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平成25年 2月2 日(水) 場 所 3階 第5研修室会議録 0

会 議 名：第12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、吉田委員

平野委員、笠井委員、東出委員、岩館委員

欠席委員：なし

事 務 局 山 本、近 藤

会議時間 午前10時～午後0時13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

おはようございます。臨時会に引き続いて、ただいまから、第12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10名でございます。

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） 国民健康保険病院事業

①調剤薬局の名称変更について

それでは、早速調査事項に入りたいと思います。竹田委員長

国保病院事業の調剤薬局の名称変更について、第11回の中で地本事務長から口頭での

説明をいただきましたけれども、委員から経過のわかる資料の提出を求められ出されて

おりますので、まずその説明をお願いしたいと思います。

地本事務長。

それでは、調剤薬局の経営会社の変更について、資料に基づき説明を地本病院事務長

申し上げます。

新病院、22年5月のオープンに向けて院内処方から、院外ということで方向を決め、

、 、 （ ）前年 平成21年9月に調剤薬局2社による選考を委員会の中で調査をした結果 この 1

調剤薬局、メディカルシャトー株式会社に決定をいたしました。本店が札幌市中央区で

あります。

開業期間が平成22年5月から平成24年8月までとなっています。店舗名は「白ゆり調剤

薬局木古内店」であります。

、 、 、2として 調剤薬局経営権移譲先ということでありまして 会社名がクラフト株式会社

住所が東京都千代田区丸の内です。移譲年月日が平成24年9月、店舗名が 「さくら調剤、
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薬局木古内店」ことしの春4月よりの店舗名を変更したいということの報告がありまし

た。

3として、経営権移譲理由として、メディカルシャトー株式会社は、薬剤師、大学6年

生ということもありまして、薬剤師の確保が大変であり、調剤薬局の経営から撤退する

ということになりました。これが主な理由でございます。

店舗名と法人税の取り扱いです。

25年1月にクラフト株式会社北海道支社長が来院いたしまして 「木古内町内で開催し、

ている店舗名を変更をしたい」と、するということが決まりました。先ほど言ったよう

に、さくら調剤薬局木古内店として、4月より変更するということです。

2点目として、木古内町に支払う法人税は、約款で店舗規模や業務内容により支払う

ということで、従来メディカルシャトー株式会社がプレゼンテーションの中で、法人税

の取り扱いについては、地元に支払うようにしたいということもありまして、その意向

を含めて、クラフトも同じように法人税を払っていきたいということの報告がありまし

た。

以上でございます。

ただいま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。

又地委員。

まず譲渡、メディカルシャトーさんから、クラフトさんに移譲年月日が24年9又地委員

月とあるのですけれども、担当部局のほうでわかったのはいつなのか。

それで、ことしの1月にクラフトさんの支社長さんが病院のほうに見えられたというこ

とですけれども、さくら調剤薬局木古内支店という名前になるのはいつになるのか。これ

からいきますと、4月1日という形になるのかなというふうにも思われますけれども、その

辺の見解と言いますか。

それと、白ゆりさんが2年くらいですかやっていたわけですけれども、白ゆりさんの実

績。例えば木古内、我が町へ支払う法人税等の実績等がわかっておられれば教えていただ

きたい。このことは今度、クラフトさんになるわけですから、約款で店舗規模や業績内容

により支払うという形になっているわけですけれども、後学のためにその辺を抑えていれ

ばお知らせいただきたい。

地本事務長。竹田委員長

経営権移譲の当病院への報告と言いますか、昨年の7月頃と認識してお地本病院事務長

ります。そのときの話の中で、メディカルシャトー株式会社の社長が、このクラフトの株

式会社の調剤薬局が一緒にこのメンバーに入るという、構成メンバーにということを聞き

ました。その中身は、僕は詳しくわかりませんが、したがって少し関わっていきたいとい

うことを聞いています。したがって、白ゆり調剤薬局も氏名変更はそのままということを

お聞きしていました。したがって、当院としては患者、あるいは住民、町民に対して、何

ら調剤薬局あるいは当院も影響はないと、不利益をこうしないということも想定していま

したので 「ああ、そうですか」ということでありました。このさくら調剤薬局の変更が、

したいということは4月からと。私の認識とすれば4月1日というふうに認識をしておりま

す。
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この3点目の法人税の実績がどうなのかということについては、所管外ということもあ

って調査はしておりません。

以上です。

又地委員。竹田委員長

昨年の7月にメディカルシャトーさんの支社長さんのほうから、そういうお話又地委員

があったと。私は、この時点でなぜ、これは当時は設置者は町長ですから、いまは管理責

任者、全適になりましたので。この時点で、町長部局とその辺の話をしていたのかどうか

ということをちょっと確認いたします。

それから、これは例えば4月1日ということのようですけれども、これは例えば4番目の

店舗名と法人税の取り扱いについての2番については、これはやっぱり、例えばそういう

お話をクラフトさんの支社長さんがお見えになって、そういう話をしていったというので

あれば、これは事務長の仕事でないのかわからないけれども、これは税の役場のほうの担

当のほうと打ち合わせをする中で、あなたの仕事ではないのかもしれません、法人税等に

関しては。けれども、その辺は横のつながり等をあれして、そしてこの辺は調べて、そし

てこの委員会がきょうあるというのであれば、過去の実績はこうだと。それでクラフトさ

んの支社長さんが見えられたときには 「約款等で店舗の云々等々は言っていきました」、

と。そして 「実績としてはこうでした」という話をしていただければ大変ありがたいの、

です、委員会とすれば 「ああ、そうかと 。そうするとクラフトさんに移ったとしても、。 」

その辺の影響は出ないということであれば、大変私たちも安心します。

ただ、私はもう1点、クラフトさんに移るという中で、当初、メディカルシャトーさん

にそうしたら院外でやってもらおうと町有地も買ってもいただいたし、そして雇用の問題

もあったのですよね。それで、メディカルシャトーさんからクラフトさんに変わるという

中で、雇用の問題等々はどうなるのだろうと。地元の方々が何人か採用されておりますよ

ね、現在も。それで、若い人たちも職場が確保されたという例もあります。その中で、将

。 、来この辺はどうなるのだろうと メディカルさんとクラフトさんの経営規模等に関しては

たぶんクラフトさんが大きいのだと思います。と言うことは、薬剤師の確保ができると。

メディカルシャトーさんは、薬剤師の確保できないから撤退すると。そんな中で、クラフ

トさんは薬剤師の確保が可能だという中での、今回のこんな状況になったのではないかと

思うのです。それの変もちょっと雇用の関係等を含めた中で、もう一度お願いしたい。あ

るいは事務長のほうには、昨年の7月ということなのですけども、町長のほうにはいつ頃

この件で耳に入ったのか。私はもし7月であれば、もっと早い時期にこのお話が常任委員

会にあっても良かったのではないかと、あるいは全適は10月ですよ。そうしたら、あのあ

たりでも私は少しでもいいからこの辺の話があれば大変ありがたかったなと、そんなふう

にも思っているのですけれどもお願いします。

地本事務長。竹田委員長

。 。 、地本病院事務長 3点ほどです 町長部局への報告です 先ほど前段にお話ししたように

最初のお話であれば、メディカルシャトーの支社長の佐藤さんが、このクラフトの中の調

剤薬局の中に構成されていくというふうに認識をしました。

それで、僕はそんなに影響はないだろうと。そのまま、同じ薬局名も含めてないという

ふうに認識をしておりました。しかし、ことしの1月に来たときに、全て変えていくとい
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う報告があったので、それであれば町民への周知、あるいは含めてありますので町長への

報告をことしの1月に報告をいたしました。これが町長への報告です。

それで、雇用の問題については、引き続きメディカルシャトーの職員をそのまま引き継

いでクラフトで雇用するということをお聞きをしました。現在もそういう体制の中で職員

は変わっていないと認識しております。

法人税の実績については、調べていないというのが実際でございまして、今後調べるこ

とが可能であれば何かの機会で示したいと思っております。

以上です。

暫時、休憩いたします。竹田委員長

休憩 午前10時14分

再開 午前10時15分

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

又地委員。

町長、この院外薬局云々のときは、いろいろ議論をしたのです。それで、当時又地委員

は院内薬局をやっていても年間2,000万円くらいの黒字だったのです、当時は確か。それ

を押して、それはどういうことかというと院内をやっていても、結局今回のメディカルシ

ャトーさんと同じように薬剤師の問題があったので、そうしたら仕方ないという言い方は

ちょっと悪いのですけれども 「まあまあ、そうか」と。そして、かつ町有地をメディカ、

ルさんに買ってもらえると、そしてそこに建てていただいて、そうすると将来的にメディ

カルさんに院外薬局でくと税金も入ってくるし、いろいろなメリット、デメリットの計算

をした中で 「よし、そうしたら院外でもいいだろう」というところに落ち着いた中での、

院外薬局だった。これは、基本はそうだったと私は思っているのです。そして、かつ雇用

の問題もあったし、そのメリット、デメリット足し算、引き算していくと、将来的にはプ

ラス要素のほうが強いという中での院外薬局になったと。私はそんなふうに捉えていたの

ですけれどやはりあれですね。そういう当初発足するときに院外薬局に進んでいくときの

過程を考えたときには、やっぱり昨年の7月にそういう話があったと。そうであればもっ

、 。 、と早い時期に やっぱり報告をしてもらうというのが私は筋でなかったのかなと これは

例えばメディカルさんからクラフトさんに移ったと 「ああ、そうかそうか」と、何も影、

響ないのであれば良いという問題ではない。発足当時の院外薬局までいくプロセスを考え

たときには。ですから、これは税の部分に関しては事務長の担当ではないと 「私の担当。

ではありません」というのであれば、それはそれでいま調べればわかるのですけども、そ

の辺なぜもっと早く町長部局に報告なりをして、そして委員会に報告する中で理解を得よ

うとしなかったのか。私は何か随分他人事のような扱いにしているのではないのかと、経

営者は他人ですけれども。考え方そのものがそんなふうにあまり関係ないのだと、我が町

には。というような捉えかたでいたのではないかとそんなふうに私は思うのですが、町長

が1月だというのであれば、ごく最近なわけで。ただ、これは例えば10月に全適になって

管理者が来たという中では、これは管理者も、そうしたら管理者がわかったのはいつなの

ですか。7月にそういう話があって管理者のほうには10月になってこの報告はしてあるの
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ですか。そして、私は10月から全適になって管理者に報告してあれば、それは管理者のほ

うから町長部局にもっと早く話が来ているのではないかとそんなふうにも私は捉えるので

すけれども、その辺どうなのですか。

地本事務長。竹田委員長

先ほども僕は説明したのですけれども、私自身もこの最初の話の中でク地本病院事務長

ラフトの調剤薬局の中に、メディカル社長が構成員に入るという、そういうふうな手続き

だというふうに聞きました。したがって、その入るという意味は何らそんなに変わらない

だろうと認識をしていました 「そうですか、なぜですか」と言ったら 「一緒にやっても。 、

らって、薬剤師を確保してもらうから、一緒にやってもらうのだ」と提携といいますか、

提携という言葉はわかりませんけれども、そういう話だったので 「何ら影響ないです。、

雇用もそのまま引き継いでやりますから」という話で、それで1月に来て「さくらになる

と、調剤店舗も変えると、全て撤退をしたい」ということになったので、管理者にも、こ

の1月にクラフトさんが来たあとにこの報告しました。その際も、管理者は「民間だから

いろいろなことがあるのだろうな」という話で、確かにその薬剤師の問題は、確保はどこ

でも大変だから、こういうことは常々起こることなんだという話はお聞きしました。それ

で、きちんと過去の経緯がこの選考委員会もいろいろありましたので、含めた中であった

ので、きちんと町長のほうにこの時点で報告したという経緯でございます。

又地委員。竹田委員長

なるほどね、これは心配するのは理由としては、薬剤師のことだけのようです又地委員

けれども、院外薬局云々の議論をしたときにはこういう話も出ていたのです 「ああ、そ。

うかと」来てもらうのは大変ありがたい。けれども、院外薬局が撤退する。例えば 「ク、

、 、ラフトさんがあとを継ぐのではない メディカルさんがもう撤退してしまうのだと言うと

これは大問題になるよ」という話もしているのです、院外薬局。ということは、メディカ

ルさんのあとクラフトさんが受けるから、あるいはクラフトさんのほうが大きいと、その

部分では安心ですけども、もしこれクラフトさんが受けないということになれば、院外薬

局の経営そのものがだめなのだというふうにも捉えることができると思うのです。そうす

、 。 、 。ると 我が町にとっては大変な問題です 病院は院内がない そして院外薬局も無くなる

そうしたら、薬はどうするのという問題が生じる可能性もあるわけです。ですから、その

辺を考えるとすごくもっと早く報告して欲しかったというのは、大変大事なことだったと

思うのです。その辺を私は言っているのです。それでもし、例えば経営悪化の中で撤退と

なったら、本当にいま例えば函館の大きい病院に行って投薬の薬のあれをもらってきて木

古内で薬をもらっている人も多いのです、結構おりますよ。そんな中で、経営そのものが

どうだったのかということも、ある意味では何て言うのか、どこで調査すればいいのかわ

からないですけれども、かつ例えば経営が良ければ私は薬剤師も集まるのではないかと。

例えば地方の院外薬局に勤めるよりも、いま何かいろいろなドラッグストアだとかそちら

のほうの薬剤師さんのほうが給料が良くて、そちらに取られているのだというお話も伺っ

ておりましたけれども、ある意味では経営が良ければ薬剤師さんの給料を上げて、そして

地元にいてもらうという方法もできないわけではないのかなというふうにも私は思ってい

るのですけれども、1にも2にも、もし院外薬局が撤退するとクラフトさんに移ったとして

も、これがいなくなるということにならないような方策というか、その辺も町長部局ある
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いは管理責任者になるのですか。結局、投薬の処方を書いても院外薬局がなければもらえ

ないわけですから、そのくらいまでやはり真剣に考えて欲しいなとそう思っております。

関連しますけれども、やはり自分もその辺の心配というか、確かにクラフト竹田委員長

さんにメディカルさんが社長が配下になって経営するというのは、それはそれです。です

が、又地委員も言っているように、メディカルさんが経営が不振というか、経営不振で譲

渡するのか、ここには単なる薬剤師確保の見通しがつかないために譲渡するのだというの

だけれども、本当の背景にあるのは薬剤師なのか、経営がだんだん不振で譲渡に踏み切っ

たのか、譲渡というか吸収合併みたいにしたのかというのが、やっぱりこの辺が又地委員

も言っているように、早くこういう問題は当初のいきさつも踏まえれば早くやはりこうい

う情報を流してもらわなければどうなのか。我々が一番心配するのは、やはり住民、患者

のサービスの低下等々。

地元雇用者が継続されます。ですが、薬剤師がまた変わることによって、サービスはど

うなるかという部分がやはり心配なわけなのです。ですから、そういうことも含めてきっ

ちりその辺は早く情報の発信をして、いま地本事務長の思いは、そういう特に変わらない

という思い中で、特に1月の報告に至ったという説明は聞きましたけれども、やはり今後

。 「 」 、こういうことのないように 先ほど 法人税の滞納までチェックしてくれ と言ったのは

経営が不振であれば、税も滞っているのでないかというそういう心配もあって確認をして

もらったという部分であります。総務課長が戻りましたので、法人税の関係がわかったら

報告してください。

総務課長。

大変ご苦労様です。大野総務課長

事前に調査しておりませんで、大変申しわけございませんでした。お時間をいただいて

ありがとうございます。ただいま、町民税務課のほうで調べてまいりました内容について

ご報告いたします。22年度からの事業開始でございまして、22年度につきましては確定と

いうことで申告がされ納付がされております。法人税割は13万9,500円、均等割が14万3,0

00円合わせまして28万2,500円が納付となっております。また、法人税につきましては予

定納付と確定納付というのが手続きなのですけれども、22年途中から始まっているという

ことで確定ということの申告でございました。23年につきましては、予定のほうが法人税

割が6万9,700円、均等割が7万8,000円、合計が14万7,700円です。そして、確定のほうで

均等割が7万8,000円上乗せになっております。合わせまして22万5,700円が23年度でござ

います。それで24年度につきましては、これから申告がされるということで、まだ受け付

けをしていないという実態でございました。また、この申告書によりますと、木古内店の

従業員数につきましても記載がされておりますので、これは24年の7月に受け付けた書類

でございますけれども、23年の4月1日から24年の3月31日までの実績ということで書いて

いるもので8名です。

以上です。

ただいま税の税額、あるいは収納状況について説明をいただきました。竹田委員長

ほかにございませんか。

又地委員。

これからいくと良いわけでもないし悪いわけでもないのですね、経営状況とい又地委員
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うのが。だけだけにという感じを受けます。かつ、8名の地元雇用があり、ということな

のでそれなりにメディカルシャトーさん自体はそれなりの当初院外薬局にしたという目

的は達成してもらえたのかなという気はします。

問題は、今後のクラフトさんなのですね。ですから、この部分でクラフトさん、25年

の4月1日からさくら調剤薬局木古内という店名になるのかなと思いますけども、これは

民間企業ですからということを考えれば、町長がどうのこうのとはまることもできない

と思うのです。ただ、当初、院外薬局にしたときのことを考えれば、全く何も言わない

で、そしてフリーにやらせるというようなスタイルにはならないだろうと。それは民間

企業の経営ですから、経営の部分までどうのこうのという話にはならないとは思うの

ですが、ただ、経営そのものに直接どうのこうのということではなくして、例えばメデ

ィカルシャトーさんのときはこうだったというような話をする中で、何とか例えば税の

部分に関しても、あるいは大事なことはこれからのクラフトさんがもし撤退するような

ことがあれば大変な問題になるわけですから、その辺をどんな形の中で、今度新しくな

るクラフトさんと話を進めるわけでもないのですよね。ある意味では、経営にはまらな

いような形の中でのコミュニケーションをどんなふうに取っていくかというようなこと

だと思いますので、その辺は、時々で良いのか、やっぱり民間企業ではあるというもの

のクラフトさんとの何なのでしょう、懇談なのでしょうか。その辺にもやっぱり力を入

れるというと、これは変な表現なのですけれども、その辺を考慮する中でクラフトさん

と何とか話を進めていっていただきたいということをお願いしておきます。

町長。竹田委員長

企業が変わるということになりますので、何かと不安な点が出てくると思い大森町長

ます。これまでの事務長からの報告の中では 「スタッフについては変わらない」と聞、

いておりますので、その点ではいまの調剤薬局の流れ自体は、住民の皆さまにご迷惑を

かけることはないと思いますが、経営者が変わるということになりますと、経営者とこ

れまで一度も私自身会っていませんので、こちらに見えたときには病院から報告をして

いただいて一緒に懇談をするとか、あるいは上京の際に本社を訪れて、年に何回も顔を

出すことはできませんけれども、最低1年に一回くらいは上京の際に時間を取って本社

に伺うというなど、その程度のコミュニケーションを図っていって、これまでのサービ

スの低下がないように、お願いをしていくということに努力してまいりたいと思ってお

ります。

それと、このクラフトさんの道内の実績というか、例えば道南にはこの系竹田委員長

統というか、このさくらという名称なのか、調剤店舗がどのくらいあって、主たる部分

は東京には数は別にして、主体が東京だとすれば、北海道に関連する調剤薬局があるの

かどうなのかという部分です。そこがちょっと確認しておきたいと思います。

地本事務長。

事業の展開は本社が東京ということもありまして、関東、関西の以北で地本病院事務長

す。北海道もあります。その北海道は現段階18店舗でありまして、その中でやはり白ゆ

り調剤薬局が11店舗あります。この11店舗含めての18ですから、白ゆり調剤薬局は全て

クラフトに経営権を移譲したということになります。おそらく、最初は7店舗ぐらいでさ

くら北海道は展開していたと基本的には関東を中心にやっている会社でございます。
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そうすれば、メディカルさんの会社が道内にある調剤薬局を全部クラフト竹田委員長

さんに移譲する。ここだけ、木古内ではなくて道内札幌周辺ですけれども、そちらも。

僕らももう1点心配するのは、当初メディカルさんが進出したときは、逆に公募という

、 、か 相手のほうからこういう調剤薬局にということで進出してきているのですけれども

今回は途中で経営者が変わった。経営が苦しいから頼まれて調剤を運営しているのだか

ら、経営が苦しいから税の減免だとか出てくる可能性も危惧されるのかなという部分等

も、当初のメディカルさんであれば、そういう条件の基で進出してきているのですけれ

ども、クラフトさんがメディカルさんに頼まれてというか、それでは経営を譲り受けま

、 、 、しょうという形なのか その辺のいきさつはわからないのですが そういう部分も今後

いますぐどうこうではないのですが、今後のなぜそういうことをいうかと言えば、木古

内町のやはり実態を見れば人口減がすごいのです。ここ何日間でも亡くなっているかた

が多いという部分になれば、だんだん患者の減ということも視野に入れれば、はたして

経営がどうなのだろうと。他人の商売ですけれども、我々もそういう部分も心配するも

のですから、そうなった場合にいろいろなそういうことが出てくるのかなと。そういう

ことのないように、町長が上京したときに、そういうクラフトさんの会社の内容を含め

て十分にそういう話し合いも含めてしていただければなと思います。

ほかにございませんか。

地本事務長。

クラフトさんの会社規模というのは、従業員は1,200名います。薬剤師地本病院事務長

が1,100名ほど。それだけ、かなり大きな調剤薬局を展開しているということだけ報告

しておきます。

新井田副委員長。竹田委員長

いま、縷々ご説明があった中で一つ懸念される部分があります。とい新井田副委員長

うのは、私も過去に会社勤めをさせていただいて、いろいろな流れをちょっと見てきた

中で、いわゆるいま会社の大きさ云々という話もありましたけれども、やはり大企業で

あればあるほど、逆に言うと赤字の部分に関しては手を引くと言ったらすごく早いので

す。シビアなのです、そういう部分は。ですから、そういう部分は、今後町長の動きを

含めていろいろな情報収集も含めた形で展開されると思うのですけれども、それは先ほ

ど委員長のほうからちょっと話があったように、その辺はやはりちょっと気持ちの片隅

に置いておいていただいて、動向をきちっと見ながら、さっき委員長がおっしゃったよ

うに、町民のサービス低下にならないような形で、また、ではそうなったときのあとは

どうするのと。いまいまはそういうことではないのかもしれませんけれども、その辺は

先ほど言ったように、ちょっと頭の片隅に置いていただいて、いかに会社が大きくても

潰れはしなです、もちろん。潰れはしないのですけれども、そういう撤退というのはあ

り得るということは考えられると思いますので、それはちょっと気持ちの中にちょっと

置いていただければと、そういう要望をします。

ほかにございませんか。竹田委員長

特にないようですので、4月から「さくら調剤薬局木古内店」ということで、現在の院

外薬局が運営されるということになりますということでありますので、一つ委員の皆さ

ん了解をしていただきたいと思います。
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又地委員。

そのことは4月1日ですから広報等で知らせたらどうですか。そうでないと、又地委員

知らせておかないと町民が不安を抱きます。ですから、広報等で4月1日ですから4月号

の広報で知らせるというふうな段取りを取っていただきたい。

地本事務長。竹田委員長

この場を借りて、医師確保についてご報告をいたします。地本病院事務長

先の委員会の中で、小澤管理者のほうから女医さんについて報告をいたしました。ほ

ぼ決定をいたしました。それは、従来から町長が積極的に「当院に来て欲しい」という

ことでお願いしていた先生、吉武英子先生、55歳このかたが決まりました。3月の27日

にこちらに移転をしてくるということも決まりました。それで、一般内科を担当いたし

ます。吉武英子先生です。御殿場にある前職は、神山復生病院に勤務しておりますけれ

ども、4月1日より木古内町でありますけれども、本人の希望もありまして、中学生の新

1年生がおりますので、その入学式を終えてから徐々に慣れてきたいという意向もありま

す。

もう1名でございます。吉田優一、ゆうは優秀の優に数字の一でございまして、44歳。

現職は、日高町の日高町立門別国保病院に内科医として勤務をしております。このかた

がようやく意思をほぼ固めまして、木古内に世話になりたいとほぼ決まりました。

なぜ、ここまで来たかというと、決まったのはつい最近でございまして、函館市のあ

る病院と木古内の病院と最終的にどちらに行こうかということで迷っていた中で、小澤

管理者とも面談を含めて当院を見学あるいは含めて、ほぼうちのほうにということで、

、 、 、このかたはもともとは外科医でございますけれども 一般内科 総合内科医を目指して

特に在宅医療、国が進めようとしている在宅医療、ここにすごく門別もそうですけれど

も力を入れたいということもありまして、当院の目指す地域包括ケアの一役を担いたい

と期待をしております。

以上でございます。

大変念願でありました医師の確保について、2名が4月1日からということで竹田委員長

すね。

地本事務長。

4月1日、吉武先生については、お子さんの中学生の入学式が4月7日だと地本病院事務長

いうふうに思いますけども、そこまでは慣れない地域ですから、家族が2人ですから。そ

れで、4月8日から徐々にやっていきたいということで、4月の第3週目からきちんと外来

の枠に入っていくというふうに思っております。

以上です。

良い報告をしばらくぶりで。竹田委員長

国保病院事業の事務調査については、以上で終えたいと思います。

どうもお疲れ様でした。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午前10時46分

再開 午前10時55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

（2）介護老人保健施設

①介護老人保健施設の経営形態見直しについて

それでは、老人保健施設の経営形態の見直しについて、資料が提出されてい竹田委員長

るので説明を求めます。

大野総務課長。

それでは、私のほうから資料の説明をさせていただきます。大野総務課長

この資料につきましては、前回第11回のときに付属資料ということでお付けしたものな

のですが、その際には町長の日程がございまして、時間をはしょっていただいたというこ

とでご説明をしておりませんでした。きょう、改めて説明をさせていただきたいと思いま

す。

まず、老人保健施設の経営形態見直しについて、保健・医療・福祉の連携なのですが、

こちらにつきましては第5次の木古内町振興計画のほうで、保健・医療・福祉の連携を進

めていくということで謳っております。平成16年からの振興計画でございます。その基本

構想の中に書かれているのが 「恵まれた自然とたゆまぬ活力を活かして一人ひとりが心、

を育み、支え合う北の大地の福祉都市「きこない」の創造を目指す」と。このまちづくり

の目標を達成するため、今日までハード面では老人保健施設の増床改築、グループホーム

開設、これへの支援、病院の移転改築を進めてまいりました。

また、ソフト面では、介護保険事業による在宅サービスの充実や介護予防事業の展開、

訪問・外出支援サービスや除雪サービス、安心見守りネットワークなどに取り組んでいま

す。

これまで保健・医療・福祉の各分野が連携し、本町における全ての高齢者や障害が地域

社会において、いかなるときも健康で安心した、安定した生活ができるよう各事業を展開

しております。

それで、健康管理センターのほうでは、地域ケア会議ということで、それぞれの施

設の相談員さんですとか支援員の方々が集まって、一人の要介護、要支援者に対する

サービスをどう展開していくかといったような検討会議等も連携の中で進められてお

ります。

地域包括ケアシステムの実施、その連携会議等が地域ケアシステムを実現している形に

なるのですけれども、その一端として、施設同士の運営を統合するという方法がございま

す。まず、まちとしては医療・介護施設の運営を統合していこうと。その延長上にあるの

は、民間やあるいは保健のほうも巻き込んだ総合包括ケアという方向に持っていきたい。

ただこれは、一長一短でできるものではありませんのでじっくり一つずつ、まずできる

ところから取り組んでいこうという考え方です。このことは、国民健康保険病院を核とし

た包括ケアに取り組むことを明確に打ち出すもので、医療・老人保健施設に関する行政部

門を病院管理者が一元的に管理運営をするものです。

それで、老人保健施設の経営形態変更です。

病院の事業管理者が一元的に運営するため、地法公営企業法第2条第3項の規定により、

地方公営企業法の全部を適用する改正を行います。
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これにつきましては 「いつでも、どこでも、だれでも」必要なときに、必要なサービ、

スが受けれるよう努めていき、高齢者や障害者が住み慣れた地域で安心して過ごせる社会

の実現を目指すための組織改編ということで、行政がまず取り組んでいこうということで

す。

経営を統合することにより、病院管理者による一元管理体制になることから、医療面で

の連携が強化されることはもちろん、元より経営効率の向上が期待されます。

病院につきましては、昨年10月から全部適用となっていますので、老健についてもこと

し4月からということで現在準備を進めているところです。

条例等につきましてはほぼできておりまして、組織の経営形態変更後の組織なので

、 、 、すが 2枚目のほうに記載しておりますように 病院事業が行う事業を以下のとおりとし

設置条例の改正を予定すると。

それで参考ということで、下に表を付けているのですけれども、病院管理者のもとに木

古内町国民健康保険病院、これは診療と看護そして訪問診療等を行います。また、木古内

町介護老人保健施設、こちらは介護と医療を提供する。

木古内町訪問看護ステーション、介護保険法に基づく訪問看護なのですが現在は休止と

いう状況にあります。そして病院事業局、欄外に説明が書いているのですけれども各事業

の管理、運営管理ですね。人事・財務・施設運営など、医療・介護・訪問サービス等を除

いた運営管理を行う部局として、病院事業事務局というふうに事務部門を置くこととして

おります。

それぞれに、事業ということで進めるのですが、この組織の会計ですけれども、木古内

町国民健康保険病院事業、そして介護老人保健施設事業、そして訪問看護ステーション事

業ということで予算経理をそれぞれ行うことということで考えております。現行の木古内

町病院事業会計規程の条文及び様式を改正することとしております。

一つ戻って組織なのですが、医療介護の現場を除く各事業の運営管理を病院事業事務局

が統括する組織規定を検討しております。

、 。以上が 現在進めている老人保健施設の経営形態の見直しの手続きの状況でございます

職員への説明会については、15日と19日に行っております。

また、職員団体のほうへも4月からの実施をしたいということでの協議申し入れを行っ

ています。

以上が、現在取り進めている状況です。

説明をいただきました。竹田委員長

これから質疑を受けたいと思います。

平野委員。

、 、平野委員 中身に入る前になのですけれども 大変申し上げづらい質問になるのですが

実はきのう、鈴木施設長とちょっとお話する機会がありまして、その中の話で、まずを

もちまして職員での説明会15日と19日に2回行われたと聞きましたけれども、その際に

鈴木施設長さんも説明会に参加して、いろいろ質問をされて、その中で職員の皆さんか

ら施設長ばかり質問してどうのこうのという話があったということで伺いました。

要は、鈴木施設長は反対だからという話ではもちろんなくて、中身についての質問、

例えば他町のデータ収集がどうなのだとか、あるいは細部にわたる調整等をまだできて
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いないのではないかという中で、時期4月にやるのはちょっと早いのではないかという

お話を聞いたところであります。それについては、町側では前回では小澤管理者と鈴木

施設長には当然了承得た中で話が進んでいるというように聞いた記憶がありますけれど

も、鈴木施設長からの話を聞くと、話は聞いたのですけれども、お互いに合意に進んで

いるようには聞こえないような話をちょっと聞いたものですから、まずをもちまして施

設長との話の流れですか、経緯あるいは現状のお話を聞かせていただきたいなと思った

わけでございます。

町長。竹田委員長

鈴木施設長と平野委員とのお話し合いについては、十分内容はわからないの大森町長

ですが、前回ご説明しましたとおり、小澤管理者との中で進めるということに対して、4

月1日もＯＫということでございました。

また、鈴木施設長との間でも、当初説明を申し上げたときには十分理解をされていな

かったわけですが、ご本人も小澤管理者とのやりとりの中で 「それであれば早いほう、

がいいですねと、4月1日も可能です」ということで了承をいただいておりました。した

がいまして、そしていま 「十分中身が」ということは、おそらく4月1日に向けてご自、

身が疑問点に思うことがいくつかあったのだと思います。それは、これから鈴木施設長

と細部にわたって協議をすることが可能かと思います。いずれにいたしましても小澤管

理者、鈴木施設長から「こちらについては進めていただいてよろしい」ということで意

見を賜ったところでございます。

平野委員。竹田委員長

まず、町長の見解というか経緯のお話しはわかりました。それで、私も鈴木平野委員

施設長さんと電話で話しをしただけなので、全てにおいて詳しく鈴木施設長の思いを私

が把握しているとは思いませんけれども、きのう聞いた段階の話としましては、当初は

1番最初に町長から説明があったときに、施設長の思いがいろいろな考えがあるにせよ

ないにせよ 「この方向性として進んで行きます」という結果報告のような話だったと。、

もう一度言いますけれども、これはあくまでも反対でこういうことを言っているという

話ではないということだけはご理解ください。

それで、今後も当然施設長と話をしていくという時間はあるというお話をいまいただ

きましたけれども、やはり職員さんの説明、あるいは町民の説明、あるいは議会への説

明がある前に、町側、小澤管理者、あるいは老健の事務局、そして施設長との明らかな

合意があって初めてこの場に来るものではないのかなという、不信感というわけではな

いのですが、やはり内部できちんと煮詰まった中で皆さんがゴーサインだという認識で

いたのですが、私もきのうの話なので、もう少し詳しく話も聞きたかったのですが、ど

うも内部がうまく進んでいない中でゴーサインが「4月1日だよ」ということだけに焦っ

、 。ているのではないかという思いがしたわけで このような質問になったのですけれども

今後いまもお話されたように、本来は順序が逆だと思うのですけれども、鈴木施設長

が疑問点を抱えてる部分を早急に話し合う場を持とうとするのか、あるいはそこを解決

しなければならない部分をどのように我々に報告してくれるのか、という流れをはっき

りしていただきたいなと思います。と言うのも、もう一度確認しますけれども、内部で

皆さんがしっかりとした合意がないまま進んでいくのは非常に危険性が高いのではない
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のかなという思いがしたからでございます。

平野委員、これは鈴木先生との面談でコミュニケーション、話し合いで、竹田委員長

こういま言われたようなことを聞いたということなのですね。

平野委員。

そうです。平野委員

このことについて、当初1月24日付で議長宛の町長からの経営形態の見直し竹田委員長

について文書で出ています。ここには、病院管理者、老人保健施設の施設長から同意を

得ている。同意を得ているということは、そういう部分の部分については理解をしたと

いう前提で僕は来ていると思っています。ですが、いまの話はどこまでどうなのかちょ

っと不透明というか、見えない部分がいっぱいあるのですけれども、細かい事務的な先

ほど総務課長が説明した会計だとか事務局部門のいろいろなこれから整理をしなければ

ならない部分だとかあるとすれば、それはそれであとの協議でいいのですが、やはりこ

の経営形態、いままでの経営形態から病院に一元管理するということ。それは、我々も

病院の全適のときは全適をすることによってこういうメリットがあります。デメリット

もありますよ。という部分の比較表、我々も判断できる、対比できるものがあったので

すが、今回、先ほど総務課長の説明で前回も資料が出ていた部分とそんなに大きく変わ

らないですが、地域包括ケアの部分、これはいまこれから進めようとする事業ではない

わけですし、いままでもやってきている部分なのです、特に。ですから、そういう言葉

だけで、具体的に一元にすることによって 「こうなりますよ」という部分があれば、、

すごく我々としても「ああ、そうか」とそのようになるのであれば、どんどん進めよう

という。ただ、いま平野委員が言われたように、老健内部でやはりそういう問題がある

とすれば大変遺憾だなという、その辺はどうしたらいいでしょう。

又地委員。

例えば、こういう形で形態の見直しをするという中で、例えば施設長がいま又地委員

同僚議員からありましたけれども、同僚議員と施設長の間で話をしたということが、そ

れがどうなのかという問題です。私は、ある意味ではそんなのはこういう形で進むのだ

という中で、施設長は施設長で例えば管理者と一体となった今後4月1日ですから、まだ

1か月ちょっとあります。その中で込み入った話をすればいいことであって、何も例え

ば平野委員に対して言っているわけで、町会議員の一議員と話をして、それがあたかも

施設長自体の私が反対しているのではないのかわかりませんけれども、いろいろと不満

があるような話というのはこういう場ではするべきでないです。あるのであれば、病院

管理者と町自体がこういう方向に向かって形態を見直したいのだと。そのスタッフの一

員として施設長が残るというのであれば、その場面でいろいろ言って、その自分の考え

ていることをオープンにする中で話をすればいいことであって、あとはそれ以外のもの

は何ものもないでしょう。私はそのように思うし、何と言いますか、我が町の保健・医

療・福祉の連携する政策として一元化を目指すというのであれば、それはそれでいいの

ではないのですか。私はそう思っています。あとはこの委員会で、例えば総務課長から

いろいろ受けたけれども、そうしたら、形態図がどのようになるのかと。例えば、経営

管理者が一番トップで、その下に院長がいる。そしていろいろ今度あるわけでしょう、

各事業の運営管理、事務局の部分、それと上のほうにある3事業に関しても、またちょ
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っと違った人員配置等になるわけだと思うのです。そうすると、その統括図が個人氏名

は要らないのです。統括図がどうなるのかということは、今回のこの資料の説明だけで

はちょっと掴みづらいのです。ですから、そういう統括図も一緒に出してもらえれば、

早い時期に委員会として、なるほどなというふうにわかれば、初めて4月1日云々の議論

に入っていける。2月15日と19日に職員と組合に関しては、実施を4月1日からにしたい

という説明会は終わっているということですけれども、実際に私たち自身がその系統図

がなければちょっとわかりづらいのです。ですから、これと合わせて系統図、取り組む

見直しに関する形態図が。統計図というのですか。

（ 組織図」と呼ぶ声あり）「

又地委員。竹田委員長

組織図があればすごくこの問題に関しては、いろいろ委員からの質疑を受ける又地委員

中で早く進んでいけると思って私はいるのです。その辺、早急に出してもらえるのかな

と思っているのですけれども。

平野委員。竹田委員長

いま、先輩議員からは「一個人の話としてするのは、この場にふさわしくな平野委員

い」とご意見をいただきました。まずをもちまして、自分が個人で話をした、確かに時

間もなかったものですから、きのう、きょうの会議で夜だったものですから、皆さんに

相談する場面もなく勝手に自分の意見、話をしたことをお詫び申し上げます。ですけれ

ども、前回報告ありましたとおり、小澤管理者あるいは施設長ともに合意のもと、進ん

でいるという話があった中で、もしそれが鈴木施設長本人がそう思っていないとしたら

問題がある中で進んでいくという一番大事なところだと思うのです、私は。ですから、

いま町長がおっしゃられたことが合っているのだよと言えば、それで終わりなのですけ

れども、やはり鈴木施設長の話もまるっきり全部嘘をついているとは、嘘をついてい

るというのか、勘違いと取っているのか言い方はちょっとあれですけれども、そこの部

分をきちんとクリアして進めなければいけないと思うわけであります。過去にも、これ

は行政ばかりではありませんけれども、行政の報告の中でこのように進みますと、町民

の皆さんはこれで了解していますと、説明会もやりましたと。ですから、理解した中で

進みますと言って進んだ経緯が、実は町民に説明会も行われていなかったというような

事例も何点もありますので、やはりこの辺は明確にクリアした中で進んで欲しいなとい

う思いでございます。

以上です。

暫時、休憩をいたします。竹田委員長

休憩 午前11時18分

再会 午前11時26分

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

老健の経営形態の見直しについては、いま休憩の中でいろいろ議論された部分、あるい

は組織図等々もこれからやはり議会としても十分その辺見定めて、最終的に「これはい

いね」といい形だねという部分でやはり進めようという、そういう声が多かったという
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ふうに思います。そういうことからしますと、この3月の定例での条例改正等について

はやっぱりちょっと無理だというか、前回病院のこの全適の話があったときも確か4月1

日からという部分について、十分な全適についての勉強もさせてもらうということで資

料の提出も求め、あるいは他の同じ全適のやってる病院へ行って研修もしたり、そうい

う経過の中で最終的に昨年の10月から病院の全部適用に移行したという一つの経過等も

ありますので、これについてはそんなに4月1日にこだわらずに。町長、特に4月1日にこ

だわる「これだ」というものがあれば答弁してください。

町長。

昨年実施しました国保病院につきましては、これは管理者に相当する医師が大森町長

いるかというところが議論になりました。そして、4月1日には決定をしておりませんで

した。しかし、こういったものはできるだけ事業の年度当初からスタートしたいという

思いで進めておりましたが、その中で事業管理者が来ていただくことがはっきりしまし

たので、その中で皆様方のご理解をいただいたということでございます。

これまでの公営企業法の全部適用につきましては、皆様方も十分ご理解をいただいて

おりましたので、今回の介護老健施設につきましては、さほどその全部適用のルール等

については、あまり議論はないものと理解をしております。しかし、先ほどご指摘いた

だきました組織図ですとか、どのように変わっていくのかと、こういったことについて

まだ説明の不足を感じております。こういったものを説明させていただいて、4月1日を

目指してまいりたいと思っておりすので、ご協力をお願いいたします。

東出委員。竹田委員長

それで、ここは要望に留めておきたいと思うのですけれども、実際病院が全東出委員

部適用に向けては約1年近くその議論をして、我々もそれなりの勉強させてもらったし、

私はどこまでもあの時点では「まだだめよ」という立場を取ったのですけれども、何と

かその町長の思いは4月1日から老健も全部適用に走りたいということであれば、やはり

ちょっと時期尚早な部分もあるので、職員との協議、その辺についてはいま15日と19日

と2回実施されているみたいですけれども、日をもって職員は何人いるかわかりません

けれども、そのような部分をきちんと理解を得た中でスタートすることを、答弁は要り

ません。私は希望しますので、要望としてその辺十分に念頭にいれてかかっていただき

たいと。できれば、4月1日にきちんとした形でやれることを私は「いいな」と思ってお

りますので、それだけ一つお願いします。

もう1点町長、我々が心配するのは10月から全適になって小澤管理者の管理竹田委員長

の下で病院事業が運営されてきて、いろいろ経営の中身は熟知していないのですけれど

も、経営が好転しているという話等も耳にするのですが、この半年の中で小澤管理者も

だいぶ余裕が出たのかなという一つの感触がします。というのは老健まで配下にして、

例えば自分の管理で一元管理をするというくらいの腹を括ったということは、これは3

月の定例等で管理者への一般質問等も出てくるのかなというそういう思いもしますし、

そういう部分では管理者の意欲なのか、町長からのこうしたいというお願いが強くてこ

ういうふうに至ったのかと、どうもちょっとその辺が議長に対する経営形態の見直しか

らすれば町長の思いがこういう、例えば振興計画、地域包括支援システム等々を踏まえ

れば、老健も全適にしてそして病院の一元管理の下で保健・医療・福祉を考えた構想だ
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というふうに見えるのですけれども、これは逆に小澤管理者から老健の病院経営でやっ

てもいいと来ている話なのかどうなのか、その辺をちょっと確認したいと思います。

町長。

小澤管理者との協議の中では、ただいま委員長がお尋ねの中にありました小大森町長

澤管理者の余裕ではございません。小澤管理者は今日まで病院に慣れ、地域に慣れ、ま

た病院スタッフに慣れということの中で、これからどんな戦略でやっていこうかという

ことをいま勉強しているところでございまして、4月1日からは本格的に公営企業法の全

部適用が効果が出るようにということで考えておられます。その中で、私のほうからい

くつかのメリット、デメリット等をお話し申し上げまして老健の相談をいたしました。

老健では、現場スタッフの相互交流ですとか、あるいは事務部門においても相互に一

極集中で見れるだとか、外に向けてはお客様へのサービスの向上、そして中では経費の

節約、事務経費を抑えることによって、介護スタッフを増やすだとか、こういったサー

ビスの提供につながるなどのご説明をして、小澤管理者がスタートできる日にち、これ

について相談をしました。そのとき、私からは「4月1日という区切りがいいのだ」とい

うお話をいたしました。その答えは、かなりこれからスタートという日に新しいところ

を持つというのは大変ですけれども、いまのようなことを考えると 「やってもいいよ」、

とこういうご本人の前向きなお返事をいただくことができましたので 「それでは4月1、

日に向けて進めましょう」ということをそこで確認をしたところでございます。

考えはわかりますけれども、いま町長からの答弁でちょっと何か見切り発車竹田委員長

みたいな部分にも思えるのです、もう少し。

又地委員。

4月1日からいけるかどうかというのは、これからの問題です。いろいろ足りな又地委員

いものは出していただくし、あるいは物理的に4月1日に向けて条例の改正案等も出てきま

すよね。そうすると、3月の定例会に間に合うのかどうかという問題もあります。ですか

ら、4月1日がだめだとか良いとかいう議論はこの場ではきょうの会議では避けると。それ

で物理的にはどうなのか、出してもらうものは出してもらうと。そして、何とか4月1日に

間に合うのかどうかというのは、また委員会でちょっと議論をすればいいのではないです

か。ですから、その物理的に先ほど言いました組織図なのか統計図なのか条例の改正案等

々に関して事務方ではどうなのですか。

総務課長。竹田委員長

3月定例会の議案につきましては、27日に発送を予定しております。そ大野総務課長

こに間に合わせるように現在準備を進めているところです。

条例改正案はお出しします。

又地委員。竹田委員長

そうすると委員長、議案が2月27日配布、そうしたらきょうは何日ですか、又地委員

きょうは20日です。そうしたら議案配布前に、これは局長あれなのですか。例えば、3

月の定例議会中に、この問題についてやる前に例えば系統図がこのようになるとかとい

うものは出してもらって、この委員会をもう一回ぐらい開かないとだめでしょう、定例

会までの間に。そうして残ったものを、その予算議会の間に挟めてそして議論をするの

かどうか、それで例えば4月1日施行に向けて間に合うかどうかというものはそれでない
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と判断がつきません。

皆さんもいろいろな考え意見を持っていると思いますけれども、いまやは竹田委員長

り総合的にいろいろな議論を踏まえて整理をすれば、やはりこの4月1日いうのは無理だ

という結論に。

又地委員。

委員長のほうから4月1日に無理だという話をしてしまうとアウトです。又地委員

ですから、そうではなく、これは4月1日でなくても区切りとすれば年度スタ竹田委員長

ートからやればいいわけだし、きちんと整理された上で、5月からでも6月からでもいいの

ではないですか。僕はそう思います。

町長。

委員長のお考えは 「いつでも良いでしょう」ということで、これは時期とす大森町長 、

ればいつでもいいのかもしれません。ただ、一つの事業として、年度当初からスタートす

るというのが一番私どもとすれば都合の良い時期でございます。それは、人事の面があり

まして、この人事が病院と老健の事務を統合するということが入っております。こういっ

たことから考えますと、一度、二つに分けていたもので人事を行って、それをもう一つに

するということになりますと、少しやりづらい部分があるというのは事実でございます。

特に急いでやるということを考えているわけではなく、これまで準備を進めてきて、4

月1日を目指してまいりましたので、理解をいただきながら足りない資料またご説明につ

きましては、きちんとさせていただいて、4月1日に向けて努力をしてまいりたいと思って

おります。

4月1日の部分はわかるのですけれども、町長、この資料の2ページの組織、竹田委員長

いま町長は事務部門のやはり統合と。そうすれば、このあとの議題になっている行革がら

みではないのかなと。ただ 「行革の部分には病院だとか老健は定員管理の中では含まれ、

ていません」という、当初のそういう説明でしたけれども、そこはどのような認識をして

いるのでしょうか。

総務課長。

ただいまの委員長からのお話は、事務能率改善委員会でどのような協議を大野総務課長

したかということだと思うのですけれども、まず病院事業につきましては全部適用という

ことで、事業管理者の下に人事が行われるということでこれは外しました。それと老人保

健施設なのですが、いま人事異動の対象者というのは2名、一般職、老健施設ですね。ぎ

りぎりでやっているという中では、そこの人数を減らすという議論はまずできないだろう

と。ですから、今回の議論からは外しましょうということで、役場部門と教育委員会の部

門の検討を行ったわけです。そういう背景で議論はしておりません。

ですが、いま町長から事務部門を統合するということは合理化ですよね。そ竹田委員長

ういう考えがあるということであれば、職員の定員管理に関わる部分でないのかなという

のが率直に思うところです。

町長。

老健施設が公営企業法の全部適用を受けますと、管理者が変わりますので、管大森町長

理者のもとで人事となりますが、現時点ではまだそこまで決まっていませんので、総務課

長が説明したとおりです。それで、これからどのような形になるかわかりませんが、私の
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一つのプランとしますと、兼務発令ですとかそういったことができますので、きちきちの

人数でやっていますので、用意ドンから臨時職員を雇ったけれども統合したことによって

余裕が出てくる。しかし、臨時職員は6か月採用しなければならない、予算的にも無駄が

生じることになりますので、私は4月1日を目途にいま目指しているところでございます。

いろいろとお尋ねがあるかと思いますが、そういうことでこれから資料の提出だとか、

あるいはご説明しながら皆様方のご理解を得ていき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11時44分

再会 午前11時57分

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

老人保健施設の経営形態の見直しについては継続ということで再度、来週26日の10時か

らこの部分について資料も含めて再度議論したいとこのように思います。

（3）総務課

①行政改革の取り組み状況について（継続）

次に行政改革の取り組み状況、これは前回に引き続いての継続審議でありま竹田委員長

すが、このことにつきまして皆さんから町長もおりますので再度確認したいこと等があれ

ばお願いをしたいと思います。

前回の説明を含めてこの行革の部分については議会事務局の1名削減という、そういう

部分の一つの提案等でありまして、この部分について特に皆さんから意見等がなければこ

のあと議員で最終的な判断というか、それをするということになると思います。

なければ、この行政改革の取り組みについては終えたいと思います。

後ほど、議会としての事務局の削減の問題については議論をして行政側に応えるという

形になろうかと思いますので、どうも長時間ご苦労様でした。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後0時00分

再会 午後0時00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

（1）意見書

①憲法をいかし、地法自治及び地方財政の拡充を求める意見書

②公務公共サービスを担う非正規雇用労働者の雇用安定と均等待遇実現を求める意見書

③自治体財政の確保と地方分権の確立を求める意見書

④平成25年度地方財政対策に関する意見書
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3番目のその他で意見書が4本まいっております。竹田委員長

、 。このことについて 皆さんのお手元に配布していますけれどもお目通ししたでしょうか

事務局のほうより説明願います。

山本局長。

それでは意見書が4件来ておりますが、①、③、④が一応類似をした意見書に山本局長

なっております。

一つずつ簡単にご説明いたします。

、 。 、①の憲法をいかし 地法自治及び地法財政の拡充を求める意見書 これにつきましては

北海道自治体組合連合というところから来ておる意見書でございます。内容については、

1から7までということで記載をされておりますので、お目通しをいただきたいというふう

に思います。

、 。②番目を飛ばして③なのですが ③自治体財政の確保と地法分権の確立を求める意見書

これが北海道渡島地域協議会、連合のほうから出されている意見書でございます。これ

も①と似ているような状況のものでございます。

それで、④が北海道町村議会の会長から来ている意見書で、平成25年度自治体財政の確

保と地法分権の確立を求める意見書ということで、これについては資料で総務大臣から議

、 、長宛に来た要請書というか こういうものもコピーを付けさせていただきましたけれども

要は、国家公務員が7.8％の給与削減をしていると。これも震災のための財源だというこ

とで、地方も何とかお願いをしたいというような要請がありました。同じものが町長のほ

うにも来ております。これに対して道の議長会のほうから、これ1点に絞ってこれまで三

位一体改革で地方が格差があって、それぞれ独自で地方は削減努力をしてきたということ

で、なおさらそれに国家公務員合わせて給与削減というのは非常に厳しいということでま

ずこれを撤回してくださいというような内容と思います。

それで、①と③は、これプラスほかのいろいろなものも入っているというようなところ

で捉えていただければいいのかなというふうに思っております。それで、総務大臣のほう

からこういう文書が来て、これは新聞にも出ましたが、国家公務員が7.8％削減したこと

によって木古内町のラススパイレスが102点いくらということで、少しこれまでも削減し

ているのだけれども、国が大きく下げたことによって国の基準よりは少し多くなっている

ということで、地方交付税が減額されるだろうという予想であります。その反面、これま

での努力に対して交付税を上乗せするというような措置も取られるというように新聞にも

出ていまして、今朝ほど総務課長ともお話ししましたが、まだあらあらな計算ですが、プ

ラマイゼロかマイナスというような試算をしているということであります。2点何パーセ

ントを国を上回っているということで、ペナルティーということでの交付税の減と過去に

遡ってのその努力の部分をやったときにはプラマイゼロかマイナスかなというような感じ

だということであります。

このことを受けての意見書でありまして、町のほうも国からは出たのですけれども、詳

細の部分がまだわかっていないということで総合振興局のほうでも説明会もまだやられて

いないということなものですから、すっかり交付税の関係も掴み切れていないようであり

ますけれども、一応これに対する1点に絞ったのが道の議長会から来ている意見書という

ことで抑えていただければと思います。
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それから、②の公務公共サービスを担うというこれは、うちの行革でも職員を人口規模

に合わせて職員を減らしてその部分は臨時職員というふうな形でということでそういう流

れが進んできているので、そうではなくてきちんとした正職員で持って採用するべきでし

ょうというのがこの意見書になりますので、いまやっていることと相反するのかなとちょ

。 、 。っと受け止めかたをしております 一応 ②についてはそのようなものになっております

ちょっと似たような意見書が3点ほどあるものですから、皆さんでご議論していただけ

ればと思います。

ただいま事務局から意見書の説明をいただきました。①番と③番のどこが違竹田委員長

うのかといえば。

又地委員。

これは④番をやれば、みんな包含されるような気がしないでもないですけど。又地委員

地方自治体財政の確保と地方分権の確率を求める、25年度地方財政対策に関する意見書を

出すといいのではないですか。②をやってしまうとうちの町がいま進んでいる方向と全く

逆な要望書になってしまいます。ですから、これはちょっと控えないとだめです。

ですから、順序を別にして②番については不採択ということでよろしいです竹田委員長

か。それと、この④番についてもどうなのでしょう。いままちが進めようとしている国か

らの総務大臣から来ているこういう書簡も添付されていますけれども、この部分について

はどうでしょうか。

これは削減に反対ということでいいのですよね。反対でいいのかどうか。

又地委員。

。 、 。又地委員 聞いてみればいいのではないですか 全町村に回っているのでしょうか ④番

山本局長。竹田委員長

④番は全部回っています。山本局長

この近隣はどうなのでしょう。情報は得ていないのですか。竹田委員長

山本局長。

得ていないです。問題なくやると思うのですが。山本局長

④番については採択という扱いにしたいと思います。竹田委員長

①番と③番はちょっと良くわかったような、わからないような感じがします。

山本局長。

①、③は中身の項目をあげて細かくしているという部分です。山本局長

何かちょっと似ているのですよね。竹田委員長

③番目については、交付税等について減額をしないでくれということが主ですから似て

いるのでないですか。ですから、③番目については採択という方向でどうでしょうか。自

治体財政の確保と地方分権の確立を求める意見書。

又地委員。

④番をやったのですよね。これはそうしたら全然逆です。又地委員

平野委員。竹田委員長

国家公務員の給与に対する指数がありますよね。あれに反映されていたのです平野委員

か。いままでの金額のパーセンテージの上限によって交付税の減額だったり増額だったり

というのを。
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山本局長。竹田委員長

いままではないです。山本局長

平野委員。竹田委員長

今回そうなるのですか。平野委員

新井田副委員長。竹田委員長

地方分権のやつは、これは国が地方公務員の給与削減を強制する、国と新井田副委員長

地方の関係をゆがめという、ちょっとさっきのあれですね、4番と。

又地委員。竹田委員長

④番と異なるのでしょう。又地委員

東出委員。竹田委員長

そうしたらこれ1本にしませんか。東出委員

（ ④番1本で」という声あり）「

そういう意見であれば④番一本でということで、ほかは不採択という確認を竹田委員長

します。これの提案者、賛同者については順番決まっているのですよね。26日に提案者等

を調整したいと思います。

（2）その他

ほかその他でありますけれども、なければこれで第12回の総務・経済常任委竹田委員長

員会を終えたいと思います。

長時間大変ご苦労様でした。

午後0時13分 終了

説明員：大森町長、大野総務課長、地本病院事務長、尾坂主幹、幅崎主査

傍 聴：なし

報 道：なし

総務・経済常任委員会

委員長 竹 田 努


