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午後 2 時開会
○局長（手島

千津夫君）

互礼を行い ます 。一同起立。礼 。着席。

─────── ─────・ ───・─ ── ─────── ──
開会・開議・議 事日程
○議長（野口

俊明君）

し めの内は過 ぎま したが、改めて 今年初議会と いうことで あり

ます。皆さん、 おめでとうご ざいます。 本年 もよろしくお願 いいたします 。
それでは本臨時 会を開会しま す。ただい まの 出席議員は、16 人です 。
定足数に達して いますので、 平成 29 年第 1 回大山町議会臨 時会を開会し ます。
これから本日の 会議を開きま す。本日の 議事 日程は、お手元 に配付のとお りでありま
す。
─────── ─────・ ───・─ ── ─────── ──
日程第 1
○議長（野口

会議録署名 議員の指名に ついて
俊明君）

日程第 1、会議録 署名議員の指名 を行います。 本臨時会の 会議

録署名議員は、 会議規則第 125 条の規定 によ って、12 番

吉原美智 恵 君、13 番

岩

井美保子 君を指 名します。
─────── ─────・ ───・─ ── ─────── ──
日程第 2
○議長（野口

会期の決定 について
俊明君）

日 程第 2、会期の 決定についてを 議題にします 。

お諮りします。 本臨時会の会 期は、本日 １日 限りにしたいと 思います。ご 異議ありま せ
んか。
〔「異議なし」 と呼ぶ者あり 〕
○議長（野口

俊明君）

異 議なしと認 めま す。したがって 、会期は本日 １日限りに 決定

しました。
─────── ─────・ ───・─ ── ─────── ──
日程第 3

議案第 1 号
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○議長（野口

俊明君）

日 程第 3、議案第 1 号

物品購入契約の 締結について （町バス

(中型バス)購入) を議題にし ます。提案 理由 の説明を求めま す。町長

森 田増範君。

○町長（森田

増範君）

議 長。

○議長（野口

俊明君）

森 田町長。

○町長（森田

増範君）

み なさん、改 めま してあけまして おめでとうご ざいます。 本年

も 1 年間どうぞよろしくお願 いします。
それではご上程 いただきまし た議案第１ 号

物品購入契約の 締結につきま して、町バ

ス（中型バス） の購入という ことであり ます 。提案理由の説 明を申し上げ ます。
本案は、物品購 入契約を締結 することに つい て、地方自治法第 96 条第 1 項第 8 号及
び大山町議会の 議決に付すべ き契約及び 財産 の取得又は処分 に関する条例第 3 条の規 定
により、本議会 の議決を求め るものであ りま す。
町バス（中 型バス）の購 入につきま して 、12 月 26 日に 2 業者より見 積徴取した 結果 、
税込み金額 1,286 万 6,720 円で、鳥取 県米 子市淀江町佐陀 672-18
四国株式会社

岡山・鳥取支 社米子支店

支 店長

い すゞ自動車中 国

手嶋正信 が落札をし、 12 月 27 日に

物品購入仮契約 を締結いたし たところで あり ます。
なお、納入 期限は平成 31 年 3 月 31 日といたしておりま す。以上で提 案理由の説 明を
終わります。よ ろしくお願い を申し上げ ます 。
○議長（野口

俊明君）

○議員（14 番

岡田

○議長（野口

俊明君）

○議員（14 番

岡田

こ れから質疑 を行 います。質疑は ありませんか 。

聰君）

議 長。14 番 。

14 番

聰君）

岡田

聰君 。

入 札でなくて 随意契約という ことになって いますが、 入

札でやらなかっ た理由を説明 お願いいた しま す。
○町長（森田
○議長(野口
○町長（森田

増範君）
俊 明君)

森田 町長。

増範君）

○総務課長（酒 嶋
○議長（野口

議 長。

宏君）

俊明君）

○総務課長（酒 嶋

宏君）

担 当よりお答 えさ せていただきま す。
議長、総務 課長 。
酒 嶋総務課長 。
申し分けあ りま せん。この中型 バスの業者が 2 社しかな いも

のでその関係で 随意契約の見 積もり入札 とい う形になってい ます。
○議長（野口

俊明君）

○議員（13 番

岩井

○議長（野口

俊明君）

○議員（13 番

岩井

。

い いですか。 はい 、他に質疑あり ませんか。

美保子君）
13 番

美保子君）

議長、13 番。
岩井

美保 子君。

バスの件 はいつも町民の 方から要望が あるですが 、

このバスについ てはどのよう な利用をさ れる のか。それとこ のバスについ て各種団体 の
方々が利用され てもかまわな いというよ うな バスなんでしょ うか。ちょっ とお聞きい た
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します。
○総務課長（酒 嶋
○議長（野口

宏君）

俊明君）

○総務課長（酒 嶋

議長、総務 課長 。
酒 嶋総務課長 。

宏君）

このバスの 利用 につきましては 、現在と同じ 運行でやる 予定

にしております 。ですので、 町に関係あ る事 業で、町も担当 課のほうから お願い、そ の
バスを利用する という申請が あったもの に対 して使っていく という形で、 町民の方に 自
由に使っていた だくという形 ではないと いう ことをご理解い ただきたいと 思います。
〔 「了解」と呼 ぶ者あり 〕
○議長（野口

俊明君）

他 にありませ んか 。質疑なしと認 め、これで質 疑を終わり ます 。

これから討論を 行います。討 論はありま せん か。
〔 「なし」と呼 ぶ者あり 〕
○議長（野口

俊明君）

討 論なしと認 め、 これで討論を終 わります。

これから議案 第1号を採決 します。お 諮り します。
本案は、原案の とおり決定す ることに賛 成の 方は起立願いま す。
〔
○議長（野口

俊明君）

賛成者起立

〕

起 立多数です 。し たがって、議案 第1号は原案 のとおり可 決さ

れました。
─────── ─────・ ───・─ ── ─────── ──
日程第 4
○議長（野口

議案第 2 号
俊明君）

日 程第 4、議案第 2 号

平成 28 年度大山町一般会計 補正予算

(第 10 号) を議題にします。 提案理由の 説明 を求めます。町 長
○町長（森田

増範君）

議 長。

○議長（野口

俊明君）

森 田町長。

○町長（森田

増範君）

議 案第 2 号

森田

増 範君。

平成 28 年度大山町一般会計 補正予算（第 10 号）

につきまして、 提案理由の説 明を申し上 げま す。
本案は、畜産・ 酪農収益力強 化整備等特 別対 策事業、複合商 業施設建設事 業の追加等
により、歳入歳 出予算の過不 足を調整す るた め既定予算の補 正を提案し、 本議会の議 決
を求めるもので ございます。
補正予算第 10 号は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ 12 億 9,407 万 4,000 円を追加
をし、歳入歳出予算の総額を 132 億 9,508 万 5,000 円とするものであります。
次に、第１表を 歳入から各款 をおってご 説明 を申し上げます 。
第 55 款国庫支出金は、1 億 1,574 万 8,000 円の追加、第 60 款県支出金は 9 億 66 万
9,000 円の追加、第 70 款寄附金は 4,500 万円の追加、第 80 款繰越金は 1 億 695 万 7,000
円の追加、第 90 款町債は 1 億 2,570 万円を 追加いたしてお るところであ ります。
次に歳出につき まして、ご説 明を申し上 げま す。
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第 10 款総務費は、6,848 万 1,000 円の追加、第 15 款民生費は、237 万 4,000 円の追加、第
30 款農林水産業費は、9 億 2,567 万円の追加、第 35 款商工費は、2 億 9,741 万 9,000 円の追
加、第 45 款消防費は、13 万円の追加であります。
次に、予算書 4 ページ「第 2 表

繰越明 許費 補正」でありま すけれども、 畜産・酪農

収益力強化整備 等特別対策事 業など 3 件の変 更をいたしてお ります。
最後に予算書 5 ページの「第 3 表

地方 債補 正」であります が、公共事業 等債及び一

般補助施設整備 等事業債の限 度額の変更 を行 っているところ であります。
以上で提案理由 の説明を終わ りますが、 詳細 につきましては これから各課 長より説明
を申し述べさせ ていただきま す。なお、 大き な予算となって います。国の 経済対策、 ま
た地方創生、そ うした国の事 業と絡めな がら 取り組みのなか で今回提案さ せていただ い
ておるものでご ざいますので 、よろしく お願 いを申し上げま す。
○総務課長（酒 嶋
○議長（野口

宏君）

俊明君）

○総務課長（酒 嶋

議長、総務 課長 。
酒 嶋総務課長 。

宏君）

失礼します 。歳 出の 4 ページをご覧いただき たいと思い ます 。

説明の歳出、4 ページ の方をお願い したいと 思います。
まず総務費、総務管理費、一般管理ですけども、ふるさと応援基金事業で報償費
2,250 万増、補 正を行ってい ます。（「 マイ クが通じません 」と発言する 者あり）あ 、
す み ま せ ん 。 報 償 費 2,250 万 の 記 念 品 等 の補 正 を 今 回 出 せ て い た だ い て お り ます 。 12
月にも補正を行 いましたけれ ども、順調 に寄 付のほうをいた だいておりま して 1 月現在
でですね、2 億 2,000 万の申 し込みをい ただ いております。 ですので、当 初の補正予 算
を今、超えてい る状況ですので 3 月まで 、ち ょっと若干多め にみておりま すが、あら た
に 4,500 万の寄付があるだろ うというこ とで 、今回計上させ ていただいて おります。
それから 5 の財産管理費 のほうです けれ ど、備品購入と いうことであ げておりま すが 、
本庁のサーバー 室のエアコン が今非常に 調子 が悪くなってお りまして、サ ーバー室、 エ
アコンずっとか けないといけ ないという 関係 がありますので 、今回 59 万 2,000 円の 補
正をあげており ます。
それから、6 ペ ージの 1 番最後にな りま す消防費ですけ れども、大山 町消防団が 全国
消防大会で表彰 を受けること になりまし て、 これが 3 月 7 日にありますが、表彰を受 け
るために、2 名分の旅 費の補正を行 っており ます。総務課は 以上です。
○福祉介護課長 （松田
○議長（野口

俊明君）

○福祉介護課長 （松田

博明 君）

議長 、福 祉介護課長。

松 田福祉介護 課長 。
博明 君）

同じ く予 算書の 4 ページの民生費の関 係でござい ます 。

まず最初に民生 委員の推薦会 委員報酬で ござ います。これは 現在、民生委 員さん 4 名の
欠員が生じてい ます。これか ら新たな候 補者 を選任するため に推薦会を開 催をいたし ま
す。それに伴っ ての委員報酬 が不足をし てい ますので、今回 補正というこ とで増額補 正
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をさせていただいております。それから、同じく社会福祉施設費のほうですが、
修繕料、施設修 繕料というこ とで 60 万 9,000 円を予算補正をさ していただ いています 。
これは一つは保 健福祉センタ ーなわの事 務室 のエアコンが現 在、室内機の ファンから 異
音が発生してお りまして、こ のまま使用 を続 けると、故障、 壊れるという ことであり ま
すので、今回、 これを補正を して修繕を した いということで あげさせてい ただいてい ま
す。
それからもう 1 点は、同じ く福祉セン ター 名和の天窓、ト ップライトが あります。 こ
れは開けるのに ダンパーとい う器具でド アを 開けるんですが 、これが経年 によりその 機
能が低下をして おりまして、 いざという とき の排煙の機能が 低下をすると いうことで 、
このたびダンパ ーを交換する ということ で予 算の補正を計上 させていただ いています 。
以上です。
○幼児・学校教 育課長（林原
○議長（野口

俊明君）

幸雄君）

議 長、幼児・学校 教育課長。

林 原幼児・学 校教 育課長。

○幼児・学校教 育課長（林原

幸雄君）

そ れでは 5 ページの民生費の保 育所費につ いて

ご説明いたしま す。これは大 山きゃらぼ く保 育園の保育室に 間仕切りの扉 を、壁を作 る
工事でございま す。平成 29 年度、来年 度で ございますが、3 歳児が 42 人の入所が予 定
されております 。大幅に 3 歳児が増 えてまい ります。3 歳児は基 本的生活習慣 を形成さ
れる時期とされ ていまして、 今までのと おり 、2 組の保育室 を続けたまま でおります と、
どうしても子ど もたちの声と か、そうい うも ので落ち着かな い状況、場面 がみられる と
いうこともあり まして、この 壁を設置す るこ とによりまして 、集中して話 を聞く態度 を
身に付けさせる ということで 行うもので ござ います。金額は 172 万 3,000 円を予定し て
おります。以上 です。
○農林水産課長 （山下
○議長（野口

俊明君）

○農林水産課長 （山下

一郎 君）

議長 、農 林水産課長。

山 下農林水産 課長 。
一郎 君）

では 、農 林水産課のほう では 5 ページの畜産業費 、農

地費、林業振興 費につきまし てご説明を いた します。
先に補正予算 の概要という ことで、お 配り をさしていただ いております ページの 2 ペ
ージにも概要を 書いておりま すけども、 まず 畜産・酪農収益 力強化整備等 特別対策事 業
でございます。 これにつきま しては昨 年 12 月の議会にも土 地の造成の関 係で単県事 業
で補正をあげさ せていただい た時に、全 協の なかでもご説明 をいたしまし たけども、 ク
ラスター事業に ついて国のほ うで事業認 可に なったというこ とで今回内示 がございま し
た。そして国の 内示額が 8 億 7,066 万 9,000 円ということで ございます。 全体の事業 費
については約 18 億 9,500 万 程度の事業 でご ざいます。そこ は新たに畜産 乳牛を飼育 す
る設備、畜舎等 の建設にかか る費用でご ざい まして、それの うちの国費が約 8 億 7,000
万ということで 今回内示がご ざいました 。
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で、この予算に ついては国費 全額でござ いま すけども、県を 通って施設の 整備につい
ては、町のほう で予算化をし て事業者の ほう に交付というル ールになって る関係上、 こ
のたび町のほう で予算化をさ せていただ いた ところでござい ます。
次の県営畑地帯 総合整備事業 の負担金 2,500 万 1,000 円でございますけど も、これに
つ き ま し て は 、 こ れ も 国の 二 次 補 正 を 活用 させ て い た だ き ま し て 、 29 年度 の さ き ぐ い
と言いますか、 そういった意 味合いで補 正を させていただい たものでござ います。今 回
の分につきまし ては、名和 3 期のほうに 事業 費ベースで 1 億、充当すると いうことで 、
25％部分を町の 負担というこ とでござい ます ので、今回追加 をさせていた だいていま す。
事 業 的 に は 、 29 年 度 に 実 施を す る も の と いう こ と で ご ざ い ま し て 、畑 か ん の 整 備 に 充
てていくという ことで県のほ うの事業で やっ ていただくこと になっていま す。
それから次の森 林・林業再生 基盤づくり 交付 金の 3,000 万で ございます 。これも 12
月補正で挙げさ せていただき ました大山 プレ カット協同組合 のほうがＣＬ Ｔ合板の加 工
施設を今回、12 月補正で 1 億 4,400 万 とい うことで計上さ せていただき ましたけど も、
国のほうの補助 枠がまだ余裕 があったと いう ことで、追加で このたびフォ ークリフト 等
施設内の機械整 備の部分が追 加で事業採 択に なったというこ とがございま して、これ も
全額国費ではございますけども、町を通しての予算立てということでございまして、
3,000 万を追加 をさせていた だいたとこ ろで ございます。よ ろしくお願い 申し上げま す。
○観光商工課長 （持田
○議長（野口

俊明君）

○観光商工課長 （持田

隆昌 君）

議長 、観 光商工課長。

持 田観光商工 課長 。
隆昌 君）

続けて 6 ページ目をご覧 いただきたい と思います 。観

光商工課観光費 のご説明をさ せていただ きま す。
まず、大山 だいせんプロ ジェクト事 業に 関わる旅費、賃 金、需用費、 役務費等に つい
てでございます 。平成 28 年 度におきま して 、大山をだいせ んと読ませる プロジェク ト、
いわゆる大山だ いせん事業を ＮＰＯ法人 に委 託契約をしてお りましたけれ ども、委託 契
約を年度中途で 解除いたしま した。その なか で、残事業の中 で、国の地方 創生事業で Ｋ
ＰＩの指標が必 要となってお りますと知 名度 調査というのを 東京板橋区お おやま商店 街
で昨年行いまし たので、今年 度も行う必 要が あります。そこ を直営で行う ための必要 経
費であります。 賃金は現地で アルバイト の方 を 4 人、それから旅費は職員が 2 人、東 京
のほうへ 2 泊 3 日で行かせていただく、 需用 費につきまして は、アンケー ト取得にか か
るノベルティー グッズ代、役 務費は着ぐ るみ 等の送料往復等 の作業、通信 運搬費の関 係
でございます。
続きまして、 委託料でござ います。以 前よ り大山におきま しては、にぎ わいが途絶 え
てきておりまし て、にぎわい 復活プロジ ェク ト事業について 取り組んでき たところで あ
ります。その中 で開山 1300 年を迎える にあ たり、国の国立 公園満喫プロ ジェクト等 に
も指定を受けま した。そうし たなかで使 用さ れていない空き 家、空き店舗 を町のほう に
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無償譲渡してい ただきまして 、それを町 が解 体し、そして新 しい複合商業 施設を作る と
いうことであり ます。そのな かで、その 同じ 敷地内にありま す擁壁につき まして、か な
り経年劣化が見 られます。そ うしたとこ ろで この経年劣化分 の安全性が確 保できない と
建築確認申請が できませんの で、そのた めに 根拠ある補強設 計が必要とな ります。そ の
ための法面補強 設計費 410 万 4,000 円の追加 補正と、それか ら合わせまし て、その複 合
商業施設建設工 事費というこ とで解体工 事 4,980 万 9,000 円と 新施設建築 の 1 億 9,990
万 8,000 円、それから擁壁の 修繕工事 4,320 万円をこのたび 追加補正させ ていただく も
のです。以上よ ろしくお願い いたします 。
○議長（野口

俊明君）

説 明はこれで 全て 終わりましたで すね。そうい たしますと 、こ

れから質疑行い ます。質疑は ありません か。
○議員（7 番

大森

正治君）

○議長（野口

俊明君）

○議員（7 番

大森

7番

議 長、7 番 。
大森

正治君 ）

正治 君。

5 ペー ジの 大山きゃらぼく 保育所の間仕 切りの件で すけ

ども、これは今 までは、ここ の人数では 一ク ラスで一つの教 室で部屋で十 分であった と
いうことなんで しょうか。
それからこの間 仕切りができ てからは人 数も 増えるので、二 クラスにする という意味
なのか、何人か ずつか、まあ ちょうど半 分ず つかもしれませ んけど。これ の詳しい説 明
を。それからこ の工事は 3 月までに完成 する ということでし ょうか、お聞 きします。
○町長（森田

増範君）

議 長。

○議長（野口

俊明君）

森 田町長。

○町長（森田

増範君）

補 正予算につ きま して、それぞれ 担当からお答 えさせてい ただ

きますので、よ ろしくお願い いたします 。
○幼児・学校教 育課長（林原
○議長（野口

俊明君）

幸雄君）

議 長、幼児・学校 教育課長。

林 原幼児・学 校教 育課長。

○幼児・学校教 育課長（林原

幸雄君）

大 森議員さんのご 質問にお答え いたします 。大

山きゃらぼく保 育園につきま しては、入 所の 児童が多いので 、だいたいど のクラスも 二
クラスをもうけ ておりました 。で、同じ 年齢 の 1 組、2 組があるんで すけども、 その 1
組、2 組の保育 室は、2 つに 入口は分か れて いますけれど、 中で一つにつ ながってい る
部分、という形 で活用してま いりました 。で 、年長児につき ましては、小 学校につな げ
るために、そう いういろいろ な態度、姿 勢を 身に付けるため に、仕切って 使っていま し
た。ですが他の 年中、年少等 につきまし ては 、その当時は人 数も少なかっ たこともあ り
まして、そのオ ープンで一緒 にやる活動 とい うものも重視し て行ってきた わけです。
しかしながら 今回、人数も 多いという こと もありますし、 先ほど述べま したように 、
子どもたち集中 した、集中し て話を聞く 態度 を身に付けさせ るために、や はり仕切り は
必要ではないか という結論に 達しまして 、今 回設置を決定し たものでござ います。
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ちなみに工期 につきまして は、今年度 いっ ぱいで終わらせて 4 月の入所 に間に合わ せる
ということで考 えています。 以上でござ いま す。
〔 「了解です」 と呼ぶ者あ り 〕
○議長（野口

俊明君）

○議員（14 番

岡田

○議長（野口

俊明君）

○議員（14 番

岡田

他 に質疑あり ませ んか。

聰君）

議 長、14 番 。

14 番

聰君）

岡田

聰君 。

5 ページ の農 林水産業費の畜 産・酪農収益 力強化整備 等特

別 対 策 事 業 、 こ れ ま あ 国 の 計 画 が 認 め ら れ て 国 の 予 算 が つ い た と い う こ と で す が 、 12
月の補正で国と か県の予算、 補助が付か ない 造成費について は、町が補助 するという こ
とででましたけ ども、この時 の事業名が 大規 模農場支援事業 補助金、今回 の事業の名 称
が違うんですけ ども、同じ事 業でしょう か。
○農林水産課長 （山下
○議長（野口

一郎 君）

俊明君）

○農林水産課長（山下

議長 、農 林水産課長。

山 下農林水産 課長 。
一郎君）

12 月 に上 程 さ せ て い た だ い たも の は 、 造 成工 事 自 体

が、国の補助対 象にならない ということ がご ざいまして単県 事業での事業 名でござい ま
した。で、今回 の部分はあく まで国が認 可し た事業名だとい うことで、国 の国費を導 入
する補助事業名 ということで 分けており ます ので、よろしく お願いいたし ます。
○議長（野口

俊明君）

○議員（12 番

吉原

○議長（野口

俊明君）

○議員（12 番

吉原

他 に質疑はあ りま せんか。

美智恵君）
12 番

美智恵君）

議長、12 番。
吉原

美智 恵君。

先ほど説 明がありました 複合商業施設 建設事業に つ

いてですが、こ れは国の地方 創生拠点整 備交 付金 1 億 1,500 万あまり、また地方債 1 億
1,500 万あまり、また 一般財源が 6,550 万あ まり、使っての 大規模な建設 事業であり ま
す。
これについては 大山にぎわい 復活のため とい うことで、観光 客のニーズに 答え得る建
物をということ で建設される ことになっ てい ます。
ですので、これ について建設 とともに、 この あき店舗がです ね、皆さまに 愛される、
また息の長い店 舗が入るよう に、建設事 業と 一緒に取り組ん でいかなけれ ばいけない と
思うんですけど 、そのへんの ことはどう でし ょうか。
○観光商工課長 （持田
○議長（野口

俊明君）

○観光商工課長 （持田

隆昌 君）

議長 、観 光商工課長。

持 田観光商工 課長 。
隆昌 君）

現在 、新 複合商業施設の 建築の基本設 計、実施設 計、

またその後の入 居にあたりま して、それ ぞれ の業者と入居後 の管理をする ことになり ま
す株式会社さん どう、それか ら町、それ から 地元関係者と一 同に会して協 議を重ねて い
るところでござ います。この 商業施設が 、今 後だいせんのほ う、にぎわい を復活させ る
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に十分値する施 設になるよう に、今、営 利関 係者で努力して るところでご ざいます。 よ
ろしくお願いし ます。
○議員（12 番

吉原

美智恵君）

○議長（野口

俊明君）

○議員（12 番

吉原

吉原

議長。

美智恵 君。

美智恵君）

協議中と いうことですが 、この建物が できてから 募

集しては遅いと 思いますので 、重ねて申 し上 げますが、やは りこの建物が どういうふ う
な建物であって 、そういう全 国的にいろ んな 業者に来ていた だけるように アピールが 必
要ではないかと 思いますが、 その点につ いて もう一度質問い たします。
○観光商工課長 （持田
○議長（野口

俊明君）

○観光商工課長 （持田

隆昌 君）

議長 、観 光商工課長。

持 田観光商工 課長 。
隆昌 君）

現在 の議 論のなかでは、 最終的に家賃 の設定をい かが

にするかとか、 そういった最 終段階に近 いと ころに来ており まして、早急 に年度内に 募
集を始めること になっていま すので、ま た詳 細が決まりまし たらご報告さ せていただ く
機会があると思 います。よろ くお願いい たし ます。
○議員（6 番

米本

隆記君）

○議長（野口

俊明君）

○議員（6 番

米本

6番

隆記君）

議 長、6 番 。
米本

隆記 君。

複 合施設に ついてお聞きし たいんですけ ども、これ 無償

譲渡としてもら った土地、建 物というこ とで すけども、何か 先ほど擁壁の 修繕の時に 、
土地のほうがあ る企業の持ち 物というよ うな 言い方をされて いたと記憶し ているんで す
が、実際に、例 えばこの土地 建物ですね 、無 償譲渡されて、 持ち物は町の ほうになる 、
これ販売される のかどうなの か、で、い いで すか。こっから 先です。今後 、たとえば 今
現在ですね、モ ンベルに貸し 出してる建 物も あれも町が持っ て貸し出して いるってい う
ふうに私は認識 しているんで すけども、 いず れにしても今後 、大山地区で そういった 空
き家が出た時に 、じゃあ商業 施設いろい ろに ぎわい復活のた めにそれをも って、今後 そ
ういうふうに町 の持ち物とし て運営して いく という考えなの か、そのへん のところを お
聞かせ願いたい と思います。
○観光商工課長 （持田
○議長（野口

俊明君）

○観光商工課長 （持田

隆昌 君）

議長 、観 光商工課長。

持 田観光商工 課長 。
隆昌 君）

建物 につ きましては、大 山町が無償譲 渡を受け、 取り

壊し大山町が建 てますので、 町が管理し てい くことになろう と思いますけ ど、維持管 理
におきまして、 微小のものは 入居あるい は管 理団体で管理し ていただくこ とになると 思
いますが、大規 模な修繕等が 将来的に発 生す ることになれば 、現行と同じ ように町が 保
障なり修繕なり していくこと になろうか とい うふうに考えて いるところで す。
〔 「もう 1 個、今後の、も し出たとき のこ と聞きましたけ ど、ないです 」と呼ぶ者 あ
り 〕
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○町長（森田

増範君）

議 長。

○議長（野口

俊明君）

森 田町長。

○町長（森田

増範君）

大 山寺地区で の空 き家空き店舗対 策ということ で、地元の 方々

といろいろと話 し合いをしな がら進めて きた 経過があります 。そうしたな かで特に平 成
30 年の大山開山 1300 年に向けて、 今ある懸 案の案件につい てこういった 形でやって い
こうということ で、地元でも 話し合いを して いただきながら 、町としても あるいは民 間
の業者さんのご 協力もいただ きながら進 めて いくという経過 があります。 これから新 し
いものが出てき た時に、どう するかとい うこ とでありますけ れども、それ は地元の方 々、
あるいは持って いる方々との 関係の中で 検討 していくことで あろうなとい うふうに思 っ
ております。す べてこれから 、出てくる 案件 について、町と 同じような関 与をしてい く
ということでは ないというふ うに思って おり ますので、よろ しくどうぞお 願いいたし た
と思います。
○議長(野口

俊 明君)

○議員（8 番

杉谷

○議長（野口

俊明君）

○議員（8 番

杉谷

いい ですか。他 に、

洋一君）
8番

洋一君）

議 長、8 番 。
杉谷

洋一 君。

4 ペー ジの ところの民生委 員推薦委員会 報酬という こと

で 4 万 2,000 円あるわけなんですけど、 これ に関連してです ね、聞くとこ ろによると で
すね、なかなか 民生委員さん になり手が ない というようなこ とでですね、 いろいろ聞 い
とるわけなんで すが、先ほど 4 名の欠員 があ るというような 話がありまし たし、まあ そ
れで、この推薦 委員会開かれ て、4 名のほう はそういう空白 のところにこの 4 名の皆 さ
んが入っていた だければ、大 山町の民生 委員 さんは皆さん全 てうまるとい うようなこ と
なのですか。そ れともまだま だこれには 先、 見通しのたたな いような状態 にあるのか 、
そのあたりの見 通しも含めて お尋ねいた しま す。
○福祉介護課長 （松田
○議長（野口

俊明君）

○福祉介護課長 （松田

博明 君）

議長 、福 祉介護課長。

松 田福祉介護 課長 。
博明 君）

ご質 問に お答えします。 民生委員の候 補者ですが 、

さっきも言いま したように 4 名の欠員が ござ います。推薦会 のなかでは、 それぞれの 地
区ごとに複数の 候補者を選定 してまいり ます 。で、その方に 随時お願いを していくと い
うことになりま すが、そのな かで決まれ ば、 そのまま国のほ うへ推薦書を 挙げること に
なりますが、な かなかその推 薦会で決定 した 候補者、全ての 方に残念なが らいいご返 事
がいただけない ということで あればまた 新た な候補者を選定 してとにかく 欠員をなく す
方向でと取り組 んでというこ とになろう かと 思います。
○議員（8 番

杉谷

洋一君）

○議長（野口

俊明君）

○議員（8 番

杉谷

杉谷

洋一君）

議 長。
洋一君 。
と いうこと は、まだこれが 最後で終わり ということ でな
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くて永遠にです ね、そういう 素晴らしい 人を 推薦していくと いうことでし ょうか。も う
１回お尋ねいた します。。
○福祉介護課長 （松田
○議長（野口

俊明君）

○福祉介護課長 （松田

博明 君）

議長 、福 祉介護課長。

松 田福祉介護 課長 。
博明 君）

そう です ね。できるだけ 早いうちに全 てお願いし たい

と思いますけど も、決まらな い場合は先 ほど のように候補者 を選定しなが らやってい く
ということにな ろうかと思い ます。
○議員（9 番

野口

昌作君）

○議長（野口

俊明君）

○議員（9 番

野口

9番

昌作君）

議 長、9 番 。
野口

昌作 君。

6 ペー ジで ございますけど 、6 ページの観光費 の中で、

賃金、旅費、需 用費、役務費 が組んでご ざい まして、これは 契約を解除し てですね、 そ
の契約の残分を やっていくと いうような こと のように聞きま したけれども 、解除した と
いうなかでです ね、どういう ような形で の解 除、そしてです ね残というも のが結局見 積
りが出ておるで ないかと思い ますけども 、そ の見積りがです ね、この賃金 なり旅費な り、
需用費なり、役 務費というも のにですね 、該 当する項目での 残がここに出 てきたのか と
いう点をちょっ とお伺いいた します。
○観光商工課長 （持田
○議長（野口

俊明君）

○観光商工課長 （持田

隆昌 君）

議長 、観 光商工課長。

持 田観光商工 課長 。
隆昌 君）

ＮＰ Ｏ法 人と契約を解除 させていただ きましたの は、

今月、年が明け てすぐでござ います。そ のあ とすぐ実績報告 を求めており まして、現 在
実績報告が出た ものの中身を 審査してお りま す。で、審査し だいで当初の 委託契約と 差
額がある分は、 返納を求める ということ にな ろうと思います 。今現在その 作業中でご ざ
います。で、そ れはそれとい たしまして 、残 りの作業を直営 で行う場合に は、どうい っ
たものが必要か ということを それとはま った く関係はなしに 、あらたな我 々の立場で 予
算を組み直した のが、今回の 補正の内容 とい うことですので 、ご理解をい ただきたい と
思います。
○議員（9 番

野口

昌作君）

○議長（野口

俊明君）

○議員（9 番

野口

議 長、9 番 。

野口

昌作君）

昌作君 。
そ うします とその契約の分 は、もうこっ ちに置いと いて

しまって新しい これでやって いくという こと で、どういう残 りだったとか というよう な
残事業、どうい うのがあった かというよ うな 詳細の把握をし ない状態だと いうことな ん
ですか。その点 ちょっと伺い ます。
○観光商工課長 （持田
○議長（野口

俊明君）

○観光商工課長 （持田

隆昌 君）

議長 、観 光商工課長。

持 田観光商工 課長 。
隆昌 君）

実績 報告 の提出を受ける 前に大まかな 事業の進捗 状況
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を聞き取りいた しまして、そ れで委託事 業の 中身のなかで何 をしなければ ならないか と
いう確認をとり ました。そう したなかで 、地 方創生事業のな かで、いろい ろ取り組ん だ
なかでＫＰＩ、 取り組んだ中 で成果が求 めら れる数値という のは絶対とっ ていかない と
いけないという ことが判明し ましたので 、そ ういうものを精 査してそのデ ーターを取 る
ために必要な予 算を組ませて いただいた とい うことでござい ます。よろし くお願いし ま
す。
○議長（野口

俊明君）

○議員（13 番

岩井

○議長（野口

俊明君）

○議員（13 番

岩井

他 に質疑あり ませ んか。

美保子君）
13 番

議長、13 番。
岩井

美保子君）

美保 子君。

5 ページ の農林水産業費 でございます が、先ほど も質

問がありました ですが、この 事業がですね 8 億 7,000 万円からの国の事業 採択を受け た
ということでご ざいます。で 、今までの 事業 とこれの事業を 受けたことに よって、ど れ
だけのひらきの ある見込みを しておられ るの か、分かればち ょっとおしら せをいただ き
たいと思います 。これざっく ばらんにで すね 、書いてありま すのが、まあ 費用かけて い
いぐあいにすれ ば収益力の強 化や畜産環 境の 問題への対応に 必要な施設の 整備などに か
かる費用の助成 を行うという ことなんで す。 で、今ある、今 やっておられ る事業より も、
これを取りいれ たことで、ど れだけの成 果が あがるようなこ とになるんで しょうか。
○農林水産課長 （山下
○議長（野口

一郎 君）

俊明君）

○農林水産課長 （山下

議長 、農 林水産課長。

山 下農林水産 課長 。
一郎 君）

今回 のク ラスター事業に つきましては 、今現に 3 名の

方が現に酪農で 牛を飼ってお られる方が 、そ れを廃止をしま して新たな会 社を立ち上 げ
て、で、新たに 施設を建設を してそこで 大規 模な頭数で事業 展開をしてい こうという た
めの施設整備の 補助事業でご ざいます。 今現 在 3 人の方で 250 頭あまりの乳牛を飼っ て
おられますけど も、将来的には 950 頭規 模の 飼育ができる施 設を整備をし ていくとい う
ものに掛かる費 用でございま す。その全 体の 事業費が国のほ うに申請をい かしておら れ
る金額としては 、全体で 18 億 9,500 万程度 の、全体の事業 費がございま して、その う
ちの 8 億あまりが、国の補助 金がでると いう ことですので、 その補助金部 分を町が予 算
化をさせていた だいたという ことでござ いま す。ですので、 既設の方が、3 名の 方が今
の部分をあらた な施設を立て て増棟して いっ て、これは平成 35 年を目途に 250 頭を
950 頭まで増や していこうと いうことで 今取 り組もうとして おられる事業 でございま す。
○議員（13 番

岩井

美保子君）

○議長（野口

俊明君）

○議員（13 番

岩井

岩井

議長、13 番。

美保子 君。

美保子君）

内容はよ く分かりました ですが、この 場所とそれ か

ら 3 人の方でということです が、法人に され るわけですか。
○農林水産課長 （山下

一郎 君）

議長 、農 林水産課長。
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○議長（野口

俊明君）

○農林水産課長 （山下

山 下農林水産 課長 。
一郎 君）

場所 につ いては 12 月の時にもお話を させていた だき

ましたけども、 大山町羽田井 というとこ ろで 新たに土地を求 めて、そこで 造成をして 新
たな施設を建設 をされるとい うことでご ざい ますし、それから 3 人の方は 、今は個人 経
営ですけども、 新たに法人、 会社を立ち 上げ ました。で、も う既に 12 月に立ち上げ て
おられますので 、そこの会社 が事業主体 とな って事業をされ るということ でございま す。
〔「了解しまし た」と呼ぶ者 あり 〕
○議員（15 番

西山

富三郎君）

○議長（野口

俊明君）

○議員（15 番

西山

15 番

議長、15 番。
西山

富三郎君）

富三 郎君。

6 ページ です。旅費が 18 万円出てい ます。どの 機関

を使って行かれ ますか。旅費 の領収書は 取れ るんですか。旅 費の領収書は 取れていま す
か。それから参 加した人はそ れぞれが報 告書 を出されますか 。以上です。
○観光商工課長 （持田
○議長（野口

俊明君）

○観光商工課長 （持田

隆昌 君）

議長 、観 光商工課長。

持 田観光商工 課長 。
隆昌 君）

旅費 は東 京でございます ので、飛行機 を予定して おり

ます。その領収 書等につきま しては公費 で、 チケットをとっ たりしますの で、個人が 支
払ったりして領 収書を持って くるという よう なことはない、 手続きで終了 する予定で ご
ざいます。
〔 「報告書、参 加者ひとり ひとりが出 すか 」と呼ぶものあ り 〕
○観光商工課長 （持田
○議長（野口

俊明君）

○観光商工課長 （持田

隆昌 君）

議長 、観 光商工課長。

持 田観光商工 課長 。
隆昌 君）

失礼 いた しました。報告 書は我々が出 張する場合 は必

ず復命書作って 町長まで返ら せることに なっ ていますし、で 、報告書につ きましては 、
連名でさせてい ただきます。 で、必要な デー ター等も報告さ せていただく 、というこ と
になっています 。
○議長（野口

俊明君）

○議員（4 番

圓岡

○議長（野口

俊明君）

○議員（4 番

圓岡

他 に質疑あり ませ んか。

伸夫君）
4番

伸夫君）

議 長、4 番 。
圓岡

伸夫 君。

歳 入の 3 ページの一番下で す。商工債の 一般補助施 設整

備等事業債 1 億 1,570 万円ですけれども 、こ の事業債は後年 度いくらの割 合で交付税 算
定されるのかお 聞きしたいと 思います。
それから 4 ページの社会福祉 施設費の施 設修 繕料です。先ほ ど説明のなか でダンパー
がということで 答弁がありま したけれど も、 以前トップライ ト修繕した時 にですね、 そ
ういうことが分 からなかった のかどうか とい うことをお聞き したいと思い ます。
それから 5 ページ、一番上の 保育所費の 工事 請負費です。先 ほど大森議員 も聞かれま
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したけれども、 このきゃらぼ く保育園、 建設 の際、まあ各地 の保育所を視 察されたと い
うふうに記憶し ておりますけ れども、こ の移 動間仕切りがで すね、当初か ら見込めな か
ったのかどうか ということを お聞きした いと 思います。
それからこの移 動間仕切り、 構造につい て天 井つりさげ方式 なのかどうか 確認したい
と思います。
それからですね 、先ほど大森 議員に対し ての 答弁のなかで、 今年度いっぱ いに工事を
したいというふ うに言われま した。保育 所で の工事の場合で すね、小学校 や中学校だ と
こう立ち入り禁 止だとか、子 どもに言っ て聞 かせれば理解が できる部分っ ていうのは あ
るんですけれど も、保育所の 場合は、「 おじ ちゃん何してる 」って言って 来ることが
多々あります。 そういった中 でですね、 工事 中の子どもの安 全についてど のように考 え
ておられるのか 。お聞きした いと思いま す。
それからですね 、農地費の中山 3 期地区 農業 競争力強化基盤 整備事業負担 金、これが
250 万円の減額になっ ていますけれ ども、理 由をお聞きした いと思います 。
○観光商工課長 （持田
○議長（野口

俊明君）

○観光商工課長 （持田

隆昌 君）

議長 、観 光商工課長。

持 田観光商工 課長 。
隆昌 君）

3 ページ の地方創生拠点 整備事業での 起債が後年 度措

置いくらされる かということ でございま すが 、これは交付税で 50％ が措置され るとい
うことになって おります。以 上です。
○福祉介護課長 （松田
○議長（野口

俊明君）

○福祉介護課長 （松田

博明 君）

議長 、福 祉介護課長。

松 田福祉介護 課長 。
博明 君）

ダン パー の件でございま すが、議員も おっしゃい まし

たように、今年 度のトップラ イトの取り 換え 工事を行いまし た。その時に トップライ ト
の修繕、調整等 も含めてお願 いしたわけ です けども、ただ今 回のダンパー 交換、その 調
整の域を超えて もう機能が低 下している とい うことでしたの で、今回の補 正で交換と い
うふうにさせて いただくこと にします。
○幼児・学校教 育課長（林原
○議長(野口

俊 明君)

幸雄君）

議 長、幼児・学校 教育課長。

林原 幼児・学校 教育 課長。

○幼児・学校教 育課長（林原

幸雄君）

そ れではご質問に お答えします 。

まず、当初から 設置しなかっ たというの は何 故かということ だと思います 。当初、い
ろいろ保育士と も保育のやり 方について も協 議いたしました けども、工事 費、全体の 工
事費との兼ね合 いとか、ある いは二つの クラ スに分かれた同 年代の園児た ちの合同で の
活動というもの を想定しなが ら、当初に つき ましては、設置 をしていなか ったという こ
とでございます 。
次に、この仕切 りの壁でござ いますが、 これ は天吊りの形を とろうという ふうに考え
ております。そ れから安全性 確保でござ いま すが、これは施 行業者と綿密 に協議をし な
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がら、安全確保 には努めてま いりたいと いう ふうに考えてい るところです 。
○農林水産課長 （山下

一郎 君）

○議長(野口

山下 農林水産課 長。

俊 明君)

○農林水産課長 （山下

一郎 君）

議長 、農 林水産課長。

御質 問の 中山 3 期が 250 万の減についての説明を とい

うことでござい ましたけど、 12 月補正で事業 費ベースで 2 億、それを中山 3 期と名和 3
期に分けて、8,000 万と 1 億 2,000 万という色分けをして予 算化をしてお りましたけ ど
も、今回精査を したら中山は 7,000 万で ええ でないかという ことで県が言 っておりま す
ので、事業費を 7,000 万ベー スに 1,000 万落 としたという関 係で、名和 3 期のほうに そ
の分を上乗せし ての事業費調 整をしたと ころ の金額でござい ます。以上で す。
○議長(野口

俊 明君)

○議員（4 番

圓岡

○議長（野口

俊明君）

○議員（4 番

圓岡

いい ですか。

伸夫君）

議 長、4 番 。

圓岡

伸夫君）

伸夫君 。
農 地費につ いてですけれど も、8,000 万を 7,000 万でい

いっていうふう に言われたと いう根拠は どの へんにあるのか 、お聞きした いと思いま す。
それからちょっ とすみません 。戻って保 育所 ですけれども、 先ほど答弁の なかでは工 事
費との兼ね合い というふうに 言われたわ けで すけれども、ま あこうやって 後からそう い
うことをしたほ うがいいとい うことがま あ実 際出てきて、今 回提案されて いると思い ま
すけれども、そ のあたりどの ように、言 わば 反省をすべきこ とかなと思っ て聞いたわ け
ですけれど、ど のようにお考 えでしょう か、 お聞きしたいと 思います。
○農林水産課長 （山下
○議長（野口

俊明君）

○農林水産課長 （山下

一郎 君）

議長 、農 林水産課長。

山 下農林水産 課長 。
一郎 君）

根拠 とい うことでござい ますけど、畑 かん事業に つい

ては、町として は、中山・名 和・合わせて 2 億の事業をして くださいとい うことで県 に
お願いしており ます。そうい ったなかで 事業 の進捗状況なり 、そういった ところ勘案 し
ていくなかで、 今回は中山は もう 12 月の時 点では、8,000 万事業 費ベースで充 てよう
としておりまし たけども、7,000 万にして名 和のほうに 1,000 万増やして 今回は事業 し
たいということ でございまし て、特段の 根拠 というものはご ざいません。
まだ、これでも って全てが完 了いうこと では ございませんの で、まだまだ 掛かる中途
の段階ですので 、事業費の按 分、配分の 仕方 ということでご 理解いただき たいと思い ま
す。
○幼児・学校教 育課長（林原 ・幸雄君）
○議長（野口

俊明君）

議 長、幼児・学校 教育課長。

林 原幼児・学 校教 育課長・

○幼児・学校教 育課長（林原 ・幸雄君）

大 山きゃらぼくの 間仕切りにつ きましては 、当

初は 42 名というふうな大勢 の園児が入 って きておりません でした。です から当然同 年
代の子どもたち が合同での活 動というも のも かなり想定しな がら、保育を 進めてまい り
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ましたけども、 今回 42 名ということに なり ますと、一クラス 20 名以上 ということ にな
ります。そうな ると、やはり 個別にある 程度 人数までに分け て保育すると いうことで 子
どもたち集中さ せる環境を作 るというこ とを 重視したという ことでござい ます。で、 そ
ういう間仕切り のほう、あと で付けると かと いうことにつき ましては、園 児の状況で あ
りますとか、保 育内容につい てその中で 、検 討しながら進め ていこうとい うことで、 当
初の計画時点で は、間仕切り をしないと いう 方法で決定した ということで ございます 。
○議員（4 番

圓岡

伸夫君）

○議長（野口

俊明君）

○議員（4 番

圓岡

圓岡

伸夫君）

議 長、4 番 。
伸夫君 。
今 の答弁聞 いてて、非常に おかしいなと 思います。 部屋

の床面積を考え れば、当然複 数のクラス で保 育をするという ことが、絶対 条件の上で 部
屋の面積を決め られたんだろ うと思いま す。 そういったなか で、そういう こと、要は 複
数のクラスにす るということ は、当然そ うい う間仕切りも想 定の上でなか ったかなと い
うふうに思うん ですけども、 こうやって あと からすればです ね、当初にす るよりは、 は
るかに多い金額 が掛かると思 いますけど も、 そのあたりどの ようにお考え でしょうか 。
○幼児・学校教 育課長（林原 ・幸雄君）
○議長（野口

俊明君）

議 長、幼児・学校 教育課長。

林 原幼児・学 校教 育課長・

○幼児・学校教 育課長（林原 ・幸雄君）

保 育室の面積につ きましては、 二クラスに 分け

ても十分な面積 は設計上とっ てあります 。で すから、あくま でも合同での 活動という も
のをその当時は 重視したとい うことでご ざい ます。
○議員(11 番

西尾

寿博君)

○議長(野口

俊 明君)

○議員(11 番

西尾

11 番

寿博君)

議 長、11 番 。
西尾

寿博 君。

じゃあ 2 つ質問させてくだ さい。4 ページです けれど、

ふるさと応援基 金積立金です が、9 月の時に も 7,000 万ぐらい積み上げた でないかな と
いうふうに思っ てます。
今後、まだ続く みたいですの で、今年が まあ 2 億 5,000 万でもいけば、またもう ちょ
っと積み上がる のかなと思っ てみたり、 まあ 半分もならない かな、4 割 5 分ぐらいは何
とかなるみたい なのですので 、そうなる とど れぐらいまで積 み上げるか分 からんです け
ど、この基金に ついてはどう いったこと を目 的に、あるいは 原点で使って いくのかな と。
そうか、一般財 源と言います か調整基金 のほ うに入れちゃう のかなと思っ てみたりし ま
すが、そういっ たことがあれ ば教えてく ださ い。
もう一つ、先ほ どから、5 ページで すけども 、きゃらぼくの 保育所の話が 出ておりま
すが、3 歳児 43 名入所の予定とい うことだっ たと思いますが 、3 歳時であれば、 もう 0
歳児からだいた いどのぐらい の子どもが 上が ってくるのかな という予定も できたでな い
かなと思ってみ たり、あるい はあのあた りに 住宅ができて完 売したり、で 、今回もま た
町のほうで住宅 を建てるよう な予定もあ りま す。12 軒でしたかいね 、先ほど説 明を受
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けました。また 別のところで は、民間の ほう でも 8 棟だったかな、そうい ったことで で
すね、どうもあ のあたりはど んどん住宅 がで きるということ で、まだまだ 子どもが増 え
そうな予感はし ますよね。そ うした場合 にき ゃらぼくが、ま た手狭になる 。また一歩 歩
いて来れるよう な距離ですの で、あのあ たり がですね、どん どん。歩いて 来れるよう な
距離のところに 住宅がどうも 建つみたい な雰 囲気ですが、予 定が。今後ど うするかと い
うことがね、出 ますよね、当 然。その辺 りも 含めた考え方が 出てこんと、 これ 3 歳が何
人入るからって いうことでな くて、今後 もあ るということを 考えれば、ど うですかね 、
170 万になってますけ ど、もうちょ っと違う 方法もあるじゃ ないかなと思 ったりしま す
が、そのへん 2 つお願いしま すわ。
○総務課長(酒嶋
○議長(野口

宏君)

俊 明君)

○ 総 務 課 長 (酒嶋

議 長、総務課 長。
酒嶋 総務課長。

宏 君)

ふ る さと 納 税 の 基金 の 積 み 立 て に関 し て の 関係 で す け ども 、 2，

3 年前まではですね、 非常に基金も 額も少な くて、その翌年 度に該当する ような事業 に
充当させていた だいていまし た。急激に 、寄 付が増えまして ですね、どの ような対応 と
いうところで、 現在基金積み 立てており ます が、29 年度のからにつ きまして、 基金の
目的として、町 の環境整備、 それから教 育・ 福祉、それから あとその他、 町のほうで 考
えていくという ような積み立 てになって いま すので、29 年度につき ましては、 大山の
今クラウドファ ンディングと いうトイレ 整備 もしております ので、そうい う部分に使 っ
ていったりです ね、教育関係 のほうの財 源に まとまったもの は、使わせて いただこう と
いうようなふう に考えており ます。で、 今後 はそういう形で ある適宜必要 な部分に充 て
ていこうという ふうに考えて います。
〔 「現在、どの くらいある か」と呼ぶ もの あり 〕
○総務課長(酒嶋

宏君)

今 ちょっとは っき り覚えてないで すけど、4 億程度は 積み上が

っていると思い ます。
○幼児・学校教 育課長（林原 ・幸雄君）
○議長（野口

俊明君）

議 長、幼児・学校 教育課長。

林 原幼児・学 校教 育課長・

○幼児・学校教 育課長（林原 ・幸雄君）

ご 質問にお答えし ます。

まず入所の予測 でございます けども、入 所の 予測となります と、その年の 出生数とい
うものが関わっ てまいります 。3 歳までは未 満児ということ で、すべての 子どもたち が
来るわけではな いので、園児 の数は限ら れて いますけども、 出生数が多い 年には園児 の
数が増えるとい うことは想定 はできると 思い ます。ただ、こ こ近年、百人 程度という こ
とできていまし たけれども、3 歳児 につきま しては、今回 110 何人、110 数名の 出生数
があった年でご ざいまして、 ま、若干多 いと いうことになっ ています。
まあ、近隣にで すね、そうい う住宅がで きて 園児が、入所希 望の園児が増 えるんでは
ないかというこ とが想定され るわけです けれ ども、保育園の 場合は学校と 違いまして 、
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必ずしも、その 近くの保育園 ばっかりを 選べ るというという ことに、まあ それがベス ト
なんでしょうけ れども、なか なか入れな い場 合には、多少離 れていてもよ その保育園 に
行っていただく ということも お願いしな がら 、今運営してい るところです ので、当面 は
そういう形でお 願いしていこ うかなとい うふ うに考えている ところでござ います。以 上
です。
○議員(11 番

西尾

寿博君)

○議長(野口

俊 明君)

○議員(11 番

西尾

西尾

寿博君)

議 長。
寿博君。
応 援積み立て 基金ですけども 、4 億あるというこ とであれ

ばざっと、ちょ いとすぐ分か ると思いま すけ れど、まあ 3 倍、なんかいい 事業にのっ て
いける、3 倍を使える 、あるいは 4 倍までは 大変かな。まあ そんな感じだ と思います 。
そうするとまた 今年もね、積 み上がって いく んだろうなとい うふうには予 想はします け
れども、やはり 4 億、5 億積み上が ってきた 場合には、町独 自で、まあ町 も大変なと こ
ろもあるわけで すから、はな からそのあ たり もお願いしてい きながら、や ることがい い
のかなと。やみ くもに積み上 げるのがい いと 思っていません ので、そうい ったことで 金
はいっぱいある けども、いま 必要なもの もた ぶんあるんじゃ ないかなと思 ったりもし ま
すんで、貯める 、いつも言い ますけども 、貯 めることも大事 ですけど、何 かそういっ た
方策、まあ予算 が近いので、 予定でもあ れば 言ってくれたら ありがたいで すけど無か っ
たらいいです。
あとですね、3 歳児、 例えばですよ 、100 人 出生されて、何 パーセントぐ らいが地元
に入ってくるか っていうぐら いのこと分 かる わけでしょう。 分かっており ながら、3 歳
児が来るから急 にみたいな話 でなくて、 来年 、再来年、もう 予定はあるわ けでしょう か
ら、そのへんを ちゃんときち っとやらん と、 急にこの補正み たいなものを 持ってきて ね、
間仕切りします よというよう では何か泥 縄式 かなと。行政の やることじゃ ないな、み た
いに思うわけで す。まして 2，3 年前か らで すね、きゃらぼ くはもういっ ぱいですよ と
いうようなこと があったわけ でしょう。 そう した時に、出て くるっていう 事態も、何 か
私としては計画 性がないなと 。おまけに 建設 課のほうではど んどんあの辺 りを住宅建 て
るわけでしょう 。5 年、6 年の間に 2 か所で しょ。民間が建 てるでしょ。 もう既に計 画
があがっただけ でも、20 軒建ちま すよ、近く 建つじゃないで すか。そんな ん考えたら
当然考えておか ないけんじゃ ないかなと 思っ たりしますけど も、将来的に 考えて先は ど
うしますか、こ れ。
○町長(森田

増 範君)

議長 。

○議長(野口

俊 明君)

森田 町長。

○町長(森田

増 範君)

私の ほうからふ るさ と納税について であります。 ご指摘いた だい

ておりますよう 町のほうでも いろいろと 考え ていることであ りまして。特 にふるさと 納
税の基金の用途 ということで 、大山の環 境等 々に関すること 、あるいは教 育に関する こ
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と、福祉に関す ること、まあ それ以外と いう ような用途でそ れぞれいただ いていると こ
ろであります。 で、今回、町 バスの関係 です ね、これについ ては実は福祉 関係のほう か
らのふるさと応 援基金の活用 ということ を考 えております。 それから来年 に向けて特 に
中学校の関係の ほうでいわゆ るエアコン 関係 のなかで、中山 のほうがまだ できていな い
環境になってき ますので、そ ういったと ころ も教育委員会サ イドで検討し ていってい よ
いよやっていか ないけんだろ うなという こと の検討、あるい は予算的なこ とも今協議 し
ているというよ うなところも あります。 それ からそういった ところのなか で、教育関 係
の使途として、 このふるさと 納税のもの も使 わせてもらって ということも あると思っ て
おりますし、ま た大山のほう に関しまし ては 、先ほどありま したように、 大山満喫プ ロ
ジェクトを含めて 1300 年の 関係、イン バウ ンドの関係があ って大山のエ リアでのト イ
レのいわゆる改 修、というこ とがありま す。 これもかなりの 金額になって きていると 思
ってますので、 いろいろな方 々に使って いた だくものであり ますので、そ ういったと こ
ろに 29 年度、あるいは 30 年度展開して いく 、そんな思いも 持ちながら話 は実はして お
るところであり ますので、大 切なご示唆 をい ただきましたの でまた今後と もしっかり や
らせてもらいた いと思ってい ます。保育 園の ほうはお願いし ます。
○教育長(山根
○議長(野口

浩君)
俊 明君)

○教育長(山根

浩君)

議長 、教育長。
山根 教育長。
あり がとうござ いま す。きゃらぼく 保育園は、ご 存じのよう に県

下で一番大きな 保育園でござ います。そ うい ったなかで、保 育内容を含め たりあるい は
保育士の質の向 上を目指した り、いろん なこ とをやってきて まいりました 。で、今回 お
願いしますこと は、私も昨日 行ってきた わけ ですけれども、 普段の時には 交流する両 方
の二つ部屋を、 交流するよう になってい ます ので、普段の時 にはそこのと ころにこの ぐ
らいの背の低い 間仕切りを置 いて、二つ の部 屋ができるよう にしてるわけ ですけれど 、
やっぱりここの 間が上があり ますので、 大き な声をすると、 こっち側で音 楽をやって い
る、こっち側で 工作をやって おる時に非 常に 落ち着かないと いうようなこ とが出てく る
ということを園 長先生はじめ 保育士の皆 さん が言われており ました。そう いったなか で、
今度 42 名という非常に大き な数になり ます ので、間仕切り をお願いした い。5 歳児の
ところには間仕 切りがありま すので、3 歳と 4 歳のところだけには いわゆる移動 式の間
仕切りで対応し ておったわけ ですけれど も、 取りあえず 3 歳児の時には、 間仕切りが き
ちんとあるなか で落ち着いて 保育ができ ると いうふうにやっ ていきたいと 思っており ま
すので、よろし くお願いしま す。
〔 「教育長、今 後増えて行 く場合どう する か」と呼ぶ者あ り 〕
○教育長(山根

浩君)

そう いう形にな ると とってもうれし いことで、本 気になって また

考えていけない けんですけれ ども、まあ 今の ところ、まだま だあそこの民 間の事業者 の
方が入られても どうも心配な いだろうと いう ふうに思ってい ます。
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ただ、それはう れしいことで すので、ど うも 子どもさんがで きるのが、99 人の 年と
その前の、その 次の年は 123 人とか、こ れが 同じ 110 ぐらいでずっと一緒 にくればい い
ですけれど、少 なかってどんと 30 人ぐ らい とかというのが どうもこの頃 の大山町の 傾
向のようでして 、まあいろん な形で移住 定住 もがんばってお りますので、 どんどん増 え
ていただくとま た教育の面で もがんばっ てい きたい。
〔「今後考えて いないという ことですね 」と 呼ぶ者あり〕
○議長(野口

俊 明君)

質疑 があれば挙 手で 。
〔「いや、いい です」と呼ぶ 者あり〕

○町長(森田

増 範君)

議長 。

○議長(野口

俊 明君)

森田 町長。

○町長(森田

増 範君)

私の ほうから一 点だ け。議員の皆さ んもご承知の ように、大 山き

ゃらぼく保育園 の定数が 180、今現 在がそう いった状況かな と思っていま す。それか ら
名和のほうが 150、中 山が 120 でいずれも当 初からお話をし てありますよ うに、2 割増
あたりまでは、 充分対応がで きるという こと でありますので 、御心配の部 分になれる よ
うな形ですね、 これからも移 住定住の関 係等 と政策進めてい きたいと思い ますし、合 わ
せて大山町の中 には、拠点保 育所でない 大山 保育所、それか ら庄内の保育 所、ここも
30 名、40 名今も在籍してい ただいてい ます 。ここでもそれ ぞれ人数が少 ないですけ れ
ども、レベルの 高い保育等々 をしていた だい ております。そ ういった方、 そういった と
ころへのまたＰ Ｒであったり 、入所であ った りということも 大いにまた広 げていく、 あ
るいはＰＲして いく必要性も あるんじゃ ない かというふうに 思っていると ころであり ま
す。以上です。
○議員(1 番

加藤

紀 之君)

○議長(野口

俊 明君)

○議員(1 番

加藤

議長 、1 番。

1番

紀 之君)

加藤

紀之君 。

若干 質疑とは 異なるのかもし れませんけれ ども、さっ きき

ゃらぼく保育園 の事に関して ということ なん ですけれども、 確かに宅地は 今造成され た
りとかもしてま すけれども、 どんどんど んど ん宅地が造成さ れていくんだ みたいな誤 解
をあたえるよう な発言という か、答弁も です よね、そこらへ んは若干否定 すべきとこ ろ
は否定すべきだ と思いますし 、もちろん それ に関して年々単 年度での出生 数がどんど ん
右肩あがりで上 がっていくん だみたいな 誤解 は与えるような 答弁はちょっ と控えるべ き
ではないのかな と、現実にそ うは言って も推 計としては出生 数は右肩下が りだという ふ
うに私は認識し ておりますが 、いかがで しょ うか。
○町長(森田

増 範君)

議長 。

○議長(野口

俊 明君)

森田 町長。

○町長(森田

増 範君)

大事 なご指摘い ただ いておりまして ありがとうご ざいます。 いろ

いろなご質問を いただくなか で、答弁を させ ていただくなか で、もし誤解 があるとす る
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ならば訂正をし たいと思いま すけども、 まさ におっしゃると おりでありま す。やはり 結
婚される方々が 増えていく、 そうした過 程の 中でやはり子ど もの数が増え ていくとい う
ことであります ので、おっし ゃるところ 出会 いから、そうい った取り組み の展開やあ る
いは生まれてく る子どもたち の環境づく り、 あるいは町のほ うでも今進め ております よ
うに、保育園の 無償化もあり ますけど、 家庭 保育での推奨、 そうしたこと を合わせて 取
り組みをしてい くなかで大山 町の子育て の充 実、進めていけ たらというふ うに思って い
るところであり ますので、よ ろしくお願 いし たいと思います 。
○議長(野口

俊 明君)

○議員(13 番

岩井

○議長(野口

俊 明君)

いい ですか。他 に質 疑ありませんか 。

美保子君)

議長、13 番。

13 番岩井 議員は一 度もうすんでい ます。
〔 「もう駄目で すか」と呼 ぶ者あり〕

○議長(野口

俊 明君)

一 般会計につ いて 一度だけ。3 回できる わけでありま すけど、

もうされました ので。他にあ りませんか 。
〔 「なし」と呼 ぶ者あり 〕
○議長(野口

俊 明君)

質 疑なしと認 め、 これで質疑を終 わります。

これから討論を 行います。討 論はありま せん か。
〔 「なし」と呼 ぶ者あり 〕
○議長（野口

俊明君）

討 論なしと認 め、 これで討論を終 わります。

これから議案 第2号を採決 します。お 諮り します。
本案は、原案の とおり決定す ることに賛 成の 方は起立願いま す。
〔
○議長（野口

俊明君）

賛成者起立

〕

起 立多数です 。し たがって、議案 第2号は原案 のとおり可 決さ

れました。
ここで休憩いた します。再開 は15時20分 とい たします。休憩 します。
午後3時9分休憩
─────── ─────・ ───・─ ── ─────── ──
午後 3 時 20 分再開
日程第 5
○議長（野口

議案第 3 号
俊明君）

日程第 5、議案第 3 号

再 開します。
大山町長及 び副町長 の給料の減額に 関する条例の 制定につい て

を議題とします 。
提案理由の説明 を求めます。 町長
○町長（森田

増範君）

森田

増 範君。

た だいま議案第 3 号をご上程をい ただきました 。提案理由 の

説明を申し上げ ます前に、こ のたびの大 山町 とまた NPO 法人との業務委託 契約につき ま
して新聞報道等 、町民の皆様 に大変ご心 配、 ご迷惑をおかけ いたしており ますこと、 ま
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ず深くお詫びを 申し上げたい と思います 。誠 に申し訳ありま せんでした。
この事案に つきましては 、昨年末お 願い をいたしており ました大山町 の監査委員 さん
から調査の報告 をいただき、 数々のご指 摘な どいただいたと ころでありま す。このこ と
を踏まえ、町で は疑問点、そ して指摘に つき まして NPO 法人へさらに資料 の、そして 説
明を求めチェッ クを進めて参 りたいと考 えて おります。
また関係するも のの処分を行 い、当該職 員の 処分といたしま しては、課長 級から課長
補佐級への降格 と給与 10 分の１の減給 の辞 令を出しました 。また課長級 1 名の戒告 、
そして関係する 担当者 6 名の厳重注意を 行っ たところであり ます。町とい たしまして
は、事務改善、 再発防止に向 けて有識者 の方 々に加わってい ただいて、委 員会を立ち 上
げその取り組み を進めている ところでご ざい ます。町民の皆 様からの信頼 、回復に向
け、職員一丸と なってその取 り組みを進 めて まいりますので 、よろしくお 願いを申し 上
げたいと存じま す。あらため ましてこの 事案 につきましてお 詫びを申し上 げます。
それでは、議案第 3 号

大山 町長及び副 町長 の給料の減額に 関する条例の 制定につき

まして提案理由 のご説明を申 し上げます 。
本案は、この度の NPO 法人と の業務委託 契約 に伴う事案に対 する管理者責 任として、
町長及び副町長 の給料の減額 措置を講じ るた め、条例を制定 するものでご ざいます。
講じる措置でご ざいますけれ ど、給料月 額に つきましては、 給料額に 100 分の 90 を乗
じて得た額とす ることといた しており、 期間 は平成 29 年 1 月 21 日から私の任期満了と
なります平成 29 年 4 月 23 日までの間といた しております。
なお、平成 29 年 3 月 31 日までの間は、町財 政の健全化に資 することを目 的として平
成 25 年 7 月から特例措置を講じており ます 。大山町長等の 給与の特例に 関する条例 に規
定する額に 100 分の 90 を乗じて得た額 とす ることといたし ておるところ であります 。
以上で提案理由 の説明を終わ ります。よ ろし くお願いを申し 上げます。
○議長（野口

俊明君）

○議員（10 番

近藤

○議長(野口
○議員（10 番

俊 明君)
近藤

こ れから質疑 を行 います。質疑は ありませんか 。

大介君）
10 番
大介君）

議長、10 番。
近藤

大介 君。

お尋ねした いと思います。 町長、冒頭で 説明されま し

たけれど、今回 の町長、副町 長の給料の 減額 に起因するのは 、昨年来報道 等でも出て お
りますが、大山 町の職員が関 係するＮＰ Ｏへ の業務委託、こ れに対しての 不適切な事 務
について今、町 長は管理者責 任として減 額と いうようなこと を言われたわ けですけれ ど
も、まあ結局、 今回どういう 不適切な事 務が あったのか、よ く分からない ことが非常 に
多いと思ってい ます。どこま でその職員 が悪 かったのか、現 状よく分から ない中で、 管
理者責任として 10 分の１の 減額が 3 カ月と いうのが妥当な のか妥当でな いのか、非 常
に判断しかねる わけでして、 まあ項目が 少し たくさんありま すけども、ひ とつひとつ 聞
いていきますの で、ご答弁い ただきたい と思 うんですけども 。
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まあ、当該 職員の処分に ついて今説 明さ れました降格と 給与 10 分の１カットと いう
ようなこと言わ れたんですけ ども、聞い てお ります非常にル ーズな事務に 比べて処分 が
ちょっと軽すぎ るのではない かという印 象を 受けます。本当 に先ほど説明 のあった処 分
で妥当だったの でしょうかと いうこと。 それ から改めて、そ の職員の処分 が軽いと同 時
に町長のあるい は副町長の処 分と言いま すか 、給料減額もち ょっと軽いの ではないか と
いうふうに思う のですが、改 めてお二人 減額 になった根拠で すね、職員が こういう不 祥
事を起こして、 前例なりある いはどっか の例 に照らしてです ね、これぐら いが相当で あ
ると判断したと いうような根 拠をお示し てい ただきたいのと ですね、それ から 10 分の
1 カットを任期満了ま でというふう に町長お っしゃったわけ ですが、確認 ですが、任 期
というのは 4 月、あ、ごめん なさい、あ 、4 月だな、4 月 23 日までが任期なの かという
ことと、そうす るとその 10 分の１の減 額は 町長の退職金に も関係するの かというこ と
もご説明いただ きたいと思い ます。
で、それか ら最後に、最 後にといい ます か、町長の説明 の最後の方で ですね、特 例に
よりどうこうと いう説明があ ったんです が、 あれちょっと意 味がよく分か りませんで し
た。それ最後に 分かりやすく 説明してい ただ きたいと思いま す。
それからですね 、そもそも今 回の不祥事 のこ とでお尋ねする んですけれど 、ことの発
端はですね、当 該の職員がＮ ＰＯの理事 をし ているというこ と。で、その 当該職員は 、
観光関係の業務 について自分 が町の管理 職と して業務を発注 する立場にあ りながら、 自
分が理事をして いるＮＰＯ法 人に業務を 発注 したと。で、ま あそこまでな ら役割をは っ
きりしておけば まあいいかと 思うんです けど 、問題はそこで 、監査委員さ んの報告に よ
れば、総額 3,000 万円の使途 不明金が発 生し ていると。自分 で業務を発注 しておいて 、
自分でうけてお いて使途不明 金が 3，000 万 と、そりゃいっ たいなんなん だと。その 中
身が確認されな い状況のなか で、今回の 処分 というのは、ち ょっと軽いよ うにも感じ る
わけですけども 。町長と副町 長はですね 、当 該職員がＮＰＯ の理事をして いたという こ
とをだいたいい つ頃から知っ ておられた のか 、把握しておら れたのか、そ のことにつ い
てもご説明をい ただきたいと 思います。
それからで すね、監査委 員さんの報 告に よりますと、こ のＮＰＯから 本来は毎年 度ご
とに実績報告が 出ていなけれ ばならなか った ものを平成 24 年度分以降は ほとんど実 績
報告がなされて いなかった。 失礼、平成 23 年度分ぐらいか らですかね、 実績報告が 出
されていなかっ たと。で、ど うも監査委 員さ んの報告により ますと、昨年の 2 月ごろ で
すね、28 年の 2 月ごろに平成 24 年分、25 年 分、26 年度分の事業が 、24 年度分につ い
ては 3 年も遅れて実績報告が 出されてい ると いうことで、ま あ町の職員が 関わってい る
事業でこの 3 年分の事業費だ けでも発注 額が 2,500 万になるんです が、これが実 績報告
も出されないま ま支払いがさ れていたと いう こと、それが分 かった時点で もう既にか な
り大きな事件だ ったと思うん ですね。そ れが 、議員には、少 なくても議会 には何の説 明
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もなかったわけ でしてこの時 点でもしも っと きちんと調査を していれば、 こんなに大 き
な問題にもなら なかったので はないかと いう ふうにも思うわ けですけど、 その、昨年 の
2 月に 3 年も遅れて実績報告が出さ れたとい うことを町長、 副町長はどの 時点で知っ て
おられたのか。 その実績報告 が遅れて出 たと いうことをその 時点で御存じ だったのか 、
それとも報告が ないままずっ ときていた のか 、ということも 確認をさせて いただきた い
のと、総務課長 はおそらくそ のあたり御 存じ だったと思うん ですけれども 。3 年も遅れ
て実績報告が出 るより先にで すね、きち んと 催促がされてい たのかどうか 。催促がさ れ
ていたのかどう かということ についても 説明 をいただきたい と思います。
次にですね 、とりあえず 以上のこと につ いてご答弁お願 いいたします 。
○町長（森田
○議長(野口
○町長（森田

増範君）
俊 明君)
増範君）

議 長。
森田 町長。
た くさんご質 問い ただきましたの で、もし洩れ ているよう でし

たらまたご示唆 願いたいとい うふうに思 うと ことであります 。私だけでは なくて、総 務
課長のほうにも ということで ありますの で、 あとから述べさ せていただき ます。
まず処分の 根拠というこ とについて お話 をいただいたか なと思ってい ます。特に 、当
事者であります 職員の処分と いうことに つい ては、まずは有 識者を含める なかでの処 分
の審査委員会の なかでいろい ろと要件に つい てご議論をいた だきました。 一つの方向 性
ということでは なく、それぞ れの委員さ んか らいろいろな処 分の方向性を 出されるな か
で、私が最終的 に判断をして いくという こと であります。特 にそのなかで 、案件に出 て
おりましたのは 、監査報告の なかでもた くさ んの示唆があり ましたけれど も、そうい っ
たところを大き なベースとし て検討がな され ております。職 務専念義務違 反の関係、 あ
るいは財務規則 に反する行為 の関係、そ の中 には補償金であ ったり概算払 いの関係で あ
ったり、先ほど の述べられま した実績報 告の 未提出の関係だ ったり、ある いは検査の 未
実施の関係だっ たり、さらに はそうした こと に対しての立場 としての監督 責任の問題 で
あったりという ことで、たく さんの複合 した 案件ということ であります。
そうしたな かで、当人の 処分という こと をさせていただ きました。特 に本人が 3 月末
で定年退職とい うこともあり ますので、 今度 の議会が 3 月であります。その 3 月まで 伸
ばすということ ではないとい う私の思い のな かも含めて、今 回私どもの給 与の減額と い
うことについて の提案もさせ ていただい てい るところであり ます。
私どものほ うの根拠とい うことであ りま すけれども、そ うした、特に 本人のです ね、
分限処分、降格 ということに ついては先 ほど 話がありました ように、管理 職であるも の
が、年数をかな りの年数、そ うした十分 な管 理職としての職 務できていな い現状があ る
ということであ り、管理職に は的確でな いと いうことで課長 補佐級という 降格の分限 を
させていただい たところであ ります。
それから私 どもの関係に つきまして 、そ うした当事者の 処分の状況を 踏まえて、 私ど
- 26 -

もの処分の状況 をどのように していくか とい うことでありま すけれども、 ひとつはそ の
管理者責任とい うことが大き な柱であり ます けれども、近隣 の町村のなか でいろいろ な
事案があってご 苦労されて責 任を取られ たり して同様に給料 の減額をされ たりしてい る
事案がございま す。そうした ことも少し 参考 にさせていただ いたりという こともござ い
ます。
そうしたことを 含めて、今回 このような 形で 提案をさせてい ただいたとい うことであ
ります。合わせ まして 4 月の 23 日というの が私のこの 4 年間の任期とい うことであ り
ますので、その ところまでこ の期間を設 定を させていただい ているという ことであり ま
す。
それから特例 ということに ついてお話 、質 問がありました けども、実は 2 期目の町 政
を担わせていた だくにあたり まして、当 時、 職員のほうに給 与カットの実 施をしてお り
ました。職員の 給与カットを 進めている なか で、2 期目のスタート にあたり、私 、それ
から副町長、そ して教育長、3 役で 5％ のカ ットをこのたびの 3 月 31 日までという 形で
議会のほうに提 案をさせてい ただいて、 現在 も 5％の報酬のカット 、3 役続いており ま
す。そういった 状況がありま すので、そ れに ついての、それ をベースとし た私どもの
10％のカット、 それから 4 月 1 日以降はそれ が無くなります ので、そのの ちの本給を 元
に戻したところ に対する 10％のカ ットという のがこのたびの 提案でござい ます。
それからＮ ＰＯ法人の使 途不明金と いう ことについての お話がありま したけれど も、
監査報告のなか でそうしたよ うな疑問点 にな る案件もたくさ ん示唆をされ ています。 で、
そののちに、こ のたびも話を させていた だい ておりますよう に、まあ疑問 点、あるい は
指摘されたこと についてこれ からＮＰＯ 法人 のほうに資料の 提出やあるい は説明を求 め
てチェックして いくというこ とでありま すけ れども、報道に もされており ますように 、
修正申告をして いくこととい うことをし てお られるところで ありますので 、それに合 わ
せていろいろな 資料ができて いるものと いう ふうに思ってい ます。そうし た資料を土 台
としたものを求 めながらチェ ックをして いく ということであ ると思ってお りまして、 そ
こに使途不明金 の存在がある のかどうか とい うことはこれか ら特別委員会 のほうも立 ち
上げ、議会のほ うでも立ち上 げられると いう ことであります ので、同じよ うなステー ジ
のなかでチェッ クはしていく というふう にな るのかなと思っ ています。逆 にあるのか な
いのか、という ことかなと思 っていると ころ であります。
それから、実 績報告の関係 の話もいた だい たところであり ますが、私自 身このたび の
監査委員さん、 是非ともその このたびの 事案 についての事実 関係を明確に していただ き
たいという思い でお願いをし 、15 ページにわ たる細かな丁寧 な監査調査を していただ
きましてこの内 容については 実は私初め て、 この内容を見て 把握したとい うのが現実 で
ございます。こ のことが分か っていれば 、議 員おっしゃるよ うに、本当に 21 年ある い
は 22 年、23 年、その段階で分かっ ていれば みんながそのこ とについてチ ェックをし 、
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こんな形にはな らなかったと いうふうに 思っ ているところで あります。そ れは議員が お
っしゃるような 同じ思いを持 っていると ころ であります。
それから、 残りの分につ いて、担当 のほ うから述べさせ ていただきま す。
○総務課長（酒 嶋
○議長（野口

宏君）

俊明君）

○総務課長（酒 嶋

宏君）

議長、総務 課長 。
酒 嶋総務課長 。
まず町長の 退職 金に響くかどう かということ ですが、こ れは

響きません。〔 「響かない ？」と呼ぶ 者あ り 〕響きません 。それから いつの時点 で実
績評価出ていな いのを知った かというこ とで すが、ちょっと 今はっきり記 憶、今、副 町
長とも話をする んですが、覚 えていない んで すけども 27 年度末か 28 年度最初頃に実 績
報告が出ていな い分があると いうのは聞 いて 、早急に出すよ うにという指 示をさせて い
ただいた。その 結果、28 年の 2 月頃にでてき たという形でな いかなと思っ ています。
〔 （ 「 答 弁 漏 れで す 。 当 該 職員 が Ｎ Ｐ Ｏ の理 事 で あ る こ と につ い て は 知 って い た の か 。
いつ頃知ったか 、町長、副町 長」とは呼 ぶ者 あり 〕
○町長（森田

増範君）

議 長。

○議長（野口

俊明君）

森 田町長。

○町長（森田

増範君）

い つ頃かとい うの はなかなか不確 かであります けれども、 まあ

王国の事業をや っておられる ということ のな かで、たぶんこ の立場になっ てから、い ろ
いろ事業が展開 していくなか でああそう なん だというふうに 聞かせていた だいた気が し
ています。近藤 議員もご承知 のように立 ち上 げの頃からのこ とというのは 、実は本当 に
承知しておりま せん。
○副町長（小西
○議長（野口
○副町長（小西

正記君）
俊明君）
正記君）

議長、副町 長。
小 西副町長。
私は（・・ ・発 言訂正をされた 部分 2 文字削除）さんが 理事

として就任して おるというの は、町長と 同じ くなかなか分か っておりませ んでした。 正
式に書面として 確認したのは 、10 月の上旬、 28 年の 10 月の上旬です。
○議員（10 番

近藤

○議長（野口

俊明君）

○ 議 員 （ 10 番

近藤

大介君）
近藤

大介君）

議長。
大介君 。
ま あ 冒 頭、 冒 頭 と 言 い ま すか 先 ほ ど 言 いま し た よ う に、

3,000 万の使途不明金 があるという ことは非 常に大きな問題 です。で、町 長は当該職 員
がＮＰＯの理事 をしていると いうことは 、ま あ町長という立 場になってか らしばらく し
てからはもうご 存じであった と。知らな かっ たわけではない ということで はありまし た。
副町長があまり 把握してなか ったという のは 、これ私非常に 大きな問題で はないかと い
うふうに思うわ けですけども 。と、言い ます のも先ほども言 いましたよう に委託事業 に
ついて当該職員 は事業を発注 する立場に あっ たと。なおかつ ＮＰＯ法人で ですね、中 心
となって町から 受けた事業を 実施する立 場に あったと。一人 で同じ人間が 町の予算を 付
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けて受け取って 事業を実施す ると。こう いう ことは通常絶対 あっちゃいけ ないことで す。
しかし、ＮＰＯ という非営利 的な活動を 目的 とする団体であ って、それが 事業の趣旨 に
あっていて合理 的だというこ とであれば 、や はりお金の出入 りをきちんと 明確にした う
えで、やっても らう、やらせ る、でなけ れば 絶対に許しちゃ いけないこと です。
で、それを 当然知ってい てやらなけ れば ならない、町長 は少なくても この事件が 発覚
する以前からそ れを知ってい たわけです から 、おかしなこと がないかどう か常に目を 光
らせている立場 でなければな らないのに 、そ れがきちんとで きていなかっ たというこ と
は重大な過失で はないでしょ うか。
重ねて質問 をしたいと思 いますけれ ども 、まあ町長の任 期、先ほども おっしゃら れま
したけれども、 今年の 4 月までです。こ んな 大きな問題で監 督責任を自分 で取られる と
いうことのなか でですね、町 政も大変混 乱し ています。停滞 もしています 。こんな状 況
でですね、町長 、次の選挙も 立候補され るの かどうなのか。 やはりこの問 題をきちん と
解決するかどう かということ も、そのこ とは 非常に大きな関 係があると思 います。町 政
を引き続き担っ ていかれるお 考えがある のか どうかというこ とのお答えも いただきた い
ですし、合わせ て（「議長」 と呼ぶ者あ り） 先ほど言いまし た、処分、ご 自分の処分 が
軽すぎはしない かということ についての （「 議長」と呼ぶ者 あり）お答え 願います。
○議長（野口

俊明君）

個 人のことに つい ては、近藤議員 の今の質疑は これは却下 しま

す。それ以外の 答弁をしてく ださい。
○町長（森田

増範君）

議 長。

○議長（野口

俊明君)

森 田町長。

○町長（森田

増範君)

こ の問題につ いて 12 月議会でもお話をい ただいたりし てる経過

があるわけであ りますが、今 こうした重 要な 案件について議 会のほうでも 特別委員会 を
立ち上げてとい う予定のこの 案件が出て いる わけであります けれど、そう したなかで 進
めていかれると いうことであ るわけです 。町 といたしまして も、先ほど述 べましたよ う
に、ＮＰＯとし ても修正申告 をしていく 、当 然それについて は、先ほど言 っておられ る
ように、監査委 員さんの監査 をしていく 、い かれた段階のな かでも金額と いうことは あ
るのかもしれま せんけれども 、その期間 のな かで修正申告に 向けて対応し ているとい う
状況もあるとい うふうに聞い ております し、 議会の皆さんの なかにもそう いった報告 が
あったように思 っています。 そうしたこ とを 踏まえて、そう いったことに ついてのチ ェ
ック等は議会の 皆さんと同様 に私どもも 進め ていくことにな るというふう に思ってい る
ところでもあり ます。
町政の停滞とい うことについ ては、特に この たびの提案のな かでも述べさ せていただ
くことかな、ど うかなという ぐあいに迷 って いたところがあ りますけども 、12 月の監
査委員さんの報 告を受けて、 記者クラブ のほ うに米子のほう にも出掛けさ せていただ い
て、お詫び方々 、御心配おか けしている こと についてのお詫 びもさせてい ただきまし た
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けれども、その 時にもこの案 件と同時に 、ま さに大山開山 1300 年の取り 組みを今、 町
内の、町民の皆 さんの関わり 合い、力も いた だきながら進め つつ、町内外 の方々にた く
さんの関わりを もっていただ いて今精力 的に 進めていただい ています。そ うした取り 組
みを正に進めて いる最中のな かで、この 事案 が起きたという ことについて 町内外の本 当
にたくさんの方 々に本当に申 し訳ない。 そん な思いで記者ク ラブのほうで も頭を下げ さ
せていただいた 経過もありま す。今日も あら ためてこのたび 私どもの処分 ということ に
ついての給与の 減額の提案を させていた だい ていますけれど 、そのことに ついては、 町
としての管理責 任ということ と合わせて です ね、ほんとうに 1300 年を、 大山開山 1300
年の取り組みを 今正に進めて いる、その 最中 の中でたくさん の関係者の方 々に、町内 の
方々に大変なご 心配、ご迷惑 をおかけし てい る。そのことも 合わせて、お 詫びを申し 上
げたいと思って いるところで ありますし 、こ のことをしっか りと進めさせ ていただく な
かで、大山開山 1300 年、皆 さんの協力 をい ただいて本当に 成功裡に進ん でいかなけ れ
ばならない、そ んな思いを合 わせて持っ てお りますので、お 詫びをさせて いただきま す
と同時に今後と もよろしくお 願いを申し 上げ たいと思ってい るところであ ります。私 の
ほうからは以上 であります。 よろしくお 願い します。
○副町長（小西
○議長（野口
○副町長（小西

正記君）
俊明君）
正記君）

議長、副町 長。
小 西副町長。
監査報告の なか であった不明金 に相当する分 の不足額に つい

ては、既に議会 のほうから資 料を求めら れて おりますが、そ の資料のなか に一覧表と し
て、こういうも のに使ったと いう一覧表 は既 に議会のほうに 提出をさせて いただいて お
るところでござ います。さら に、その資 料の なかでその部分 の不突合部分 については 、
実際まだチェッ クの段階でご ざいまして 、こ ういうふうなも のが確実とい うことでは ご
ざいませんけれ ども、税務署 に申告した 資料 につきましては 、突合資料あ るいは領収 書
のコピーをつけ て申告をされ ているよう でご ざいますので、 それについて は、町のほ う
が発注をした以 上の領収金額 というふう にな っているという ことを皆さん のほうにご 報
告をさせていた だいきたいと いうふうに 思っ ています。
○議員（10 番

近藤

大介君）

○議長（野口

俊明君）

○議員（10 番

近藤

近藤

大介君）

議長。
大介君 。
いずれにし てもですね、結 局、副町長が 最後不足的 な

形で説明されま したけど、使 途不明金が 3,000 万あるなかで、その 3,000 万、な んか追
加の書類も出た ということで すけども、 それ について誰がい つ、いったい どういう形 で
検証したのか、 そのことがま だ全く明ら かに なっていないわ けですね。
ということ は使途不明金の 3,000 万は未 だ使途不明のま まなわけです 。というこ とは 、
そういう状況を まあ棚上げに したままで すね 、今回の職員の 処分、もしその 3,000 万の
中に一部でも不 適切なものが あればこれ はま た大きな問題に なるわけです 。それを受 け
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ての町長と副町 長の今の減給 というのも 本当 に妥当なのかど うなのか、判 断に困るわ け
ですけれども、 町長は実績報 告が 28 年 2 月に 3 年分も遅れて出てきたと いうことに つ
いて知らなかっ たというふう におっしゃ いま した。町の職員 が関わっている 2,500 万の
多額の事業につ いてですね、 実績報告が 満足 にされていなか った。私、最 初に言いま し
たけども、本来 これは事件で すよ。本当 にき ちんと業務がさ れたものなの かどうか、 内
部できっちりそ この時点で調 査されなけ れば ならないものだ ったわけです けども、副 町
長や総務課長は 、そういった 事務の不手 際が あったことを町 長に報告され なかったん で
すか。
もしされていな いのであれば それはそれ で非 常に大きな問題 ですし、され ていたにも
関わらず町長は それを認識し ていなかっ たと いうことになれ ば、やはりそ れも大きな 問
題です。どちら にしても 10 分の 1 の減給を 3 カ月したからといっ て本当にそれ で妥当
なのか、私はち ょっと今、こ の状況では 判断 しかねます。
ましてや町長 はご自分の退 職金、満額 どう も受け取られる んですね。こ んだけ大き な
問題が起こって いるにも関わ らず、ご自 分の 退職金は満額で もらわれると 。、町民感 情
としていかがな ものでしょう か。まあ名 言は されませんけど も、もし本当 にですね、 次
も再選をお考え になるのであ れば、やは り他 人に厳しく自分 に甘くではな くてですね 、
まずは自分を強 く律すると、 そういう姿 勢が なければ、町長 がおっしゃっ たような今 回
の不祥事の信頼 回復に職員と 一丸となっ て向 かっていく、そ んな職員一丸 となって迎 え
ませんよ。自分 に甘く人に厳 しく、そう いう 状況で職員が本 気になるでし ょうか。私 は
ね、今の説明で は、本当に今 回の条例改 正が 妥当なのか、妥 当でないのか が判断しか ね
るわけですけど 、もう一度お 尋ねします 。ど ういうことに基 づいて今回の 処分、ご自 信
でご決断になっ たのか、町民 に分かるよ うに 説明していただ きたいと思い ます。
○議長（野口

俊明君）

個 人の身上に 関す ることは発言さ れなくても、 それ以外の こと

でお願いします 。
〔 「されてもか まいません 」と呼ぶ者 あり ）
○町長（森田

増範君）

議 長、町長。

○議長（野口

俊明君）

森 田町長。

○町長（森田

増範君）

近 藤議員らし い突 っ込みかなとい うぐあいに聞 かせていた だい

ているところで あります。特 に今の金額 3,000 万ということについ て棚上げ云々 とおっ
しゃいましたけ ども、この件 については たび たび話をしてお りますように 、ＮＰＯ法 人
に向けて議会の ほうも資料を 提出を求め てチ ェックされてい く、調査され ていくとい う
ことであると思 っております し、私ども も、 先ほど副町長の ほうからもあ りましたよ う
に修正申告をさ れていく、そ ういった書 類等 提出を求めなが ら、説明を求 めながら、 同
様な形で対応し ていくという ことであろ うと いうふうに思っ ているところ であります の
で、この点につ いては、同じ フィールド のな かでしっかりや っていくとい うことかな と
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思っております 。10 分の 1 ということについ ては、最終的に は議会の皆さ んの御判断
を仰ぐというこ とであります 。特に職員 の場 合、町の職員の 場合、公務員 の場合の減 給
の場合の最高額 のルールが、 10 分の１という のが上限として あります。こ れは職員の
場合。3 役、我々の場 合であります けれども 、近隣の方々の ちょっと状況 を勉強させ て
いただくなかで 、数年前に人 身事故、事 故で 命を落とされた というような 事案もあり ま
した。期間の問 題はあれ、そ ういったと ころ のなかで 10 分の 20、といったよう なこれ
も議会の皆さん のいろいろな ご議論があ った 結果だと思いま すけども、さ れた経過も あ
ったというふう に思っていま す。そのこ とを 踏まえながら今 回このように 提案をさせ て
いただいておる ところであり ます。多い 、少 ないということ についての金 額のことに つ
いては、私自身 はそんな思い で今回提案 をさ せていただいて るところであ りますので 、
議員の皆さんに は、どうぞご 理解をお願 いし たいなというこ とを申し上げ るところで あ
ります。以上で あります。
○議長(野口

俊 明君)

他に 質疑ありま せん か。

〔 「実績報告 28 年 2 月、どうだったん です か。副町長、総 務課長は町長 に報告して あ
ったんですか。 」と呼ぶ者あ り 〕
○町長（森田

増範君）

議 長。

○議長（野口

俊明君）

森 田町長。

○町長（森田

増範君）

先 ほど来から の話 ですけれども、 監査委員さん のほうから も報

告書の提出に呈 すというよう なことでの 検査 があって、報告 があっており ます。私自 身
はそれをみて現 実がそうだっ てことを把 握し たというような 現状でありま すので、そ の
前にですね、い ろいろ 23 年度がどうだ った 、24 年度がどうだった 、25 年度がどう だっ
た、26 年度がどうだっ たというよ うな報告も 聞いておりませ んし、たぶん 事務方のそ
ういった立場に おるものにと ってもあま りそ ういった状況は 承知していな かったとい う
ことだと思って います。正に こういった こと が明らかに承知 しているとい うことであ れ
ば、次の契約等 には結びつい ていないは ずと 思いますし、こ ういったこと がいわゆる 慣
例化してきてし まっていた、 この現実が 大き な課題として今 出ております ので、正に 県
の方々にも加わ っていただい た有識者の なか での事務改善の なかで慣例化 したような 事
案の再発防止等 についてしっ かりとやっ てい くということで あると思いま すし、その 報
告を受けて私自 身も新たな形 として取り 組み を進めていきた いというふう に思ってい る
ところでありま すので、よろ しくお願い を申 し上げたいと思 います。
〔 「副町長、総 務課長、ど うだったの 、報 告してなかった んですか」と 呼ぶ者あり 〕
○副町長（小西
○議長（野口
○副町長（小西

正記）
俊明君）
正記）

議 長、副町長 。
小 西副町長。
町 長が申し上 げた とおり、報告が 報告がしてな かったと思 いま

す。
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〔 「総務課長も そうですか 」と呼ぶ者 あり 〕
○総務課長（酒 嶋
○議長（野口

宏君）

俊明君）

○総務課長（酒 嶋

議長、総務 課長 。
酒 嶋総務課長 。

宏君）

記憶は定か では ないですけれど も報告はして ないのでは ない

かなというふう に思っており ます。
○議長(野口

俊 明君)

○議員（1 番

加藤

○議長（野口

俊明君）

○議員（1 番

加藤

他に 質疑ありま せん か。

紀之君）
1番

紀之君）

議 長、1 番 。
加藤

紀之 君。

近 藤議員が おっしゃるよう にですね、確 かにこの町 長、

副町長の給与の 減額に関する 条例を判断 しう る材料を我々は 持ち合わせて おりません 。
だけれども、感 情論で判断す るというわ けに もいきません。
そこでですね、 ちょっと伺い ますけれど も、 町長はこの条例 、減額に関す る条例につ
いてですね、有 識者等に意見 を求められ たり とかはしておら れますか。
○町長（森田

増範君）

議 長。

○議長（野口

俊明君）

森 田町長。

○町長（森田

増範君）

特 別職、私ど もの 案件については 特に相談はい たしており ませ

ん。ただ当事者 であります職 員の処分等 々の 状況を踏まえて 、私どもが、 対応してい く
ということは大 切であろうな というふう に思 って話し合いは していたとこ ろでありま す。
○議長(野口

俊 明君)

○議員（6 番

米本

○議長（野口

俊明君）

○議員（6 番

米本

いい ですか。他 に質 疑ありませんか 。

隆記君）
6番

隆記君）

議 長、6 番 。
米本

隆記 君。

何 点かお聞 きしたいと思い ます。実はで すね、この 職員

の処分、いろい ろと聞いてお りますと、 私ど もその職員のほ うの内容がど ういった経 過
でどうふうにな ったかという 職員の言い 分も なかなか聞く機 会がないもん で判断しか ね
るところもある んですけども 、どのよう に、 職員は実際には どうだったか ということ は、
どのように供述 されておるの か。
それからで すね、新聞報 道、いろい ろ各 社、日本海、読 売、朝日、だ いたいおら れま
すけど、これに ついては、ど のような判 断を して本人は言っ てるのか。ま ず、それが お
聞きしたいとい うことが、まず 1 点です ね。
それからですね 、さっき不祥 事によって 、今 、町長、副町長 処分しなければ 3 月議会
になるんで今や るということ があります けど も、では、議会 としても新た なこの調査 委
員会を立ち上げ ます。このこ とについて いろ いろな問題点が 出た場合に、 その後どう さ
れるのか。また 職員の処分と いうのは、 これ 以上にされるの か、というこ ともお聞き し
たいと思います 。
それから先 ほどですね、 総務課長が ちょ っと言われたん ですけど、28 年度 出ていな
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いんで、28 年度かな、 28 年かな、実績 報告 出すように指示 したと、出す ように指示 し
た、出させるよ うにという指 示じゃなく て、 出すようにとい う、本人がや っていると い
うことはもうご 存じという発 言の仕方、 これ についてどうな んですか。ま ずその 3 点、
教えてください 。あ、それと もう 1 点。
町長が 1300 年祭に向けて事 業を進める んで 本当に申し訳な いってことを 謝られてお
ります。ですけ ども、実際に こういった 不祥 事っていいます か、ことをや っている職 員
をですね、なん か聞きますと 、漏れ聞き ます と同じ職場にそ のまま事業を させている 、
仕事をさせてお るということ も聞きます が、 本当でそれでい いんでしょう かね。内部 統
制とれますか。 それを聞かせ てください 。
それと先ほ ど処分につき まして、職 務専 念義務、財務、 検査、実施な どいろいろ であ
ったということ でありますけ ど、私が考 えま すに、一番大事 なのは、大山 町の信用を 失
墜させたという ことが、これ が目に見え ない 、おっきな問題 だと思います 。これは町 民
の名誉でもあり ます。そのへ んのところ につ いて町長はどの ように考えて 処分された の
かお聞きしたい と思います。
○町長（森田

増範君）

議 長。

○議長（野口

俊明君）

森 田町長。

○町長（森田

増範君）

た くさん質問 いた だきましたので 、漏れており ましたらま た、

ご示唆願いたい と思いますが 、職員につ いて どうだったかと いうちょっと ご発言だっ た
と思いますけど も、基本的に これがＮＰ Ｏ法 人の担当理事と いう立場のな かでありま す
けれども、会計 、経理、この ことについ てし っかりやってい るということ がとても重 要
であったという ことで思って おります。 その ことに大きな起 因があると思 っておりま す。
本人についての 行動というこ とについて は、 これは本人であ りますので、 私が変わっ て
答えることでは ないと思って います。
それからこ れからの処分 ということ であ りますけども、 冒頭申し上げ ましたよう に、
当事者が 3 月末で定年退職で あります。 で、 これから議会の ほうでも調査 特別委員会 を
立ち上げられる とするならば 、これから 調査 をされるという ことであろう と思います け
ども、それが終 わっていくス テージはど こな のか、そこはた ぶん皆さんも 今の段階で は
わからないので はないかなと 思っていま す。
そのような 状況も想定を するなかで 、2 月 3 月を迎えていくとい うことにな りますと 、
当事者自身、定 年退職、とい うことであ りま して、身近なと ころで処分を するという こ
とについては逆 に町民の皆さ んや議会の 皆さ んからも何を考 えているんだ というご示 唆
をいただくよう なこともある と、私は考 えて おります。
私どもにと っても、3 月にいろ いろな形 のなかで、ぎり ぎり提案をし ていくこと につ
いても、本当に そういうタイ ミングでい いの かなというふう に思っていま す。この 1 月
のこの臨時議会 の場で、まず は監査委員 さん の調査方向を受 け、それを基 にして、処 分
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の審査委員会、 有識者弁護士 さんも加え たな かでありますけ ども、そうし たなかで検 討
していただいた 提示、そうい ったことを 土台 として、私のほ うで判断させ ていただい て
今回このように 進めさせてい ると、いた だい てるということ についてもど うぞご理解 を
お願いしたいな と思っている ところであ りま す。まあ信用失 墜ということ については 正
におっしゃる通 りであります 。1300 年含めて 、町民の皆さん 含めて、本当 にこの形の
なかでの信用失 墜ということ は非常に重 いも のを感じている ところであり ます。その こ
とを申し上げ、 言葉に変えさ せていただ きま すす。
○総務課長（酒 嶋
○議長（野口

宏君）

俊明君）

○総務課長（酒 嶋

宏君）

議長、総務 課長 。
酒 嶋総務課長 。
先ほどの僕 の発 言のなかで出す ようにという ことが出さ せる

ようにというこ とで、当時者 分かってい たん じゃないかとい うことですが 、申し訳あ り
ません。そう言 葉に気を使っ ておりませ んの で、これが今回の NPO でなく て、出てな い
なら出させない よ、出すよう にしなさい よ、 指示しなさいよ という言い方 を多分する と
思いますので、 そこまで深く 考えており ませ んでしたので、 申し訳ありま せんでした 。
○議員（6 番

米本

隆記君）

○議長（野口

俊明君）

○議員（6 番

米本

議 長。

米本

隆記君）

隆記君 。
今 、いろい ろとお聞きしま したけど、と にかくその ＮＰ

Ｏ法人の理事を していた当人 のどのよう なお 話が新聞報道に 対してのお話 があったか と
いうことについ ては、町長の 口からは言 えな いということで すね。という ことは、私 た
ちは何を基準に すればいいの かなという のは ちょっと分から ないんですが 。
それでです ね、先ほど、 信用失墜が 私は 一番だと思って るんですけど 、これは業 務的
な、いいですか 、業務的な例 えば職務専 念義 務とか、財務規 定とか、職場 内の規定で あ
って、一番大山 町として困る のは、こう いっ たことが役場の 職員が、こう いったこと を
やっております よというよう なことが、 新聞 報道にも出た時 に、よその、 町民の皆さ ん、
また他の町村の 皆さんが見ら れた時に、 本当 に大山町の行政 、公務員、大 丈夫かと。 こ
れは本人だけで ない。公務員 、皆さんの 、職 員皆さんの問題 でもあると思 うんですよ ね。
そういったとこ ろを考えなが ら、本当に 処分 をされたのか、 僕は、私はこ の職務専念 義
務、本当に大事 です。でもそ れは、職場 内の ことです。対外 的にどうだっ たかという と
ころが一番にな るんじゃない のかなと思 って います。本当に 、本人が自分 は正しいん で
間違ってません っていうなら それでいい んで す。それもない ままに、本人 でありませ ん
が、答弁できな いということ があるなら ば、 それはそれとし て大変な問題 が残るんじ ゃ
ないかと私は思 います。再度 、お聞きし ます 。この 3 点お願いします。
○町長（森田

増範君）

議 長。

○議長（野口

俊明君）

森 田町長。

○町長（森田

増範君）

言 っておられ る意 味がちょっと分 からないもん で、そのよ うな
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表現をさせてい ただいており ますけども 、ま あ、議会のほう にもたぶん報 告をさせて い
ただくもののな かにあるんじ ゃないかな と思 っていますけど も、大国の方 からの上申 書
があって、特に 新聞記事の関 係について は特 命の投書が事前 に大山王国に 事実確認等 行
われるなかで投 稿されたこと ということ 。そ して特命の投書 についての取 材を受けた 際
に(「町長」「最 後まで言わ せ」と呼ぶ 者あ り）理事長なら びに本町職員 でもある担 当
理事も記憶もか なり曖昧であ ったために 的確 な取材対応がで きておらず、 曖昧な回答 に
なってしまい誤 解を与えたと いうことを 述べ ているというこ とは、議員は ご承知だと 思
っておりまして 、そのことを ここで改め て言 うことかなとい うことは、思 っていまし た
ので、（「私が 聞いたのは・ ・・」と呼 ぶ者 あり）で、もう 一つ、信用失 墜というこ と
のなかで、お話 がありました けども、ま あ正 に本当にこの事 案については おっしゃる と
おりであると思 います。で、 この案件が です ね、本当にこう 何年にわたっ て続いてし ま
ってきたことに 大きな問題が あると思っ てい ます。で、職員 に対してそれ が、この処 分
が、どうなんだ という話があ りましたけ れど もまさに管理職 としての不適 格、課長補 佐
級への降格とい うことを明ら かにさせて いた だいた、という ことでありま して、それ ぞ
れが持っている 持分に対して 、しっかり と職 務を全うする、 そのことはし っかりと職 員
のほうにもつな げていけてい るものとい うふ うに考えており ます。
〔 「いいです」 と呼ぶ者あ り 〕
○議長（野口

俊明君）

○議員（12 番

吉原

○議長（野口

俊明君）

○議員（12 番

吉原

他 に質疑あり ませ んか。

美智恵君）
12 番

議長、12 番。
吉原

美智恵君）

美智 恵君。

確認も兼 ねてですけども 、今回の事例 は大変大き な

反響を呼んだと 思います。そ の間、監査 報告 が詳しく丁寧に 監査されまし て、その時 点
では、財務規則 、職務規程に ついて違反 では あるけれども法 的には問われ ないという 判
断であったと思 います。
そのことで、こ この我が国の 公務員の処 罰で すけれども、公 務員の処罰と いうものは
なかなか私たち にもなかなか 何が正しい のか 範囲が及ばない ところであり ますが、そ れ
についてやはり 公務員の処罰 となると、 こう いうことになる のかと思った りいたしま す。
やはり法的に違 反した場合に ついての処 罰の 基準があるのか なと思ったり しますが、 そ
の辺については どうでしょう か。
そして、信頼失 墜については これから役 場、 また私たちそれ をこれまでの ＮＰＯ法人
に対しての監査 についての私 たち自身も 許し てきた議会にと っても、これ からの問題 で
あると思います が、その点に ついていか がで しょうか。
○町長（森田

増範君）

議 長。

○議長（野口

俊明君）

森 田町長。

○町長（森田

増範君）

特 に法令遵守 、公 務員にとっての 法令遵守、こ れは最優先 のテ
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ーマであります 。であります ので、大山 町に おいてもこれま でもいろいろ な事案があ り
ました。職員の ほうにもひと りひとりに 話を しながらコンプ ライアンス、 法令遵守、 そ
のためにも、人 間であります ので、どう して も業務をしてい く、遂行をし ていくなか で
の失敗があった り、あるいは ミスがあっ たり します。そのこ とが大きな大 きな不祥事 に
つながらないた めにも、ホウ レンソウ、 早い 段階で報告をし 、あるいは相 談をし、対 処
していく、それが 1 番の重要 なポイント であ るということも 職員に話をし ています。 そ
のなかにあった 事案でありま すので、非 常に 私もショックで す。まあ降格 ということ の
なかで、その意 味を職員の皆 さんが、感 じて くれているとい うふうに思っ ています。
○議員（12 番

吉原

美智恵君）

○議長（野口

俊明君）

○議員（12 番

吉原

吉原

議長。

美智恵 君。

美智恵君）

処分の妥 当性については 私も有識者で はありませ ん

し、いろいろ会 議を経たうえ での結果だ と思 っております。 ですけども、 それの処分 に
ついて、これに 伴ってですね 、これから どう していくのか、 きちんとやは りそういう 対
応の仕方、それ から本当にＮ ＰＯに対し ては 難しいところあ るんですけど も、非営利 で
あったばっかし に、なかなか 手が届かな かっ たということも あったと思う んですけれ ど
も、私たち自身 も大きい山と 書いて大山 と呼 ぶ事業について は、私自身も いつも疑問 を
呈しておりまし たが、そうは 言っても経 済建 設の委員会のな かでもなかな かそのなか の
ＮＰＯの事業に ついて（・・ 発言訂正を され た部分 2 文字削除）課長がで すね、今、 降
格されるという ことですが、 関わってい たこ とを議会も知っ ていたわけで すので、私 た
ち自身も責任が あるわけであ りますので 、処 分についてはど こまで追求で きるか分か ら
ないところであ りますが、こ の処分に基 づい て結局これから どうするのか 、今の体制 を
どういうふうに 今の体制がよ くなかった から でありまして・ ・
○議長（野口

俊明君）

え ーと吉原議 員に 申し上げます。 一般質問的な 事に掛かる 事案

になります。も う少し簡潔に 。
○議員（12 番

吉原

美智恵君）

はい。で すので、処分に 伴って、この 処分に対し て

のやはり、これ からのことも 大事だと思 うの で、処分を決定 しながら皆さ んが、今の 執
行部ですか、こ れからどのよ うにされる のか ということをき ちんと報告し ていただき た
いと思います。
○町長（森田

増範君）

議 長。

○議長（野口

俊明君）

森 田町長。

○町長（森田

増範君）

こ の事案につ いて はまさに新町が スタートして 、あるいは 旧町

時代からあって いたいろんな やり方その もの が慣例化されな がら、表に出 てこなかっ た
なかで今回、あ ぶりだされた ようなとこ ろも あるかなという ふうに思って います。で あ
りますので、今 回このことを 踏まえて、 鳥取 県のほうからも 2 名のそれぞ れの立場の 方
に来ていただい て、有識者に 加わってい ただ いて、本当にこ れまでのこと についての 再
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発防止、事務改 善、しっかり と検討して いた だいて、提示を していただい て、次のス テ
ージで、全職員 でしっかりこ のことに向 かっ て取り組んでい くということ であります の
で、よろしくお 願い申し上げ たいと思い ます 。
○議長（野口

俊明君）

あ のですね、 皆さ んの発言がです ね、だんだん だんだん膨 らん

できて、許可し ておりますけ ど、やっぱ りも う少し原点に返 りながら、質 問質疑をし て
いただきたいな と思っており ます。それ では 、ありますか。
○議員（11 番

西尾

寿博君）

○議長（野口

俊明君）

○議員（11 番

西尾

11 番

寿博君）

議長、11 番。
西尾

寿博 君。

まあ、議長 。硬いこと言わ ずに、町民が ですね、す ご

く関心をもって いる事案だと 思います。
私 12 年議員 しております けどね、3 期、 こういったこと 実は初めてで ございまし て、
以前あったかど うかは調べて いませんけ ど、 たぶん町民の方 もこんなこと があるんだ な、
町外の方も思っ てるんで、皆 さんも疑問 に思 ったことは、発 言されたがい いじゃない か
なと。ただね、 議会も実は責 任があるわ けで 、というのは、 私もちょっと 言っとった こ
とがあるんです けども、同じ 場所に長い こと おったらいけん ぞと。とかね 、いろいろ あ
ったわけですけ ど、それは私 の権限でな いわ けですけど、そ ういったなか で、彼は、 彼
って言っちゃい けませんけど も、職員は 、優 秀な方で、本当 でいろんなこ とやってこ ら
れました。彼が いなくなった らなかなか でき ない多分事案も あるでしょう 。そういっ た
意味で議会の中 にも、何とい うですかね 擁護 してあげんとい けんでないか という実は 空
気があったりし ます。
ただ、議員 はそういった ことに対し ては 、これは執行部 側の原因だと いうことを ね、
しっかり考えて おってもらわ んと私は困 ると 思うんですね。 議員は相対的 な話しでな く
て、その個々の 小さいことも おかしいこ とは おかしいという 、執行部に突 っ込んだり 、
執行部に聞くの が議員であっ てすべてに おい て網羅できるよ うな議員はた ぶんいない じ
ゃないかと、と いうふうに思 っておりま す。 そういった意味 でたぶん町民 、私町民の 代
表ですので、か いつまんでざ っと言って いき たいと思います けども。
10 月 31 日に、米子記者クラブに、 投稿とい いますか投書が あって発覚し たと。11 月
の 1 日に日本海新聞に出た。2 日に 朝日新聞 が出て、あと読 売とか中央新 報も出てま し
たね。
それからですね 12 月 14 日に、ＮＰＯ法 人側 からね、議会に 弁明書が来て おりました 。
15，16 日が一般質問だ ったんです ので。前の 日に出ておりま して、これを 読めという
ことで、まあ持 ってきており ますけど、 内容 的にはなんかよ けい疑惑が湧 くような内 容
だったと私は思 っております けども、そ の話 を実は一般質問 にさせていた だきました 。
そして 12 月 27 日に町特別監査、あ、 15， 16 の一般質問の時、町 長はまあ町 特別監
査の報告書が出 るから、それ についてま た皆 さんの気持ちを 聞きたいとか 、それでま た
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いろいろな報告 ができるじゃ ないかとい う話 だったんですが 、12 月 27 日特別監査の報
告書が出た時に ですね、なん か余計新し く疑 惑が出てきたり 、中身の濃い 報告だった よ
うに私は思って います。
そして 1 月 10 日に疑惑の真相を究 明す る会、ちょっと 短くしました けれども、 これ
また新聞報道が ありました。 そういった なか で、実は中身が ね、じゃあこ れが全部一 つ
ずつすんだのか 、特別監査の 報告書を受 けて 僕が思ったのは 、皆さんもそ うでしょう け
ど、二重あるい は三重ぐらい の疑問点が 出て います。そうい った中で、確 実にこれは セ
ーフだな、これ はオッケーだ なというの はな かなか、今、実 際これはオッ ケーと言え ま
せん。なぜかと いうとですね 、金の流れ が最 近の会計とかあ るいは財務調 査の場合は 、
証書も大事です けれど、金の 流れが凄く 大事 で、今ごろ現金 を持って払う 人なんてま ず
いないわけです から、ある口 座から出た り入 ったりしとるわ けで、そうい った流れが 分
かってくると僕 らも分かるわ けですけど も、 そういったこと は一切ないわ けで、そう い
った意味でいい ますと、なか なか解明で きな い状況に今ある んじゃないか と。まだ解 明
できたとは言え ないというふ うに思って いま す。まあどのよ うなお詫びの 仕方、今後 さ
れるか分かりま せんが、今後 とも引き続 いて ですね、解明に 向けてしっか り町民に報 告
する義務がある と私は思って いますけど も、 そういった観点 から町長どう いうお考え か
お聞きします。
○町長（森田

増範君）

議 長。

○議長（野口

俊明君）

森 田町長。

○町長（森田

増範君）

先 ほど申し上 げま したようにＮＰ Ｏ法人に対し て修正申告 して

いく、まあ議会 のほうでも同 様にいろい ろな 資料の提出を求 めておられる 、どのよう な
形で、この調査 を進めていく のか、ある いは 報告書を出して いくか、同じ フィールド だ
と思っておりま す。その情報 自体も多分 同じ もの、そういっ たなかであり ますので、 し
っかりと修正申 告をしていく ということ の資 料を基にしてで すね、踏み込 んでいくこ と
かなと思ってい ます。そのこ とを進めて いく なかで、冒頭申 し上げました ように、そ れ
が 2 月なのか、3 月なのか、あるいは 4 月な のかということ になった時に ですね、当 人
の処分がまだで きていないと いうこと、 それ はあり得んだろ うなと思って おります。 で、
このたびの修正 申告をしてく るものを見 てい くなかで、じゃ あどうなんだ ということ も
分かりません。 良かったでな いかという こと なのかもしれま せんけども、 おっしゃる よ
うな問題のある ことが出てく るかもしれ ませ ん。でもそれを 追求していく 中からする と
本当に時間がた っていくと思 っています 。
この度、1 月この 機会にですね 、そうい った先々のこと の見込みはい ろいろと想 定さ
れることはある かもしれませ んけども、 今の 段階でできるこ とについて、 提案させて い
ただきたく、そ して 3 月に定年退職をし てし まうというもう 一つの案件が ありますの で、
このことについ てもご理解を お願いした いな と思っていると ころでありま す。
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○議員（11 番

西尾

寿博君）

○議長（野口

俊明君）

○議員（11 番

西尾

西尾

寿博君）

議長。
寿博君 。
町長も私も 同じような気持 ちです。たぶ ん時間がか か

るかもしれませ んが、以前、 不明金が出 たお りにですね、八 橋署かどこか に告訴され た
事案がありまし た。金額で言 いますと、 70 万ぐらいだったか なと思ったり もします。
100 万ちょっとの方は 、懲戒免職さ れたとい うようなことが 2 回ぐらいあ ったのかな と
いうふうに記憶 しております けども、そ の時 はですね、確か 八橋署に告訴 されたとい う
ことで、僕も何 回か聞くと、 今調査中だ とい うことで結構時 間が掛ったか なと。しま い
には分からずじ まいだったと いうふうに 記憶 しておりますけ れども、今後 、先ほど言 い
ましたが、ずっ となんか民間 であるとか いろ んな方が先行し ていろんなこ とをやるわ け
ですけども、私 、町の執行部 としてです ね、 じゃあ告訴もで きるわけです し、税務調 査
依頼ということ も、専門家に 対してでき るわ けですけども、 そういったお 考えはあり ま
す？
○町長（森田

増範君）

議 長。

○議長（野口

俊明君）

森 田町長。

○町長（森田

増範君）

先 ほど事例を ちょ っと述べられま したけども、 まああの件 につ

いては、本人が 認めたってい うことや、 ある いは立証、実証 ができたとい うことでそ こ
にもう一つの区 切りがついた ということ の案 件だと思ってい ます。
で、今回につい ては、述べて おりますよ うに 、修正申告をし てですね、出 してきてお
るという状況の 中であります ので、なか なか そこにいたるに は難しい状況 があるので は
ないかなと思っ ています。逆 にそこは議 会の ほうの動きであ ったりとか、 我々の状況 で
あったりとか、 ということの なかで出て くる 案件なのかもし れませんし、 出てこない 案
件なのかもしれ ません。そこ については なか なか、どうなん だこうなんだ というのは た
ぶん議会のほう も含めて難し いことでは ない かなと思ってい るところであ ります。
○議員（11 番

西尾

○議長（野口

俊明君）

○ 議 員 （ 11 番

西尾

寿博君）
西尾

寿博君）

議長。
寿博君 。
難 し い と言 い ま す け れ ど 、じ ゃ あ 、 ま あ、 と り あ え ず、

ＮＰＯのほうの 結果を見てや りたいと、 執行 部のほうではし ないというこ とでオッケ ー
ですか。
○町長（森田

増範君）

議 長。

○議長（野口

俊明君）

森 田町長。

○町長（森田

増範君）

ま あ、監査委 員さ んの報告も途中 でありますけ ど、あるい は今

回修正申告とい うようなこと の流れのな かで 、なかなかある 面、先ほどの 例からする と
立証、あるいは 実証、そこの 部分につい てと いうのはどうな んでしょうか ね、逆に、 お
互いに非常にそ この部分につ いてはなか なか ・・というとこ ろであります 。はい、以 上
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です。
○議長（野口

俊明君）

○議員（9 番

野口

○議長（野口

俊明君）

○議員（9 番

野口

他 に。

昌作君）
9番

昌作君）

議 長、9 番 。
野口

昌作 君。

こ の減給の 分を判断するの にちょっと伺 うわけです けど

も、課長が課長 補佐とか、10 分の １減給、戒 告とか厳重注意 ということで ございます
が、これの給料 表の格付けを 下げられる かど うか、いわゆる 今の何号、何 級をですね 、
下げられるのか 、みな課長補 佐に降格さ した 分、戒告をされ た人、厳重注 意をされた 人、
これらを給料表 の格付けを下 げられる考 えな のか、そのまま の状態のなか で、処分を 、
そういう処分だ けされるかと いうことは 1 点 でございます。 まっ、そこを ちょっと伺 い
ます、最初に。
○総務課長（酒 嶋
○議長(野口

宏君）

俊 明君)

○総務課長（酒 嶋

議長、総務 課長 。

酒嶋 総務課長。

宏君）

給料の号級 につ きましては、降 格の場合は級 も下がりま す。

その他について はその給料表 、号級とは 変わ りません。
○議員（9 番

野口

昌作君）

○議長(野口

俊 明君)

○議員（9 番

野口

野口

昌作君）

議 長。
昌作君。
え ーとです ね、まあ降格の 場合は、今の 課長職の給 料表

は、課町補佐の 給料も摘要さ れるでない かと 、違いますか。 なら必ず 1 号は下がって い
くということに なっていくと 思います。 課長 他、課長補佐に 降格になると いうことは で
すね、そのへん をちょっと伺 いたいです けど も、それとあと はですね。給 料表がどう も
こうもならんと いうようなこ とでござい ます 。まあいろいろ 皆さん方がで すね、信用 失
墜、大山町の信 用失墜ってい うことを言 われ ますけれど、そ の信用失墜の なかでです ね、
私 一 番 考 え る の は 、 その 課 の 中 が です ね 、 10 年 間 も そ う い う こと が や ら れ て おっ た と 。
何とこういうこ とはいけんで ないかと、 そっ でもあんまりで ないかという 話が出なん だ。
ね、そういうよ うな課という ものはもう 全く 腐ってしまって いる課でない かと思うん で
すけども。そう いうことをや ってきた職 員、 課長補佐もそう ですし職員も ですし、や っ
ぱり厳重注意と いうことぐら いでなしに 、や はりですね、本 給に響くよう なことでも 考
える、そのぐら いなことをや らんといけ んで ないかと思いま すし、本当に ですね、私 、
まあこれどうい うことかなと 思ったりす るで すけども、まあ 簡単な話しを しますと、 飲
酒運転をしてい る人を、課内 でしている 人を 、10 年間も飲酒運転し ている、ま あ、だ
まっちょらいや だまっちょら いやという こと で、最後になっ てから飲酒運 転が悪いけ 、
課内みんなが、 隠しておった だかいや、 そっ がなことではで すね、とても そりゃあ職 員
としても本当に 、もうああい うことをし たら 給料が下がるん だというよう な考え方に な
ってもらわんと 、本当に改心 して職務に 専念 してもらわない けんがと思っ たりする、 そ
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ういうようなこ とからですね 、まあこの 処分 については町長 の専決でござ いますから 、
私は問題である でないかとい うぐあいに 思っ たりします。そ の問題のある 処分をです ね、
する町長の処分 案でございま すからこれ は、 これはですね、 私の思うとこ ろでは、や っ
ぱり 10 年間も放置させたそ の責任とい うも のをもっと考え てもらいたい なというよ う
なことでござい ます。その点 最終的な表 明は 、また、これの 議案の表明に なるわけで 、
そういうぐあい に思ったりし ますが、町 長ど う考えられます か。
○町長(森田

増 範君)

議長 。

○議長(野口

俊 明君)

森田 町長。

○町長（森田

増範君）

不 祥事事案と いう のはこれまでも あっているわ けでありま して 、

その都度、いろ いろな対策を 講じながら 進め てきています。 ここ数年にお いては本当 に
そういった不祥 事という案件 はでない状 況で きておりました けれども、ま さにこのた び
の案件のなかで は、監査委員 のほうから もい ろいろな保証金 の関係であっ たり、概算 払
いの関係であっ たりまさに実 績報告の関 係だ ったり、仰るよ うに本当に慣 例化的な、 と
いうようなとこ ろがあってし まった経過 であ ります。これを しっかりと再 審をしてい く
ことが、このた びの事案の中 でも示され てい ることでありま して、それが 表に出てき て
いなかった、私 もこのことに ついて監査 委員 さんの報告を受 けて実はこの 内容を受け た
というような状 況でありまし てですね、 私自 身も非常にこれ までやったり してきたこ と
に対しての思い を感じるとこ ろでありま す。 しっかりやらせ てもらうとい うことで答 弁
に返させていた だきたいと思 っています 。
○総務課長（酒 嶋
○議長(野口

宏君）

俊 明君)

○総務課長（酒 嶋

議長、総務 課長 。

酒嶋 総務課長。

宏君）

ただいま課 のほ うで分からなか ったかという ことですけ れど 、

長くその職員が おってですね 、こういう こと につながったと いうのは大変 こちらのほ う
も反省する部分 だと思ってい ます。ただ 、担 当課の職員につ きましてです ね、その事 業
課の職員につき ましては、こ れ以外の事 業に つきましても委 託事業をやる 場合ですね 、
委託をしながら その事業者と 一緒に、イ ベン ト等で参加する というケース が非常に多 う
ございます。そ ういうなかで 、本人もお 話を したと思います けれども、休 暇とか時間 外
にやっていた部 分多い。それ からその事 業に つきましてです ね、その直接 の分につい て
は、短期のイベ ントですので 、先ほど言 いま したように、一 緒に行動する 場合もあり ま
すので、なかな かその個々の 職員、担当 課の 職員が、どの部 分が委託で、 どの部分が 本
務なのかという 部分の切り分 けは非常に 難し い部分があった ということで 、今回、そ れ
から担当課長も 上司だったと いうことも あり ますので、関係 職員につきま しては厳重 注
意という形で判 断させていた だきました 。
○議員（9 番

野口

昌作君）

○議長(野口

俊 明君)

9番

議 長。
野口

昌作君 。
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○議員（9 番

野口

昌作君）

今 、職員も 歓談する機会が 多いというよ うな話もご ざい

ました。歓談っ ていうことに なるとです ね、 やっぱり話をす るぐらいのこ とならいい で
すけども、歓談 って確か発言 があったよ うに 受けとりました が、歓談する 機会がある と
いうことをです ね、歓談って 聞いたよう な・ ・。えっ、違う か。
○議長（野口

俊明君）

○議員（9 番

野口

総 務課長。ち ょっ と意味を。

昌作君）

そ れで、ま あ私認識不足な んですけど、 歓談という 機会

があると言われ て、ほうとび っくりした よう な、その問題に ついてどうか ということ と
ですね・・。
○議長（野口

俊明君）

だ から今の意 味が 違うということ ですから、ち ょっとその 意味

を。
〔 「そこが違う とがいに違 うんですよ ね」 と発言するもの あり 〕
○総務課長（酒 嶋
○議長(野口

宏君）

俊 明君)

○総務課長（酒 嶋

議長、総務 課長 。

酒嶋 総務課長。

宏君）

ちょっと歓 談で 言ったと言われ ますが、僕は ちょっと言 った

記憶がないんで すけれど、変 なこと言っ たか もしれません。 業者と委託事 業を任せた 業
者の方とですね 、一緒にイベ ント等で作 業を したりイベント の進行をした りする場合 が
ありますので、 そのへんが結 構担当課は 多い ですんで、その へんの切り分 けが本人た ち
も分からなかっ たんではない かというこ とで す。ちょっと説 明が悪かった と思います 。
申し訳ありませ ん。
○議員（9 番

野口

昌作君）

○議長(野口

俊 明君)

○議員（9 番

野口

野口

議 長。
昌作君。

昌作君）

で はそうい うことにしまし て、この今厳 重注意 6 人とい

うことだったわ けですけど、 この 6 人の職務 はどういうよう な職務の方を 対象とされ た
かということを ちょっとお尋 ねしたい。
○町長(森田

増 範君)

議長 。

○議長(野口

俊 明君)

森田 町長。

○町長（森田

増範君）

○総務課長（酒 嶋
○議長(野口

宏君）

俊 明君)

○総務課長（酒 嶋

担 当から説明 を。
議長、総務 課長 。

酒嶋 総務課長。

宏君）

直接の担当 課の 職員、ですから 担当職員、そ れから担当 課長

です。
○議員（9 番

野口

昌作君）

○議長（野口

俊明君）

議 長。

も うこれで終 わり ました。他に質 疑ありません か。
〔 「なし」と呼 ぶ者あり 〕

○議長（野口

俊明君）

質 疑なしと認 め、 これで質疑を終 わります。
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これから討論を 行います。討 論はありま せん か。
○議員（4 番

圓岡

伸夫君）

○議長（野口

俊明君）

○議員（4 番

圓岡

○議長（野口

俊明君）

○議員（4 番

圓岡

議 長、4 番 。

討 論がありま すの で、まず原案に 反対者の発言 を許します 。

伸夫君）
4番

伸夫君）

議 長、4 番 。
圓岡

伸夫 君。

こ の条例に 反対をいたしま す。今朝の新 聞報道を受 けて

どこかに基情報 がないかと思 って探しま した ところ、鳥取県 議会のホーム ページにあ り
ました。そこに 書いてあった のは、この 件に ついて理事長か らは「当該受 託分は、大 山
町職員のＡ理事 が「大山王国 」の別口座 で管 理しており、契 約及び出納状 況の報告が 全
くなかったため 把握してませ んでした。 その ため、県への報 告と税務申告 に漏れが生 じ
たもの、理事長 として管理責 任を感じて いる 。現在税務署か ら修正申告に 向けた指導 を
受けており、そ の結果に沿っ た正しい修 正申 告を行うと説明 があったとい うふうにあ り
ました。それか らですね、ま たこの間い ただ いた町監査委員 による事務執 行監査の結 果
について（提出 ）には、発注 に際して職 員Ａ が課長を通して 、発注にかか る決済文書 に
押印しているも のがあるもの の、他の事 業も 含め、町長ある いは副町長ま での決済が 所
定の手続きに従 って行なわれ ており、職 員Ａ 個人の判断で発 注されたもの とは言えな い
と書かれていま す。
また同結果につ いての 13 ページ、この ペー ジですけれども 、この 13 ページの表 6、
大山王国から職 員Ａの預金口 座に振り込 まれ た金額、これを みますと平成 21 年度か ら
入金が確認され ています。町 長として 8 年も の間には、気づ くチャンスは 幾度となく あ
ったはずです。 それにも関わ らず、不適 切な 業務手法が今発 覚をして、10 分の １、約 3
カ月の減額だけ で幕を引くの はとても町 民の 理解を得ること ができないと 思います。 こ
のままでいけば 、大山とかい てだいせん と読 ませるどころか 、大山鳴動し て鼠一匹で 終
わると思います ので、この条 例に反対を いた します。
○議長（野口

俊明君）

○議員（15 番

西山

○議長（野口

俊明君）

次 に原案に賛 成者 の発言を許しま す。他に討論 はありませ んか 。

富三郎君）
15 番

賛成討論 。
西山

富三 郎君。

〔 「監査委員の 立場の議員 の賛成討論 です か」「監査委員 はここでは議 員」「私語 は慎
み・・」「何か 文句あるの」 と呼ぶ者あ り〕
○議長（野口

俊明君）

議 員としての 立場 でできるだけで す。

（「結果、納ま りませんよ」 「議長がで きる って、それが 1 番」と呼ぶ者 あり）
○ 議 員 （ 15 番

西山

富三郎君）

監 査 委員 と し て 、 特 に 責任 は 感 じ て いま す 。 し か し、

監査委員が発言 してはいけな いという法 令は 一つもありませ ん。
あのね、Ａ 職員が大きな 問題を起こ した というのは確か ですよ。しか し、議決し たの
は誰ですか。我 々が議決して るんですよ 。我 々が議決したも のを執行する んですよ。 し
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たがって議決し た責任として 監視の責任 があ るんです。10 年間、我 々が一般質 問した
議員がいるんで すか。認定の 時の決算で 何か 指摘した人がい るんですか。 経済建設常 任
委員会の皆さん はどのような 調査研究し たん ですか。一般質 問が出たのは 、新聞に出 て
からしたことじ ゃないですか 。私はむし ろ我 々議員が大いに 反省すべきだ と思います よ。
従って執行部に も責任もある 、議会にも 責任 がある、これを 喧嘩するので はなくして 、
議会と執行部は 、これから先 の大山町を よく しようという原 点に立ち返っ てですね。 判
断すべきだと思 いますよ。私 はこの背景 には 、この背景には 町民の中にも ですね、大 変
失礼ですけどね 、もうちょっ と真剣にア ドバ イスする人がい てもいい。足 を引っ張る よ
うなことばかり あってたらい けない。町 民も 議会も執行部も 一つになって まちづくり す
るのが、自治体 というもので すよ。憲法 の中 にわざわざ 9 章のところに地 方自治とい う
ものをうたった のはなんです か。小池さ んで はないけども、 都民ファース ト、住民フ ァ
ーストの原点に 立ち返って、 この問題を 他山 のひとつにして 全職員に私は 先ほど出て お
りましたけど、 これはＡ職員 だけでなく して 、全職員の問題 ですよ。人間 は性善説と い
うふうに幸か不 幸か、職員の 皆さん方も 法の 絡みの中で、性 悪説、職員は 弱くなって い
くという性格が あるんです。 そのような こと は議会が高所大 所から見て、 この事件を せ
めぎ合いじゃな くして、参考 としてこれ から の大山町の発展 に寄与する事 案だとして と
らえ、賛成する ものでありま す。よろし くお 願いします。
〔 「テレビで見 ているよ、 人が」と呼 ぶ者 あり 〕
○議長（野口

俊明君）

○議員（10 番

近藤

○議長（野口

俊明君）

○議員（10 番

近藤

他 に討論はあ りま せんか。

大介君）

議長、10 番。反対討論。

反 対討論を、 10 番

大介君）

近藤

大介君 。

反対の立場 で討論させてい ただきます。 先ほど賛成 す

る先輩議員から ですね、執行 部と議会と 一体 となってまちづ くりせないけ んとおっし ゃ
る、まあちょっ と驚きました けども、だ った らまあ議会なん かいらんじゃ ねーかと。 一
体となってまち づくりするん だったら、 本当 に二元代表制の 意味が全くな いのではな い
かなというふう に私は思いま す。大先輩 から ちょっとそうい うお言葉は聞 きたくなか っ
たなと思うわけ ですが、まあ 反対の討論 をさ せていただきま す。
質疑のなか でも申し上げ ましたけれ ども 、使途不明金が ですね、3,000 万あ るという
非常に大きな事 件です。なお かつ、当該 、事 業当該職員ので すね、不適切 な事務につ い
ては、まあ少な くみても 6 年前から続い てい る。8 年前からかもし れない、その なかで
他の方も指摘さ れましたけど も、これま で気 づくチャンスは いくらでもあ ったと。特 に
昨年 2 月、3 年も遅れて実績報告が 出た時点 でですね、なぜ もっときちん と調べられ な
かったのかと。 なぜ、執行部 は本気にな って その時に考えな かったのかと 。そこに非 常
に大きな組織と しての大きな 問題点。課 題も あろうかと思い ます。とても 町長、副町 長
が 10％の減給 3 カ月としたことで 幕引きでき る問題ではない と思いますし 、そこで形
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だけ幕引きする ようなことは 決しては許 して はいけないと思 いますので反 対し、討論 と
させていただき ます。
○議長（野口

俊明君）

○議員（1 番

加藤

○議長(野口

俊 明君)

○議員（1 番

加藤

次 に賛成者の 発言 を許します。討 論はありませ んか。

紀之君）
1番

議 長、1 番 。
加藤

紀之君）

紀之君 。

先 ほど西山 議員からありま した、確かに 町長は、執 行部

側は 10 年間、 このことに気 付かずこう いっ た問題が最近に なって明るみ になりまし た。
しかしながらで すね、議員側 はですね、 今期 であれば 16 人、まあ前期も 16 人ですか い
ね、実際にはメ ンバーも変わ っています から 、もっと多くの 議員がおりな がら気づけ な
かったと。そう いった意味で はですね、 まあ 確かに議会の責 任も非常に大 きいのでは な
いかなと私は思 っております 。
そのことは ちょっと別問 題として、 使途 不明金が大きな 問題点だと先 ほど近藤議 員は
おっしゃいまし た。それから 組織として の課 題も大きいとそ ういったこと をおっしゃ い
ました。ならば すべてが明ら かになって から 処分を科すべき だというふう なことをお っ
しゃられた議員 もおられまし たけれども 、そ ういったことも 含めて、じゃ あすべてが 明
らかになるまで 待つのが適当 なのか。先 ほど から言われてい ますように、 定年退職が 3
月に迫っていま す。それから 我々の任期も 4 月半ばに迫って います。そう いった意味 で
ですね、区切り 、処分として の区切りは 必要 ではないかと。 追及を止める とは言って お
りません。我々 も特別委員会 を立ち上げ て追 及して行こうと いう形をとる 。そのなか で
ですね、区切り というのは必 ず必要で、 明ら かになってから とおっしゃい ますけれど も、
明らかにならな い場合もある わけです。 そう いった場合の処 分はじゃあし ないのかと 。
で、逆に言った ら、追及をし ていくうえ で実 は疑いの部分は 晴れてしまう 、そういっ た
時にですね、処 分を軽くする のか、そう いっ たことはあり得 ない話ではな いのかなと 。
そういった意味 でですね、今 回の早急な 処分 、町長、副町長 の給料の減額 に関する処 分
の条例に関して は賛成すべき だと私は思 いま す。以上です。
○議長（野口

俊明君）

他 に討論はあ りま せんか。
〔 「なし」と呼 ぶ者あり 〕

○議長（野口

俊明君）

討 論なしと認 め、 これで討論を終 わります。

これから議 案第3号を採 決します。 お諮 りします。
本案は、原案の とおり決定す ることに賛 成の 方は起立願いま す。
〔
○議長（野口

俊明君）

賛成者起立

〕

起 立多数です 。し たがって、議案 第3号は、原 案のとおり 可決

されました。
─────── ─────・ ───・─ ── ─────── ──
日程第 6

発議案第１ 号
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○議長（野口

俊明君）

日 程第 6、発議案 第 1 号

大山町と NPO 法人との契約に関 する

調査特別委員会 の設置につい てを議題に しま す。
提案理由の説明 を求めます。 議会運営委 員長
○議会運営委員 長（野口

昌 作君）

発 議案 第 1 号

野口

昌作君 。

大山町と NPO 法人との契約に関 する

調査特別委員会 の設置につい て提案いた しま す。
上記の議案を 別紙のとおり 、地方自治 法（ 昭和 22 年法律第 67 号）第 109 条第 6 項及
び第 7 項並びに大山町議会会 議規則（平成 17 年大山町議会規則第 1 号）第 14 条第 3 項
の規定により提 出します。
提案理由といた しまして、昨 年末、大山 町と NPO 法人との委託契約 に関する疑義 につ
いて、特別監査 報告が行われ ましたが、 すべ てが明らかにな ったわけでは ありません し
問題点も指摘さ れました。
大山町議会は、 さらなる真相 解明と、今 後の 町政、町事務に おいて改革、 改善すべき
点を明らかにす るための調査 を行うべき と考 え、今後の、健 全な町政の推 進をはかる 目
的で特別委員会 を設置するも のでありま す。
特別委員会の名 称は、「大山 町と NPO 法人と の契約に関する 調査特別委員 会」でご
ざいます。目的 は、大山町と NPO 法人と の契 約並びに事務に 関する調査を 行うもので
ございます。委 員の定数は、 16 人、調査期間 は、調査完了ま で、閉会中も 継続し、調
査・研究を行う ものでありま す。
以上で、発議案第 1 号の提案 理由の説明 を終 わります。
○議長（野口

俊明君）

た だいま野口 議運 の委員長の提案 理由の説明が ありました が、

これから質疑に 入りたいと思 いますが、 只今 の時間が 16 時 53 分でございます。この ま
ま続行しますと われわれも審 議時間 5 時を大 幅に上回ること になりますの で、このま ま
5 時を越えても、この 会議を継続し たいと思 います。ご異議 ございません か。
〔 「なし」と呼 ぶ者あり 〕
○議長（野口

俊明君）

異 議ないので 、こ のまま続けてい きたいと思い ます。

そういたします と、これから 質疑を行い ます 。質疑はありま せんか。
〔 「なし」と呼 ぶ者あり 〕
○議長（野口

俊明君）

質 疑なしと認 め、 これで質疑を終 わります。

これから討論を 行います。討 論はありま せん か。
〔 「なし」と呼 ぶ者あり 〕
○議長（野口

俊明君）

討 論なしと認 め、 これで討論を終 わります。

これから発議案第 1 号を採決 します。お 諮り します。
本案は、原案の とおり決定す ることに賛 成の 方は起立願いま す。
〔
○議長（野口

俊明君）

賛成者起立 〕

起 立多数です 。
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したがって、発 議案第 1 号は、原案のと おり 可決されました
─────── ─────・ ───・─ ── ─────── ──
○議長（野口

俊明君）

た だいま設置 され ました委員 16 人によります 「大山町と NPO

法人との契約に 関する調査特 別委員会」 の委 員長及び副委員 長を互選する ため、特別 委
員会を開いてく ださい。
ここでしばらく 休憩します。 委員の皆さ んは 、議員控室に移 動してくださ い。
午後 4 時 55 分休憩
─────── ─────・ ───・─ ── ─────── ──
午後 5 時 3 分再開
○議長(野口

俊 明君)

○副町長(小西
○議長(野口

正記君)
俊 明君)

○副町長(小西

正記君)

再開 いたします 。
議 長。
小西 副町長。
私 の発言のな かで 、個人名が出た ようでござい ますので、 個人

名の削除をちょ っとお願いし たいと思い ます 。
〔 「了解」「了 解」と呼ぶ 者あり 〕
○議長(野口

俊 明君)

ただ いま副町長 より 、個人の特定、 個人名を発言 したという こと

であります。こ れを削除の希 望が出てお りま すが、許可する ことにご異議 ありません か。
〔 「なし」「 議長、もう 1 件ありま すけ ど吉原議員の・ ・」「議長」 と呼ぶ者あ り 〕
○議長(野口

俊 明君)

はい 。

〔 「申し訳あり ませんけれ ども、言え ない 時期は私はちゃ んと把握して おりまして 、
今日については 私自身は、も う全町民と いう か当該者も決定 しており、処 分を決定す る
今日の議会であ りましたので 、そういう 思い はありませんで したけど、撤 回せよとい う
ことなら撤回し ます。そうい うことです 。い けませんかいね 。隠されない けんもんか い
ね、はい、議長 」と呼ぶ者あ り 〕
○議長(野口

俊 明君)

○議員(12 番

吉原

皆さ ん静かに。 お願 いします。はい 、12 番、吉原

美智恵君)

美 智恵君。

個人名を私 も申しましたの で、取り下げ をお願いし た

いと思います。
○議長(野口

俊 明君)

吉原 議員からた だい ま個人が特定で きることがあ る発言があ った

ということであ ります。この 件について 取り 下げ願いが出て おります。こ れを許可す る
ことにご異議あ りませんか。
〔 「異議なし」 と呼ぶ者あ り 〕
○議長(野口

俊 明君)

異議 なしという こと でありますので 、取り下げを したいと思 いま

す。
─────── ─────・ ───・─ ── ─────── ──
日程第 7

大山町と NPO 法人との 契約に関 する調査特別委 員会委員長・ 副委員長の
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互選結果の報告 について
○議長（野口

俊明君）

日 程第 7、大山町 と NPO 法人との契約に関する 調査特別委 員会

委員長・副委員 長の互選結果 についてを 報告 いたします。休 憩中に開催さ れました大
山町と NPO 法人との契約に関 する調査特 別委 員会において、 委員長・副委 員長の互選
が行われました 。その結果、 委員長に

岡田

聰君、副委員 長に大森正治 君が、それ

ぞれ互選されま したので、ご 報告いたし ます 。
─────── ─────・ ───・─ ── ─────── ──
閉会宣告
○議長（野口

俊明君）

以 上で、これ で本 臨時会の会議に 付された事件 は全部終了 しま

した。
会議を閉じます 。
平成 29 年第 1 回大山町議会臨時会を閉 会し ます。
─────── ─────・ ───・─ ── ─────── ──
○局長（手島

千津夫君）

互礼を行い ます 。一同起立、礼 。

─────── ────── ─・─── ・─ ─────── ───
午後 5 時 6 分閉会

会議の経過を記 載して、その 相違ないこ とを 証するため、こ こに署名する

議

長

野口

俊明

署 名議員

吉原

美智恵

署 名議員

岩井

美保子
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