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平成25年 2月 7日(木)会議録
場 所 3階 第5研修室

会議名：第11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、吉田委員、佐藤委員

平野委員、笠井委員、岩館委員

欠席委員：東出委員

事 務 局 山本、近藤

会議時間 午前10時00分～午後4時40分

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11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9名でございます。

東出洋一さんから欠席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

（1）総務課

①工事契約に関することについて（継続）

総務課の皆さんご苦労様です。竹田委員長

それでは、次第によりまして1の工事契約に関することについて説明を求めます。

総務課長。

皆さん、おはようございます。本日はよろしくお願いをいたします。大野総務課長

総務課所管事務調査につきましては、1点目から4点目までございます。それぞれ担当を

分けてご説明をすることとしておりますので、このあと担当より説明をさせていただきま

す。

まず、工事契約に関して報告を1点させていただきたいと思います。

昨年12月に契約解除を行いました案件につきましては、改めまして入札を行いまして、

事業の着手にかかっております。ご迷惑をおかけし、またこういった事案が今後発生しな

いように努めてまいりたいというふうに思っております。

そんな中では、2月1日から25年度に26年度の工事契約に関します指名願いの受理を行っ

ております。この際に、しっかりと所定の届け出関係の確認をさせていただいて、資格要

件等についてもしっかりと管理をしていくということで努めてまいりますのでよろしくお

願いいたします。



- 2 -

それでは、幅崎主査のほうからご説明をさせていただきます。

幅崎主査。竹田委員長

それでは、発注工事等の一覧表につきまして、資料の内容説明をさせていただきま幅崎主査

す。1ページ目から3ページまでは、今年度発注されました工事の一覧表で、ページの左側に番号

を付けてありますが、2ページの30番までは、前回10月の委員会で報告を終えている部分です。

31番から37番までの7本が新たに発注を終えたもので、今年度はこれ以降は発注が予定されてお

りません。

4ページから5ページ目までは、設計委託業務等の一覧表となります。5ページの19番までは前回

の委員会で報告を終えている部分で、20番以降の6本が新たに発注を終えたものです。業務委託

につきましても、今年度はこれ以降は発注が予定されておりません。

なお、発注工事及び業務毎に、落札率を掲載しておりますが、工事等のここまでの平均落札率

は95．9％、設計委託業務等の落札率は93．6％となっております。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

ただいま工事発注の一覧につきまして説明をいただきました。竹田委員長

皆さんのほうより、質問等をお受けしたいと思います。

又地委員。

32番がこれは契約解除になった分でありますけれども、そのあと工事名が同じ又地委員

でもないか 等 が入っていますね これは東建築さん 一つは東さんは有限とか株式と、「 」 。 、

かは付いていないのですかということと、それから工事の中身が物置1棟増えております

ね。設計金額が大した差が無いのですが、その中身をちょっと教えていただけませんか。

幅崎主査。竹田委員長

ただいまお尋ねのありました、32番の既設公営住宅解体除却工事なのですけれ幅崎主査

ども、契約解除に伴いまして再度入札ということで、全く同じ名称で発注すると、前回の

落札の額が把握されているために弊害があるということで、公営住宅等ということにしま

して、物置を1棟追加して入札を行っております。物置1棟だけだと工事の発注金額が増加

するのですけれども、全体での発注ということで、落札額としてはそれほど増額になって

いないということになります。

先にお尋ねのありました東建築さんが有限会社か、株式会社かということにつきまして

は、個人の登録になっておりまして称号で東建築ということで、個人の業者ということに

なっております。

ほかにございませんか。竹田委員長

又地委員。

なるほど そうすると 物置を1棟増やしたという形になるわけですね わかり又地委員 。 。、

ました あとは 前回の轍を踏まないようにという意味でお尋ねしますけれども 東建築さ。 、、

んは経審等の指名願い等に関しては問題ありませんね。これはやはり 前の時の轍を踏まな、

いようにということでちょっと確認をしておきます。

幅崎主査。竹田委員長

ただいまお尋ねの経審等資格要件につきましては、再度チェックを徹底しまし幅崎主査

て 当該落札業者さんについては問題のないことを再確認しております。、

ほかにないようですので、工事契約に関することについてはこれで終えたい竹田委員長
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と思います。

②防災計画について（継続）

次に、引き続いて防災計画についてを議題といたします。竹田委員長

尾坂主幹。

おはようございます。尾坂主幹

それでは、防災計画に関して説明したいと思います。

資料の6ページですが、①木古内町防災計画の変更、修正項目ということで、昭和40年

10月1日策定、平成21年度12月17日に 終修正を行っております。

きょう説明する計画に関してですが 資料番号7ページから9ページになります Ａ3の用、 。

紙になります 防災計画の本編の変更 修正に係る事項です きょうは 9ページのうしろ。 、 。 、

に津波ハザードマップの各地区毎の浸水予測図も添付しております。

それと、きょう新たに今月行われる防災シンポジウムをお配りしておりますので ご参照、

ください。

それでは、計画について説明します。

今回の防災計画の改正に関しては、町防災計画が北海道地域防災計画に沿った形となっ

ていなかったので 全編修正します。、

現行の計画は全7章で構成されていますが、改正する計画では全10章と3章増やしておりま

す 7ページを見ていただければ 一番左端に章となっておりまして それがいま現行の章。 、 、

になります。ちょっと右にずれたところに新しく章となっておりますので、こちらが今度

改正して新しくする計画の章になります。

大きく変更になる章ですが、第4章 これは現行6つの計画で構成されているのですが、、

9の計画を追加して、全部で15の計画にします。5章に関しては、22の計画から14計画を追

加し36計画になります。これは8ページになります。

7章の災害復旧対策計画ですが これは9ページになります 7章の災害対策計画は新たに、 。

第8章に移行し、第7章を新たに事故災害対策計画として新設して、第5章にあった2つの計

画のほかに、6計画を追加して全部で8計画にします。

まず、第1章ですが、3節の用語を追加しています。

次に これは計画に出てくる用語の意義について記載しています 5節の防災関係機関の、 。

処理すべき事務または業務の大綱は、構成機関名の修正、あとは業務内容を追加していま

す。

6節は 新たに新設になります。、

次 第2章ですが 現行の計画 防災計画をこれを第3章に移行します 木古内町の概況と、 、 、 。

して第1章の3節、4節を第2章に移行し、標題の変更と文言の整理修正をします。

次 第3章ですが 第2章の防災組織を移行し 2節の災害対策本部の各対策班班員 職員、 、 、 、

が行う業務内容を追加し大幅に変更しております。総務対策班を例に取ると、現行11の業

務しか記載していないのですが、それを取り扱う業務をわかりやすく記載し28に増やして

おります。

また 第4節については 現行では別表としています各気象警報や注意報ですが あと地、 、 、

震津波に関する情報も本編に移行して、気象用語等を統一しております。
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第4章ですが 1節から6節の計画で構成されていたのですが 左の黒い字のほうですけれ、 、

ども、ほかの章から移行した計画で、新たに追加した計画などで、災害予防計画として全

部で15の構成にしております。

、 、 、 、追加された計画ですが 青く反転文字にしていますが 2節の水害予防 3節 風害予防

、 、 、 、6節 高波・高潮災害予防 7節 土砂災害予防 8節 建築物災害予防 10節 食糧の調達

確保及び防災資機材等の整備 11節 避難体制整備 14節 積雪・寒冷対策計画です 4節、 、 。

雪害と、5節の融雪災害計画は第5章から4章に変更しております。

続きまして 8ページですが 第5章に関しても現行の計画のほかに16の計画が追加され、 、

ます。

第1節 災害情報通信と2節 災害情報等の収集及び伝達計画は 3章から5章に移行してい、

ます。現計画は実態にあわせて修正しております。

このあとの説明は、追加した計画だけ説明したいと思います。

5節 応急措置実施計画ですが これは警戒区域への立入制限や退去命令に関しての計画、

になります。

次に 追加ではないのですが 6節 避難対策及び7節 救助救出計画ですが これは現行、 、 、

の避難救出計画というのがあるのですがそれを2つに分割しております。

続きまして 9節 交通応急対策計画ですが 災害時に緊急活動する車両等の道路交通確、 、

保に関する計画になります。

第14節 上水道施設対策計画ですが、これは要員及び復旧資材の確保、住民への広報に

関する計画になります。

続きまして、第16節 電力施設対策計画、これは北海道電力が電力供給を確保すること

を対策を講ずるように定めているそういう計画になります。

第20節 飼養動物対策計画、これはペットの保護、取扱に関しての計画です。これに関

しては、昨年の避難訓練なのですが泉沢でペットを連れて避難されたかたがいまして、そ

の扱いをどうするかこういう計画がなかったものですから、本部からの指示がちょっと遅

れたというか、トラブルになったということもありました。

第22節 住宅対策計画は住宅を失ったり、破損して居住することができなくなった住民

への住宅対策の計画になります。

第23節 被災宅地安全対策計画は、宅地が地震、降雨等の災害で被災した場合に被災宅

地危険度判定を実施する計画です。いま木古内ではあまり考えられないのですが、液状化

現象とか何かあった時に、そこに反転して黄色や赤の旗を立てる、そういう計画になりま

す。

26節 応急土木対策計画ですが、公共土木施設及びその他土木施設の災害応急対応に関

する計画になります。

第27節 応急飼料計画、これは家畜飼料の応急対策について記載している計画になりま

す。

第29節 ヘリコプター要請活動計画、これは北海道消防防災ヘリコプター応援協定に基

づき、ヘリの応援が必要な時に要請する計画になっております。

第31節 広域応援計画ですが、これは道や他の市町村への応援を要請する計画になりま

す。
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第32節 職員応援派遣計画、これはほかの行政機関に職員の派遣をほしいという要請す

る時の計画になります。

第34節 災害義援金募集配分計画は、これはこのとおり義援金の受付・配分についての

計画になります。

第35節 災害応急金融計画、これも罹災者への応急金融融資等の計画になります。

第36節 災害救助法の適用と実施、これは一定規模以上の災害になった時に町に対し、

災害救助法を適用した時の計画になります。

続きまして、第6章、9ページになります。

第6章ですが 現行の計画では特殊災害計画となっているのですが 標題を地震・津波対、 、

策計画として 現行の計画 第1節 地震災害対策計画 これは災害応急対策として新たに、 、 、

4節に変更しています 現行の第2節 救急医療対策計画 これに関しては第5章17節の医療。 、

救護計画、そちらのほうで対応できるのでこれは削除します。

第6章の構成ですが 第1節の目的 第2節は被害想定になっています 被害想定で被害を、 、 。

与える地震としまして 海溝型地震の三陸 十勝 500年間隔地震 内陸型地震として黒松、 、 、 、

内低地断層帯、それと函館平野西縁断層帯を想定しています。

3節 災害予防計画ですが 災害発生の未然防止や被害の軽減を図ることを目的とする計、

、 、 、 、 、画で 第4節に関しては災害が発生した時の本部設置基準 配備体制 通信連絡 広報活動

消防対策など25項目の構成になっています。

また この第6章に新たに別記1で患者の避難対策 別記2で児童・生徒の避難対策を記載、 、

しています。

第7章ですが 災害復旧対策計画を第7章から第8章に移行しています ここに新たにこの、 。

章を事故災害対策計画としています。

1節から8節の計画で、1節と一番下の8節の計画は現行の第5章から移行しています。

第2節の流出油対策計画ですが これは海難事故により油の大量流出が発生した時に対応、

するための計画になります。

第3節 航空災害対策計画ですが これは航空機が墜落した事故等に対応するための計画、

になります。福島に墜落したような事故があった時には、この計画で対応することになり

ます。

第4節 鉄道災害対策計画ですが これは列車等の衝突で死傷者を伴う大事故が発生した、

時に対応するための計画になります。

第5節 道路災害対策計画ですが 道路構造物の被災 車両の大規模事故等が発生した時、 、

に対応するための計画になります。

第6節 危険物等災害対策計画ですが 危険物等の漏洩 火災 爆発物の火災に対応する、 、 、

ための計画になります。

第7節 大規模な火事災害対策計画 これは標題のとおりですが大規模な火事災害に対応、

する時の計画になります。

次に 第8章 災害復旧対策計画ですが これは公共施設の復旧事業の計画に関するもの、 、

です。これは 事業計画の追加と金融機関名等の修正をしています。、

次に、第9章ですが、防災訓練計画は、現行では4章3節で計画していたものを、第9章と

して計画として格上げしています。
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後、第10章ですが、防災思想普及・啓発計画、これは職員、防災関係者、一般住民へ

の防災知識の普及に関する計画になっております。

説明は以上で終わります。

ただいま 担当より木古内町地域防災計画の変更、修正の項目毎の説明をいた竹田委員長 、

だきました。

なかなか この項目だけでは本編を見ないと判断のつかない部分が多いと思います。、

、 、 、それで 先ほどの6ページの資料からしますと 25年2月に木古内町防災会議を開催して

この計画の修正 協議をしたうえで 3月末にこの防災計画の原案ができあがるということ、 、

でいいのかどうなのか一つ確認したいと思います。

尾坂主幹。

今月、月末になると思うのですが、木古内町防災会議の招集をしまして委員さ尾坂主幹

んに今回の新旧対照表を提案しまして、その中身を説明しまして、それで修正があれば修

正を加えて3月中には各防災会議の委員さんに提案したいと考えております。

担当より3月中に素案がまとまるようでありますが ただいま説明を受けたこ竹田委員長 、

の変更、修正の項目毎の説明でしたけれども、これについて何か質疑等あればお受けした

いと思います。

又地委員。

修正内容を赤字でいろいろ書いています。問題は この赤字で書かれている中身又地委員 、

がどうなるかというのが一番大事なことだと思うのです その辺もあわせた中で3月中にと。

いうことなのか、それとも防災会議の中で、主な変更と修正内容だけの部分できょう説明

があった部分だけで終わってしまうのか どんな形になるのですか。、

尾坂主幹。竹田委員長

防災会議への提案は新旧対照表を提案します。それで、いまの現行の計画なの尾坂主幹

ですが 道の防災会議とは かなり修正していない年月が長かったものですから 道の防災、 、 、

会議に沿っていない項目が多いのです。それで、今回もきょう説明したようにかなりの計

画の追加、訂正があります。ですから、委員さんにはいま手元にあるのですが左右対照表

をつけまして、どう変わったのか全部説明します。これはページ数にするといま70ページ

ぐらいなのですが 新しい計画は200ページぐらいになります ですから それを全部防災、 。 、

会議の委員さんには提案して、その修正をもし加えることがあれば修正し本編の計画を作

成したいと考えています。

又地委員。竹田委員長

そうすると 細かい内容については もっとあとだと と言うのは 例えば3章又地委員 、 、 。 、

の第3節 住民組織等の活用だとか あるいはその活用等々に関して 例えば各町内会あり、 、 、

ますよね 町内会さんには こうこうこういうことを協力願うだとかいうものに関して そ。 、、

ういう細かい部分に関してはまだ出てこないということでしょう。

それからもう一つ、これは私はうちの町の振興計画にもこれから随分影響してくるなと

思うのは 例えば地震等に強い町づくりとかとありますよね そうすると うちの振興計画、 。 、

の中には古い橋をいろいろ調査した中で、早く橋を架け替えしないとだめだという計画も

あります。そうすると、この今回示されているこの防災計画と振興計画というのはかなり

密接なつながりがあると私は思っております 例えば 橋だけを考えれば そうすると 政。 。、 、
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権与党が変わった中で、いろいろ防災に対する部分は政権与党がいまいろいろ言っている

中で、橋だけに限れば例えば木古内町で地震に強い町づくりを進める中で、例えば古い橋

の架け替え云々という計画を立てた時には、これはすごく有利な、作業を早くするといた

って有利な計画として扱っていただけるのではないのかという気もしないではない。これ

、 、は 政府与党のこれからの政策として いろいろ地方自治体に責任を持たせるという中で、

計画を作成してあげてこなければ交付税もカットされるというような話も入ってきている

という中では、ただ単に防災計画というだけに留まらず、橋だけを考えれば、その老朽化

した橋の架け替え等々を担当課と一緒になって、早く整理するべきではないのかと私は思

うのですけれども、そこまで防災担当の部分では考えていないのですか。ただ単に、防災

計画、例えば道との間のやりとりの中で随分中身があっちにいったりこっちにいったりと

節の変更だとか、あるいは随分、章の変更だとかそっちにいったりこっちにいったり、あ

るいは節も随分例えば第4章あたりにしても随分増えたし、あるいは第5章の災害応急対策

計画の中で18節の部分、それ以下の部分も30いくつか、これですが問題は如何に早く整理

、 、して そして計画に乗せていくかというのが大変重要だと私は思っているのですけれども

終的にこれは上がってきて 木古内町の地域防災計画はこうだというのはいつ頃になる、

のですか。その辺の見通しを聞いておきます。

尾坂主幹。竹田委員長

いま 後の 終ということですけれども 先ほどお話ししたとおり3月中には防尾坂主幹 、

災会議の委員さんに提案したいと考えております。ただ、そのあとまた細かい修正等があ

ればその都度、その時は細かい修正に関しては防災会議を開かなくてもいいということに

なっているので そういう修正が加わると思います ですから きょうこの説明した第1章、 。 、

から10章までの分を防災会議の委員さんには説明し、それで本編を作成していきます。

1点目の又地委員の質問なのですけれども 住民組織等の活用に関しては これは文言を、 、

いままでただ町内会等、住民組織となっていたものを助成団体、民間防災組織等の住民組

織に対し次の事項について協力を要請する。それで、いままでは（1）から（4）の要請項

目だったのですけれども それを2項目増やしていきます 2項目というのは 義援金の募集、 。 、

及び整理と通信が途絶えた時に通信確保等の協力を求める。あとは炊き出し、避難所内の

被災者の世話、あと救援物資の支給、清掃、貿易の方針そういうことになっております。

次に 2点目の防災計画 地震に強い町づくりということになりますけれども 橋等に関、 、 、

しての計画は原課、うちで言えば土木係などがそのように長寿命化等を図ってやっており

ますので、防災計画のほうは地震に強い町づくりということの表現になりますけれども、

いろいろな建築のほうでは防火、あとあまり密集しないように火事が広がらないような計

画とかそういものがありますので、そういうもので関わっていくのかというふうに考えて

おります。

又地委員。竹田委員長

結局 修正内容のあとに来る細かい部分というのは それも3月までの間に防災又地委員 、 、

会議にかかるのですか。例えば、誰が担当だとか早い話、担当者が誰だとか、系統図でな

いですよ。どこが主体となってどうのこうのという細かい部分は出て来ないのでしょう。

問題は 例えばこのようにいろいろ増えたのですけれども、このあとに来る例えば実際に、

災害が起きたと 起きたのだけれども その救出がどうのこうのという部分に関しての 仮。 、、
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に町内会に頼むとしても、私は町内会に何も頼まれていないので、何も手をつけていない

というのが実情です。そうすると 町内会単位の中で仮に役場のほうで町としてお願いした、

、 、 。としても まだ何も上がってきていないと思うのです 各町内会からは何もないでしょう

ですから、私はあえて何回も聞いているのは 修正内容のうしろに来る一番大事な部分ま、

でも いま3月までの間に防災会議を開いて云々と言っていますが そういう部分まで防災、 、

会議にかかって、そしてその返事が出てくるのですかと聞いているのです。これはわかり

ましたよ。たぶん 主な変更と修正内容を防災会議の委員の人がたに70何ページあると言い、

ましたが それを出してこういうふうになります これはたぶん すんなり通ると思うので、 。 、

すが 問題は細々 このあとに来るいろいろな計画があるでしょう こういう計画というも、 。、

のまで防災会議にかかるのですか。かかってオーケーが出れば この委員会にも出してもら、

えるのですかということを私は聞いているのです。

尾坂主幹。竹田委員長

先ほど説明したのですけれども、新旧対照表を防災会議には提案しますという尾坂主幹

ことです。ですから、現行の計画と新しい計画を対比する表をつけまして、新しい計画の

ほうで何か追加するものとか修正するものがあれば、防災会議の委員さんから出されたも

のを直して、それを本編として防災計画にします。それで、その計画になったものを議会

。 、 、のほうにも提出は それは3月にできます ですから いまもう私の手元には新旧対照表、

計画内容の細かいものはここにあります。ただ、いま防災会議にこれを提案していないの

で きょうに関してはＡ3の大まかな説明だけにしているということで ですから いま持、 、 、

っている計画にはどう新しく変わるかというのは、いま作成してこれからまたいろいろ誤

字脱字を校正して 2月の末には防災会議のほうに提出したいと考えております。、

暫時、休憩をいたします。竹田委員長

休憩 午前10時40分

再開 午前10時47分

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

後に1点だけ確認したいのですが 9ページの7章の部分で追加された部分の中で 例え、 、

ば油であれば大量流出、鉄道であれば大事故、道路であれば大規模事故。みんな大規模だ

とか大と付いていますが、これはどういう部分で人災が伴うような事故でなければ、この

事故災害対策計画というのは発揮しないということなのか、何かその辺がみんな大が付い

ているのです。これは道の防災計画どおりでこうなっているのか、木古内独自で検討した

結果どうなのかという部分が。

尾坂主幹。

今回の計画は、道の北海道地域防災計画に沿って文言等が当然 そちらに倣って尾坂主幹 、

計画しております。ですから、そういう大規模というか、災害本部を立ち上げて処理しな

ければならないような事故。ですから、そこで災害対策本部がどう判断するか、災害対策

本部を立ち上げて処理するべきなのかどうかは庁舎内で協議されて、その計画に沿って動

くか動かないかということになると思います。ですから、いろいろな事故があると思うの

、 、ですけれども それに全部対応するのかというとそうではなくて当然小さいものであれば
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職員だけで処理できるものもあるだろうし、そうでなければ、大きく海上保安庁、道にも

相談しなければならないような油の流出の事故もあるでしょうし、ですから、その辺はそ

の時に庁舎内の判断になると思います。

単純に 木古内町の地域防災計画もそんな大事故や大規模だとかという部分が竹田委員長 、

逆になくてもいいのかと 単純な中で。道からの部分でこういうふうにしなければならない、

と言うのであればそれはそれとしても 先ほど他の委員さんからも出ているように 地域、 、「

にあった地域防災計画であるべきだろうという部分からすればどうなのでしょう」という

そういう感じがしましたので確認したところです。

平野委員。

先ほどの話の流れでもう一度確認したいのですけれども 2月に木古内町の防平野委員 、

災会議にかける際にはその200ページに渡る資料を中身全員に配って それについて議論を、

すると。その委員会のあとでなければ、我々が目を通すことができないという流れだと思

うのですけれども、その後の我々も町民目線に立っていろいろな防災については意見も聞

いていますし、気になる部分でありますので目を通したいという観点から、その委員会に

かけたあとにそれを修正した部分を我々に200ページに渡る資料を添付してくれるのか あ。

るいは 議会事務局に1冊ないし2冊置いて、それを各自が目を通せるような体制にできるの、

か あるいは 希望者についてはメールで資料を送ってもらえることが可能なのか どのよ。 。、

うな方法で我々が目を通せるのか、いま現在考えてる部分をまずお知らせいただきたいの

と、あと、各項目に渡り北海道の防災計画に沿って章、あるいは節、細かい内容について

は木古内町に沿った部分で作成されていると思うのですけれども、この節については、こ

れも北海道防災計画に沿って全てつけていったのか、それとも木古内町独自の節の名称も

あるのかどうなのか確認で教えてください。

尾坂主幹。竹田委員長

2月末の防災会議に提案してから、それで了承になって3月中にできあがった時尾坂主幹

には紙の提案でかなりの枚数とかになるので、個々にほしい議員さんには渡したいと思う

のですけども、できれば、事務局にその計画を提出したいと考えています。

もう1点 道の防災計画に沿った内容になっているかということですけれども 北海道で、 、

は原子力とか火山等の規定をしております そこは うちは火山とかの災害はないので そ。 、、

ういう計画は省いております 当然 原子力などに関しても除いております それで うち。 、 。 、

が対応しなければならないような計画について今回追加等をしております。

平野委員。竹田委員長

追加と言いますか、この節の部分について道の部分の削除している部分はもち平野委員

、 。ろんあるのですけれども 木古内町独自の項目があるのかどうなのかをいま聞いたのです

それと、議会事務局に配布ではたして全議員が気になる部分が改善できるのかという部

分が疑問に思うのですけれども、ページ数 予算のことにかかわらず非常に大事なことなの、

で、これは全議員に配るべきだと思いますがいかがでしょうか。

いまの件ですけれども、先ほど主幹の答弁で事務局に何冊かという部分の考竹田委員長

えもあるのですけれども、この部分についてはいま平野議員も言われたましたけれども、

全議員に地域防災計画、できあがった時点で配布をお願いしたいというように思います。

尾坂主幹。
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節に関しての町独自の項目ということですけれども それに関してはないです。尾坂主幹 、

笠井委員。竹田委員長

僕らもそこの町内会ですが、町内会としてことし防災訓練をやろうと思ってい笠井委員

ます。そのためには、やはりあなたがたが来て指導してくれればやりやすいのですけれど

も、例えば津波が来た時にも、ここに川があって、こちらに逃げれないとか、そうしたら

町内会でどうするとか、そういうことになったら私は駅にでも逃げればいいと 新しくなっ。

たら上に上がればいいなと思っているのですけれども、あなたかたがどういうふうにして

くれるか また 町内あちこちでやはりそういう防災訓練を一般の人に教えなければならな。 、

いでしょう。何もやらないでただ、こういうところに座っていても、何もあとの人はわか

りません。いつ防災、なんでもくるかもしれませんから、ですから、みんなに盛り上げて

去年釜谷か泉沢でやったのでしょう やはり 高台に行ける人もいるでしょうし 行けない。 、 、

人もいるでしょう、年寄りになったら。私たちの町内会についてもやはりそうです。やは

り車椅子の人もいます。そうしたら、そういう人を車に乗せて町内会の担当決めて、そう

いうつもりで私たちはいるのですが、そういう町内会毎にそういう計画はないのですか。

尾坂主幹。竹田委員長

町内会毎の計画と言いますか、去年やったのは泉沢、釜谷地区、ことしはまだ尾坂主幹

決めていないのですけれども 札苅を予定しようかと考えてはいます あと 本町地区は本、 。 、

町地区で笠井委員の町内会だけをやるということではなくて、この本町地区全域というこ

とになります。ただ、いま笠井委員が言われたような「独自で自分たちの町内会が避難訓

練をやりたい どのようにやったらいいかということは 相談していただければ 私たち」 、。 、

はそれは相談には応じていきます。

笠井委員。竹田委員長

去年、釜谷、泉沢地区をやった。歩けない年寄りとかどういうふうになってい笠井委員

たのですか。車で連れて行くとか高台にどういう運び方をしたのですか。

尾坂主幹。竹田委員長

各町内会で歩けないかたの参加はされていなかったと思うのですけども、隣近尾坂主幹

所のかたが車で移動とか、そういう形で避難訓練をされていました。ですから、車のある

かたは 隣近所のかたを乗せてという形になります あと 車椅子であれば 津波に関して、 。 、、

は1時間ありますので、車椅子なりを押して安全な場所に避難してもらうとか お互い協、

力 共助という形でやってもらえればいいと思います。、

これは昨年やった泉沢、釜谷地区の防災訓練は津波を想定した防災訓練だっ竹田委員長

たのですか これには車移動も含めた訓練だというふうに当初聞いていたのですが、そうい。

う訓練の中では車移動という部分は入っていなかったのですか。

総務課長。

開催する前に町内会さんと打ち合わせ行いました。その際に 津波避難とい大野総務課長 、

うことですのでまず高台に避難してください。高台に避難したあと、そのあと避難者につ

いては、中央公民館、あるいはスポーツセンター等で避難生活を送ってもらうこともある

でしょうということで 避難場所である中央公民館のほうにバスで移動するという計画を立、

てました その時に 町内会の会長さんから意見 要望があったのは 当日は日中で若い人。 、、 、「

は仕事をしていると 足の悪い人がなかなか参加できないのですよね ということでした、 、」
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ので避難訓練ということもありまして、多くのかたに参加していただくほうがいいだろう

という背景もありましたので、町の職員がそういう動けないかたがいるのでしたら「お迎

えにいきます ということもお伝えしました 言ってください ということで 参加者の」 、「 」 。

取りまとめをしたところ、要望がなかったということで、実際にお宅まで町の公用車でお

迎えに行ったということはありません。ただ、途中から中継して踏切を渡る手前のところ

で車に乗ったかたはいらっしゃいますけれども、実際にそういった避難・困難さというこ

との輸送したかというと そこまで今回は対応せずに実施がされたというところです。、

防災訓練については、町のほうで予算もあるでしょうし、いままでは各地区竹田委員長

毎と言いますか、そういう形でやっていたのですけども、やはりこれからは先ほど同僚議

員も言っていたように 津波を想定すれば釜谷からずっと本町までこの沿線があるわけです、

から、一斉の全町規模のもう大がかりな防災訓練も何年に一辺かはやはり取り組む必要が

あるのかなという気はします。これから、今年度どういう防災訓練するかという部分等に

ついて 十分検討していただきたいと思います。、

又地委員。

総務課長も担当主査もいるのですけれども自主防災組織、これは釜谷も泉沢も又地委員

。 「 、昨年防災訓練をやりましたけれども自主防災ではないのです 呼びかけて 釜谷の皆さん

、 」 。あるいは泉沢の皆さん 津波が来た時に逃げる訓練をやりましょう ということだったと

それで自主防災組織というものをどう考えているか 私は 同僚議員も言っていましたけれ。 、

ども、その地域 地域で自主防災組織を作ってもらうと これは その辺の認識をちょっと、 。 、

伺っておきたいのです。これは自主防災組織を作る、あるいは運営していくというのは、

これはなかなか大変なのですと私は思っているので、その辺の町が例えば、地震津波一斉

に町が主導で、せいぜい例えば防災無線を使う、あるいは消防の広報、町の広報車だとい

う程度で、あと何ができるかと言ったら、町が一生懸命やってもできることは限られてい

ます。そうなると、やはり自主的に各地域に自主防災組織を作ってもらわないとだめだろ

うと私はそう思っています。その辺の見解をちょっと伺っておきます、先に。

総務課長。竹田委員長

自主防災組織については、町内会での会議、これまで昨年、一昨年と町内大野総務課長

会長さんに津波で浸水する恐れのある地域の町内会長さんにお集まりいただいた時に、自

主防災組織の結成については前向きに検討していただきたいということはお話ししており

ます。ただ、そこに作り方がわからないという話もありましたので、そういうところにつ

いては、 こういった組織系統図ですよと、資料は行政側からお出しができます というこ「 」

とで、なぜ自主防災組織かと言いますと、先ほど主幹のほうでも言っておりましたけれど

も、共助というのが大事になってきます。自助で 自分で逃げれるかたはいいのですけど、

も、そうでないかたについては、やはり地域のご近所の力というのは大事ですので、そこ

をうまく組織するのが自主防災組織だというふうに思っております。

それで、被災地の一昨年の三陸地方でも自主防災組織を結成していて、先ほどの笠井委

員ではありませんが 地域での防災訓練 避難訓練もやっていたと そういう中では 逃げ、 、 。 、

遅れることなく避難できていたという実績もございますので 是非 作っていただいて動、 、「

いていただけないでしょうか ということは話をさせていただいているのですけれども い」 、

ざという時になって地域でこれは木古内の話ですけれども、地域で「避難困難者を行政に
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教えてください と来ました それについては お答えできる情報が持っているのですけ。」 。 、

れども、個人情報であるということでなかなかうまく前に進めないというところがありま

した。ただ、地域でそういうかたを把握する方法はありますので、各戸に「避難困難者は

いますか」ということの調査をいただくような、そんな方法もありますよということで紹

介をしています。行政が関わって作って全部訓練とかを企画してしまうと、なかなかいざ

という時の動きが鈍くなるということもありますから、そこは是非、町内会のほうにお願

いをしていきたいというふうに思っておりますし、また防災計画の中にもそういう項目が

載ってきますので、そこのところは今後のまた町内会長さんへの要請等もしていきたいと

いうふうに思っています。

新井田副委員長。竹田委員長

結びというわけでもございませんけれども、要請ということでちょっと新井田副委員長

お話させていただきたいと思っています。

いま、昨年泉沢、釜谷地震対応とか津波対応の訓練をしたわけですけれども、そういう

中で目の前にあるこういう書面でのいわゆる防災計画の見直し案が出てきているわけです

けれども、先ほど同僚議員からもお話があったように、これは全て国あるいは道の指針に

基づいた計画案ですよと それで何が言いたいかと言うと、くしくも先ほど課長のほうから。

共助というお話が出ました 要するに 昨年やった あるいは3.11の経験の中で我が町の実。 、 、

態、全て把握できている状況ではないと承知していますけども、そういう中で再三出てい

る言葉がいわゆる地域に合った防災の見方をしなければいけないのと、そういうお話は何

回も出てきてるわけです。そういう中で、戻りますけども昨年、泉沢、釜谷ことしもまた

いろいろ計画があるようですが、そういうやった事例の中で我が町として何が不足してい

るのと、これは全ていろいろ段階はあるのでしょうけれども、こういう変革案に関しては

とりあえず道の指針に基づいて形で変更しますよと それをもう1回見てという流れはわか。

らないわけではないですが、まずやったことに対しての検証、そして地域として何が必要

なのと 要するに いわゆる災害弱者ですね これをやはりいの一番に考えなければならな。 、 、

い。ですから、先ほど言ったように、どういう独居老人とかの問題も含めて、この地域は

何人ぐらいいるのとか、あの地域ではどの程度いるのだろうかと その程度は把握している。

のだろうと思いますが、いわゆるそういう組織の活用を先ほども先輩議員がおっしゃった

ように その辺はやはりある程度町の行政の1歩踏み込んだ形の中で 指導も必要だと思う、 、

のです。それをある程度、数値化していかないと来るのを待っているといつまで経っても

できないと思うのです ある程度指導として 例えば ことしいっぱいにしてよとか 半年。 、 「 、

くらいの間でなんとか構成を考えてもらえないか と そういう数値化していかないと な」 、。

かなか前に進まない部分があると思います。そういう部分を含めて町に合った見直しだと

か そういう部分を含めた形で防災計画なりの考えをもう1回ちょっと考えていただきたい、

とそのように要望したいと思っています。

以上です。

15分まで、暫時、休憩をいたします。竹田委員長

休憩 午前11時09分

再開 午前11時18分
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休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

吉田委員。

吉田です。いま木古内町の地域防災計画の話の中で細かいことは言いません。吉田委員

ただ、一番心配されるのは議会でも反対しました大間原発のことが一切ないですよね。

仮に、いままた建設が始まって、議会としては中止の意見書案を出しているのですけれ

ども、仮に建設されて大間原発が動いたと。そしてこれは防災ですから、いつ来るか災害

ですからわからないと。この辺についてのことが一切書かれていないような感じがするの

です。全ての想定したものをやっていかないと。その辺がちょっと心配なので、これはこ

のままでいくと。ただ、津波と災害のみの話であって、原発の放射能における在り方、こ

の辺もやはり追求していかないと手落ちになってしまうのかなという気がするので、この

辺の考え方をちょっとお願いします。

尾坂主幹。竹田委員長

先ほど説明しましたが、道の防災計画には原子力の関係は載っています。です尾坂主幹

が、うちではその災害対策の想定はしていないので省きましたという説明をしました。な

ぜかと言いますと、30キロ圏外ですし、円を書いて丸の範囲以外ですと防災計画を作れと

。 、 、 、いうそういう指針があります ですが うちは離れていますので まだいま建設中なので

仮にもし今後、木古内町も作らなければならないというか、原発が動いた時には、また道

の方針が変われば、そこではまた作っていかなければならないと思うのですけれども、い

まのところその原子力に関しては、今回の計画には記載するという考えは、私のほうでは

持っていませんでした。

吉田委員。竹田委員長

そこなのですよね。確かに、いまの国の決める放射能の範囲というのは30キロ吉田委員

圏内とあるのです。ただ、時期によって、ここはやませが強い時に、仮に事故が起きた場

合、30キロできかないと思うのです。福島の原発の放射能の帯を見た時点で、そこが国が

30キロだから考えなくてもいいのか。でも、いずれ考えていかなければならないという視

点を常に、北海道は確か泊の部分とここの部分しかないのです、原発というのは。ですか

ら、その辺でまだ道のほうがあれですけれども、この道南というのは函館市も含めてその

辺の意識統一をしていかないと、いつ何かがあるかということを常に想定した中で進めて

いかないとならないのです。ですから、この辺をきちんと。原発は建設中止になってしま

う可能性があるかもしれないのですけども、この辺のことを頭に入れておかないとないの

ではないかと思います 「それはあとでもいいのですよ」と言うのでしたら 「できた時点。 、

でまた考えます」と言うのでしたら、それでもいいのかなという気はしますけれども、僕

たちはその辺も考えていかなければならないと思うので、その辺は課長のほうからお願い

します。

総務課長。竹田委員長

昨年12月の議会で、大間原子力発電所建設の永久凍結ということで議会で大野総務課長

も意見書を出されていたかと思います。うちの町も函館市さんと同様に永久凍結というこ

とで署名をしまして、国のほうに要請活動しているという現状があります。報道にあるよ

うに、函館市では原子力防災計画を作っておりません。30キロ圏内にありながら作らない

理由というのは、大間原発の建設に反対をしているという明確な姿勢があって作らないと
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いうことですので、これは作るということになれば許容するというふうに国に対して受け

止められてしまうので作らないという方針で動いているということで、うちは50キロ圏な

のですけれども、30キロ圏ではそういった計画を作ることになっていますが、函館市がい

まそういう動きの中にあるということで、このうちの防災計画のほうには現在入れていな

いというのをご理解をいただければというふうに思います。

岩館委員。竹田委員長

防災訓練の中に、大雪の件も雪害予防計画というのが入っているのですけども岩館委員

、 、 、「 、 」普通 津波だとか あるいは緊急的な地震だとかそういうのは それ 来たから逃げれ

というふうなことでいいのだと思うのですけども 雪の場合 1回に降るわけではないです、 、

から、徐々に徐々に積もってある程度、春までの積雪量によって雪害かどうかということ

を判断する そういう基準といいますか去年の場合を取って見ますと 50年に1回の大雪と、 、

いうことでプールも潰れました。入っていない家も何軒か屋根が潰れたり、結構入ってい

るうちはそれなりに落としたりして、屋根の軒先は何十軒も傷んだところがありますけれ

ども、家そのものが潰れたというのは入っている家ではなかったわけです。もう入らなく

て、廃虚にしている家は潰れたところもあったようですけれども、どこで防災的なあれで

判断するのか。大雪という場合の判断の仕方、何メートルを基準にするのか。それとも、

去年並みの50年に1回の雪で 木古内町の場合は大雪と言うのか 言わないのか その辺の、 、 。

判断は大雪の場合、非常に判断が難しいと思うのです。その基準というものもある程度作

っておかなければ、やはり災害なのか、災害でないのか。これは木古内町は当然ある。こ

のぐらいの雪は降るからと言えるのか。その辺、訓練と言えども雪だから「逃げれ」とい

うわけにはいかないわけですから、どのように訓練をしていったらいいのか。その辺の判

断の仕方が雪の場合、非常に判断に迷うのでないかと思うのですけれども、その辺の見解

というのは考えておりますか。

尾坂主幹。竹田委員長

大雪が何センチという、そういう基準はこの計画にはありません。ですから、尾坂主幹

、 、何メートルになったから大雪ということではなくて いま議長が言われた建物についても

要するに見た目で積雪量が大量になった場合には、その建物の住人、あと建物に住んでい

る人に雪下ろしの作業そういうもの啓発する、そういうことになります、予防ですね。あ

とは、個人が判断していろいろその家に対して潰れないように除雪を依頼するとか、そう

いうことになります。あとは、大雪に関してですけれども、これは大雪によって交通の確

保できないとか、そうなった時には緊急で町の除雪車というか委託しているところに依頼

するとか、そういう計画になります。ですから、細かく何センチになったから大雪とか、

そういう計画では記載はしておりません。

岩館委員。竹田委員長

ちなみに 去年くらいの例えば積雪を想定した場合 これからも50年に1回ぐら岩館委員 、 、

いのと言いますから 50年に1回経つとあると思うのですが あのぐらいの雪でどういう判、 、

。 、 。断を町として大雪という判断するのか それとも 通常少し多いぐらいの判断というのか

やはりプールが潰れたということは、老朽化もあるだろうけど、それなりに人がいなかっ

たからただ潰れたというそれで済むのですけれども、やはりああいう公共的な大きな建物

が潰れるということは、やはり、例えば人災があったとしたら大変な問題ですから、これ
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はやはりその辺の見極めと言いますか、やはり大雪という見解をすれば、やはり潰れる前

に1番 初に公共建物を保護するというか 維持するというのは やはりこれは基本ですか、 、

。 、 、 。ら やはり個人的な家ばかりではなく 公共物もやはり大雪に耐えられる 耐えられない

木古内高校も前に体育館がもう潰れそうになって、かなり歪んでいまの鉄骨に建て直した

経緯があります。前は木造の梁で、梁が下がってきて危険で子供たちが体育館で体育がで

。 、きないという時期もありました 木古内はそういう大雪の中で暮らしているわけですから

やはりそういう見極めというのは非常に大事だろうと。大雪という見解がそういうことも

考慮に入れながら、これからはやはり防災に当たってもらいたいとこう思います。

又地委員。竹田委員長

地域防災マスターということは、たぶん初めて聞くかたもいると思うのですけ又地委員

れども、これは北海道地域防災マスターとして順次認定しているということなのですけれ

ども、うちの町には地域防災マスターという認定を受けているかた、あるいはこれからそ

ちらのほうで地域防災マスターとして認定されているかたがいるのかどうか。

尾坂主幹。竹田委員長

地域防災マスターを取得したかたはいないと認識しています。尾坂主幹

消防は地域防災マスターではなくて、講演か何か聞いて、そういう防災に関しての資格

をもらったというか 地域防災マスターではないですけれども 消防には2名程度いるとい、 、

う記憶はしています。

又地委員。竹田委員長

防災計画、あるいはいろいろいま今日の議題の中で、やっぱり、例えば先ほど又地委員

同僚からもありましたけれども、町内会、あるいは地域で自主防災組織を作りたい等々を

考えた時に、やはり担当課だけでは手が回らないと私は思うのです。これは北海道でやっ

ていますので、地域防災マスターの手を借りるということがすごく大事で必要なことでな

いのかなと私はそう思っているのです。北海道では、道としてはいろいろ講習等を受けた

かた、あるいは防災業務を経験したかたなどを講習等を受けさせて順次認定しているよう

です これは道のほうに1回聞いてみて 尾坂君のところで一人でやっていてもなかなか大。 、

変だと思います。そういう中では、自主防災組織を作る時の手助けをしてもらうだとか、

いろいろやってくれるのでその辺をちょっと研究してみたらどうですか。そうすると、簡

単に地域と連携した中で、自主防災組織を立ち上げるというのはすごく簡単にいくのでは

ないかと、そんなふうに思っています。

ただ、担当部局で災害時の要援護者、この把握はしていないでしょう担当のほうでは、

と思うのです。要援護者の把握はしていますか。例えば去年、釜谷なり泉沢で訓練をやっ

た。これは、これらも各町内会には必ず婦人福祉部というのがあるのです。これは、町内

会連合会の中で 各町内会に婦人福祉部を作ってください ということで作っているはず、「 」

です。その婦人福祉部の活動の中に一人住まいのかただとか、あるいは高齢者のかただと

かというのを、地域によってはきちんと調べているところもあるのです。ですから、そう

いうところを活用しながら、災害時の要援護者数をもし、災害が起きた時の災害時の要援

護者数が例えば、同僚議員の笠井君の町内会の中には何人いるとか、というものをやはり

早急に調べた中での防災計画でないと、絵に描いた餅で文章だけの防災計画になってしま

うと思うので、その辺はいろいろな町内会なり、有効に利用する中で、しっかりとした計
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画を立ててほしいと思います。そんなふうに思いますのでよろしくお願いします。

これは要望というようなことでいいですね。竹田委員長

皆さんにお諮りいたします。

防災計画については、まだハザードマップ等の説明を受けることになっておりますけれ

ども、町長から行政改革の取り組みについてを提案したいということで、ただ日程上、午

後から町長が別な公務があるということで、この時間しか町長が委員会には出れないとい

うことなものですから、先にその部分の町長から行政改革についての説明を求めたいとこ

のように思います。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午前11時34分

再開 午前11時40分

③行政改革の取り組み状況について（継続）

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

いま休憩中に話されたように、まず行革に対する町長の考えを述べていただきたいという

ふうに思います。

町長。

すみません、私の時間にあわせていただきまして申しわけございません。大森町長

老健施設の経営形態の見直しにつきましても含めてご説明をさせていただきたいと思い

ます。

したがいまして、本日はこの度まとまりました行政改革についてと介護老人保健施設に

おける公営企業法の全部適用に関する提案の趣旨につきまして、ご説明をさせていただき

ます。

まず、はじめに行政改革についてご説明を申し上げますので、お手元の資料の10ページ

をお開きいただきたいと思います。

ページには（ ）で行政改革の取り組み状況についてというペーパーがございます。10 3

。 、昨年10月22日に庁舎内で行政事務能率改善委員会を設置いたしました 行政事務組織

職員定員管理、財政収支計画、集中改革プランにつきまして見直し協議を行ってきたとこ

ろでございます。

この委員会では、事務分掌の見直しから協議を始めております。

まず1点目は 平成27年度末の新幹線開業を見据えた組織体制について検討し 現行グル、 、

ープ制を継続することを基本に、木古内町行政事務機構を策定いたしております。

2点目は、この行政事務機構に配置する人員について検討をいたしております。

人員配置計画は 人件費算定の根拠となりますので 初の段階に整理を行ったところで、

ございます。

3点目は 集中改革プランの実施項目毎に削減を継続したほうがいいのか あるいは軽減、 、

をしたほうがいいのかなどについて協議をしています。

4点目は この行政事務機構 あるいは集中改革プラン これらの検討結果を踏まえまし、 、 、
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て財政収支計画へ反映をしたというところでございます。

詳細でございますが 組織機構 人員配置計画 財政収支計画につきましては のちほ、 、 、 、

ど担当よりご説明申し上げますので、この場では省略をさせていただきます。

私からは、集中改革プランにつきましてご説明をいたします。

第3次行政改革大綱に引き続く行政改革プランとして策定をしております。収入増加策か

、 。ら補助金・交付金の見直しまで 全てで113項目について取り組んだところでございます

この度の見直しでは、新年度から取り組むという内容につきまして、 点目はごみ袋の1

料金については値上げ前の金額に戻す 2点目は水道料金については 現在の経営状況から。 、

値下げを見送る 3点目は防犯灯のＬＥＤ化については 交換に伴う補助率を2分の1に引き。 、

上げる。4点目の委員の日額報酬、そして5点目の旅費、宿泊費については増額をしない。

こうした内容を決めておりますので、決定した内容を十分に尊重いたしまして、精査の

うえ新年度以降の政策に反映させてまいりたいと考えております。

なお この改善委員会からは 3年毎に委員会を設置して見直しの協議を行うべきとの要、 、

請を受けましたので、継続して実施してまいりたいと考えております。

以上が、行政改革の取り組み状況についての説明でございます。

次に ただいまお手元に資料を配付させていただきましてご説明をするわけでございま、

すが、介護老人保健施設における公営企業法全部適用につきましてでございます。

当町が進める保健・医療・福祉の連携につきましては 当町の振興計画の中心テーマで、

あり、今日までも施設の整備や在宅サービスの充実に努めてきたところでございます。

この連携を更に進め、当町における地域包括ケアシステム構築の一端として、病院事業

に介護老人保健施設事業を統合し、病院事業管理者による一元管理体制を目指すものでご

ざいます。

このことにより、人事権や予算編成権などを病院事業管理者に移管し、より効率的な運

営が可能とするものでございます。

また、医療面での連携が強化されることは元より、経営効率の向上が期待されるものと

思っております。

そこで、国保病院は昨年 月より地方公営企業法の全部適用に移行し、病院事業管理10

者の下で経営改善に取り組んでおりますことから、この度、介護老人保健施設につきまし

ても、同様の手続を進め経営体質の強化を図ることを狙いとしております。

なお、実施時期につきましては、本年 月1日を目標に現在準備を進めているところで4

ございます。

以上で説明を終わります。

よろしくお願い申し上げます。

皆さんにお諮りいたします。竹田委員長

前段、言いましたように、この部分については次回の委員会の中で町長の出席を得て質

疑をしたいというふうに思います。

昼食のため、暫時、休憩をいたします。竹田委員長

休憩 午前11時47分

再開 午後 0時59分
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それでは休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

午前中の地域防災マスターの発言の訂正の申し出がありますので、尾坂主幹からお願い

します。

尾坂主幹。

午前中 質問がありました防災マスターですけれども いま調べましたら3名の尾坂主幹 、 、

かたが防災マスターに認定されています。

、 。全員消防のかたで所長をやっていた大坂満さん あとは現職の岩上さんと石塚さんです

そういうことで、それでは午前に引き続き、防災のハザードマップの雛形が竹田委員長

出ておりますので、これについての説明を求めます。

尾坂主幹。

きょう付けた津波避難マップなのですけれども、これは説明というよりも、い尾坂主幹

まこういうものを作っていますということで、別添としてきょう付けています。

それで、皆さんに渡したのは各地区の津波浸水予測図を付けております。

それで、以前も説明したと思うのですけれども、壁にカレンダーみたいな形でこう付け

て、いつでも見れるような形でいま作っております。いまもう 終の校正に今度入りまし

て、それから印刷に入って3月中にはできます。

3月にできましたら、4月には全戸に配布したいと考えております。それで、いま渡した

のもまだ校正しなければならないような箇所がありますので、間違いのないようにはした

いと思いますけれども、そういうことでよろしくお願いします。

これについては、いま説明があったようにこういう各地区のイメージ。この竹田委員長

ような形の中でハザードマップができると、これに付随するものがいろいろなものがまだ

入っているようであります。ただ、北斗市では、この避難場所の部分で高規格道路の活用

を何かしているようですが、木古内町もあと何年かすれば高規格道路が整備されるわけで

ありますし、それについても木古内は高台もあるというようなことで、高規格道路の活用

という部分は頭にないのでしょうか。

尾坂主幹。

以前も又地委員からも高規格の関係は質問があって、それについてできたら活尾坂主幹

用ということは答弁しています。

それで、今回のこのマップですけども、ちょっと見づらいのですが、予定路線は入れて

おります。ですから、高規格道路だけが避難路になるわけではありませんが、逃げる際に

は避難路も活用ということになると思います。

それであれば高規格道路については、完成後活用についてどうするかという竹田委員長

ことは考えていくということです。

それともう1点は、去年の8月の北海道新聞の記事なのですが、道の防災訓練の中で避難

で車で避難するかたが多くて渋滞が今後の避難誘導の課題だという部分が結構大きな記事

として載っていましたので、これについてはどういう木古内の場合、都市部と違った部分

でそんなに心配ないという捉え方をしているのかどうなのか。

尾坂主幹。

津波避難計画の時にも、その項目の中で説明しているのですけども、車の避難尾坂主幹

もそれは規制しないということを唱っています。それで、大都市ですと車で逃げる際、た
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ぶんかなり渋滞とか考えられるのですけれども、木古内町であれば幹線道路とかたくさん

ありますので、その辺分断される恐れがあるのが踏切で、踏切の場合もＪＲと確認してい

ますけども、遮断機が降りていても左右の確認をして安全を確認したあとであれば、その

踏切の遮断機が降りていても通って構わないということになっていますので、そういうこ

とで理解をお願いします。

ほか、皆さんのほうからこのハザードマップについて、これは間もなくでき竹田委員長

あがって3月中には全戸配布になる予定だということであります。

又地委員。

午前中ちょっと話しましたけれども、町営住宅のある意味では3階建、4階建、又地委員

5階建、その部分はこのマップに入れる気があるのかどうか、ちょっと伺っておきます。

尾坂主幹。竹田委員長

いま もうこれは 終校正に入っていますので いま各住宅に関しての3階の位尾坂主幹 、 、

置というのをこのマップにはちょっといま無理かと思っています。もし、あとで各そうい

う住宅に関しては、1階部分に3階の高さの表示とか、もしそういうので構わなければそう

いう対応でもよろしいのかなと考えています。

ほかにございませんか。竹田委員長

なければ、防災計画については以上で終えたいと思います。

③行政改革の取り組み状況について（継続）

次に、行革の前段、午前中町長から行革の提案がございました。竹田委員長

この資料の説明を総務課長お願いします。

総務課長。

それでは、資料の10ページになります。大野総務課長

行政改革の取り組み状況ということで、町長のほうからもございましたけれども、昨年

10月22日に行政事務能率改善委員会が設置されまして 7回協議が行われています 各課か、 。

ら14名 そして事務局総務課から4名ということで18名で協議が行われています 協議の際、 。

には原課、自分のところの担当する課に戻って、フィードバックして協議してまた意見を

委員会に出してくると、こういうような手法で進めております。

まず、 初に取り組みましたのが行政事務機構の見直しです。それをやったのちに、行

政事務組織と職員の定員管理の見直し。これは、財政収支計画を見直すというのが 終の

目標にあったわけですけれども、前段で職員の数等について、ここが大きく財政収支に影

響を及ぼすというふうな考え方もございましたので、組織のスリム化、そして定員の減を

どう図っていけるかということの議論をしています。

また 集中改革プランこれについても 113項目の中から今回見直すべき 検討すべき項、 、 、

目ということで洗い出しをしまして協議を進めました。それを基に、財政収支計画を作成

しております。定員管理計画、行政事務組織と定員管理計画につきましては、次のページ

から出ておりますけれども、これはのちほど説明をいたします。

行政事務組織については、平成27年度の新幹線開業後にまちづくり新幹線課の業務をほ

かの部署に移管したうえで、まちづくり新幹線課を廃止するという考え方を持ちました。

また、これによって、平成28年からの課の数については6課から5課に再編。ここにつき
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ましては、役場行政部門と教育委員会を主に検討しておりまして、病院、老人保健施設等

については、今回の検討からは除いております。

分掌事務の整理ですが、25年度からパークゴルフ場の事務分掌を教育委員会に移管をす

るということにしました。

なお、パークゴルフ場を含め、現在、町が管理している施設、これらの指定管理者制度

に向けての検討も、早めにやっていこうということの整理になっています。

職員定員管理ですが、定員管理診断表や類似団体との職員数を参考に、現在87名の職員

数を平成36年度までに65名体制を目標としています。平成24年度退職者の補充として、25

年度に4名の新採用を予定しておりましたが 65名体制にしていくということで いまから、 、

ただちに効果が出るようにやっていこうということで 採用を2名に減らし計画の前倒しを、

行っています。

管内の議会事務局体制を参考に、木古内町もこの中でなのですけれども監査事務局を議

会事務局移管し 職員の3名体制から職員2名と臨時職員1名体制としておりますが こちら、 、

については先日 岩館議長さんのほうにご提案を申し上げて1年かけてということでご回答、

、 、 、をいただいておりますが 今回 このように定員管理計画としてまとめた背景については

今回説明させていただきたいと思い計上しております。これはのちほど説明します。

また ここに書かれてあります集中改革プランですが ただいま申し上げました113項目、 、

が平成17年の時にまとめたものなのですけれども、その項目を今日まで継続して実施をし

てきています。その中で、平成19年から新たな財政収支計画を作り、その後収支計画の達

成度が良かったということで一部見直しを行ってきました。今回も、さらに見直しができ

るのではないかということで議論した項目を、ここに5点記載をしております。

ごみ袋の料金の見直しについては、燃えるごみ袋、燃えないごみ袋、粗大ごみ処理券を

値上げ前の金額に、平成25年度から戻すということで答申をいただき、先ほど町長のほう

からもそのように予算計上をしたいということで話をしてもらっています。

また、水道料金の見直しなのですが、ごみ袋料金の見直しと同時に、水道料金の値下げ

についても協議をしたのですが、現在新幹線等の工事業者の利用があることによって何と

か収支が均衡している水道事業会計ですので、上水道事業会計の経営状況から値下げにつ

いては見送りをしています。

3点目の防犯灯新設補修補助金ですが 防犯灯のＬＥＤ化これは電気料金の減額にもつな、

がりますので、積極的に推進していこうということで補助率を2分の1に引き上げる答申を

しております。

そして 4点目の委員日額報酬の見直しですが 1,000円から2,000円ということで引き上、 、

げを検討したのですが、削減提案当時に無報酬でも構わないとの意見があり、これについ

ては自治法上の取り扱いで有償でなければだめだということで1,000円にさせてもらってい

るのですけれども、こういった意見があったと。また、増額の要望が出されているという

状況ではないので 報酬の増額については これまでどおりとして1,000円でお願いしたい、 、

ということの答申です。

、 、 、 。5点目は旅費 日当 宿泊費の見直しですが 現状の金額で問題はないのではないかと

それで、高い料金での宿泊費等ですね。ホテル代等が高い場合については、これは精算

できるということにしておりますので、ここにも書いているように、宿泊費は旅費規程の
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金額を上回った時は精算できるということで、現状どおりの日当2,000円、宿泊費8,000円

ということで見直しを行わない方針が示され、その方向で進めることとしております。

それで、11ページと12ページなのですが、木古内町機構及び人員配置図ということで、

お示しをしています。

人員配置計画につきましては、人件費算出の基礎となりますので、平成25年度から平成

36年度までの推計を行っています。検討に当たっては、前のページでも記載しておりまし

たけれども、地方公共団体の定員管理診断表、これは総務省のほうで調査を行っているの

ですけれども、この診断表や当町の人口規模と類似をしております知内町、福島町の職員

数を参考としています。

また、平成36年度の推計人口につきましては、国立社会保障・人口問題研究所が「日本

の市区町村別将来推計人口」というのを発表しています。平成20年12月に出されている推

計数値に実績値を加味して、これは21、22、23ともう実績が出ておりますので、この実績

を加味して行い 平成36年度の人口を4,000人というふうに推計したうえで 役場・教育委、 、

員会部門で87人の職員を65人に減員することとしております。

12ページをお開き願いたいと思います。

12ページの計の欄の小計欄、黄色で塗りつぶしている所なのですけれども、ここに記載

しているとおり、Ｈ24、人数が87から右端のＨ36、人数65ということで、△22人、職員数

を22人減らすという これは4,000人規模の人口で事務を実施するのに 65人相当の人数で。 、

できるという判断で作成をしております。

職員数のこの目標を定めたうえで、毎年の採用人数を検討しました。職員間に年齢の断

層ができないことに配慮し、 低1人から2人の採用を行うことを前提としています。その

欄につきましては、この同じ12ページの小計欄の少し上に赤い文字で書いています。黄色

で色塗りしていますけれども うち新規採用者というところです 平成24年が3人 25年が、 。 、

2人、以下1、1、2、1、2というように数字が入っています。毎年、職員は採用していくと

いうことを前提に、この人員配置図を作成しています。

また、前のページに戻っていただきたいのですが、11ページの右上のほうに、Ｈ25年度

、 。 、 、退職 Ｈ26年度再任用という項目が書かれております これは 平成25年度の退職者から

公的年金との接続を行う制度として再任用制度が実施されます。25年度の退職者は、年金

をもらう年齢が61歳からです。その間は年金は出ません。その扱いをどうするかというこ

とでは、国家公務員については再任用制度で年金との接続と言うのですけれども、その制

度を運用することとなります。地方公務員にあっても同じ制度を使うということになりま

すので、25年度以降の該当となる退職者の全てのかたが再任用を希望するだろうというこ

とを前提に配置部門を配分しています。

ですから、ここでいきますと、26年の退職者というのは事業が7名、現業が3名というこ

とで10名おります。ところが、10名退職して、では何名採用するかと言うと、26年度の退

職者ですから 27年3月退職で27年4月の採用は1名にしています その分どこにいっている、 。

かと言うと再任用ということで、いままで勤めていたところにいるかどうかは別として部

門を配置しています。再任用については役職に就くことはできませんので、一般職という

ことで配置を検討しています。

この表の11ページの、まず総務課で少し説明をしていきたいと思います。
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これは 現在の人数が総務課は平成24年度10名おります それで 臨時職員が1人 公務、 。 、 、

補が1人 課長1 主幹2 主査2 主任・主事が3ということで そこに茶色で色塗りしてい、 、 、 、 、

る再任用という欄を設けておりますけれども、平成28年から再任用者がこのように配置を

していって、現行の人数を大きく変えないで事業を進めていくという計画にしています。

それで、28年から水色で塗りつぶしているのですけれども、ここは平成27年度に新幹線

が開業し、まちづくり新幹線課を解体と言いますか、それぞれ業務をほかの部署に分けま

して、例えばここにあります広報・広聴部門については総務のほうに持ってくるというよ

うな計画にしております。

そして、議会事務局の話になりますけれども、表の見方については、このように見てい

ただきたいのですけれども、12ページのほうに議会事務局について記載をしております。

この、議会事務局の人数につきましても、知内町や福島町の議会事務局の職員数を参考

といたしました。知内町が3名、福島町が現在4名ということで、このうち、職員数の少な

い知内町では1名が準職員でありますので、当町においても1名、臨時職員での配置が可能

というふうに判断したところです 当初予定では 平成25年4名の新採用というふうに考え。 、

ていたのですが 木古内町を一時志望で合格したかたが2名であったということもありまし、

て 前倒しをして職員を減らし その分については事務を支援する臨時職員 そして1年目、 、 。

は臨時職員で2年目以降は非常勤職員ということで 新規になりますけれども継続した雇用、

ができるという中で、まず議会事務局ということと、それとあわせて生涯学習課のほうに

ついて、臨時職員で対応できないかという議論を事務能率改善委員会の職員間で行いまし

た。かなり、喧々囂々議論になりましたけれども、やはり将来人口がこのままコーホート

、 。要因法の中で減っていくという状況の中では 職員を減らしていかざるを得ないだろうと

退職者の数だけ採用していっては、なかなか減らしていくことができない。いまできる時

に、まず取り組んでいこうということで、皆さんそういう意見でまとまってくれましたの

で、このような提案をさせていただいております。

議会事務局におかれてもそうなのですが、職員が減少することで事務の停滞というのが

心配されるかと思いますが、本会議や各種委員会における提案口述などをいまは職員で作

、 、って事務局のほうにお渡しすることができておりますので 事務の軽減化につきましては

これからも職員のほうから支援をしていきたいということを条件に 1名の臨時職員化とい、

うことに踏み込んだ次第です。

また、この12ページには監査について、丸で表示をしています。現在、事務補助員なの

ですけれども、一般行政職と兼務をしているということで丸で表示をしています。この監

査委員会事務局、正式にはそのように今度なってくると思うのですけれども、このことに

ついても、総務グループで行っている補助職員から議会事務局職員が併任発令を受けて実

施をしていただきたいというような提案も合わせて提案させていただいてるところです。

私からの説明は以上です。

よろしくご審議をお願いします。

ただいまの午前中の町長から提案から始まって、行革についての行政事務組竹田委員長

、 、 。織 それと集中改革プラン そして各課の人員配置等々についての説明をいただきました

それで 総務課長1点 皆さんから質疑を受ける前に自分自身もそうなのですが いまの、 、 、

、 、職員の定員管理の考えからすると 議会事務局体制が人数からすると変わらないのですが
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職員3から職員が1減になって臨職1 そして一番心配なのは 監査事務が議会事務局に移行。 、

すると それで4日の議会の打ち合わせの中でもかなりその辺が やはり議会の 自分自身、 、 、

含めて監査の業務というのはどのくらいの、例えばボリューム、事務量があって、平素の

業務の中でどうなのだという部分。もし、口頭で説明できるとすればして、少しでもその

部分を理解しないと、我々はなかなかそれ以上の議論に踏み込めないという部分がありま

すので総務課長、監査業務についての事務内容と言いますか、掻い摘んだ部分をちょっと

説明していただければと思います。

総務課長。

議会選出の監査委員さん、そしてまた以前に監査事務を行っていた議員さ大野総務課長

んもおられますので、私の説明で不足する部分については補足をしていただければという

ふうに思います。

例月出納検査を毎月行っているわけですけれども、基準日については10日を目処にとい

うことで毎月実施しています。この例月出納検査を行うに当たっての資料提出から終了ま

では事務的には4日間ほどかかっているということです。

また、監査業務の中には決算等審査がございまして、決算等審査につきましては、毎年

7月下旬から8月上旬 所要日数は審査に5日 準備に5日 意見書まとめに5日の15日程度で、 、 、

す。

定期監査を年1回実施しております 時期は その年ごとに違うのですが 決算等審査終。 、 、

、 、 、 、了後 9月以降に実施をしておりまして 所要日数は資料審査に2日 実施日が1ないし2日

意見書まとめに2日、計6日程度を要しています。

、 、 、また 会議等の出席もありまして 渡島町村監査委員協議会研修会が6から7月にかけて

管内持ち回りで実施されています。渡島の定例総会が道の監査協議会の総会とあわせて行

われていますので 毎年2月中旬に札幌市のほうで開催をしています これは 北海道の町、 。 、

村と監査委員協議会と同時期に開催をしております。

以上です。

、 、 、竹田委員長 ただいま 監査委員の業務についての説明をいただきましたので これより

いま総務課長から説明いただいたその部分について、総務課長の答弁できる範囲内でのこ

れから質疑を受けたいと思います。

質疑ありませんか。

なければ 総務課長1点確認したいのですが 11ページの一番上 右側の再任用の欄なの、 、 、

ですが、25年度退職、確かに今年度いっぱいで地本病院事務長が退職なのですが、この再

任用を病院再任用とすると。いまからも人事を決めてしまって固定なのですか、ちょっと

これはどうなのでしょう。できれば、例えばいろいろな検討結果、 終的に人事で発令す

る中で、病院の経験者だから病院がいいのか。また、いままでの経験を生かした別な業務

でという部分も考えられるのではないかなと思うのですけれども、何かもうここで地本事

務長、ほかはただ人数だけで病院事務長、来年は1名なんですけれども、1名だけを「もう

病院だよ」といまから決めているような感じがするのですけれども、その辺どうなのです

か。

総務課長。

、 、 、 、大野総務課長 その件につきましては 今回検討するのに当たってまず 行政部門 役場
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教育委員会での調整をしていきましょうということで、企業会計のほうからの人員の異動

については考えないで、それを入れてしまうと複雑になってしまいますから、簡略化した

中で人員配置を決めて、それによって人件費がどう動いていくか。病院ですと今度補助の

ほうの金額に入って係わってくるのです。人件費について負担割合がありますから、一般

会計のほうで持っている分だけで、まず整理をしていこうというふうにしないと、キャッ

チボールをやっていると。いろいろな因子を今度入れていって、財政収支計画に反映しな

ければならなくなりますから。そこは簡単にやっていこうということで、決めたというこ

とではないです。ここに仮置きで置いておかないと、財政収支計画に反映するのに複雑化

するので簡単な方法を取っているということです。

ある程度わかるのですが、仮置きであれば、仮置きで名前だとか入れないで竹田委員長

人数だけで抑えておいたほうがいいのかなというふうに。

ただ、いま総務課長から説明を受けた中では、病院だとか今度は老健を含めてになって

くるのかなと思うのですけども、今度、人事交流を含めて町長が前の全適の時も人事交流

などについても管理者との話しの中では 「やりますよ」とそのように受け止めたのです、

が、とりあえず仮置きで、例えばいまの財政でシミュレーションする時に、人によって人

数によって人件費等が変わるということで、その計算をするのにはたぶんこういう部分も

必要だと思うのですが、何かやはり、毎年その辺は人事を含めて財政の見直し、当然財政

は毎年見直しをしているので当然動いている。そういう部分も含めた部分であれしてもら

えばいいのかなと。それと、一つ確認なのですが再任用、要するに年金支給までという捉

え方をしたのですが、そうすれば個々によって、誕生月で年金支給年齢に到達するのです

よね。僕は3月の早生まれですから、1年間臨時職員で、例えば自分のことをあれすれば、

1年間3月まで勤めないと年金が支給にならない。4月生まれの人は1か月で年金受給なので

す。その辺はこの再任用をどう整理するのか、あくまでも年度末でのあれなのか。ただ、

やはり考え方として本当に事務効率と言いますか、そういうことを図るのであれば、新採

用者を年度途中からでも新採用をして、これからの事務の効率を図ったほうがいいのでは

ないかと。例えば財政のことを考えれば、そういうこともちょっとイメージとしてあるの

ですが、その辺はどういうふうな動きをするのかどうなのか。

総務課長。

国の制度がまだ細かく示されてない中では、我々職員も検討するのに非常大野総務課長

に苦慮しました。それで、いま委員長がおっしゃっているように誕生月という考え方もあ

りますし、いいえそうではない、人員配置、人事上は1年でないと業務に突然6月に誕生が

来たので辞めますと 7月からいなくなられるのであれば業務に穴が開いてしまう ですか、 。

、 。 、 、ら まず根底は1年が基本であろうと それで 我々がこの再任用制度を進めていくうえで

まず該当になるかたに、前の年に早めに意向を調査していこうと。それで、その中での再

任用制度の作り方というの考えていかなければならないのではないかと。原則で考えるの

は1年間 それで本人が年金支給になれば後進に道を譲りたいと言うか 既に前年の採用試、 、

験で合格になっていて未就職のかたがいれば、そういう人にチャンスもという、そういう

考え方も確かにあるかなと受け止めているのですが、制度の作りがまだ完成していない中

では そういう因子を全て考えたうえでの制度を作っていきましょう という話にはなっ、「 」

ています。それで原則、基本としては1年という考え方に立っています。
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ほかにございませんか。竹田委員長

平野委員。

行政事務能率改善委員会、初めて名前を聞いたものですから、メンバー14名に平野委員

能率担当員4名、このメンバー構成をちょっと教えてください。

それとこの行政改革については、日ごろから取り組むべき大事な要項が多いと私は思う

中で、この下の集中改革プランについては、先ほどの説明では平成17年度にまとめたもの

をいま項目は変わらず、今回もこの部分を変えたという説明を受けたのですけども。その

間 この委員会たるものなのか 平成17年に議題に出されたものをこの8年間話し合うこと、 、

がなかったのかどうなのかの確認もあわせてお願いいたします。先ほど町長の説明では、

この委員会が3年毎に委員会を設置したほうが良いという話がありましたが、この3年の根

拠というのはどのようなことで3年にという年数が出てきたのでしょうか 私は常時設置し。

。 、 、てもいいのではないのかなと思うくらいです それと 集中改革プランの113項目について

議論されたとおっしゃいましたけれども、そのうちの主要の5個をここに載せたものなの

か。そうしますと、5個のうちでも実際実行されているのが2項目になりますよね。ごみ袋

の部分と防犯灯の部分 その他111項目については議論がされたけれども変わってはいない、

と この中の項目が非常に大事なものもあると考えられますので 5項目以外の部分の提示、 、

はできないものでしょうか。とりあえずここまでにしておきます。

尾坂主幹。竹田委員長

いま、1点目の事務能率改善委員の名簿ですけれども、各課から1名ずつ主査以尾坂主幹

上、それで町民税務課に関しては2名、建設水道課に関しても2名、ほかは議会事務局から

総務、個々に1名ずつ、総務課は事務担当ですから4名の主査、あと課長がオブザーバーと

して入っております。

総務課長。竹田委員長

行政事務能率改善委員会につきましては、平成19年に開催をし、それから大野総務課長

5年経ったということで その平成19年の時には課係制から課グループ制に変えた時の議論、

を行っております。その時の、課グループ制に移行したことによって、2課を1課に統合す

るなどの管理職の数を減員するなどして、財政収支計画に反映していったと。平成19年か

ら収支計画が良くなって来ていたという背景もありますので、ここのところ、毎年の収支

計画の見直しは財政で行っていますが、事務機構を含め、あるいは集中改革プランに取り

組んでいる内容の変更等については、これは全体議論で考えなければいけないということ

で今回24年度で取り組まさせてもらっています。それで、少し遅かったかなというふうに

私も思ったのですけれども、平成25年度までの人件費の独自削減を継続するという背景も

ありましたので、今年度には全体的な見直しをしていないと次の人件費の見直しなどにも

反映できないなということでやっています。

それと 3年後というのは新幹線の開業です 開業で課を統合していく構想にしています、 。

けれども、なかなか先が3年後とは言え、観光交流センターの位置づけ、あるいは第3セク

ターでの在来線の運行、こういったものについて少し議論をしなければならない場面が出

てくるのではないかという、いま議論しきれていない課題が出てくるのではないかという

。 、 、不安が我々事務能率委員会の中にもありました それで 5年スパンで見直しではなくて

3年 3年でやっていったほうがよりいいだろうということで そういう背景で今回3年後に、 、
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見直しをすることについて取りまとめて町長に答申をしたところ、やりましょうというこ

とでございます。

また、制度の改正というのは、毎年いろいろな方面から出てくると思いますので、その

状況に応じては開催を呼びかけてくださいということも答申の中には入っております。

それと111項目なのですが 平成17年に取りまとめをしておりまして 実施項目というこ、 、

とで効果額ということで計上できるものが111項目ということでまとめております これに。

ついては、資料が必要だということでございましたらお出しすることは可能です。ただ、

これに取り組んだ時には、補助金なども廃止をする、あるいは半減ということのお願い、

こういったものも入っていますので、効果額としてはそんなに大きくないです。10万円、

15万円 30万円 そういうものを全部積み上げたのが113項目 この中で 一昨年から議論、 、 。 、

が一般質問等でも出されておりましたごみ袋の件ですとか、水道料金、こういったものを

取り上げて検討したということで捉えていただければというふうに思います。

平野委員。竹田委員長

いまの質問については理解できました。のちほど、私的には資料いただきたい平野委員

と思いますのでよろしくお願いいたします。先ほど、話が途中になったのですけれども、

、 、再任用の件についてなのですけども 元々事務組織の職員を減らすということに関しては

平成36年までに65名体制ということは22名の職員減ということなのですけれども、再任用

のかたが臨時で入られるので合計では10名程度の減だということだと思います。

それで、この背景には当然財政を見据えてスリム化をしようという狙いがあると思うの

ですが、この再任用者の数を見ると国の制度の再任用制度というものを、当然退職者のか

たは活用するだろうという想定の中で組まれているとは思うのですが 後半2名 2名 2名、 、 、

それぞれ退職の中でも、この再任用者の数が減っていかないと、1年というのは契約が1年

なのでしょうけれども、継続して何年まで継続する思いがあるのか。ここの背景には退職

者のかたへの優遇といいますか、救済措置がメインなのか財政のスリム化を図ったことが

メインなのか、ちょっと見えづらい部分がありますので、そこの説明をもう少しお願いし

ます。

総務課長。竹田委員長

再任用制度というふうな形で捉えると、ちょっとわかりづらいかなと思い大野総務課長

ますので 退職年齢の引き下げが行われないということなのです 定年退職の 60歳で定、 、 。

年退職をしても年金は出ないというのが年金制度の改正です。この年金制度の改正にあわ

せて国のほうでは民間の皆さんについては、65歳までの雇用を確保するような法律ができ

ています。公務員については、国家公務員は再任用制度というのがあるので、制度を作ら

ずにそれを運用して65歳まで、年金が出ないのが65歳までですから、65歳からでは出ない

という制度が完成した時になりますので、そこまでは退職年齢を延ばすのではなくて再任

用制度を使うというのが国の考え方、地方もそれに追随せざるを得ませんのでそういう制

度となります。

、 、 。それで この表の11ページなのですけれども 右上のほうに再任用の期間が出ています

34年度のかたから5年間ということですので、ここまでが5年間、これ以降は全てのかたが

5年間に再任用が継続するということになります 木古内町での定年退職年齢は60歳 辞め。 、

ます ですが 65歳まで年金が出ませんから 65歳までの5年間は再任用という制度を使う。 、 、
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ことになります。

、 、 、そして この再任用の給与月額については 現在も木古内町では再任用制度というのは

運用していませんが制度化はしています。給与表の中に再任用の給料というのは表の一番

下に記載されています。一般職の場合は月額23万円とか24万円という金額になっているの

ですけれども、こちらについても地域の現状、賃金の状況などを考えるとその金額でいい

のかという議論もあります。ここはまた、制度を作る時に考えていかなければならないと

ころではあります。現在まだそこまでは手がかかっていません。

平野委員、よろしいですか。竹田委員長

平野委員。

なんとなくですけれどもわかりました。そんな中で、人員の削減に伴いスリム平野委員

化を図るということですけれども、各課の合計人数を見ると本来少なくなっていく予定な

のですけれども これが再任用の関係なのか総務課については一時期 いまよりも2名増え、 、

る体制になっておりますが、これはただ単にいまの退職されるかたがこの課にいるからと

いうことでこういう数字になっているものなのか、それとも仕事上の問題でここの課を増

やした、都合によっての人数なのかお知らせください。

総務課長。竹田委員長

11ページの総務のところの、まず、平成26年のところの旗揚げを見てほし大野総務課長

いのですが、ちょっとした下のほうに出ていますけれども、どこに配置するかは、当該年

度の異動の際に確定するということで いまは仮置きというふうに書いています 毎年1名、 。

は採用していくという考え方で ちょっとここはダブつくのですけれども 1人配置しなく、 、

てもいいところなのですが、やはり採用はしていきたいという、断層は作りたくない。職

員を 低1名ずつは採用していって 安定的な事務事業の運営にしたいということで いま、 、

、 。平野委員がおっしゃられたように そこは調整する人員ということで仮置きをしています

また、28年からはまちづくり新幹線課業務の振り分けがありますので、それによって増

える人数というふうにご理解いただければというよう思います。

ほかにございませんか。竹田委員長

又地委員。

課長、私は正職員が平成36年に65になる、ここだけを見ると「おお」とこう思又地委員

うのですけれども、再任用と臨時職員の部分をこう見てみると、大した表面的には平成36

年には正職員65「おお、これなら財政的にかなり余裕が出るのだなと見えた」と思うので

すけれども、これは再任用の数と臨時職員の数を合わせてみると、これは財政的には大し

たプラスの要素はないですね。財政の説明はまだ受けていませんけれども。それで、私は

もう少し臨時職員と再任用のゼロの年数、あるいは1、1と数字がありますけれども、この

辺もう少し再任用と合わせた臨時職員をこのあたりもう少し検討しないとだめでしょう。

そうでなければ、表面的には平成36年には65人と大した良いように見えますけれども、

財政のこの影響がどのような形で財政に反映するか、まだ説明は聞いていませんが、これ

はきっと大したことがないですよ 終的には、私はそう思います。それで、もしこの減ら

す部分を財政にどのような形で反映させるかということになれば再任用の人数にあわせ

た、これは仕方がないのですね、再任用は。年度の張り付けの部分は、これは仕方がない

のでしょう。そうすると臨時職員の数をどうするかなのです。このあたりをもう少し検討
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しないと、再任用だからとただ置いておくというスタイルになるのか、なんとなくそのよ

うなきらいを感じます。それで、しっかり仕事してもらうということを考えれば、臨時職

員の数をこんなに増やしていかなくてもいいのではないか。そうすると、その部分がきち

んと財政に跳ね返ってくるという形になるのではないのかなと思うのですけれども、この

あと財政のほうの説明もあるようですけれども 4,000人規模で65人でやっていけるという。

「 」。 、 、話し合いのもとにとこう言ったから そうかと ですが 再任用がそのほかに9人あるし

臨時職員が19名もあります、平成36年だけをみて見れば。この辺をもう少し考えないと、

財政にプラスになる要素があまり大きく感じられないのではないのかなというふうに私は

危惧しております。

あと、新規採用の部分はそれなりに抜ける年のないようにという配慮があるようですの

で、これはこれとしていいのではないかと。ただその部分であっても、これは再任用の人

数がどんとこう、そうでもないですね。私は、新規採用と再任用の部分をあれして見て、

再任用の数がどんと下がった時に新規採用を増やすの、そうでもないのですね。違うので

すね。これは単に、先ほど説明があった抜ける年がないようにというだけの配慮ですか。

その辺ちょっと。

総務課長。竹田委員長

説明がちょっと不足していたと思います。65が36年の数字ですけれども、大野総務課長

再任用の数が入っての65です。上から課長7人、主幹6、主査14、主任・主事、技師28、公

務補1 再任用9を入れて65人という数字です ですから 65のほかに再任用が9人いるとい、 。 、

う話ではないです 65人の内数で9人です 臨時職員の19というのは これは事務能率改善。 。 、

委員会の中でも、検討課題ということで提言されているのですが、早めに指定管理者制度

に取り組むべきだと、それでこのまま施設管理、あるいは事業ですね、こういうものを継

続していく中では、臨時職員にシフトしていかざるを得ないのではないか。ただし、指定

、 。管理者制度に移行することによって 臨時職員の行政内部での人数は減っていくだろうと

ただし、いまはそれを表現できないのです。指定管理者制度をやるというふうに方針を

示したとしても、いつからどういう形でという議論がなかなか成熟していませんから、そ

れに取り組んでいくということを前提としながらも、現在の事務事業を続けていくために

は、これだけの人員配置が必要だろうということで、仮置き、臨時職員のほうに少しウエ

ートがいっているという背景です。おっしゃられるように、 初は一番下の合計の数字は

94人ですから、そこから84名までしか減らない10人ですので、財政効果はどうなのだと見

られるのも確かだと思います。それと、職員と臨時職員では人件費の金額が年齢によって

違いますけれども、平均的には350万円から400万円くらい違ってくるだろうということで

算定していますので、それなりの数字としての効果は出ております。これはのちほど、財

政収支計画の中で説明できるかと思います。

行革については、これで終わるわけではなく、きょうはきょうで、次回、老竹田委員長

健がらみの部分のこの改革の時、町長を交えた議論もまた展開できるというふうになって

いますので、きょうはほかになければ、この辺で行革については閉じてよろしいでしょう

か。

なければ、次に入る前に暫時、休憩をいたします。
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休憩 午後2時07分

再開 午後2時16分

④財政状況に関することについて（継続）

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

それでは次に、財政状況に関すること。

幅崎主査。

それでは、私のほうから財政状況について、財政収支計画の資料を用いて説明幅崎主査

させていただきます。

資料は、13から16ページとなりますが、まずひととおり資料の説明をさせていただきま

す。13ページは、従前計画に見直しを加えた 新の財政収支計画となります。平成23年度

、 、から平成36年度までの 年次別の歳入・歳出それぞれの推計決算額を掲載しておりまして

各項目の振り分けにつきましては、予算書の目的別、総務費・民生費だとかそういう区別

ではなく、決算統計上の性質別、人件費や維持補修費だとかそういうの区分けで作成する

こととしております。

表の作り自体は、従前の計画のものと同一となっております。

各年度の一番下段のほうに、一番下段が基金残高となっておりまして、計画終盤の平成

32年度の基金残高部分に青く網かけしておりますが 約7億円となっておりまして 増加理、 、

由につきましてはのちほど説明させていただきます。

次の14ページ、こちらが従前の計画をそのまま掲載させていただいております。従前計

画は平成23年度から平成32年度までのものですので、33年度以降はグレーで網かけしてお

ります。その次の15ページになります。こちらは対比表になっておりまして、従前計画と

この度見直しをしました新たな計画との増減額を算出したものです。欄外の下のほうに青

い枠の中に説明書きしておりますが 100万円以上の増減額で 上段のほうの歳入で言えば、 、

100万円以上、収入が増えるものについては緑の網かけを、逆に100万円以上、収入減るも

のについては金額の頭に△印が付いていますけれども、こちらは赤の網かけをしておりま

す。表の下段のほうの歳出では、減がそのまま計画上の良化ということになりますので、

上段と下段で見方が変わりますのでご注意願います。

16ページにつきましては、この収支計画を試算の見直しを行ううえで、算出基準や考え

方を項目別に箇条書きしたものです。この表につきましては、縦になっておりますので見

づらければ外していただいても構いません。

以上、簡単ですがまず資料の説明をさせていただきました。

差し支えなければ、このまま内容の説明に入らせていただきたいと思いますがよろしい

でしょうか。

それでは、内容の説明に入りますが、13ページの表の平成32年度の基金残高、表の中央

、 。 、より右側下段のほうにありますが 青色の網かけ部分です 約7億円となっておりますが

この32年度の基金残高につきましては、前回お示しした計画では、2億8,000万円となって

おります。差引、4億3,000万円近く増加見込となったわけですが、その要因については16

ページＡ3縦の項目別の考え方と 15ページの増減の対比額での表で説明させていただきた、

いと思います。
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なお、計画上、平成33年度以降につきましては、仮に平成32年度と同程度で推移してい

ったものと仮定しておりますので、増減見込額の説明につきましては23年度から32年度ま

での累計で、大きなものについてのみ説明させていただきます。

まず、歳入の地方税ですが、ここ近年の課税客体等の推移や税制改正等を踏まえて、税

務担当と協議しました結果、従前計画より1,500万円弱ほど増加に修正しております。

、 、 、 、次に 交付金関係ですが ここは地方譲与税からその下の7項目 地方特例交付金まで

ここは受け身ですので、共通の考え方としておりますが、近年の交付実績と国が示す地方

財政対策での見込から算出した結果、全体的に減少傾向にありますことから、この交付金

7項目、全体では累計で従前計画より約1億4,500万円ほど減少と見込んでおります。

続きまして、交付税なのですが、従前計画では平成23年度から計画終盤まで相当の減少

を見込んでおりました。ただ、23年度と24年度の交付実績と来年度25年度の見込を考慮す

ると、計画で予定している額より数千万円程度増加となりますことから、この度普通交付

税の減少見込を若干緩和させていただきました。一方で、特別交付税のほうにつきまして

は、平成26年度以降、国の交付基準の変更等によりまして若干減少となる見込ですが、交

付税全体では普通交付税の増殖がありますので約5億9,000万円程度増となります。

ただし、従前計画との対比では増ということになりますので、交付税額そのものは、将

来の人口減少にあわせて計画上では減少傾向で見込む考え方は従前どおりです。

続きまして、手数料になりますが、財政健全化計画の集中改革プランによりまして、住

民負担を求めておりました「ごみ処理手数料」先ほど説明ありましたが、来年度平成25年

度から施策として負担を緩和することとなっておりますので、その分の手数料の収入が減

少になるということで 単年では約540万円 550万円累計で約4,300万円ほど収入減という、 、

見込みで算入しております。

次に、国庫支出金と道支出金ですが、ここも増減金額だけを見比べると金額が大きいの

ですが、大部分は新幹線関連事業等に伴います駅周辺整備計画の実施年度のずれによるも

のです。このずれは、歳出のほうで普通建設事業の年次間のずれとセットで考えるものな

ので、計画全体としては悪化、あるいは良化の要因とはなりません。

なお、計画上の平成24年度につきましては、一部決算見込に数字を置き替えているため

に、繰越金や諸収入のほうでは大きな増減額が算出されております。

続きまして、歳出のほうに入ります。

まず、人件費なのですが、先ほど又地委員さんからも質疑がありましたが、事務能率改

善委員会で検討されました再任用制度導入を前提としました人員配置計画、これで試算し

ますと新規採用自体は抑制されまして、正職員の数が減少されますので、累計で約1億2,0

00万円ほど歳出圧縮を見込むことができます。

ただし、この試算は平成25年度までの労働組合との合意事項であります職員給与の独自

削減が、26年度以降も継続されたと仮定した場合ということでご承知おき願います。

次に物件費になりますが、通常の需用費や旅費だとか、あるいは恒常的でないパートさ

んの賃金など、集計範囲がほかの項目に属さない「その他全般」の意味あいを持っている

ため、推計が困難な項目でもあります。ここで、累計で2億8,000万円ほど増加見込として

いるのは、電算システム関連費用が年々多額になってきていることなどが大きな要因とし

てあげられます。
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その次の維持補修費につきましても、公有施設の老朽化や除排雪費用の増加を考慮しま

すと、節減努力だけでは抑制できないものと考えておりまして、従前は計画上若干の累増

で見込んでおりましたが、ここも一定程度実績を見まして増額に修正しておりまして、累

計では8,800万円ほど増額に修正しております。

次の扶助費につきしては、国の福祉政策等で大きく影響を受ける項目なのですが、計画

、 。上は近年の実績等を考慮しまして 同額程度で推移していくものとして推計しております

次に補助費等になりますが、補助費全体の半分近くを占めます病院・老健への繰り出し

についてなのですが、各会計の収支計画の見直しにあわせて修正を加えております。病院

分につきましては繰入基準の基となります交付税算入額の増減によるものであるため、基

本的には歳出の増減にあわせまして、歳入の交付税もそれにあわせて増減するため、歳出

の増加がそのまま収支悪化となるものではございません。

広域連合と一部事務組合の負担につきましては、それぞれの収支計画に基づきまして見

直しております。

その他の経常的な補助費等につきましては、年次推移等により推計しております。補助

費全体では、2億9,000万円ほどの減少となります。

、 、 、 、次に 公債費なのですが 過年度に既に借入が確定しているものの 年次別の償還額に

これから後年度に生じるであろう普通建設事業等に伴う借入分、この見込額を加算して積

、 、 、算しておりますが 大型事業の計画変更だとか この計画に与える影響が大きいことから

中長期的には従前計画で見込んでいる借入額を一定程度の修正に留めております。累計で

は、ここで2,500万円ほど増額で見込んでおります。

次は積立金なのですが、従前計画では収支剰余に伴う積立金は、ここの積立金の項目に

入れないで一番下段の基金残高に含めて作成しておりました。ただ、わかりづらいという

指摘もありまして、今回の計画表では平成23年度、24年度については積立金の項目に見込

額を計上しております。

次の操出金につきましては 国保・介護・後期・下水 この特別会計4本の繰り出し分に、 、

なります。繰り出し基準につきましては従前どおりなのですが、介護と後期会計の医療給

付相当分につきましては増加傾向にあることから それぞれ500万円程度増加見込で算出し、

ております。

ただ元々、従前計画でも増加の見込で推計しておりましたので、対比額としては人件費

相当分の減少だとかもありますので、累計では2,400万円ほど減額に修正しております。

次の普通建設事業費につきましては、従前計画で見直し前の従前計画で予定しておりま

した事業の実施時期・事業規模の変更など修正を加えておりますが、平成25年度が山場と

見ておりました観光交流センター建設だとか大型事業等につきましては、平成26年度にず

れ込んでいくということで、年次間の修正を加えております。

なお、23、24年度の実施済の事業費が予算より圧縮になっておりますことから、対比額

の累計では8,800万円ほど減額に修正しております。

、 、 、参考としまして 16ページの欄外のほうに※印なのですが 中長期計画を策定する際に

ローリングプラン、毎年やっているような修正を加えた時の利点と欠点を付け加えさせて

いただきましたのでご参照願います。

、 、 、以上 歳入・歳出それぞれ 増減額の大きい部分の理由を説明させていただきましたが
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従前計画と対比しまして 平成32年度の基金残高が4億円ほど増加見込となった 大の要因、

は、やはり歳入のほうでは交付税の減少見込を緩和させたことと、歳出のほうでは新たな

人員配置計画によります人件費圧縮分、この2つが要因として大きいものと考えておりま

す。

ただ、計画を見直ししていくうえでは、新政権の交付税圧縮方針だとか、収支の悪化要

、 、 、因として 常に意識していかなければならないというふうに認識しておりますが ここ1

2か月間の総務省と財務省のやりとりを見ていると地方の反発もあることから 急激な大幅、

削減は簡単ではないだろうと考えのもとで、交付税の減少見込みを若干緩和させていただ

きました。

その他の収支改善策等につきましては、歳出削減の努力等も継続しておりまして、今回

集中改革プランでも何点かしか削減緩和をしておりません。新たな収支計画の好転要因は

なかなか見当たらないのですが、平成27年度の新幹線開業を見据えて、町の発展が確実な

ものとなるように多角的な視点から知恵を出しあって、財政の安定運営に寄与するよう努

力していくことが重要と考えております。

以上 簡単ではありますが ことし2月時点での財政収支の見通しについて説明させてい、 、

ただきました。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

説明が終わりました。竹田委員長

これより質疑を受けたいと思います。

平野委員。

簡単な質問なのですけれども、全体を通して交付税の予定が減額にならないの平野委員

が非常に助けられているという感想なのですけれども、交付税は人口の減少に伴った数値

を算出していると思うのですけれども 例えば手数料 ごみ袋の負担緩和により差が550万、 、

円程度下げておりますけれども、この手数料についても人口平成32年度が確か4,200か4,3

00、約5分の4程度になるということから、このような手数料の減額も考えられると思うの

ですけれども、この辺は数字には取り込まなかったのでしょうか。

幅崎主査。竹田委員長

ごみ袋の手数料の関係につきましては、担当課のほうから現場の世帯数でごみ幅崎主査

袋の実績をもとに算出していただきました。予算ベースで検討したものと決算実績、実際

に手数料が入ってきたものと両方の数字を出して、その間を取って540万、550万というこ

とで計上しております。平野議員がおっしゃるように人口減を見据えての手数料の積算と

はなっていないのですが、世帯数を考えた場合にごみ袋の販売手数料ですので人口減に伴

うごみ袋の売り上げの枚数ですか、その分としてそんなに大きくはないだろうという考え

方も事実かと思います。

吉田委員。竹田委員長

吉田です。これから32年までの推計でいくのですけども、26年に27年、新幹線吉田委員

の工事が終わってきますよね。それで、一番ちょっと懸念されるのは水道料金なのです。

今回この部分は要望もありましたけれども、この部分というのは水道料金に関しては、僕

が1期の時に水道会計の値上げをしましたよね その時に 行政側から出たのは50％アップ。 、

でした。それを26年、新幹線の工事の関係が入ってくるということで、33％にしたという
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経緯があるのです。それで、この長期計画の中で、水道料金の推移というものをどのよう

に財政の中で考えていっているのかちょっと僕らにすると見えないので、この辺の関係、

これはたぶん下水道の関係も踏まえて接続率が向上するとまた別になるのですが、その辺

を財政的にどう考えているのか、ちょっとお聞きしたいと思います。

幅崎主査。竹田委員長

ただいまの水道料の関係なのですけれども、繰出金の各会計との調整を行う時幅崎主査

に、上水道のほうからは水道料の値上げの話とあわせて相談しまして、午前中、町長が説

明したように、水道料につきましては水道の収支を考えると値下げできるような状況では

ないということなのですけれども、この一般会計の収支計画からすれば、水道料金の関係

は、繰出金のところで影響を受けるということになるのですけれども、仮に水道料金が将

来的に値下げだとかで対応することになった場合に、逆に、繰出金が増加する要因になる

かと思います。その場合に、繰り出しの基準の中に人件費相当分という要因がありますの

で、そこで上水のほうからは建設水道課長の人件費の2分の1だとか、そういった基準の緩

和、あるいは人員配置で、例えば、人件費の高額でない職員を配置するなど、そういった

方法を検討していただきたいというような相談を持ちかけられています。

ただ、いま現在、町の方針としては、水道料金を値下げするという方針は出ていません

ので、収支計画上はそういうことは考慮しておりません。

なければ1点 確かに32年のこの15ページの資料を見れば 前回従前の計画か竹田委員長 、 、

ら見れば4億2,000万円ほど増になっています。その要因は、交付税の微増というか、増え

ている部分 それと定員管理計画等の効果で4億ですが 終的に ですが 32年度だけ見、 、 。 、

れば4億2,000万円で ああ そうかな とこの何年かの積み上げで増えてきたのだという、「 、 」

部分はわかります。ですが、やはりこの直近の年度、例えば25年度だとか、24年度、この

年度を見れば単純に言えば一気に増えたという感じになるのですが、それと数字のマジッ

クなのかどうかよくわかからないのですが、例えば24年度の15ページの物件費のこの赤は

増えている部分なのですが、なぜこの計画13ページと14ページを比較すると、この24年度

の物件費だけでもかなり差が1億いくらも差があるのですが この要因というのは何か特別、

なものというのが何かあるのですか。この部分だけが突出しているのです。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後2時40分

再開 午後2時51分

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。

又地委員。

人件費の部分での独自削減については、平成25年以降も継続されたものと仮定又地委員

し推計とあるのですが、これはずっと交渉の中で町職労との継続の中で、これは理解を得

ているのですか、得ていないのですか。

総務課長。竹田委員長

事務能率改善委員会で、この平成36年までの数字を推計するのに当たって大野総務課長
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は、引き続き削減をしたという過程で作るということにしました。これは、これまでもず

っとそういう作りをしていたものですから、そこについては職員組合との協議をせずに行

っています。それで、平成25年までという確認になっておりますので、この独自削減の継

続云々については、これから提案をしてまいりたいというふうに考えております。

ほかになければ、財政含めて総務課全般について、これで終えたいと思いま竹田委員長

す。

どうも長時間、総務課の皆さんご苦労様でした。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後2時53分

再開 午後3時03分

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

（2）町民税務課

①税の収納状況について（継続）

町民税務課の皆さんご苦労様です。それでは、税の収納状況について継続審竹田委員長

査でありますが 2ページの資料 町税等収納対策本部の活用状況のコメントが出ています、 、

けれども、前回の会議でこの収納対策本部のいままでの活動状況という中ではたしていい

のかなという部分について この年度末というか年明け3月までに その方向性を出すとい、 、

うことで前回の約束事項でありました。

この部分を先に説明していただきたいと思います。

大瀬課長。

それでは2ページです 町税等収納対策本部の活用状況ということでご大瀬町民税務課長 。

ざいますけれども、11月以降に先月11月17日に、公金等の取扱担当者を対象に、これから

どのようにしていくかということで建設水道課、保健福祉課、教育委員会、町民税務課と

の参集によるもので、会議を開催して検討会を開催してございます。

検討会におきましては、滞納者の納付催告及び折衝については、各公金等の取扱担当課

で行うということを確認してございます。それで、その中で話されたことなのですけれど

も、 近は滞納者がある部分では固定化されてきている状況にあります。上手に表現がで

きないわけなのですけれども、収納事務はどの部門についても一部マンネリ化しているよ

うなケースが多く見られるという状況があります。例えば、電話催告等をしても、相手か

たのほうが 「近いうちには払います」とか 「給料日が何日だからその時に払いますから、 、

取りに来て下さい」とか、その場をうまく取り持っておきまして期日には払わない、約束

。 、 、不履行のケースが多く見られます それでまた 約束の日にこちらのほうから出向いても

留守で子供さんだけがいるケースがたくさんあります また 年金でしたら 何日の日に。 、 、「

年金が出るから払いますから取りに来て下さい というふうなことがあるのですが どこ」 、「

どこに支払ってお金がない」とか「この次にしていただけないか」とかという断り方、ま

た年金振り込み日に引き落とし等の手続きをしても、年金を担保に入れておいてお金を借

りているかたもいます そうすると 年金の振り込み日に 優先順位が借りている分が1番。 、 、
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なものですから、引き落としされるということで、引き落としできないケースも多々ある

ということになります。それで、このようなケースがどうしても多いために、差押え等の

滞納処分を前提とした収納事務を進めていかなければならないのかなというふうな考え方

が多いように見受けられます。道南の近隣町村でも、やはり滞納処分を前提とした収納事

務を進めております 近いところでは 七飯町では差押え物件をYahooというインターネッ。 、

トの中でインターネット公売も行っているような状況でございます。それで、そういう話

を進める中では、町民税務課も収納の進め方としては近隣町村と同じような進行の仕方、

滞納処分を主にした取り組みを進めていきたいというような考え方の話がなされました。

また、その中で、税の情報については、これは国税徴収法に基づいた部分の中で、滞納

者については、勤務先に照会をしたり、また月収、また全国の都市銀行、地方銀行に対す

る預貯金口座の残高、また不動産の所有、また生命保険加入状況、また生活状況等、こう

いうものに対して調査権がございます。それで、調査権につきましては町民税務課に限る

ものでございまして、そのような部分については、どうしてもその他保険料とか困ってい

る課につきましては、個人情報となるために公金取扱課長または同等職にある者にのみ情

報提供するということで、この部分についてはここまでで、具体的にどこまでかというこ

とは今後にもう少し煮詰めてまいりたいというふうに考えてございます。

また、自主納付、これは税金のほうなのですけれども、自主納付につきましては納期内

納付につながる取り組みを進めるということで、口座振替特別徴収の推進を新年度からも

っともっと図っていきたいということで、いま町内で特別徴収を行っている事業所につき

ましては 町内外含めてなのですけれども 町道民税給与所得者は1,511人いる中で 特別、 、 、

徴収は770人、212事業所でこの取り扱いを行っていただいております。残りの約半数の74

1人は普通徴収になるわけですけれども、特別徴収は収納額が概ね100％ということで、普

通徴収については90％台ということで、その差が出てきております。それで、平成25年度

において各事業所において特別徴収の事務を取り扱っていただくようなことを、挨拶まわ

りをして進めてまいりたいというふうに考えてございます。

いま 確かにここに2ページに収納対策本部の活用状況というようなことでこ竹田委員長 、

れに付随する説明をいただきました。ここの文言だけを見れば、この収支の対策本部の成

果というか効果が特に上がっているようには見えづらいのですが、もし対策本部を作って

いる以上はやはり何らかの効果を上げなければならないというふうには思うのです。です

から、今後この対策本部をどうするのか、継続すると言うのであればもう少し具体的にあ

れするものが出てこなければ、すごく対策本部はあるけれども、いろいろな面倒とい言う

か 難しい要素のものは滞納整理機構のほうにまわします というようなことになるわけ、「 」

ですし、この対策本部の成果が十分発揮されるようなことになるのかどうなのか、これは

この幹事会を開催した時点で、その継続性を含めて議論は出なかったのですか。

大瀬課長。

いま説明した内容はそういうような内容なのです。大瀬町民税務課長

継続するという。竹田委員長

大瀬課長。

、 、 、大瀬町民税務課長 ですから その中身ですね 情報提供だとかそういうものについては

うちのほうで調査権がありますので調べた中でやると。それで、 近多いのは奨学資金で
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すね、国の奨学資金制度だとかそういうものも全部照会が入っております。奨学資金につ

きましても、第三者のそういう徴収機関に委託をしてやっているということで、なかなか

私も前回建設水道課にもいたのですけれども、住宅料についても、保証人が曖昧な部分も

ある、奨学制度についてもかなり曖昧な部分があるという話も出ております。それで、税

、 、金については前に税収納対策本部の中では 例えばその年度毎の滞っている税金について

各幹事の皆さんに納税の電話だとか、そういう連絡をしていただいたということでやって

いたのですが 先ほど申したように 何日の日に払う 何日の日に来てください という、 、「 、 」

ような話で、なかなか進展が見られないということで、ちょっと掘り下げた部分の中で、

共通する部分の中で認識をしていきたいというふうには考えておりました。それで、うち

のほうとしては、そういう調査をして、ある程度支払い能力のある部分については情報の

提供してこういうかたについて当たってみてはどうだということは考えております。ここ

に2の欄に書いていたのですけれども 給与についても月12 13万くらいの給与であれば給、 、

与の差押えができない状況があるのです。その辺がすごく難しいところがありまして、そ

ういうところについては、やはり保険税についても4割なり、6割軽減という対象のかたに

なると思うのですが、払えなくても例えば5,000円でも1万円でも払っていただくというふ

うな、納税しなければならないのだというふうなことを本人に認識していただくというこ

とが 終段階なので、できれば私たちもその部分については、どちらかと言えばソフトに

お話し合いを進めていきたいのですけれども、ある程度調査した中で、支払い能力のある

かたについては、やむを得ないということも念頭において進めなければ、収納率が上がら

ない状態というふうになるのではないかと思います。

縷々いま説明されましたけれども、前回の部分からすれば、本当にこの収納竹田委員長

対策本部、ここで極端な話、対策本部の必要性を含めて確かに情報提供。各課の連携含め

て、やはり収納に効果を上げるというような、この対策本部の狙いでないのかなというふ

うに思うのですが、どうしてもいままでの状況を見れば、収納対策本部での電話戦術等々

の中で、若干の効果も過去には上げてきたこともありますけれども、本当にこれでいいの

かという議論の部分で、前回の委員会の時も、そういう話でなかったのかなというふうに

思います。この部分、一応対策本部を今後も継続するということですから、もっとやはり

税も含めて収納の効果が上がるような、もう少し方法論等を見いだしてもらえればという

ふうに思います。そうしたら、戻って資料が出ておりますので、まず説明を受けたいと思

います。

大瀬課長。

それでは、平成24年度の収納状況及び対策ですが、説明をさせていた大瀬町民税務課長

だきます。

まず、1ページからお開きいただきたいと思います。

町税等の収納率の対比表でございますが これは平成25年1月末現在の比較表で 現年度、 、

分、滞納繰越分の順で説明をさせていただきます。

まず 1番目 個人町民税収納額1億393万6,780円で 前年と比較しまして0.1％ 収納額、 、 、 、

で120万2,096円増となってございます。滞納繰越分ですが、前年と比較しまして0.02％、

金額で16万8,597円の増となっております。

法人町民税、これは1.35％、収納額で160万8,800円の増です。滞納繰越分ですが、前年
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と比較しまして5.88％、収納額で11万8,100円増となっております。

固定資産税、0.34％、収納額で1,259万7,320円減になっておりますが、これは今年度固

定資産の評価替えを行っておりまして、評価額が調定額で1,250万9,400円少なくなってい

るためです 滞納繰越分ですが 前年度と比較しまして0.55％ 収納額で34万236円増とな。 、 、

っております。

国有資産交付金、収納額、収納率とも100％です。

軽自動車税、収納率で0.44％増で、前年と比較しましてはほぼ同額ですが、滞納繰越分

は、前年度と比較して13.42％、15万7,470円減となっております。

たばこ税 収納率 収納額100％ですが 前年と比較しまして収納額が298万4,688円少な、 、 、

くなっております。

入湯税、収納率、収納額100％です。

税全体としましては 収納率は0.3％の減となっております これは 先ほど説明したよ、 。 、

うに固定資産の調定額の減額が1,259万円ほど少なくなっているためでございます 滞納繰。

越分は、0.04％増、収納額で46万9,463円の増額となってございます。

国民健康保険税ですけれども、収納率は0.69％増となっております。平成23年度の調定

額が1億5,914万200円、24年度が1億5,523万4,620円で、前年度との対比が390万5,580円少

なくなっており 収納額も同じく少なくなっております 滞納繰越分は 前年と比較しま、 。 、

して1.26％、1,46万6円ほど増額となっております。

2ページをお開きいただきたいと思います。

いま、収納対策の部分につきましては説明させていただきましたので、省略をさせてい

ただきまして 2番目のところですけれども 財産調査・差押実施状況 これは前回委員会、 、 、

11月以降からの進捗状況となってございます。①番の所得税還付については同額でござい

ます ②番目 自動車税還付金は4件の8万9,500円から6件の10万7,000円となってございま。 、

す。③預貯金調査、5金融機関から21金融機関に調査依頼し、調査件数は197件中、口座有

りが94件については引き続き、今度取引状況調査を実施してございます。④番、給与調査

、 、 、 、 。ですが 前回10社ですが 今回までに 18法人 18件調査 内2件差押えをしてございます

平成25年2月分の給与より差押えをするということでございます。1件はきのう入ってござ

います ⑤番目 診療報酬調査これは12件 差押えは2件してございます 町道民税 9万1,。 、 、 。

600円、延滞金 4万8,500円収納してございます。もう1件につきましては、2月請求分より

。 、 、 、実施をいたします ⑥番目 生命保険加入状況調査1件 これは17件調査をしておりまして

うち1件が加入してございました このかたは分割納付中について差押えについてはただい。

まのところ保留をしております ⑦移転補償金差押 委任払いですが 2件183万450円 町。 、 、 、

道民税5万2,500円 固定資産税69万5,650円 国保税108万2,300円これについては いま実、 、 、

施をしてございます。これは新幹線開通工事に伴う駅前通道路拡幅工事の移転補償費を充

当する予定でございます。

3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については 前回と同、 、

じような形でございます やはり ことし1月4日に臨時開庁をした時点では 4件ほど 保。 、 、 「

険証が使われないので何とか出してくれ」ということで窓口へ来られたかたもおりました

し 電話で東京のほうに保険証を送付してございます そのかたについては1万円の内金の、 。

納入が見られました。
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4番 その他の催告業務ですが 督促状発付のほか 催告書は個々の状況 折衝・履行実、 、 、 、

。 、 、 。績に応じて随時発付すると 北海道との共同催告書の発付 24年は86件 23年は123件と

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し、表現を盛り込むなど、よ

り効果的な催告書の活用を図っていきたいと考えております。12月中旬に新規滞納者を対

象に 財産調査及び差押えを示唆した納税啓発文書を送付しております これは108件でご、 。

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。

5番目の渡島・檜山地方税滞納整理機構の移管の収納状況、1月受領分までを説明をさせ

ていただきます。

町道民税につきましては 92万5,389円増の257万2,251円 収納率は16％増の44.6％にな、 、

ってございます。固定資産税ですが、11万100円の増、19万9,100円で、収納率は30.2％増

の54.6％です。

国保税につきましては、27万511円の増で、239万3,759円、収納率は4.2％増の37.4％と

なってございます。

以上で説明は終わらせていただきます。

資料の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

（ なし」と呼ぶ声あり）「

ないようですので、以上で町民税務課の事務調査については、これで終えた竹田委員長

いと思います。

どうもご苦労様でした。

次のまちづくり新幹線課が来るまで、暫時、休憩をいたします。

休憩 午後3時26分

再開 午後3時30分

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

（3）その他

まちづくり新幹線課

① 観光交流センター建設・運営基本方針（案）について

それでは、その他としてまちづくり新幹線課のほうから、木古内町観光交流竹田委員長

センター建設運営基本方針案についての説明したい旨の申し出がありましたので、説明を

求めます。

中尾室長。

本日は、木古内町観光交流センターの基本方針につきましてご説明中尾新幹線振興室長

をいたします。町としての正式な考え方は、こちらの文字の書かれました基本方針案でご

ざいますけれども こちらよりも よりわかりやすくご理解いただくために Ａ3の色紙を、 、 。

ご用意させていただいております。

本日は、こちらでご説明をさせていただきます。

まず、趣旨でございますが、北海道新幹線の開業を機に、渡島西部4町、檜山南部5町の
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広域の地域の魅力を発信するということで、交流人口、すなわち観光客を大きく拡大させ

。 、 。ると そして 農林水産や特産品といいました当町の産品の販路拡大による産業活性化と

この2つを目的としまして 木古内駅の南口にセンターを建設します 開業予定日は平成、 。

27年4月1日、主な機能としましては、観光案内、物販、飲食といいました基本的な機能に

加えまして、二次交通、あるいは地域住民の交流といった様々な機能を加えまして、さら

に国土交通省から道の駅として指定を受けるということをいま想定しております。

建物は鉄骨造り、これはまだ検討中でございますけれども、平屋建てで延べ床面積は70

0から800㎡程度と。場所はこの下のほうに書かれました駅前広場の南側と、こちらはご承

知のことと思います。一番下に今後の予定というものがございます。今年度、基本設計を

行いまして、来年度、実施設計、26年度建設で27年度オープンという形でございます。

では、この建物がどういった目玉、柱建てで運用されていくのかということでを、右側

の色の付いた部分で書かせていただいております この施設 大きく3種類のお客様がいら。 、

っしゃることを想定しております。

1つ目は、新幹線で遠くからいらっしゃるお客様。2つ目は、道内をドライブで車でいら

っしゃるお客様、そして3つ目は地元のお客様。これは、木古内のみならず渡島西部4町と

多少広めの近隣町も含めた地元客ということでございます。それぞれにニーズといったも

のを考えてございます。おそらく、新幹線でいらっしゃるかた、遠くからいらっしゃいま

すので、やはり北海道らしい食、それから物産といった魅力を楽しみたいですとか。ある

いは、この地域に関して何があるのかという詳しい情報を知りたいたといったニーズがあ

ろうかと思います。

続きまして、ドライブ観光客でございますが、道内、既に道の駅相当ございます。いま

100を超えているのだそうですね ですから 道の駅自体はもうありふれた建物でございま。 、

、 。すので やはりほかの駅とは違った魅力がほしいということであろうかと思っております

そして、地元のお客様でございますが、やはりいままで地域になかった新しい形の店、

サービス、そして住民同志の方々が交流しあえる場がほしいのではないかと、こういった

3つのニーズを想定をしまして下に4つの柱をおきました。

キーワードその1は 海峡の食でございます それで やはり本州の観光客 青函トンネ、 。 、 、

ルを越えて津軽海峡の町木古内ということでございますので、イメージが湧きやすい「津

軽海峡」といったものを看板といたしまして、大変観光客から地元客まで親しまれる魅力

ある料理を出していきたいというのが1つ目でございます。

2つ目はコンシェルジュでございます どうしても函館とか近隣に比べまして この地域。 、

発信されている情報量が少のうございます。したがいまして、ここにいらっしゃったお客

様により詳しくこの地域に何があるのかということをお伝えをすると。現在、私ども観光

コンシェルジュをいま育成しているわけでございますが、彼らをここに置きまして地域の

好感度をアップさせていきたいと。

続きまして 3つ目が新幹線でございます どうしても新幹線観光と言いますと本州をイ、 。

メージしてしまうわけでございますが、北海道内に目を向けますと、これから木古内、道

内に2つしかない新幹線の町という形になるのです。新幹線に馴染みのない道民にとって

は、新幹線自体が一つの大きな観光資源と。木古内の魅力という形になろうかと思ってお

りますので、新幹線の魅力を体感できるといったコーナーも設置をしたいというふうに思
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っております。

そして、 後に町のキッチン・カフェと書きましたが、やはり「この町にないのはなん

だろう」ということを考えた場合に、ファーストフードですとか、ちょっとしたカフェ、

喫茶店、それからお弁当屋さん、デパ地下デリカですね、こういったものがないと。これ

らを総称して言いますと、地域の方々が気軽に食事とか、そういったものを買って、その

施設で食べたり、あるいは家に持って帰って食べるといったような機能が比較的当町では

少ないのではないかというような観点につきまして、この4つ目のキーワードをおきまし

た。

これら柱をどうやって施設の中で体分していくのかというのが2ページでございます こ。

れは、始めにお断りしておきたいのですが図面のように見えますけれども、まだ基本設計

は終わっておりません、これからでございます。したがいまして、これは基本設計に入る

、 、 、前提としたゾーニング図というか 施設のイメージを描いたものでございまして 設計は

まだこれからです。それで、この建物の上のほうがいわゆる駅前広場でございまして、駅

で降りたお客様はここが木古内駅ですね。ここから駅前広場がございますので、ぐるっと

、 、駅前広場を回って ここの右肩にございますメインエントランスの入り口に入ってくると

こういう位置構造の建物でございます。それで、エントランスを入りまして、いくつかの

数字を振っておりますので、この番号順に機能を説明してまいります。

1番と2番は観光案内とレンタカーが一緒になったカウンターです。ここには、先ほど申

しました観光コンシェルジュ2名を配置すると同時に いまのところレンタカー会社 大手、 、

の会社さんが2社入るとことが内諾いただいてるところでございます それで 観光案内と。 、

レンタカーというのは比較的機能が似ているものですから なるべく機能を1つにして 少、 、

ない人員で運営をしていきたいという趣旨で1つのカウンターにまとめております。

続きまして、3番目でございますが、ここは物販でございます。木古内ないし9町の特産

品はもちろんそれだけではなくて、ある程度この施設の収益確保につながるような道内の

特産品も若干ながら置きたいと思っております。それはまた、地元で買えないものが買え

、 。るということになりますので この施設自体の魅力にもつながるということでございます

加えて、ここでは生鮮農産品も売ることを考えてございまして、この辺はいま新函館農協

さんと協議をしているところでございます それで この3番目が物販のスペースの左下に。 、

カフェコーナーというものがございます。これは、何かと言いますと、この物販のレジカ

ウンターであると同時に、ここでちょっとした軽飲食をお出しします。飲み物ですとか、

町の中で売っている少し甘いお菓子ですとか、そういったものをここで小分けで出しまし

て、下の広場で召し上がっていただくと、いわゆる喫茶店のような機能が出てくるという

わけでございます。

、 、 。 、続きまして 左側に移りまして4番目 ここは飲食・レストランでございます ここは

これからテナントに来ていただきますので、どういったお店になるのかそこはテナントさ

んとの話し合いになるのですけれども、いまのところ想定としましては、客層が幅広いこ

と、それから食材を様々な料理に多様に使っていけること。それから、近隣に競合店舗が

少ないことなどを考慮いたしまして、中華料理の店といったものをいま思い描いていると

ころでございます。ここも、先ほど言った物販コーナーと同じようにテイクアウト、お持

ち帰りの機能を充実いたします。ここで売っているお弁当を持って帰って家で食べたり、
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あるいは新幹線の車内で食べていただくといったことも充実させていきたいというふうに

思っております。

真ん中の5番目が いわゆる交流コーナーでございます ここは ここを利用されるかた、 。 、

からお休みになったり、住民の方々がここに集まっていただいて、交流を促進していただ

くための空間でございます。この下に二重丸がございます。この二重丸は何かと言います

と、真ん中の小さい丸が普段はちょっとしたプールというか、ちょっとした桶のような形

になっておりまして、ここに道南杉を使った木の玉がいっぱい底に敷き詰められてござい

ます。普段はそこで子供さんがお遊びになってお母さんたちが、その上でお茶を飲むとい

うことでございますが、イベントなどをやる時には、そのプールに蓋をいたします。蓋を

いたしますと、この大きな丸が一つのステージになりますね。それで、このステージでイ

ベントをやって町内の方々がお楽しみいただくというようなこともできます。

その左肩、⑥多目的ルームでございます。ここの主たる目的は、団体客にお昼ご飯を提

供する場でございます 首都圏 東北を朝1番に立った列車というのは概ね昼ごろに木古内。 、

に到着いたします。ここで何もしていないと、いま団体がお召し上がっていただけるよう

な大きなお店はございませんので、ほかの町に取られて行ってしまうと。それでこの団体

客をここにお呼びをして、ここで作っているレストランの料理を食べていただいたり、あ

るいは町内の飲食事業者さんが、独自で営業で取ってこられたお弁当などもお出しできる

というようなことで、いろいろな活用を図っていきたいというのが下の目的です。もちろ

ん、昼の時間帯以外は会議ですとか、催事ですとか多目的にも使えれるということでござ

います。

7番目が新幹線コーナーでございます ここはちょっと何を作るかいまＪＲ北海道さんと。

内々に協議をしているところでございます。お金もかかることでございますので、どの程

度のものができるかわかりませんが、ちょっとした新幹線の魅力、あるいは全国で唯一の

新幹線と在来線が分離すると、これは非常に珍しいところでございますので、こういった

機能をわかりやすくお示しできるようなコーナーができればいいなと思っております。

下がりまして8番目 トイレでございます こちらは特に 女性用のトイレを非常に充実、 。 、

させてございます。数も大変多ございますし、真ん中辺にパウダールームというのがござ

います。ここはお客様が、実際に座ってお化粧を直していただくという、いわばホテルの

トイレのような非常に充実した質、量ともに充実したトイレができあがるということでご

ざいます。

9番目が事務室でございます それで 上がりましてメインエントランスの上 10番目が。 、 、

フロントスペースと。これは外でございますけれども、入り口となるところでございます

ので、お客さんの多い時期には、ちょっとしたワゴンのようなもの置きまして町の中の事

業者さんがここでお店を開き、ホタテを売ったり、あるいは和牛のサイコロステーキを売

ったりといった形で、商売に使っていただけるようなスペースも設けていきたいというふ

うに思っております。

ここから外れるのですが11番、この右側には大きな駐車場ができるということでござい

ます。以上がセンターの機能面でございます。

このあと、この施設を誰が運営するかという話が別にあるのですけれども、一旦ちょっ

とここまででお話を切らせていただきたいと思います。
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ただいま観光交流センターについての目的、あるいは具体的なまだ運営方法竹田委員長

には踏み込んでいませんが、このようなイメージでいま考えているという部分を説明をい

ただきました。

いままでの説明の中で、皆さん、特に聞きたい、確認したいことがあればお願いをした

いと思います。

吉田委員。

吉田です。この施設については案ということで正式には決まっていないと。そ吉田委員

して道の駅の指定を受けるということで、トイレについて、これを見たらすごいことだな

と思って見ていたのです。それで、24時間営業しなければならないと、この作り方による

と、夜間の時にはどういうふうになるかというのかちょっと見えてこないのです。普通、

夜間になったら入り口1か所別にして そこからほかの奥には行かないという感じになるの、

ですけれども、このままだったらどこにでも行けるような感じになってしまって、その辺

がちょっと心配な面があるのです。その辺の管理者を常時24時間おくのかという感じもあ

るのですけれども、その辺についての説明がちょっと1点。

それから確かにこのレストラン、厨房ですね。これも備えて多目的ルームを持って呼ぶ

というのも、コンセプト的にはいいと思うのです。でも、実際現場、どこまでここの運営

というのは、はたしていいのかなというのも不安材料はあるのです。その辺で町内の業者

さんになるのか 新たな業者さんになるのか その辺の考え方をちょっと2点についてお伺、 、

いいたします。

中尾室長。竹田委員長

まず1点目 夜間のトイレについてでございます この右下に時間外中尾新幹線振興室長 、 。

風除室と書かれたのがわかりますでしょうか。実は、夜間はここまでしかお客様を入れま

せん。それで、この大きなトイレを24時間開けておくのは非常にコスト的に無駄でござい

ますので、ここでお客さんを閉じまして、ここの時間外風除室につながるところに多目的

、 、 。 、便所が1つ それから夜間便所が1つということで 2つのトイレを設けてございます 夜は

この2つだけを開けるということでいま設計をしているところでございます ただ ちょっ。 、

といま開発局曰く 「2つは少なすぎるのではないかと 「もうちょっと作ったほうがいい、 」。

のではないか」というようなところも、いまご指導いただいているところでございますの

で、もう少し増えるかもしれませんが、いずれも基本的に夜間は、ほとんど利用がないと

いう前提に立っておりますので、そういった工夫で 小限のトイレを運営していくという

ことでございます。

それから、レストランと多目的ルームの関係でございますが、レストランは、具体的に

まだ業者が具体論が見えてきてございません。どの程度の厨房が必要なのか、あるいは団

体客にどういったものをお出しするのかというあたりも、まだ検討の要素は残されている

と思います。この辺はまた、これから実施設計に入ってまいりますので、その中でさらに

詰めてまいりたいというふうに考えてございます。

吉田委員。竹田委員長

別にトイレにこだわっているわけではないのですけれど、どうもやはり道の駅吉田委員

化した場合に、道内ここから車で走る、それでここまで車で来るというのが多いのですよ

ね。僕も岩内の道の駅に行った時に、朝早くから車が停まって、24時間のトイレがあるの
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ですよ それを全面開放しているのですよね そして 今回もこれは2つしか見ていないの。 。 、

ですが、全面大きいほうを開放しないと、女性の人たちは特に朝、洗顔して化粧をします

。 、 。よね そういう感じになると やはり僕もここは2つでは足りないなという気はするのです

それで、常に新幹線からのお客でなく、車で来る道の駅だったら車で来ると。いまでし

たら車中泊をする人たちもいますので、そういう人のことを考えると、ここはもう少しト

イレの部分というのは、女性の特にこの充実した女子のトイレをこういうところがあるの

だとなると、特に来るお客さんというのは増えるのではないかという気がするのです。で

すから、この辺をもう少し考えていただきたいということですね。レストランについては

僕もちょっと不安な部分があるのですけれども、こうせざるを得ないのかなという気がし

ますので、まずトイレの部分だけ、もしこれから考え方によっては変わるのであれば、も

し変えていただきたいなというのが僕の意見です。

よろしくお願いします。

中尾室長。竹田委員長

私どもはこれまで道の駅を多々視察してきているわけでございます中尾新幹線振興室長

けれども、確かに車中泊のお客様は増えていらっしゃるということで、道の駅の運営にと

っては決してありがたいお客ではないと、マナーをあまり守らずに非常に困っているとい

う声は多く聞くところでございます。私どもとしましては、ただこれは町の中の道の駅で

ございます。いわゆる国道沿いの道の駅ではありませんので、思ったよりは少ないのでは

ないのかなというところは思い描いているわけでございますが、この辺はもう少し需要と

か使われたときの研究をいたしまして、トイレの問題をさらに検討を重ねていきたいとい

うふうに思っております。

又地委員。竹田委員長

室長、1番から9番までは全部これは屋根がかかっているのですね。それと、10又地委員

番は天井は青空というあれでいいですか。

中尾室長。竹田委員長

はい、そうです。中尾新幹線振興室長

又地委員。竹田委員長

はい、わかりました。又地委員

新井田副委員長。竹田委員長

新井田です。いまちょっと手持ちにある資料は、一応案ということでお新井田副委員長

伺いしましたけれども 一つわかる範囲で結構なのですけれども キーワードのその4とい、 、

うことで、まちのキッチン・カフェというテーマの中で、ファーストフードとかカフェと

か弁当屋とか一応こういう項目があるのですが、現在、おそらくちょっと私の問いかけに

はちょっとまだそこまでいってないのかなという気はするのですが、一つ気になっている

のは弁当屋なのです。私、議会だよりをいま担当しておりまして、あるかたにインタビュ

ーでちょっと新幹線がらみの話でいろいろ話をしたことがあるのですけれども、町内の飲

食店さんの皆さんも、そういう能力は当然あると思うのですが、いわゆる行政さんのほう

としては、例えば名称ですよね、弁当の名称。例えば木古内弁当なのか、みそぎ弁当なの

かよくわかりませんけれども、その辺の名前とかというのは何かイメージされている部分

はあるのですか、いまのところ。
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中尾室長。竹田委員長

このレストランですとか、あるいは売店部門で多少のお弁当を販売中尾新幹線振興室長

する形になろうかと思っておりますが、大変地域の食材を使った魅力ある弁当というのを

をお出しいただきたいというふうに考えてございますが、具体的にどのようなものを出す

か、名称をどうするか、まさにこれから考えていくところだと思いますので、いろいろと

お知恵を拝借できればと考えております。

佐藤委員。竹田委員長

これだけの立派な施設ができるわけなのですが、この施設の全体の中で木古内佐藤委員

杉がどの程度利用されるようになっているか、ちょっとお伺いしたいと思います。

中尾室長。竹田委員長

新幹線事業の推進に当たりまして町としましては、駅、駅前通に杉中尾新幹線振興室長

材をなるべく多く使って道南杉の町としてＰＲをしていくという基本方針はございます。

、 。 、当然 その中核であります観光交流センターもできるだけ多くの杉を使います それで

それをどのレベルまで具体的に量として使っていくのかと。そこはいまちょっと基本設計

前でございますのでご回答はできませんが、外観、そして内観ともに本当に杉の建物とい

うことを十分にご理解、ご満喫いただけるような建物になることは間違いございませんの

で、現状はそういった答弁になろうかと思います。

吉田委員。竹田委員長

いま ちょっと見ていて9番の管理事務所ありますよね これは こんなに必要吉田委員 、 。 、

がありますか。多目的ルームをもっと広くしたほうがいいのかなと気がするのです、僕に

してみれば。何人常駐するのかわかりませんが、あまりにもこの面積、比率から見ると多

目的ルームが狭くて、管理事務所がこんなに広くて、何人いるのという感じがするのです

けれども、この辺の考え方というのはちょっと説明をお願いします。

中尾室長。竹田委員長

この施設の運営、具体的に何人が張り付いて、どの程度のかたが仕中尾新幹線振興室長

事をしていくのかというところがまだこれからではございます。しかしながら、少なくと

も観光案内、あるいは物販、その物販をおそらく通信販売とか店にいる以外の機能という

のも想定できますので、ある程度の事務作業が生じてくるものと思われます。加えて、レ

ンタカー会社が入ります。レンタカーもカウンターだけではなく、オフィスとして使わな

ければいけませんので、ある程度そこも踏まえて余裕のある設計にしているわけでござい

ます。ただ、今後は具体的に少し詰めていきますと、もう少し事務室を小さくしてもいい

のではないかというような話も出てくるかと思いますので、それも今後の検討材料という

ことではございます。

平野委員。竹田委員長

すみませんが、吉田議員と多少関連するのですけれども、まだまだこれからの平野委員

話次第では変わっていける要素があるということですし、また今後の運営については管理

者のかたが決まってから進むということなのですけれども、いま現在描いている部分で多

目的ルームが団体の方々の食事提供する場にも考えていますよということで、私はツアー

客ですとか団体客が木古内駅を拠点として降りた時に、やはり食がすごく大事だと思うの

です。それでレストランもありますし、近隣の飲食店もあるのですけれども、こちらから
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例えば「お弁当でパッと食べれるような場所ありますか」と聞かれることが結構多いと思

うのです。それで、この多目的ルームが何席くらい用意できるのか、あるいはもうちょっ

とそのことを需要を考えた時に、もう少し広くする考えを持てるかどうなのかとあわせま

して、管理事務所ですね。ここも吉田議員と同様で大きいなと感じるのですけれども、そ

れも管理者さん次第なのですけれども、できれば我々地元業者としてはこの建物、この管

理の会社自体と非常に仲良くなりたいというか、地元だからこそこの建物により親近感を

持ってそこの管理の方々と共に運営をしていくというような気持ちになりたい観点から、

例えば地元の方々がこの中で、会議をするのに集まれるような場所にもできるのかどうな

のか。そういうことをすることによって、地元の方々がよりこの交流センターを身近に感

じて出入りできるような空間にもなるのではないかと思うのですけども、その辺の考えが

いま現在あればお聞かせください。

中尾室長。竹田委員長

1点目 多目的スペースの利用想定客数でございますけれども ワン中尾新幹線振興室長 、 、

バス いわゆる1台分のお客様に入っていただくスペース すなわち約40席ということで考、 、

えております。

もう1点目 地元の方々のご利用でございますが 管理事務所の中はお金などを扱うまさ、 、

に内部のスペースでございますので、ここはちょっと難しいかと思いますが、多目的ルー

ムは昼以外の時間には、もちろん町の方々の会議とかそういった場にお使いいただけると

いう仕組みというのは、当然これから検討していくという形になるかと思います。

平野委員。竹田委員長

多目的ルームについては、まずいま現在わかりましたが、管理事務所に関して平野委員

はいま言われているように、いわゆる現金も扱うところで、管理者のかたしか入られない

というのであれば、やはりスペース的にちょっと大きいのかなと感想を持ちましたので、

今後さらに会議等を開く時にそのこともお話しして思っていただければと思いますので、

質問ではないです。よろしいです。

要望というようなことで受け止めていいですか。竹田委員長

平野委員。

要望といいますか、この部分を踏まえて検討してください。平野委員

それでは、次のこの施設をどう運営するかという部分について説明を求めま竹田委員長

す。

中尾室長。

それでは、資料の3ページ目をご覧ください。中尾新幹線振興室長

運営主体についてでございます。まず、基本的な考え方でございますが、このセンター

を効率的に運営していくためには官と民が各々の特性を活かしまして、明確な役割分担を

するということが望ましいと考えております。したがいまして、当施設におきましては、

いわゆる公設民営といったものを採用いたしまして、町はこの箱を作ること。箱を作った

あとに、運営に関する基本的な方針を作成するといった全般的な基盤作りを行います。そ

して、そういったものをもとに、民のかたが民の特性を生かした機能的で効率的な運営を

していただきたいというふうに思っております。具体的には、指定管理者方式を取るとい

うことを考えてございます。町の施設ではございますが、町職員がここで現実的に商売を
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するということはあまり考えられませんので、町と協定を結んだ民間の指定管理者が町が

定めた条件の下、運営をするという形になります。では、誰がその指定管理者になるのか

ということでございますが このセンターの施設の性格上 木古内をはじめとした9町全体、 、

の観光産業を目的とする施設でございますので、単に町中だけではなく、域内の広域・広

範な関係者と連携をしていかなければいけないという必要があるわけでございますが、現

在町にある様々な組織、そういった広域で展開していくという事業目的合致する組織はあ

りませんので、これから新しい民間組織を育成してその任に充てたいというふうに考えて

ございます。

組織の名称は、仮称でございますが「木古内町広域観光物産協会」といたしまして、形

態としまして株式会社又は一般社団法人という形になろうかと思います。これは今後検討

してまいります。それで、この協会は原則として町の中の民間事業者又は団体さんからの

出資を基本として設立をいたします。役場としてここに出資参画することは考えてござい

ません。それで、この教会の代表者は当然ながら出資をされたかたから選出いたしますけ

れども、センターの運営に関する実務責任者はやはりこれだけの施設でございますし、町

中だけではなく、遠くからいらっしゃる首都圏や東北といった様々なお客様のニーズをく

み取り販売を行う、高い能力のお持ちのかたを登用するのが望ましいことですから、外部

のかたを登用したいというふうに考えてございます。

。 。 、 、4番目に協会の事業内容を書いてございます 大きく2つございます 1つは 収益的事業

お金を儲ける事業でございます。このセンターにおきまして、この組織は直営で物販を行

います。物産品販売を行います。

、 。 、2つ目としましては 飲食の事業でございます これは先ほど来申し上げているとおり

外からテナントに入っていただきまして、そのテナントからテナント料をいただいて運営

をしていくということでございます。

3つ目はレンタカーでございます。ここも大手の2社が入りまして、そこからレンタカー

によるテナント方式といった方式をいま考えているわけでございます。こういったものが

お金を生む事業でございまして その下のほうの2番目にあるのが公益的事業お金を生まな、

い事業でございます。観光案内、そして情報発信、それからこのセンターのメンテナンス

維持管理、お掃除とか、消臭剤とかそういったことも含めたものでございます。

、 、町は これに対してどういう費用を負担していくのかというのが5番目でございまして

町はセンターの広域的事業に対してお金を払います。ただ、広域的事業の全てをお支払す

るのではなく、指定管理者が前の年の事業を通じました利益の半分を除外した金額を払う

といったことを考えてございます 例えば 平成27年度にこの会社が100万円を利益を上げ。 、

たとします それで 次の年 平成28年度にこの広域的事業で1,000万円の経費が掛かると。 、 、

すると、そういった場合に、町は1,000万円をお支払いするのではなく、前の年の利益100

万円の半分50万円を抜いた950万円をお支払いをするという仕組みでございます。

つまり、この指定管理者が営業努力によって自らの収益を上げると自らも潤う、そして

町の負担も減っていくというような仕組みを考えているところでございます。

6番目 資本金でございます これはまだ 基本設計は終わっておりませんので 実際ど、 。 、 、

のくらいの資本金が有するかと。これは、これからでございますが、現在はあらあらの想

定では2,200万円程度を想定をいたしております 設立年月は センターオープンの約半年。 、
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前ということでございまして、運営組織は下の組織図でございます。これは、株式会社だ

ったということを仮定した組織でございますけれども、上のほうの色のついてない部分、

ここがいわゆる経営機関でございます。株主総会があり、取締役会があり、非常勤の取締

役なり代表取締役社長がいらっしゃいます。その下に、青い色が付いているところが実際

にセンターで働く実務機関でございまして センター長1名 これは先ほど申しました物販、 、

やマーティングに精通した外部の人材ということでございます。このかたが中心になって

全体を目くばせしつつ、特に物販部門を集中的に見ていてだくということでございます。

その下に大きく総務 物販 それから観光情報という3つの部門がございますが この観、 、 、

光情報部門の右側ですね。上に副センター長兼観光情報リーダー常勤1名、そして正職員1

名、ここがいわゆる私どもがいま育成をしております観光コンシェルジュが座っていただ

くというようなことを目論んでございます 以上 申し上げた3名がこの施設の正規職員で。 、

ございまして、そのほかに臨時職員、あるいはパート職員を柔軟に雇用し、季節変動等に

対応していきたいという考え方でございます。

それで 今後のスケジュールでございます 後のページでございます 4ページ目でご、 。 。

ざいますが、まず、今年度何をするかと言いますと、この事業に興味を持って出資をお考

えになっていらっしゃる方々を集めまして設立研究会を立ち上げます。そこで、もう少し

詳しい数字、事業計画案などもお示しをしまして、出資のイメージを検討していただきま

す。

続きまして 2番目としましては 実務責任者探しでございます やはり この施設を運、 、 。 、

営するかたが早めに入っていただきまして、中身のいろいろな運営を詰めていただかなけ

ればいけませんので、役場のほうが中心となって実務責任者を探すと。場合によっては、

公募をするということでございます。

ただ、まだこれは会社がございませんので、お給料を払えません。そこで、25年度は、

役場が総務省の地域おこし協力隊という制度がございます。これは、いまの観光交流セン

ターで育成している制度でございますが、あれを使いまして役場の非常勤職員として雇用

したいというふうに思っております。ただ、さすがに給料月16万円ですと、そういった物

販に長けたかたというのはいらっしゃいませんので、なかなか難しいかと思いますので、

若干それに町単費の賃金も上乗せして役場として雇用したいと。この辺は、当初予算で改

めてご説明させていただきたいと思います。いずれにしましても、そういったかたがいら

っしゃいまして、もう少し詳しい実務的な事業計画を立て出資者を募って運営組織を確定

させ、26年度に会社を設立し議会の議決を経たうえで、指定管理受託、そしてセンターで

の業務開始といった流れになります。これに関わるいくつかのパートナーを概念的に示し

たのが右側でございます。木古内町は、全体のコーディネートとか実務責任者を募集、テ

ナント誘致等々をやります。町民のかたは出資、経営参画あるいはセンターで売っていた

だくものを提供していただいたりですとか、このセンター利用促進に向けた様々な協力活

動をしていただく。それで、これまでは役場が中心となって、いろいろなことを企画して

来たのですけれども、これだけの商業施設でございます。やはり、ここから先は外部のき

ちんとしたアドバイザーも入れて進めなければいけません。具体的に売れる店、売れる商

品、どういったことを置いているのかといったことも、プロのかたの力を借りながら運営

組織を作って 近隣8町の力も借りながらセンターをオープンしていきたいということを概、
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念的に示したものが右側でございます。

運営組織の説明は以上でございます。ありがとうございます。

ただいま運営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たいと思います。

なければ1点 ちょっと確認したいと思います 確か この資料を含めて町内の関係団体、 。 、

との説明会を行ったというふうに聞いていますけれども、その中で当然関係団体とすれば

商工会を含めた農・漁、等々の団体ではないのかなと思いますけれども、そこでのこのセ

ンターの運営を含めて反響はどうだったのか、率直な部分。かなり町内では渋っていたの

か、快く歓迎していた雰囲気なのかという部分をちょっとお知らせ願いたいと思います。

中尾室長。

このセンターの計画をいわゆる公式な形で町民のかたにご説明する中尾新幹線振興室長

のがきょうが 初でございます。ただ、ご説明に当たりまして、当然関係団体と大きな齟

齬が生じるということがあってはいけませんので、内々に商工会さん、観光協会さん、そ

れから駅中さん、それから一次産業団体等々と個別にご説明をこれまでしてきたという経

緯がございます。それで、感触ということでございますが、やはり大変町民の方々の関心

は高く、例えば機能面におきまして、より商店町との賑わい連動制を考えていくべきでは

ないかとか、あるいは農協や漁協さんからは食材の提供はどんどんやっていくと、前向き

な感想をいただいたところでございまして、機能面につきましての大きな反対とか違和感

といったものは、それほど私個人としましては感じなかったところでございます。ただ、

一方で運営面、組織面につきましては、まだ概念的なことを話したわけでございますし、

数字をお示ししたわけでもございません。皆さん、聞き置かれたという感じでございまし

て、具体的なそこからの話にはなってございません。それは、今後設立研究会を開催いた

しまして、具体的にもう少し細かい話を詰めていきたいというふうに考えいるところでご

ざいます。

ほかに、皆さんのほうからこの部分にありませんか。竹田委員長

新井田副委員長。

新井田です。一つだけちょっとお伺いしたいのですが、この運営主体の新井田副委員長

考え方の中で 3番目の指定管理者となるべき組織についてという項目があるのですが こ、 、

、 、 、の中で いわゆる指定管理者となる企業という捉え方でいいと思うのですけれども 現在

町内においてはそのような活動を目的に合致する組織が存在しないという、ちょっともう

1回この辺いわゆる町内にはこういう例えば食堂 あるいは淘汰的な部分の考えの中で合致、

する商店とか、そういうものがないという解釈でよろしいのでしょうか。

中尾室長。竹田委員長

道の駅の運営、様々な形態があるわけでございますが、他の施設な中尾新幹線振興室長

どを見ますと、比較的観光協会ですとか、あるいは商工会さんとかそういった組織あるい

は三セクといったところが運営されているケースが多いように思います。それで、この道

の駅を木古内だけの道の駅と、木古内の観光物産を売るための組織ということになります

と 当然 木古内の中にもそういう組織がございますが 9町の観光物産を本格的にやって、 、 、

.いくということを明確に謳った組織というものがないという考え方でございます

ほかにございませんか。竹田委員長
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なければ、以上で広域観光についてはイメージ図、図面についても現在まだ基本設計も

やっていないという部分で、ただ、各委員から出されていたように、できればもう少しス

リム化を図るような部分を念頭に入れながら、今後のそういう業務に取り組んでいただき

たいという部分を申し添えて、この部分はまた基本設計の段階でまた出てくると思います

ので、皆さん、これで閉じてよろしいですか。

以上で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。

休憩 午後4時13分

再開 午後4時15分

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

3．その他

その他の部分で、病院事務長のほうから病院外来に新たな取り組みとしまし竹田委員長

て、セカンドオピニオンというそういう制度を導入したいということの申し出がございま

したので、その内容について説明をしたい旨の申し出がありましたので説明を受けたいと

思います。

地本事務長。

貴重な時間をいただきありがとうございます。地本病院事務長

資料がありますので提出したいと思います。よろしいでしょうか。

セカンドオピニオンの外来の設置案ということで、設置目的は患者満足度の向上及び患

、 、 、者増ということで この患者満足度というのは病院にかかった時に いろいろな待ち時間

あるいは医師の対応等々の、患者が如何にして満足して病院を判断するかということの満

。 、 、足度でございます これは 多くの大学でもそういう患者満足度の調査資料がありまして

そのトップは医師へのやはり不満等が第1位でございまして 当院においてもそれらが多く、

見受けられるということがありまして、このほどこのセカンドオピニオンの外来を設置し

た目的でございます。当院通院中及び退院の診療を受けられた患者様や、ご家族様で担当

医師以外の医師の意見を求められる場合に対応することで、患者満足度の向上及び患者増

の目的とするということでございます。

設置内容については、担当医師は事業管理者である小澤医師でございます。相談内容は

現在の診断・治療法に関する相談、今後の治療方法に関する相談、その他医療全般に関す

る相談 ここがおそらく苦情等もあるかと思いますけれども この3点ぐらいと思っており、 、

ます。

3番目として 受付相談日 場所でございますけれども原則予約制とする ただし 当院、 、 。 、

の外来診療後においても相談を受け付けることができると。ということは、どこかの外科

あるいは内科、整形にかかった患者がどうも満足していないと、不平不満を持っていると

いうことに不安を抱いている患者がもしいたとすれば、その時にそういう対応をこのセカ

ンドオピニオンで対応するということでございます 相談日は火曜日から金曜日 午前9時。 、

から11時30分、場所は健診室ということになっております。料金については、このセカン
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ドオピニオン外来は診療科目ではございません。保険診療対象外の自由診療ですので健康

保険は使用できません。相談したあとに治療行為が必要だとすれば、これは保険適用して

、 。治療に入るということでございますけれども 相談だけではこれは自由診療でございます

その料金については、当院受診の患者様、ご家族様の場合は、外来診療後に当外来とセ

カンドオピニオン外来の相談を受けた時は無料とするということでございます。そのほか

に 外来受診なしで当外来の相談を受けた時は690円 これは診療報酬の再診療の金額でご、 、

。 、 。ざいます 当院以外の患者様は2,700円 これは診療報酬の初診料に見合う額でございます

それで、一般的にこれは函病等でいろいろやっていますけれども、30分8,000円とか1万円

とか様々でございます。

、 、 、5として 相談当日持参していただく医療情報は 当院受診の患者様はなしということで

当院以外の患者様については紹介状及び診療情報提供書など、あるいは検査結果などを持

。 。 、っていただくということになります 設置年月日は3月1日と思っております 周知方法は

院内掲示と町政広報3月号に掲載する予定でございます。

以上がセカンドオピニオン外来の設置案でございます。

よろしくお願いします。

病院事務長からセカンドオピニオン外来設置の提案がございました。竹田委員長

皆さんから質疑を受けます。

平野委員。

いままでも、病院のお医者さんに関しての町民からの声はいろいろあったとこ平野委員

ろでございます。ただ、現場の医師不足のこともありまして、なかなかそのお医者様に正

直なところ言えないというような現状が続いてきたと思うのですけれども、これをセカン

ドオピニオンをやることによって必然的に言わなければ、小澤先生に相談したあとに当然

小澤先生が苦情であれば、その担当のお医者さんに伝えなければないということになると

思うのですけれども、その辺はほかのお医者さんの了承と言いますか、話し合いの中でこ

れをやるという運びになったのかどうかが1点 それから料金なのですけれども 僕も詳し。 、

く調べたわけではないのですが 先ほど事務長が言ったように8 000円ないし1万円と 相、 ， 、

談料だけですごい高いなというイメージがありました。その中で、当院に関しては外来受

診がなしでも690円 すごい安いと判断するのは患者さん次第なのですけれども 安いなと、 、

いうイメージが私はありました。それで、おそらくこの患者様がこれは当日なのか、後日

でもいいのかというのは当日例えば診療を受けて、その時に苦情があっても具合悪くて病

院に行っているわけですから、そのあとにまた、時間を割いて相談を受けるというのは大

変だと思うのです。おそらく、家族に相談したりだとか、後日改めて先日の件に関してこ

られることが多いのかなと想定するのですけれども、この無料は外来診療後というのは当

日限定ということでしょうか。2点お伺いします。

地本事務長。竹田委員長

このセカンドオピニオン外来については、既に医局内で方向性を出して地本病院事務長

。 、それを了解しております 患者満足度を上げていきたいという事業管理者の意向に沿って

そこは了解したということでございます。

料金についてでございますけれども、あくまでもこれは無料の場合は 初に外来で診察

料をいただいております。したがって、その日、また先ほどお話ししたように、納得して
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いない部分があるとすれば もう1回相談をしたいという時には ここで無料で相談を受け、 、

付けるということになります。したがって、無料で診療が終わった後日、家族と話をして

納得がいかないという場合は、690円で相談を受けるということになります。

以上です。

事務長、設置月日については3月1日ということなのですけれども、このＰＲ等竹田委員

については3月号の広報 あとは院内掲示ということなのですけれども 町広報は3月1日届、 、

かない地区もあります。そういうことを考慮すれば、やはりこの3月1日にというのは不親

切です せめて 3月号に広報でＰＲをして 例えば3月の途中からというかやるとか 4月。 、 、 、

からこういうことをやりますよ、というのであればいいですが、もう既にスタートしてし

まったものにあとで広報でこういうことをやりますよという、あれするのはやはり病院の

意欲はわかります、すごく。いろいろなことにチャレンジしているこれはいいのですが、

ただ、やる時期がやはり町民の理解も得て、やはりこういうことがいいこともやったなと

いうふうに思われるようにしなければ、見切り発車みたいな部分というのはどうなのかな

と、そういう心配。ですから、何も3月1日にこだわらなくても何かの認可があってどうこ

うというのなら別ですが、そうでなければもう少しやはりこの設置の時期については十分

詰めたほうがいいような気がするのですが。

地本事務長。

。 。地本病院事務長 二面性があるというふうに思います 委員長が言ったように不親切だと

ここは、改めて事業のお金を取るとかいうふうな対応をして、周知が遅いのに全体に知

らせていないのに病院に行ったら追加を取られたとか、診療内容を。それは不親切だと思

います。いま、現場は先ほど僕は冒頭に患者満足度の中の一番トップが医師への不満なの

です。ここは、おそらく各委員さんかたはどこか認識していると思います。これを如何に

して手を打つかというのが目的ですから、早めに早めにやることが一番いま不平不満を持

っている患者さんにすれば、すぐ3月1日から行けるのだと、院内掲示もしますから、ここ

がそのほうがむしろ僕は親切だというふうに理解をしております。

以上でございます。

別にそのことはだめだということではなくて、いいことは早めに取りかかる竹田委員長

ということも必要なのですが、ただやはり住民周知が町広報ですから、 終的に遅い所は

5日から7日とかかっているという部分を踏まえれば、やはりどうなのかという部分の心配

。 、 。です あとで そういう何も反響がなければいいわけですから他の委員さんはどうですか

吉田委員。

吉田です。これも全適になって小澤管理者を迎えたことによってやれることな吉田委員

のかなと僕も理解しております。この部分を見ていると外来だけのことなのですよね。確

かに、外来の部分というのは結構あるのですよね。僕たちもやはり把握しておりますけれ

ども、入院患者の場合はどうなのかなとちょっとあるのです。そうした場合、小澤医師、

管理も含めて外来ばかりを担当していて、従前どおり入院患者については相談の窓口があ

りますよということであれば、それはそれでいいのですが、入院患者の中にも担当医師に

は直接言えない部分というのはあるのですよね。その部分はどのように考えていくのか。

、 。小澤管理者がこういうことをやるのはいいのですが これから老健の問題もありますよね

そうしたら、大変な仕事量になるのではないですかという心配もあるのです。その辺につ
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いてちょっと事務長のほうからお伺いいたします。

地本事務長。竹田委員長

設置目的には、このように綺麗な文脈で書いています。ここが医師への地本病院事務長

診療に対する不平不満とかずっとあるわけで、この解決策というのは一つの科目に複数の

ドクターが居る場合は そこはなんとか事業管理者なり病院長が指導できる こうしなさ、 。「

い ああしなさい これは大きな病院ですけれども このように医師不足の中で単科1名、 。」。 、

しかいない医師に対して、なかなかズバッと言うことは、かなりきついといいますか覚悟

して言わなければならないということがあります。そこをどうするかという解決策、入院

患者も含めて外来患者も含めて、そういう不平不満に対してどのように相談を受け付ける

か。相談だけではなかなかないので、そういうことで一つのツールとしてこのセカンドオ

ピニオン外来を設置して患者離れを防いでいこうと。そしてもう一つは、当該担当医師に

対して このように訴えているからこういうふうにやってください というふうに投げか、「 」

けていくと、いうふうになろうかと思います。

それから、事業管理者が忙しい中で外来をやって、あるいは老健の問題ということなの

ですけれども、きょうの町のほうからの説明は僕はわかりませんけれども、病院の目指す

ところは包括的なケアをどうしていくかということの大きな目標を持っていますので、そ

の一つとして老健の関係もあります。その辺は事業管理者も認識が一致ですから、では業

務量が増えるか、増えないか、当然増えるというふうに思います。そこをどういうふうに

うちの事務担当がカバーしていくかというふうにかかってくるかと思います。理念目標に

ついては、老健を含めた包括ケアに一緒に一歩一歩近づけていきたいというのが理念でそ

れに向かっていきます。

以上でございます。

吉田委員。竹田委員長

それでは、入院患者のことはあまり詳しく言わなかったので、ほぼ無料と考え吉田委員

ていいのですね。入院の部分もやるという話をされていましたので、入院の部分もこれは

無料ということで考えてよろしいですね。

地本事務長。竹田委員長

この入院患者に対してどのようなことをというのは、おそらく相談とい地本病院事務長

うのは、様々な入院患者の場合は病棟のスタッフがおります。如何にして、その家族、患

者本人から病棟のスタッフが意見を吸収して、それを担当医師に伝える。それでも、うま

くいかないというケースが多々あろうかと思います。その際は、ここはセカンドオピニオ

ンというよりはむしろ入院患者をどう支援サポートしていくか、ここに関わってきます。

それで、苦情相談というのは、常に事務長あるいは病院長があるわけで、そこはそことし

て苦情相談として受けるのはこれはセカンドオピニオンではなくて、それはきちんとした

対応するということにあります。

そこは事務長、初めて僕らもこのセカンドオピニオンという言葉自体も初め竹田委員長

ての響き。そうして、確かにここに書いている患者や家族の満足度というか、そういう部

分の捉え方によっては苦情相談みたいな部分で。ですから、広報にどのような町民に対し

て、このセカンドオピニオン外来の説明をするかという部分がやはり大きなポイントなの

ですよね。勘違いをして相談に行って門前払いを食ったら逆な批判が出ますから、ですか
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ら、そういうことも含めて考えないと、受けるほうはセカンドオピニオンというこの意味

合いを理解をして受けるのですけれども、相談に行くほうはそうでない部分の苦情でボン

といった場合に そこの誤差でトラブルが起きて なんだ 満足度というか期待してきた、 、「 、

ら、さっぱりそういう受け止めをしなかった」ということのないような住民周知について

は十分配意して進めていただきたいというふうに思います。

ほかにございませんか。

又地委員。

これはマンツーマン、あるいは家族対小澤先生ですよね。周りには誰も看護師又地委員

が入らないという理解でいいいいですか、看護師が同席しないと。小澤先生対患者さんや

患者さんの家族という対応ですか。

地本事務長竹田委員長

その辺のやはり看護師がこの外来に付くか、付かないかという質問だと地本病院事務長

いうふうに、そこについてはまだ詰めておりません。そこは、看護師が付く場合とあるい

は病院に対しての不平不満だとかいろいろ想定されますけれども、これだけを見ますと、

当然看護師がバックヤードにいるかもしれません。ものによっては、例えば外来の看護師

のいろいろな問題で 「ちょっと言いたい 」という時には、これは遮断をして1対1でマン、 。

ツーマンでやるかもしれません。そこはまだ決めておりません。

以上です。

又地委員。竹田委員長

セカンドオピニオン外来というのは、そもそもは診断・治療法に関する相談な又地委員

のでしょう。そうしたら、例えば看護師さんがたに対するいろいろな話を小澤先生とした

いと、しようと思っていったと、私が。そうしたら、そこは話ができるのですか。そこま

での対応をするのか、しないのかということです、小澤先生が。これは、例えばこの外来

の設置というのは、別に悪いことではないし、大変いいことだと思うのですけれども、患

者増を目的とするというところにこだわれば、看護師さんの意識改革というものがまだな

っていない部分がまだたくさんあるのです。そうすると、患者さんはセカンドオピニオン

外来が設置されたと、そうしたら小澤先生が管理者だから小澤先生と会って話をしたいと

いう時に、そういう話がもし出たとしますか。それは、小澤先生が対応して受けてくれる

のですか、を聞きたいのです

地本事務長。竹田委員長

かなり難しい問題で、実はこの背景には、先ほど言ったように、医師の地本病院事務長

問題等々もある。あるいは、看護師の不平不満もあるというふうに認識をしています。そ

の中で、基本的には医療全般に関わること。こうあったのですけれども、例えば看護師が

こうだったと、私はこれですごく心が病んだということは、おそらく小澤管理者は聞くと

いうふうに思います。単なる漠然とした苦情、これは苦情処理委員会というのがいろいろ

ありますから、そこは事務部門の事務長なり、おそらく振るというふうに思います。ここ

はちょっと住み分けが、やってみてどれだけ相談を受けるかたがいるかわかりませんが、

やってみてどのように交通整理されていくかというふうに思っています。

ほかにございませんか。竹田委員長

地本事務長。
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すみません。もう1点報告があります、これは口頭で。地本病院事務長

院外調剤薬局、いま白ゆりさんがやっていますけれども、その白ゆりさんがメディカル

シャトーという株式会社が白ゆり調剤薬局を運営しているということで 平成24年5月から、

やっております。このメディカルシャトー白ゆり調剤薬局が調剤薬局の経営権を移譲した

。 。 。と 移譲先はクラフトというこれは大手のほうです クラフト株式会社というところです

この理由は、院外調剤を議会、委員会で議論した時も触れたのですけれども、薬剤師の

大学4年生が始まってきて もう薬剤師の確保がどこも大変だと したがって メディカル、 。 、

シャトーは北海道中心ですから、薬剤師の確保が大変だということでこの調剤薬局部分を

このクラフトに経営移譲したと、これが24年9月です。昨年の9月に経営移譲しました。そ

れで、いまは白ゆり調剤薬局という店名でやっていますけれども、この25年、この春から

「さくら調剤薬局木古内支店」に変わる方向ですというふうになりました。さくら調剤薬

局木古内支店です。

漢字ですか。竹田委員長

地本事務長。

ひらがなです。地本病院事務長

又地委員。竹田委員長

文書で出してください。きちんと文書で出してください。ということは院外薬又地委員

局を設置する時は議会にもいろいろ話をしていろいろ揉んだ中で出したのです。そうでし

ょう そうしたら きちんと口頭での報告ではなく 去年の8月というのでしょう そうし。 、 、 。

たら、きちんと文書で議会に出してください。

経過を含めてそうしたらお願いします。竹田委員長

ほかになければ、以上で本日の第11回総務・経済常任委員会を終えたいと思います。

どうも、長時間ありがとうございました。

終了 午後4時40分

説明員：大森町長、大野総務課長、尾坂主幹、幅崎主査

大瀬町民税務課長、田畑主査

新井田まちづくり新幹線課長、中尾新幹線振興室長、片桐主査

地本病院事務長

傍 聴：幅崎忠吉、相澤 梢

報 道：道新 恵本俊文、函新 小杉貴洋

総務・経済常任委員会

委員長 竹 田 努


