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会議録                 平成 24 年 3 月 9 日（金） 場 所 3 階 第 1 研修室 

 

会 議 名    E A：第 3 回平成 24 年度予算等審査特別委員会 

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

     笠井委員、新井田委員、東出委員 

欠席委員：な し                

                           会議時間  9:30～15:20   

                          事 務 局  山 本、近 藤 

 

開会   

1．委員長あいさつ 

福嶋委員長  

 定刻になりましたので、ただいまから、3 月 8 日に引き続き第 3 回平成 24 年度予算等審

査特別委員会を開催いたします。 

 ただいまの出席委員は 9 名でございます。 

 よって、木古内町議会委員会条例第 14 条の規定による委員の定足数に達しておりますの

で、委員会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付のとおりでございます。 

 保健福祉課の皆さん、どうもご苦労様です。 

2．審査事項  

（1）保健福祉課 

  議案第 34 号  木古内町介護保険条例の一部を改正する条例制定について 

福嶋委員長  それでは、はじめに議案第 34 号からはじめたいと思いますので、課長の説明

を求めます。保健福祉課長。 

中島課長  －概要説明－（記載省略）（3:56～6:19） 

福嶋委員長  ただいま、課長から議案第 34 号木古内町介護保険条例の一部を改正する条例

について説明がありました。質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長  異議なしと認め、次に進みます。中島課長。 

中島課長  －概要説明－（記載省略）（6:44～18:08） 

福嶋委員長  歳出だけで質疑を受けてから次に進みます。質疑ございませんか。 

 東出委員。 

東出委員 106 ページ 7 節の賃金なのですけれども、これは二つに分れているのですけれ

ども、これは新規に 79 万 8,000 円を計上して、課長の説明では臨時職員 1 名を配置すると

いうふうな説明だったのですが、どういうことで臨時職員を配置しなければいけないのか、

その辺についてちょっと説明をしてもらいたいなと思います。 

 それと、細かいことなのですけれども、いまになってなぜ電話機を設置しなければいけ

ないのかと疑問に思っていたのですが、去年あたりは確か 8,000 くらいだったのではない
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かと思うのですが、いきなり電話料が 6 万円と。そして、新規に電話を購入する予定でい

るというので、去年とちょっと変わっているのでお知らせいただきたいと思います。 

 それから、大変勉強不足で申し訳ございません。112 ページ、ここの保健衛生総務費の

中で 19 節の負担金及び交付金なのですけれども、会計の処理上病院事業会計、3 億 5,300

万円はあなたのほうから病院のほうへ繰り出してやるのだけれども、これというのは例え

ば、病院の機器購入だとか病院に繰り出す時、3 億 5,300 万円をどのような形であなたた

ちの一般会計から入って来て、あなたたちのところを通ってそれから病院へ行くものなの

か。大変、私も勉強不足で申し訳ないのですが、この辺の事務的な流れを。 

 それから、その下の水道事業会計は、なぜここを通らなければ水道事業会計に、負担金

として出さなければならないのか。この事務的な、大変勉強不足で申し訳ないのですけれ

どもちょっと中身的に教えていただきたいなと。まずその 4 点をお願いします。 

福嶋委員長 中島課長。 

中島課長 106 ページの賃金につきましては、ちょっと説明不足もありまして、旧リハビ

リ施設の管理人という事で、今回、適材なかたを募集する中で、施設管理と障害者のかた

等が利用されておりますので、相談業務も兼ねながらということでの賃金と考えておりま

す。 それと、電話機の設置につきましても大変申し訳ありません。説明不足がありまし

た。旧リハビリの部分で、当初、病院の電話回線も内線でしたので、別れた時にうちとす

ると当初、使わないという考えもありましたが、今回、改めて相談員等を置く配置を考え

て新たに電話機を設置することを考えて、予算要求をお願いするところでございます。 

 それとすみません。ちょっと負担金の関係は、総務課長のほうから大変申し訳ありませ

ん。 

福嶋委員長 総務課長。 

総務課長 ただいまご質問のありました、負担金補助及び交付金、112 ページです。これ

は、病院そして水道事業会計、なぜ、ここの会計から出すのかということですけれども、

保健衛生というところでこれは負担をするというルールになっております。市町村の予算

作成の手引きというものがございますけれども、ここの項目でそれぞれの企業会計、これ

は水道と病院ですけれども、また、他に下水道ということになると別なところからの予算

組ということで支出をするものです。今回のこの病院の内訳なのですけれども、不採算地

区病院あるいはリハビリテーション等の経費、小児医療に要する経費とか、交付税で支出

が決まっている項目がありまして、それに病院のほうで行っている事業を、これを合わせ

て算出したものを、それが交付税として入って来ますので、その分を「病院の分ですよ」

ということでお渡しするのが、ここの 3 億 5,300 万円の内訳です。一昨年からは、過疎対

策ソフトという事で、こちらも増えておりますので、そこで 4,000 万円以上増えたので金

額が少し大きくなっております。 

 それと、委員がおっしゃっておりました直診施設の機器関係、こちらにつきましては、

国保事業会計のほうから出るようになっております。以上です。 

福嶋委員長 東出委員、いまの内容は 43 ページに内訳が書いていますので、見てください。

資料番号 43 ページに内容が全部明記されています。 

 東出委員。 

東出委員 ですから、私はいま病院事業会計で、よく「ルール分ルール分」という言葉を
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使いますよね。それが委員長が言ったように、おそらくこのまだ病院入っていないのです

けれども、ここの中にルール上で支出しなければならない分は全部ここを通してやるとい

うふうに、いま更このような事を聞くのはあれすけれども。そうすると、特交で入ってく

る部分も病院の分としてありますよね。これは特交ですから、いつなんどきに入ってくる

か分らないのですけれども、それもそうすると直診に係わる部分と、機器の部分とで分け

て処理をするというふうに、それにしてもやはり国保会計を通るものと、それからここの

課で通るものと二つに分れていくというふうな流れで認識してよろしいのでしょうか、そ

の辺もう 1 回。 

 それと、旧リハビリの関係でわかりましたけれどもそうするとこの賃金、例えば 80 万円

くらいでしたか。あそこの部分とは関係ないのですか。そうしますと、まだこれから審査

していないのですけれども、老健施設のあの人おりましたよね、確かちょっとど忘れした

のですけれども、そこの分の人の賃金の折半しているというふうに私がそんなふうに。そ

こと私、ちょっとごっちゃになってしまったので、老健のほうの持つ分とあなたたちの持

つ分と関係がないのであればないような事で説明願いたいと思います。 

福嶋委員長 中島課長。 

中島課長 大変申し訳ありません。ちょっと説明不足で、先ほど議員が言われた 8 番に関

しては、あくまでもうちの予算上の施設管理ですね。そういう相談をする分の賃金として

持っているということと、そのＡＳＬという「いさりび」に委託している部分とはまた別

なかたの形になります。よろしくお願いいたします。 

福嶋委員長 総務課長。 

総務課長 本日、皆さんにわたっている資料 2 の 43 ページ。委員長のほうからも紹介があ

りましたけれども、こちらに記載のとおり普通交付税が下から 4 行目です、特別交付税が

記載されております。交付税合計ということで 3 億 1,131 万 3,000 円、この分を含めて計

上しております。3 年前まで、特別交付税でくる分というのは金額が見えなかったのです。

それが、総務省のほうの交付税の見直し、過疎地域の病院への支援という事で、そこがは

っきり見えるようになったものですから、「その分はきちんと 100％病院にお渡ししよう」

ということで、予算化を昨年からそういう事で平行しております。 

 また、直診施設については、医療機器を買ったあとに精算行為もありますので、ことし

は若干下がりましたので、補正予算で減額をしたところなのですけれども、この分は上が

り下がりはありますけれども、計画は機器を購入するという計画を組んで、それについて

は国保の会計のほうで補助の申請をし、そしてそれを受けて病院のほうにお渡しするとい

うシステムになっております。 

福嶋委員長 竹田委員。 

竹田委員 私も同様に同僚議員の質問した部分と多少重複する部分もございますけれども、

いま総務課長のほうから説明を受けた繰り出し金の予算の持ち方の関係。これは会計上、

そういうルールだということであればそれはそれで理解はするのですが、もし改善の余地

があるのであれば、財政のほうで一括繰り出しのほうで、どこかの科目の中で計上しても

らえれば、直接自分のところの事業に直接関係のない部分の予算を計上しなければならな

いという部分がずっと延々と続くのかなというふうに思います。これは、会計のシステム

上やむを得ないということであれば、これはこれでどうしようもないのかなというふうに
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思います。もし改善の余地があるとすれば、そういう一括して水道事業、病院だとか繰り

出す予算を一括どこかで持ったほうがいいのかなという、一つの要望的な部分もあります

けれどもお願いです。 

 それと、先ほど同僚議員が質問しました 106 ページの賃金。施設管理に賃金 1 名を 24

年度に新たに採用して、相談業務を兼ねた部分で雇用するのだということなのですが、そ

れであれば相談業務は相談業務というふうにしなければ、それとここでなくて違う所でも、

報償費で地域活動センター101 ページで、センターの事業の報償費を見ています。これも

どちらかと言えば相談的な、そういう指導業務というふうに何かそこと重複するような気

もするのですが。それと常時、平日だけの月曜日から金曜日までの業務なのか、その内容

をですね。それと、相談業務をやるから必要だということと管理。あそこの施設管理を含

めた部分の計上だと思うのですが、その辺の中身を少し説明していただければと思います。

 それと、107 ページの工事請負費、このエレベーターの専用機の改修ですけれども、こ

れは旧老健が移管の時点でエレベーターの点検チェックをしていなかったのかどうか、急

に例えば去年から、エレベーターの調子が悪くなってこのようになったのかどうなのか。

 それと特定財源の中で、どの部分を指しているのかわかりませんけれども、450 万円ほ

ど特定財源計上していますけれども、これはあそこの施設を使ってのグループホームから

の負担の部分で見ているのかどうか。歳入のほうはまだ説明を受けていなかったものです

から、そういう説明をいただければいいかなと思います。まず、老健が旧老健が廃止にな

った時点からのものなのか。急にこういうエレベーターの不具合がでて来たということな

のかという部分を含めて、ちょっと説明願いたいと思います。 

福嶋委員長 中島課長。 

中島課長 101 ページの報償費につきましては、事業をやった時に専門的な、去年とかや

っているのですが、印鑑彫りだとかそういうかたを専門的にやるかたをお呼びしての報償

費関係と考えております。 

 また、80 万円近い賃金につきましては、あくまでも日常の施設の管理と、心の相談とか

そういう部分のかたを専門的なかたというか人生経験の深いかたを採用する中で、障害者

のかたの心だとかそういう部分を見守ってやるという部分での賃金と考えております。 

それと、107 ページのエレベーターにつきましては、病院が 2 年前の 5 月に移動はしてい

るのですが、そのまま引き続きまして、当健康管理センターで保守関係は引き続き実施し

ておりました。ただ、償却年数が過ぎてということで、「ことしの 12 月で保守点検はでき

ない」ということで点検会社のほうから言われて「危険だ」とか、「部品が新しいものに

交換はできない」ということなので、新たにリニューアルをしていかなければ駄目だとい

うことで、今回計上しているということでございます。 

 それと、負担金につきましては後で説明と思っていたのですが、これにつきましてはグ

ループホーム杉の木さんの燃料費だとか、そういう諸経費の負担金という事になっており

ます。 

福嶋委員長 竹田委員。 

竹田委員 説明漏れというか賃金の、例えば日常の業務、月曜から金曜日までの業務なの

かどうなのか、事業があった時だけの稼働なのかという部分の説明をお願いしたいと思い

ます。そうすれば、このエレベーターについては、今回の制御機器の改修によって当面は
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エレベーターを使用できるということです。またぞろ今回、制御盤の取り替えをして何年

かしたらまた大きな改修しなければならない。そして、一つの保守管理するほうで、「今

後はこのままであれば保守できない」という、そういうものであればやはり長期展開に立

った部分で取り替えしなければならないのかどうなのか。あそこは使っていますから、き

ちんと検証していただきたいなと。ただ、その他の財源、使用料、燃料を含めた部分のト

ータル的な負担だとすれば、そしたら今回の 646 万円については町の単費という、そうい

う認識でいいのでしょうか。 

福嶋委員長 中島課長。 

中島課長 エレベーターのリニューアルに関しましては、業者のほうに確認しまして、今

回やった時点で、よほど地震だとかどうのこうのない限り、最低の償却期間である 17 年は

利用は可能であるということで確認は取っております。 

 それと、エレベーターの負担という割合、基本的には町の建物ですので、本来であれば

町のほうで全額負担という事を考えなければ駄目なのですけれども、金額がちょっと大き

いものですから、光銭先生のほうに半分というか、ある程度の負担をお願いするというこ

とでご了解はいただいております。 

福嶋委員長 あの建物は 3 階までありますけれども、2 階、3 階はグループホームが使って

います。町は 1 階ですから、やはりその辺はきちんと今までのルールで経費の負担はある

だろうけれども、これは約束どおり今までどおりやってもらいたいし、きちんと安全でや

るようにしなければならない。その辺は、この 457 万 8,000 円は、特定財源になっていま

すけれども、そちらのほうからの経費の負担部分でしょう。経費の負担部分が光銭さんの

グループホームから財源の内訳が 457 万 8,000 あるというのでしょう。それがはっきり、

いままでもこういうルールでやって来ているのですから、今更新たに出たものではないの

です。ですから、その辺はきちんと説明してやってください。次、東出委員。 

東出委員 エレベーターの関係なのですけれども、何かごもごもごもごもと喋っていて分

らないのですが、今回この制御盤をすれば何とか持ちますよというのですが、耐用年数が

目の前なのでしょう。今回そうすると、うちと光銭さんと持って約 1,000 万円をかけてこ

の制御盤の修理をするのですけれども、この制御盤を直したからと言って、では耐用年数

が伸びるという問題ではないのでしょう。そういう危ないような、あづましくないような

エレベーターを設置して、よくエレベーターで問題がありましたよね。どこかのメーカー

の機械が扉が開かないとか、下がってしまったとかいろいろとそんなことで社会的問題に

も波及しているものですから、この辺、課長どうなのですか。今回 1,000 万円かけて直し

てあなた業者と詰めたと言っていますが、では、そこで 5 年も 10 年も使えるものなのです

か、どうなの。 

福嶋委員長 中島課長。 

中島課長 先ほども説明したように、最低 17 年は償却期間である 17 年は、リニューアル

した段階で、大丈夫ですということで、あと新規でとやると 4,000 万円以上のお金がかか

るという事なものですから。業者さんのほうに確認してリニューアルした場合は、最低で

も 17 年間は、保守点検で大丈夫だということで確認は取れております。 

福嶋委員長 課長、いま東出委員が質問した 1,000 万円くらいかけてやるという意味があ

なたの説明が足りないのです。1,000 万円かかるのは、光銭の負担と両方で 1,000 万円か
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かるのか。600 万円の中に光銭の部分も入って交渉になるのか。そして、いま 17 年、あと

何年で耐用年数が切れるのか、その関係がさっぱり分らないのです。 

 ですから、その辺をきちんと説明しなければ、もしわからなければ総務課長。 

 暫時休憩をいたします。 

 

休憩 10:08 

再開 10:11 

 

福嶋委員長 休憩を解き会議を再開いたします。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長 ないようですので、次に進みます。歳入、中島課長。 

中島課長  －概要説明－（記載省略）（43:06～48:41）  

福嶋委員長 説明が終わりました。質疑を受けます。竹田委員。 

竹田委員 68 ページの在宅サービス管理収入、これは社協さんからの収入だと思うのです

が、直接この予算とは関係ないのですが、訪問看護ステーションなのですが、あそこはい

ま、病院のほうで一括訪問看護をやっているという状況からすれば、あそこの部屋を使っ

ていないと無人だと思うのですが、やはり今後の、これは病院の予算のときに議論したほ

うがいいのかなと思うのですけれども、施設管理する方としても、今後のステーションの

あの場所をどうするのだという、いろいろな、当初、設置した時の要件等も若干あったわ

けですから、今後の課題というか考えとしてどうなのかなという部分がもしあれば。 

福嶋委員長 総務課長。 

総務課長 訪問看護ステーションにつきましては、介護保険事業のほうの在宅訪問サービ

スということで、14 年でしたか設置をしたわけです。これは、建物の整備については国の

補助金をいただいて整備をいたしましたので、現在、休止という事で届け出を出しており

ますけれども、転用はできない状態です。病院としましては休止という手続きをとってお

りますので、これはこれで制度の範囲内という理解で許可をいただいているのですが、今

後病院がどのような方向で行くかということになりますと、医療型の在宅サービスと訪問

看護サービスということで考えておりますので、当面、空き家の状態が続くということで、

これは今後検討していかなければならない課題ではあるのですが、施設としてはやはりひ

と部屋開いている状況にありますので、社協さんなんかからも「在宅サービスのヘルパー

のほうに広げて使えませんか」という問い合わせが来たりするのですが、いまのところは

お断りをしているという状況です。 

福嶋委員長 竹田委員。 

竹田委員 総務課長の説明の中で、ステーションの場所については転用はできない、そう

いう説明を受けました。これは例えば法的な規制ですから、いろいろな部分でいろいろな

角度からやはり検討して、やはりできればあそこの施設も有効活用するような一つの前向

きな努力をしていただきたいということを申し添えて終わります。 

福嶋委員長 要望ですのでそのように。他にございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長 ないようですので前に進んでください。中島課長。 
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中島課長  －介護保険概要説明－（記載省略）（53:06～57:00）              福嶋委員

長 質疑ございませんか。竹田委員。 

竹田委員 98 ページの委託料、除雪サービス委託料、これは前年と同額ですけれども、こ

としは特別雪が多いということから、実際この委託されて請負っている方からの声からす

れば、かなりことしのような状況であれば、今後、この業務を受けられないという、そう

いう声も聞いております。ですから、今後やはり有償ボランティアを含めて、これは行政

だけではなく地域との連携を含めた何か、やはりその辺の除雪対策ボランティアだとか、

そういうものの、やはり組織作りをしていかなければならないのかなと、そういう気もし

ております。今後、この従前の除雪サービス、これをどうするのか。今回は、骨格だとい

うような事で、今後、町長の考えがいろいろな部分でいろいろな企業だとか、そういうも

のにメリハリが出てくるのかなと。そういう期待もしていますけれども、原課とすれば、

ことしのこの雪の状況を踏まえて除雪サービスを今後どうすべきだという、この予算の額

からしますと、ことしと同じような形でやるのかなというふうに思いますので、その辺も

し考え等があればお聞かせ願いたいと思います。 

福嶋委員長 中島課長。 

中島課長 基本的にはこの 150 人分につきましては生活道路確保ということと、「22 年度

に対策的なものはどうなのだ」と言われた中で、今年度につきましては、建設協会、建築

協会のご協力をいただきながら、事業者を紹介して屋根の雪下ろしや除排雪のほうをご協

力いただいているということでございますが、ただ基本的に自分の家は自己管理だという

ふうに私も考えております。ただ、今回かなりの積雪量だとかを考えた場合、今後、先進

地区での、どういう対策をやっているかどうなのかも検証しながら、できるかどうかわか

りませんが、原課としては研究していく必要があるのではないかと考えております。 

福嶋委員長 竹田委員。 

竹田委員 検討する中で、いろいろな角度から十分していただきたいと思います。それと

先ほど言いました。有償ボランティアの名称はいろいろとあると思うのですけれども、 

やはり今の高齢化率等を考えると 4 割が高齢者という、そういう町としての行政サービス

を含めて、いろいろな意味で地域との支え合いを含めて、そういうものの確立が必要だろ

うというふうに思うのです。その辺については、きょう副町長もいますから、今後、今年

度の大雪、このあとこういう大雪が続くかどうかというのはちょっと未知な部分ですけれ

ども、ことしのこの雪を踏まえて、やはり除雪サービスの考え、もしあればお聞かせ願い

たいと思います。 

福嶋委員長 副町長。 

小林副町長 皆さんもご存知のとおり、ことしは本当に例年にない大雪だったものですか

ら、私どもも予定をしていなかった事態が発生したということで、先ほど中島課長のほう

からも言われましたけれども、今後十分に検討したいと思います。 

福嶋委員長 他にございませんか。佐藤委員。 

佐藤委員 社会福祉費の 98 ページなのですけれども 13 節の委託料、訪問外出支援サービ

ス事業、この委託料の中身をちょっとお知らせいただきたいと思います。資料によります

と、これは社会福祉協議会のほうにお願いされることだと思うのですが、この訪問員 3 名

のうち 1 名は住民生活に光をそそぐ交付金を活用というような資料説明があるわけですが、
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この委託料はそうすると 2 名分なのですか。 

福嶋委員長 高橋主査。 

高橋主査 人数につきましては 3 人分という事で、そのうちの 1 名分が国のほうから光を

そそぐ交付金として 1 名分が約 200 万円ですが入って来ているということです。よろしい

でしょうか。業務の内容は高齢者の自宅を、独居のかたの自宅を安否確認をしたり、あと

はまた相談相手になったりという事で、65 才以上の高齢者のかたの自宅を訪問していると

いうような事でございます。それから、外出サービスにつきましては、病院に通うのに交

通手段がないということで、そういうかたにつきまして、そういう病院までの送迎をして

いるということです。 

福嶋委員長 よろしいですか。 

 他にございませんか。竹田委員。 

竹田委員 先ほどの除雪サービスの関係ですが、これについては十分な検討していただき

たいという部分もありますし、この部分は町長の総括議論として、許可していただければ

なと思います。 

福嶋委員長 他にございませんか。東出委員。 

東出委員 医療機関の送迎バス、今年度も約 260 日を予定して運行回数を設定しているの

ですが、410 何万円ですよね。それでどうでしょうね。過去、こう何年も医療送迎バスを

運行しているのだけれども、データで取っていますか。例えば、だいたい年間の利用者数

だとか、それから開業医に行く患者さんだとか、という事は国保病院に行く患者さんがど

のくらいなのかという。やはりある意味で、その国保病院も大変な状況にいるので、そう

いう部分でのデータ的なものを収集しているかどうかちょっとその辺お願いします。 

福嶋委員長 中島課長。 

中島課長 大変申し訳ありません。きょうは資料的には持っていませんが、毎月東出委員

が指摘するように、町立病院に毎日何人だとか、どこどこの病院に何人だとかということ

で毎日集計をして、1 か月のトータルとして 1 年分の資料的なものは保存しております。 

福嶋委員長 東出委員。 

東出委員 それでは、このあと病院の審査もありますので、資料として委員長お願いしま

す。 

福嶋委員長 資料要求をしますので、そのデータを、もし終わってデータがあったら病院

が最後に予定していますので、その時間までに作ってください。中島課長。 

中島課長 すぐ出るのですけれども、ことしの分だけでいいのか。去年のもあわせて出す

のか。 

福嶋委員長 できれば 3 年間お願いします。 

 他にありませんか。総務課長。 

総務課長 竹田委員のほうから、除雪サービスについて総括というお話がありましたが、

それで有償ボランティアという事でのお尋ねだったと思うのですが、現在行っている除雪

サービスそのものが有償ボランティアです。ご存知かと思いますけれども。高齢者事業団

にお願いをしてやっておりますけれども、生活給をお渡しているわけではありませんので、

そして協力できるかたに手を挙げていただいて行っているという中では、ご存知のように

ワンシーズン一軒のお宅を 1 万 5,000 円で 150 世帯、これが 225 万円。ことしは、125 世
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帯で終わっているのです。生活道路を空けて不平不満が来ているかというと、そういうと

ころではなくて、「屋根ですとか玄関前にどんと落ちたやつを何とか」ということで、そ

れはそれで担当課のほうで、緊急、家の前が空かないという事であれば飛んで行って空け

るという、こういう作業はやっているのです。むしろ、ことしの場合は毎日降るものです

から、作業員のかたが大変な状況にあるということが、我々も認識しているのですけれど

も、これは定額でやってもらっていますので、何回出ても 1 万 5,000 円なのです。そうい

う状況の中で、さらにというお話になるのでしょうか。大変申し訳ないのですけれども。 

福嶋委員長 竹田委員。 

竹田委員 その部分は承知しております。それで、いま、総務課長もそういう認識をして

いましたから、そこに有償ボランティアで働くかたがいままでと違って、ことしは大変だ

というような事で、もう、「いまの 1 万 5,000 円ではもう来年からは申し訳ないけれども

できない」と、そういう声等も聞いていますので、その辺を行政として支援、後押しがで

きるのか。予算からすれば去年と同額ですから、それと、また、新たなそういう一つの部

分の考えをこれからは検討していかなければないのかなという気もしますので、その辺に

ついて町長の見解を取りたいと思います。 

福嶋委員長 いちおう、それを総括に予定しておきます。他にございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長 ないようですので、50 分まで暫時休憩をいたします。 

   

休憩 10:39 

再開 10:50 

 

福嶋委員長 休憩を解き会議を再開いたします。次、説明をお願いします。 

 中島課長。 

中島課長  －概要説明－（記載省略）（1:11:02～1:31:18） 

福嶋委員長 歳入歳出の説明が終わりました。質疑を受けます。 

 竹田委員。 

竹田委員 臨時賃金を計上しています。先ほどの説明からしますと、職員の退職に伴う臨

時ということだと思います。それで、ここの考えかたとして、今後とも退職するかたがこ

れから後 2、3 年しますとまだ出てくるわけですから。総務の議論の中でもありました、職

員の適正管理というかこれからどうあるべきかという、職員数の部分を影響して来るので

すが、特に、ここでは単なる一般事務的な臨時という事であれば、いくらでも例えば公募

してそういう人材がいるわけですけれども、特殊な部分だとすれば、今後、その辺、将来

何年かを見据えた部分で、職員の育成配置を含めた部分の考えというのは、例えばこれは

原課の保健福祉では答弁ちょっと難しいのかなというふうに思いますので、この部分につ

いては、今後の職員の配置を含めた部分で、副町長がいますのでその辺の見解を求めたい

と思います。 

 それともう 1 点、35 ページの委託料で地域包括支援センターシステムの改修委託で 21

万円計上していますけれども、これはやはり包括支援センターのシステムに不具合があっ

て改修しなければならないということなのか、制度的にこういう改正があってこのシステ
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ムを改修しなければならないとかいう部分を確認したいと思います。 

 それと歳入の 14 ページ、財政安定化基金の取り崩し、今回の財源調整の中で取り崩しを

するという部分。確かいつかの道新が何かの記事で、北海道としての考えの中で「基金を

取り崩す」という部分もちょっと記事を見たのですが、この今回の基金の取り崩しによっ

て木古内町の基金の積立がゼロになってしまったのか。まだ、どうなのかという部分、も

し分ればちょっと説明願いたいと思います。以上です。 

   （「関連あり」の声あり） 

福嶋委員長 東出委員。 

東出委員 先ほど臨時職員のことで触れましたので、この臨時職員に関しては簡潔に行き

ます。どういう資格を有する人がならなければならないのかということで、その辺ちょっ

と教えていただきたいのと、臨時職員を採用するということになれば、いま現在、これを

利用しているかたが、受ける側の人が何人いるのか。それから、今現在、23 年度まで何人

で対応して来たのか。この辺も含めて答弁願いたいと思います。 

福嶋委員長 副町長。 

小林副町長 先ほどの竹田議員の質問でございますけれども、先般、総務の形の中でも話

されたように、職員の適性の配置計画につきましては今年度を協議するということに、今

後いまなっております。いまの担当のケアマネージャー1 名退職した事に寄りまして、今

年度につきましては担当課と協議しまして、有資格の職務等のあることから、まず適正な

人材を確保する必要があるということの考え方の中で、住民サービスの低下に繋がらない

ように、幅広い業務に対応できる方を今回臨時職員として採用して行きたいという考えか

たでおります。 

福嶋委員長 次に中島課長。 

中島課長 今回の臨時職員に関しましては、いま副町長がご説明したように当然、介護の

ケアマネージャーの資格を持っているかただとか、当然住民に接するサービスの低下にな

らないことを当然適材適所で採用するという考えでおります。だいたい、その状況によっ

ては 20 人から 30 人担当しているということで、当然やはり住民のかたに接するサービス

業ですので当然心のやさしいかたで、適材適所にやっていけるかたと考えております。 

福嶋委員長 高橋主査。 

高橋主査 35 ページの包括支援センターの改修委託料ですが、これは 24 年の介護報酬改

定に関わる改修ということです。それから、財政安定化基金の取り崩しの 600 数十万円の

金額の内容なのですが、いままで積んできた分が戻ってくるということで、そのうち国が

3 分の 1、道が 3 分の 1、市町村が 3 分の 1 という事で、その金額が市町村の 3 分の 1 が 6

00 数十万円の金額ということです。それで、道の分につきましては新聞等でも載ったりし

ていますが、まだはっきりしていなくて施設の分では使いたいというような内容で載って

いますが、今後、もう少ししてから、どういう形で使われるのかはっきりしてくるのかな

と思います。以上です。 

福嶋委員長 他にございませんか。 

 東出委員。 

東出委員 では、いままで、現在、何人で対応して来たのですか。何もそこを答えてもら

えないし、いま現在サービスを受けているのが、20 人から 30 人というのですが、1 人で 2
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0 人から 30 人を見ているものなのか、全体で 20 か 30 なのか、親切に教えてください。 

福嶋委員長 中島課長。 

中島課長 大変申し訳ありません。だいたい 1 人で 20 人から 30 人ということで、あとは、

ケアマネージャーは包括のほうには 3 人おります。その中で、予防関係だとか居宅だとか

分けてやっているような状況でございます。 

福嶋委員長 他にございませんか。 

 佐藤委員。 

佐藤委員 簡単な質問をします。35 ページの地域支援事業費の中の 20 節、扶助費家族介

護医療給付費この医療給付費というのは、どのような場合に支給されているのか説明願い

たいと思います。 

福嶋委員長 中島課長。 

中島課長 家族介護医療給付金につきましては、要介護状態区分が 4 又は 5 に認定されて

いるかたが 1 年以上居宅サービスを受けていないかた。なおかつ、町民税が課税されてい

ない世帯のかたに給付するというものでございます。介護認定 4、5 を受けまして、介護保

険料を使っていないで家族のかたが自宅で見ていると。家族のかただけで介護してやって

いると、そういうかたに対してご苦労様ですということで、給付対象ということで 1 件分

でございます。 

福嶋委員長 佐藤委員よろしいですか。 

佐藤委員 はい。 

福嶋委員長 他にございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長 なければ、終わります。次に進んでください。介護サービス。 

 中島課長。 

中島課長  －概要説明－（記載省略）（1:41:17～1:44:08） 

福嶋委員長 介護サービスの説明が終わりました。 

   （「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長 質疑なしと認め、以上をもって保健福祉課終わります。ご苦労様でした。 

 暫時休憩いたします。 

 

休憩 11:24 

再開 11:28 

 

福嶋委員長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 産業経済課の皆さんご苦労様です。時間を少し繰り上げまして、午前中 30 分ありますの

で、できる範囲で進めたいと思います。 

 それでは、産業経済課の農業委員会のほうから行きます。新井田課長。 

 

（2）農業委員会  

新井田事務局長   －概要説明－（記載省略）（1:45:06～1:50:00） 

福嶋委員長  農業委員会関係の歳入歳出の説明が終わりました。質疑を受けます。 
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   （「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長 ないようですので次に進みます。新井田事務局長。 

 

（3）産業経済課 

新井田事務局長  －概要説明－（記載省略）（1:50:14～1:57:40） 

福嶋委員長  畜産関係を含めて歳入歳出の説明が終わりました。質疑を受けます。 

 （「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長 ないようですので、次に進みます。新井田課長。 

新井田産業経済課長  －概要説明－（記載省略）（1:58:03～2:09:03） 

福嶋委員長   歳入歳出の説明が終わりました。質疑を受けます。 

 竹田委員。 

竹田委員 1 点だけ確認します。126 ページなのですけれども、需用費で林道維持補修費 2

0 万円、新たに予算計上していますけれども、これは従前、原材料だけで、あとは重機の

借り上げで林道整備を行っていたのですが、需用費の維持補修費の中身をちょっと説明願

います。 

福嶋委員長 東主査。 

東主査 林業振興費の需用費の 20 万円の計上につきましては、以前は林道の報酬として使

用料と、あとは原材料のみという事の計上しておりましたが、近年、林道等も砂利敷き等

々で建設課と協議をしながら対応してきたところなのですが、建設課のほうも職員の重機

の対応という事で対応しきれない場合もありうるということから、建設水道課とも協議を

して林のほうでもある一定の予算の中で予算を持って、万が一の場合の想定をして予算計

上して欲しいというようなことを協議した事から、需用費で万が一、建設課等で対応しき

れない場合に、こちらの予算の中で対応していきたいということで予算計上をしました。 

福嶋委員長 竹田委員。 

竹田委員 その部分は理解をしますけれども、林道の維持補修費の中で、林道の表示看板、

結構傷んでいるのです。あちこち入れば、やはりこの補修費の中で看板補修等は考えてい

ないということですか。よく幸連だとか支線の入口に何々支線の看板が以前あったのです

が、いまは傷んで、ほとんどないという状態ですし。我々もいろいろな部分で山に入るこ

とがあるのですが、何々林道の支線の入口で待ち合わせしようとか言った場合でも、以前

は看板があったので看板の前でも待ち合わせができたのですが、いま、その看板がないと

いうことで通り過ぎて奥に行ってしまったりだとか、そういう部分もありますし、できれ

ば、その予算の範囲内でできるのであれば、看板の破損している部分の補修等もやってい

ただければなと、こういう要望をして終わります。 

福嶋委員長 要望にとどめます。 

 昼食のため一時まで休憩をいたします。1 時から再開いたします。 

 

休憩 11:56 

再開 12:58 

福嶋委員長  午前に引き続き、会議を再開いたします。 

 先ほど途中で質疑を打ち切りましたけれども、引き続き質疑を受けます。佐藤委員。 
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佐藤委員 町有林の管理費の中の説明資料の中で、質問をさせていただきたいと思います。

17 ページです。この間伐するということは大変いいことだと理解しておりますが、面積に

して 29ha、この面積が中野と佐女川地区だということなのですが、この杉は現在、何年生

の杉なのかお伺いしたいと思います。 

 それともう 1 点は、手数料の中の調査費、販売費、それから道森連の手数料、割合がい

くらになっているのですか。その辺もお知らせ願いたいと思います。 

福嶋委員長 竹田委員。 

竹田委員 いまのこの事業の部分で、今回 127 ページの委託料、森林環境保整備事業の事

業費など、それと資料の 17 ページの売り払い補助金等含めれば、差し引き 600 万円くらい

の差し引き、町の収益にというふうになるのかなと思います。それで、この駅前商店街の

景観統一事業に対する助成絡み含めて、この事業を継続して、今年度単年でなく継続して

行うということなのか、例えばことしは中野、佐女川、次年度はどこの箇所だとか、そう

いう予定、計画等があるかどうなのかというところを確認したいと思います。 

福嶋委員長 東主査。 

東主査 それでは佐藤委員さんの関係について、まず林齢ですが、51 年生から 58 年生ま

での林齢になっておりまして、小班にして 12 小班になります。それで手数料につきまして

は、調査手数料立方数に対して 1 立方に対して 200 円。販売手数料につきましては販売金

額に対する 4％、道森連手数料につきましては販売金額に対する 2％と、立方数に対しの 1

立方あたり 50 円ということで、これにつきましては決まりの単価となっておりますので、

それに基づいた積算としております。 

 間伐の計画につきましては、まず利用間伐につきましては 23 年度より森林環境保全整備

事業の整備内容が変わりまして、いままでは、抜き切りにつきましても補助金が出ていた

のですが、23 年度以降、利用間伐、要は搬出しないと補助金が出ない制度に変わりました。

その代わり、搬出することにより補助単価、標準単価、要は 68％の補助金の計算する標準

単価もアップしております。そのため、次年度以降も要は搬出する間伐ということで、今

後、20ha から 30ha を計画しております。次年度以降の間伐場所につきましては、中核作

業道と林道事業等を行っている関係上、事業後 5 年なり 10 年以内で、事業をやる前提に作

業道を作っておりますので、基本的には作業道を開設しているところから、間伐して行き

たいと。間伐している、いま作業道についているところにつきましても、過去 10 年来の間

伐を推進して来ているところでありますので順次、間伐して行きたいというふうに考えて

おります。 

福嶋委員長 佐藤委員。 

佐藤委員 いまちょっと聞き取れない点がありました。手数料について販売立方あたりに

対して調査費が 200 円、販売が 4％、道森連が 20％ともう一つ何でしたか。立方あたり 50

円ですか。いまの手数料合計すると、いくらになるのですか。 

  （「17 ページに書いている。7 万 6,020 円」という声あり） 

福嶋委員長 他にございませんか。東出委員。 

東出委員 いまの中核作業道の関係、栗山線なのですけれども、最終的には利用間伐する

ための作業道であるから、これはここにつけていくのですけれども。では、その栗山の 1.

2 ㎞のこの砂利敷等をやっていくのですけれども、これは全部委託金になって来ているも
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のですから、国なり道の支出金でやる事業で当町の持ち出しがないという部分では、とて

もいいことなのですけれども、これはどうなのでしょう。私たちは素人でよく分らないの

ですが、単価あたり 2 万円と、工事費に関しては 2 万円。それから、設計委託で単価 m メ

ーターあたり 5,000 円となっているのですけれども。では、m2 万円の仕事をするというこ

とでありますので、幅はどれくらいの道路、そして砂利は何㎝くらい入れていくのかとい

うところを、ちょっとその辺。去年、佐女川の現地を見させてもらっているのですが、似

たようなものだと思うのですが、確認のために教えてください。 

 それと事業着手するのに、去年あたり佐女川のあそこを見させてもらったのですけれど

も、私はやはり秋ではまずいのではないかと思います。と言うのは、やはり業者さんのあ

の人達から現場の声を聞けば、秋はどうしても雨が多いわけです。ですから、事業が思う

ように進まないのだというような事と、その分どうしても天候との関係で仕事を進めなけ

ればならない部分では、随分頭が痛いような話を聞いているので、やはりこの辺、事業着

手する月日もいつ頃を予定しているのかわかりませんけれども、そういう、天候的なもの

も加味する必要があると思います。その辺、あなたがたのほうでやらせるのに、いつの時

期を考えているのかなというところで、ちょっと教えてほしいと思います。 

 それともう一つは、栗山のところを通っていくのですけれども、直接予算とは関係ない

のですが、将来的にあそこにある栗山、あれはどうするのですか。随分、住民の中には、

栗拾いに行く人もいるし、ただ、行くにしてもクマが出るところですので、結構立ち入り

禁止とかにしてしまうでしょう。でも、やはり栗山、あれだけお金をかけてこうやって下

刈り何とか、いろいろ整備するのだけれども、どうも栗山の利用方法だとかが見えてこな

いのです。その辺ちょっとお聞かせください。 

福嶋委員長 東主査。 

東主査 それでは、大平栗山線の事業内容について説明いたします。幅員につきましては

先ほど出ました佐女川で、昨年現場を見ていただきましたとおり、幅員については車道幅

員 3m、路肩 25cm ずつをとりまして、副員としては 3.5m になります。砂利敷きにつきまし

ては 20cm ということで、1,200m の延長で開設工事のほうを行いたいと思っております。

 また、発注時期につきまして、いま想定している発注につきましては、国、道の事業に

なりますので、補助申請等の内示が来てから発注になります。また、現場が山になります

ので、調査設計するにしても雪解けがないと実質、山のほうできちんとした測量もできな

いということから、例年この作業道の発注につきましては、4 月早々には発注できるよう

には準備はしているのですが、業者さんが入る現場につきましては連休前後になっており

ます。ですから、調査設計等の委託の完了につきましては、5 月いっぱいないし 6 月の中

くらいまで、遅くても 6 月中ないし 7 月には工事の発注をしたいと思っております。 

 それで、1,200m の延長の工事発注期間につきましては、おおよそ 3 か月くらいを予定し

ておりますので、9 月ないし 10 月中、11 月の冬工事前までには終わるような予定をしてお

ります。ただ、現場が田んぼが近いことから、当然田植え、稲刈りの時期も重なることも

ありますので、その辺は田んぼ、水田を耕作している人の状況を確認しながら、注意して

発注して行きたいと思っております。以上です。 

福嶋委員長 暫時休憩をします。 
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休憩 13:46 

再開 14:00 

 

福嶋委員長 休憩を解き会議を再開します。東出委員。 

東出委員 後段そのように言ってくれたものですから、私もある意味では田んぼ耕作者と

の作業の邪魔にならないような段取りを考えているというのであれば十分理解するのです

が、ただ、やはりどうしても時期的にいまの話から聞いていけば佐女川をやったあれと同

じくらいの時期になるのではないのですか。それでしたらやはり駄目だと思います。やは

り遅くても、9 月末ぐらいに完成させるようにしておかなければならないのではないので

すか。その辺の部分であなたたち、もう少し道との協議の中で、田んぼの関係、稲刈りの

収穫の時期の関係もある。それから雨も降るという事もあるので、やはりその辺は強く道

のほうにも 1 日も早く内示をもらえる。そして工事発注できるような形をとるようにでき

ない？ちょっと努力できませんか。その辺も 1 回お願いします。 

福嶋委員長 東主査。 

東主査 東出委員さんが言うとおり、当然昨年来も工事をやる中で、雨が降ることによっ

て現場が悪くなったり、また工事が遅れる等ありましたので、その辺については道とも協

議をしながら申請等を早める中で、発注も少し早くして業者さんに迷惑がかからないよう

に発注のほうをして行きたいと思います。 

福嶋委員長 新井田課長。 

新井田課長 4 つめの栗山の件でございますけれども。町の計画の中で、栗山を一つの例

として公園化するというような計画がないわけですけれども、現在、先ほど委員さんがお

っしゃったように町民の皆さん、秋になれば栗の収穫。これは、いま、どなたでも自由に

入れれるというような何も決まりはありませんので、そういう人がたに当初からの目的で、

町民に開放するというような栗山を整備した経緯もございますので、いまのところそうい

う方向で栗の収穫時期の前に、周辺の草刈等をして町民の皆さんに楽しんでいただくと、

いまの段階ではこのような考え方でおります。 

福嶋委員長 東出委員。 

東出委員 そういう考えを持っているなら、全然栗山に対する認識が低いと思うのです。

きのう、きょう、できた山ではないのです。整備はしているけれども、やはりそこを分か

って行く人もいますし、「栗山ってどこにあるの？いけば栗拾えるの？」といういろいろ

あるわけです。もし、そうやって「これからの計画だ」と、そんな生ぬるいことを言って

いないで、やはりそういうようなものについては、きちんと住民に周知するならする。こ

こは公園的なもので、こうしますということを早く打ち出さないと、ただ手はかけている。

そして、一部の人より知らないというような認識なのです。ですから、この辺をもう少し

きちんと住民に周知する方法を考えて見たらどうなのですか。 

福嶋委員長 新井田課長。 

新井田課長 町民の財産でございますので、いま東出委員さんがおっしゃるとおりだと思

います。ただ、いま現在、駐車場等も車で来るかたが多いわけで、先ほど言いましたよう

に手前に農業者の田んぼ、そういういろいろな条件もございますので、その辺を勘案しな

がら住民周知も含めてこれから検討していきたいと思います。 
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福嶋委員長 佐藤委員。 

佐藤委員   先ほど説明をいただきましたが、町有林の人工林の割合が杉ということなので

すが、この人工林の全体像が見えて来ていない。先ほど説明の中では 51 年から 58 年生だ

と、もうすでに伐期を過ぎていると。町有林として、現地見ていないからわかりませんけ

れども、58 年 60 年と言ったら伐期なんです。将来、この町有林の補助事業なら何とかや

っていくのだけれども、おそらく間伐したら一般財源から出さなければならないというこ

ともあって、おそらく「補助事業、補助事業」と言って毎年小刻みにやっていると思うの

ですが。それを悪いとは言いませんが、計画的にその年その年ではなく、何年度までこう

やるのだという事を出せないものかと。その年その年に、こうして補助金があるから、乗

っけて来たというような感じに受け止めているのですが、町有林の全体像というものが我

々はわかりません。いまは 58 年からもうそろそろ 60 年ですが、もう杉とすれば伐期なん

です。人工林 646ha ある中で、このやや 60 年生くらいの杉がどのくらいあるのかもしわか

っていたら。 

福嶋委員長 東主査。 

東主査 ただいまの伐期という 60 年以上の林につき、大変申し訳ないのですけれども、い

ま手元に資料がないので、あとでよろしければその辺整理して資料として提出したいと思

います。 

福嶋委員長 あとで資料を提出するそうですので。他にございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長 ないようですので、次に進みます。水産の関係行きます。 

 新井田課長。 

新井田産業経済課長  －概要説明－（記載省略）（22:01～31:23） 

福嶋委員長   商工労働水産についての歳入歳出の説明が終わりました。 

 質疑を受けます。竹田委員。 

竹田委員 129 ページの水産振興費について確認をしたいと思いますが、昨年当初予算で

計上しましたホタテ養殖施設整備事業、この補助については 5 か年の継続事業ということ

で確か昨年予算づけしたと思っていましたし、今年度なぜ当初予算に計上がないのかとい

う部分について説明願います。 

福嶋委員長 新井田課長。 

新井田課長 いま委員がおっしゃったように昨年度、5 か年の継続という事でご説明申し

上げました。今年度は町長選挙の年という事で、骨格予算という事で、原課のほうとして

は全部当初にあげておりますが、財政サイドのほうで骨格予算という事で選挙後の補正に

回すという事で、いちおう 5 か年の計画でございますので、そのような形で、進むという

ふうな認識でおります。 

福嶋委員長 他にございませんか。東出委員。 

東出委員 131 ページ 14 節使用料及び賃借料で、この車、出店者の借り上げ料なのですけ

れども、鶴岡に行くのも札幌でやるのも車が同じ 15 万円なのですけれども、この算出根拠

をお願いいたします。 

福嶋委員長 藤谷主幹。 

藤谷主幹 ただいまの部分ですけれども、冷凍車保冷車借り上げという扱いをしておりま
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して 1 日 3 万円。それで前後泊をつけまして、残ったものの搬入も含めて、5 日間で 15 万

円という算出をしております。 

福嶋委員長 東出委員。 

東出委員 ただその車を借り上げるのですけれども、それではフェリーの運航料だとかそ

ういうものも、みれるのではないのでしょうか。 

福嶋委員長 藤谷主幹。 

藤谷主幹 それらにつきましては別な経費で、車の借り上げ料だけで、例えば鶴岡に行く

場合であれば、フェリーの借り上げ料と旅費の業者負担もありますので、その中で拠出し

てその経費に充てております。予算の中では見ていません。 

福嶋委員長 東出委員。 

東出委員 では、それを見ていないということはどのような事ですか。 

福嶋委員長 藤谷主幹。 

藤谷主幹 この町場のほうの予算では、職員旅費が 2 名と。例えば鶴岡出店での内容でお

話しますと、職員旅費が 2 名、出店業者さん特産会というグループがあるのですが、そち

らのほうで自分たちも商売に行くという観点から、そちらのほうの経費も出して旅費に当

てておりますので、町は、町の中の予算で見るのは最低限の出店負担金だとか車の借り上

げ料だとか、その部分だけ予算化をさせていただいて、旅費等については出店者業者の何

人行っても 2 名分の 2 分の 1 と、そういう支出の仕方を積み上げして予算を提案させても

らっております。 

福嶋委員長 東出委員。 

東出委員 そうすると保冷車という事でございますので、そうすると、ある意味から行く

と自分だけのものではないと思うのです。何人かの行く人のあれしているのであればそう

すると、営業車を借りられるということでしょうか。 

福嶋委員長 藤谷主幹。 

藤谷主幹 実態で申しまして、単価的に 3 万円というのは営業車を使った場合には単価的

に偉い安い金額です。それで実際、実態で言いますと、保冷車を持っているのは、たまた

ま特産会のほうにそういう保冷車を持っている業者さんがいますので、特別料金的な単価

を町独自の単価をつけまして車を借り上げ、その中には冷凍物、生物それから特に当町で

言えば、じゃがいもかぼちゃ等もあるのですけれども、仕切りまして、特別仕様にしまし

て運んでいるのが実態です。ですから営業車を借り上げているのではなくて、実際に行く

業者さんが、自ら運転して行っているのが実態です。 

福嶋委員長 東出委員。 

東出委員 それというのは、車両運送法に違反になりませんか。 

福嶋委員長 藤谷主幹。 

藤谷主幹 ただいまのご意見ですけれども、違反というよりも一つの組織としてグループ

として行くという営業法の部分を聞かれると、私も分らない部分調べた事がないのですけ

れども。一つのグループで物販に歩くという観点から、いままで慣例的にやって来たのが

実態なのですけれども。 

福嶋委員長 東出委員。 

東出委員 それは行く業者の何人かが、保冷車を持っている人の車に一緒に物を持って行
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ってもらうと。いままで私も黙っていたのですが、もし、万一仲間だから、「込みでいい

よと」言ったものの、この辺の部分については、きょうはどうのこうのとは言いませんが、

万一事故だとか、そういう関連業者の人にあれされたりすると大変だと思うのです。もし

違法性がなければないで、きちんとその辺はあなたがたのほうで研究しておいたほうが、

私は万一のためにはいいと思うのでそれはやっていただきたいと思うし、毎年このように

やっているのですけれども、実際、実態はどうなのですか。何年もこの事業としてこうや

って来ているのですけれども、やはり仲間を募ったほうがいいのか、いまの仲間でやって

行っても大丈夫なのか。ですから、これだけのお金を私たちはかけてやっているのです。

ですが、相手は商売で行っているわけです。そうすると、公金を支出していながら、かた

や自分のものを物販に行っているわけですよ。こういう部分について、あなたがたどのよ

うな認識で何年もやって来て指摘するのも、いま更何を言うのだと言われるかもしれませ

んけれども、その辺の今後これを続けていく上での当町としてのメリットは何か、どこに

あるのでしょうか。 

福嶋委員長 新井田課長。 

新井田課長 この事業は当初から、このような形でやって来ているのは確かでございます。

 まず、鶴岡につきましては、姉妹都市の提携という中で始まったと伺っております。そ

の中で、木古内町のものを姉妹都市の鶴岡に行って木古内町にはこのような特産品がある

ということで、業者を募って行って友好も深めて物販もしてくると。それで姉妹都市のい

ろいろな行事の中で、そういうものも生かされていくというような認識を持っております。

 それと、札幌のオータムにつきましてもかなり継続してやっているわけですけれども。

当然、木古内町の特産品を持っていくという観点から、やはり木古内町をＰＲするという

ような意味合いもあるというふうな事で、いままでこの事業に参加をしてきております。 

福嶋委員長 東出委員。 

東出委員 それでは、131 ページにあるけれど、鶴岡は 8 万円ですよね、出店負担金。で

は、オータムフェストでなぜ 26 万円なのですか。 

福嶋委員長 藤谷主幹。 

藤谷主幹 オータムフェストは、基本的に札幌市が主催をしております。基本的に施設が

イメージが鶴岡市はテントで、札幌の場合は、衛生面等もかなり強化されておりましてプ

レハブ式です。それが共通単価でありまして、どうしても札幌は単価が高いという、これ

は一つの決めごとの単価表ができておりまして、鶴岡は逆に 2 日間開催の友好都市という

部分で、かなりの低位な価格で出店負担金をいただいているというのが内容です。 

福嶋委員長 東出委員。 

東出委員 鶴岡の場合は、我々議会もいろいろな形、学校も姉妹校の関係だとか、いろい

ろとあるのはわかります。しかし、木古内の名前をＰＲするためにと言えども、ある意味

では公金をこうやって使って商売に行っているのです。平たく言えば、私は、この辺であ

る意味で、もう少し見直すべき部分があるのではないかという気がするのです。決算では

ありませんから、費用対効果のことは言いませんけれども、この辺の部分についての考え

方は、毎年時出て来ているのです。ですから、それでいいでしょうというのではなく、や

はり木古内の名をＰＲするのであれば、いま、新幹線開業の部分でいまやっている部分も

ありますし、どうしても木古内の町の知名度が低いのだと、ですから何とか高めて行きた
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いと言いつつも、反面は営業でいているわけですよ。自分の、例えば木古内町でお菓子類

だとか、海産だとかそういう部分でしているのですから、まず、この辺について原課はこ

うあげてきているのですが、その予算査定の中でこの辺については副町長どうでしょうか。

もう、そろそろこの辺、検証してみる可能性は私はあると思うのですが、実態から行けば

実態は詳しくわかりませんが、やはり営業なのですよ。木古内の名前をＰＲと言えども、

そしてそれは、では売ったものが当町に入ってくれるわけではないのです。持っていた人

にみんな入ってしまうのです。ですから、やはりおかしいのではないですか。いくら木古

内の名前を売るからと言っても、そうやってくれる人に対しては失礼なものの言い方かも

しれませんけれども、実際公金を動かしてやっている結果がこういう結果だということで

あれば、私はどうも住民に説明しづらいです。どうですか。 

福嶋委員長 副町長。 

副町長 これは現実、いままで長い期間このような形でやって来たものですから、まずそ

ういう議員さんの話もそういう形で、私たちのほうにも聞こえていなかった部分もござい

ます。それと、よそのほうからそういう形で例えば批判的な言葉だとか、そういうものを

いただいた事がないものですから。まず、先ほど新井田課長が言いましたように、木古内

町のいろいろなＰＲをしていこうと、最終的にはいまの新幹線開業に向けてＰＲになりま

すし、そういう形の中で現在までやってきました。そういう意見をもらった中で、これか

らについてはちょっと協業して見たいなと。まず初めてのことなものですから、これから

の協議になると思います。よろしくお願いします。 

福嶋委員長 他にございませんか。 

 新井田委員。 

新井田委員 ちょっと的が得ていないかもしれませんが、ご了承願いたいと思います。 

 131 ページで、負担金補助及び交付金の部分で木古内咸臨丸まつりの補助金 160 万円で

すか、こういう形で計上されております。これに対してどうのこうのということはありま

せんけれども、関連があるかということで、ご承知のとおり「サラキ夢みる会」ここも咸

臨丸をベースとした形で活動されて、相当、全国的な形でやっています。木古内のそうい

う意味ではＰＲを兼ねて、そういう勢いも出て来たような状況になったと思います。聞い

ていますと、いろいろと人員的な部分では、行政のほうからいろいろご支援をいただいて

いるというお話も聞いているのですけれども、この辺でやはりどうなのでしょうか。いろ

いろな面で、例えば公園の整備の補助だとかそういう部分も考える必要があるのではない

かと思います。相当、会員の人数も多いと聞いておりますけれども、この辺でやはり人員

的な部分ではなくて、やはり、そういう町の一つの方針として、そういう補助制度も一つ

設けてもらいたいなという感じはしていますけれども、どうでしょうか。 

福嶋委員長 新井田課長。 

新井田課長 サラキ岬の開発につきましては、当初の経緯がございまして、当初、立ち上

げの時点で、民間の方々、力を結集して自分たちの力でということで立ち上げた経緯がご

ざいます。その後、土地の賃借ですとか開建等に様々な道路の関係ですとか、低い部分の

土盛りの関係ですとか、そういうことにつきましては町の要請を受けまして、協力して来

た経緯がございます。いまお尋ねに、あったように財政的な支援という事では、これまで

そういう夢みる会という組織から特に要請がなかったというような認識をしておりまして、
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先ほど申しましたように人為的なものについては支援をしている。そういうふうな理解の

もとで、進んできているという認識でございます。 

福嶋委員長 新井田委員。 

新井田委員 いま、新井田課長のほうからおっしゃった形で、私も、実はまた聞きですけ

れども聞いております。しかし、ここまで来るといろいろ町内においても、やはり経済効

果も含めて相当あるのではないかと思うのです。そういう意味では人員的な要請ももちろ

んだと思うのですけれども、今後、いまいまということではないのですけれども、今後や

はりそういう方向で検討していただければなということで、再度要請という形で終わりた

いと思います。 

福嶋委員長 平野委員。 

平野委員 先ほどの話に戻るのですけれども、手を上げそびれまして、小林副町長の発言

なのですけれども批判を初めて聞いたと。批判を初めて聞いたので、ちょっと改めて考え

てみるという言葉をいただいたのですけれども。前回の決算委員会の時も、僕、参加して

この部分について触れた部分があると思うのです。同じような話だったと思うのですけれ

ども。僕も商売をやらせてもらって行っているメンバーも知っていて、同業者なので非常

に言いづらい部分もあるのですけれども。行っている業者も年数も経っていますから、な

あなあになってると言いますか、担当課についても当たり前の行事になって業者さんにお

願いして、いつもどおりの物を売っているという部分なのですけれども。やはり東出委員

が言うように、札幌だけにつきまして 15 万円の車借り上げ料と 26 万円の負担金という大

きなお金が動いているわけですから。これで木古内の PR をしているというのであれば、

やはりその結果を報告ないし、今年度はこれだけお金をかけたお陰でこういう部分が生ま

れたよと。こういうＰＲができたという報告が 1 点でもあれば、またこのような意見も出

ないのかなと思いますので、今年度から常にそういうことを心がけて取り組んでいただけ

ればなと思います。要望でよろしいです。 

福嶋委員長 要望として聞いておきます。 

 他にございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長 ないようですので、産業経済課についてはこれで終わります。ご苦労様でし

た。次の病院が来るまで、暫時休憩をいたします。 

 

休憩 13:46 

再開 14:00 

 

（4）国保病院 

福嶋委員長  休憩を解き会議を再開いたします。病院事務長。 

地本病院事務長  －概要説明－（記載省略）（50:51～1:21:11） 

福嶋委員長  3 条予算、4 条予算両方とも説明が終わりました。質疑を受けます。 

 東出委員。 

東出委員 まず先に、3 点ほどお聞きしておきたいと思います。 

1 点目、事務長の説明の中で診療報酬の改定ということで話されたのですけれども。この
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辺ちょっとどのような改定になったのか、新聞を見ても僕はちょっとわかりませんので、

あまり詳しくなくていいですから。上がった、下がった程度でも良いです。その辺ちょっ

とよろしくお願いします。 

 それから 2 点目、先ほどの過疎債の 4,210 万円ソフト事業分だというふうにお伺いした

のですが、これはこういう財政的に厳しい病院でいながら、過疎債を行政に１回で返した

というふうに私はこう理解したのですけれども。その辺のいきさつは、どのような関係で

そういうことをしたのか、そして行政は何年かに分けてその過疎債を返して行くというよ

うなところまで説明があったのですが、その辺の部分について行政とどういう話し合いの

もとでそういう経過をたどったのかお伺いしておきます。 

 それから不採算病院に係わる、うちは 99 床なのですけれども、その 1 床当たりの補助金

1 床当たりの出る、いまいくらになっているのかという部分で、自分なりに計算したので

すけれども、下手な数字を言えば恥をかくので。ちょっとその辺教えていただきたいと。

その 3 点です。 

福嶋委員長 地本事務長。 

地本事務長 診療報酬の基本大枠で言いますと、医科分です、病院部分。改定率が、1.55

％でございます、プラスです。それで、逆に薬価の改定率があります、マイナスです。1.

38％。差し引きすると、0 コンマ何％というような形で、もうほとんどゼロに近いという

形です。項目的に細部に渡ると増減は結構あります。例えばの話ですけれども、一般的に

総合病院は、他科に受診した場合はそれぞれ再診療というものが、それぞれの単価でもら

います。外科は外科、内科は内科。今回は、総合病院でなくても、1 科目は再診料、2 科目

について、これは本人の希望、そんなに通院できないから多科に渡って内科にかかったら

整形にかかりたいとい言った場合については、その 34 点が、今回、新たにこれが加算され

た。2 科に渡った場合です。3 科目は関係ないです。あくまでも複数科に渡ったときに 1

回だけ算定できるという、患者本人の希望に伴って行った場合には、そういうような形で

これが変わったという。それから逆に透析が下がりました。若干下がりました。透析が下

がったのもあります。国の方針は、在宅に向けるという方針でございまして、この在宅の

訪問診療、往診が新たに新設をされました、夜間往診ですね。そこが、ありましたけれど

も、うちのほうは、多分あまり該当しないと思っております。これがだいたいの大枠でご

ざいまして、あと細部は上限はありますけれども。 

 過疎債については、不採算については平野主査よりご説明申し上げます。 

福嶋委員長 平野主査。 

平野主査 過疎債の件について、ご説明いたします。 

 過疎債については、平成 21 年度よりソフト事業ができまして、借り入れしているところ

であります。うちの病院事業の対象経費につきましては、出張外来の医師派遣に関する費

用、そして看護師奨学資金の費用並びに現在当直で東京から来ております玉井医師の交通

費、そして佐藤医師の報酬、健診の医師の委託料等について過疎債を適用して、一般会計

が借り入れしているというところです。実際、借金なので借りないほうが好ましいのでは

ないかというような考え方もあると思うのですけれども、ご承知のとおり過疎債につきま

しては、その 56（54）％が地財計画で地方交付税に算定されますので、実質 4,000 万円借

りたとしても、おおよそ返還する時は 2,000 万円でいいということで、借りるほうがメリ
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ットが生じるという事で、町の財政部局と協議した中で、平成 27 年度まで借りて行こうと

いうことになっております。それで、それの償還方法なのですけれども、病院事業に対す

る補助金なのですが、一般会計の財政状況を見た中では返還は厳しいので、「病院で返し

ましょう」というような話し合いになりまして、「病院がその全額を返還すると」いうこ

とで名目上は補助金なのですけれども、実質、病院が借り入れをして病院が返すようなシ

ステムになっております。借入期間については、通常の過疎債は 3 年据え置き、9 年償還

の 12 年ですが、今回は民間資金を活用しますので、財政融資の年数になりませんので、そ

れを短く借り入れすると、それで短く借り入れすることによって、利息の償還も少なくて

済むというようなメリットもありますので、多分 7 年で借り入れしていたかと思います。

それを本来、毎年町のほうで返していくのですが、ご承知のとおり病院事業は、いまのと

ころ資金のほうに余裕がありますので、「一度に返します」ということで町と協議しまし

て、町は一度 7 年分の償還分は町の歳入に入った段階で、病院では減債基金というのです

が、一般会計も起債に向ける基金に積みいれた中で積立て、その中から過疎債を償還して

いくというような手法をとってやることとしたということで、今年度 2 か年分の過疎債の

償還分を計上させていただいております。 

 あと、不採算地区の単価につきましては、資料の 43 ページの②番、こちらに不採算地区

の運営に要する経費ということで 7,597 万 2,000 円を計上させていただいております。こ

れを、病床数単価にしますと 76 万 7,000 円になるのですが、実質交付税で措置されている

単価は 123 万円です。ですので、特別交付税として 123 万の単価で入って来ているのです

けれども、実際病院事業としては不採算地区に割り振りする分は、76 万 7,000 円というこ

とでやっております。この繰り入れの数字の算出にあたっては、これは入ってくるものを

そのままそこに計上する手法もあるのですが、うちの病院については不採算地区という事

で、それに運営に要する費用としては赤字部門に補填するという事で､病院改革プランを算

定した際に、一般会計と協議してやっております。それで現在、赤字不採算部門というこ

とで、歯科そして訪問看護部門、医師の給与増こう費、ご承知のとおり北海道に勤務する

医師につきましては、他府県に比べて年間の給料が大幅に高いと。その分を決算統計の資

料に基づいて、不採算地区に要する費用ということで、算定して積み上げた数字が 7,597

万 2,000 円という数字になっております。ですから、国から来る地方交付税については、

一床あたり 123 万円ですけれども、病院事業で予算措置をしている分は 76 万 2,000 円と約

50 万円くらいの乖離が生じているところであります。 

福嶋委員長 東出委員。 

東出委員 診療報酬の部分については、そうしますと、基本的にはそんなに差異がないと

いうことで、そうすると、先ほどの病院の事務長の話の中では、これからいろいろと国の

政策の中でも在宅診療に振り向けていくということで、訪問診療、訪問診察そちらのほう

にウエイトを置くという説明であったのですが、そうしますと、その部分というのは今回

の予算の中で、どの部分でどのように反映されているのか。まず計数的なもので、そした

らお示しいただきたいとこのように思います。という事は、23 年度はこれだけの訪問診療

をやっていました。「24 年はこれくらいにしますよ。」というのがあると思うので、その

辺を一つ教えていただきたいと思います。 

 それから次の過疎債の部分、これはある意味では裏のほうで 4,200 万円あれしても、地
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方交付税でもって 56（54）％が跳ね返ってくるからこういう処置をしたと、そしてあまり

大きな声で言えませんが、病院に内部留保がありますし、行政のことを考えれば病院がひ

らたい言葉で言えば「肩代わり」と言ったら語弊がありますけれども、肩代わりですね。

そのように私は思うのですが、それで今後そういうような事で、もし交付税がらみのこと

で、まだまだやれる方法論はあるものなのかどうなのか、これからの過疎債、それから病

院事業債もあれしていましてね。では、病院事業債の部分についてはどのようになってい

くのかなと、お知らせ願いたいと思います。 

 それから不採算地区の関係で、実際これを割返すと、私、数字を言わなくて良かったの

ですが、100 何十万円になるなと思っていたのですが、そこで 76 万 7,000 円と 123 万円で

約 50 万円の乖離があると。50 万円の乖離の部分で、どうも主査が声が早くて聞き取れな

いのですが、その 50 万円が例えばどのような形で運用されていくのか。どこにどのように

もぐって行ってしまうのか、その辺がちょっとわかりませんので、その辺をちょっと含め

て、お願いします。 

福嶋委員長 地本事務長。 

地本事務長 診療報酬の改定が、予算書にどのように反映されているかということなので

すが、策定した時点ではほとんど概略が出て来ません。診療報酬の改定内容が、政府で方

向は出した。方向は出したけれども、細部に渡って出てくるのが、直近では 2 月の末に出

て来ます。細部に渡って、それでこの予算には反映されておりません。というふうにご理

解願いたいと思います。 

福嶋委員長 次に、平野主査。 

平野主査 まず一点目、交付税の件でありますけれども、当然病院事業債のほうについて

も交付税は措置されております。過疎債が 56（54）％、病院事業債について 22.5％という

事で、過疎債のほうが大きく交付税の措置がされておりますので、病院事業については、

その 2 分の 1 を過疎債が適用できるということですので、今後も過疎債を活用した中で医

療機器の整備を図って行きたいというふうに考えております。 

 それと、次の不採算地区の 50 万円の件なのですけれども、どこに消えたのかと言えば、

要は入ってきているお金をそのまま出す手法もあるのですが、うちのほうとしては、その

部門ごとに収支を積算した中で、足りないものを総務省の繰り出しルールに基づいて算定

していくということでやっております。ですから、交付税で入ってくるお金が決められて

いますから、それを上回らないというこという事が、現状の町とのルールになっておりま

すので、その中で、今回 1 番から 14 番までの繰り出しの項目がありますけれども、これの

順番を決めた中で、これはきちんとしたルールがある。例えば企業債償還利子に要する経

費というのは、総務省の繰り出し基準の中ではこの資料の 42 ページにも書かれております

けれども、「元金であれば平成 14 年度までの借り入れであれば 3 分の 2 を繰り出ししなさ

い。」「15 年度以降の借り入れについては、2 分の 1 を繰り出ししなさい」、ということ

に明確に決まっているものは、そのまま算出して行きます。それでどんどん積み重ねて行

った中で、最終的に調整する項目というのが東出委員さんが言われた不採算地区に要した

費用で、これは本当は積み上げますともう少し高くなるのですけれども、町とのルールの

中で交付税上は病院事業会計に出さないということが決まっておりますので、平成 24 年度

においては、他の項目はほぼ繰り出し基準に基づく不足分というような形で措置されてお
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りますけれども、不採算地区に要した費用については、若干足りないというような形で予

算計上になっております。ただ、あくまでも交付税措置ソフト額というルールがあります

ので、なかなかそこは満度に繰り出しは措置できないというのが実情でございます。 

福嶋委員長 竹田委員。 

竹田委員  27ページの入院収益のこの予算書をみて、前年比の中で 1日平均 65名という、

かなり、先程、冒頭、予算の説明の中で赤字予算の計上だという部分が、こういうところ

に要因としてあるのかなと、かなりシビアというか厳しい数字で見込んだのかなというふ

うに思います。先程の説明の中で、12 月から 2 月、あるいはこの 2 月の実態をみると 74

名の入院患者がいるということで、若干プラス要因として若干、今後、期待できるのかな

というふうに思っております。それプラス、やはり改定等も若干の上澄み要因になるのか

なと。このことについては、病院のそういう要因から病院の経営が向上することを期待し

たいと、このように思っております。 

 それと、33 ページの材料費ですけど、この薬品費の関係、昨年から見てもかなり薬品費

が減ったのかなと思います。昨年の場合は、1 か月間院内での調剤等もあって 8,000 万円

から 9,000 万円くらいだったかな、そのくらいの額であったものが、今回、若干 7,000 万

円くらいに予算計上落ちている。今後、だいたいこのくらいの数字で推移していくのかな

という気がしております。薬品費ですから、入院患者の増減によって増えたり上がったり

という部分があると思いますけど、その辺の見通し的にもし考えているのであれば、その

方向性を示して貰いたいと思います。 

 それから、36 ページの委託料の中で、給食業務の委託料が約 300 万円あまり前年比の中

で減っています。説明の中では、入院患者等の推移の中で委託料が減ったということなの

ですが、これは例えば委託契約の基準ですね。たとえば、マックスのベット数で見込んで

いるのか、実績見合いの数字で例えば委託を取り決めしているのかという部分、もし、入

院患者の増減によって変わるとすれば毎年この委託料が動いてくるのかなという気がしま

す。その部分についての説明をお願いしたいと思います。 

福嶋委員長 平野主査。 

平野主査   入院患者、まず、65 名で昨年より 5 名少ないというような形での予算編成に

つきましては、竹田委員さんの言われるとおり過大な見積もりをして、決算時において資

金計画等に大幅な狂いが生じないというようなことで、慎重に入院、外来患者数について

は算定したつもりであります。特に、医師については 2 名の新規採用の医師を見込んでお

りますので、単純に人件費だけで 1 名 2,500 万円から 2,700 万円とすれば、5,000 万円程

度の費用が生じますので、それに見合う分の収益もやはり確保しなければならないという

ことで、年末に予算編成をしたときにはだいたい 60 名くらいの入院患者数だったものです

から、それのプラス 5 名という形で予算編成をさせていただいております。先程、事務長

が説明したとおり、2 月については 74 名、現在 80 名というような患者を確保しておりま

すので、このまま函館市内の医療機関と連携等をした中で患者の確保ができれば、予算で

見込んだ単年度不足というのは、最悪の決算になるのかなというふうに見ているところで

あります。 

 2 点目の材料費であります。昨年の材料費については、子宮頸がんワクチンが新しく国

保病院でもやれるということで、これのワクチンを昨年は 72 名、対象になるかたがいらっ
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しゃるということで 272 万 1,000 を措置しております。ただ、実際 23 年度でうちの病院で

ワクチン接種されたかたが、10 分に 1 程度しかいなかったということで、ここが 240 万円

と言うことで減っております。また、単価についてもジェネリックの使用等を高めていく

と。また、薬品の見積もり合わせの徹底等によって、入院であれば一人当たり 220 円程度、

そして外来で 60 円程度の材料費が 23 年度では少なくなっているというようなことも踏ま

え、これの数値をもとに算定したところ、前年比 1,700 万円程度の薬品費は圧縮になった

と言うところであります。 

 また、診療材料費についても手術件数も少なかったというようなこともあり、それに合

わせて、当然単価も下がっておりますので、予算計上においては少ない額なのですけれど

も、先程言われたとおり、今後手術件数等が増えた場合については、材料費等の追加補正

等もお願いするケースも出てくるのかなというふうに見ております。 

 3 点目の給食費であります。給食費の算定にあたっては、まず、委託料のほうについて

は、1 食あたりいくらということで委託契約を締結しておりますので、当然、入院患者が 6

5 名であれば、費用のほうも 65 名の委託料で算定しますので、前年が 70 名ですから 1 日

あたり 5 名減っておりますので、委託料も当然 5 名分積算して少なくなるということで、

単純に減っているだけであります。ですから、入院患者が減れば、当然、委託料も給食に

ついては減る。増えれば増えるというように連動する形での予算編成になっております。 

福嶋委員長 他にございませんか。竹田委員。 

竹田委員 いまの答弁で理解できましたので、もう 1 点だけ確認したいと思います。事務

長、いまの社協が入っている施設、あそこに訪問看護ステーション、その部分は病院とす

ればあそこは使わないという捉え方をしていいのかどうなのか。今後、午前中のいろいろ

な保健福祉の議論の中で、在宅、あそこの建物の部屋を、ただ、いま現在休止していると

いう状況ですから、そこを今後使わないのであれば、有効に総務課長も午前中に話してお

りまして、その議論をしたのですが有効に、ただ、いろいろな補助での規制もありますか

ら、簡単に空いているから病院が使わないから、簡単に他の用途に転用できるかどうかと

いうのは確認をした上で有効活用を図りたいというようなことだったのですから、病院と

してステーションの活用をしないのであれば、しないというような方向を出していただい

たほうが、これからのいろいろな詰めの中ではいいのかなと思います。病院の考えを教え

てください。 

福嶋委員長 地本事務長。 

地本事務長  訪問看護ステーションが休止をしたのは平成 20 年の 10 月からと記憶してお

りますけれども、この背景には、当時やはり看護師不足がありまして、本院を、病院本体

をきちんと 10 対 1 を含めて守るという、それを引き上げるということでございました。 

休止したのは、当時、いまの竹田議員が一番知っているかというふうに思いますけれども。

国庫補助金の問題がありますから、これを休止にしておいて返還を考える。もう一つは、

在宅という形の中で国の政策が動いている中で、これは訪問看護ステーションというのは、

うちである訪問看護、病院でやっている訪問看護と若干違うのです、運用、基準も含めて。

したがって、今後の動向を見て、これからの保健・医療・福祉の当町の柱である振興計画

の柱である、ここに向けて訪問看護ステーションがどの位置づけをされていくのかどうか。

ここを、きちんと見ていって、安易にどこかに転用とかいうようにいまは考えておりませ
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ん、ということでご理解願います。 

福嶋委員長 東出委員。 

東出委員 では、総婦長さんにお伺いしたいと思います。 

 先程出ましたけれども、いま、うちは 10 対 1 の体制で入院患者を診ているのですけれど

も、今回入院患者を 1 日当たり 65 名という数字に設定されたのですけれども、いまいる看

護婦さんの中で医療職 3 は 51 名ですよね。その他に臨時もいるのかなと思うのですけれど

も、現状、この 65 名の入院に対しての医療職 3 の人の人数は 51 名でいいものなのか、ま

だ、不足しているのか。できればその辺どのようにしたいのか、足りなければどのような

形で補充するのかという部分で、考えがあればまずお聞かせしていただきたいと思います。 

福嶋委員長 総師長。 

総師長 10 対 1 をやるに当たっての看護師の数としましては、いま病棟が 2 つあるのです

けれども、各病棟、22 人と 23 人の正規職員を、臨時職員も入って、看護師、准看護師併

せて 22 人と 23 人配属していますが、その中には育休のものも頭数に入っていますし、こ

れから産休に入る職員もいますし、それから 50 半ばにして、やはり体調を壊し始めるちょ

うど年代にさしかかっているナースも 2人ほどおりまして、「2～3日働いて見たけれども、

やはり体調悪いのできょうの夜勤はできません。」というかたもこの 22 人と 23 人の中に

入っていますので、なかなか「安定した形で看護を提供できる人数か」と言われると、そ

うとも言えない。それで、休みの人に急遽出てきて貰って、その日夜勤をしてもらうとい

うような現場対応をしていますので、安定した看護を提供するという意味では、いまの 22

人、23 人が十分夜勤もできて、週休だとか年休だとかは、十分休み時間は取れているので

すが、体調の悪いときに十分休める形だとか、実際育休の人もいまその人数に入っていて、

育休のものも、もう少し、本当は 3 年取れますから、取りたくても人数が足りないので、

「まず出てきてください。」というふうにはお願いして出てきて貰うのですが、そういう

こともあり 22 人と、23 人という数では、私はちょっと不足だなというふうに思っており

まして、できればどちらの病棟も 24 人ぐらいずつ配属したいなと思っています。 

福嶋委員長 東出委員。 

東出委員 なぜ、いまここを聞いたかというと、最終的には事務長、町長の執行方針に出

ている全部適用の導入ということに、最後はそこに持って行くつもりでいるのですが、や

はり、いま現場の声とすれば、これは事務長も、当然、婦長さん、聞いていると思うし、

なんとか解消しないことには、結局、それはただ人数が足りないということによって、患

者さんに対しての何んと言いますか完全なる看護ができていないだろうと。ということは

ある意味では、そっちからもナースコール押される、あっちからもナースコール押される、

看護師さんがてんやわんやになっている気がするの。ある意味では今度、認知のかかった

人だったら、用はなくても押す人はいるかもしれないし、院内での私は事故を心配するの

です。これは、収益がどうのこうの問題ではなくて、入院患者及び外来患者にも病院のイ

メージとして、それでなくても良いイメージで言われていないわけですから、まして、人

がいなくて院内で事故が起きたら踏んだり蹴ったりなのですよ、病院も。ですから、この

辺については、町長も執行方針なりでいいこと、医師の確保をするとか、医療技術者の確

保なんて言っているが、生ぬるいものではないと思います。やはり、こう患者がいるうち

は 1 日も早く、その人達を探してこなければならないし、それが仕事だと思うのです。た
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だ、いま予算だからと係数に追われた我々審議だけではなくて、きちんと審議しなければ

ならないと思って婦長さんにそうやって聞いたのです。現実、こういう問題でしょう。婦

長さんにすると、東、西、24 人張り付けたいのです。現状、22 人か 23 人なのですけれど

も、産休の人もいればこれから産休に入りたい人もいるし、体調を壊した人もいると。そ

うすると、これは何人で回しているのですか。こういう現状の中で私は数字だけの問題で

はないし、本当にこれを全部適用に持っていったから、現場がこうじゃない。事務長その

辺、医療職の技術者の関係どうなっていますか。看護師さん。 

福嶋委員長 地本病院事務長。 

地本病院事務長 どうなっていると具体的に言って貰っても困るのですけど、2 つありま

して、運営する側と先程東出委員が言ったように、医療事故を含めてケアをいっそう高め

るという、ここは運営のほうです。もう一方で運営と、経営と分かれます。運営だけをし

て経営が悪化したらとんでもない。逆に言うと、職員の首を切らなければならないという

事態も生じる。ここのバランスの中でやるとしますね、当然ながら。そのバランスの中で、

やったとする導入が 10 対 1 だったのです。収入を上げるという 10 対 1、その 10 対 1 の基

準というのは、いまの中で言うと、いまの看護師数からすると 70 名から 71 名でだいたい

基準内に収まっている。先程言ったように育児休業、産休、病休等を考えたときに、いざ

という対応はなかなかすぐに事務屋と違ってすぐ補充できないものですから、そういった

意味では、ある程度の余裕を持った運営、当然ながら必要だと思っています。 

 したがいまして、その辺はそういうことを踏まえて、24 名が現場としては、とくに東と

いうのは、認知あるいは標準的に重いかたがおりますから、かなり西と東で違いますから、

現場としてはおそらくそういう意向は承知はしております。そして、退職者も出ますし、

新たに新規採用も含めて、4 月から 1 人来ますけれども、まだまだ、募集はかけている状

態でございまして、人工透析の数が上がってくればどうしても看護師を配置しなければな

らないという問題があります。もう一方で国が進めている在宅となると、訪問看護も当然

ながらそのように頭では考えています。 

 したがって、そういうことを考えて常に募集をしていこうという形で、いまは看護師の

募集をしていますけれども、もう一方で総師長の知り合いを含めて過去に何人かいました

けれども、そういうことを含めてあらゆる手では確保するようにいま努力している最中で

す。 

福嶋委員長 東出委員。 

東出委員 これ以上深追いしない。ただ、やはり 10 対 1 を守っていくのは大丈夫だという

言い方ですが、やはり、俺も言うだけじゃなくて、俺もそういう人がいたらなんとか声を

掛けて国保病院という思いもあるのです。ただ、現場は大変な目に遭っているのだなとい

うことは婦長の話で聞いたので、やはりこの辺あれですよ。1 人でも 1 日でも早く募集を

かけて、これこそあれではないですか。防災無線使っても何してでも、ただ、いつ診療日

がありますとか、それも必要かもしれませんし、こういう募集、いまの時期とにかく臨時

職員の募集をかけているでしょう。そういう時に正職員の看護師さんについても、何人か

人数を決めて、3 人なら 3 人とか、2 人なら 2 人と言って、そういうものも活用すべきだと

思うのですがどうでしょうか。 

福嶋委員長 地本事務長。 



 28 

地本事務長 潜在看護師さんが町内にどれだけいるかという話も一方であります、防災無

線もかけてです。ほとんどが、小さな町ですから看護師さん同志のネットワークあります

から、「ここにこういう人がいますよ、ああいう人がいますよ」と言った場合に必ず声を

掛けます。そういう形でやっております。じたがって、防災無線で募集広告をした際には、

総務課の防災無線で職員の採用では流して貰っていますけれども、常時それはやっていま

せん。いまは一番効果的なのは職安に登録して、ハローワークですか、それが一番効果的

です。なぜかと言うと、おそらく経済的な状況かと思いますけれども、公務員思考のかた

が多少多いと。これは看護師養成学校においてもそういう意向は言われています。やはり

公務員思考が多いと言うことです。その辺で、立地的に含めて函館市に近い物ですからそ

ういう意味では、そういった期待感をしてハローワーク含めて登録をしているところでご

ざいます。 

福嶋委員長 竹田委員。 

竹田委員 新しくなった病院のメインは、僕はやはり人工透析だというふうに思うのです。

それと、今年度の予算の中でも人工透析の機器を 5 台導入する。これは、患者の動向を見

ながら導入を図るという部分もありますけど、ただ、前段の賃金の計上の中で、昨年まで

人工透析担当の臨時職員 1 名のやつをもう 1 名臨時さんを増やすと。「助手的な部分でい

いのだと」いうニュアンスで捉えたのですが、やはり、そこはそうでなく、やはり正看さ

ん、きちんとした人工透析専門というか専門の看護師さんを配置をして、こういう体制を

していると。機器についてもこういう台数を増やしていくのだという、やはりそういう姿

勢を見せるべきではないかという気がします。本当に事務的なサポートというか、助手で

いいのか、できれば正看護師の資格ある人のほうがいいのか、ちょっとその辺、臨時さん

の賃金計上の中ではよく理解できなかったものですから、やはり病院のこれからの人工透

析に対する姿勢を含めて、やはり本当に臨時さんで、経営上からすれば臨時さんのほうが

人件費が安くすむからいいのですが、病院のやはり顔、「木古内の病院と言ったら人工透

析」と言われるくらいになって欲しい。そういうことに資格のある看護師さんを採用すべ

きだなという気はするのですが、その辺我々受け止めているほうの違いがもしあるとすれ

ば、お答え願いたいと思います。 

福嶋委員長 地本病院事務長。 

地本病院事務長 看護師の配置の問題で、10 対 1 をベースとして将来的には訪問看護とい

う事でいろいろ話をしました。それで、その中の一つとして透析の看護師が配置、当然な

がら必要だというふうに思っております。これだけ絶対数が少ない看護師を確保するため

には、どこを優先的にするかということになると、やはり基本的には病棟なのです。竹田

委員は「人工透析がいい」という、お話をしましたけれども、やはり病棟を中心に 10 対 1

を確保していくという。24 時間の医療きちんと守っていくという、当然ながらございます。

その中で、では人工透析の患者が増えて来た時に、どういう対応、機械は予算措置をすれ

ばこれは可能でございますけれども、看護師以外の業務というのが非常に多くございまし

て、それは、監視、認知のかたもいますから、監視をしている。あるいは、終わったあと

に付き添いを含めて、帰るまで送迎バスに乗せるまでの間、ここはある意味では、専門職

ではなくても看護師でなくても、助手でも対応できる業務があるということで、看護師が

重点的に補充されればいいのですが、でなければこういう対策を打つと、そういう対策を
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打ちながら、機械を導入して透析の患者の受け入れを図っていくということで、今回、予

算措置をいたしました。以上です。 

福嶋委員長   他にございませんか。笠井委員。 

笠井委員 私も 15 日入院したのですが、例えば、いまの看護師さん、俺は、いま冬だから

それだけの入院患者いるけれども、いま、4 月、5 月になったら入院患者何人になりますか。

何人もいますよ。いま入院している人でも、「けがをしてどうだこうだ、雪解けるまで病

院においてもらう」とか、そういう患者がいるから、いまのスタッフで看護師なんかでも、

それで頑張ってもらいたいです。答弁はいいです。どこでそんなに人増やしてどうするの

ですか。 

福嶋委員長 地本事務長。 

地本事務長 運営するためには、基本的な部分でマンパワー確保していかないと、マンパ

ワー直々で増やすと、とうていながら無理な話で、それからもう一つ、10 対 1 というのは

過去のきちんと見られてきました、直近の患者数ではなくて、3 か月を見て 10 対 1 のため

の基準が看護師がいるかというのを見られます。この時期はいるから、減らすとかこの時

期は多いから、なかなか難しい問題です。笠井委員さんの経営を考えると、「収益が減る

から、その分減らすと言ったら人件費だろう」と。それも一方では、すごく理解しますけ

れども。運営する以上、かなりそれは支障が来ます。あくまでも 70 人以上を目指して頑張

りたいと思います。 

福嶋委員長 他にございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長 ないようですので、以上で病院終わります。 

 暫時休憩をいたします。 

 

休憩 15:14 

再開 15:20 

 

閉 会   15:20  終了 

 

説明員  小林副町長、大野総務課長 

     中島保健福祉課長、竹田主査、高村主査、高橋主査、吉田（宏）主査 

中山主任、新井田産業経済課長、藤谷主幹、西嶋主査、東主査、木本（こ）主任

羽澤（真）主任、大山主事、吉田（匠）主事、地本病院事務長、土佐総看護師長

平野（弘）主査、東出主査、尾坂主任 

傍聴者  小野寺好秋、吉田忠義 

報 道 なし 

                    平成 24 年度予算等審査特別委員会 

                                         委員長  福 嶋 克 彦 


