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   会議録 

      北島町議会 

 

平成３０年第４回定例会は、１２月１１日に開会され、１２月１９日に閉

会いたしました。  

町長提出議案として「北島町公共下水道事業の設置等に関する条例の制定

について」など６議案が上程され、慎重審議の結果、いずれも原案どおり可

決されました。  

 

議案第６８号  北島町公共下水道事業の設置等に関する条例の制定につい

て  

本案は、北島町下水道事業の会計に地方公営企業法の財務規定等を適用

することに伴い、関係条例の制定を行うものです。       原案可決  

          

議案第６９号 学校業務支援システムの共同化に関する事務委託について  

本案は、教員の働き方改革として文部科学省が推進する校務の情報化を目

的に、統合型校務支援システムを県内統一のシステムとして開発することに

より、県内全ての小中学校において同一のシステム運用を行い、校務の負担

軽減を図るため、地方自治法第 252 条の 14 第 1 項の規定により徳島県に対

し事務の委託を行うものです。                 原案可決  

 

議案第７０号 平成３０年度北島町一般会計補正予算（第４号）について  

本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 億 2,656     

万 8 千円を追加し、歳入歳出の総額を 80 億 363 万 7 千円とするものです。  

主な歳入について、財政調整基金繰入金 6,000 万円、減債基金繰入金 3,000

万円を追加し、幼稚園保育料 616 万 6 千円を減額しております。  

次に歳出ですが、民生費の障がい者自立支援給付費 3,013 万 5 千円、子ど

もはぐくみ医療助成事業費 1,400 万円、土木費の道路補修工事費 1,300 万円

を追加しております。                    原案可決  
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議案第７１号 平成３０年度北島町国民健康保険（事業勘定）特別会計補正

予算（第２号）について  

本案は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ 1,714 万 3 千円を追加し、

予算の総額を歳入歳出それぞれ 25 億 4,632 万 4 千円とするものです。  

歳入について、保険基盤安定繰入金の保険税軽減分、保険者支援分などの

合計 1,714 万 3 千円を追加するものです。歳出については、予備費 1,714

万 3 千円を追加しております。                原案可決 

                          

議案第７２号 水神社ポンプ更新工事（土木）請負契約の変更について  

本案は、水神社ポンプ更新工事（土木）において、株式会社国際と変更請

負契約を締結いたしたく、地方自治法第 96 条第 1 項第 5 号及び北島町議会

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 2 条の規定

により、議会の議決を求めるものです。            原案可決  

 

議案第７３号 平成３０年度北島町一般会計補正予算（第４号）について  

本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 88 万 2 千円を追

加し、歳入歳出の総額を 80 億 451 万 9 千円とするものです。  

第 197 回国会において、地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了によ

る選挙等の期日等の臨時特例に関する法律案が成立し、平成 31 年に行われ

る統一地方選挙の日程が決定いたしましたので、関連する歳入歳出予算をそ

れぞれ追加しております。                  原案可決  

 

一般質問 

町政全般にわたる一般質問は、中野真由美議員、中勝議員、武山光憲議員、

板東泰史議員、増谷禎通議員で大要は次のとおりです。  

 

中野真由美議員 

（質問１）介護認定制度について  

町も介護従事者の人員確保のため講座を開き従事者の増員の取り組みを
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しているが、現在の 7 名の受講者に対し、1 名の方のみ就業している。講習

を受けても就業できていないのは何故か。今後サービスを受けられる要支援

1・2 の人数は増える可能性はあるのか。  

（答弁）中谷保険福祉課長  

 講座を受けた受講者のうち、残り 6 名について、3 名は就業を希望してい

たが、家庭の事情等で就業には至らず、あとの 3 名は講座の内容に関心があ

り受講したと聞いている。今後要支援 1・2 の人数が増えるかどうかは、介

護認定による判断となるため一概に増えるとは限らない。  

（質問２）幼児教育無償化に伴う給食費について  

本町は保育所での主食費は実費負担であり、幼稚園では給食費を半額補助

しているが、今後保育所ではどうするのか、聞きたい。  

（答弁）粟田民生児童課長  

現行の制度では保育園は 3 歳児以上の給食費について、主食費は保護者の

実費負担だが、副食費は保育料に含まれている。幼稚園では、全額実費負担

とするが町単独で給食費の半額補助を実施している。  

国からは幼児教育無償化に向けて、幼稚園と保育園の給食費を全額保護者

負担とする方針が示されたが、今後、情報収集に努め、できる限り早い段階

で育園の給食費の額を提示したい。  

（質問３）鳴門市との共同浄水場建設について  

水道法改正による水道事業の民営委託について、料金の値上げや水質の悪

化、民間企業が倒産した時の問題等があげられる。鳴門市との共同浄水場は

民営委託する意向かどうか聞きたい。  

（答弁）樫原水道課長  

民営化促進の水道法改正により、水質悪化に対する不安や料金高騰が懸念

されているが、言い換えれば公営による水道事業に対して信頼が得られてい

るともいえる。  

この信頼を損なうことなく清浄にして豊富低廉な水の供給を第一に浄水

場共同化及び安心できる運営を検討していきたい。  

（質問４）埋め立て用土壌について  

北公園付近をはじめ開発が進む中、多くの盛り土が搬入されている。汚染
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土が搬入されていないかのチェック機能は、町にあるのか。  

（答弁）印藤まちみらい課長補佐  

北公園付近など 3,000 ㎡超の大規模な開発行為は、徳島県の監視の下、土壌・

水質汚染の測定が義務づけられているが、3,000 ㎡未満では測定義務はない。

市町レベルで条例を制定し、埋立て監視を行う例もあるが測定費用も高価であ

るため、事業者や移住者への負担も考慮し、条例化を図るべきか検討したい。  

 

中勝議員 

（質問１）水道事業について  

①来年度から都道府県を調整役に事業の統合を進める方針で、事業統合に応

じた市町村には、国が財政支援を手厚くするとのことであるが、北島鳴門の

浄水場広域化計画はこれに該当しないのか。  

（答弁）樫原水道課長  

広域化の補助採択基準に、3 事業体以上で進める事業統合、経営の一体化

であるという条件があり、2 事業体で進める鳴門市との浄水場共同化は、こ

れに該当しないが、引き続き国に基準緩和の要望を行い、有利な補助金の活

用を検討し、町の負担を少しでも減らせるよう努めたい。  

（質問１）  

②有明浄水場の視察において運営面を公営で、施設管理等を民間企業が行っ

ていた。今後本町も民間活力を導入すべきではないか。  

（答弁）樫原水道課長  

現在、策定中の共同浄水場基本計画で官民連携導入可能性調査を行ってお

り、今後調査結果をもとに最も費用削減効果が見込める形で進めていきたい。 

（質問１）  

③町民の一番の心配は、浄水場共同化により水道料金がどう変わるかである

が、今後町民への詳しい報告が必要であると考えるがどうか。  

（答弁）樫原水道課長  

経営戦略についての報告を 3 月の委員会で行う予定であり、料金改定の必

要性の検討結果についても説明したい。  

（質問２）人口問題について  
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①本町の人口は、わずかながらも増加している。特に特別なことをしていな

いと思われるが、その原因はコンパクトシティを実践し、特に買い物や通勤

が便利であること等が考えられる。町としてはどのように考えるか。  

（答弁）水野総務課長  

人口増の要因は、地理的条件が大きいうえに、 8.74 ㎢の狭い中にスーパ

ーやドラッグストア、医療機関等が充実していることが考えられる。  

また町としても給食費の半額補助などの子育て支援や、企業誘致の推進な

どに取り組んでいる。  

（質問２）  

②継続した人口増加を目指す場合、ターゲットを子育て世代か、高齢者世代

かにより、今後の施策も変わってくると思うが、どうか。  

（答弁）水野総務課長  

人口ビジョン・総合戦略において、若者や子育て世代から高齢者までが、

住み慣れた北島町で暮らしていける施策を実施しており、今後も有識者等の

意見を聞きながらニーズに合わせた幅広い事業を展開したい。  

（質問２）  

③いずれにしても膨大な予算が掛かることから税収の増加を図ることが一

番だと思う。それには本社機能を持つ事業所の誘致が欠かせないと考えるが

どうか。  

（答弁）印藤まちみらい課長補佐  

 企業誘致は、地方創生の中でも重要な項目であり、町への収入が見込まれ

るとともに、雇用や居住の創出なども期待される。事業所が立地しやすくな

るための協議や施策を引き続き講じていきたい。  

 

武山光憲議員 

（質問１）非常勤の労災申請権の整備について  

現在、一部の自治体では、地方公務員の事務職などの非常勤職員の公務災

害は、職場の労務担当者による申請しか認められていないが、本人又は、遺

族からも申請ができるよう条例規約の改正が必要ではないか。  

（答弁）水野総務課長  
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 地方公務員災害補償法の対象外である非常勤職員は、徳島県市町村総合事

務組合において、公務災害又は通勤による災害補償を行っており、現在は町

を経由して申請を行っているが、個人からも申請できるよう規約の改正に向

けて進めていると聞いている。  

（質問２）高齢者の歯を守る指針について  

本町では40～70歳までの節目の年齢で、歯周病の検診を行うが、受診率が

低い。新たに75歳で歯の検診を通じて、健康寿命の延伸を目指してはどうか。

その場合の予算は。  

県後期高齢者医療広域連合と県歯科医師会が歯科検診訪問を実施すると

いうが、システムが具体化しているのか。  

（答弁）中谷保険福祉課長  

 平成 29 年度より 40～70 歳は、10 歳毎に歯周病検診を実施し、県からの

補助金と町の負担が財源である。また後期高齢者は、5 歳刻みでの歯科検診

を実施し、国からの補助金と保険料が財源である。  

 後期高齢者医療制度在宅要介護者訪問歯科健康診査については、広域連合

と県歯科医師会が契約し実施している。通院が困難な場合や、要介護 3 以上

などの条件がある。健診後、要治療でも継続して治療を受けられる体制がで

きている。  

（質問３）熊本地震から聴覚障がい者発信と窓口カウンターでのアプリ導入  

①熊本地震における実態報告で、聴覚障がい者の死者はいなかったが、様々

な問題提起がなされた。避難所での聴覚障がい者への配慮不足であったり、

公的手話通訳者の活動範囲が、役所・避難所の窓口対応に集中していたこと、

非常時でも活用できる情報取得方法を、平常時から整備しておくことなどが

挙げられているが、現状の町の体制構築はどうか。  

（答弁）村上危機情報管理課長  

「北島町地域防災計画」及び「北島町避難所運営マニュアル」では、障が

い者、外国人などの要配慮者の方への情報提供の重要性が示されており、北

小学校での避難所開設訓練では、自主防災組織へ、要配慮者への情報提供方

法について説明をし、中学校での防災訓練では、はじめて手話通訳を取り入

れ、啓発に努めた。  
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 今後も、要配慮者へのご理解とご協力の重要性を周知・啓発していきたい。 

（質問３）  

②話した言葉をタブレット上に文字化できたり、外国語へ翻訳できるアプリ

を導入している自治体もある。  

 また障がい者が、スマートフォンのアプリで、消防署へ直接連絡できる自

治体もある。本町はどのような対応を考えているのか。  

（答弁）村上危機情報管理課長  

情報配信については、「北島町防災・情報メール」の活用を想定している

が、スマートフォンやタブレットで、聴覚障がい者向けアプリや翻訳アプリ

などを活用し、情報共有するのは有効な手段と考える。今後、平時でも活用

できるように費用面・運用面を考慮し検討していきたい。  

 平成 31 年度には板野東部消防組合本部に、ＮＥＴ 119 緊急通報システム

の導入が予定されており、携帯電話のインターネット回線とＧＰＳ位置情報

で、救急及び火事の緊急通報ができるものとなっている。  

（質問４）保育所でのおむつ回収について  

 町立保育所のおむつ回収は、おむつ（小）は保護者が持ち帰り、おむつ（大）

はトイレの中に保管し、週 2 回ゴミとして出している。私立保育所は、事業

系ゴミとして委託契約し、自治体から補助金を出している。回収方法を一度

見直してはどうか。  

（答弁）阿木保育所長  

年少児 61 名とし 1 日約 250 枚のおむつが廃棄される。  

全てを保育所で保管となると衛生面や保管場所の確保、回収方法を検討す

る必要がある。今後も保護者のご協力とご理解をいただき、負担の軽減を考

えていきたい。  

（質問５）災害避難時の各施設での夜間蛍光矢印について  

夜間時避難順序を示した夜間蛍光矢印が、未だない。早急に対応すべきで

はないか。  

（答弁）村上危機情報管理課長  

 夜間蛍光矢印は、思うように蓄光せず、目立つように光らない。災害時

に十分な役割を果たすとは考えにくく、代替手段等も含め今後も検討してい
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きたい。  

（質問６）災害時の非常食について  

災害時に水道が断水した場合を想定し、水のいらない救給カレー（袋）、

飲める缶ごはん、またゼリーやチキンナゲット、海藻サラダ等の備蓄も早急

に検討してはどうか。  

（答弁）村上危機情報管理課長  

各避難施設に非常用備蓄食料を毎年計画的に備蓄しているが、主に水やお

湯で食べるアルファ米であるため、今後は水のいらない非常用備蓄食料の備

蓄も計画的に進めていきたい。  

（質問７）防災、情報について、各施設でＱＲコードの展開を  

町からの発信書類に各施設のＱＲコードを貼り付けて紹介し、あらゆると

ころで町民が情報を掌握できるように一度検討願いたい。  

（答弁）水野総務課長  

町内各施設にＱＲコードを掲示することで、多くの方の目にとまると思わ

れる。順次掲示していきたい。  

（質問８）ランドセルの持ち物負担軽減について  

教科書や教材を入れたランドセルが重いという意見から、文部科学省が、

持ち物負担軽減を工夫するよう全国教育委員会に求めている。教育委員会の

見解はどうか。  

（答弁）尼寺教育委員会事務局長  

現在、小学校では必要に応じて教材等を置いて帰ることを認めている。ま

た学期末にまとめて持ち帰っていたのを計画的に持ち帰る等工夫をしてい

る。町教育委員会としては、成長期である児童の身体的負担とならないよう

に、保護者とも連携しながら負担軽減を図りたいと考えている。  

（質問９）中学校での部活のあり方  

スポーツ省のガイドラインに沿い、県内市町村教育員会が次の方針を策定

している。週 2 日以上の休養日を設ける。週末が大会の場合、休養日を別の

日に振替える。熱中症対策で気温 35 度以上は中止する。早朝練習を原則禁

止するなどである。  

 また吹奏楽部は土曜日に 5 時間以上活動する例が半数近くあるというが
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見解はどうか。  

（答弁）尼寺教育委員会事務局長  

町教育委員会及び北島中学校において、本年 6 月に活動方針を策定した。 

休養日等の設定は毎週月曜日と土日のいずれか 1 日、定期テスト前 3 日間

とし、長期休業中もこれに準じる。活動時間は平日 2 時間、休日 3 時間程度

で、早期練習は原則行わない。熱中症対策として、熱中症応急処置セットと

経口保水液の常備や、熱中症計を配布し、暑さ指数の確認等を行っている。 

文化部も運動部と同様の方針であるとし、今後も適切な指導に向け、学校

と連携し取り組んでいきたい。  

（質問１０）小学校運動会、町民運動会のあり方  

①小学校の運動会が午前中に終わるケースが増えている。保護者の家庭事情

に配慮し、弁当が必要ないようにしていると考えるが、見解はどうか。  

（答弁）尼寺教育委員会事務局長  

 小学校は児童数も多く、午前中では十分成果が発表できない。運動会は全

児童が力を出し成果を得る重要な役割があると考えており、今後多くの声を

聞き、最良の形を模索していきたい。  

（質問１０）  

②今年の町民運動会は、台風の影響により、延期ではなく、中止としたが、今

後の継続のためにも、より町民が参加しやすいよう検討する時期にきている

のではないか。  

（答弁）尼寺教育委員会事務局長  

 近年、町民運動会への参加が減少しており、競技等について模索している。

スポーツを楽しみ町民相互の親睦を図る行事として、誰もが参加できる競技

を増やしつつ、地区役員の負担軽減も含め、参加者の確保について検討して

いきたい。  

（質問１１）児童一時預かりについて  

保育所や幼稚園の延長保育でテレビを見せている時間が多いと聞く。「英

語放課後クラブ」や「本の読み聞かせ」などを工夫し、調整できないか。  

（答弁）尼寺教育委員会事務局長  

 園児の安心・安全に主眼を置き、様々な材料を使った制作活動や、自由
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な発想で遊べる環境づくりを実施している。提案のボランティア活動等につ

いて預かり保育の時間にも実施できる方策を検討し、各方面からご協力を募

っていきたい。  

 

板東泰史議員 

（質問１）技術革新による災害対応の変化について  

今年の台風 7 号で、鹿児島県姶良市では、民間気象情報会社のＡＩによる

避難指示決定が、良好だったという。このケースを利用できないか。  

（答弁）村上危機情報管理課長  

ＡＩの進歩は著しく過去のデータを入力し、被害状況等を予測するようで

ある。今後も開発が進むと思われるが、費用を伴う以上、調査研究は必要で

あると考える。  

（質問２）新規公用車の仕様について  

停電時、電気自動車やプラグインハイブリッド車を非常用電源として利用

することが考えられる。次回の車両更新時には検討すべきではないか。  

（答弁）水野総務課長  

提案の車両は、車体価格もガソリン車に比べ高額であり、ＥＶ車と本庁舎

間の充電・送電等について、被災時の使用に耐えうる施設の改修も必要にな

るので、次期公用車購入時には候補車種として経費等調査のうえ検討したい。 

（質問３）教育現場への色覚チョーク導入について  

色覚チョークの導入を提案したい。このチョークは発色が良く、価格も通

常のものと大差なく、来年度からの導入や、必要のありそうなクラスへ即時

試験導入はできないか。  

（答弁）尼寺教育委員会事務局長  

 中学校ではすでに色覚チョークのカラー４色を使用し、色覚に不安を覚え

る生徒に配慮している。小学校も色覚異常に関する配慮はしているが、より

識別がしやすいチョークの使用について考えていきたい。  

 

増谷禎通議員 

（質問１）道路線番号変更について  
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①道路台帳記載の 1 級・2 級幹線、その他の町道などの表記を変更してはど

うか。  

②町道 3号線は旧道であり、その横を都市計画道路の 15号線が通っている。

都市計画道路や旧立道線などを 1 級幹線として赤線表記にすべきではない

か。  

③2 号線と 12 号線は続いているので 2 号線に、377 号線を続けて 6 号線に、

2 級幹線の 24・26 号線に 1 級幹線の 6 号線をつけて 1 級幹線番号に整備し、

番号を減らすよう変更してはどうか。  

（答弁）藤高建設課長  

町道 3 号線や町道 15 号線等、また 1 級・2 級幹線道路の関係も含め、現

在の交通状況に応じた幹線道路の指定について今後検討していきたい。  

（質問２）保険事業問題について  

①厚生労働省は 28 年度の特定健診受診率が 51.4％に、特定保健指導率は

18.8％になったと公表している。本町の受診率は 29 年度と 30 年度では、増

加しているのか。  

（答弁）中谷保険福祉課長  

平成 29年度の特定健診受診率は 31.7％、保健指導実施率は 79.4％であり、 

30 年度は現在実施中のため、受診率は確定していない。  

（質問２）  

②厚生労働省の目標値は、特定健診受診率特定保健指導率を 70％、特定保

健指導率を 45％としている。本町の目標値を聞きたい。  

（答弁）中谷保険福祉課長  

30 年度の受診率目標は 35％、保健指導実施率は 71％としている。  

（質問２）  

③日本健康会議の調査で、糖尿病性腎症の重症化予防対策をかかりつけ医な

どと連携し実施している市町村が、1,003 あると公表している。本町の取り

組みとかかりつけ医の状況を聞きたい。  

（答弁）中谷保険福祉課長  

 平成 28 年度より板野郡医師会と板野郡五町の保健部門との連携で取り組

みを開始した。平成 29 年度より重症化予防懇話会を開き、糖尿病連携手帳
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などを活用し、本人と主治医と保健指導担当者などが情報を共有しながら進

めている。  

（質問３）教育問題について  

①すべての小中学校、幼稚園などにエアコンの設置が終わっているか聞きた

い。  

②文部科学省は今年度の補正予算で小中学校、幼稚園などのエアコン設置に

特例交付金を創設し、交付率は 3 分の 1 で今回限りとしている。補助を受け

る必要はないのか。  

（答弁）尼寺教育委員会事務局長   

本町学校施設は、平成 25 年度より防衛省の補助を受け進めている。現在、

幼稚園、小中学校への設置率は 100％だが、南及び北幼稚園は仮整備の機器

であるため、平成 31 年度から翌年度にかけ空調整備を予定しており、防衛

省の周辺対策事業として 65％の補助率で事業実施することとしている。  

（質問４）ふるさと納税問題について  

①ふるさと納税返礼品の協力事業者を募集する回覧が回ってきたが、このよ

うなＰＲ活動で、返礼品が集まるのか。  

②本町には特産品がない。ふるさと納税プロジェクトチームを立ち上げて専

門職員を配置すべきではないのか。  

（答弁）水野総務課長  

チラシによる募集は、返礼品拡大の一環として、商工会と協力して行った。

総務課とまちみらい課でチームをつくり、町内の店舗等に順次依頼に出向き

返礼品の拡大に向けた努力を進めている。  

（質問４）  

③石井町は移動図書館購入を目的にふるさと納税に取り組み、目標額を達成

している。本町は何を目的に取り組もうとしているのか。  

④中学生の国際交流事業は、来年 20 周年になる。カナダ生との相互交流も

出来ていない。ふるさと納税を活用して、相互交流を復活してはどうか。  

（答弁）水野総務課長  

ふるさと納税での寄附の使い道として、寄付者が選択する項目のひとつに

国際交流研修事業を設けている。  
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 目的を特定した寄附募集は、現行のふるさと納税とは別に募集することと

なり、事業内容の精査やＰＲの充実など先例を研究し検討していく。  

（答弁）尼寺教育委員会事務局長  

相互交流の復活は、中学生や町民の方々の異文化交流に有意義であるが、

サレー市は、交流派遣生のホームステイが認められていないこと等、懸案事

項もある。本年度中に検討委員会の中で協議し、ふるさと納税の活用ととも

に決定していく。  

（質問５）町制 80 周年事業問題について  

①町制 80 周年では、どのような計画を立てているか。  

②町制 80 周年事業には国や県の補助が付くのか。またイベントなどの番組

収録の申請を急ぐ必要はないのか。  

（答弁）水野総務課長   

 近年の近隣町村の例も参考にしながら、現行の各事業の内容を拡大し記念

事業として実施するとともに、町制施行記念日には功労者の表彰式等も開催

したい。今後は検討会を開くとともに周知に努めていきたい。  

 現在該当する補助金は見当たらないが、さらに調査を進めていきたい。  

（質問６）ごみ最終処分廃止問題について  

①松茂町は最終処分場の廃止が出来たのに、本町はなぜ出来ないのか。  

②2020 年開催の東京オリンピック会場や大阪万国博覧会場は、ごみによる

埋め立て地である。大都市では出来ることが、地方ではなぜ出来ないのか。

徳島県と協議したことがあるのか。  

（答弁）片岡清掃センター所長  

 処分場が設置された年や埋設物、管理法などにより、廃止条件が異なる。 

 県と廃止協議を重ねてきたが、条件は大変難しいため、今後処分場の上部

を公園として整備し、水質分析の維持管理を続けつつ、廃止の可能性も模索

していく。  

 大都市の処分場敷地活用も同様に法令適用され、ごみ埋設埋部分には大き

な構築物は設置しない方策が考えられる。  

（質問７）人事評価制度について  

①人事院勧告による職員の給与及び勤勉手当の引き上げが行われ、すべての
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職員が一律に増額されたことにつき、これでは人事評価制度が形骸化されて

いると思うが、見解を聞きたい。  

（答弁）水野総務課長  

 人事評価については、職員個人が目標設定し、中間面談や育成面談などの

各過程で指導等を行い、能力開発と資質の向上を図り、人事異動や昇格時の

登用に活用している。 

（質問７）  

②清掃センターで、ごみを搬送中のトラックが堤防から転落し大破する事故が

起き、町に約 708 万円（アームロール車購入）の損害を与えているが、職員に

対する勤勉手当は基準通り引き上げると言う。これで評価制度が機能している

と言えるのか、聞きたい。  

（答弁）水野総務課長  

 横転事故の際に、居眠り運転やスピード違反等がないことが警察で確認さ

れており、懲戒等の処分は行っていない。  

 職員の懲戒処分に関する指針を作成したので、勤勉手当や昇給に反映する

べく規則の整備作業を進めている。  

 

 

 


