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平成24年四市複合事務組合議会第2回定例会会議録 

 

◎議事日程 

  平成24年8月21日（火） 

   午前11時開議 

諸般の報告（決算等の送付、出席通知） 

招集あいさつ 

第1 会期決定の件 

第2 認定第1号 決算の認定について 

第3 会議録署名議員の指名 

       …………………………………………………………………………………………………… 

◎本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

 

 

     午前11時3分開会 

   ────────────────── 

○議長（横山博美議員） 出席議員数が定足数に達し

ておりますので、ただいまから、平成24年四市複合事

務組合議会第2回定例会を開会いたします。 

   ────────────────── 

○議長（横山博美議員） これより会議を開きます。 

 議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

   ────────────────── 

○議長（横山博美議員） この際、諸般の報告をいた

します。 

 報告事項は、お手元に配付したとおりであります。 

     ［諸般の報告は巻末に掲載］ 

   ────────────────── 

○議長（横山博美議員） ここで、管理者に定例会招

集のあいさつをお願いいたします。 

   ────────────────── 

○管理者（藤代孝七市長） おはようございます。議

員各位におかれましては、大変暑い中、ご苦労さまで

ございます。本日は、皆様方には大変お忙しい中ご出

席をいただきまして、ありがたく思います。日ごろか

ら本組合事業に温かいご支援を賜り、厚くお礼を申し

上げます。 

 さて、本日ここに、平成24年四市複合事務組合第2

回定例会を招集いたしましてご審議をお願いする案件

は、認定第1号、平成23年度決算の認定であります。本

件は、地方自治法第233条第3項の規定により、監査委

員の意見をつけて議会の認定に付するものでございま

す。この内容につきましては、後ほど説明をさせてい

ただきますが、ご審議の上、認定いただけますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

 なお、現在取り組んでおります第2斎場整備事業の状

況についてご報告させていただきます。 

 本事業につきましては、早期着工を目指して、地元

八千代市とともに地域との合意形成を図るべく、説明

会の開催や地域の方々との話し合いに努めております

が、今なお、理解を得るまでには至っておりません。

このような状況ではありますが、第２斎場は、関係市

の市民生活において大変重要な施設であり、近い将来

には馬込斎場の火葬能力の限界も迫っておりますこと

から、八千代市との連携のもとに、事業の早期進展に

向けて鋭意努力してまいります。 

 組合議会並びに関係市の皆様には一層のご支援を賜

りますようお願い申し上げまして、定例会招集のあい
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さつとさせていただきます。 

   ────────────────── 

○議長（横山博美議員） これより日程に入ります。 

 日程第1、会期決定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日1日としたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

     ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横山博美議員） ご異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は、本日1日と決しました。 

   ────────────────── 

○議長（横山博美議員） 日程第2、認定第1号決算の

認定についてを議題とします。 

     [認定第1号は巻末に掲載] 

○議長（横山博美議員） 提出者から説明を求めます。 

 事務局長。 

○事務局長（岡澤邦夫） それでは、認定第1号、平成

23年度四市複合事務組合決算についてご説明いたしま

す。 

 お配りしましたお手元の決算書3ページをお開きく

ださい。 

 歳入歳出決算でございます。歳入歳出予算現額11億

7460万円に対しまして、歳入の収入済額は11億7298万

3779円、収入率にいたしますと99.9％となります。 

 なお、収入未済額は5万2365円でございます。 

 一方、歳出につきましては、次の4ページとなります。

支出済額は10億9595万5867円で、執行率は93.3％とな

ります。 

 下のページにございます、歳入から歳出を差し引い

た歳入歳出差し引き残額は7702万7912円でございま

す。 

 続きまして、9ページをお開きください。歳入歳出決

算事項別明細についてご説明いたします。 

 初めに、歳入からご説明いたします。 

 1款分担金及び負担金でございます。これは介護保険

法に基づいた特別養護老人ホーム三山園にかかわる施

設利用負担金と、三山園及び馬込斎場の施設整備に伴

う起債の償還金並びに馬込斎場の管理運営費及び第2

斎場整備にかかわる経費、そして議会と事務局の運営

にかかわる経費に対する関係4市からの分賦金などの

収入でございます。本年2月の平成24年第1回定例会に

おいて、第2斎場整備に係る委託料の執行を見合わせた

ことから6,215万円の減額補正を行ったことに伴い、そ

の財源としての2目衛生費負担金の関係市分賦金も同

額、6,215万円減額する補正を行いました。その結果、

予算現額は9億2476万2000円となり、収入済額は9億

1128万4407円、差し引き1347万7593円の減収となって

ございます。この減収の主な理由でございますが、特

別養護老人ホーム三山園の短期入所者数が当初の見込

みを下回ったことにより、1目民生費負担金における介

護老人福祉施設利用負担金等が減収となったものでご

ざいます。 

 なお、1目民生費負担金の収入未済額5万2365円につ

きましては、デイサービスに関する施設利用負担金の

うちの国保連から支払われる保険負担分でございま

す。国保連は介護報酬の支給決定に際して、三山園か

らの請求と居宅介護支援事業所からの請求を、どちら

も照合して間違いがないかを確認いたします。しかし

ながら、3月のデイサービス利用者1名分に対する居宅

介護支援事業所から国保連への請求漏れが発生したこ

とにより照合できなくなり、保留扱いになりました。

この結果、収入未済となったものでございます。なお、

この収入未済につきましては、居宅介護支援事業所か

らの請求が2カ月おくれであり、7月27日に入金済みで

あることを報告いたします。 

 続きまして、10ページをごらんください。2款使用料

及び手数料でございます。これは主に馬込斎場の使用

料収入でございます。予算現額1億2308万円に対し、収

入済額は1億2144万3147円で、163万6853円の減収とな

ってございます。主な減収理由といたしましては、管

外火葬使用料及び控室使用料などが予算見込みを下回

ったことなどによるものでございます。 

 次に、11ページの3款財産収入でございますが、これ

は退職手当基金の運用に伴う収入で、3万2156円となっ

ております。 

 次に、4款寄附金の収入済額１万3000円でございます

が、これは三山園に対するご利用者様からの寄附でご

ざいます。 
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 次に、5款繰入金でございますが、平成23年度におき

まして2名の定年退職者及び1名の普通退職者がありま

したことから、退職手当基金から3,182万円を取り崩

し、繰り入れを行ったものでございます。 

 次の12ページに移ります。6款繰越金でございます

が、これは平成22年度からの繰り越しで１億285万6151

円でございます。 

 最後の7款諸収入でございますが、これは馬込斎場に

おけるひつぎ、納骨容器等の売り払い収入とその他の

雑入でございます。予算現額485万8000円に対し、収入

済額は553万4918円で、67万6918円の増収となりました

のは、納骨容器等の売り払い収入が予算見込みを上回

ったことなどによるものでございます。 

 以上が歳入の概要でございます。 

 続きまして、13ページをごらんいただきたいと思い

ます。これより歳出に移ります。 

 まず、1款議会費でございます。これは組合議会運営

に要する経費で、予算現額223万円に対し181万1346円

を支出いたしました。 

 続きまして、14ページに移ります。2款総務費でござ

いますが、これは特別職及び事務局職員の人件費と組

合の運営経費でございます。予算現額1億1180万円に対

し1億751万2714円を支出いたしました。 

 16ページに移ります。3款民生費でございます。これ

は特別養護老人ホーム三山園の管理運営にかかわる経

費でございます。予算現額5億278万3000円に対し、支

出済額は4億7435万6312円、不用額は2842万6688円とな

ります。不用額の主なものは、1目老人福祉総務費で人

件費の支出が見込みを下回ったこと、また18ページ、2

目老人福祉施設費で、13節委託料、14節使用料及び賃

借料において契約差金が生じたことによるものなどで

ございます。 

 次に、4款衛生費でございます。これは馬込斎場の管

理運営にかかわる経費及び第2斎場整備にかかわる経

費でございます。3目第2斎場整備費において、6,215

万円の減額補正となっております。歳入の1款分担金及

び負担金のところでご説明申し上げましたが、当初予

算に計上しておりました第2斎場予定地とその周辺の

環境影響評価調査、埋蔵文化財調査及び確認調査障害

物撤去の委託事業を、地元への配慮から執行を見送っ

たことに伴い、これに関連した委託料6,215万円の減額

補正を行ったものでございます。補正の内訳といたし

ましては、環境影響評価調査750万円、埋蔵文化財調査

4,965万円、確認調査障害物撤去500万円でございます。 

 なお、ここで前回の議会以降の第2斎場整備事業の現

況等についてご報告させていただきます。 

 まず、建設予定地周辺地域に対する説明会を本年2

月15日及び7月9日の2回開催いたしました。いずれも豊

田議員が地元の八千代市長として出席いただいた中で

の開催でございます。 

 2月15日の説明会におきましては、近隣にお住まいの

方々並びに土地を所有する方々を中心に開催し、組合

からは建設用地の決定経緯や基本計画の説明をすると

ともに、豊田市長からは市内誘致の経緯などをご説明

いただきました。この説明会において、参加者から、

これまで8回にわたり実施された地域との会合や説明

会の議事録の開示、参加者からいただいた意見や質問

に対する見解の公表が要望されました。これを受けま

して、八千代市と組合では会合記録、見解書として5

月にまとめ、6月上旬に地域の方々に配布いたしまし

た。 

 次の説明会は7月9日に開催いたしました。説明地域

を桑納・桑橋地区の約200世帯まで拡大して開催したも

のでございます。当日の参加者は44名でございました。

6月に配布した会合記録、見解書に対する意見交換を目

的に開催したものでございます。当日は、あわせて地

域の皆様が疑問に思っている候補地選定経緯をフロー

図にまとめ、また、第2斎場の建設計画の概要をスライ

ドにして、よりわかりやすい説明に努めましたが、理

解を得られるに至ってございません。 

 また、当日、会場で出された意見はおおむね下記の5

点でございます。 

 まず第1点目、候補地の選定は四市複合事務組合が主

体となり、四市全体で公募すべきである。 

 2点目といたしましては、船橋市に建設しない理由は

なぜか。船橋市に建設すべきである。 

 3点目として、八千代市への誘致の経緯はどのように

なされたのか。 
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 ４点目、習志野市、鎌ケ谷市が適地なしと回答した

市の意思決定はどのように行われたのか。 

 ５点目としまして、次回説明会に管理者、四市議会

議員の出席を求める。 

 おおむね以上のとおりでございます。 

 私どもは、現在、見解書を八千代市とともに作成し

ている段階でございますが、いずれの点におきまして

も、これまでの説明会で説明した内容でもございます。

今後とも地域の皆様のご理解を得られるよう努めてま

いります。 

 このような中でございますが、地域の方々に斎場へ

のご理解を深めていただくために、最新の設備を有す

る千葉市斎場の見学会を９月６日に実施するととも

に、なるべく早い時期に次回説明会を開催し、多くの

方々の意見をお聞きしたいと考えております。 

 以上、簡単ですが、第２斎場整備事業の現況を報告

させていただきました。 

 引き続き決算書に戻らせていただきます。 

 22ページをお開きください。５款公債費でございま

す。予算現額１億399万5,000円に対しまして１億306

万2,222円を支出いたしました。内訳といたしまして

は、三山園につきましては、建てかえ事業にかかわる

平成12年度から15年度組合債の元利償還金でございま

す。また、馬込斎場につきましては、火葬炉増設事業

にかかわる平成16年度の組合債の元利償還金でござい

ます。 

 以上の結果、歳入歳出差し引き残額の7,702万7,912

円は、冒頭にも申し上げましたとおり、平成24年度に

繰り越すこととなります。 

 簡単ではございますが、平成23年度歳入歳出決算の

説明は以上のとおりでございます。慎重審議のほど、

よろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

   ……………………………………………… 

○議長（横山博美議員） これより質疑に入ります。 

 なお、質疑の際は、できるだけ決算書等のページを

添えていただくとわかりやすいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 質疑ありませんか。 

 中沢学議員。 

○４番（中沢学議員） それでは、何点か伺ってまい

ります。決算書の16ページですけれども、老人福祉総

務費で不用額が出ていますが、人件費が見込みを下回

ったというお話なんですけれども、これはどういうこ

とでしょうか。 

○議長（横山博美議員） 管理次長。 

○管理次長（湯浅孝雄） 三山園の予算残額がある理

由でございますけれども、平成23年度予算の特養にか

かわる介護職員を21人、看護職員を６人にて予算計上

しておりましたが、介護職員の実績は20人、看護職員

の実績が4.6人となり、予算と比較しますと、介護職員

は１人、看護職員は1.4人の減員となり、この不足人員

分を非常勤職員、臨時職員、人材派遣にて対応したこ

とから予算残額が生じたものでございます。なお、看

護師人材派遣料は、１目老人福祉総務費、13節委託料

の708万5,678円のうちの578万3,479円の支出となって

おります。 

 以上でございます。 

○議長（横山博美議員） 中沢学議員。 

○４番（中沢学議員） 介護職員については非常勤等

で採用されたということなんですけれども、正規と非

常勤では勤務内容にどういう違いがあるんでしょう

か。 

○議長（横山博美議員） 管理次長。 

○管理次長（湯浅孝雄） 三山園の特養事業における

正規職員と非常勤職員との働き方の違いというご質問

でございますが、処遇面から見ますと、常勤職員は週

５日勤務、非常勤職員は週４日勤務となり、正規職員

は給料、非常勤職員は報酬といった違いがございます。

業務面におきましては、入所者家族及び問題のある入

所者への対応、また、日直の業務は正規職員が行うこ

ととなっております。 

 以上でございます。 

○議長（横山博美議員） 中沢学議員。 

○４番（中沢学議員） 不足分は非常勤で補っている

ということなんですけれども、今のお答えのように、

勤務内容に大変大きな違いがあって、非常勤で業務の

穴を埋めようとするには限界があるということだと思
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います。 

 看護師についても伺いますけれども、看護師は何名

配置する規定になっているんでしょうか。 

○議長（横山博美議員） 管理次長。 

○管理次長（湯浅孝雄） 三山園の運営規程によりま

すと、看護師は６名配置となっております。 

 以上です。 

○議長（横山博美議員） 中沢学議員。 

○４番（中沢学議員） これに対して、昨年度の正規

職員数、欠員の補充として採用した派遣職員数、それ

から、その合計人数はどうだったか、月別に明らかに

してください。 

○議長（横山博美議員） 管理次長。 

○管理次長（湯浅孝雄） それでは、平成23年度の看

護師の正規職員と非常勤職員の人数をご報告いたしま

す。平成23年４月におきましては、正規４人、非常勤

はゼロ、合計４人です。平成23年５月におきましても、

同様に正規４人、非常勤ゼロ、合計４人となります。

続きまして、平成23年の６月から７月、８月にかけま

しては、正規職員が４人、派遣がそれぞれ２人、計６

人となります。平成23年９月から12月にかけましては、

正規職員が５人、派遣が２人、合計７人の配置となり

ます。平成24年１月から３月にかけましては、正規職

員５人、派遣１人、合計６人の配置となっております。 

 以上でございます。 

○議長（横山博美議員） 中沢学議員。 

○４番（中沢学議員） 今の話を伺うと、平成23年４

月、５月の２カ月間は派遣職員も採用できなくて２名

の欠員を出しているということになるかと思うんです

けれども、この間、看護業務はどういうふうにしてい

たんでしょうか。 

○議長（横山博美議員） 三山園長。 

○三山園長（滝口統弘） 看護業務については、残業

とか、そういったこともありますけれども、通常に勤

務させておりました。 

 以上でございます。 

○議長（横山博美議員） 中沢学議員。 

○４番（中沢学議員） では、２人いなくても大丈夫

ということですか。 

○議長（横山博美議員） 三山園長。 

○三山園長（滝口統弘） その分につきましては、介

護職員と連携を図って業務をしております。 

 以上でございます。 

○議長（横山博美議員） 中沢学議員。 

○４番（中沢学議員） 看護師ですから、入所者の命

にもかかわるような極めて深刻な事態となっていたと

いうことだと思います。９月から12月の４カ月につい

ては、正規看護師と派遣看護師の合計で７名というお

話ですけれども、逆に規定の６名より１名多く配置さ

れているんですが、これはなぜだったんでしょうか。 

○議長（横山博美議員） 管理次長。 

○管理次長（湯浅孝雄） 看護師の定員は６名となっ

ておりまして、内訳としましては、正規が５人、あと

派遣が２人ということなんですけれども、派遣職員に

つきましては夜間勤務ができませんので、その分、正

規の職員が夜間勤務を行いました。そうしますと、日

直に不足が生じてきますので、派遣職員を１名多く配

置したという事情でございます。 

 以上でございます。 

○議長（横山博美議員） 中沢学議員。 

○４番（中沢学議員） 派遣は夜勤ができないから、

正規が日勤を減らして夜勤をふやしてということでや

りくりしていたというお話なんですけれども、欠員は

派遣で補充したと説明されるんですけれども、結局、

派遣では正規看護師の穴を埋めることはできなくて、

そのしわ寄せが正規の看護師に及び、ひいては入所者

へのサービスにもマイナスの影響が及んでいるという

ことだと思います。見かけ上、規定よりも厚く配置さ

れていた月がそういう実態だったとすると、正規５名、

派遣１名で計６名だったことしの１月から３月の３カ

月間とか、正規４名、派遣２名の計６名だった昨年６

月から８月の３カ月間については、現場のほうでは一

体どうやってやりくりをしていたんでしょうか。 

○議長（横山博美議員） 三山園長。 

○三山園長（滝口統弘） 現場のほうにつきましては、

介護職員の連携という形で対応しておりました。 

 以上です。 

○議長（横山博美議員） 中沢学議員。 
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○４番（中沢学議員） 正規の看護師の欠員が非常に

深刻な事態を生んでいるということがわかりました。

組合としては、こうした職員の欠員が常態化している

その原因というものをどう認識されていますでしょう

か。 

○議長（横山博美議員） 管理次長。 

○管理次長（湯浅孝雄） 看護師の定員不足というこ

とですけれども、組合でも看護師を確保するために、

平成23年度も年３回採用試験を実施しております。ま

た、派遣会社のほうにも職員の派遣を依頼していると

ころでありますけれども、なかなか集まらないという

のが実情でございます。 

 看護師が集まらない理由の１つとしましては、三山

園の場合には看護師の24時間体制という方針がござい

ます。面接等においても、やはり24時間勤務というも

のが敬遠される１つの要因となっております。夜間に

なりますと、医師がいないと。そういう中で入所者に

緊急事態が生じた場合には、看護師が自分自身で判断

しなければならない。そういったところが負担になっ

て、採用試験で合格になっても、最終的に辞退すると

いう状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（横山博美議員） 中沢学議員。 

○４番（中沢学議員） 大変厳しい条件の中で入所者、

利用者に対してきちんとした介護をされるようにご努

力されているということが背景としてはあると思うん

ですけれども、同時に、過去の議会の中では、結婚で

あるとか、出産、子育てといったことも退職の理由と

して挙げられておりました。改善の１つとして、出産

や子育てをしながらでも働き続けられるようにしてい

くといった勤務条件の改善を図れば就職希望者もふえ

たり、定着率も上がったりということが期待できるの

ではないでしょうか。 

○議長（横山博美議員） 管理次長。 

○管理次長（湯浅孝雄） 三山園としましても、入所

者が定着できるような施策はとっております。また、

これまで、先ほど議員さんがおっしゃったような例の

職員がまだおりませんことから、今後、そういう職員

が出た場合にはそれなりに対応していきたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（横山博美議員） 中沢学議員。 

○４番（中沢学議員） 今、そういう職員がいないと

いうことなんですけれども、募集をかけるに当たって

も、やっぱりそういう条件がきちんと保証されている

ということは応募者の増にもつながると思いますの

で、ぜひご検討をお願いしたいと思います。 

 前定例会でも提案したんですけれども、看護師や介

護職員についても、組合を構成している各市と人事交

流したらどうかと思うんですけれども、これはいかが

でしょうか。 

○議長（横山博美議員） 管理次長。 

○管理次長（湯浅孝雄） 三山園の場合には、介護保

険、介護報酬という枠の中で自立した運営を行ってい

くという方針をとっております。そういった関係から、

三山園の介護スタッフについては関係市からの派遣は

考えておりません。なお、非常勤職員等の照会につき

ましては、これまでどおり、各関係市のほうに依頼し

てまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（横山博美議員） 中沢学議員。 

○４番（中沢学議員） 介護保険の中でやっていると

いうことなんですけれども、給与形態というのは船橋

に準じてやっているんですよね。 

○議長（横山博美議員） 管理次長。 

○管理次長（湯浅孝雄） 四市複合事務組合の職員の

給与形態は船橋市に準じております。 

○議長（横山博美議員） 中沢学議員。 

○４番（中沢学議員） だとすると、少なくとも、例

えば船橋市との間で人事交流は可能なんじゃないです

か。 

○議長（横山博美議員） 管理次長。 

○管理次長（湯浅孝雄） これまで各市に看護師の派

遣をお願いしたことはございません。 

 以上でございます。 

○議長（横山博美議員） 中沢学議員。 

○４番（中沢学議員） これまでの計画を聞いている

んじゃなくて、そういうことも可能じゃないでしょう
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かという質問なんですけれども、どうでしょうか。 

○議長（横山博美議員） 管理次長。 

○管理次長（湯浅孝雄） 先ほど申しましたように、

三山園の場合には介護報酬という枠の中で行っており

ますので、三山園で採用した職員で運営していきたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○議長（横山博美議員） 中沢学議員。 

○４番（中沢学議員） 柔軟な発想を持っていただい

て、そういうことも可能性をぜひ検討していただきた

いと思います。そういうことも含めて、職員の欠員を

生まないためにはどうしたらいいかということをぜひ

真剣に検討して必要な改善を図っていただきたいと思

います。 

 次の質問なんですが、決算書の20ページの第２斎場

整備費についてなんです。決算のご報告では、昨年度

も地元の反対で環境影響調査、埋蔵文化財調査等がで

きずに減額補正がされたということですけれども、組

合としては、現時点で馬込斎場のほうは何年ごろに限

界になると考えていらっしゃるんでしょうか。 

○議長（横山博美議員） 斎場長。 

○斎場長（石井定三） 基本計画書では、平成27年度

に馬込斎場の火葬能力が限界を迎えると見込んでおり

ます。第２斎場が完成するまでの対策といたしまして

は、１日当たり、これまで35件だった火葬件数を40件

ないし42件に拡大すること、友引日にも火葬を行うこ

と、火葬時間を延長し４時の火葬時間帯を設けるなど

を考えております。１日の火葬件数を拡大することは、

現在、１日2.5回転で使用しております火葬炉を３回転

で使用することとなりますことから、火葬炉の耐久性

が懸念されるところでございます。このため、本年４

月より火葬炉の耐久性の実証試験、ストレステストを

行っているところでございます。試験開始から3.5カ月

の中間報告によりますと、これまでのところ１日３回

転での使用も可能かと思われます。なお、火葬の維持

管理費が増額する見込みでございます。また、対応職

員の増員についても配慮する必要があります。これら

については検討してまいります。現在、１年分の年間

の実績データを収集するため、さらに3.5カ月の実証試

験を継続しているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（横山博美議員） 中沢学議員。 

○４番（中沢学議員） 建設予定地の地元との間で平

行線になっているということから、そういう検討も必

要になってきているということだと思うんですけれど

も、組合としては、こういう平行線という状態に至っ

ている最大の原因というのは何だとお考えになってい

ますでしょうか。 

○議長（横山博美議員） 第２斎場整備室長。 

○第２斎場整備室長（吉野裕重） これまでに長年地

元の方々からご理解いただけない状況が続いておりま

すのは、先ほど局長の説明の中にもございましたよう

に、用地の選定が、八千代市さんだけで誘致をいただ

いて公募したこと。また、その候補地について非公開

で選定いたしまして、地域の方々に必要なご説明、情

報が伝わっていなかったことなど、こういったことが

地域の方々からは大変大きな不満ということで、現在

もその辺の解消といいますか、そういったご理解がい

ただけない大きな要因と理解しております。 

○議長（横山博美議員） 中沢学議員。 

○４番（中沢学議員） 最初の用地選定のあり方が最

大の障害になっているということなわけですけれど

も、このまま話し合いを進めていって、いずれ地元の

理解を得ることができるという見込みは持っていらっ

しゃるでしょうか。 

○議長（横山博美議員） 第２斎場整備室長。 

○第２斎場整備室長（吉野裕重） 現在も大変難しい

状況ではございますけれども、私ども説明会だけでな

くて、地域の皆様といろんな形でお話し合いをさせて

いただきまして、一人でも多くの方にご理解をいただ

けるようにこれからも努めなければいけないと考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（横山博美議員） 中沢学議員。 

○４番（中沢学議員） 現在のそういう状況からして

も、地元の理解がないまま事業を強行するということ

はないと思うんですけれども、そういう理解でよろし

いでしょうか。 
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○議長（横山博美議員） 第２斎場整備室長。 

○第２斎場整備室長（吉野裕重） 地元との合意形成

を図るということは、現状からしますと、この事業に

つきましては、100％、すべての方からの賛同をいただ

けるということはかなり難しいと思っております。か

といって、強行するということではなくて、大方の方

に建設に関するお話し合いをさせていただけるよう

な、そういった環境をつくっていくことが大切だと思

っておりますので、今後もさらにそういった形で努力

していきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（横山博美議員） 中沢学議員。 

○４番（中沢学議員） ぜひご努力をいただきたいと

思うんですが、ところで、組合が作成をして、先ほど

もご説明があった、ことし７月９日の説明会で配布し

た資料の中に、建設用地が決まるまでの経緯について

のフロー図があるわけです。この中で、平成20年11月

19日に組合議会全員協議会で決定したと書かれている

んですが、このときの全員協議会で行われたのは事務

局からの説明とそれに対する質疑応答のみで、何も決

定はしていないというのが実態だと認識しているんで

すけれども、事実関係はどうでしょうか。 

○議長（横山博美議員） 第２斎場整備室長。 

○第２斎場整備室長（吉野裕重） ただいまの説明会

資料の件で、「組合議会全員協議会で選定結果説明・決

定」という記述の部分でございますけれども、組合で

は、さきの説明会の中で、この説明に当たりましては、

平成20年11月19日に四市複合事務組合議会全員協議会

を開催いたしまして、選定結果を説明した上で同日に

建設用地を決定し、同月の20日に全応募者と構成市の

市長へ通知したという説明をさせていただいておりま

す。組合といたしましては、全員協議会にはあくまで

も選定結果を説明いたしまして意見を聞いた上で、建

設用地を決定いたしましたのは組合であるというよう

にご説明をさせていただいております。 

 以上です。 

○議長（横山博美議員） 中沢学議員。 

○４番（中沢学議員） このフロー図の記述を見ると、

「組合議会全員協議会で選定結果説明・決定」という

ことになっているんですよ。これを素直に読むと、組

合議会で決定したとだれしもが読むと思うんですが、

今のご説明だと、同日に組合で決定したということ、

議会に対しては説明をしたというご説明なんです。丁

寧に黄色で網かけして強調しているんですけれども、

組合議会が決定したかのような認識を持たれては困る

と思いますので、決定したのは組合だということがわ

かる記述に訂正していただきたいと思うんですが、い

かがでしょうか。 

○議長（横山博美議員） 事務局長。 

○事務局長（岡澤邦夫） ただいまの中沢議員のフロ

ー図についてのご質問でございます。これにつきまし

ては、端的に箇条書きで説明する必要があったことか

ら、この表記になってございます。ただし、３ページ

にございます「建設用地決定経緯に関する疑問」とい

う中での一番下のセンテンスで、「建設用地の決定情報

が公表前に流れていた」云々ということがございます。

ここでは、「組合では、平成20年10月23日に第２斎場建

設用地選定委員会の選定結果報告を受け、平成20年11

月19日に四市複合事務組合議会全員協議会を開催して

選定結果を説明したうえで、同日に建設用地を決定し」

とございます。ここでは、主語は「組合」であり、同

日に建設用地を決定したという結語になりますので、

組合が決定したということで、ここでは正しく説明し

ているものと考えてございます。 

 以上です。 

○議長（横山博美議員） 中沢学議員。 

○４番（中沢学議員） 今のご説明がフロー図でもき

ちんと伝わるように、ぜひ訂正していただくことを強

く要望しておきます。 

 以上です。 

○議長（横山博美議員） 他に質疑ありませんか。 

 池沢敏夫議員。 

○６番（池沢敏夫議員） 先番議員が最後に少し触れ

ておりました第２斎場整備費の減額補正に関するとこ

ろで、ちょっと違う視点で質問したいと思います。決

算書の20ページ下段、３目第２斎場整備費減額補正の

予算額が6,215万円。これは13節の委託料にかかわると

のことですけれども、22年度に引き続いて２年連続、
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減額補正になっています。今年度も予算計上されてい

るわけですが、２年連続、減額補正していて、引き続

いて減額補正なんていう形はとってほしくないと思う

わけだけれども、執行する予定はどのように考えてい

らっしゃるかご説明願います。 

○議長（横山博美議員） 第２斎場整備室長。 

○第２斎場整備室長（吉野裕重） ただいまご指摘の

ありましたとおり、調査費を過去２年間執行せずに減

額補正をいたしましたけれども、環境影響評価調査、

そして進入路予定地の埋蔵文化財試掘調査、それから

境界確定作業につきましては、当該建設予定地の事業

の実施、この判断をするに当たり本来必要な業務でご

ざいますので、地元との合意形成とは別のものとして、

本年７月９日に開催いたしました説明会の中でも、こ

の趣旨を申し上げました。これに沿って、本年度は実

施する予定であることをお話ししておりますので、実

行していきたいと考えております。 

 なお、地元の皆様のご理解を得ることは非常に大切

なことでありますので、これはこれとして、今後も引

き続き合意形成に向けて努力してまいりたいと、この

ように考えております。 

○議長（横山博美議員） 池沢敏夫議員。 

○６番（池沢敏夫議員） 確かに組合の視点、あるい

は我々が何としても第２斎場建設を進めたいという思

いの立場からいくと、今回の事業とは、合意形成とは

別なものとして進めていきたいという今の答弁なんだ

けれども、そのことが障害になって、また地元とごち

ゃごちゃになるというか、地元から反感、反発を食ら

って事業が進みづらくなるようなことがあってはなら

ないと思うんです。したがって、そこのところを、組

合の見解としては、当該建設予定の実施とは別のこと

なんだと言っても、地元の方々は影響評価にしても、

埋蔵文化財の調査にしても、それは進める意思がある

から調査をしようと言うんだろうという立場をとると

思われるんです。だから、そこのところをよく理解し

てもらって、そして進めていくということをぜひお願

いして質問を終わります。 

○議長（横山博美議員） 他に質疑ありませんか。 

     ［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横山博美議員） 質疑なしと認めます。 

 よって、質疑を終結します。 

   ……………………………………………… 

○議長（横山博美議員） これより討論に入ります。 

 討論ありませんか。 

     ［「討論あり」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横山博美議員） 討論がありますので、まず、

不認定の方の発言を許します。 

     ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横山博美議員） 次に、認定の方の発言を許

します。 

 中沢学議員。 

○４番（中沢学議員） 特養ホームも斎場も大変大事

な事業ですので、一応認定としておきたいと思います。 

 要望についてですけれども、三山園については、依

然として看護師、介護職員に欠員が生じる事態が続い

ています。看護師については、昨年度、年度当初の２

カ月間にわたって派遣職員の採用さえできずに、規定

の６名に対し２名もの欠員を出していたことが明らか

になりました。これは入所者の命にもかかわる極めて

深刻な事態であると考えます。看護師、介護職員とも、

不足分は派遣や非常勤で補充したとしていますけれど

も、勤務内容の違いから、実態としては正規職員の穴

を埋めることはできず、そのしわ寄せが正規職員や入

所者を初めとした利用者に及んでいることが強く危惧

されます。こうした事態を解消していくために、職員

が例えば出産や子育てをしながらでも働き続けられる

ようにすることなど勤務条件の改善を図り、看護師や

介護職員がここに勤めたい、ここで長く働きたいと思

える職場にしていくこと。それから、職員は正規での

雇用を基本とすることを求めたいと思います。 

 第２斎場についてですが、状況を聞く限り、今の流

れでこのまま進めても、地元の意思は変わる見込みが

あるとは思えません。第２斎場は必要な施設だと思い

ますが、その最初の用地選定のあり方が最大の障害と

なって膠着状態が続いている状況の中では、一たん仕

切り直して、より適切な方法で用地を選定し直すこと

が最も短期間で整備を実現する方法であると考えま

す。組合管理者がそうした決断に踏み切ることを求め
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ます。 

 なお、建設予定地を組合議会で決定したというふう

にとれる資料の記述については、直ちに正確な記述に

訂正していただくことを強く求めます。 

 以上です。 

○議長（横山博美議員） 他に討論ありませんか。 

     ［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横山博美議員） 討論なしと認めます。 

 よって、討論を終結します。 

   ……………………………………………… 

○議長（横山博美議員） これより採決に入ります。 

 本件を認定することに賛成の方の起立を求めます。 

     ［賛成者起立］ 

○議長（横山博美議員） 起立全員であります。 

 よって、本件は認定することに決しました。 

   ────────────────── 

○議長（横山博美議員） 日程第３、会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員に清水聖士議員及び高橋剛弘議員を

指名します。 

   ────────────────── 

○議長（横山博美議員） 以上で、本定例会の会議に

付された事件の審議は全部終了しました。 

   ────────────────── 

○議長（横山博美議員） これをもちまして、平成24

年四市複合事務組合議会第２回定例会を閉会します。

大変お疲れさまでした。 

     午後０時閉会 

   ────────────────── 
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