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平成 25 年 2 月 26 日(火) 場 所 3 階 第 5 研修室会議録
会 議 名：第 13 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～午前 11 時 51

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

定刻になりましたので、ただいまから、第 13 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 ） 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、20 日の委員会に引き続いての介護老人保健施設の経営形態の見竹田委員長

直しについて、委員会の中から資料要求されてる部分も提出されましたので、まずこの組

織図これについて、まず説明を求めます。

総務課長。

皆さまおはようございます。大野総務課長

2 月 20 日の第 12 回に引き続きまして、開催をしていただきましてありがとうございま

す。20 日、12 回の時には資料が足りなかったということで、本日追加で出させていただ

きました。組織図と今回の全部適用によって例規類の一部改正がございますので、その部

分についてこれから説明をさせていただきます。

1 枚目につきましては、欄外のほうに判例ということで赤線が医療・診療に関する事項

の指示系統、青の点線が病院事業の管理・運営に関する事項の指示系統ということで表し

ておりますので、上から説明をいたします。

木古内町病院事業という名称で、管理者が 1 名です。現在の病院の病院事業の国保病院

事業の管理者である小澤管理者が管理者に就任することとなります。

そして、国保病院事業につきまして、3 本の事業になるのですけれど、国保病院事業、

老健施設事業、訪問看護ステーション事業。訪問看護ステーション事業については休止中

であります。国保病院事業の病院長が診療部門と看護部門、診療支援部門、医事部門を担
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。 、 、当することとなります 老人保健施設事業施設長が療養課 これは各ステーションの看護

介護を行う部署です。リハビリテーション科につきましては、入所者、通所者への理学療

法なり作業療法の提供です。訪問看護ステーションは休止ということでお話をしました。

事業事務局ということで、事務局長のもとに主幹、そして経営管理グループ、それぞれ国

保病院担当と老健担当ということに分かれます。老健担当につきましては、現在の老人保

健施設の事務所内で業務を行います。国保病院担当は病院のほう、現在の国保病院の事務

室のほうで業務を行うと。それで、事務局長がこうなりますと、現在の病院の事務長と老

健の事務長がいるわけですけれども、一本化になって 1 人となります。ただ、現在は主幹

を置いておりませんので、そのもとに主幹を置いて指示系統を更に充実をさせると。その

もとに主査がそれぞれおりまして、老健のほうにつきましては事務長が一本化になった上

、 、でその事務を担当する全てではありませんけれども 主査をいま配置しておりませんので

主査を配置し更に事務補助員ということで臨時職員を配置しようというふうに考えており

ます。実質人数は変わりませんが、人件費的には事務長の分の人件費が臨時職員のほうに

変わりますので、総額では 500 万円から 600 万円ほどの効果が出てくるというふうに思っ

。 、 、 、ております この分につきましては 施設内のそれぞれ介護 看護のほうの職員の充足等

言ってみれば利用者の支援をする側の費用に充てていきたい、こういう考え方に立ってお

ります。それで、赤線で示している管理者が医療、看護、介護について指示を出すのが病

院長、施設長、所長に対して、事務事業の管理運営に関する指示を出すのが事務局長に対

、 、 、して 事務局長はそれぞれ国保病院から老健施設 訪問看護ステーションまでの管理運営

事務面での運営に支援をしていくというふうな組織にしようというふうに考えておりす。

続いて、2 枚目の例規類です。青書きにつきましては改正をする条例、規程等です。オ

レンジといいますか、茶色といいますか、オレンジというふうにとってください。廃止を

する条例、規則であります。条例のまず 初に条例からですが、№ 1 の青で囲んでいる 1

です。これにつきましては、木古内町病院事業の設置等に関する条例の改正で、第 2 条、

経営の基本は文言の整理、木古内町介護老人保健施設事業を加える。第 4 条は組織、木古

内町介護老人保健施設及び病院事業事務局を加えるという改正です。

2 点目は、病院事業使用条例です。№ 1-1 の改正される設置条例により条例を改正、と

いうのは№ 1-1 は木古内町病院事業の設置等に関する条例です。このように、№ 1-1 と

いうような形で表示しておりますので、そこに戻って読んでいただければと思います。

この、木古内町病院事業使用条例の第 1 条の目的では文言の整理、老人保健施設事業を

加えるということです。それと、第 2 条、使用料及び手数料は別表を加える。現在、老健

の利用料、手数料が決まっておりますけれども、これを病院事業の使用条例の中に組み入

れるというふうになります。

、 。3 点目は 木古内町国民健康保険病院事業の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例

これの第 1 条の目的で病院事業が行う事業ということで 3 つの事業に分けて記載をしま

す。木古内町国民健康保険病院事業、木古内町介護老人保健施設事業、木古内町訪問看護

ステーション事業へ改める。

4 点目は、木古内町国民健康保険病院奨学金資金貸付条例、第 1 条目的と第 2、第 3、

第 9、第 10 条をそれぞれ文言の整理をします。

概要なのですが、木古内町国民健康保険病院から看護師養成へ改める。老健を加える。
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これは、現在、病院のほうでは准看護師から看護師への資格を取得する際に、研修のた

め 1 年間の休職をして奨学金を受けて資格取得にいってるわけですけれども、老健職員で

準看護師、看護師の資格を取っていくという場合についても、同様に適応しようというこ

とで、条文を改正するものです。5 番、6 番、7 番、8 番、9 番については、それぞれ老健

施設の施設長の給与、あるいは特殊勤務手当、設置条例、施設の利用条例、利益及び資本

剰余金の処分等に関する条例を廃止し、この青のほうで書いてるところに組み入れるとい

う内容です。

続きまして、規則です。10 番目なのですが木古内町職員衛生管理規程。ここからは事

務長職が先ほど組織図でお示ししましたようになくなりますので事務長を削る。

11 番目は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則。これは行政職員の行政職の職務

区分から事務長及び医療職 2 表及び 3 表の職務の級を削る。現在、病院事業のほうの規程

の中にこの部分は記載されておりますので、そちらのほうで対応ができると。

12 番の木古内町職員の宿直及び日直手当に関する規則。老健職員の該当する手当を削

る。

13 番、管理職手当支給規則。支給の範囲から老健を削る。

14 番、木古内町財務規則。第 2 条第 4 号 課長等老健事務長を削る。

15 番、地方公営企業法第 15 条第 1 項に規定する主要な職員を定める規則。町長の同意

を得て任命する職員に事務長を施設長、所長、事務局長に改める。

16 番、地方公営企業法第 39 条第 2 項に規定する町長が定める職に関する規則。政治的

行為の制限に制限する職ということで、事務長を施設長、所長、事務局長に改めます。

17 番、庶務規則は廃止をし、これは病院事業のほうに包括されて包含されることにな

ります。

訓令ですが、18 番、木古内町事務事業評価委員会設置要綱。病院事務長を病院事業事

務局長に改める。木古内町公印規程、介護老人保健施設長を病院事業事務局長に改める。

木古内町車両安全運転管理者規程、病院事業を病院事業事務局長に改める。

21 番、木古内町不当要求行為等の防止に関する要綱。事務長を病院事業事務局長に改

める。

22 番、木古内町職員被服貸与規程。老健職員関係を削る。

23 番、町税等収納対策推進本部設置要綱。老健を削る。

木古内町シルバーハウジング生活エンジョイ派遣事業実施要綱。木古内町介護老人保健

施設を木古内町介護老人保健施設事業に改める。

訓令の制定を黄色で示しております 25 番、木古内町介護老人保健施設管理規程。№ 2

の 17 で廃止をされる老健の処務規則に変わる規程を制定します。

26 番、木古内町病院事業組織規程。№ 1 の 1 の設置条例改正に改正及び同上により規

程を改正。

27 番、木古内町病院事業就業規程。№ 2 の 17 の廃止される老健処務規則に変わる規程

の改正。

28 番、木古内町病院事業職員被服貸与規程。№ 3 の 22 で改正される被服貸与規程によ

り規程を改正。

29 番、木古内町病院事業管理者の職務を代理するものの順位に関する規程。№ 1 の 1
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の改正される設置条例により規程を改正。

木古内町病院事業職員給与規程。すみません 30 番です。№ 1 の 1 の改正されるに設置

条例により規程を改正。

31 番、木古内町病院事業に雇用する臨時職員等の任用及び勤務条件等に関する規程。

病院事業給与規程の一部を適用する改正。

32 番、木古内町国民健康保険病院奨学資金貸付条例施行規程。№ 1 の 4 の改正される

奨学資金貸付条例により規程を改正。

33 番、木古内町病院事業保育室管理規程。文言の整理、これは事務長から事務局長へ

改正。

以下、34 から 37 についても事務長から事務局長へ改正する内容なのですが、それぞれ

の規程は 34 番が木古内町病院事業事務専決規程、35 番が木古内町病院事業公印規程、36

番が木古内町国民健康保険病院医療廃棄物処理規程、37 番が木古内町病院事業職員衛生

管理規程、38 番木古内町病院事業会計規程、№ 1 の 1 の改正される設置条例により規程

を改正。

木古内町国民健康保険病院事業会計、木古内町介護老人保健施設事業会計及び木古内町

訪問看護ステーション事業会計規程へ改める。これは、それぞれ会計名が現状と同じとな

ります。予算書の作成についても病院事業会計、老人保健施設事業会計ということで現在

作成をしているところです。 一部訂正をお願いしたいのですが、この説明書きのところ

で、木古内町国民健康保険病院事業に地方公営企業法の規程の全部を適用する云々と書い

ていますが、これは木古内町老人保健施設事業、老健の提案ですので病院事業ではござい

ません。木古内町老人保健施設にということで改めていただければと思います。

お願いします。

ただいま、組織図等について、条例、規則の改正を伴う内容についても説明竹田委員長

をいただきました。

これより質疑を受けます。

吉田委員。

吉田です。いま、組織図の説明を受けました。ちょっと参考までにお聞きした吉田委員

いのですけれども、今回の病院と老健のこの事業の統一化ですか、その中でちょっとこの

役割的なもので管理者、病院長、施設長。もし仮に何かあった場合、もし何かの理由でい

なくなった場合に、病院長が施設長を兼ねたり、管理者が病院長なり施設長を兼ねること

ができるのか、できないのかということがまず 1 点なのです。それで、もしできるのであ

れば条例なり規則の中で、ある程度そういう文面もあってもいいのかな。できないのであ

れば全くここは必ず置きなさいと。仕事上必ず置きなさいということになれば、それも要

らないのかなと思うので、その辺についてちょっと説明をお願いします。

地本事務長。竹田委員長

いま、想定はあまりされていないのですけれども、病院長が何かの形で地本病院事務長

欠員になった場合というのが一つありますけれども、あくまでも、その場合は病院長の職

務というのを管理者が兼ねるのは条例上の設置の中で可能だというふうに思います。医療

法の中でいうと、病院長を置かなければならないというふうになっております。管理者が

それを兼務するというのは、逆に言うと病院長が管理者を兼務するということは多くあり
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ますけれども、いまのパターンは病院長がいなくなったことになると管理者がそれを兼務

することは可能というふうに思います。

次に、施設長がいなくなった場合、欠員した場合ということになります。これはいまの

介護保険法でいう老健の施設長は常勤を充てなければならないということになりますと、

施設長が老健にいなければならない。そうなるとその管理者が代わりということは、これ

は不可能に近いというふうに認識をしています。

よろしいでしょうか。

総務課長。竹田委員長

細かい条文はつけていなかったのですが、きょう提示しております 29 番大野総務課長

には、木古内町病院事業管理者の職務を代理する者の順位に関する規程ということで、事

業管理者に事故があって勤務はできないという時の序列は決めております。誰が、例えば

病院長が第 1 位なのですけれども代理をすると。病院長や施設長や例えば訪問看護ステー

ション、あるいは事務局長もそうなのですけれども、事故があって勤務ができないという

場合にその異動については管理者の権限でできますので、そこは管理者の発令行為による

ものというふうに理解をしていただけばいいかと思います。

吉田委員。竹田委員長

吉田です。それで、病院のことはある程度わかるのです。置かなければならな吉田委員

いという病院の部分というのは。昇格でも、もし院長がいなくなった場合は管理者も一時

的に兼務はできと思うですけど、この老健の施設長の場合は特殊ですよね。それは、病院

から持ってくるわけにいかないし、いまの医者不足の中で施設長が見つかるまでは管理者

が兼務できるのが、できないのかちょっと心配な部分あるのです。その辺がちょっと心配

だったので今回の質問なのですけれども、その辺は一時的な施設長を病院から引っ張って

くるわけにはいかない、管理者がこうつなぐまでにそれを引き継ぐ形という考えでもいい

ですよね。

大坂事務長。竹田委員長

先ほど病院の事務長が言いましたように、専任でございまして必ずこれ大坂老健事務長

はいなければならない。それで、仮に欠員が生じたら、すぐ 3 か月以内に補充をしなけれ

ばならない。これはあくまでも専任でございます。ですから、管理者が兼務とかそういう

ことは一切できません。3 割、介護報酬がカットされます。3 か月になると、4 か月目か

ら介護報酬が 30 ％カットされて交付される形なります。

東出委員。竹田委員長

いま、これ組織図ちょっと見せてもらって、ちょっと縦にこう見た場合、組織東出委員

図は横に書いていますが、こう見た時に組織の中でやはり一番わかりやすいのは縦に見た

時に上から順番、こう枝分かれしていくというのは私はいいのかなと思うのですが、それ

で、病院長、施設長それから休止の所長、ここまではわかるかるのです。その下の事務局

長がここでこう見ると、事務局長のわかるのです。国保病院の経営管理と老健の経営管理

の全ての事務において事務局長が見るということは。ただ、どうもこの事務局長というの

がこう見た時に病院、施設長、それから所長とあるのだけれども、そのおそらくいま段階

的にいったらその次の大事なポジションじゃないかなと思うので、こういうふうに書かれ

ちゃうと、何か事務局長というのが別個に置かれたような感じで見受けられる。これは自



- 6 -

分の個人的な考え方なのですけれども、もうちょっと上手な組織図というのはできなかっ

たのかなと思うのですけれども、これを作成した段階でどうもわかりづらいなという気が

するのですけれども、その辺はこれは作った上で、もうちょっと工夫がなされなかったの

かと思うのですけれども。事務局長というのは老健も見なければならない、病院のほうも

両方見なければならないのですよね。そうなった時にちょっと不具合かなと私は思うので

すけれどもどうですか。

総務課長。竹田委員長

事務と事業の流れなのですけれども、事務・事業を全て統括するのが管理大野総務課長

者です。それで、事業というのは私が思っている事業というのは医療・介護、現場のほう

ですね。こちらは病院長、施設長ということで、あるいは訪問看護ステーションの看護師

長になりますが、それぞれ資格をお持ちで、直属その利用者に対するサービスを提供する

側です。そこは、いままで病院長は事務部門も統括をしていたのですけれども、この考え

方は管理者のもとに事務方は統括はされていく。それから、病院長が事務に対しての決裁

を押す考え方でいくと、病院長がなくなるのです。事務局長から管理者に直接の決裁がい

く。それで、病院内の医療行為に対しては病院長から管理者にいく。全て、そういう流れ

に変わっていくものですから、表示の仕方としては 4 つの事業が同列という形で見せるの

がいいだろうと。ただ、それぞれ医師の資格、あるいは看護師の資格をお持ちで、社会的

地位とかという話になってきますと、一般の認識等からすると、どうも「病院長がいたら

その下に事務長でしょう」というふうな感覚になろうかと思うのですけれども、ここは管

理者のもとの事務長、管理者のもとの病院長という分け方で書いておりますので、そうい

う理解をしていただければというふうに思っております。

東出委員。竹田委員長

そうするとね、この組織図からいけば、病院長も施設長も事務局長も専門職。東出委員

例えば病院ね、医師の資格等のどうのこうのもあるだろうけれども、そうするとこの組織

図からいくと同等の権限というか、いうふうにいまの説明でしたら、そういう説明なので

すけれども、私はそうじゃないと思うのです。と言うことは、事務全般を事務局長いろい

ろな病院、老健においても、いろいろとその施設長の同じ立場でいながらいろいろな事務

対応というのがあると思うのです。ですから、これでしたらわからないわけでもないので

すが、私自身だったらそうじゃなくて、病院長それから施設長、そして事務は事務として

の別な同等ではなくていいのですよ。そういう分け方のほうがいいのではないのかなとい

うふうに、総務課長の言うのもわかるのですけれども、どうもその辺がわかりづらいとい

うか、私は理解しづらいのですけれども。

総務課長、東出委員の関連なのですけど、従前老健は事務長が配置になって竹田委員長

事務長から施設長の決裁、上位決裁というか、を受けていたと思うのですが、いまの総務

課長の説明からすると、施設長の決裁は要らないよ。事務局長を決裁というか、判であと

管理者が決裁するとそれでまかりとおるのだという、ちょっと言い方が悪いですが、そう

いう響きにも聞こえるのですけれども、その辺がはたして、もうこの老健の全適、経営形

態の見直しの時にそういう部分の、例えば根幹となる細かい部分が何か見え隠れしてるよ

うな気がするのです。

平野委員。
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いま東出委員からもお話が出ていました、この見づらい資料のことを申し上げ平野委員

るのもあれなのですけれども、通常行政にある組織図ありますよね。なぜそれを使って新

旧対照表のようにできなかったのかなと思います。と言うのも、いま口頭で説明ありまし

た事務局長、事務局側ですね。現在の老健の事務長がいなくなり、主査が代わりに入ると

いうように聞こえたのですけれども、それプラス補助員が入って人数が変わらないという

説明を受けましたが、どうも口頭だけでは非常にわかりづらいのですよね。ですから、従

来あった名前は消してもいいのですけれども、元はこういう組織図だったのですけれども

今度新規になることによってこのような形になりましたというような、非常にわかりづら

い組織図なので、なぜあれを使わなかったのかなと思うのですけれども、それには何か理

由があるのでしょうか。

地本事務長。竹田委員長

今回のこの組織図の案ですけども、病院事業が昨年 10 月からやってお地本病院事務長

ります。その中で、病院長と管理者の任務分担、管理者は全権限を持っています。では、

病院長は何をするかという話です。いまの流れからすると病院長は診療、医療に関するの

。 。 、 、 、みです 主に診療です したがいまして 決裁権限においても 全ていまの病院の事務長

そして管理者へいきます。病院長が決裁をくぐる場合は、何を例かとすると診療に係わる

こと全て病院長をくぐってきます。それの位置づけをはっきりいたしました。でなければ

指示系統がばらばらになってしまうということがありまして、それははっきりしました。

したがって、診療に係わること、あるいは外来診療に係わること、トータルで考えた時に

これは管理者のもと、病院長のもと、そしてそこに事務長が入ってきます。ここは管理運

営に関することも想定されますから、そしてトータルで話し合っていくということです。

そういう作りでありますから、老健においても同じような作りをいたしました。施設長は

医療に関することで、ここは決裁権、それで管理者の決裁がある。その場合、同じように

老健で診療にかかることがイコール管理運営にかかることが生じるとすれば、当然ながら

新しい事務局長の中で話し合って、管理者と話し合って決めていくという流れです。

いまご質問のとおり組織図を考えて、東出委員の縦から考えた時に施設長がいて下に事

務局長がいたとすれば、この系統が逆にわからなくなってきます。施設長を通り越えてい

くのかという話になって、それがやはりやめようという話にあくまでも事務分掌上、明確

にするということです。明確にするために、わかるような今回の組織図をしたということ

でございます。先ほど新旧という対照表が平野委員からありましたけれども、新旧対照表

というのはそれは人員の配置だというふうに理解をしております。先ほど、何ら変わって

いないという、総務課長から人数的に変わっていないということを説明いたしました。極

端に、新旧で事務長がいなくなって事務局長が総括をすると。しかし、老健の現場では 1

人主事を置いて、それに臨時を置くというふうな形を先ほど総務課長が説明したとおりで

ございます。以上です。

東出委員。竹田委員長

、 、東出委員 いま地元事務長のお話は大体私もわかるのですが それであなた達が事務処理

それからいろんな医療関係の部門は医療のほうですよと、それから老健のほうのいろいろ

な医療関係のほうには施設長ですよと。ただ、私はこうやって何もこれに文句をつける訳

ではないのですが、ただやはり自分達がこれでやりやすいのだよというような説明だった
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と思うのですけれども。それで、我々もそれに、これからの 4 月 1 日からの前段の説明な

のですけれども、それであなた達がこれでやりやすいのだよというのであれば何も私はそ

れに文句を言うあれはないのですけれども、ただ、いま資料として出された時点では非常

にわかりづらかったわけです。病院長も施設長も所長も事務長も、総務課長の説明では同

等だよというふうな、そういう表現をされるから 質問をするのであって、あなた達の仕

事上で何らこのようにすると事務的煩雑な部分が解消されるであろうという思いであれ

ば、私は何もこれにそれ以上こだわることはないので、そうしたらこれで事務がスムーズ

にいくことを私は期待していますし、いろいろとそのお金も絡むことなのです。その自然

に必ず入りますよね。病院でもそれから老健においても、そういう支障、事故なりそれか

ら事務の両方兼務するわけですから、事務局長が今度。片方に偏ってもだめですし、その

医療現場なり老健現場で必要なものに対する決裁というのはやはりスピーディーにやれる

ような方法を私がしてもらえれば、私はそれでいいです。その辺の確認だけします。

又地委員。竹田委員長

こう見ると、私は事務長の従来の今度、事務局長の権限、権限と言っていいの又地委員

かどうかわからないのですけど、ずいぶん多岐に渡るような気がするんですよ。ある意味

では、管理者直系みたいな形を受ける。かつ、例えば病院長の部分に関する診療部門なり

看護部門なり、あるいは老健事業のほうの療養科、あるいはリハビリステーション科ある

いは訪問看護部門等々に関しても、これあれですよね。管理運営に関する事項の部分に関

しては意見を言えるのでしょう、これは。そうするとかなり、私は権限と表現したくない

、 。のですけれどもそういうあれがずいぶん大きくなるなと そんなふうに捉えているのです

それで、それはそれで実際にやって見てどうなるのだろうなと。従来の事務長の部分に

関しては、老健に対して云々だとかなかったわけですし、あるいはあれでしょう。診療部

門なりにしても、あまり管理運営に関しては病院長に対してのどうのこうのという話はで

きなかっただろうと。医局は医局に任せて、ある意味では医局で話し合いをしてもらった

中で、そしてその考えを下に下げてもらうというシステムだったと思うのです。そんな中

で、今回のこのあれを見ると、かなり事務局長の裁量というのがかなり、これは裁量とい

うより管理者ほうからいろいろの指示が多分出るのだろうし、それを実直に各事業のほう

に、下へそしてそれを管理していくということなのだろうなというふうに私は見ておりま

す。ただ、この中で例えば従来、老健のほうでも剰余金がいくらかあるのですね。病院で

もある。この剰余金の問題は、そうするとこれは病院事業の中に一括されると、例えば病

院にもありますよね、留保資金。そのお金の使い方というのは病院事業一括の中で行った

り来たりさせられるのですか。その辺はどうなのですか。

地本事務長。竹田委員長

それは不可能でございます。地本病院事務長

又地委員。竹田委員長

部門は 3 つに分かれたけれども、病院の全適の中に一色単にしてあるのだとい又地委員

う考えでしょう。そうしたら、その辺の箍は従来だめでした。ですが、従来だめだったの
たが

ですけれど、病院から町のほうに 1 億円貸したりもしているのです。ですから、そういう

箍までそのまま引きずっていく全体の事業なのかということを聞いているのです。

地本事務長。竹田委員長
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後の規定の中、資料の一覧表の中で№ 4 の 38、一番下です。それぞ地本病院事務長

れ、病院事業の中の 3 つの事業、それぞれに事業会計を置くというようになります。それ

はですね、なぜこういう作りをしなければならないかというと、公営企業法の全面改正が

4 月から始まります。これをやった時に、各事業のセグメントと言いますか、交渉しなけ

ればならない。それは、事業毎に交渉すると。交渉するということは、貸借対照表含めて

交渉するということは、そこには剰余金は全部出てきます。簡単に、その貸借対照表から

この事業からこちらの事業に渡すとかそれはルール上無理です。ただ、先ほど又地委員さ

んがおっしゃったとおり、貸付という方法はあります。そういうことです。以上です。

ほかにございませんか。竹田委員長

資料の話でちょっと途中になってしまったのですけれども、人数が変わらない平野委員

ということは事務局長が兼任する部分も含めて老健の人数が変わらないということです

か。それとも事務局長が常任しないので、新規でも 1 人事務室の中にいるので人数が変わ

らないという意味ですか。それが、まず 1 点。

総務課長。竹田委員長

現在の老人保健施設で事務を執っているのは、事務長と主任の職員です。大野総務課長

それで、いま計画をして説明をしたのは、主査が 1 名、そして非常勤職員が 1 名というこ

とで、2 名ですのでその人数は変わりませんということでお話をしました。

平野委員。竹田委員長

、 、平野委員 そうしますと いままで事務局長が前回の常任委員会でも話しましたけれども

事務のことに係わらず全体にいろいろな仕事に携わっていたと思うのですけれども、それ

も主査のかたが同様に引き継ぐという流れでよろしいのですよねという確認と、事務局長

が今度病院のほうにおそらく長い時間いることになるのかなと想像するのですけれども、

先ほども又地委員から出ましたけれども、この事務局長さんの負担というものは、かなり

大きくなるのではないかなと思うんですけれども、これは現在、事務長をやられている地

本さん、あるいは老健の事務局長をやられている大坂さん、2 人の見解の中でもこれは充

分可能だという思いでしょうか。ここまでにします。

総務課長。竹田委員長

主査は一般職の中に入ります。それで、事務長は管理職ですので、管理職大野総務課長

として行わなければならないような業務については、これは主査が実施をすることはでき

ません。この分については、支出行為にしても何十万以上は管理職というふうな決めがあ

りますので、そういうところについては事務長が決裁をするということになります。それ

で、いままで主事職を配置していなかったということもありますので、主任が主査に近い

業務をやっていた。一般職がやっているということでしたので、そこの分についても主査

がやって、どちらかというと主任の業務を引き継ぎながら、非常勤職員に支払事務ですと

かそういったものをやってもらうと。それで、管理職である事務局長の職務については、

これからその業務の付け替えですね、仕事の事務分掌の整理の中で明らかにしていきたい

というふうに考えております。思いはそれだけです。すみません。

地本事務長。竹田委員長

ここの全部適用に移行というのは、町長あるいは総務課長の前回を委員地本病院事務長

会の資料にもあったように、この地域でどう包括ケア、住民に対するサービスをどう提供
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していくかという、点から線のサービスをどう提供していくかという思いは管理者もその

思いがあります。その思いがあるがゆえに、全部適用を管理者も受けるということもあり

ます。したがいまして、一本化になった管理者ですから、当然ながら事務局を一本化して

包括ケアを支持の中でやっていくと。当然ながら忙しいというふうに思いますけれども、

やはり町民・住民のために、どのようにサービスを提供するかというと 「忙しいからや、

れないからと言うのではなくてとやっていくしかない」と、そういう思いであります。

大坂事務長。竹田委員長

現在は、事務の部分は事務長と主任 2 人だけですね。ただ、これからの大坂老健事務長

部分でいったら兼務でありますけど事務局長が兼務されると、主幹も兼務という形。それ

で、あとそれに下には主査と臨時職員という形で、人数は確保はされてきます。ただ、即

断という部分であれば若干ちょっと遅れるかなという部分がありますけど、事務的な部分

についてはこなしていけるだろうというふうには認識しております。

又地委員。竹田委員長

先ほど総務課長から 500 万円、600 万円の効果が出るようだと。それで私、こ又地委員

、 。れはお願いなのですけれども 老健施設事業に関しては利益の追求だけであればだめだと

かと言って、また赤字になってもらっても困ります。ですから、その辺をやはり我が町の

3 つのテーマというか、それをきちんと守る中で保健・医療・福祉のまちづくりです。そ

の一画にあったのは病院もそうですけれども、ある意味では老健施設です。それで、総務

課長は 500 万円、600 万円の効果があるので 「これは利用者に還元しようと思う」とい、

う話もあったので、その辺は忘れないでください。それでなければ保健・医療・福祉のま

ちづくりにはならなくなってしまいます。ある意味では、利益追求だけでは、その利益追

求だけにわっと走っていくのだということだけは施設長に、これは管理者ですね。管理者

のもとに施設長もいるわけですし、かつ今度新しくなる事務局長にしても、病院事業の管

理経営に関する事件を指示系統の長です。その辺を充分わきまえた中で運営してほしいと

いうことをお願いしておきます。

平野委員。竹田委員長

又地委員にまとめられてしまったのですけれども、もう 2 点だけすみません。平野委員

前回、一職員からの話ということで批判も受けましてけれども、僕はそこは非常に大事

なことだということもお伝えしました。前回の会議が 20 日だったのですけれども、その

後、職員間での何か全適に向けての打ち合わせ等があったのかどうなのかが、まず 1 点お

聞かせください。

あと、いま又地委員からも話がありましたが、前回病院の全適する際には初めてのこと

だったので、いろいろ説明ももう少しボリュームがあったように思います。その中でメリ

ット、デメリットということで、このようなメリットがあるよ。このようなデメリットが

あるようという表記もあったと思います。それで、今回の資料に関しては、前回の資料で

も今後の目的、計画は良くわかりましたし、メリットについては大いにあるのだなという

こともわかりました。それで、その中身を見ると反対する何物もないという認識はあるの

ですけれども、はたして、デメリットについての議論はどこまでなされたのか。話した中

で出てこなかったのか、それとも話されてないのか、ということがちょっと気にかかるの

でちょっと議論が非常に少ないのではないのかなというイメージが湧いたものですから。
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そこで、やはり経営面を非常に重視した場合に、住民のサービスの低下につながるので

はないかと。例えば、ここの部分は経営的にもこの分野は採算が合わないのでやめようか

と。それをすることによって、いままで利用していた人、町民への不具合が発生するので

はないかという心配がありますので、デメリットの部分についてあれば説明ただきたいと

思います。

大坂事務長。竹田委員長

デメリットはどうかという部分なのですけれども、やはりデメリットの大坂老健事務長

部分につきましては、やはりあるというふうには認識はしております。ただ、そのデメリ

ットの部分はこれからはやはり超えていけるだろうというふうには思います。ただ、問題

は一つの中で、いま話し合いの部分がどうこうと言われていましたけれども、説明会の部

分については全適部分では 15 日、19 日と 2 日間やりました。その中で、やはり心配され

てきた部分については人事交流の部分が、やはり心配という部分が出ていました。ただ、

この部分についてもこれからの中では克服できる課題だと思っていますし、それと、なか

なかデメリットというやはり即断という部分でいったら出てくるかなという部分はありま

す。これは克服できるだろうというふうに思っています。

総務課長。竹田委員長

20 日の際に、平野委員から電話で話しをしましたということで、このい大野総務課長

まのデメリット、メリットと同じように老人保健施設を全部適用にした場合に、どういっ

た方向を向いて事業展開をしていくのか等の意見交換をしましょうということにはなって

おります。ただ、まだその日程を設定していませんので、これは早めにやるということで

連絡をしております。ただ、管理職の立場にあるかたですから、先日も町長のほうから申

し上げましたが 「4 月からの全部適用について賛同してもらえますか」ということの中、

では 「賛同します 」という言葉があって、一緒に事業展開をしていくというのがこれは、 。

ベストだというふうに思っておりますので、そこに意思の疎通に少し欠けている部分だと

すれば、それは埋めていかなければなりませんので早めに協議を進めてまいりたいという

ふうに思っております。

それで、いま大坂事務長のほうからも「埋めることができるデメリットです」という話

がありました。具体的に職員説明会でお話をさせてもらったのは労務管理等の業務量、事

務方の業務量が増えるでしょうと。これは、主査、非常勤職員ですね、となった互いにシ

ステムの統合だとかも含めて、これから新たに取り組んでいかなければならないことにな

りますから、そこで「移行期の業務量というのは増えていきますよ」と、全適に移行して

いくための作業です。それと職員の中で、病院のほうはすでに国保病院の労働組合という

のができております。老健職場においても作ることができますから。国保病院と一体で作

るのか老健単体で作るのかというのは それは職員皆さんの考え方なのですけれども 労、 、「

働組合を作ることができますよ、直接要求もできますよ」というメリットを示しながら役

員になったら、そのかたの業務量が増えるのですよと。あるいは、いま組合に入っていな

いかたであれば組合費なども負担が出てくるでしょうから、そういうところがデメリット

となるということをお知らせしています。

縷々、この組織図を含めて経営形態の移行、条例改正、規則の改正等を含め竹田委員長

ればこの来月から始まる定例会に上程の段取りができているという。是非ともこの 4 月か
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ら、3 月に上程して、4 月から実施をしたいというそういう思いはわかります。やはり、1

、 、 。月 24 日にこの提案をして そしてこのいまこの組織図を見れば機構改革なのです 一部

やはり、これは先の総務の機構改革の時に聞いたら老健と病院は別扱いというか、別だ

からということは何もないというふうな捉え方をしていました。そうしたら、即 1 月にな

ったら経営形態の見直しという部分で出てきて、これは行政側の進めの手順の中でどうし

ようもないのかなという一面はありますけれども、やはり心配するのは平野委員も言って

、 、 、いるように 老健の施設長と今度新しくなる事務局長 そこでのトラブル等がないように

これは絶対あってはならないのです。もしあるとすれば、やはり再度いろいろまだまだ議

論しなければならない部分が出てくるような気がします。ですから、せっかく老健も全適

で、病院の一元管理の中で進めるという。ただ、やはり確かに条例だとか何とか、そうい

うのはわかるのですけれども、しからば具体的に統一・統合された一元管理になるのです

から、その辺のもっと数字の上でのメリット、デメリットはやはり検証してから、こうい

う提案をすべきだろうと思うのです。例えばエレベーター管理、自動ドアだとかいろいろ

な保守管理を含めて給食もいま給食は日清ですか、そういう部分を含めて一緒にやること

によって、いままで 3，000 万円が 5，500 前になるとか。やはりそういう部分のあれも見

えてこなければ 「老健、全適いいね」と、その全適の良さが見えないのです。先ほど町、

長も経営形態の見直しの中で、先ほど地元事務長からも言われましたが地域包括支援シス

テムはいまでてきた問題ではないでしょう。極端な話、ずっと今日から、その部分も一元

管理になるのでしたら、具体的にこうしますよというものも提示もあっても良いのではな

。 、 。いだろうかと思うのです 言葉ではそのように言っていて ステーションは中止でしょう

やはりその辺がどうも矛盾しているのです。これは、各委員さんはこれで良いでしょう

ということですから、僕も個人的な部分からすれば、ちょっとという部分はありますけれ

ども皆さんが良ければこの部分の老健の経営形態の見直しについては終えたいと思いま

す。

東出委員。

これはある意味では、きょうは案として示されたわけです。そうするといま、東出委員

4 月になると予算も含めて議論される時期がきちんととられてあるので、その部分につい

ては予算審査の中でもうちょっといま委員長の思いもわかるので、それはまた予算の中で

改めてやったほうが私は良いのかなというふうに思いますので、ただ、投げかけてあるの

で、その辺は充分、事務当局のほうもふんどしを締めてくると思うので、私はそのほうが

いいと思うのです。

暫時、休憩をいたします。竹田委員長

休憩 午前 11 時 01 分

再開 午前 11 時 13 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。

（ なし」と呼ぶ声あり）「

ないようですので行政側はどうもご苦労様でした。竹田委員長
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5 分間、休憩します。

休憩 午前 11 時 13 分

再開 午前 11 時 18 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、いま前段に組織図を含めて説明いただき、その後

、 。の議論等もありましたけれども 条例改正等は本会議の中で議論する場が確かにあります

ですが、この時点で中身が出てきていないからあれなのですが、特に、大きな部分が出

てこないのかなという気がします。

皆さん、どうでしょうか。お諮りしますけれども、この老健の経営形態の見直しについ

ては、若干期間的な部分で不十分というか、若干不満足でありますが、ここまで 4 月の人

事まで波及する等々から考えると、やむを得ないのかなという気がしますけれども。

又地委員。

現行予算で出てくるという部分ありますね。そこを考えればどうなのですか。又地委員

条例は条例で本会議なのですか、それとも委員会付託なのですか。

委員会付託でしょう、違いますか。設置条例は本会議ですね。竹田委員長

又地委員。

その辺ちょっと、その辺の絡みを考えれば、例えば仮に 6 月まで延ばすという又地委員

ことが可能なのかどうかという部分をちょっとみんなで知恵を絞ったらどうですか。

暫時、休憩をいたします。竹田委員長

休憩 午前 11 時 20 分

再開 午前 11 時 28 分

休憩を解き、会議を再開します。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、縷々皆さんからいろいろなご意見、議論

をいただきました。これについては、4 番の委員会のまとめに皆さんの意向を含めて持っ

ていったらどうかなというふうに思っております。

以上で、経営形態の見直しについてはこの辺で閉じたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。

（ はい」と呼ぶ声あり）「

3. 意見書

①札幌航空交通管制部の存続・充実を求める意見書

②江差線 木古内―江差間の存続に関する意見書

それでは次に、3 番の意見書について 2 本まいっております。竹田委員長

事務局のほうから説明をお願いします。

山本局長。

それでは、1 つ目が札幌航空交通管制部の存続・充実を求める意見書というこ山本局長
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とで、国土交通省の労働組合北海道航空支部のほうから出されております。

中身とすれば、国のこの事業所の撤廃といいますか、そういうことで札幌航空交通管制

部をなくするということの内容のようでございます。それで、新千歳空港は自衛隊と一緒

にこの管制業務を実施しているということで、ここの将来像までは書いていないのでわか

らないのですけれども、ここをなくするということになると、自衛隊に任せるのかなとい

うふうに捉えるのですけれども、文章上はあまり上手な書き方ではないのです。何か存続

の意義があまり見えないというか、そういう書き方ではあるのですが、あまり身近な部分

ではないのですが、そういう管制部門がなくなるということで、それに対して反対をする

という意見書だというふうに捉えました。

それから、もう一つはちょっと個人のかたで、函館市桔梗町の「くしまさん」というふ

うに読むと思うのですけれども、ＪＲ江差線木古内-江差間の廃止について存続を求める

という意見書でございます。読んで思いは非常にわかりますけれども、もう実質、交通体

系のほうでも廃止という部分でＪＲさんから受けて町のほうも動いていて、議会のほうも

そのような形になっていますので、そういう個人からの意見書ということで提出されまし

たので、皆さまのほうにお配りをしたということでございます。

以上です。

1 点目、札幌航空交通管制部存続充実を求める意見書案についてはいかがで竹田委員長

すか。

岩館委員。

あまりいま必要ないと思います。ですから、不採択でいいです。岩館委員

不採択でいいですか。竹田委員長

そうしたら、2 番目も同様ですか。

又地委員。

広域観光の一員に迎えていれば、とてもいいアイデアを持っている。又地委員

佐藤委員。竹田委員長

これはこのままで良いのですか。佐藤委員

又地委員。竹田委員長

このあいだ函新でしたか道新か、何か 2 日か 3 日江差の記事ですとか、とても又地委員

昔のことをあれして出たのです。どうしてあれを新聞社で出したのでしょう。

岩館委員。竹田委員長

後の企画をして盛り上げようということですから、これは結局これを出した岩館委員

人は赤字でも残しておいたほうが、何かの災害があった時に使えるのではないかというあ

れなのです。ですが、ＪＲとしてはもう赤字なのにこれを管理して残すということはこれ

を出したからといって、実際になるわけではないので。

佐藤委員。竹田委員長

存続の問題ではないのですね。佐藤委員

岩館委員。竹田委員長

もう決まってしまっているので。岩館委員

佐藤委員。竹田委員長

この文書を見ると何か返事くらい返してやったほうがいいと思います。佐藤委員
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平野委員。竹田委員長

佐藤委員に同感です。いままでの意見書はいろいろな会から来ますけれども、平野委員

採択の時は意見書案として出しますけれども、不採択の時はそのままただ横に置いている

状況なのですか。

山本局長。竹田委員長

特に通知はしておりません。問い合わせがあって「どうなりましたか」という山本局長

ことは聞かれる場合があります。あとは、新聞報道もしくは議会だよりでもって採択され

てあげたものは載るという格好であります。

平野委員。竹田委員長

そうであれば、中身によって差別するのはよろしくないのだと思いますけれど平野委員

も、個人的には佐藤委員ではありませんが、状況はこうなっていますので申し訳ないです

がという何かの。

岩館委員。竹田委員長

この件については、私は非常に良心的な書き方もしていますし、返事を出して岩館委員

もいいなと思っています。ですが、要らないものもずいぶんくるのです。そういうものに

、 、ついては あまり返事を出したり何かすると政治団体等も絡んでくることがありますので

そういうのには一切返事は出しません。ですが、これは返事を出したいなと。

東出委員。竹田委員長

そういう形で議長に配慮してもらって、これはやらないと。東出委員

そうしたら、2 本とも不採択という扱いをします。竹田委員長

（ はい」と呼ぶ声あり）「

4 委員会報告のまとめ.

次に、委員会報告のまとめでありますけれども、1 番目の議題の中で出され竹田委員長

た部分、まだ頭の中で整理ができていないのですけれども、委員会報告をしたらいいかど

うかということを皆さんにお諮りしたいと思います。

東出委員。

委員長の思いをざっくばらんに。東出委員

やるかと思っていましたけれども。竹田委員長

岩館委員。

委員長と副委員長でまとめてまず書いてください。岩館委員

又地委員。竹田委員長

話し合われたことがたくさんありますから。今回の老健のことは書けばいいの又地委員

ではないですか。例えば、議会や委員会に出てくるのが遅いとかということはやはり書い

たほうがいいです。

平野委員。竹田委員長

いま同様の話が出たのですけれども、まとめといいますか全適の部分について平野委員

はさっきも諮ったとおり、これで進むという認識でいいのですよね。ここで決めてしまっ

たということの認識で。

決めたといいますか何といいますか。竹田委員長
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岩館委員。

決めたということになると、議会が機能しないということになりますので。岩館委員

平野委員。竹田委員長

正式決定は本議会ということであると。先ほど局長も言ったとおり、病院の時平野委員

も言っているのですけれども、強い文面で、やはり前回は同じことも書いているのですけ

れども更に、全体にはもう少し早くということを伝える文面も是非入れるべきだと思いま

す。

岩館委員。竹田委員長

それはいいです。岩館委員

又地委員。竹田委員長

、 。又地委員 委員会報告に載せないというのであれば だれかにきつい質問をさせるのです

そのほうが効果があるかもしれません。委員会報告するということになれば、その前提に

は仕方がないのでというそういうあれが考えられるので。

全適のメリットというのは、これこれがメリットだという部分、言葉では文竹田委員長

章にすると縷々出てくるのですけれども。

岩館委員。

少しきつく書いてください。岩館委員

原稿ができたら再度皆さんのほうに周知しますので、いろいろ手を加えてい竹田委員長

ただきたいと思います。

5 その他.

その他で事務調査、継続事業としての工事関係の確認の関係ですね。定例会竹田委員長

以降新年度、朝日団地の舗装だとか。

山本局長。

6 月までの事務調査で、いろいろな工事が発注になっていて、高校の新しいい山本局長

中学校のグラウンドなんかもそうです。雪解けに確認したいというのがありましたので、

そういうものを一連の工事関係の確認というのをあげておいてはどうかなというふうに思

ったのですけれども。

それとあともう一つ、6 次の振興計画。ただ、検証の部分については皆さん竹田委員長

とまた縷々議論しなければならない部分があるのですが、6 次の部分の振興計画の部分だ

けとりあえずあげておいて、その中で、第 5 次の検証についてどうするという部分を議論

したいなと思います。

東出委員。

6 次に入る前にまず 5 次の検証を。6 次になればまた、行政はどこかに諮問す東出委員

るのであろうから、答申が来た時でないと我々議論できないと思うのでですから 5 次のま

ず検証して。

ですから、それすら議会として、多分委員会になるだろうと思うのですが、竹田委員長

検証の決め手というのは何もないのです、振興計画の。基本構想は議会に諮って承認をも

らわなければなりませんが。

東出委員。
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いままで、4 次から 5 次にあれする時も、一応 1 回でも事務調査の中で検証し東出委員

ました。5 次に向けての投げかけを。

そういうふうにいままでもやってきたのであれば、やはり検証が先ですが、竹田委員長

検証といってもどこまでやるかによっては、ひどい話なのですよね。こんなボリュームで

はないから、ですからそういう部分も含めてどうするか。

、 、まちづくり新幹線課では結構整備しているのですか 町長が一般質問ではＢ評価だとか

評価しているということは、ですからそういうものの資料をもらって議会がどこまで追求

するか。

山本局長。

検証ということであげますか。それともただ振興計画についてということにし山本局長

ておいて、取り組んできている 6 次の部分もやるとかという、順番とすると検証が先なの

でしょうけれども。

岩館委員。竹田委員長

タイトルをつけて、1 と 2 にして検証とそれから 6 次に対しての。岩館委員

山本局長。竹田委員長

それとも振興計画ということにしますか。山本局長

どちらにしても、この定例会後の委員会は早くても 4 月に入ってからと思う竹田委員長

のですが、その中で検証の資料等があるのでしょうか。

山本局長。

検証はあると思います。山本局長

そうしたら先に検証にしますか。竹田委員長

岩館委員。

やはり検証をやらないと。岩館委員

山本局長。竹田委員長

そうしたら検証についてということで、第 5 次の。山本局長

ほかに何か頭の中にあれば次期の事務調査の項目に。竹田委員長

東出委員。

次期といっても新年度でしょう。東出委員

岩館委員。竹田委員長

予算がまだ執行されていないので。岩館委員

平野委員。竹田委員長

常任委員会の中で、いまこういう話がふさわしいのかどうかわからないのです平野委員

が、前回の常任委員会あるいは 近の流れで行革の部分が非常に取りざたされている。今

回の病院に関しても、議会事務局もそうなのですけれども。それで前回、過去の行革ある

いは予算の縮小についての一覧表 110 何点に渡ってやっているという話があったではない

ですか。その資料をもらったのですけれども、それが平成 17 年だったか、きょうはちょ

っと持ってこれなかったのですけれども、8 年間にわたって資料の変更がないのです。と

いうのは結局、行革の部分について進んでいるものは確かにある。ただ、その途中経過、

検証、更には更に新しい目標といいますか、この結果を踏まえたから次回はこの部分を進

というような取り組みが全然なされていないように感じたのです。それは、常任委員会の
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中での話しになるのかちょっとわからないので皆さんに聞いてみたいのですけれども、ど

のようなものでしょうか。行革と合わせた経営のスリム化についての予算のこの部分をど

うすれば縮小するという計画。

ですから、そういう部分があればやはり先の行革議論の時に、2 月 7 日あた竹田委員長

りの時に、例えば資料要求含めてどうこうとあれすると良かったのですが、どちらかとい

うと全体の事務能率委員会の中で、定員管理、定員を何人にするという議論の中でその目

標達成のためにいま手始めに議会事務局、教育委員会という部分が白羽の矢が立ったとい

うことなのです。ですから、それはいつの行革でもそういう場面が、定員管理というか人

員削減するとどこかでそういう部分が出てくるのです。ですから、そういう部分で良い、

悪いというのは出るのですけれども、いまの段階でそういう話しになってもどうかなと思

います。

山本局長。

中身がもっとたくさんあるのでしょうということですか。山本局長

平野委員。竹田委員長

中身はたくさんあるのです。ただ、その記録も更新していなければ、きちんと平野委員

した成果のデーター的な更新も 7 年、8 年ぐらいしていない。

山本局長。竹田委員長

あれはやれることを載せて、それに則ってずっとやってきているということな山本局長

のです。それの積み重ねが、いまの財政計画だということです。それに反映させているの

です。

平野委員。竹田委員長

それにしてはちょっと乱雑だと。結局、その行革の部分が本当はもっと早い時平野委員

期というのももちろんなのですけれども、前回たまたま資料をもらって目を通した時に、

いま一生懸命行革の話しをしているのですけれども、結局内状はこの程度しか議論してい

ないのではないかという思いがちょっと強かったものですから。

いろいろあろうと思いますし、やはりこれは定員管理の部分もありますが、竹田委員長

いろいろな例えば手数料を含めたそういう見直しの議論も事務能率の中ではしているので

す。ですから、一概に。

山本局長。

一般質問でもいいのではないですか。山本局長

そうですね。竹田委員長

近、行政側も 1 年間充分かけて議論するというのではなくて、半年くらいで整理して

しまいますね。

平野委員。

結局、きょうもらった資料もそうですけれども一般質問の進捗状況もそうでな平野委員

いですか。例えばこれは事務局長も含めた中で終結して話し合いされているかもわかりま

せんが、実際は終結ではなくて、現在も進行形のものが多々あって、その辺の明確化とい

うのが十分されていないなと思うのです。一般質問に限らず、各前回の 110 何項目が一個

ずつが大事な項目で。

山本局長。竹田委員長
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総務課長と協議して、ここは管理職会議で協議しています。山本局長

平野委員。竹田委員長

正直、そのぐらいの資料を、では本当に紳士的に本当に取り組んでいるという平野委員

ように、嘘でも資料ぐらいもう少しいう。

新井田委員。竹田委員長

数値化が足りないのです。やはり自分達で管理が、自分達に課せられた方向新井田委員

。 、 。に対してどのくらいいっているかとか ことしはどの程度いったとか 全然わかりません

平野委員。竹田委員長

、 、平野委員 例えば 前回の平成 17 年くらいにやったので継続しているのもあるのですが

実際継続して新規になっていても平成 18 年に変わったというだけの掲示だったりで、い

っぱい 110 何個のうち 80 個ぐらい質問して聞いてみたいなとお思うくらいわかりずらい

中身です。

どうしても、悪いけど事務屋というのはこういう書式を決めると、この枠の竹田委員長

中に何とか収めるなければないと思うので、もう充分な計数を含めてなかなか。

平野委員の意気込みについては、是非一般質問等の中でまたあれしてもらえばいいのか

なというふうに思います。

ほか、その他ですけど。

山本局長。

前回の意見書で、平成 25 年度の地方財政対策に関する意見書採択ということ山本局長

で、提案者は東出議員です。それから、賛成者は竹田議員、平野議員ということの順番に

なっていますのでよろしくお願いします。

ほかにないようですので、以上で第 13 回総務・経済常任委員会を閉じたい竹田委員長

と思います。

どうもお疲れさまです。

午前 11 時 51 分 終了

説明員：大野総務課長、地本病院事務長、大坂事務長

傍 聴：相澤 梢

報 道：なし

総務・経済常任委員会

委員長 竹 田 努


