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建設環境委員会会議録 

 

令和２年１１月３０日 月曜日 

  午前１１時００分開議 

  午前１１時３４分閉議（実時間３２分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１１０号・令和２年度八代市一般会

計補正予算・第１１号（関係分） 

１．議案第１１３号・令和２年度八代市下水道

事業会計補正予算・第１号 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  増 田 一 喜 君 

副委員長  北 園 武 広 君 

委  員  大 倉 裕 一 君 

委  員  庄 野 末 藏 君 

委  員  髙 山 正 夫 君 

委  員  橋 本 隆 一 君 

委  員  福 嶋 安 徳 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 市民環境部 

  市民環境部次長   谷 脇 信 博 君 

 建設部長       潮 崎   勝 君 
 
  建設部総括審議員 
            田 村 伸 司 君 
  兼次長 
 

  下水道総務課長   奥 村 勝 己 君 

 市長公室 

  人事課長補佐    浅 川 公 利 君 

                              

○記録担当書記     勇   正 一 君 

 

（午前１１時００分 開会） 

○委員長（増田一喜君） それでは、定足数に

達しましたので、ただいまから建設環境委員会

を開会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第１１０号・令和２年度八代市一般会計

補正予算・第１１号（関係分） 

○委員長（増田一喜君） それでは、予算議案

の審査に入ります。 

 議案第１１０号・令和２年度八代市一般会計

補正予算・第１１号中、当委員会関係分につい

てを議題とし、説明を求めます。 

 歳出の第４款・衛生費について、市民環境部

より説明願います。 

○市民環境部次長（谷脇信博君） おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）市民環境部の谷脇でございます。よろし

くお願いいたします。着座にて説明させていた

だきます。 

○委員長（増田一喜君） はい、どうぞ。 

○市民環境部次長（谷脇信博君） それでは、

議案第１１０号・令和２年度八代市一般会計補

正予算・第１１号の衛生費中、市民環境部関係

について御説明いたします。 

 今回の補正予算につきましては、本年度の人

事院勧告などに準じた給与改定を含む人件費補

正が行われておりますので、予算書の説明に入

ります前に、給与改定の内容につきまして説明

させていただきます。 

 議案書と別に配付しております資料、右肩に

議案第１１０号から１１３号関係資料と記載さ

れております資料を使って説明させていただき

ます。 

 本年度の給与改定では、月例給については改

定を行わず、期末勤勉手当について、年間支給

率を４.５月から４.４５月へと、０.０５月引
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き下げるものでございます。なお、期末勤勉手

当の引下げは、平成２２年以来１０年ぶりとな

ります。 

 そのほか、給与改定以外の補正の増減の要因

としましては、人事異動などに伴う給料、諸手

当の増減による影響分、育児休業及び退職によ

る影響分、共済組合負担金の率の改定による影

響などがございます。 

 それでは、予算書の１３ページをお願いしま

す。 

 第４款・衛生費、項２・生活環境費、目１・

生活環境総務費では、職員２８人分の補正とし

て、１４０１万５０００円の減額補正を計上し

ております。これは、当初予算編成時から人事

異動により１名減となりましたことと、中途退

職者１名による影響額のほか、給与改定による

手当などの増減が主な理由でございます。 

 次に、目５・塵芥処理費では、職員９人分の

補正として１１８１万３０００円の増額補正を

計上しております。これは、給与改定による影

響及び人事異動などに伴う手当等の増減、並び

に７月豪雨災害に伴います環境課や環境センタ

ー管理課など、災害廃棄物処理や公費解体の応

援職員と循環社会推進課職員の時間外勤務手当

５００万円の増額補正が主な理由でございます。 

 後に、目６・し尿処理費では、職員３人分

の補正として１８３万円の減額補正を計上して

おります。これは給与改定による影響のほか、

人事異動などに伴う手当などの増減が主な理由

でございます。 

 以上で第４款・衛生費中、市民環境部関係の

人件費に係る補正内容の説明を終わります。御

審議方よろしくお願いします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の分

について質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 共済費の負担金率の改

定ということですけれども、今回引下げになっ

ている理由は、どういったことから今回引下げ

になったんでしょうか。 

○人事課長補佐（浅川公利君） 人事課の浅川

でございます。 

 共済負担金の率の変更でございますが、こち

らの主な理由としましては、追加費用の率の減

というのが理由でございます。 

 追加費用と申しますのは、昭和３７年前にで

すね、旧恩給組合を組織していた市町村職員共

済組合の組合員となった者の年金の支払いに充

てる費用でございまして、こちらは全額、地方

公共団体の負担金で賄われているものというも

のになっております。こちらが、人数が減った

りしますと追加費用が減ということになります

ので、そういった減の影響というものでござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 今の答弁の中身をそし

ゃくすれば、人数が減ったことによって八代市

からの負担金の率が――、全体的に減った、全

体的に負担金が下がったということなんでしょ

うけど、それによって八代市も負担の割合が減

ってきたということで理解していいですかね。

確認をさせてください。 

○人事課長補佐（浅川公利君） ただいま委員

のおっしゃるとおりでございます。 

○委員（大倉裕一君） ありがとうございます。

もう１点よろしいですか。 

 時間外で５００万円追加ということで説明が

あったというふうに思います。５００万円、ト

ータルで何時間の時間外になりますでしょうか。 

○市民環境部次長（谷脇信博君） それぞれ職

員によって時間外勤務手当も違うものですから、

大体３０００時間ぐらいになるかと思います。

今現在、既に、先ほど申しました環境課、環境

センター管理課と循環社会推進課の３課で、７

月以降これまでに２８３０時間、時間外をして

おりまして、あともう少し公費解体分が出ます
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ので、その分も予算化しているところでござい

ます。 

○委員（大倉裕一君） 確認ですけれども、１

人の時間外が増えたりとか、例えば過労死とい

う時間外の枠、基準というのがあったというふ

うに思いますが、そういったところを超えてい

るとか、偏った時間外になってるということは

ありませんでしょうか。 

○市民環境部次長（谷脇信博君） 超過した時

間外、どうしても７月からの短期集中で片づけ

なければならない案件が多いことから、どうし

ても全体的に時間外勤務手当の支給が増えたの

は事実でございます。 

 また、土曜日、日曜日も関係なくですね、特

に環境センター管理課でありましたり、循環社

会推進課は現場にごみを取りに行くという、そ

ちらのほうに奔走しておりましたので、確かに

超過してる部分もあるかとは思いますが、その

後、振替でありましたり、そういうのを取らせ

て体調管理のほうには努めてもらいました。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） 意見で言います。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

○委員（髙山正夫君） すいません。先ほど、

途中退職っていうのをちょっと伺ったんですけ

ども、時間外に関してはその方の影響とか、そ

ういうのはいかがでしょうか。 

○市民環境部次長（谷脇信博君） ７月分まで

は時間外勤務手当の対象となっておりましたの

で、執行のほうでその分は執行させていただい

ております。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（髙山正夫君） 途中退職でこういった

繁忙時期に辞められたちゅうことで、その分の

例えば臨時職員の補充とか、そういうのはあっ

たのでしょうか。 

○市民環境部次長（谷脇信博君） 市長公室の

ほうにもお願いしまして、市民環境部内での異

動をかけさせていただきました。兼務辞令でご

ざいますが。先ほど申しました環境３課――環

境課と環境センター管理課、循環社会推進課以

外に、人権政策課からも応援に来ていただきま

して、あと環境課のほうからも、実際、循環社

会推進課のほうに異動していただいて任務に当

たってもらっております。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないですね。以上で

質疑を終了します。意見がありましたらお願い

いたします。 

○委員（大倉裕一君） 今回の人件費の補正予

算ということで、期末勤勉手当につきましては

経済状況等を鑑みれば致し方ない部分があるの

かなというふうに思っているところです。また、

プラス補正予算ということで、時間外の手当が

出されております。 

 今、質問のほうでも確認をさせていただきま

したけれども、今回につきましては災害後の状

況で非常事態というようなところを受けての時

間外増加ということでありますが、そこでやは

り役職に就かれている職員の方々にとっては、

その部内、課内のですね、職員さんのやはり管

理というのが大事なところになってくるという

ふうに思います。こういうときに職場内でです

ね、不幸な事態等が起きないように、管理をさ

れているようでありますけれども、さらに疲労

あたりがこれからも出てくる可能性もあります

ので、そういった点についてはしっかり管理を

行っていただくように意見として述べさせてい

だきたいというふうに思います。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 執行部入替わりのため、小会いたします。 

（午前１１時１３分 小会） 
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（午前１１時１４分 本会） 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、第７款・土木費について、建設部から

説明願います。 

○建設部長（潮崎 勝君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

建設部潮崎です。 

 それでは、本委員会に付託されました議案の

うち、議案第１１０号・令和２年度八代市一般

会計補正予算・第１１号の建設部所管分につき

ましては、田村総括審議員より説明いたさせま

すので、よろしくお願いいたします。 

○建設部総括審議員兼次長（田村伸司君） お

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）建設部の田村でございます。よ

ろしくお願いいたします。着座にて説明させて

いただいてよろしいでしょうか。 

○委員長（増田一喜君） はい、どうぞ。 

○建設部総括審議員兼次長（田村伸司君） そ

れでは、お手元の議案第１１０号・令和２年度

八代市一般会計補正予算書・第１１号をお願い

いたします。 

 人件費補正の概要につきましては、先ほど衛

生費の冒頭で説明がありましたが、土木費につ

きましても同様でございますので省略させてい

ただきます。 

 それでは、３ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算補正のうち、歳出につ

いて御説明いたします。 

 款７・土木費を５１４９万円増額補正し、補

正後の額は４９億９４６１万３０００円として

おります。その内訳は、項１・土木管理費を４

９２０万円増額、項２・道路橋梁費を３１７万

６０００円減額、項４・港湾費を３４５万１０

００円減額、項５・都市計画費を１９０７万２

０００円増額、項６・住宅費を１０１５万５０

００円減額するものでございます。 

 次に、詳細を御説明いたします。１５ページ

をお開きいただきまして、一番下の表を御覧く

ださい。 

 款７・土木費、項１・土木管理費、目１・土

木総務費は、職員６人分の補正として１８８万

１０００円減額補正し、５２５８万４０００円

としております。減額の理由としましては、人

事異動による影響が主なものでございます。 

 続きまして、１６ページ、１枚めくっていた

だきまして上の表を御覧ください。目２・建築

総務費は、職員３１人分の補正として５１０８

万１０００円を増額補正し、２億８８９２万８

０００円としております。増額の理由としまし

ては、人事異動による影響、豪雨災害に伴う時

間外勤務手当の追加が主なものでございます。 

 続きまして、下の表を御覧ください。 

 款７・土木費、項２・道路橋梁費、目１・道

路橋梁総務費は、職員２０人分の補正として１

４４万５０００円を減額補正し、１億８６００

万６０００円としております。減額の理由とし

ましては、人事異動、共済組合負担金の率改定

による影響が主なものでございます。 

 次に、目３・道路新設改良費は、職員２４人

分の補正として１７３万１０００円を減額補正

し、９億２９７９万６０００円としております。

減額の理由といたしましては、人事異動、給与

改定による影響が主なものでございます。 

 続きまして、１７ページ、上の表を御覧くだ

さい。款７・土木費、項４・港湾費、目２・港

湾建設費は、職員２人分の補正として３４５万

１０００円を減額補正し、２億４２９８万５０

００円としております。減額の理由としまして

は、人事異動による影響が主なものでございま

す。 

 続きまして、下の表を御覧ください。款７・

土木費、項５・都市計画費、目１・都市計画総

務費は、職員１５人分の補正としまして、２２

４８万３０００円を増額補正し、１６億６８１
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７万円としております。増額の理由としまして

は、人事異動による影響、豪雨災害に伴う時間

外勤務手当の追加が主なものでございます。 

 次に、目２・街路事業費は、職員６人分の補

正としまして４００万４０００円を増額補正し、

１億７３４１万２０００円としております。増

額の理由としましては、人事異動による影響が

主なものでございます。 

 次に、目３・都市下水路費は、職員１人分の

補正として１１９万８０００円を増額補正し、

９０８１万３０００円としております。増額の

理由としましては、豪雨災害に伴う時間外勤務

手当の追加が主なものでございます。 

 次に、目４・公園費は、職員５人分の補正と

しまして６３万２０００円を減額補正し、２億

６３９０万４０００円としております。減額の

理由としましては、人事異動によるものが主な

ものでございます。 

 続きまして、１８ページ一番上の表、目５・

区画整理費は、職員４人分の補正としまして７

９８万１０００円を減額補正し、１億４０１５

万４０００円としております。減額の理由とし

ましては、人事異動による影響が主なものでご

ざいます。 

 続きまして、真ん中の表を御覧ください。 

 款７・土木費、項６・住宅費、目１・住宅管

理費は、職員６人分の補正としまして１０１５

万５０００円を減額補正し、１億５０１４万５

０００円としております。減額の理由としまし

ては、人事異動による影響が主なものでござい

ます。 

 以上、議案第１１０号・令和２年度八代市一

般会計補正予算・第１１号のうち、本委員会に

付託されました建設部所管分についての説明を

終わります。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（大倉裕一君） １６ページの土木管理

費の職員手当、それから都市計画費の職員手当、

都市下水路費の職員手当、豪雨災害の時間外と

いうことだと御説明いただきました。時間数に

すればどれぐらいになるのかということと、先

ほども市民環境部のほうにお尋ねしたんですけ

ども、１人で時間外をかぶっているといいます

か、言葉はちょっと悪かっですけど、１人で時

間外を担い過ぎているというようなことがあっ

てはいないかという心配もされるわけですけど、

その点についてお尋ねをしたいと思います。 

○建設部総括審議員兼次長（田村伸司君） す

いません、ちょっと、時間数なんですが、建築

総務費に関してはですね、土木管理費のところ

ですね、でいきますと約１７７０時間。次の道

路新設改良費のほうが９１０時間。ちょっと全

部が、全てが、すいません、把握できてないも

んですから、もう一つ、ちょっと飛びまして、

都市計画総務費が１０８０時間。ちょっとです

ね、申し訳ございません、時間数が全て把握で

きてないもんですから。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○建設部総括審議員兼次長（田村伸司君） 御

指摘ありました件なんですけど、そこは災害発

生が今年の要因としてはですね、一番大きいん

ですけども、全員で分担してやるように、建設

部として当初から、災害直後からそういう指示

をしておりますし、各課でですね、分担して１

人に偏らないように。休みもですね、ちょっと、

適切に取るようなというはですね、指示をして

おりましたので、そこは、どうしてもやっぱり

偏りがちな部分が委員御指摘のとおりあるかと

思うんですけども、そこは注意するように言っ

て、分担して今はやっている、できるだけ分担

してやるようにですね、努めているというふう

に思っています。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 
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○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いいたします。 

○委員（大倉裕一君） 時間外の件の管理につ

いてであります。 

 今、お尋ねをしたところ、１人に偏ることが

ないようにしっかり分担をして取り組んできた

というような回答をいただきましたので安堵し

ている状況でありますが、時間外の管理につい

てはしっかりですね、管理をしていただいて、

職員さんのほうの異常がないことが一番なんで

すけども、早期発見できるようなとか、こうい

った時間外の影響が出るようなですね、勤務に

ならないように、しっかり管理を行っていただ

きたいと思います。よろしくお願いしときます。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

○委員（髙山正夫君） コロナ禍と災害でです

ね、大変な御苦労をなさっていることとお察し

します。そのような中ですね、時間外が増えれ

ば当然、これから寒くなりますので、例えば時

間外時間の空調の管理ですね、そのあたりもぜ

ひ御配慮願えればというふうに思います。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 なければ、これより採決いたします。 

 議案第１１０号・令和２年度八代市一般会計

補正予算・第１１号中、当委員会関係分につい

ては、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を

求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 

（午前１１時２８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時２９分 本会） 

◎議案第１１３号・令和２年度八代市下水道事

業会計補正予算・第１号 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻ります。 

 議案第１１３号・令和２年度八代市下水道事

業会計補正予算・第１号についてを議題とし、

説明を求めます。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） 下水道総務

課長の奥村です。着座にて説明させていただき

ます。 

 議案第１１３号・令和２年度八代市下水道事

業会計補正予算・第１号について説明いたしま

す。別冊になっております八代市下水道事業会

計補正予算書・第１号をお願いします。 

 今回の補正の内容は、先ほど説明がございま

した一般会計補正予算・第１１号と同様に人件

費の補正でございますが、本年度の人事院勧告

等に準じた給与改定のほかに、人事異動等に伴

う人件費の補正となっております。 

 それでは、補正予算書の１ページをお願いい

たします。 

 第２条の業務の予定量におきまして、主要な

建設改良事業の管渠施設整備費で１９５万４０

００円を追加し、補正後の額を１６億６２４９

万６０００円としております。 

 次に、第３条の収益的支出では、第１款・下

水道事業費用、第１項の営業費用に７３３万４

０００円を追加し、補正後の下水道事業費用総

額を２９億２６６２万７０００円とするもので

ございます。 

 ２ページをお願いします。 

 第４条の資本的収入及び支出では、当初予算

における第４条本文括弧中に記載しておりまし

た資本的収入額が資本的支出額に対して不足す

る額及びその補塡財源につきまして、今回の補

正により変更となったものを改めますとともに、

資本的支出の予定額としまして、第１款・資本

的支出、第１項の建設改良費に１９５万４００
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０円を追加し、補正後の資本的支出総額を４１

億４０５４万５０００円としております。 

 次に第５条では、今回の増額補正に伴い、議

会の議決を経なければ流用できない経費の金額

を２億５７２万６０００円から９２８万８００

０円増額し、２億１５０１万４０００円と改め

るものでございます。 

 次の３ページから９ページにつきましては、

説明を省略させていただきます。 

 １０ページをお願いします。収益的支出の補

正予算明細書にて内訳を説明いたします。 

 支出のうち、款１・下水道事業費用、項１・

営業費用、目３・水処理センター費では、職員

数の５名に変動はございませんが、給与改定、

人事異動等に伴う影響によるもので、節区分の

給料を１４４万１０００円、手当を１７２万４

０００円、法定福利費を７６万４０００円、そ

れぞれ増額し、合わせて３９２万９０００円の

補正をお願いするものでございます。 

 また、目５・総係費では、職員数１４名に変

動はございませんが、給与改定、人事異動等に

伴う影響によるものでございまして、節区分の

給料を２０４万７０００円、手当を５０万７０

００円、法定福利費を８５万１０００円、それ

ぞれ増額し、合わせて３４０万５０００円の補

正をお願いするものでございます。 

 次に、１１ページをお願いします。資本的支

出について内訳を説明いたします。 

 支出のうち、款１・資本的支出、項１・建設

改良費、目１・管渠施設整備費では、職員数の

１２名に変動はございませんが、給与改定、人

事異動等に伴う影響によるもので、節区分の給

料を１２９万４０００円、手当を２３万円、法

定福利費を４３万円それぞれ増額し、合わせて

１９５万４０００円の補正をお願いするもので

ございます。 

 以降は、給与費の詳細な明細書でございます。

今回は説明を省略させていただきます。 

 以上、議案第１１３号・令和２年度八代市下

水道事業会計補正予算・第１号の説明を終わり

ます。御審議のほどよろしくお願いします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で質疑を終了します。意見がありましたらお願

いいたします。意見ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 それでは、これより採決いたします。 

 議案第１１３号・令和２年度八代市下水道事

業会計補正予算・第１号については、原案のと

おり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 以上で、付託されました案件の審査は、全部

終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は委員長に御一任願いたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了いたし

ました。これをもって建設環境委員会を散会い

たします。 

（午前１１時３４分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和２年１１月３０日 

建設環境委員会 

委 員 長 
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