども、いろいろ短期間で周知徹底を

していただきたいと思うんですけれども、

このことを、例えば税の書類がきたときに、

わかる方もいらっしゃるわけで、というこ

とは制度上は平成２９年１月から１２月

までの分の、それがあれば控除対象で判断

できるということになるわけであります

けれども、そうした場合にその時点で知る

方もいらっしゃるわけで、今から知る方も

いらっしゃるわけで、そういう方だと大し

て、例えば健康診断書の再発行とか、なく

した方もおると思いますので、そういう公

的な部分で申告に必要な書類を出す関係

のあるところについては、本人の申し出に

従って再発行できるような措置をちゃん

と徹底するということは最低していただ

きたいと思いますし、初年度ですから、薬

局との関係を、こういう時間差の関係であ

るので、再発行のお願いがくるかもわから

ないということを、事前に言っていただい

て、そういうところの領収証も再発行でき

るような努力もちょっと進めていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 それでこの制度の本質的な問題であり

ます。この本来の目的は、医療費の抑制で

あります。結果、受診の抑制が助長し、病

状の悪化につながるというリスクが、税制

面からそれを推進するというマイナスの

役割を持っているわけです。 

 この間、各地方自治体の議論を見てみま

すと、例えば消費者庁が平成２７年４月８

日、多くの自治体が平成２８年度に審議し

ておりますので、前年の調査、消費者庁が

平成２１年度から平成２５年度までの５

年間で、一般用薬品の副作用報告者数が合

計１，２２５例あったと。このうち副作用

で死に至った症例が１５例と。後遺症が残

った症例が１５例あり、一般用医薬品の副

作用でも極めて重篤な状態に陥ることを

警告しています。 

 もう一つは、日本医師会が平成２６年に

調査いたしました。その報告では、４８％

の医師が一般用医薬品を原因とする副作

用が発生した患者を診察したことがある

と回答しています。 

 そういう点では、病状がしんどくなる可

能性も含まれているわけで、大きな問題も

そこに含まれているわけです。 

 しかし一方で、例えば年金生活も含めて

なかなか病院に行ったらしんどいので、近

くの薬局で薬を買って済ませようという

方もいらっしゃいます。 

 それでもう少しで非課税になる方の場

合、近くの薬局で薬を買って年間例えば３

万円だったら１万８，０００円控除になる

わけで、それが控除されれば非課税になる

という方もたくさんいらっしゃるわけで

す。そういう方から見ればこの制度は、大

きな特典になるわけであります。 

 しかし本質はそうではなくて、先ほど申

し上げたところにあるわけでありますけ

れども、そういう点ではそういう対象者も

いらっしゃるので、先ほど申し上げたよう

に周知徹底をきちんとしていただきたい

と。 

 我が党としてはこの改正について反対

でありますけれども、それを申し上げて終

わります。 

○渡辺慎吾委員長 ほかに質問ございま

すか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 以上で質疑を終わり

ます。 
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 暫時休憩いたします。 

（午後０時２分 休憩） 

（午後０時４分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 討論なしと認め、採決

いたします。 

 議案第７５号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○渡辺慎吾委員長 全員賛成。 

 よって本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第８４号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○渡辺慎吾委員長 全員賛成。 

 よって本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第８５号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○渡辺慎吾委員長 全員賛成。 

 よって本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第８６号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○渡辺慎吾委員長 全員賛成。 

 よって本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第８７号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○渡辺慎吾委員長 全員賛成。 

 よって本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第８８号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○渡辺慎吾委員長 賛成多数。 

 よって本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 これで本委員会を閉会いたします。 

（午後０時６分 閉会） 
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