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平成24年11月16日（金） 場 所 3階 第5研修室会議録

会 議 名：第5回総務・経済常任委員会

出席委員：竹田委員長、新井田副委員長、福嶋委員、又地委員、佐藤委員、平野委員

笠井委員、東出委員、岩館委員

欠席委員：吉田委員

事 務 局 山 本、近 藤

会議時間 10：00～15:47

開 会

1．委員長挨拶

皆さん、おはようございます。竹田委員長

ただいまから、第5回総務・経済常任委員会を開会いたします。

ただいまの出席委員は8名でございます。

吉田裕幸さんから欠席の届け出がありました。

また、東出洋一さんから遅刻の届け出がありました。

よって、委員会条例第14条の規定による委員定足数に達しておりますので、会議は成立

いたしました。

ただちに本日の会議を開きます。

本日の会議次第は、別紙配布のとおりであります。

2．調査事項

保健福祉課(1)

高齢福祉及び保健推進事業の現状について①

保健福祉課の皆さん、大変ご苦労様です。それでは、資料が出されておりま竹田委員長

すので、まず資料の説明からお願いをしたいと思います。

中島課長。

皆様、おはようございます。会議の式次第に若干変動ある形になりま中島保健福祉課長

すが、はじめに保健推進関係、続きまして介護ということで、ご説明をさせていただきま

す。それと、大変申し訳ありませんが、資料の中で数字が間違っていた部分がありますの

で、説明の段階で訂正をかけていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

では、はじめに保健推進グループの業務内容につきましてご説明をします。乳幼児から

高齢者の方々の各種検診、予防接種、健康相談、育児教室、栄養指導、料理教室、障がい

者介護給付関係事業などを実施しております。

資料は、4ページになりますのでお開き願います。

乳幼児健診につきましては、健診を受けることで子供の成長を確認、また異常を早期に

発見ができ、育児の悩みや不安が軽減され、安心して育児ができることにつなげておりま

す。

主な内容としましては、股関節脱臼の検査・乳幼児健康診査・1歳6か月児健康診査・3
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歳児健康診査ということで、24年8月末の受診者数が記載をしております。

続きまして、予防接種につきましてはいまの内容なのですが、保護者の方々の安全確保

ということで、資源・情報提供をする中で、罹患にかからないように感染・後遺症を未然

に防ぐということでやっております。その中で、また三種混合、麻疹・風疹・ＢＣＧ・ポ

リオ・おたふく風邪・水痘、これは水疱瘡です。それとインフルエンザということで、24

年8月末で実施回数と接種回数が、まず23年8月末ということで載っております。

続きまして、5ページのほうをお開き願います。

乳幼児歯科健診につきましては、歯列検査・歯科指導を受けることで、保護者及び子が

口腔に関心を持ち健康な歯を保つことにつなげております。

例年、年2回、春と秋に2回実施しております。24年につきましては、対象者数と受診者

数を記載しておりますので、よろしくお願いいたします。

続きまして、成人病予防関係でございます。

各種検診につきましては、例年同様となっております。検診結果に基づき、保健師・栄

養士が家庭訪問を行い、早期発見・早期治療を図ることで、町民の方々の健康維持につな

げているところでございます。

主なものとして、さわやか健診・胃がん検診・肺がん検診・大腸がん検診・乳がん検診

・子宮がん検診、受診者数と異常があったかどうか。それに対しての指導関係・治療継続

等の内訳となっておりますので、よろしくお願いいたします。

続きまして、6ページのほうをお願いいたします。

町内会などからの健康相談事業の依頼時には、健康管理センターで作成した元気講座メ

ニュー表を活用、または要望にあわせて出前講座、健康教育、健康相談を実施して、自発

的な取り組みの推進に努めております。

今年度は、佐女川町内会、道南勤医協の会で3回ほど開催をしております。

ほかにリロナイ、教育委員会と共同で3度ほど高齢者の講座等にも保健師・栄養士がい

っております。その他検診につきましては、骨粗鬆症検診・Ｃ型肝炎・ Ｂ型肝炎・エキ

ノコックス症・血清検査・結核検診等、これは早い時期に検診を受けていただいて、適切

な予防行動につなげていただくということで実施をしております。これも、24年の8月末

現在の数字となっております。

続きまして、子宮頸がん等ワクチンにつきましては、中学生・高校生で対象年齢の該当

者に対して子宮頸がんワクチン事業を実施しております。また、乳幼児を対象にヒブワク

チン・小児用肺炎球菌ワクチン接種事業を実施することで、罹患により障がいが残らない

ように予防対策として実施、すこやかな成長へつなげております。24年の8月末現在の対

象者数と接種者数が記載されておりますので、よろしくお願いいたします。

続きまして、7ページのほうをお願いいたします。

7ページにつきましては、身体障がい者の手帳交付の状況が記載となっております。平

成24年8月末で、330名のかたが障がい者手帳を持っております。右の欄につきましては、

各障がいの内訳となっており、1級から6級までの等級別の内訳となっております。

続きまして、8ページのほうをお願いいたします。

8ページにつきましては、障がい者の方々のサービス利用状況となっております。居住

系サービスとして、施設入所関係・共同生活介護・共同生活援助等で31名のかたが利用し
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て、当町には施設がございませんので、他の町村の施設に入所しているということで内訳

となっております。右の欄につきましては、日中活動系サービスということで、療養介護

・生活介護・就労継続Ａ・Ｂということと、就労移行支援ということで、40名のかたが利

用して、各施設所在地が右の欄ということになっておりますのでよろしくお願いいたしま

す。

また、訪問系サービスとして、短期入所・居宅介護・重度訪問介護ということで、5名

のかたが利用して現在、3町のほうで利用しているということでございます。

続きまして、9ページのほうをお開き願います。

これにつきましては、各障がい者の方々の身体障がい者の補装具の8月末の実績となっ

ております。補装具関係は、5名のかたが受給をしております。右の欄につきましては、

障がい者、障がい児の日常生活用具の実績ということで75件の給付となっております。そ

の下の欄の更生医療につきましては、人工透析と抗免疫療法ということで1名、計19名の

かたが給付をしているということでございます。まずは、保健推進グループの事業内容を

ちょっと簡単でございましたが、一応終わらせていただきます。

ただいま、資料の説明をいただきました。24年8月末現在までの前年比の対竹田委員長

比できる資料も添付されております。皆さんからの質疑等をお受けしたいと思います。

平野委員。

すみません、ちょっと確認なのですけれども、子宮頸がんのワクチンの接種事平野委員

業で対象数が24年の8月が25名となっているのは、これは中学生・高校生全員だと思うの

ですけれども、全員でこの人数ではないと思うのですけれども、一度受ければその対象で

はなくなるので、減っているのかどうなのか確認させてください。お願いします。

吉田主査。竹田委員長

この事業につきましては、昨年度、正式に言うと22年度の末頃から始まったも吉田主査

のなのですけれども、もうすでに予防接種が終わったかたについては、対象から抜けると

いうことで、ほとんど23年度末までの対象者のかたについては、接種がほぼ9割以上は終

わって、要は、もともとは中1から高2までの対象なのですけれども、実際には今年度の対

象者というのは、ほとんど中1のかたと、あとは去年接種しなかったかたが3名ほどいるだ

けなものですから、今回の対象者数は大幅に前年と比較して少なくなっております。

ほかにございませんか。竹田委員長

佐藤委員。

6ページのその他検診の中ですけれども、これは検査の結果こうだったという佐藤委員

ことですが、私のほうから1点だけなのですけれども、Ｃ型肝炎とＢ型肝炎 「検査の結果、

これこれの数字ですよ」ということを、これは理解するわけですが、実際、現に町内でこ

のＣ、Ｂの肝炎にかかっているかたが何人くらいいるのか、もしわかったらお知らせ願い

たいと思います。

加藤保健師さんでもいいですよ。竹田委員長

吉田主査。

検診はこのように、そんなに多い件数ではないのですが行っているのですが、吉田主査

こちらのほうでは、その肝炎に関する届け出とかというのも、町のほうではなく、例えば

肝炎のほうの特定疾患とかという申請とかも保健所のほうの管轄になりますので、ちょっ
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とこちらのほうでは、把握はしていないところです。

佐藤委員いいですか。竹田委員長

又地委員。

いろいろ検診を受けているわけですが、受診者数の中でいろいろこうあるので又地委員

すが、これは国民健康保険を使った加入者だけなのか、それとも社会保険に加入している

かたも、こう見ていると検診を受けているようですけれども、その仕分けはしていないの

ですか。

加藤保健師。竹田委員長

いまのご質問についてですけれども、がん検診については、保険の加入の別加藤保健師

に関係なく、木古内町の町民のかたであれば受けられるということで、各種がん検診につ

いては、健康管理センターのほうで検診の結果を把握しております。あと、特定健診と言

われる通称一般の健康診断についてですけれども、それについては国保に加入している結

果のほうのみ、結果がセンターのほうに来るということで、社会保険とほかの共済等に加

入しているかたについての検診の結果については、各加入している保険者のほうに結果が

行くということで、町のかたであっても、そのかたについての健康診断の結果は、うちの

ほうではちょっと把握ができない状況になっております。

又地委員。竹田委員長

把握はどうしてできないのですか。それは受診する人、そうするとこの受診者又地委員

数というのは、基本的にはどこを捉えた受診者数というのはまちまち。私はやはり、保健

福祉課としての仕事というのは、例えば社会保険であろうが、国民健康保険であろうが、

町民が一重にどんな形の中で受診しているのかというのは、これは社会保険だから掴めな

いということはないでしょう。これは、例えば受診する時に受診者に聞いて、あるいは、

個人負担があれば保険証を出さないとだめだということから言うと、これは把握できます

よ。大事なことは、木古内町の町民がどれだけこういう検診を受けているか。それの推移

を把握するのがあなたがたの課の大事な仕事だろうと、私はそう思います。ですから、8

月末現在の部分では、そういう形で押さえきれないところもあるということですからわか

りましたけれども、年度末までにはそれをきちんと把握して欲しい。これはできないので

すか。

加藤保健師。竹田委員長

、 。加藤保健師 いまの又地委員の質問については 私も もだというふうに思っております

何年か前までは、木古内町の総合健診ということで、法律上、全町民の健康診断の結果を

把握する法律があったのですが、この特定健診の健康診断の法律が変わってから、各保険

者の責任の基において、保険に加入されているかたの検診を行うということで、私たちは

その結果について町民の方々一人ひとりに「検診を受けていますか」と聞くほかは、国保

の加入者以外の保険に加入している方々の健康診断、がん検診は把握できますけれども、

それ以外については、把握することがいまできない状況となっています。

又地委員。竹田委員長

、 、「 」 。 、又地委員 例えば 社会保険を使っている人には来るのです 受けなさい と ですが

その受けるというのは、個々の保険者が「私はそうしたら受けます 」それはそれでいい。

のですが、私は町の仕事として、担当課として社会保険であろうが、国民健康保険であろ
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うが、町民が一重にどのくらいあれしているのだということは、これは掌握すべきです。

社会保険に入っているから掌握できません。そうしたら、木古内の町民が全員、国民健康

保険に加入しているわけではないでしょう。そうしたら 「社会保険に加入している人が、

たの部分は私たちは知りません、感知しません 」というふうに感じないわけではありま。

せん。そうではない、やはり。ですから、何かの方法で私は簡単にできると思います。窓

口で受診者が来て住所・氏名を聞いて、そうして受診させる、受診するわけですから。そ

の掌握というのはできると思う。その次に、住所・氏名を聞いて、例えば国保なのか社保

なのかという部分で、受付窓口であれをしたら簡単にできることでしょう。何も、たいし

た労力でないです。そして、町民全体としてはこうです。ただし、社会保険・国民健康保

険を足すとこうですと。多分、いま受診者の数がこう出ていますけれども、これが国民健

康保険の分だけですということですよね。社会保険の部分で掌握できないという。そうし

たら、もっともっとこれは多いはずなのです。課長 「国民健康保険の部分だけはタッチ、

するけれども、社会保険に加入している部分に関しては、私たちはタッチしない」という

ように私たちはとっておいていいのですか。

中島課長。竹田委員長

当然、又地委員のご指摘は十分理解するところですが、健康管理セン中島保健福祉課長

ターは、当然全町民のかたの健康管理をしておりますので、その中で、当然日常業務の中

で健康相談とかを実施しておりますので、国保のかただけの健康相談を受けて、社会保険

・共済に入っているから健康相談を受けないということはしておりませんので、門戸的に

はどなたでも健康管理センターに来て相談を受けるということになっておりますので、そ

の辺をご理解願いたいと思います。

又地委員。竹田委員長

それは私もわかっています。社会保険に加入している人も、やはり健康管理セ又地委員

ンターにいって、いろいろ相談だとかいろいろな検診を受診しているというのはわかりま

す。ただ、やはり担当課として、これは例えば平成24年度8月末現在で、さわやか健診と

、 、がん検診のところ いろいろ胃がん検診・肺がん検診・大腸がん検診・乳がん検診もあり

子宮がん検診もあります。ですが、実際にはもっといるわけでしょう。社会保険に加入し

ている人も受けていますよね。私は、そこが大事だと思うのです。低い数字よりも多い数

字のほうが 「一生懸命私たちもやっています、担当課としては。こういうものもやって、

います 」ということをわかってもらえるのではないのですか。ただ、どうしても「社会。

保険加入者の部分に関しては掌握できない」という理由が、私には正当な理由だと加藤さ

んが言っておりましたけれども 「私はどうしてと 。受診時において受付もしますよね。、 」

そうしたら、社会保険に加入している人がたは 「ああ、そうですか」だけで「ポイ」で、

終わりではないでしょう。実際に受診しているわけですから。ですから、そういうのはプ

ラスαとして整理してこういう資料に載せるべきではないのですか。

中島課長。竹田委員長

当然、検診の部分、町全体のかたが対象というのは、子宮がん・乳が中島保健福祉課長

ん検診は健康管理センターで、土曜日とか日曜日で実施はしておりますが、ほかの検診に

つきましては、各病院のほうにお願いをしているという部分と、当然個人情報も含める中

で、当然情報をうちのほうにもらえるかどうかとか、いろいろな問題があると思いますの
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で、そういう部分でうちが受け付けて検診をしているという事ではなくて、国保の部分な

のですが、各3医療機関のほうに委託をお願いして受診をしていただいているという経過

でございます。

又地委員。竹田委員長

ですから、そのあと出て来ないのですか。委託をしています。又地委員

休憩にしてください。

暫時、休憩をいたします。竹田委員長

休憩10:24

再開10:33

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

このことについては、法律的な制約の中で、各保険者の責任の基で指導なり干渉すると

いうふうに改まったと、20年からですね。このことについて、ほかにございませんか。

平野委員。

身障者の件なのですけれども、資料では7ページに身障者の手帳交付状況が載平野委員

っているのですけれども、手帳が交付されて初めて様々な社会的支援がなされると思うの

ですけれども、今年度に関しては8名の新規のかたが手帳を交付されたと。この交付をす

る流れ、どのような状況で担当課は身障者のかたを把握していくのかという現状をお知ら

せください。

吉田主査。竹田委員長

まず、いまのお尋ねですけれども、身障者の把握につきましては、通常ですと吉田主査

手帳の交付をされる時には、通常は医療機関にかかって医療機関の先生から意見書という

書類をいただくのですけれども、医療機関のほうで、担当の先生なりあるいは医療のケー

スワーカーなりが「このかたについては障がいのほうに該当するだろう」ということで、

そのかたについて医療機関のほうからそういう話があって、それでご本人なり家族ですけ

れども、こちらのほうの窓口に見えて、それで申請という形になるのですけれども。あく

までも、これは住んでいる町村での申請ということで、例えば、町外の施設に入っている

かたについても、もともと木古内の出身者であれば木古内のほうで申請するという形にな

ります。その把握については、ですからいま言ったように医療機関のほうで、障がいの程

、 。 、度に該当するということでの本人からの相談もあるでしょうけれども 該当して それで

、 。書類をこちらのほうに提出していただいて うちのほうで把握できるという形になります

平野委員。竹田委員長

わかりましたけれども、現状で一例を言いますと、あるかたは「手帳をいただ平野委員

いて何級という先生からの診断があって交付されている」と。先生の判断ですから、その

先生によりけりということになるかも知れませんけれども、一目そのかたよりも明らかに

悪いかたが交付されていないと。結局かかっている病院によっては、先生によっては判断

が違うということなのか。そういう部分で各病院と担当課の連携というのは、きちんとと

れているのでしょうか。

もう少し詳しく言うと、例えば、そのかたが病院・個人名は出しませんけれども、ここ
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の病院にかかったら その人よりも悪いと自分は思っているのに 実際はその先生が そ、 、 、「

の対象にならないよ 」という現状なのです。そういう方々は、違う病院にかからなけれ。

ばないのか、あるいは健康管理センターに相談に行くと調整と言いますか、その話に応じ

てくれるのかという部分も含めて。

吉田主査。竹田委員長

いまおっしゃられたケースというのは、何例かあるのですけれども、その場合吉田主査

につきましては、まずこちらのほうでは窓口に来てもらわないことにはちょっと把握がで

きないということですので、窓口に来ていただきましたら、窓口のほうでは、まず本人か

らお話を聞いて「手帳が欲しい」ということであれば、まず前段として書類を持っていっ

ていただいて 「先生に書いてもらってください」ということで話をします。それで、先、

生のほうで「該当しない」ということもあるのですけれども、それについては、ケースワ

ーカーとは確認をした上で、再度該当しないかどうかという部分も改めて確認したりとか

ということもありますし、場合によっては 「もしかすると別な医療機関で該当するかも、

わからない」ということで、そういうことでお話することもありますけれども、 終的に

はうちのほうは、障がいの程度が何級に該当するかというのは、 終的には道のほうの判

断になりますので、うちのほうは書類をお預かりして、それを道のほうに渡すという作業

になりますので、うちのほうはできる限りのことはやりますけれども、 終的な決断につ

いては、その先生のほうで書類を書くか、書かないかという部分につきましても、うちの

ほうで 終的に 「必ず書いてください」ということも言えないですし、その状況の 終、

的な該当させる、等級を決めるとか、あるいは該当するかというのを決めるのは、 終的

には道のほうになりますので、こちらのほうではそういった部分では、 大限の努力はし

ておりますけれども、その意に沿わないで終わってしまうケースも中にはあります。

いいですか。竹田委員長

医師によって異なるという部分は、いま始まった部分ではなくて以前からこういうケー

スはあるようです。ほかにございませんか。

平野委員。

中身についてはよくわかりました。そこで、結局悪い言い方をすると、個人の平野委員

先生によってその手続きをするのが面倒だったりとか、もっと言うと、担当課のほうも予

算もあることですし、増えないほうがいいという場面はないと思いますけれども、身障者

になっていない人が、いままで申請している人は、当然そういう制度があるとわかってい

るので、あとは階級の変更だったらいいのですけれども、新規のかたがなかなか「そうい

う制度がまず知らないし」という現状もありますし、知っていても「自分が病院にかかっ

ても先生のほうから当然話をしてくれるわけでもない」ということで、せっかくこういう

制度があるので、先ほど連携と言ったのは、担当課のほうからもそのような、せめて町内

の病院にはこういう制度に対象の可能性のあるかたで、まだ手帳が交付されていないかた

にはどんどんお知らせくださいという情報交換等があれば、自分からなかなか窓口に行く

というのは大変ではないですか、正直、高齢者のかたには。そういうかたには、個人的な

面談をしてケアをするだとか、そういうことができれば、より親切なのかなというふうに

感じました。やはり、病院の先生との連携がきちんと取れているのかなというのは、不思

議に思う部分なので、もし、その連携についてお答えがあれば。なければいいです。
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中島課長。竹田委員長

当然、先ほどうちの主査が言ったように、当然向こうのケースワーカ中島保健福祉課長

ーというか、当然診断に対して、当然先生の診療も考え方もございますので、当然先生に

どうこうという立場までいきませんが、当然相談にこられた心情を含める中で、相手の医

療相談員との再度の調整をしていただけないかということは当然していかなければならな

いとだめだし、当然現状もしていますということで、ご理解をお願いいたします。

よろしいですか。吉田主査。竹田委員長

先ほど言われたように、この制度自体を知らないというかたもいらっしゃると吉田主査

は思いますので、その辺につきましては今後広報等で障がいの制度の部分の周知等を行っ

ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

ほかになければ、委員の皆さんには、昨日、正・副委員長で協議して視点的竹田委員長

な区分を要約したものをファックスしていますけれども、今回、保健師が退職後の体制な

のですけれども、現在2名ですよね。そのことによって負担増というか、労働過重等にな

ってはいないのかという、そういう一つの町民のかたで心配するかたもいるようでありま

す。1名は病欠しているという実態だというふうに思っていますが、その辺の状況、ある

いは今後、採用の見通しを含めて、どうなのかという部分についてお話願いたいと思いま

す。

中島課長。

包括の保健師につきましては、自己退職ということで急遽辞めたとい中島保健福祉課長

う部分で、当然地域住民サービスには保健師が必要だということで、募集は2回ほどかけ

。 、 （ ）、ている中でなかなか来ていただけないと いま現在募集中ですが 渡島支庁 総合振興局

介護協会、国保連合会等にも「適材な保健師がいないか」ということで要請をしている段

階でございます。いま、病気で体調を崩して休んでいるかたが1名おります。その部分で

は、当然いま2名体制でやっておりますので、当然負担がかかっている中で、保健師さん

がたには頑張っていただいていると。その中で、周りもフォローする中で、何とか現在は

進めております。今後も、やはり早急に保健師確保ということで進めていきたいと思って

います。ただ、先ほども言ったように内部で保健師さんを、専門的な部分は当然我々わか

りませんが、単純なものの事務的な部分だとか、何とか支えていく中で、保健師さんには

頑張っていただきたいと思っておりますので、住民のほうには極力迷惑というか、サービ

ス低下にならないように頑張っていきたいと考えております。

いま、病欠しているかたの見通し含めた部分というのはどうなのですか。竹田委員長

中島課長。

定期的に先生ともお会いしまして、当然復職がどうなのかということ中島保健福祉課長

で、いま相談をしております。 終的には、当然、地方公務員法に基づきまして、復職が

無理であれば 終的に退職ということも担当課長としては考えております。

その辺、きょうは総務課長もお見えですから、職員の健康管理というか、個竹田委員長

人の病気だと思うのですけれども、これから行革定員管理の中で、どう保健師の充足を含

めて考えているのか、総体としてどうなのかという部分がもし考えがあればお願いしたい

と思います。

総務課長。
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ただいまのお尋ねの件なのですけれども、現在職員が、保健師は保健推進大野総務課長

3名、そして包括支援ということで自立支援のほうに1名、この4名は確保していきたいと

いうのが現状の考え方です。1名の欠員については、これは募集をし、何とか採用をして

いきます。現在、病気休暇のかたは回復を待って復職をまず求めていく。それがかなわな

い場合については、これはどこかで決断をしなければならないですから、それが中島課長

が言った地方公務員法に基づくということになります。その決断の時期は、いまではあり

ません。ですから、復職をお待ちしているという状況です。

それともう1点、地域活動支援センター、ここの役割等、今後の取り組みと竹田委員長

いうのは、現状、いまの活動状況の方向のままでいくのか。確か、ことし新しい指導者も

発令しましたよね。そういう部分を含めて、今後この支援センターの取り組みでの「もっ

とこれからこうしていくのだ」という、いまの現状の活動しているやりかたがベターなの

だというのかどうなのか、今後の役割を含めた部分の考えをお願いしたいと思います。

中島課長。

地域活動支援センターにつきましては、いま相談員が1名いる中で当中島保健福祉課長

然、障がい者の方々の相談だとか受けて、ご本人も障がいを持たれているかたなのもので

すから、当然そういう障がいの方々の精神的な部分を十分理解している中で対応していた

だいているということですので、当然地域支援センターも含める中で、健康管理センター

全体を含める中で、将来的にはやはり皆さまがたもお考えだと思うのですけれども、行政

・健康管理センターだけでは、ある程度限界もございますので、やはり地域全体で高齢者

なり障がい者を見守るという方向が、やはり木古内町のこの高齢化率を考えた場合はそう

、 、いう基礎作りがやはり基本かなと考えておりますので 議員各位当然立場は変わりますが

地域に戻られて議員を離れた段階で、皆様のご協力を現在もしていただいておりますが、

地域の方々にも、そういう地域活動に参加していただくような、ご協力をお願いできれば

と考えておりますので、今後とも、すぐにはできないかも知れませんが、地域包括だけで

はなくて、やはり木古内町全体を考えていかなければということで考えてはおります。ち

ょっとつじつまが合わないようですが。

暫時、休憩をいたします。竹田委員長

休憩10:51

再開10:55

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

吉田主査。

今年度、ここの地域活動センターについては、いま利用者が精神障がいのかた吉田主査

だけのみの、いま利用となっておりまして、週3回、月曜日と水曜日と金曜日ということ

で利用されております。そこの中身なのですけれども、実際のところは、いまは精神障が

い者のサークルというものがありまして、そのサークルのかたがそこの場でサークルの活

動を行っているというのがメインの活動であります。それのほかに、町のほうの地域活動

支援センターの事業ということで、この地域活動支援センターについては、その障がい者

のかたの余暇の過ごす部分もありますし、あとは社会復帰を目指すという部分もあります
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し、いろいろな部分でそこの施設を利用して、障がい者のかたが居場所を作るという部分

のセンターですので、いまは町のほうで今年度行ったのは、押し絵教室というのをやりま

して、その趣味の部分ということで押し絵教室。あとは、毎年やっておりますけれども、

その施設を利用されているかたに触れ合い農園ということで、高齢者と一緒に農園のほう

の手伝いをするということで、作業するということでの活動も行っております。あとは、

それぞれサークルのほうで支援が必要な場合については、施設のいまの管理者とあとこち

らの保健福祉課のほうからも合わせて、そちらのほうに出向いて例えばパソコンの指導だ

とかそれぞれお手伝いだとかをしております。ことし行っているのは、いまのところそう

いうところです。

もう1点、北海道新聞の夕刊に11月13日の夕刊に出ていた、他町でやってい竹田委員長

る記事。栗山町の社協で取り組んでいる「ケアラー支援」が広まって来ているというそう

いう新聞記事が出ていました。これについて、こういう看病だとか介護をする人に、たま

に息抜きをさせるという、そういう支援みたいなのですけれども、今後こういう事業とい

うか、こういう取り組みについてはどうなのでしょう、これから保健福祉課として。

中島課長。

現在は、恵心園なりいさりびの部分でご協力をいただいて、短期入所中島保健福祉課長

を何か緊急性だとかちょっと旅行に行くだとかという部分で、そういう部分では各施設の

空きベッドを利用させていただいて、支援者のかたの援護をしているというのは、現在は

そういう現状でございます。

「ケアラー支援」というのはそういうことではないように思えるのですけれ竹田委員長

ども、今後十分、我が町でも検討してもいいのかなという、個人的にしましたので、十分

こういう話題提供の材料もありますので、今後の事業の展開の中でご検討いただければと

思います。

平野委員。

先ほどの地域活動センターの話に戻りますけれども、中身については吉田主査平野委員

の説明で良くわかりました。それで、月、水、金に集まってやっているということなので

すけれども、利用者の人数がわかればと、ことしに関してはこういうことをやっています

というのはわかりましたが、来年度以降については、いま現在のまま進んでいくのか、そ

れともいまのものをさらに上乗せしてやるのか。あるいは、それ以外の部分も考えている

のか、あればそこの部分もあわせてお願いします。

吉田主査。竹田委員長

いま現在、利用されているかたというのは、通常、月、水、金、全て来るかた吉田主査

がいま現在ですと4人です。あとそれ以外に、この病気が精神障がいということで、やは

りその日の体調が良いとか悪いとかという部分もありまして、それでそれ以外に時々顔を

出すというかたが2名ほどおります。現在の利用者は、登録者はまだ多くいたのですが病

気で来れなくなったりとか、あるいは入院してしまったりとかいうことがありまして、そ

れで少し転出したりとかということも含めて、一番多かった頃よりも大分人数が減ってい

るのですけれども、いまの利用者はそのような状況です。

ここでの活動についてなのですけれども、実は、月、水、金のいま現在利用されている

ということで、なかなか精神障がいはいま3障がい全部一緒ということで言われているの
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ですけれども、全て一緒にいろいろなことをやるということで、ほかの町村でも地域活動

支援センターで3障がい一緒にとかで取り組みをすると、なかなかその障がいの特性があ

りまして上手くいかないという現状も聞いておりますので、ですからいま、月、水、金が

精神の障がいのかたが利用しておりますので、残りの火、木を利用して何かできないかと

いうことでの検討はしております。

今年度も、知的障がいのかたで 「放課後、時間がちょっとここの施設を利用させて貰、

えないか」というお話が一時あったのですけれども、結果的にはそのかたも利用の必要が

なくなったということで、一時話はしたのですけれども、その利用はなくなったのですけ

れども、何かそのようなことで、その別な曜日について、火、木の曜日について、別なこ

とで利用できないかということで、検討は今後していきたいというふうには思っておりま

す。

いまの精神の障がいのかたの活動については、ここは本来、社会復帰を目指すという部

分の要素もあるのですけれども、この方々については、いまの時点ではそういうふうな思

いのある人は、いまの通所者、いま利用しているかたについてはいないということで、そ

この部分は利用していただいているのですけれども、行わないということで考えておりま

すが、余暇の部分を楽しむという部分で先ほど言ったような押し絵だとか、あるいは趣味

の活動についての支援はしていきたいと思っております。

後に1点だけ、いまの月、水、金の活動について、その時だけ指導者のか竹田委員長

たが来て指導しているという、そういう実態だということで良いのですね。

吉田主査。竹田委員長

いまの指導者については、月曜日から金曜日まで、毎日午前中9時から1時まで吉田主査

。 、 、の配置でおります 火曜日 木曜日はいま実際には利用者はいないわけなのですけれども

一応、身体障がい者の相談員ということでもありますので、そこで相談もできるような体

制ということで毎日勤めております。月曜から金曜までです。

ほかにございませんか。竹田委員長

1時間経過しましたので、5分間休憩します。

休憩11:05

再開11:13

介護保険及び介護サービス事業特別会計の収支状況について②

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

次の議題であります、介護保険・介護サービス事業特別会計の収支の状況について、説

明をお願いします。

中島課長。

資料に基づきまして、ご説明したいと思います。中島保健福祉課長

10ページのほうをお開き願います。

まず、一番目は保険料の収入状況ということで、特別徴収と普通徴収ということで2,00

2名、調定額につきましては8,837万9,000円、現在までの収納が4,333万6,200円となって

おります。
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続きまして、第1号被保険者数ということで、24年9月末2,002名、前年度より4名減とい

うことになっております。

続きまして、③につきましては、要介護認定者数ということで、要支援から要介護5ま

でということで378名、前年度より16名ほど増えております。

続きまして、居宅サービス介護別受給者数ということで、第1号被保険者が159名、第2

号被保険者、この方々につきましては、65歳以下ということで40歳から64歳までのかたが

2名ほど利用して、161名のかたが居宅サービスを利用しております。

地域密着サービス介護別受給者数ということで、このグループホーム関係の施設を14名

ほど利用しております。

続きまして、11ページのほうをお開き願います。6番につきましては、サービス受給者

数ということで前年度とことしの対比となっております。居宅介護サービスにつきまして

は、前年度より2名減の161名、地域密着型サービスにつきましては2名減の14名、同じく

施設サービスにつきましても5名減の100名ということで、275名のかたが利用をしており

ます。

続きまして、施設サービス介護度別ということで施設を利用しているかたの介護度の内

訳と施設の特別養護老人ホーム老健「療養型」ということで、各100名のかたが利用をし

ております。

続きまして、保険給付費支給状況ということで、大変申し訳ありません。ここの部分で

単位が円になっておりますが、千円単位ということで訂正をお願いいたします。

それと、一番下のほうに※印で説明を載せておりますが、中間当たりに計画額というこ

とで4,820万円と書いているのですが、4,822万円ということで訂正をお願いします。それ

によりまして若干数字が動きましたので、19万3,000円を1万7,300円に訂正をお願いいた

します。その下も減になりますので、231万6,000円が207万6,000円ということになります

のでよろしくお願いいたします。

これにつきましては、11ページと12ページにまたがりますが、12ページのほうに主なサ

ービス状況ということで細かく書いておりますが、11ページにつきましては、ことしの3

月から8月までということで、月別の居宅サービス利用の給付金額ですね。施設の給付金

額、特別系の給付関係ということで3段階で載せております。平均とすると6か月で4,839

万3,000円となっております。計画額が4,823万円ということで、17万3,000円増という形

になっております。これにつきましては、居宅サービスの部分が増えてきているというこ

とで、12ページのほうに実績を書いておりますが、主に居宅サービスが増えたことによる

増ということになっております。主なサービス別支給状況につきましては、区分ごとにサ

ービスの名称が左の欄になっております。その中で、その隣が6か月の給付件数、金額等

が載っております。一番左側につきましては、名称、訪問介護につきましては、居宅で食

事・入浴・排泄等の身体介護や調理・掃除等の生活援助ということで、ここに備考欄のほ

うで載せておりますので、後ほどご覧いただければと思います。

続きまして、13ページでございます。

介護保険特別会計決算見込みということで、5期計画の介護事業計画に基づいた予算額

となっておりますので、大まかに大枠でご説明をさせていただきます。

介護保険料につきましては、現年度分が8,791万円ということで、ここの部分が数字が
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ちょっと間違っております。大変、申し訳ございません。ここが4,333万6,000円、3が一

桁抜けておりますので訂正をお願いいたします。それによりまして、隣の8,300万円が4,4

57万4,000円で訂正をお願いいたします 過年度分につきましては 34万円のところ16万3,。 、

000円を収納実績となっております。分担金及び負担金につきましては、1,813万4,000円

のところ9月末で1,315万円の実績となっております。国庫支出金につきましては、当初予

算1億6,239万5,000円のところ8,302万4,000円の実績となっております。

(｢委員長、議事進行｣と呼ぶ声あり)

（ 訂正箇所が多すぎる。多すぎるので始めに訂正箇所を訂正してから」と声あり）「

暫時、休憩をいたします。竹田委員長

休憩11:21

再開11:22

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

中島課長。

それでは、15ページのほうをお開き願いたいと思います。中島保健福祉課長

これにつきましては、平成20年度分から平成23年度分の滞納ということで、1番から52

番までということで、24年度中の支払い状況等が左の欄に記入されております。

、 、 。続きまして 23年度につきましてはいま現在 108万2,100円の未納額となっております

これにつきましては、督促状等、それ以外には戸別訪問する中で未納対策というか納付を

していただくように勧奨をしているところでございます。右欄の平成20年度につきまして

は3,000円、21年度につきましては86万3,700円、平成22年度につきましては100万8,900円

ということで、合計現段階では295万7,700円となっておりますので、今後も、戸別訪問等

をしながら未納解消につなげていきたいと考えております。

続きまして、16ページのほうをお願いいたします。

これにつきましては、渡島4町の審査会回数等の状況となっております。これも大変申

し訳ありません。前年対比で作っていなかったものですから、去年の3月までとことしの1

0月までということで、若干数字的にはわからない部分があることをお詫びいたします。

4町の部分では10月末で 終的に1,144件の介護申請がされております。特に、要支援か

ら要介護5までということで、特に前年に比べると要介護だとかが若干増えてきていると

いう部分で、要支援のかたが高齢化が進む中で、多分要介護につながってきている部分か

と解釈はしております。

続きまして、17ページと18ページになります。

これにつきましては、地域包括支援センターでニーズに沿った介護サービスのプランを

作成し、在宅介護包括支援等を計画に盛り込み、住み慣れた地域で安心・安全な生活がで

きるように、各施設関係者との連携を図りながら計画を立てているということで、18ペー

ジのほうに内訳ということで、居宅サービス計画作成内訳ということで、4月から8月現在

で38件ということで52万870円、居宅介護サービス計画作成内訳ということで、259件で10

8万8,080円ということで、合計額が160万895円ということになっております。

介護部分につきましては 先ほども説明したように高齢者と障がい者という部分で ふ、 、「
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れあい農園」だとか「さわやか演芸会」だとか、移送サービス、医療バス、運行バス、そ

れから緊急通報システム事業、生きがい活動支援通所サービス、冬期の生活道路の確保、

高齢者事業団への補助事業だとか、それと前回の決算委員会か何かでご質問があった緊急

キット通報関係につきましては、消防、警察、社協との協力体制の中で、現在約290名の

かたに緊急情報ということで、居間だとか冷蔵庫等に貼っておりまして、何かありました

らそれを見ていただいて、消防だとかが対応することで、現在、事業を進めているところ

でございます。

以上でございます。いま訂正部分ができましたら、改めてご説明したいと思います。

前段の介護保健の運営状況の数字が資料が来るまでその部分については保留竹田委員長

しまして、その後の滞繰あるいは審査会等の、それと介護サービス事業についての質疑を

お受けしたいと思います。

16ページの審査会の状況調べなのですけれども、これはやはり前年の数字と対比できる

ようになっているのですけれども、やはり3月末と10月末での数字の対比ができないので

すよね。できれば、同じく10月末の状況ではこういう動きがあるという部分でなければ、

去年のすっかり決算で数字が出てくると。同じ3月末の数字で比較もできるのですけれど

も、これであればちょっと。

中島課長。

大変申し訳ありません。この部分に関しましては、次回対比できる部中島保健福祉課長

分の数字で作成したいと思いますので、よろしくお願いいたします。

又地委員。竹田委員長

資料が来るまで、医療バスの関係はどんな状況なのか。そして、何か反省する又地委員

こと、良いことであっても悪いことであっても何かあれば聞いておきます。あるいは、せ

っかくバスを戸口から戸口までみたいな形で近間に走らせた。例えば、運んでいる人数だ

とかそういうデーターは録っているのですか。

中島課長。竹田委員長

病院の部分に関しては、医療バスに関しては、うちの管轄なのですけ中島保健福祉課長

れども、前に又地委員のほうから「こまめにどうか」ということで言われて、病院と協議

した結果、 終的に病院のほうで医療バスを佐女川地区だとかに回すということで 終的

に動いておりますが、そこの部分に関しては数字はわかりませんが、やはり「個々に来て

いただくという部分では、助かっている」という話は聞いております。

又地委員。竹田委員長

走らせただけで効果がどうだということは、課長のほうではわからないという又地委員

ことですね。

中島課長。竹田委員長

病院の部分に関しては、申し訳ありませんけど把握していません。本中島保健福祉課長

来であれば、連携しながらどういう状況なのか確認しなければだめだと思いますので、今

後どういう状況なのか事務長とも話をしていきたいと思います。

新井田副委員長。竹田委員長

一つお聞きしたいのですけれども、いまの医療バスの件なのですけれど新井田副委員長

も、病院関係とかい離している部分もあるかも知れませんけれども、ちょっとわかってい
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る範囲での情報としてお聞きしたいのですけれども、 近、知内町で2台医療バスを運行

されているみたいなのですが、その件に関しては何か 「どういう考えを持っている」と、

かというのはどうなのでしょう。

中島課長。竹田委員長

当然、診療体制部分になってくると思いますので、私の部分ではあく中島保健福祉課長

までも町内の部分という考えだけで運行させていただいておりますので、その部分は相手

に回すわけではありませんが、病院の考え方になるのかなと。あと、町立以外にも大江先

生、光銭先生もございますので、各先生がたの考え方になるのかなと思いますのでご了承

願います。

福嶋委員。竹田委員長

まだ全部終わっていなくて、途中でいままでの部分で質問をしますけれども、福嶋委員

先般、14日の日、あなたもいきましたけれども、福祉の家で訪問介護についての研修会が

35、6名ですか参加しているのを見て、いろいろ町内の訪問介護を実施している機関が3件

あると。社協の状況を見ると随分民間のほうにいってしまって、採算が取れないと。今後

、 、 、の見通しはどうなのかという部分で 28日に中間発表があるようですけれども 各般から

今日までいろいろ聞きますと、ある体制に時間の体制に影響があるのではないかというふ

うに、民間は朝までではないけど、遅くまで9時、10時までやっているところがある。社

協は5時で終わると。そういう点では、そちらのほうへ移行しているのではないかという

話も出ていまして、いろいろ総合するとやはり受けている人は、やはり昼は社協、夜は民

間だというわけにはいかない。したがって、全面的にそちらへ移行するのは、普通の形で

はないかと思います。ですから、その辺の体制の今後の状況、民間も含めてありかたがど

ういう傾向にあるのか。やはり民間のほうは、いろいろ事務員を募集したり、やりきれな

いで加重になるということでやっている、片方は9名もいる。ところが採算が足りない、

当初予算で600万円足りない。来年どうなるかわかりません。今後の体制には。そういう

体制によく今後の検討してもらいたいということと、もう一つは、ピントが外れるかも知

れませんけど、ケアマネが去年、定年になった人がまた1年延長して、いまやっている状

況ですよね。やはり、過去に役場の職員でも国保のレセプト点検で、とくに特別の医療を

熟知している人がいなければ困るということで、2、3年延長した経緯がある。その時に、

町政懇談会の中で非常にクレームがついた経緯があって、その翌年から変わった経緯もあ

る。まさに、今回もその継続ではないかというふうに考えているわけです。やはり、この

間の研修会の中でも、ケアマネというのは町内に6人いるというのです 「6人のほかに民。

間にまだいるでしょう 」という中で、役場の正職員が定年後何年も特別に「ケアマネだ。

から、この人がいなければやっていけない」と、こういう状況にはなりません。そういう

点では、まだまだやりたい人もいるし、サービスの関係では、先ほど出た保健師の関係も

不足している関係はわかります。しかし、やはり定年になる前に、慣れるまでその補助的

な事務を計画してやるということは大事なことではないですか。したがって、来年もこの

かたを延長するのかどうか、そういう点では十分今後の対応に気をつけてもらいたい。こ

の間、実践発表をやって8時半までいろいろやりましたけれども、参加してきましたけれ

ども、非常にそれぞれの担当者が苦労しています。ですから、実際の12人の社協のヘルパ

ー9人、プラス事務局長を入れて12人、町内会入れて35、6名いたかな。ああいう発表を聞
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いて「なるほど」と私たちもあの授業を聞いて、とても大変だけれども、いまの状況を見

て今後の計画をきちんと立てていくべきだというふうに感じました。以上です。

中島課長。竹田委員長

2点ほどのご質問と解釈しております。社協のヘルパー事業につきま中島保健福祉課長

しては、私も担当課長でございますので、当然事務局長とも話をしている中で、社協では

ありますが、ヘルパー事業に関しては一事業でございますので、当然企業という考え方、

福祉ですがある程度運営する上では企業ということですので、やはり 「努力はしていた、

だかないと困ります ということでは話をしておりますので 体制の中でどのような 民。」 、 「

間に負けない」と言えばおかしいのですけれども 「民間に近づくような体制作り等を考、

えていただきたい」ということでは話はしております。ただ、採算が合わないから辞める

ということとなりますと、当然社協は、福祉、各町村に1か所ということになっておりま

すが、やはり福祉の立場からすると、赤字だからどうこうではなく 「まず努力はしてい、

ただかないと福祉の立場がなくなるのではないか」ということも、その辺も局長なり会長

さんとお話させていただいておりますので 「何とか経営安定化に努めてもらいたい」と、

いうことでは話をしております。

また、ケアマネージャーにつきましては、ご指摘は十分わかるのですが、多分個人名を

出すとあれなのですけれども、いま残っているかたに、組織の人事面の部分で 終的には

正職を置かないということで、何とか健全計画の中で臨時対応ということになりました。

その中で、ケアマネージャープラス看護師の資格も持っているということで、先ほども言

いましたように、推進で保健師が足りないだとかとなった場合に、当然、看護師の資格を

持っていますので、そういう部分で応援だとかケアマネ以外の部分でも、そういう組織全

体の部分で協力体制ということで、現在残っていただいていたという経過がございますの

で、何とぞご理解をお願いいたします。

ただ、いまのケアマネの関係、次年度以降、今後も健全化の中で継続すると竹田委員長

いう考えでいいのでしょうか。総務課長もいますので、総務課長。

ただいまの在宅介護支援事業所に必要とする資格職として、ケアマネージ大野総務課長

ャーが必要となります。介護保険法では、市町村がまず「在宅介護支援事業所を行いなさ

」 、 、 、い という規定がありまして これは市町村にあって 他の事業所がない場合については

高齢者のかたが介護保険法の適用を受けるためには申請をしなければなりませんので、そ

れの受け皿を、きちんと市町村が作りなさいということになっています。それで、資格職

のケアマネージャーと、保健師または看護師がセットで置かなければならないということ

になっていますので、この資格職を何とか継続して雇用していきたいというのが町の考え

方です。これは、職員で資格を持っているかたがいればいいですが、いなければ臨時職員

を採用するという考え方です。

一方で、町内に在宅介護支援事業所が2か所ほどあります。そこが介護プランを作る。

町内のここに出ています300人ほどの、うちの町で言えば介護認定を受けているかたがサ

ービスを使う時に、そのサービスをつくるケアマネージャーがいれば、民間にお願いする

のです。ただ、いま民間にはその受け皿がありませんので、町としては経営をしていかな

ければならないという状況にあります。そういった中で、一方で財政健全化に取り組んで

いるという中では、資格職である臨時のかたに勤めていただくというのは、これは経営の
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中での考え方ですので、そういう取り組みがいま行われているということです。将来は、

先ほども言いましたように、民間のほうで受け皿ができれば、民間のほうにお願いしてい

きたいという考え方は持っていますが、まだしばらく時間がかかると思いますので、現状

のかたが勤めができる状況であれば、継続することも考えております。

又地委員。竹田委員長

課長、社協にお願いしている23年度のヘルパー事業部分だけの決算の収支はど又地委員

うなのですか。それは、保健福祉課で掌握できないのですか。

中島課長。竹田委員長

すみません、ちょっと細かい数字がいまわからないのですけれども、中島保健福祉課長

当然、赤字というか「採算が取れない」と言ったらおかしいのですけれども、いままで社

協を利用していたかたが入院だとかそういう部分で、利用するかたが減った部分が収入で

減になったものですから、そういう部分で収入が減になったということで、経営がちょっ

とが苦しくなったという経過がございます。数字的な部分は、いま、はっきり出せないの

ですけれども赤字です。

又地委員。竹田委員長

ことしの春の5月頃だと思うのですが、各町内会長さんの会議の中でその話も又地委員

出たのです。そうしたら、ヘルパー事業では赤字でしたが、社協自体の全体の部分では、

そうでないという何か別におふれが回ったのです 「そうか、そうか」と聞いていたので。

すが、ただ、先ほど課長が言った「社協さんにはヘルパー事業に関しては努力をしてもら

う、民間に負けないように」と、こういう言い方をしていましたけれども、問題は民間の

かたと社協でやっている部分での、そのサービスの度合いというか、そういうものもあろ

うかと思うのですけれども、そうしたら社協でやっているこのヘルパー事業に関しては、

町としては何を提供してやっているのですか。ただ単に努力してもらうと、これは社協さ

んでやっている部分だけで努力すれば解除できることですか、ヘルパー事業の部分では。

あるいは、何かを資料として、保健福祉課のほうから、社協に対して何かを出してやっ

ているのか。これは簡単に「例えば、努力をしてもらわないと困る」と言っても、これは

大変です。人口はどんどんどんどん減っていっているし、高齢化率が高くなっているとは

言うものの、人口が減っているからなるのであって、ある意味では亡くなっていくのは、

高齢の人から順番ではないですけれどもそんな形になるわけです。ですから、この辺は社

協に何かを提供してやらなければ 「努力しろ、努力しろ」と言っても、あの人がたがど、

のような努力をするのか、そんなふうに私は感じます。ですから三浦君がやっていた時も

しかり、その辺は何かをやっているのですか。

中島課長。竹田委員長

ヘルパー事業に、どうこうということではないのですが、連動する中中島保健福祉課長

で、先ほども言いました声かけ訪問ですとか、移送サービスの部分での3人の人件費だと

か。ちょっと離れますが、社協の事務費、人件費を負担しているだとか、そういうことは

、 、「 」 、 、しておりますが ヘルパー事業に関しては 努力 と言ったらおかしいのですが 当然

私も健康管理センターと言いますか保険者の立場ですから 「頑張ってください」と言う、

のはちょっとまずかったのかも知れませんが、当然、ほかの事業所もありますので、当然

均等に対応しなければだめな部分もございますので、一応、行政の理事ということになっ
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ているものですから、その立場上で「頑張って、当然民間に近づくような経営なり努力を

」 、 。してもらいたい ということで 局長なり会長さんと話をしていたという事でございます

資料がまいりましたので、資料の説明をお願いしたいと思います。竹田委員長

中島課長。

大変申し訳ありませんでした。中島保健福祉課長

では、13ページと14ページの決算見込みということで、ご説明をしたいと思います。

大まかに説明をさせていただきます。

介護保険料につきましては、現年度分予算額が8,791万円のところ、4,333万6,000円。

過年度分につきましては、34万円のところ16万3,000円の収入となっております。

分担金及び負担金につきましては、1,813万4,000円のところ、1,315万円の実績となっ

ております。

国庫支出金につきましては、予算額が1億6,239万5,000円のところ、8,302万4,000円の

実績となっております。

支払基金交付金につきましては、1億7,023万7,000円のところ、7,630万7,000円の実績

となっております。

道支出金につきましては、1億145万7,000円のところ、5,570万6,000円の実績となって

おります。

繰入金関係につきましては、1億950万8,000円のところ、7,000万円となっております。

繰越金につきましては、1,031万9,000円。合計予算額が、6億6,036万7,000円というこ

とで、実績は3億5,201万8,000円となっております。

続きまして、歳出のほうをご説明したいと思います。

14ページのほうをお願いいたします。

総務費につきましては、予算額が4,344万5,000円のところ、1,824万6,000円の実績とな

っております。

保険給付費につきましては、5億7,863万8,000円のところ、2億4,355万6,000円となって

おります。

地域支援事業費につきましては、予算額2,622万3,000円のところ、953万3,000円となっ

ております。

、 、 。予備費関係につきましては 1,185万8,000円のところ いま現在ゼロとなっております

合計が6億6,036万7,000円、支出が2億7,133万7,000円ということの現在の実績となってお

ります。

以上でございます。

ただいま、介護保険の決算見込み等について、説明をいただきました。竹田委員長

これより質疑を受けます。

課長、14ページの資料で、前段11ページの資料で、17万3,000円がひと月費用が増えて

いるという部分で、この給付費が決算見込みでは予算と同額なのですけれども、これは大

丈夫という認識をしていいのですか。

高橋主査。

この資料は、あくまでも6か月の平均を基に1年間の推計を出しております。高橋主査

それで、きのう一番 新の数字が来まして、それで給付費は300万円ほど、ちょっとこ
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の資料は間に合わなかったのですけれども、全体の給付費として300万円ほど、これから

、 、いくと9月分になりますが落ち込んでおりますので 毎月どうしても変動がありますので

認定者数だとか変わったり、サービスの受ける度合いによっても変わって来ますので、そ

ういうことからいけば、1か月300万円ほど9月で落ちていますので、ある程度予算の範ち

ゅうの中では、給付費は賄えるのではないかというふうに思っております。

それで、ちょっと補足で説明させていただきますが、14ページの23年度の予算額に対し

て決算額1,031万9,000円ということで、これが繰越額ということになっておりますが、実

際の繰越額につきましては、24年度に9月で定例会で補正をさせていただきましたが、23

年度の給付費に対する精算が24年度にありまして、それがだいたい500万円くらい国や道

のほうから再交付ということで入って来ておりまして、実質上の繰り越しとなると1,500

万円くらいが24年度に繰り越しているということです。それで、今回の5期の計画では、

いまだいたい1,500万円くらい繰越額があるというお話をさせていただきましたが、5期の

計画では、だいたいその繰越額を1,500万円ほど取り崩しというか、だいたい平均でいく

と500万円ずつ繰越額が少なくなっていく見込みで立てておりますので、そういうことか

らいくと、ある程度計画に見合った形で、いまのところ1年目ですが推移するようなこと

では考えております。

ほかにございませんか。竹田委員長

ないようですので、以上で終わりたいと思います。

保健福祉課の皆さん大変ご苦労さまでした。

昼食のため、暫時、休憩をいたします。

休憩11:55

再開12:59

町民税務課(2)

①税の収納状況について

それでは、休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

町民税務課の皆さん、大変ご苦労様です。

さっそく、1番目の税の収納状況について、資料等が出されておりますので説明を求め

ます。大瀬課長。

本日はご苦労様です。大瀬町民税務課長

本日の説明員をご紹介させていただきます。

税務グループの田畑主査です。住民グループの田中主幹でございます。よろしくお願い

いたします。

それでは、今年度上半期の町税収納状況及び収納対策等について、ご説明をさせていた

だきます。

資料につきましては、1ページから3ページとなってございます。

1ページをお開き願いたいと思います。

前年度からの継続対策を含んでいる資料となっております。

1番目、財産調査差押実施状況により説明させていただきます。
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①所得税還付金の差押えですが、55件、114万646円となっております。

内訳でございますけれども、町道民税が45万979円、固定資産税が6万7,370円、国保税

が62万2,297円となっております。

②自動車税還付金差押えですが、4件、8万9,500円となっております。

③預貯金調査は72件で、差押えは11月から随時実施予定です。

④給与調査は10社で、差押えは回答のあった事業所から随時実施をする予定です。

⑤診療報酬調査は12件です。国保・後期・社会保険の機関に4診療施設の報酬内容を、

これは金額でございますけれども、照会をしてございます。

⑥生命保険加入状況調査は1件ですが、これからも随時調査をする予定です。

⑦番目、移転補償金の差押えでございます。これは委任払いで、ただいまのところ2件

の予定をしておりまして、契約締結後、随時実施をしていく予定となってございます。

2番目、国保税滞納世帯への資格証明書及び短期資格者証交付状況でございます。

平成24年度短期資格者証の交付世帯は77世帯、資格者証明書発行は3世帯となってござ

います。平成23年度は、短期が70世帯、資格が6世帯となっており、より多くの納付また

折衝機会を確保するために、有効期間を3か月から2か月、または1か月に短縮している状

況でございます。

3、その他の催告業務。 督促状発付のほか、催告書は個々の状況。これは折衝だとか、

履行実績に応じて随時発行をしてございます。北海道との共同催告書を発付しており、今

年度は86件、昨年は123件です。

今後、催告書に「滞納整理機構移管による動産差押等」を示唆する表現を盛り込むなど

より効果的な催告書の活用を図るとともに、滞納者別に訪問日を定めて定期催告や各税目

担当ごとに随時催告をしてございます。

4番、町税等収納対策推進本部の活用状況でございますけれども、町税等収納対策本部

については、毎年本部員、これは役場管理職及び主幹・主査級でございますけれども、20

人で電話催告等を実施してきておりますけれども、納税折衝に制限があるということは、

個人情報の保護、または税務吏員でないために、詳細なことについて深く追求できないと

いうことも合わせましての催告等がありまして、効果が年々薄れてきているということも

あります。平成23年度は実施を見合わせておりますし、現在は、税及び各種公金の担当者

間で滞納者情報を共有し、同じ案件には該当する担当同士で対応を協議のうえ、共同で折

衝するなど、より実務に沿った形で収納対策本部の活用を図ってまいりたいというふうに

考えてございます。

続きまして、2ページをお開きいただきたいと思います。

5の渡島・檜山地方税滞納整理機構の状況です。

移管・収納状況、平成24年度収納金額は10月分受領分、これは9月末までとなってござ

いますけれども、下記のようになります。

平成24年度移管は10人、22税目、単位は円となっております。町道民税が移管件数10件、

移管金額が576万8,372円、収納金額が164万6,862円、収納率は28.5％。固定資産税、移管件

数は3件、移管金額は36万4,818円、収納金額は8万9,000円、収納率は24.4％。軽自動車税、

、 、 。 、 、移管件数は7件 移管金額は3万8,300円 収納金額はございません 国保税 移管件数は7件

移管金額が639万2,696円、収納金額は212万3,248円、収納率は33.2％となってございます。
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合計で22件、移管金額1,256万4,186円、収納金額は385万9,110円で、収納率は30.7％となっ

てございます。

右の表、昨年度の状況でございます。

平成23年度は10人、19税目でございます。

町道民税10件、移管金額が692万8,693円、収納金額が402万9,396円、収納率は58.2％。

固定資産税は4件、75万1,121円、収納金額は45万7,203円、収納率は60.9％。軽自動車税

、 、 。 、 、移管件数1件 移管金額は1万1,400円 収納金額はございません 国保税 移管件数は4件

移管金額は287万8,618円、収納金額は93万6,667円、収納率は32.5％。全体ですけれども

移管件数は19件、移管金額は1,056万9,832円、収納金額は542万3,266円で、51.3％の収納

率となってございます。

移管件数につきましては、複数税目滞納がある場合には、それぞれに計上してございま

す。滞納整理機構負担金、24年度は152万6,000円、これは均等割が20万円、件数割が10万

7,000掛ける10名、実績割が25万6,000円となってございます。

収納金額には督促手数料が含まれており、過年度精算還付金は算入しておりません。

続きまして、3ページをお開きいただきたいと思います。

町税等収納率、前年10月末対比の表となってございます。

町道民税、収納額が6,782万9,486円、前年度比較ですが、98万851円増で、収納率が0.1

4％増となってございます。

滞納繰越分でございますけれども、280万8,047円で前年度対比47万5,292円、収納率1.1

8％の増となってございます。

、 、 、 。法人町民税 収納額2,798万6,200円 前年度比較127万6,000円の増 収納率も0.7％増

滞納繰越分でございますけれども、23万5,100円で前年度比較は11万8,100円、収納率5.88

％の増となってございます。

固定資産税ですが、収納額が1億4,536万3,880円、前年度比較947万4,120円の減、収納

率が0.04％増となってございます。固定資産税97万8,857円で前年度比較が21万864円、収

納率1.04％減となってございます。

国有資産交付金512万3,200円、収納率は100％、軽自動車税、収納額746万3,700円、収

納額3万1,810円の増、収納率は1.49％の増となってございます。

滞納繰越分68,200円、前年度比較が3万5,570円、収納率で3.22％の減となってございま

す。たばこ税、収納額3,773万5,136円、収納率は100％、入湯税、38万9,100円、収納率10

0％となってございます。

説明は以上でございます。審議よろしくお願いいたします。

説明が終わりました。これより、質疑をお受けいたします。竹田委員長

質疑ございませんか。福嶋委員。

1ページの上から②、自動車税還付金差押え4件8万9500円。これは①と連動す福嶋委員

、 。 、る感じですけど 町で自動車税の還付金というのはどういうものなのですか 軽自動車税

これがゼロになって②に8万9,500円、4件差押えこれは何の車を差押えて、競売して売っ

ているのですか。意味がわかりません。

田畑主査。竹田委員長

先ほどのお尋ねですが、こちらの自動車税還付金につきましては、北海道のほ田畑主査
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うで納める道税の自動車税のこちら還付が発生しました際に情報提供いただきまして、こ

ちらの還付金のほうを差押えるという処分になってございます。

それでは、2ページの滞納整理機構のこの表なのですけれども、ここの移管竹田委員長

件数が入っているのですけれども、収納金額があって、例えばここの収納金額のところに

も、その件数がもしわかれば入れて、今回は昨年と同じ作りですけれども、今後、例えば

町道民税10件を移管して、その内、部分的な分納というか徴収なのか。その内、例えば5

件は完納したのかという部分がわかるようなこの表にしていただきたいなと、これは要望

です。それと、この2ページの滞納整理機構に対する負担金の部分の実績割、これは、例

えば前年実績の実績割ということで、23年と24年のこの負担金の額が逆にひっくり返って

、 。いるのかなという気がするのですけれども その辺の説明をしていただければと思います

田畑主査。

お尋ねの、こちらの滞納整理機構移管件数に対します完納者につきましては、田畑主査

。 、 、現在のところすでに1名完納されてございます 税目につきましては それぞれ町道民税

国民健康保険税、こちらのほうで合計しまして、おおよそ130万円弱ありましたが、こち

らについてはすでに完納しておりまして、残り9名につきましては、現在も継続して分納

中ということになっております。

また、先ほどお尋ねの滞納整理機構負担金の実績割につきましては、こちらは前々年度

。 、のこちら移管金額に対して収納金額を基に算定しております 算定の内容につきましては

こちらの移管金額に対します収納額の割合によりまして、こちら実績割ということで算出

しております。

又地委員。竹田委員長

実績割に何パーセント掛けているのですか。又地委員

わかりますか。すぐ出なければあとでそれを。竹田委員長

福嶋委員。

いま2ページの件で、滞納機構で今年度の9月末までの、前年度に対することし福嶋委員

は30.7％いま入っていると、前年度は51.3％だと。半年でこれを見ると去年より入ってい

るのかどうか。ただ、あと半年、6か月あるわけですからその分で30％入っているけれど

も、見込みとしてもう大半は収納したのは、あと去年より下回るのかどうか。いまの見通

しで、どういう経過をたどっているのか、その経緯をちょっと教えてください。

田畑主査。竹田委員長

いま現在の滞納整理機構の収納の、平成24年度の見通しということですが、こ田畑主査

ちらにつきましては、いま現在おおよそひと月37万円程度の収納というのがまず見込まれ

ておりまして、今後さらに財産調査ですとか、交渉、納税折衝によりまして、額の増とい

うのをそれぞれ含んだ中で現在も調査中でありますので、少なくても前年実績に達するの

ではないかというような見込みを立てております。

又地委員。竹田委員長

率はいつ出てくるのですか。又地委員

率はまだわかりませんか。すぐわかりませんか。竹田委員長

暫時、休憩をいたします。
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休憩13:18

再開13:26

休憩を解き、会議を再開いたします。説明を求めます。竹田委員長

田畑主査。

大変申し訳ありません。お尋ねの徴収実績割の率でありますが、これにつきま田畑主査

しては、こちら23年度、24年度の負担金の一覧額でご確認いただけるとおり、前々年度の

徴収実績に対しまして5％を実績割ということで計上しておりますのでよろしくお願いし

ます。

説明が終わりました。ほかにございませんか。竹田委員長

平野委員。

滞納整理機構にこのように委託することによりまして、金額的にも件数は昨年平野委員

と比べて10人で変わりありませんが、金額が増えてその分の回収率も上がっているという

ことで、それが反映されて滞納繰越分の収納率が上がっていると思います。

それに伴って、先日の決算委員会で町長さんが滞納整理機構の効果が、この分の金額に

とどまらず現年度分にも機構にいくのではないかということで、現年度分の滞納にも反映

されているというような言葉があったと思うのですけれども、それにしては、全体的に前

年度分の滞納の比率が増えているように感じるのですけれども、その部分についての分析

といいますか、今後の対策については何か練っているのでしょうか。

田畑主査。竹田委員長

先ほどお尋ねの件につきましては、まず、滞納整理機構に移管するものの対象田畑主査

ということになりますと、こちらにつきましては、毎年、年度初めの4月に、こちらのほ

うを滞納整理機構に移管する形になりますので、原則的に現年分というのは移管には含ま

、 、 、れていないというのが実態でありまして こちらのほうは結局 現年度分につきましては

当然、それぞれの各税に納期限が定められておりますので、そちらの納期限を過ぎない限

りは滞納とならないというような関係もありまして、こちらにつきましては、過年度分の

滞納額についての移管ということでご理解いただければというように思います。

現年分の滞納につきましては、こちらの税務グループにいたしましても、現年度分とい

うのが滞納になりますと、当然、滞納額がどんどん加算されていきますし、滞納者自体が

増えていくような現状で、こちらについては現年度分をまず納めていただくというのを、

こちらのほうの税務グループとして重点的に対応させていただいているというようなとこ

ろであります。

平野委員、そういうことではないでしょう。竹田委員長

平野委員。

簡単に言いますと、滞納整理機構に委託している部分で、成果が上がっている平野委員

というのは十分にわかります。それが、反映されてこの右の表に滞納繰越分は前年度より

数字が良くなっていますね。それは、前回の決算委員会でも町長がおっしゃった、この機

構に委託している部分については「効果がどんどん上がっているよ」という言葉に表れて

いると思います。それに乗じて、現年度分もこの機構に依頼された人、あるいはその話を

聞いた人たちの話で 「あそこに依頼される前に払おう」という意識の向上があって反映、
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されているという話があったにもかかわらず、昨年と比べても収納率が下がっているとい

う現状について、いまの答弁では「現年度分を納めてもらうことにしている」とおっしゃ

いましたが、実際には下がっているというのが現状です。なので、それに対しての分析と

あわせて対策をどのように考えて行っているのかということをお伺いしましたけれども。

大瀬課長。竹田委員長

3ページの左の表はプラスになっているのです。トータルでマイナス大瀬町民税務課長

ですけれども、各部門別に見ているとプラスのほうが多いのです、実際には。ですから、

特定の部分の中でマイナスというのは、 終的にはマイナスですけれども、部門別に見る

とプラスの表になっているので、いまの部分というのは過年度分に充当していて、現年度

分にも相乗効果があるかというふうなご意見だと思いますけれども、なかなか過年度分と

現年度分と合わせて払うということになると、保険税が50万円あると100万円払わなけれ

ばならないとなりますので、その辺はちょっと厳しいのです。先ほど、田畑主査のほうか

ら、1件だけは完納されたということなのですけれども、あとの分については、そういう

誠意を見せて分納しているというふうなわけで、分納している場合には古いほうから入れ

させていただいて、現年度分については、少し順位を下げるような納税の仕方をさせてい

ただいているというのが現状なのです。いまのこの分でいきますと、そういうような形で

なっているということでご理解いただけますでしょうか。

平野委員、よろしいですか。竹田委員長

又地委員。

処理件数割の単価が下がったのですね。10万8,200円から、10万7,000円になっ又地委員

たのですね。こういうのは、どこでどうやって決めるのですか。この下がった理由は何で

すか。

大瀬課長。竹田委員長

滞納整理機構の全体の運営費の中で、このいまの処理件数割も変わる大瀬町民税務課長

ということで、だいたい2年か3年で滞納整理機構の事務のかたも変わるものですから、そ

の分母が少なくなると、この部分が少なくなるというようなことで運営しているというこ

とです。

暫時、休憩をいたします。竹田委員長

休憩13:35

再開13:39

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

1ページの町税等収納対策推進本部の活用状況、前年度と若干コメントが違うようであ

ります。今年度から「共同折衝するなどによって、実務に沿った形で収納対策本部の活用

を図っていく 。何かこれで効果が出るのかなという気がしますし、今後、この対策本部」

のありかたを含めた部分の詰めが必要なのかなと、これで本当に収納対策本部としての効

果が上がるのだろうかという、そういう気が単純にするものですから、その辺、今後のこ

ういう形の中で自然消滅するような形かなというふうにも見えるのですけれども、その辺

について、もし考えがあればお答え願います。
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田畑主査。

収納対策本部の運営につきましては、こちらに記載のとおり毎年、本部員20名田畑主査

によりまして電話催告を実施しておりましたが、こちらにつきましては、やはり税に関し

ましては町税吏員でなければ持ち得ない権利、地方税で定められてございますけれども、

質問検査権ですとか、納税折衝で町税吏員が得た情報を外部にもらさないような守秘義務

というものが課せられておりますので、こちらの制限した中での本部員の電話催告につき

ましては、やはりどうしても納付のお願いになってしまいまして、設立当初ですとかは効

果があったのですが、やはり年々効果が薄れて来ているような実態がございましたので、

こちら、下に書かせていただいているように、今後につきましては、税と公金の担当間で

滞納者情報というのを、誰が何を滞納しているかというような情報を共有した中で、具体

的に申しますと、例えば一番上の1の財産調査差押実施状況の⑦移転補償金差押えの部分

でありますが、こちらの2件予定している中の1件につきましては、実際に下水道の受益者

負担金ですとか、そういったものも同様に滞納しておりますので、こういった中につきま

、 、 、しては 共同でこちらの滞納者に対しまして 折衝ですとかそういったものを行いながら

この委任払い自体は、税法に定められている差押えではありませんので、そういった中で

共同で、そういった下水道、あとは税ですとか、そういった公金を含めて委任払いを受け

てもらうような形を取るですとか、あとはそれぞれ差押え納税折衝ですとか行っていく中

で、税は税法、その他公金は当然それに伴う法律にしたがって処分をしなければいけない

という部分もありますので、そちらにつきましては、やはりそういった担当ですとか、そ

ういった中でどうしてもやるしかないという部分もありますので、そういった情報を共有

しつつ同じ滞納者につきましては、要するに税の担当者が行って、また別の日に下水道の

担当者が行って、別な日に水道の担当者が折衝するようなことをするよりも一度にそうい

った折衝を行ったほうが、当然滞納者につきましても、納める今後の納付の対応につきま

しても話が進むだろうというのもありまして、そういった中での活用というのを図ってい

きたいというようなことで載せております。

いろいろ税については、税の徴税吏員でなければだめだとか、守秘義務等の竹田委員長

要件もあるということですけれども、そうすると、この収納対策本部でなくても当然例え

ば課の連携を、当然いままでも図っていますよね。例えば、水道、住宅含めた部分で、で

すからそうすると、今後収納対策推進本部をどうするのかという、このまま存続させてこ

ういう形の公金等の情報の共有をして、収納を高めるという部分に努力するのだというこ

となのか、何かこう理解できるようなできないような気がするのです。昨年の資料を見る

と、収納対策本部の電話等の催告実績効果というのを百何十万上がっていると。きちんと

金額まで効果額も出ているのですけれども、ことしはそういう数字も出ていないし、これ

でいいのかという気がするものですから、その辺、担当課長、今後のこの収納対策本部含

めた考えは。

そのいまのリンクして、情報の共有というのはあるのですけれども、大瀬町民税務課長

いま現在、町民税務課と建設水道課の分については、住民票照会をしていません。個人情

報の関係でしていません。必ず 「何々の情報について調べたい」ということで各課長同、

士の依頼をして初めて見せるというような形です。

ですから、町民税務課の戸籍の住民票を他の課の職員が閲覧をするということはできな
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いです。ですから、税金、いまの田畑主査が説明したように、税金の税務吏員、税金の内

訳だとか、そういうものについても税務の職員以外は見れないということです。やはり、

個人情報というのがございますので、滞納されているかたの中身を全部共有するというの

も町全体としての考え方とすればそれは「正」なのかも知れませんけれども、 近の個人

情報の関係になりますと、そこをしたほうが逆に罰せられるということになります。です

から、いま私もどちらかと言えば4月に町民税務課に来た時点では 「税の収納対策本部に、

ついては、従前どおり進めていったほうがいいのではないか」ということも、担当主査と

も話をしたのですが、では、お宅のほうで具体的に税目について、こうこうということに

なると、知識のあるかたであれば「なぜ、あなたたちはそういうことを知っているのです

か」と逆に返されることがあります。それが、返された場合には、その状況をどこから持

ってきたということになりますと、うちのほうが違法な行為をしているとなってしまいま

すので、そこはものすごく見極めが厳しいところになります。ですから、税務グループの

中で情報共有する、例えば固定資産の資産状況を見るとかということも、私が4月に来て

、 。からは担当以外の人間については 触らせないようにということで指導はしてございます

前に、建設水道課にいた時に、水道料を滞納してるかたが同じ地区内での移動があった

時に ちょっとトラブルになったことがあります その時に 水道課のほうはいろいろ 町、 。 、 「

民税務課のほうの戸籍の住民票のほうとは共有していません」ということだったのですけ

れども 「役場の人間ですから、そのくらいわかるだろう」ということになりまして 「実、 、

際には届け出主義なのでこれはわかりません」と。たまたま水道メーター検針をする人が

同じだということで、このようなことになっていたのですけれども 「 終的にこういう、

トラブルになりました」ということになったら 「では、私のほうから言うので住所をそ、

ちらのほうに変えてください」ということもあったのです。とかく、いまは児童手当です

とかいろいろなものがあった場合に税の証明が必要になりますけれども、ご本人以外の場

合には、必ず「税の情報を閲覧してもよい」というデーターの部分で同意に印をいただい

てからやるようにしていますので、ちょっと私たちもその部分、歯がゆい部分があるので

すが、その辺も含めて再度検討していきたいとは思っていました。ですから、滞納されて

いるかたについてはこうですよと。そのかたについては 「いままでどおり税金のほうは、

納期のほうにお願いします」というアバウトな感じで、そういうような納税に対する。そ

ういう声かけだとかそういうことはできるかも知れませんけれど、詳細についてそういう

ことがあれば、なかなかこれからうまくいかないという気がしていました。その部分につ

いては、もう少し時間をいただいて検討させていただきたいというふうに思います。

このことについては、十分検討の余地があるのかなという、ただ、我々の知竹田委員長

っている部分では、この収納対策本部の打ち合わせの時に税の細かい細目は別にして、税

の滞納、水道、住宅使用料だとかの部分を重ねた部分で、例えば滞納額、個々の名前は伏

せて例えば合計でどのくらいの額になるという、今度、そういう情報の共有もできないと

いう、そういう捉えかたをしていいのですね。それが、もしできないのであればこの収納

対策推進本部を本当にどうすればいいのかという議論になってしまうのかなと。

又地委員。

1ページの一番下のほうに同じ案件とあるのですけれども、これは例えば水道又地委員

使用料、住宅、税。これは例えば、担当者同士が使用料は建設水道課、それから税のほう
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はあなたがたのほうです。この人がたが3人集まってどうのこうのはできないのですか。

個人情報からいけば、基本的には。いままでは議会も、各課の横の連携をしながら対応し

たほうがいいのではないかという時期もあったし、グループ制を導入したと。ということ

は課税と納税、課税のほう、それから税を徴収するほうというふうに分けてきてグループ

制にした。そうすると、これからは管理職及び主幹・主査級20人とこうあるのですけれど

も、例えば税なり使用料に携わっている職員でないと、この収納対策推進本部には入れな

いということですか。何かいろいろ話を聞いていると制限されるのですね。例えば、収納

対策推進本部そのものに入るためには、税務課員とかあるいは建設水道課の使用料を徴収

する係の人でないとではだめになるのですか。その辺はどうなのですか、総務課長。

いま担当のほうからは、個人情報が云々で、例えば使用料の部分と税の部分で一緒にな

って、担当同士で対応・協議の共同で折衝すると。共同で折衝しに行った。そうしたら水

道使用料に関して 「なぜあなたはわかっているのですか」とか、あるいは一緒にいって、

「税金を納めてくれないでしょうか」と。そして、使用料のほうの担当者も一緒にいった

、「 」 、ら なぜあなたがたがわかっているのですか ということになれば個人情報の漏洩とか

そういう問題も何か膨れてくるような感じを受けながら聞いていたのですけれども、その

辺はどうなのですか。

総務課長。竹田委員長

ただいまのご質問というか意見も含めていただきましたけれども、まず収大野総務課長

納対策本部では税と使用料の徴収について、総員といいますか、行政あげて取り組もうと

いうことで、これまで行って来ているわけです。その中で税法ですとか国税徴収法、ある

いは地方税法いろいろ変わって来ている中で、いま大瀬課長が言っていた分については、

税の収納ということになると強制執行権を持った徴収ですので、それを持っていない職員

が当たるということは、これはそこまでの権限を持っていませんから町税吏員証を渡さな

い限りは、そういったところに踏み込むわけにはいかないです。そこで、いままでやって

いたのは、税の担当職員と管理職あるいは他の部署の使用料等の担当者が、一緒に税の職

員と個別訪問したというのが 初の頃の取り扱いでした。それでいまは、電話催告という

ことで、年末あるいは年度末に電話をして 「税のほうの収納が遅れているようですけれ、

ど、いついつ支払っていただけますか」という折衝する。ここまでは、町税吏員証を持っ

ていなくてもやれるという解釈で収納対策本部で進めてまいりました。ですから、私が担

当といま違う見解を持っているのですけれども、これはやれると思ってございます。収納

対策本部で電話催告はできるものというふうに思っています。ただ、そこを曖昧な状態だ

というふうに言われれば、そういう相手から「あなたは何の権限を持って電話しているの

ですか」ということになれば、それに対抗するためには町税吏員証を出せばいいのかなと

いうふうに思っています。そういうことが必要であれば、吏員証を出すのはそんなに面倒

な話ではありませんので、ある自治体では、これは極端な例ですけれども、全職員に町税

吏員証を渡している自治体もあります。それで収納率を上げていっている自治体もござい

ますので、そういうことも含めて、申し訳ないのですけれども、これから内部での検討を

もう少ししていかないと、きょうは統一にした見解で話ができていないと思いますので、

少し時間をいただければというふうに思います。

又地委員。竹田委員長
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いま、総務課長からそういう話もありましたし、あるいは例えばずっと財産調又地委員

査、差し押さえ実施状況を見ると、1月から随時実施予定等々の所もあるわけです。それ

で、この件に関しては、もう1回事務調査をやると。そして、いま総務課長が言った宿題

的なものに関しては、それまでに多分年明けになるのか、その辺りまで統一見解を出して

もらうというようにして、宿題を出しておくということにしたらいいと思います。

総務課長。竹田委員長

お尋ねにはなかったのですけれども、現金を徴収できるということでは、大野総務課長

、 、この収納対策本部に参加している職員については 現金取扱員の発令をしておりますので

収納はできるようにはなっております。

この部分の内部検討の結果については、後日また、ある程度整理ができた段竹田委員長

階でまた説明をお願いしたいとこのように思います。税の関係はよろしいですか。

（ はい」と呼ぶ声あり）「

②国民健康保険事業の現状について

次に移らせていただきます。竹田委員長

国民健康保険事業の現状について、説明をお願いしたいと思います。

大瀬課長。

国民健康保険事業の現状についてということで、ご説明をさせていた大瀬町民税務課長

だきますきます。

資料は、1ページから6ページとなっております。よろしいでしょうか。

説明のほうですけれども、資料の青塗りの部分を主にして説明をさせていただきますの

で、よろしくお願いいたします。

平成24年度10月末で木古内町の世帯数は2,425世帯、人口4,972人で、国保世帯数は958

世帯、被保険者数1,616人、うち前期高齢者は644人、退職者は71人、後期高齢者医療被保

険者は1,145人となってございます。

重度医療受給者総数は144人で、内訳としまして重度障がい者は44人、障がい老人が100

人となっております。ひとり親受給者総数が138人、内訳で母子家庭の母が50人、母子家

庭の子供が76人、父子家庭の父5名、父子の子供が7名となってございます。

乳幼児受給者総数は325名、ゼロ歳児は21名、1歳から5歳児が84名、6歳児が11名、小学

生129名、中学生80名となってございます。

続きまして、2ページをお開きいただきたいと思います。

国民健康保険財政調整交付金及び一般会計繰入金の内訳の予測でございます。

左上の財政調整交付金表、国庫支出金より説明させていただきます。普通調整交付金3,

043万5,000円、前年度比較2,211万円減となってございます。特別調整交付金、療養担当

手当分が40万円、直営診療施設分が400万円、保健事業分800万円、合わせまして1,240万

円前年度比較としましては459万6,000円減で合計で4,283万5,000円となってございます。

この少なくなっている原因は、コンピューターシステムの改修費の減ということでござ

います。

、 、 。 、財政調整交付金 道支出金 これは右の表になります 普通調整交付金3,719万4,000円

前年度比較1,144万6,000円の増、療養担当手当2万7,000円で前年度と変わらず、医療費適
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正化等の事業実績89万8,000円、前年度比較136万円の減、内訳でございますけれども、イ

ンフルエンザ予防接種15万7,000円で前年度比較5万3,000円の増、保健医療費多額37万3,0

、 、 、 、00円 前年度比較6万2,000円の増 医療費通知21万8,000円 前年度比較4万7,000円の減

収納率向上対策事業15万円は前年度と変わりございません。

続いて、医療費適正化等の成績評価20万円は前年度と変わりございません。これはレセ

プト点検20万円でございます。特別調整交付金合計で112万5,000円、合計3,831万9,000円

となってございます。全体を通して交付金が少なくなってございますが、これはあくまで

も予算の範囲内での交付金数値となってございますので、今後、数値等については変わる

予定でございます。

下段の表、繰入金の内訳です。保険基盤安定繰入金3,380万7,000円、前年度比較90万1,

、 、 、000円の増 一般会計繰入金の人件費分2,542万6,000円で 前年度比較233万1,000円の増

運営協議会委員報酬は2万7,000円で前年度と変わりございません。出産育児一時金140万

円、前年度比較22万3,000円の増、財政安定化支援事業費分1,148万4,000円、前年度比較1

34万2,000円の減、健康管理センター分が1,743万2,000円で前年度比較30万9,000円の増と

なってございます。

続きまして、3ページをお開きいただきたいと思います。

保険事業実施状況でございます。

平成23年度事業、1番 健康家庭表彰19万円支出してございます。

3年間の無受診家庭が12世帯で記念品1万円の12世帯分、12万円、5年間無受診家庭、1世

帯、記念品2万円で2万円となってございます。7年間無受診家庭が1世帯、記念品5万円で5

万円となっててございます。

2番目、インフルエンザワクチンの接種でございます。19万6,875円の支出です。インフ

ルエンザワクチン1本が1,575円、125本使用してございます。接種者は264人です。

3番、パークゴルフ大会は8月28日に開催し、費用は7万4,286円となってございます。

参加人数は53人で国保・後期の被保険者は40人の参加でした。

4番、高齢者スポーツ大会は6月27日開催し、113人の参加をいただいております。

開催による費用は7万8,000円でした。

5番、脳ドック検査は91人が受診され77万3,500円委託料とて支出してございます。1件

当たり8,500円となってございます。

6番、特定検診314人が受診され、検診料・委託料は338万5,665円です。

7番、節目検診、17人が受診されております。検診料は5万4,300円です。

24年度実施をしました事業です。

、 、 。1番 パークゴルフ大会は8月26日に開催され 開催費用は7万8,000円となっております

参加人数は53人、国保・後期被保険者は31人の参加でした。

2番、高齢者スポーツ大会には6月29日開催し、103人の参加をいただいております。 開

催にかかりました費用は7万8,000円です。

3番、脳ドック検査は97人が受診され、82万4,500円の検診料を支出してございます。

続きまして、4ページをお開きいただきたいと思います。

平成23年・24年度、国民健康保険月別負担額比較表で、11月までは実績で、以降は推計

で表記してございます。
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療養給付費全体で、前年度比較で1,700万円ほど多い4億6,014万9,753円です。療養費全

体で約92万円多い628万1,758円となっております。高額療養費は、全体で昨年度より45万

円少ない5,377万6,415円、合計では前年度比較で約1,700万円多い5億2,020万7,926円と推

計をしてございます。

出産育児一時金は前年度より1件多い252万円、葬祭費は3件少ない21万円と推計してお

ります。

続きまして、5ページをお開きいただきたいと思います。

平成24年度10月末現在の歳入でございます。

保険税、一般被保険者分です。予算額1億4,261万4,000円、決算見込額は1億3,990万4,0

00円で、前年度と比較しまして256万2,000円の増です。

退職被保険者、予算額は1,174万3,000円、決算見込額1,150万7,000円。前年度と比較し

まして177万円の増、使用料は前年度より2万円増の10万円、国庫支出金、予算額1億7,344

万5,000円、決算見込額1億7,923万3,000円、前年度比較5,418万9,000円の減。療養給付費

交付金、予算額2,355万3,000円、決算見込額1,566万1,000円、前年度比較1,879万7,000円

の減。前期高齢者交付金、予算額1億8,501万6,000円、決算見込額1億8,501万6,000円、前

年度の比較は2,806万7,000円の増。道支出金、予算額4,457万6,000円、決算見込額4,244

万4,000円、前年度比較933万2,000円の増。共同事業交付金、予算額7,885万1,000円、決

、 。 、 、算見込額は8,163万7,000円 前年度比は1,504万円の減 繰入金 予算額9,041万8,000円

決算見込額は9,041万8,000円、前年度比は326万4,000円の増。繰越金、予算額は1億2,754

万9,000円、決算見込額1億2,754万9,000円、前年度比較は636万4,000円の増。その他の収

入、予算額106万2,000円、決算見込額106万2,000円で、前年度比較78万7,000円の増。合

計、予算額8億7,892万7,000円、決算見込額8億7,453万1,000円、3,586万円の減となって

ございます。

続きまして、6ページをお開きいただきたいと思います。

平成24年10月末現在の歳出です。

総務費、予算額3,247万1,000円、決算見込額3,100万円で前年度と比較しまして32万9,0

00円の減というふうになってございます。

保険給付費、一般被保険者分ですが、予算額4億9,831万1,000円、決算見込額4億9,511

万7,000円で前年度と比較しまして2,297万5,000円の増。保険給付費、退職被保険者分で

す、予算額3,058万3,000円、決算見込額は2,517万2,000円で前年度比較561万円の減。そ

の他の給付予算額381万円、決算見込額273万円、前年度対比33万円の増。審査支払手数料

予算額は123万5,000円、決算見込額も123万5,000円で同額です。

保険給付費合計、予算額5億3,393万9,000円、決算見込額5億2,425万4,000円で前年度比

較1,778万6,000円の増となってございます。

後期高齢者支援金等、予算額8,086万6,000円、決算見込額8,090万3,000円で前年度比較

463万8,000円の増となってございます。

前期高齢者納付金等、予算額9万2,000円、決算見込額9万2,000円同額で、前年度比較は

13万6,000円の減。老人保健拠出金、予算額5,000円、決算見込額5,000円、同額でござい

ます。前年度比較では13万6,000円の減です。

介護納付金、予算額3,924万円、決算見込額3,906万1,000円、前年度比較では20万2,000
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円の増。共同事業拠出金、予算額9,200万円、決算見込額が8,120万2,000円、前年度比1,0

89万4,000円の減と見ております。

保健事業費、予算額は3,173万円、決算見込額3,009万円、38万9,000円の増。

公債費予算額10万円、決算見込額はございません。

その他支出、予算額2,622万5,000円、決算見込額2,600万円、1,829万5,000円の増。

予備費、予算額4,225万9,000円で決算見込額はございません。

歳出合計予算額は8億7,892万7,000円、決算見込額8億1,260万7,000円、2,975万5,000円

の増となってございます。

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

ただいま、国民健康保険事業の決算見込等について説明をいただきました。竹田委員長

これから質疑を受けます。質疑ございませんか。

なければ、何点かお尋ねしたいと思います。

資料の一番 後、6ページの一番後段、翌年度繰越金、昨年もそうでしたけれども、決

算見込みで6,200万円見込んで 終的に昨年も4,200万円の決算見込みの中で、 終的な決

算の中では、1億2,700万円の繰り越しに至っている。この金額のかい離というのは、アッ

プがもう少しシビアな見方をできないのか。やはり、先ほど給付費の中で、この12月以降

の見込みで3,800万円見込んでいるという部分等も含めての数字だと思うのですが、その

辺かなり幅がありすぎるような気がします。その繰り越しの関係。それから、1ページの1

7年度から24年の10月までの8年間の推移を見て、当然人口の減、世帯数の減が当然あるわ

けですけれども、今後の国保事業というか、本当に単独でこのままで運営をしていってい

。 、 、いのか あるいは 前からいろいろな角度で提言しているように広域連携等の検討だとか

そういう段階に入るべきなのか、その辺、事業課としての考えがあればお答えいただきた

いとこのように思います。

田中主幹。

田中です。質問の順番にお答えしたいと思います。田中主幹

まず、もう少し決算実態に近い説明資料はできないのかというご指摘なのでございます

けれども、まず23年度の決算で繰り越された1億2,700万円なのですけれども、この中にす

でに24年度の6ページの下から青の2段目2,600万円という支出が見込まれておりますけれ

ども、この中に国に返すお金がすでに2,000万円ほど入っておりますので、実質23年度の

繰り越しというのは、1億2,700万円ですが、1億1,000万円を切っている状態です。という

のが実際の単年度の繰り越しとなっております。

それで、一番大きい前年比での減は、やはり調整交付金の見方がネックになってくるの

ですけれども、調整交付金、やはり国から示された段階での計算式で計算するとこのとお

りになってしまいます。予想される医療費から、税金なりもらう交付金なりその他の交付

、 、金なりを引いて それに国の定める税率で計算するとこういう額になるわけですけれども

この部分は負担金ではなく補助金なものですから、 終的に国で積算して、予算額が全国

から集まって来た集計値に対してどういう額になるかということは、 終的に調整率が掛

けられて、その調整率が0.9なのか1.2なのかによって、かなり大幅に変わってくるという

ことなものですから、この普通調整交付金、特別調整交付金については、やはり担当者と

してはシビアな部分で見させていただきたいと。 低限、これは確保できるという部分で
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の数字で資料を上げさせていただきたいというふうなことで、こういう数字で出させてい

ただいております。

ですから 「前年並みのもので」ということになると、もう少し楽な数字には作れるか、

も知れませんけれども、そうなると、やはり「いま持っていない数字をやれ」ということ

になってしまいますので、いま現在私どもが入手している数字で、予想される医療費でや

るということでご理解をいただきたいというふうに思います。少しでも繰り越しは多くな

ってくれればいいというふうに担当者としては思っております。

1ページの数字なのですけれども、だいたい毎年毎年、国保の被保険者については150人

ほど減って来ております。渡島管内では、いま鹿部が一番小規模保険者で、木古内・知内

・福島がほぼ横並びで小規模保険者という位置付けになっております。

ですから、4ページの資料を見ていただければ良くわかるのですが、例えば、一番安定

するはずの療養給付費につきましても、一般被保険者療養給付費につきましても、6月支

出分が2,700万円ほどなのですけれども、9月支出分が3,900万円と、昔の国保であれば、

こんなにでこぼこすることは当然ないはずでございます。これは、やはり小規模化によっ

て、ちょっと大きな入院が出ると2割、3割の医療費の増減が出てくるということで、保険

者としては非常に不安定な状況だということが言えるのだと思います。そういう中では、

委員がおっしゃるように、道がいま策定している国保の広域化ということが早く具現化し

てくれれば木古内町全体としても助かるなというふうに思っております。いま、被保険者

の構成といたしましては、1,616人のうち、前期のかた70歳から74歳のかたが644人という

ことで、かなりの比率、40％近い比率になっております。その他に後期高齢者のかたが1,

140人ということで、70歳以上の国保と後期のかたで、木古内町だけでだいたい1,800人く

らいのかたがいらっしゃると。余談ですけれどもこれに係る医療費が1年間でだいたい15

億円くらいになっております。そういう部分で、医療費というのはこれからもどんどんど

んどん増えていくということが予想される中で、経営の安定化という部分では、やはり広

域化というものが避けられないと担当者としては思ってございます。以上です。

それ以上どうしょうもないですね。竹田委員長

ほかにございませんか。

なければ、これで閉じてよろしいですか。

（ はい」と呼ぶ声あり）「

以上で、国保事業の決算見込みについては、終えたいと思います。竹田委員長

町民税務課の皆さん、大変ご苦労様でした。

次の建設水道課が来るまで、 暫時、休憩をいたします。

休憩14:23

再開14:27

建設水道課(3)

①上水道事業会計及び下水道事業会計の収支状況について

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

建設水道課の皆さん、大変ご苦労様です。
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それでは上水道事業会計より説明を求めます。

若山課長。

ご苦労様です。建設水道課若山です。説明に入る前にきょうの説明員若山建設水道課長

を紹介させていただきます。私の右横が建設水道課主幹小池です。上下水道グループ主査

吉田です。主任の木本です。同じく主任の小田島です。同じく主任の岩本です。よろしく

お願いいたします。

私のほうから、まず、平成24年度上半期水道事業会計業務状況報告をさせていただきま

す。

前回配布の資料の23ページ以降をご参照していただければと思います。

まず、上半期の水道事業会計ですが、読み上げて説明に代えさせていただきます。

平成24年9月30日現在の業務状況は、給水件数2,431件、前年同期より33件減であり、有

収水量21万4,299㎥ 前年同期より6,899㎥減少しております 有収率73.24％ 前年度比1.、 。 、

43％増加となっております。給水件数、有収水量は減少しておりますが、有収率は増加し

ております。財政状況は損益計算書総収益6,948万9,000円に対して、総費用3,841万9,000

円で、上半期経常利益3,107万円、前年同期利益3,478万9,000円となっております。収支

の概要は給水収益、水道使用料が6,917万2,000円、費用では営業費用3,025万3,000円、人

件費等、営業外費用816万5,000円、企業債利子償還金が主たるものです。前年同期との比

較では、給水収益が180万8,000円の減少で、営業費用が222万6,000円の増加となり、上半

期経常利益では371万9,000円の減少となりました。下半期におきましては、冬機関の水道

使用料の減、企業債償還等により厳しい財政状況が見込まれるため、さらなる経費節減と

料金回収に努めます。

続きまして、24ページをお開きください。

平成24年度上半期水道事業会計業務状況報告書、9月30日現在の状況でございます。

１ 総収益が6,948万9,129円で、うち（1）営業収益6,948万896円 （2）営業外収益8,2、

33円となっております。

これに対し、2 総費用が3,841万9,171円で、うち（1）営業費用3,025万3,216円 （2）、

営業外費用816万5,955円で、総収益から総費用を差し引いた3,106万9,958円が経常利益と

なっております。

なお、営業収益のうち給水収益については、27ページに半期別・月別の状況を記載して

おりますのでご参照願います。

、 、 。また 総費用のうち営業外費用816万5,955円は 企業債償還支払利息となっております

前年度上半期との比較では、給水収益が180万8,969円の減、営業費用が222万5,913円の

増となっております。平成24年度上半期会計業務状況は、給水件数の減少と節水等により

給水収益も減少しており、下半期におきましても冬期の使用水量の低下等が予想され、厳

しい運営状況が見込まれるわけですが、事業の経費節減に努めてまいります。

25ページをお開きください。

申し訳ございません。一番上の年度の訂正をお願いします。平成23年度と記載しており

ますが、24年度の誤りです。申し訳ございません。

平成24年度上半期水道事業会計貸借対照表ですが、大きな項目のみ説明させていただき

ます。1 固定資産 13億1,811万9,991円、2 流動資産7,144万6,334円、4 資産の合計13
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億9,815万4,324円となっております。8 資本金6億8,632万6,566円、9 剰余金7億1,182

万7,758円で、10 資本合計は13億9,815万4,324円となっております。

続きまして、26ページをお開きください。

平成24年度上半期調定状況で、前年同期と対比したものです。調定件数は平成24年度、

1万4,453件、前年度対比で245件の減です。調定額は平成24年度、6,917万1,696円、対前

年度比で180万8,969円の減 水道使用料は24年度は6,166万4,436円 前年度対比で166万7,。 、

096円の減です。メーター料は、平成24年度421万5,440円、前年度対比5万5,760円の減と

なっております。消費税は平成24年度、329万1,820円、前年度対比8万6,113円の減です。

月別平均調定件数は41件の減、1か月平均調定額は44円の減となっております。有収率は

前年度71.81％で、今年度73.24％、比較対比で1.43ポイント上がっています。

27ページをお開きください。

下半期給水収益決算見込について、説明をさせていただきます。上段の表は、上半期水

道料金の調定状況実績で、4月から9月までの水道料金とメーター使用料を含め合計欄の6,

589万1,876円、消費税327万9,820円、合わせまして6,917万1,696円となっております。

次に、中段の表は下半期の水道料金の調定見込みです。10月から3月まで平成23年9月調

定額を基に、平成23年度実績数値の比率により算出しております。

下半期水道料金調定見込みでは合計欄、下期欄ですが水道料金が6,154万1,319円、消費

税307万7,066円、合わせまして6,461万8,385円で、24年度合計は1億3,379万81円となる見

込みで、昨年同期推計より30万1,614円減となっております。

調定件数は、下半期分が1万4,235件で年間トータルで28,688件となる見込みです。

次に下段の表ですが、平成24年度予算に対する収益決算見込みです。

予算額1億3,409万2,000円に対し 決算見込額は1億3,379万81円で 予算に対して30万1,、 、

919円の減額となる見込みです。

上半期の減額理由としましては、給水件数の減少、それと新築家屋について節水型の衛

生設備の増加が 近多くてそれによる減少かと思われます。

28ページをお開きください。

水道事業会計決算見込み状況です。決算見込額は収入1億4,512万2,000円、支出は1億5,

429万円となっております。

29ページをお開きください。

水道料金の個々の滞納状況につきましては、9月の決算委員会資料でお示ししておりま

すので、今回は総額のみの表示とさせていただきました。

平成23年度末の過年度滞納額641万7,801円に対しまして、4月から9月末までの過年度分

納付額が238万2,924円、9月末現在、過年度滞納額が403万4,877円となっております。

以上で、上水道について説明を終わらせていただきます。

説明が終わりました。これより質疑をお受けします。竹田委員長

又地委員。

課長、ただ数字の報告ではだめです。例えば29ページの部分で、24年9月末現又地委員

。「 」在の過年度滞納額がまだ403万4,000円いくらあります これの対策を今後こうしていく

とかという話が出てこないと。ただ641万7,000いくらあって、9月までには238万いくら徴

収したと。そしたら「あとはどうする」のだという話をしてもらわないと委員会の事務調
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査上何にもなりません。その辺をちょっと聞いておきます。

若山課長。竹田委員長

決算時にお示しした未収金につきましては、個別に納付相談をしなが若山建設水道課長

ら、場合によっては停止予告等も行いながら停止も行いました。そんなことで個別に相談

を受けながら、毎月の納付を約束してもらったり、そういう誓約書等をいただきながら進

めています。ただ、やはり水道という生活に係わる事ですので、一気にはなかなか回収で

きない状況にありますので、今後も粘り強く相談をしながら納付を促していきたいという

ふうに考えております。

又地委員。竹田委員長

例えば、ここで絡み等もあると、前の時間にやったのですけれども、それでこ又地委員

の滞納の部分に関しては、使用料ですから建設水道課でそれなりのチーム編成をした中で

やっていると思うのです。その辺の実態もちょっと教えてください。

それと、例えばあと403万円何がしがあるのですけれども、目標額とか設定してやって

いるのですか。このくらいまでいきたいとか、何とかここまでという目標を持たないと、

実際にやったけれど、これだけより入らないというようなことにもなりかねないので、そ

の辺の建設水道課としての取り組みがどうなっているのか。ただ、いろいろこういう方法

を検討して向かおうと思っているのではだめだと思います。

それからもう1点、給水の関係ですけれども、少しずつ減っているということで、です

がもっと本来は減っていくのだろうけれども新幹線等々の工事で事業所が引っぱってくれ

ている。その恩恵も受けながらの中で減少。そうすると、もしこの新幹線工事が終わって

しまって、ほとんど明かりの人がたは来年の5月頃にはいなくなる、一番遅い人で。その

あと入ってくるのは、軌道と電気です。軌道と電気の人がたが入ってくるからといって、

いまある明かりの人がたの事務所等々を比較すると、どんと減ると思うのです。あるいは

明かりの業者さんが、町内にある旅館だとか民宿等に住んでいるから、それなりに何とか

助かっている部分もあるのです。そうすると、明かりが終わった部分で、今度はどんな形

になるかという部分は多分水道担当としては、私は掴んでいると思っています。それはな

ぜかというと、事業所関係、全体はこうですけれども、事業所等々の関係に関しては、こ

。 、のくらいあるという数字を押さえていると思うのです その仕分けはしていると思うので

仕分けをしていれば、もし明かりの人がたがいなくなると、ここまで落ちるよという数字

もある意味では掴みきれているのではないかと思いますが、その辺はどんな具合でしょう

か。

若山課長。竹田委員長

給水が減っていく新幹線の絡みのほうにつきましては、のちほど吉田若山建設水道課長

。 「 」 、のほうから説明させます 確かにおっしゃるとおり 目標もなく ということではなくて

個人個人で生活も様々なケースがあった中で、私どもが取り組んでいる方向とすれば、例

えば住宅使用料も絡んでいるかたも多くて、そういうかたについては、例えば上水のほう

に1万円、例えば住宅使用料のほうに1万円などという感じで毎月少しずつでも補っていっ

てもらうような方法を取りながらいま進めております。

吉田主査。竹田委員長

、 、吉田主査 新幹線関連の事業所の関係なのですが いろいろ入れ替えもありますけれども
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うちのほうで掴んでいるのは約500万円、新幹線の関連事業でうちのほうに水道料金を払

っているという部分は約500万円程度と見ております。ですから、新幹線が開業すれば、

この部分がまるまるなくなると。その間に建物も、駅舎等もできますので、全額ではない

にしてもかなり痛手があるということです。

又地委員。竹田委員長

町内全体を見回した時に、結構、私は500万円プラスαの部分はあるだろうと又地委員

そう思っています。と言うことは電気と軌道の人がたが入ってくると。ですがいまある明

かりの工事をやっている人がたよりも、かなり人間が少なくなるだろうと。そうすると民

間の旅館だとかあるいは民宿に泊っている人がたの人数も減ると。そうすると、500万円

。 、 、プラスαくらいにはなるのではないかと このαについては 多分例えば一つの例として

寿旅館さんがいまどのくらいあると、仮にです。明かり工事が終わった時点で何人くらい

減るのだろうかという部分を考えれば確実にもう減るだろうと。ですから、500万円プラ

スαの部分が出てくるなと。そのαの部分に関しては、ちょっと掴みづらい点もあるだろ

うというふうには思っています。そうすると、見越し的には随分水道会計も、少し大変に

なってくるということは、担当課のほうでも掴みきれる部分でないのかなとそんなふうに

思っております。ただ、課長が言った部分は、先ほど税の部分をちょっと触ったら、税の

、 、 「 」 、担当の人がた あるいは使用料の担当の人がたがみんなで集まって そして 共同の と

こう言っていましたけれども、個人情報上からいくと集まれないのですね 「水道の人が。

なぜ税のほうをわかっているのか」という問題もありそうな気がします。従来、使用料あ

るいは税の部分では総務課長からもいろいろ答弁をもらったのですが、これからはやはり

ちょっと変わった形の考え方を持たないとだめでないのかと。毎年決算をやって決算委員

会等でも所見等でほとんど毎年同じような指摘をして返ってくるのは同じような返事ばか

りです。ということを考えれば、やはりもう少しアバウトな考えではなく、もう少し緻密

な計画も立てながら対応してもらわないと人口は減っていく。そして、新幹線工事がなく

なると収益も落ちていくという中では、滞納者を如何に減らすかが一つの大きな課題だと

思いますので、その辺はいますぐとは言いませんけれども、来年の決算の時には、前年対

比で随分向上されたなというような形が見えるような対応をしていただきたい。そういう

ふうに思っております。

総務課長。竹田委員長

ただいま、税と使用料の話でご意見がありました。先ほども少し話をした大野総務課長

のですけれども、説明不足だったところがあったと思いまして、いま手を上げさせていた

だきました。町税等収納対策本部で取り扱っているのは税のみです。それで、使用料・手

数料等を合算して職員が見ているかというと、そういうことはございません。税、国保、

町道民税等、固定資産税ですね。こういったものの収納に当たっているということでご理

解をお願いします。

東出委員。竹田委員長

又地委員とだいたい重複する部分が出てくるのですけれども、いま聞いて新幹東出委員

線の開業後にはだいたい500万円ほどの減収になるだろうというのは、水道事業の中での5

00万円は非常に大きな数字だと私は思うのですけれども。まず、今回の状況報告の中で、

文章表現にこう出ているのですが、そうすると単なる経費節減といっても、これはいくら
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節減できるかと言ったら知れていると思うのです。何年来この話をして来ているわけです

よね。それをやって初めて、水道料金の見直しの時もそういう表現だったのです。ですか

ら、もう書けばいいというようなものではないと私は思うのです。であれば、ではいまも

うこれからできる経費の削減といったら、こうやって書いたので、何があるのだろうとい

うふうに思うのです。もう精一杯やっているのですけれども、経費節減としてまだできる

ものが何かあるのかなという気がします。その辺ちょっと一応文章にしているので、その

辺の見解をちょっとお伺いしておきたいと思います。

それで、企業会計という中で、こうやって来ているのですけれども、以前から課長の給

与の半分は一般会計で持っているという現状の中で、段々段々住民も高齢化していく。そ

うすると、当然いま言ったように水道使用料も8トン以下の家庭が増えてくるだろうと思

う。そうすると、基本料金の家庭がほぼ多くなって来るのは目に見えているのです。した

がって、本当にこの水道事業会計を真剣に考えていった時には、もうそろそろ住民負担は

させたくないのですけれども、もうそろそろまた陰では 「これでいいのか」と考えた時、

、 、の料金の見直しも視野に入れているのか まだそこまでいっていないのかわかりませんが

そういう方法も、考えていかなければならないのではないかなというふうに私は思ってい

るのですが、その辺で場内で水道事業に対しての、やはり管理職全体での会議の中でも当

然出てくる話題だろうし、この辺について、どういう見解を持っているか。いま現時点で

なければないでいいのですが、その辺をちょっと聞かせ願いたいとこのように思います。

総務課長。竹田委員長

全庁的、全管理職の会議というのは、これまで開いたことはございません大野総務課長

が、毎年予算査定をする中で、財政部局としてはヒアリングをさせてもらっております。

その中では、一昨年はぎりぎり企業会計としての収支がとんとんという状況です。こと

しになって若干のマイナスが出て来ていると、24年度予算当初です。平成17年に15％の値

上げをしまして、企業会計としての収支均衡を図っていくということでの事業推進はでき

て来たのですが、ただいまご質問の中でお答えをしたように新幹線効果がなくなる状況の

中では、そろそろ検討していかなければならないというような話は、予算査定の中ではし

ております。ただ、これはまだ理事者のほうにはそこまでの報告ということは上げており

ません。というのは、単年度の収支が何とか均衡を保っている状況の中では、いまは推移

を見守っているというところです。

若山課長。竹田委員長

経費の節減と言いますと一時休んでおりました漏水調査ですとか、そ若山建設水道課長

ういうのは 近毎年行うようにして、有収率が下がらないような努力はしています。あと

通常かかる事務的な消耗品等につきましても、いままでも努力はしているのですが、一般

会計と同じく紙の節約等でしています。

東出委員。竹田委員長

ですから、経費節減と言っても本当に紙の節減か鉛筆買うところをいままで5東出委員

本買っていたものを3本にするかという、そんな程度で、もう経費の節減と言っても知れ

ているでしょう。ですから私は言うのです。それはそれとして、常に頭の中には余分なお

金はかけないということは大事なことなのですけれども、ただ、これから総務課長も予算

査定の時の話もされて、それはまだ理事者には話はしていないと言いつつも、そして当町
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の場合を考えると、先ほどあったように一例が町立病院がそうだったのです。水道使用料

がどんと下がってしまった。電気代もどんと下がってしまった。良い建物を建ててこうい

う部分に対する相反する部分が出て来ているのですが、ただ、当町の場合は単純に不足す

る分を値上げというふうなわけには私はなかなかならないと。ということは、やはり保健

・医療・福祉の充実ということを掲げている以上、やはり高齢者に対する配慮というのは

欠かされないと思うので、やはりこの辺の問題は早急にどうするのか、私は答えはすぐに

求めないけれどもきちんとしたもので、そして住民に理解されるような方法論は持ってい

かなければならないと思うので、まずその辺の戦略的なものが、いま現在水道課として持

っていれば、いま課長になったばかりで大変だと思うのですが、その辺はどうですか。

若山課長。竹田委員長

いま、おっしゃられるように早急な値上げというのは、なかなか踏み若山建設水道課長

切れない実情です。それは、当町の水道料金というものが他町に比べて例えば著しく安い

とかということがあれば考えもあるのですが、他町と比較してそれほど安くない。そんな

中では、値上げも慎重にならざるを得ないというふうに考えています。一方で、現在1日

の給水水量というのは、3,000トン以上は給水できる状況の中で、いまの規模でいきます

と実績で2,000数百トンだと思うのですけれども、将来的には亀川の浄水場につきまして

も、木古内の浄水区で一本化にしていくとか、そういうことも徐々に考えていかなければ

ならないというふうには考えています。

又地委員。竹田委員長

いまの東出委員の質問から、上げるための理論武装をいまからしておけという又地委員

みたいに感じるので 「上げる、上げない」は行政が判断すべきことであって、町の財政、

を考えた時に。

ですから、あまりニュアンス的に「上げるための理論武装をいまからしておくべきでな

いか」というような、それは 「なし」という話をしておきたいと思います。、

いま、又地委員から出されたように、決して値上げを推進するという、そう竹田委員長

いう考えではないということを受け止めていただきたいと。

ほかにございませんか。

なければ、次に進みたいと思います。下水道事業会計に入ります。

若山課長。

続きまして、下水道のほうに入らせていただきます。若山建設水道課長

資料のほうにつきましては、30ページからとなっております。

平成24年度上半期下水道事業特別会計業務状況報告です。

平成24年度下水道事業特別会計の上半期業務状況は、整備面積76.5ｈa、管渠整備延長1

4.0キロ、水洗接続戸数432戸、接続率は54.6％となっております。

、 、受益者負担金の調定・収入状況についてですが 現年度分調定額1,140万2,286円に対し

収入済額は、920万7,746円、収納率は80.8％、昨年より17.6％の増。過年度分調定額204

万3,942円に対して、収入済額が13万5,034円となっており収納率は6.6％、昨年より3.4％

増となっております。

下水道使用料ですが、現年分調定額 1,039万8,360円に対し、収入額1,011万4,860円、

収納率97.3％となっており、昨年度より0.4％減となっています。
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滞納繰越分については、調定額7万8,050円に対し収入額3万5,210円、収納率45.1％とな

っており、昨年度より7.9％増となっています。

31ページをお開きください。

業務報告ですが、9月末現在行政区域内人口は4,968人で、前年度より182人減少してお

ります。下水道普及人口は前年度と同じ1,925人としております。整備処理面積は1.9ｈa

増の76.5ｈa、管渠整備延長が0.4km増で14.0kmとなっております。接続状況は、34ページ

に月毎の計画と実績を記載しております。31ページ中段にあります収支状況ですが、歳入

歳出の本年度予算額2億352万2,000円に対しまして、9月末の収入済額が8,116万5,831円、

執行率39.9％、歳出4,873万5,865円で、執行率23.9％となっております。

32ページをお開きください。

下水道事業特別会計決算見込み状況ですが、決算見込額は収入は2億247万2,000円、支

出も同額となっております。

33ページをお開きください。公共下水道事業整備箇所図についてです。図面の実線で示

している箇所が、今年度における管渠工事となっております。

34ページをお開きください。

下水道接続件数ですが、左側9月の欄を見ていただきたいのですが、共用開始世帯数は9

、 、 。3戸増えまして791世帯 接続戸数は19戸増えて432世帯 接続率54.61％となっております

接続戸数は、計画戸数422戸に対しまして432戸で、計画より10世帯の増となっております

が、引き続き接続件数の増加に努めてまいります。

35ページは下水道使用料の状況であります。ご参照ください。

36ページをお開きください。

受益者負担金及び下水道使用料過年度未納状況について、水道料金同様に9月の決算委

員会に資料を提出しておりますので、総額のみの表示とさせていただきました。受益者負

担金については、平成23年度末の滞納件数は29件、滞納額は204万3,942円となっており、

9月末までに過年度納付額が6件、13万5,034円、うち完納が2件、8万4,834円あります。9

月末現在の滞納件数は27件で、滞納額は190万8,908円となっています。

次に、下水道使用料過年度未納状況でございますが、4月1日には5件ございましたが、9

月30日現在、未納者は2件、金額は4万2,840円となっております。

以上、下水道について説明を終わらせていただきます。

説明が終わりました。これより質疑を受けたいと思います。竹田委員長

東出委員。

参考までにちょっと教えていただきたいのですが、水道料金の中に下水道使用東出委員

料も入ってしまうと思うのですが、その下水道をつなぐことによって、水道料金のだいた

い平均4人家族なら4人家族の平均とかという部分を押さえていればちょっと教えていただ

きと思うのですが、その辺集計していますか。

若山課長。竹田委員長

いまおっしゃられる4人家族で、平均的には下水道接続前とあとで、若山建設水道課長

使用料が平均的に1トンから2トン増えている程度でございます。

東出委員。竹田委員長

金額的にです。東出委員
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若山課長。竹田委員長

金額ですか。若山建設水道課長

東出委員。竹田委員長

接続したうちのだいたいの平均です。それで、もしわかれば「接続前はこのく東出委員

らいで、接続したらこのくらいになるのですよ」と。あなたたちが「下水道をつないでく

ださい」という各家庭に訪問して営業といったらおかしいですが、してもらう時に歩く時

の参考資料というのが必ずあるでしょう。私たち山のほうは全然関係ないからあれなので

すが、たまに「下水道つないだほうがすごくいいよね」と言われた時に、我々も今度つな

いだら 「このくらいの金額になりますよ」とか、いま、7、8,000円払っているものが、、

つないだことによって1万円になりますよとかいう部分で、我々もちょっとやはり知識と

して持ちたいし、聞かれた時に簡単に教えてあげたいと思うので、そういうような部分で

協力もしたいし、持っていれば教えてください。

若山課長。竹田委員長

平均、例えば4人家族で、現在の接続前に水道料金が平均15トン使用若山建設水道課長

されている家族がいらした時に、だいたい平均で1トンから2トン水道量が多くなっている

中では、1トン当たり230円ほどいただいておりますので、250円からもしくは500円水道料

金が増えます。同時に下水道料金は200円に消費税ですので、それは使用料によって、例

えば15トンであれば3,150円ですが、17トンぐらいに使用量がなると仮定した時には、3,4

00円くらいの下水道使用料かと。ですから、従前15トン使用されていたかたが、水道料金

がメーター使用料を含めて4,000円だったものが、水道と下水道を合わせて7,500円。倍に

はならないです。下水道使用料のほうが安いですから。ただ、水道料金のメーターが若干

上がるので、倍近くはということです。その分、し尿処理を差し引いていただきたいので

すが。

東出委員。竹田委員長

ですから、やはりそういうきちんとした一般の物売屋さんであれば、カタログ東出委員

というものがありますよね、物を売る会社であれば。そうすると 「4人家族でいくらいく、

らです」と色んなことを書いているわけです。例えば8,000円かかっても、その中からし

尿のくみ取り利用が減るので実質これだけですよと。そういうパンフレットみたいなのが

あるでしょう。それを持って歩いているのでしょう。そのエリア内の人たちを勧誘するた

めには、何かいまその随分、しどろもどろ説明されたので、何も持っていなくて勧誘に歩

いているのかと思って、ちょっと心配だったのでそういうことを聞くのですが、やはりそ

の辺十分。あるのでしょう、確認。

若山課長。竹田委員長

毎年、供用区域のかたには、まず説明会を開きまして、それでその時若山建設水道課長

にはこういうパンフレットを用意して毎年これを更新しているのですが、これに基づいて

説明会を開きまして、受益者負担金から接続に対する猶予ですとか補助金ですとかその辺

説明も合わせてさせていただきながら、そのあと個別にお願いに歩いているという状況で

す。

1点、33ページ、今年度の管渠の工事については、この駅前だけまだ未着工竹田委員長

。 、 、でほかは全部終わっているのですね それで いま駅前通の移転に伴う改築している商店
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それは全部いままでは下水も接続してきているということなのか。警察通から駅前に向か

って、随分半端な工事だと思うのですけれども、その辺説明をお願いしたいと思います。

若山課長。

駅前の商店街といいますか。家屋の移転の伴う方々につきましては、若山建設水道課長

そこに間に合わせるために、例えばこの辺でいきますと、十字路交差点に近い付近ですと

か、新築家屋に接続できるように管渠を埋設しております。いま、委員長がおっしゃられ

る警察通からのところは、ちょうど1軒、今年度中に建てられるかたがいらっしゃいます

ので、そのかたに迷惑にならないようにいま管渠を埋設する予定です。

それから、もう1点ちょっと確認したいのですが34ページ、接続件数。これ竹田委員長

を例えば多くのかたに接続していただくというその手だてとして、当然先ほど課長が説明

したように新たにエリアを増やす段階では、説明会もし、資料提供、パンフレットを含め

て、いろいろな町の補助制度、猶予の関係だとかいろいろ部分がありますけれども、この

関係は、当初スタートした時から変わっていないのですよね。やはり、この下水を多く接

続させるためには、時限立法で定めているのですけれども、もう少しやはり制度を拡大す

るようなことをして、やはり下水の普及を増やすというそういう考え等は原課として内部

検討をしているのかどうなのか。これは場合によっては、今後予算等もリンクする部分で

すから、また別な視点での議論もあろうかと思いますけれども、原課としての接続件数を

増やすというか、普及させるための内部検しているのかどうなのかという部分について、

もしあればお答え願いたいと思います。

若山課長。

まず、現在の状況からご説明させていただきますと、新たに供用開始若山建設水道課長

となったエリアから供用開始になった日から、例えば、ことしの工事をやっている箇所で

あれば来年の4月1日に供用開始となりますので、そこから1年以内に工事を行っていただ

いた場合は、これは改造ですね、既存のいまある家屋に対して下水道に接続していただけ

、 、 。るかたに対しまして 便器1基につき3万円 便器2基あるかたには5万円を補助しています

また、供用開始の日から1年を超えて3年以内に工事を行ったかた、2年目、3年目のかたで

。 、 、 。す ここにつきましては 便器1基つき1万円 2基につき2万円という補助制度があります

もう1点は、融資斡旋制度といいまして、下水道の接続の時点で、個人のかたの工事費

に対して、金融機関からお金を融資されたかたに対して、利子を下水道会計のほうから金

融機関のほうに払うと、それが融資斡旋制度を行っています。いま現在も新築家屋につい

ては、下水道共用区域になった箇所につきましては、下水道に接続するのが義務づけられ

ていますので、ここについては補助の制度はありません。いま我々が行っていることとす

れば、説明会を開きながら個々に、要は下水道に接続したあとの環境の良さですとかそう

いったもののＰＲをしながら接続件数の努力をしているのですが、いままで、もう平成17

年から供用開始した中で、いままでのかたにも同じような制度で取り組んできた中で、今

後新たに補助とかそういうことを考えるかと言われると、これはいままでに対する検証と

いいますか、全体としての検証が必要になってくるのかなという気はしております。

これについては、確かに遡ってどうこうではなくて、やはりこれからもっと竹田委員長

接続を向上させるという部分の手段としての、もう少し内部検討があってもいいのかなと

いう気もするものですから、いまちょっと質問させていただいたという状況です。それ以
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上はいま求めません。

ほかにありませんか。

平野委員。

すみません。始まる前に聞けば済む程度のことなのですけれども、聞きそびれ平野委員

ましたので数字の件でちょっと教えて欲しいのですけれども。上半期の業務報告31ページ

なのですけれども、歳入歳出でそれぞれ執行率が39.9、23.9、これは中身が前半と後半の

大きさの差があるということで、ちょうど50にもちろんなるわけがないということでいい

のですけれども、歳入の部分で繰越金が23年度の決算が300万円になっていて、今年度予

算が411万円、それでいま現在が164万円というのは、この繰越金はほかの数字が関連して

このような数字になっているのでしょうか。中身についてちょっと教えて欲しいのですけ

れども。

又地委員。竹田委員長

執行率が随分低いのです、歳入も歳出も。24年度予算と比較して執行率がどち又地委員

らもかなり低いので、この辺大丈夫なのかなという心配がちょっとあるのですけれども。

岩本主任。竹田委員長

先ほどの平野委員の繰越金ほかという説明ですけれども、ほかの中にことし予岩本主任

定している中央通の工事に関する汚水枡の移設工事、こちらの事業受託収入、これが220

万円ほど入っております。現在の中央通の状況ですが、いまのところまだ振興局さんのほ

うで工事予定がないということで、この220万円の事業受託収入がまだ入っていない状況

です。それがほとんどかということです。

若山課長。竹田委員長

ご心配の執行率ですが、工事がまだ全部終わっていない中で、国庫補若山建設水道課長

助金ですとか、起債の収入ですとかそういうのがちょっとということで39.9％になってお

りますし、それから支出のほうにつきましても、通常かかる上期・下期の経費の分のほか

に、工事の未払分ですとか処理場の未払分等もありますので、この執行率となっておりま

す。起債の償還の支払いもこれから出て来ます。

平野委員。竹田委員長

今年度については411万円のうち、工事費が220万円の収入がまだだということ平野委員

で、現在が164万円ということはまずわかりました。であれば、前年度の決算の300万円、

、 、これは繰越金ほかなので 残金がこれだけあったという認識をしてしまうのですけれども

それが今年度の現在の収入に反映されていないというのはどういう理由なのですか。

暫時、休憩をいたします。竹田委員長

休憩15:27

再開15:28

公営住宅の収支状況について②

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

ほかにございませんか。

なければ、公営住宅関係について議題といたします。資料の説明を求めます。
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若山課長。

続きまして、公営住宅の収支の報告をさせていただきます。若山建設水道課長

37ページをお開きください。

37ページにつきましては、公営住宅等の管理・入居・空室戸数及び世帯主の年齢区分表

です。ご参照いただきたいと思います。

38ページをお開きください。

公営住宅使用料現年度分の収納状況であります。一番下段が平成24年度となっておりま

す。9月欄をご参照ください。平成24年度調定額4,551万9,400円に対しまして、収納額累

計2,084万4,600円、収納率45.79％です。23年度と比較しますと、調定額で103万7,700円

の減、収納額累計で44万5,140円の減、収納率は、0.06％の増です。

39ページをお開きください。

滞納繰越分の収納状況です。9月欄をご参照ください。24年度調定額1,667万1,673円に

対しまして、収納額累計18万4,300円、収納率1.11％です。23年度と比較しますと、調定

額で120万7,671円の減、収納額累計で8万9,416円の減、収納率0.42％の減です。

40ページをお開きください。現年度分・滞納繰越分を合わせた総合計の収納状況です。

これも一番下の9月欄をご参照ください。24年度調定額、6,219万1,073円、収納額2,102

万8,900円、収納率33.81％となっております。23年度と比較しますと調定額で224万5,371

円の減、収納額累計では53万4,556円の減、収納率は0.35％の増です。

資料がないのですけれど、そのほかに町民住宅がございます。調定額が125万2,800円、

収納額 61万9,900円、収納率49.48％、この町民住宅につきましては、例年 終の収納率

は100％となっております。以上です。

説明が終わりました。これより質疑を求めます。質疑ございませんか。竹田委員長

37ページの空家戸数の部分なのですけれども、これは政策空家的な部分での空家にして

いるという状況なのでしょうか。それとも、この空家を改修をして入居させるということ

なのか、戸数からすれば前年とそんなに空家の戸数が変わっていないのですが、その辺に

ついて、若山課長。

いま現在の公営住宅に対する入居申し込み状況なのですが、いさりび若山建設水道課長

団地及び朝日団地等につきましては申し込みもありますが、港団地や中野団地につきまし

ては申し込みが現在ない状況です。それで、今年度そういう面も加味しながら先日発注し

ましたが、港団地では1棟を4戸、中野団地では2棟8戸を、今年度中に解体する予定ですの

で、来年度につきましては、この空家戸数が減る予定となっています。

ほかにございませんか。竹田委員長

福嶋委員。

いま、港団地、中野団地、工事を発注するのでしょうけど、例えば年度内にや福嶋委員

らなければならないけど、この冬に、特に港団地辺りは除雪体制の時に冬に工事するかど

うか。いま発注していつ頃実施するのかお願いします。

若山課長。竹田委員長

いまのご質問の件なのですけれども、この工事につきましては、先日若山建設水道課長

13日に入札を終わり契約をしました。工期としましては、12月25日ですので今年度の雪の

盛期といいますか、その時点では空地になっている予定です。
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よろしいですか。ほかにございませんか。竹田委員長

ないようですので、以上で建設水道課については終えたいと思います。

どうもご苦労様でした。

暫時、休憩をいたします。竹田委員長

休憩15:34

再開15:36

3．意見書について

(1)米軍輸送機「オスプレイ」の配備撤回、および国内飛行訓練中止を求める意見書

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

次に、3番目の意見書について議題といたします。

米軍輸送機オスプレイの配備撤回、および国内飛行訓練中止を求める意見書についてを

議題といたします。これは、皆様に配布しておりますように北海道自治労のほうからの要

請であります。

（ 自治労とは違います 」という声あり）「 。

すみません、撤回します。自治労ではないようです。自治体労働組合連合か竹田委員長

らの要請であります。

平野委員。

こういう意見書、まさに木古内には関係あるものないもの様々で、国の政策だ平野委員

ったり大いに係わることだったりで、単純にここの判断で「はい」とか「いいえ」とかと

非常に難しい問題のものもたくさんあると思うのですけれども、いままでの意見書数々、

私が入ってから2年程度、数々の意見書を出しましたけれども、この各団体あるいは皆さ

んでまとめて意見書を出したその成果だとか報告だとか、ニュースを見れば、あの意見書

がこのようになったなということも時にはありますけれども、そういうのが見えないので

す。出しっ放しで終わりでいいのですか。僕は、出しっ放しで、その成果さえも見ないの

であれば、はたしてこの意見書を正式な会議の中で揉んで、一生懸命考えて出す意味があ

るのかなと非常に疑問に感じるのです。ただ、中身はどれも大事なことで、困っている人

の訴えをこのようにまとめてくるわけですから、せめてその結果ないし報告を。

又地委員。竹田委員長

成果とか結果云々とかということに関しては、全国市議会とかあるいは全国市又地委員

町村議長会とかの中で、全部が全部、意見書を出したからといって全部でないけれども、

その中の一部というか、何がということではないのですが、出した中の一部の部分では議

長会とかそういうところで報告なり、あるいは各自治体から上がった要望書を取りまとめ

た中で、知事会とかあるいは全国議長会とか、そういう中で同じような要望書を上げたと

いう場合は返事が来ます。

この意見書については、採択ということでいいですね。竹田委員長

提案者を順番で事務局お願いします。この意見書については採択ということで、一応19

日の第6回の中で提案者を皆さんのほうに周知をしたいと思います。
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4．その他

4番のその他について、山本局長。竹田委員長

その他で、いま副議長からあった大間原発の決議について、実は議運でやろう山本局長

と思っていましたけれども、たまたまいま出ましたので、次の定例会で木古内町議会とし

て、決議文を上げようということで考えております。福島町では、ちょうど会期中だった

ものですからやっているのですけれども、全議員が提出者ということでやっておりますの

で、そのように考えております。

代表を副議長にしようかと思っていましたけれども。読み上げるのは、福島の場合は副

議長がやったと。そういうふうに考えておりました。

その他で皆さんのほうからなければ、これで第5回の総務・経済常任委員会竹田委員長

を終えたいと思います。

どうもお疲れ様でした。

15：47 終了

説明員：大野総務課長、中島保健福祉課長、吉田（宏）主査、高橋主査、竹田主査

中山（章）主任、加藤保健師、大瀬町民税務課長、田中主幹、田畑主査

若山建設水道課長、小池主幹、吉田(広）主査、小田島主任、木本（邦）主任

岩本主任

傍 聴：相澤梢、吉田忠義

報 道：なし

総務・経済常任委員会

委員長 竹 田 努


