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平成２５年 今金町総務厚生常任委員会 
 
平成２５年９月１２日（木） 
 
○議事日程 
  １ 委員長あいさつ 
  ２ 町長あいさつ 
  ３ 定例会提案案件の説明 

４ 各課説明事項について 
１）総務財政課 
２）まちづくり推進課 
３）税務住民課 
４）保健福祉課 
５）介護老人保健施設 
６）国保病院 

  ５ 平成２５年 所管事務調査について 
  ６ その他 
 
○出席委員（５名） 
委員長６番 上 村 義 雄 君   副委員長 ４番 加 藤 三 明 君 

 ５番 芳 賀 芳 夫 君        ８番 日 置 紳 一 君 
１０番 山 本   豊 君       （議長 徳 田 栄 邦 君） 

 
○欠席委員（０名） 
 
 
○出席説明員 
    町       長      外 崎 秀 人 君 

    副   町   長      清 水   寛 君 

    総務財政課長         北 見 伸 夫 君 

兼選管書記長 

総務財政課長補佐       岸   貴 之 君 

総務財政課主幹        立 島   剛 君 

    まちづくり推進課長      山 田   薫 君 

    まちづくり推進課長補佐    松 村 康 弘 君 

    まちづくり推進課主幹     遠 藤 盛 人 君 

    今金消防署長         山 口 昭 則 君 

    今金消防署次長        佐々木 裕 市 君 
    会計管理者          伊 藤 恵津子 君 

    税務住民課長         西   勝 明 君 

    税務住民課主幹        中 里 英 明 君 

    税務住民課主幹        伊 藤 靖 徳 君 

    保健福祉課長         小 林 洋 伸 君 

    保健福祉課長補佐       諸 戸 康 浩 君 

    保健福祉課主幹        川 崎 妙 子 君 
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    保健福祉課主幹        山 田   薫 君 
    介護老人保健施設事務長    太田越 宜 晴 君 

    国保病院事務長        杉 山 輝 希 君 

    国保病院主幹         山 田 哲 也 君 

 

 
 
○出席事務局職員 
    議会事務局長         柏 田 泰 明 君 
    議会事務局係長        中 川 真 希 君 
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                           開議 午後１３時２７分 
◎委員長あいさつ 

○委員長（上村義雄君） 皆さんこんにちは。全国的にはゲリラ豪雨とか、また竜巻

等のある中で、当今金は大きな被害もなく順調な収穫の秋を迎えてきているところ

でございます。 
  きょうは忙しい中、総務厚生常任委員会に出席いただきまして、大変ありがとう

ございます。 
 

◎町長あいさつ 
○委員長（上村義雄君） 町長が出席されておりますので、会議に先立ちあいさつを

お願いいたします。 
  町長、外崎君。 
○町長（外崎秀人君） こんにちは。第３回の定例会に際しまして、総務厚生常任員

会のあいさつをさせていただきます。 
様々な内容につきましては、行政報告のほうで一応述べさせていただいていると

ころでありますけれども、そのように数日前でありますけれども、２０２０年の東

京オリンピックの開催決定という、非常に景気高揚を期待できるビックニュースが

入ったわけであります。 
そういいながらもですね、この７月から９月の景況感というのは、北海道新聞に

もきょうも出ておりましたけれども、非常に最高の数値を示しているという情報が

入っておりますが、全国的な調査の、内閣府の調査においての街角調査とあるので

すけれども、街角調査の中では決して良くない。また、悪化してきているという状

況がある。 
これは何かといいましたら、あまりにも景気良くなっている状況の中で、ガソリ

ンだとか或いは今言ったような公共事業がどんどん高まるという期待できる一方

で、消費税の問題とかっていう心配事があって、少しくは街角調査の中ではまた落

ち込んでいるという情報があるということでありますから、非常に何がどうなって

いるんだということでは、一概に物を申せる社会情勢ではありませんけれども、そ

の辺の動きなんかもきちんと捉えながら、町政運営をしていかなければならないと

思っているところであります。 
今委員長からお話がありましたが、この夏の気象について、気象庁のほうではい

ろんな会議等設定をし、最終的には異常気象という、いわば認定をしたという状況

にあるわけでありますけれども、今金に対する被害はありました。いろいろと新聞

紙上で騒がれているような大きな被害ではないわけでありますけれども、一応被害

があったということを含めて、後ほど所管のほうからその状況について報告をさせ

ていただきたいと思います。 
あと２４年度の各会計決算につきましては、監査委員さんの審査をいただきまし

たことから、決算認定のご審議をこの議会でお願い申し上げたいと思っているとこ

ろであります。 
平成２２年の７月９日でありますけれども、函館地方裁判所へ訴状を提起されま

した住民訴訟につきましては、高裁、最高裁と上告も出ましたが、１件は上告棄却。

２件目は上告審として受理しないということで、このたび決定をされたところであ

ります。 
さて、そういいながらも、先ほど言った国の様々な情勢でありますが、私どもの

情勢加味せずにですね、国は様々な動きを今しているわけであります。読み取れな
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い状況にあります。医療福祉の関係を見てもですね、今厚生省含めて、これは国民

会議の中で方針を出しているわけでありますけれども、それを受けて国のほうは方

針付けをするわけでありますが、一つ懸念されるのが、介護保険の中で要支援１・

２。この部分については国で面倒を見ない、という状況に今あるわけであります。

当然自治体にということになるわけでありますけれども、自治体に負担をかけない

ようにという話は今議論をされている部分がありますけれども、なかなかその辺が

まだ見えない状況。これについては非常に心配される要素があるわけであります。

とりわけ、団塊世代が７５歳となる２５年度には、総事業費が非常に膨らんで、全

国の平均、今介護保険約５，０００円なんですけれども、これも約８，２００円く

らいになる、ということから国がそこに手を付けなきゃいけないということがベー

スにあるわけでありますから、直接介護保険の保険料につきましては、町村で設定

をしている状況もありますので、その辺の状況を見極めながら対応してまいりたい

と考えているところであります。 
併せて、またこれも厚生省のほうでありますけれども、７０歳から７４歳の患者

の窓口負担を１割から２割に。今特例があるわけでありますけれども、それを廃止

するという方向を固めたという情報があるわけであります。このことによって、７

５歳以上は１割、７４歳までですか、そこにつきましては７０歳から７４歳までは

２割。６９歳以下については３割、という形の方向になるのかなということでは、

またこれも非常に負担増が増す状況にあるわけでありますから、この辺についても

しっかりと情報を捉えながら早い対応をしてまいりたいと考えているところであ

ります。 
今申しました医療の関係につきましては、国保病院のほうについては、とにかく

看護師不足が非常に深刻な状況にあるわけでありまして、看護配置基準あるいは病

床数の維持にも大きな影響が出ることから、期間契約雇用含めてですね、看護師の

確保に努めているわけでありまして、早い段階で手を打ちながら、状況を打開して

まいりたいと考えているところであります。 
その他、提案事項様々あるわけでありますけれども、所管のほうから提案の説明

をさせていただきたいと思いますので、ご審議どうぞ宜しくお願いいたします。 
○委員長（上村義雄君）ありがとうございました。きょう、暑いので上着を脱いでい

ただきたいと思います。 
○町長（外崎秀人君） 委員長、ちょっと一つ良い話を。もう一つよろしいですか。 
○委員長（上村義雄君） はい、どうぞ。 

町長、外崎君。 
○町長（外崎秀人君） すみません。きょうですね、実は初出荷がありました。 
  ２名の、神丘の吉本さんと村上議員さんのところであります。吉本さんのほうは

「ななつぼし」８トン出荷していただきまして、村上さんのほうは「ゆめぴりか」

５トン。数値でありますけれども、ななつぼしにつきましてはタンパク６．８と、

非常に良い数字が出ていました。ゆめぴりかにつきましては、基準値が７．４であ

るわけでありますけれども、それを下回る７．２という数字ですから、共に良い数

字が出ているのかなと。 
ちょっと懸念したのは、時期的にどうなのでしょうか、天気があまり良くないの

で少しく青くて心配だった、という話もされておりましたけれども、良い数字が出

ておりますので、これからも大きく期待ができるのではないかなと思っています。 
ただ、どう考えても去年よりも天気が決して良いわけではありませんから、収量
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そのものについては去年並みということにはなかなかいかないのかな、という状況

に私なりに感じているところでございます。 
 

◎開会の宣言 
○委員長（上村義雄君） ありがとうございました。 

ただいまの出席委員は５名で定足数に達しておりますので、総務厚生常任委員会

を開会いたします。 
 

◎定例会提案案件の説明 
○委員長（上村義雄君） ９月定例会に提案予定の案件について、副町長より説明を

お願いします。 
副町長、清水君。 

○副町長（清水 寛君） こんにちは。 
  ９月の定例会に提案を予定しております事案につきましては、１８件であります。 

その内訳につきましては、同意案件が１件、条例の一部改正が３件、地方自治法

の規定により議決をお願いするものが１件、今年度の補正予算が５件、平成２４年

度の決算認定をお願いするものが８件ということで、以上１８件となっております。 
それでは、順次説明をいたします。 
同意第１号では、今金町の固定資産評価審査委員会の委員の選任についてであり

ます。本年１０月１６日をもって任期満了となります、固定資産評価審査委員、上

野義則委員でありますけれども、この後任の選任について、選任をお願いするもの

であります。 
議案第１号につきましては、今金町税条例の一部を改正する条例制定について、

議案第２号では、今金町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定についてで

ありますが、これら２件の議案につきましては、提案の趣旨が似通っておりますの

で一括とさせていただきます。地方自治法施行令の一部を改正する政令および地方

税法施行規則の一部を改正する省令が平成２５年６月１２日にそれぞれ公布され

たことに伴い、それぞれの条例の一部改正をしようとするものであります。 
議案第３号では、今金町の督促手数料及び延滞金徴収条例等の一部を改正する条

例制定についてであります。平成２５年３月３０日に公布されました、地方税法の

一部を改正する法律により、延滞金の割合にかかわる特例の見直しが行われたこと

に伴いまして、税の延滞金の額と均衡を失しないように処置するため、関係する五

つの条例改正を一括提案しようとするものであります。関係する条例につきまして

は、督促手数料及び延滞金徴収条例、道路占用料条例、水洗便所等改造資金貸付条

例、介護保険条例、後期高齢者医療に関する条例の五つであります。 
次に議案第４号では、北海道後期高齢者医療広域連合規約の変更についてであり

ます。住民基本台帳簿の一部改正に伴いまして、広域連合に対し、構成市町村が負

担する共通経費の人口割にかかる規定を改める必要が生じたことから、地方自治法

の規定に基づきまして、議会の議決をお願いしようとするものであります。 
以下、議案の第５号から第８号までにつきましては、本年度の一般会計他特別会

計の補正予算でございます。 
それと、承認第１号から第８号につきましては、決算の認定をお願いするもので

ありますが、これにつきましては省略をさせていただきます。 
以上であります。どうぞ宜しくお願いをいたします。 

○委員長（上村義雄君） 説明が終わりました。 
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ただ今の説明に対し、質疑があればお受けいたします。ありませんか。 
（「なし」の声あり） 

○委員長（上村義雄君） ないようですので、次に進みます。 
 

◎各課説明事項について 
○委員長（上村義雄君） これより各課説明事項についてを議題といたします。 

はじめに総務財政課より説明をお願いします。 
副町長、清水君。 

○副町長（清水 寛君） 所管の説明に入る前に、前段でお願いがございます。 
この後、両常任委員会の中で合同委員会の開催をお願いしようとしているもので

ありますが、議案第１号の町税条例の一部改正、議案第２号の国保税条例の一部改

正、以下議案第３号の督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正、これらにつきま

しては、税の関係でかなりいろいろと複雑多岐な部分もございますので、全議員に

ご説明を申し上げたいという思いを持っておりますので、是非合同委員会の中で説

明をさせていただきたいと思っております。 
そのようなことから、本常任委員会の中において、総務財政課それと保健福祉課、

それと税務住民課。その３課のほうからもそれぞれ説明資料が付いておりますけれ

ども、本席においては説明を省略させていただきたいと思っておりますので、ご配

慮を宜しくお願いいたします。 
○委員長（上村義雄君） 副町長のほうからお話があった通り、合同委員会でこの部

分を説明するということでございます。総務厚生のほうでは省略するということで

了解したいと思います。宜しくお願いします。 
  では、はじめに総務財政課長、北見君。 
○総務財政課長（北見伸夫君） （総務財政課長説明、記載省略） 
総務財政課長補佐、岸君。 
○総務財政課長補佐（岸 貴之君） （総務財政課長補佐朗読説明、記載省略） 
○委員長（上村義雄君） 説明が終わりました。ただ今の説明に対し、質疑があれば

お受けいたします。 
  芳賀委員。 
○５番（芳賀芳夫君） ４ページの財産管理の関係でありますが、土地改良区の補修

費ということでありますけれども、合併組織ということなんですが、これらの対応

については今金町だけの負担行為で成されようとするのか、もしくは他町からのあ

る程度の支援ということも視野にあるのか、ちょっとお聞かせいただきたいと思い

ます。 
○委員長（上村義雄君） 総務財政課長、北見君。 
○総務財政課長（北見伸夫君） 今議員おっしゃる通り、隣町の今組合員もいるとい

うことですが、この建物につきましては、町の建物でございまして、賃貸契約を結

んで貸しているものでございます。平成１９年４月１日から月額３万５，０００円

の家賃をいただいているという物件でございます。 
そういう中で、建物も相当古くなってございまして、屋根が相当傷んでございま

す。それでこの機会に壁も一緒に。壁も相当傷んでいる状況にありますので、この

際一緒に経費削減を考えて、一緒に修繕を行ない末永く利用していただくことを前

提に、修繕をかけようとするものでございますのでご理解をお願いいたします。 
  もう一点付け加えさせていただきますと、建物の屋根とか外側につきましては、

町が責任をもって。契約の細かい部分になりますと、屋根だとか外壁は町が責任を
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もって直しますと。あと中の修繕につきましては、改良区が責任をもってやるとい

う内容になってございますので、その点でご理解をお願いいたします。 
○委員長（上村義雄君） 芳賀さんいいですか。 
  日置委員。 
○８番（日置紳一君） ５ページの小学校費の減のところの、小学校数の減というの

は、これ生徒数の減ですよね。 
○委員長（上村義雄君） 総務財政課長補佐、岸君。 
○総務財政課長補佐（岸 貴之君） はい。ここで小学校費の減につきましては、小

学校数、美利河小学校が廃止になったということでの、学校の数の減が原因となっ

ております。以上でございます。 
○委員長（上村義雄君） 他にありませんか。 
  山本委員。 
○１０番（山本 豊君） 一般管理費の中で、退手組合の追加費用の１６名分という

んですが、この１６名出た原因と。 
  それから、一般的には途中予算で出る数字かと思うんですが、そこら辺の理由に

ついて、お知らせを願えればと思うんですが。 
○委員長（上村義雄君） 総務財政課長、北見君。 
○総務財政課長（北見伸夫君） 退職手当組合追加費用負担金２，５８２万円の関係

だと思います。退職手当につきましては、国家公務員退職手当法に準じまして、北

海道市町村職員退職手当組合を組織し、この中に今金町も参加してございます。 
通常ですと毎月の給料額に、条例で定める負担率を乗じて得た額を毎月納付して

ございます。この負担率につきましては、特別職が１，０００分の３２０。一般職

が１，０００分の２３０という率で、現在は納付してございます。 
この３年毎に、退職人数等に応じまして精算されることになりますが、この平成

２２年から２４年の状況を申しますと、平成２２年に５名が退職、平成２３年に７

名が退職、平成２４年に４名が退職、合計１６名ということになりますが、この中

で勧奨退職が２名、定年退職が８名、死亡退職が３名、自己都合が３名という内訳

になります。 
通常、自己都合退職の方が多いと、逆に精算で追加でなくて、逆に還付を受ける

という状況が発生します。何故こういうことになるかといいますと、定年・勧奨に

つきましては、退職率で優遇されるということになります。その優遇というのは、

定年・勧奨では３５年で３５カ月。最高が今５７カ月になっておりまして、定年・

勧奨につきましては３５年で最高月となります。自己都合ですと、４５年で５７カ

月ということになりますので、定年・勧奨の多いときには、逆に通常月額で負担し

ている分では足りないということが生じます。自己都合退職が多い年になりますと、

逆に還付が発生すると。この中で今申しました通り、勧奨退職、定年退職、死亡に

つきましても若干上積みがございますので、そういう点では追加の精算が発生した

ということになります。 
平成２５年のもの、今現在５７カ月が最高ですけれども、国家公務員の退職手当

の削減にあわせまして、北海道退手のほうも削減が成されまして、平成２５年４月

１日から２６年３月３１日までの退職は５５．８６カ月。平成２６年４月から２７

年３月３１日は５２．４４カ月。平成２７年４月１日以降は、４９．５９カ月と、

年々率が下がってまいります。そういうことを考えますと、今後の３年間について

は、定年退職等が多ければ別ですけれども、普通の状態では還付が発生するような
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状況になるのではないかなと思っております。以上でご終わります。 
（何ごとか言う声あり） 

○総務財政課長（北見伸夫君） 精算の金額が来るのが６月でございましたので、年

度の途中、当初では確定しておりませんでしたので、このような時期の補正という

ことになりましたのでご理解をお願いいたします。 
○委員長（上村義雄君） 山本委員。 
○１０番（山本 豊君） ３年間分のトータルで来るということで聞いたのですが、

しかも６月で今回の補正、いわゆる間に合わなかったから今回補正に載せるという

ことだいうふうに理解をするのですが、一般的に還付を受ける場合は遅くても構わ

ないんですよ。ところが現実には、追加の場合というのはやっぱり早めにしなけれ

ば。ちょっと不思議なのは、６月に間に合わないということは今までにありました

か。 
○委員長（上村義雄君） 総務財政課長、北見君。 
○総務財政課長（北見伸夫君） ちなみに３年前も９月の補正で対応してございます。

３年前はもっと人数が多くて、６，２０８万６千円、２２名分ということでござい

ました。 
○委員長（上村義雄君） 山本委員。 
○１０番（山本 豊君） 何故こんなことを聞いたかというと、うちの町のいわゆる

職員の定数といったら、定数は決まっていますが順次の今、現在数というのは少な

くなっていく傾向にあるというふうに思うんですね。その中でいわゆる追加になっ

ていたというのは、例えば自己でありますとか先ほど言ったようなことで出るので

すが。類似町村のことになるとちょっと変な話なのですが、いろんなことでそうい

う傾向にあるというのは、その職場におけるいろんな状況というんでしょうか。ち

ょっと言葉で正確に表すことはちょっと不可能ですから推測で聞いて下さい。そう

いうことが、こういう追加という形で出るということは、過日のある本に出ており

ました。それは、少なくなればなるときは、いわゆる職員の負荷というんでしょう

かね、ですとかいろんな精神面も含めて、いろんなことが出てくるんだろうと。そ

の結果がそういう数字に表れるのだろうと。これは全国の傾向なんかが同じ傾向に

あるんだそうですね。それは、だからうちの町ということではありませんが、そん

なことを考えると、やっぱり職員の中でのいろんな融和というんでしょうか、それ

からちょっと誤解しないで。なんか視線がきついような気が、そんなことではなく

ですね。そういう職場内の雰囲気というんでしょうかね、そういうことが、そうい

うことに結び付くのかなということをちょっと側聞したものですから。うちの町は

決してそういうことは無いと思うんですが、そういうことがこれからも無いように、

ひとつご配慮を願いたいし、そこら辺の心構えをお聞かせを願いたいと思います。 
○委員長（上村義雄君） 副町長、清水君。 
○副町長（清水 寛君） 申し訳ございません。おっしゃっていることは十分理解し

ているつもりでありますけれども、いわば和を持って職場を運営しろということに

つきるのかなと思っております。町長を先頭にして声掛け、そして仕事の中の和を

持てということは、常日頃言われて私達も励んでおりますので。ただ、少し最近の

方々は、私達昔の雑草の話を、そのときの人間に比べると、若干デリケートになっ

ているのかなという部分、そういうことも含めながら、私たちも更に神経を使いな

がらやってまいらなければならないと思っておりますので、またいろいろとご指導

賜りたいと思っております。 
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○委員長（上村義雄君） 他にありませんか。 
（「なし」の声あり） 

○委員長（上村義雄君） ないようですので、以上で総務財政課の質疑を終わります。 
  次にまちづくり推進課より説明をお願いいたします。 
  まちづくり推進課長、山田君。 
○まちづくり推進課長（山田 薫君） まちづくり推進課からは、説明事項２件、報

告事項２件とありますので、松村補佐のほうから説明をさせますので宜しくお願い

いたします。 
○委員長（上村義雄君） まちづくり推進課長補佐、松村君。 
○まちづくり推進課長補佐（松村康弘君） （まちづくり推進課長補佐朗読説明、記

載省略） 
○委員長（上村義雄君） 今金消防署次長、佐々木君。 

○今金消防署次長（佐々木裕市君） （今金消防署次長朗読説明、記載省略） 

○委員長（上村義雄君） まちづくり推進課長補佐、松村君。 
○まちづくり推進課長補佐（松村康弘君） （まちづくり推進課長補佐朗読説明、記

載省略） 
○委員長（上村義雄君） 説明が終わりました。ただ今の説明に対し、質疑があれば

お受けいたします。 
  山本委員。 
○１０番（山本 豊君） 間違いではないと思うのですが、美利河ダムの放水のこと

でちょっと。９日のダムに入ってくる分が大変多いですね、毎秒２５８立米。で、

出していくのは６４ですから、その後で６４になっていくのですが、今度はそれに

係わる利別川の水位がだんだん下がっていく。出てきたから本来は増えていくんだ

と思うのですが、下がっていくというのは、これはどこで推移と、あれですね。 
（何ごとか言う声あり） 

○１０番（山本 豊君） １８時だから６時でしょ、６時でこれ。 
○委員長（上村義雄君） まちづくり推進課長、山田君。 
○まちづくり推進課長（山田 薫君） お答えをいたします。数字上は間違いはない

という確認を取りましたので、流入量が２５８という数字ですが、ダム的には大雨

が降るという際には、事前にダムの水位を下げてですね、大量にそのダムの流入量

に対応するような形を取っておりますので、その都度６４の数字を放出しているん

ですね。その分余裕を持ってダムに貯蓄をしているという放水量なので、利別川の

水位においても若干上がりつつも、水位は下がっていくという形になっております

ので、宜しくお願いいたします。 
○１０番（山本 豊君） （何ごとか言う声あり） 
○町長（外崎秀人君） 雨降ることになると自然に、出してからなんですよ。 
○１０番（山本 豊君） （何ごとか言う声あり） 

いくら減らしても、全部年間増えるから、この時間で減るというのは、自分のと

ころのうちの近くの経験をしている豊田橋周辺でのことからあわせると、あらこん

なことが有るのかなと、ちょっと疑義が生じたものですから。 
では、次宜しいですか。 

○委員長（上村義雄君） 山本委員。 
○１０番（山本 豊君） 定住自立圏構想についてなんですが、以前から町長始め地

域の皆さんが要望していたというんですか、中心圏域の市のほうがどうも今まで腰
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が重くて思うに任せなかったということがあるんですけれども、ようやくそのこと

が結びついて、地域の医療や救急対応もできるのかなという気がするのですが、ま

だ確定ではないでしょうから、どうなんでしょうかと聞くのは。 
でも分かっている範囲でお知らせ願いたい、ドクターヘリのことなんですが、今

まで消防のほうが救急対応をされていたか。例えば重篤な方を医療の中心のほうに

送るという場合が今まであったと思うのですが、それらが今度ドクターヘリに変わ

ってその作業をやってもらえる、やってもらえるという表現はちょっと適当じゃな

いかもしれませんが、そこら辺の今度は、消防の今まで行なった救急対応と、それ

からドクターヘリの関係というのはどんなふうになるのでしょうか、分かっている

範囲で結構ですからお知らせ願います。 
○委員長（上村義雄君） 副町長、清水君。 
○副町長（清水 寛君） ドクターヘリの関係につきましては、この後保健福祉課の

ほうで現在までの進みの具合について報告をさせていただくことになっておりま

すので、細かい係数的なものも多少含めてありますのでそちらのほうで。ただ、今

言われた消防の救急の関係等々、これらも今後詰めていかなきゃいけない部分で、

ただ今救急で搬送している部分を全部ドクターヘリで賄えるということには、これ

は成り得ないものというふうに認識をしています。以上です。 
○委員長（上村義雄君） 山本委員。 
○１０番（山本 豊君） 後に聞くことは分かったのですが、そこにいくと今度は消

防の関係が。まちづくりが消防担当ですから、それで敢えてここで聞かせてもらっ

たのですが。 
こんな例があるんですね。空知の圏域の中なんかでは、周辺の小さな町というの

は今度診療所になってしまった、ということがかなり事例としてあります。診療所

になったものですから、今度は自分のところで見ないで現場から真っ直ぐバッと行

くという事例が、かなり多いんだそうですよ。そこら辺が、実は地元にとっては今

度は、診療所が無いものだからそっちのほうに行っちゃうものだから、中心市のほ

うへこんな田舎から行くのも大変だという話もされるんですね。ですから今敢えて

こんなことを聞いたのですが。そこら辺のことを承知していれば、後で、もし消防

のほうからでもお答えしていただければありがたいと思います。 
○委員長（上村義雄君） いま山本委員が言われるところは、保健福祉課のほうで再

度、きちんと説明していただくようにすればいいのかなというふうに思います。 
○委員長（上村義雄君） 町長、外崎君。 
○町長（外崎秀人君） トータルでちょっと話をさせていただきたいと思います。 

ドクターヘリの係わり、プラス救急搬送の問題もあるわけでありますけれども、

その辺トータルから山本委員さんにおかれましては、以前に議長さんをやられて、

道南圏域におかれる様々な課題等についての情報もきちんと捉えながら、なかなか

進捗が悪かったという状況もご承知かと思いますけれども、このドクターヘリにつ

いては基本的に私のほうであちこち、ベースが檜山から、とりわけせたな・今金か

ら声を上げた部分があるものですから、なかなか渡島圏内の中では、桧山の問題だ

ろうということで取り上げていただけなかった状況もあるわけであります。でも、

私どもが話を申し上げているのは、ヘリコプターが来るのが主ではないんです。あ

くまでも救急のドクターが現場に来ていただいて、速やかに処置をしていただいて、

そこで送るべきかどうかという判断をしてもらって、さほどの問題でなければ地元

でそのまま救急車で病院で処置をすると。どうしても重篤な場合については、その
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ままドクターヘリに乗って処置をするという形の選択肢が取れる。特に第一報が入

って速やかに対応できることに、ドクターヘリの良さがありますよという話を、随

分この間話をしてきた経過があって、函館市におきましてもこれも私の説得資料で

あったわけでありますけれども、南茅部等々、恵山含めて函館市になったわけであ

ります。函館市という市民性を考えた場合に、今尚あの峠で１時間も１時間半も越

すことを考えると、函館市こそこの救急搬送という問題が必要ではないでしょうか

ということで是非、ということで函館市の方々についての理解を得たということが

あるわけであります。 
今スムーズに運びまして、きょうの道新に出ておりました。ドクターヘリ、道南

の検討会、会長と副会長ということで長万部の町長と乙部の町長が知事のほうに昨

日お会いして、あいさつしているという報道もありましたけれども、進捗率として

は、後ほど申し上げるようには順調な流れになっております。ただマイナスの面も

ありまして、天候が劣悪な状況、或いは朝夕夜は当然視界不良の場合は、有視界飛

行でありますから、その辺が対応できないということになるわけであります。それ

を乗り越えて行わなきゃいけない部分があるわけでありますが、そう考えますと、

従前の救急搬送というものが必要になるわけであります。 
そこで、これもそこの数字にありますように、私のほうからこの南北海道の会議

の中で提案を申し上げているわけでありますが、救急車の高速道路の利用について、

行くときについては無料で救急自動車の認定を受けるわけでありますけれども、帰

りは一般の自動車になるので駄目ですよ、という法があるわけであります。その法

を改正して下さいという動きを、今随分声をかけてしているわけであります。 
北海道の町村会でも取り上げていただいている部分がありますけれども、先般で

はありますが、８月２７日に二次医療圏、八雲、長万部、今金、せたな。医療圏の

会長を私やっておりますので、町長方でもってその要請を改めてまた、高速道路事

業団、そして道のほうに含めて要請をしております。帰りも救急車だと、医者が乗

っている以上は救急体制を取らないといけないという問題があるので、これは医療

確保のためにも看護師の確保のためにも、なんとかするよう認めて下さいという動

きを根強くしていくという話をしながら、今日までは進めているわけでありまして、

ドクターヘリと兼ね合わせてそちらの動きをしていくことが、より必要ではないか

なと。 
加えて非常に重要な問題は、救急車、どこの町も今２台体制になったわけであり

ますけれども、少しく規模の大きい災害になった場合には体制が取れなくなるわけ

でありますから、改めてその辺を視野に向けた救急搬送体制をどう取るかというこ

とは、これから大きな課題になっていくのではないかなと。そこにドクターヘリが

導入することによって、これも１台しかありませんから。長万部については道央圏、

札幌からのドクターヘリが来れるエリアになっているわけでありますけれども、当

面は道南という限定されてしまいますと１台という形になりますから、その辺のや

りくりもセンターのほうでどう対応するかということが、ひとつのネックになるわ

けでありますけれども、いずれにしてもこの体制が取れるということは素晴らしい

ことかなと。長年の懸案でありますし、北海道で最後の圏域になっておりますので、

知事のほうも実現するということの言葉をいただいてるわけでありますから、後ほ

どその経過について、所管のほうから話をさせていただきたいと思います。 
○委員長（上村義雄君） 山本委員、よろしいですか。 
○１０番（山本 豊君） はい。 



 - 12 - 

○委員長（上村義雄君） 他にありませんか。 
（「なし」の声あり） 

○委員長（上村義雄君） ないようですので、以上でまちづくり推進課の質疑を終わ

ります。 
  ５５分まで、１０分間休憩をいたします。 
 

休憩 午後２時４５分 
            再開 午後２時５５分 
 
○委員長（上村義雄君） 休憩を閉じ、開議いたします。 
  次に税務住民課より説明をお願いいたします。 

税務住民課長、西君。 
○税務住民課長（西 勝明君） （税務住民課長朗読説明、記載省略） 
○委員長（上村義雄君） 税務住民課主幹、中里君。 
○税務住民課主幹（中里英明君） （税務住民課主幹朗読説明、記載省略） 
○委員長（上村義雄君） 説明が終わりました。 

ただ今の説明に対し、質疑があればお受けいたします。ございませんか。 
（「なし」の声あり） 

○委員長（上村義雄君） ないようですので、以上で税務住民課の質疑を終わります。 
次に保健福祉課より説明をお願いいたします。 
保健福祉課長、小林君。 

○保健福祉課長（小林洋伸君） 保健福祉課からは、９月定例会の案件といたしまし

て説明事項が６件ございます。そのうち、条例関係につきましては合同委員会とい

たしますので、各会計の補正予算について、報告事項６本につきましてそれぞれ、

担当グループのほうから説明をさせていただきますので宜しくお願いいたします。 
○委員長（上村義雄君） 保健福祉課長補佐、諸戸君。 
○保健福祉課長補佐（諸戸康浩君） （保健福祉課長補佐朗読説明、記載省略） 
○委員長（上村義雄君） 保健福祉課主幹、川崎君。 
○保健福祉課主幹（川崎妙子君） （保健福祉課主幹朗読説明、記載省略） 
○委員長（上村義雄君） 保健福祉課長補佐、諸戸君。 
○保健福祉課長補佐（諸戸康浩君） （保健福祉課長補佐朗読説明、記載省略） 
○委員長（上村義雄君） 保健福祉課主幹、川崎君。 
○保健福祉課主幹（川崎妙子君） （保健福祉課主幹朗読説明、記載省略） 
○委員長（上村義雄君） 保健福祉課主幹、山田君。 
○保健福祉課主幹（山田 薫君） （保健福祉課主幹朗読説明、記載省略） 
○委員長（上村義雄君） 説明が終わりました。ただ今の説明に対し、質疑があれば

お受けいたします。ありませんか。 
 加藤委員。 

○４番（加藤三明君） ドクターヘリの運用のことについてちょっとお聞きしたいと

思いますけれども、これは運用する場合は、地元の意志の判断ですべて運用できる

ことになるのですか。地元の意志のお願い、要請を出すと、その辺が適用されるの

かさるのかしないのかを聞きたいのですけれども。 
○委員長（上村義雄君） 保健福祉課長、小林君。 
○保健福祉課長（小林洋伸君） 説明の時に、少しく説明が足りなかったのかなと思

っております。 



 - 13 - 

４２ページをお開き下さい。４２ページのところに、ドクターヘリ運用のイメー

ジというものが添付されております。救急現場からの消防への通報がまず第一です。

消防は当然、救急車の出動をいたします。その間に、消防のほうから函館空港の格

納庫にいるドクターと連絡を取り合って情報をやり取りいたします。ここからの指

示がまずあります。併せて、当然地元の意志、病院のほうの受け入れも可能性があ

りますので、そことも移動中にやり取りをしたり、現場に行ってやり取りをすると

いうことで、両方の意志の考え方が少し影響といいますか、反映されるということ

で理解していただきたいと思います。それで、患者さんを救急現場からヘリコプタ

ーの届くところまで届けなければなりません。今金町でイメージしますと、神丘に

ありますヘリポートというふうにイメージをしていただければと思います。そこに

格納庫から来る専門の医師、看護師が治療をするということになります。ランデブ

ーポイントと言っておりますが、そこで治療をして、必要であれば私立函館病院に

ヘリコプターで移送されると。そうでなければ、地元の国保病院ですかうちで言い

ますと。そこに流れるケースもあります。それは救急車で移動する、というケース

もありますということです。これは先ほど町長が説明したところと内容が同じなの

ですけれども、そういうイメージで運用がされるということでご理解をいただけれ

ばというふうに思っております。 
  あとちょっと確認だったのですけれども、導入時期が２６年冬という表現をして

おりますけれども、２６年の冬だと２６年１月も冬ですが、この冬ではなくてこの

次に迎える。ですから２６年の１２月以降というような考え方で、理解をしていた

だければと思います。スケジュールもこれ最短で導入するということで整理をして

おります。この間には、まちづくりでの説明がありました定住自立圏でのビジョン

策定というものがあります。この中で、ドクターヘリのことが浸透、位置付くこと

が第一の条件ということにもなりますので、あくまでも２６年の冬ということは、

これから迎える冬ではなくて、この次の次に迎える冬ということでご理解をいただ

ければと思います。 
  あと参考に、医師の確保も課題でありましたけれども、今のところの予定でいき

ますと、私立函館病院のドクターが３分の２を担当すると。その他３分の１は、札

幌医大病院のドクターですとか、道南の函館近隣の専門医が担当するということで、

今のところ確認が取れているところであります。 
  あと受け入れ側の市立函館病院は、ＩＣＵですか、それが８床から２０床。高度

治療室というＨＣＵというものが２２床から３０床に増床をして、これらの受け入

れをするということで準備が進められているということでございます。以上です。 
○委員長（上村義雄君） 加藤委員。 
○４番（加藤三明君） どうしてそういう質問をしたかといいますと、町民はやはり

極端にいいますと、救急車的な感覚になるような心配があるんでないかなという思

いがあるものですから。住民のほうから要請すれば直ぐドクターヘリが出るという

ようなことに取られるようなこともありますので、機会があればそういうような決

まりがいろいろあるのでしたら、やっぱり町民の皆さんに説明をすることが必要で

ないかなという懸念があるものですから、敢えてきょう聞いたわけございます。そ

ういう機会を設けて、全町民が理解をするということは難しいことでしょうけれど

も、できるだけ幅広く理解をしてもらえるような努力は必要でないかなというふう

に思いますけれども、いかがでしょうか。 
○委員長（上村義雄君） 保健福祉課長、小林君。 
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○保健福祉課長（小林洋伸君） その通りだと思います。今金町の負担金の表にもあ

りますが、８件というのは北海道桧山振興局が試算したものの件数でございます。

これはうちが出したものではございません。これは当然、消防からの救急の、例え

ば報告ですとか、そういうものから重篤なケースがこのくらいですよということで

決められておりますので、その内容についても町民のほうには少し時期を見ながら

報告をできる機会を設けたいと思っております。 
  併せて、７月の常任委員会のときにも、一部消防の、救急車のほうで救急行為の

課題なんか、その町民のほうが受け入れができないんだとか、そういうので少し治

療が開始できなくて消防自体が困っているというようなこともあったので、そこら

辺はまちづくり推進課、消防署と協議しながら、ひとつの場面を作っていきたいと

思いますので、宜しくお願いしたいと思います。 
○委員長（上村義雄君） 他にありませんか。 

（「なし」の声あり） 
○委員長（上村義雄君） ないようですので、以上で保健福祉課の質疑を終わります。 

次に介護老人保健施設より説明をお願いいたします。 
事務長、太田越君。 

○介護老人保健施設事務長（太田越宜晴君） （介護老人保健施設事務長朗読説明、

記載省略） 
○委員長（上村義雄君） 説明が終わりました。ただ今の説明に対し、質疑があれば

お受けいたします。ありませんか。 
（「なし」の声あり） 

○委員長（上村義雄君） ないようですので、以上で介護老人保健施設の質疑を終わ

ります。 
  次に国保病院より説明をお願いいたします。 

国保病院事務長、杉山君。 
○国保病院事務長（杉山輝希君） （国保病院事務長朗読説明、記載省略） 
○委員長（上村義雄君） 国保病院主幹、山田君。 
○国保病院主幹（山田哲也君） （国保病院主幹朗読説明、記載省略） 
○委員長（上村義雄君） 説明が終わりました。ただ今の説明に対し、質疑があれば

お受けいたします。ありませんか。 
  加藤委員。 
○４番（加藤三明君） いつも聞かされているのは、看護師不足というお話を良く聞

きます。そのもっとも共通というか、理由的なものが何か共通な理由があるのでは

ないかなというふうに思われるのですけれども、どういうような事情で辞めたり、

そういうようなことがあるのですか。 
○委員長（上村義雄君） 国保病院事務長、杉山君。 
○国保病院事務長（杉山輝希君） まず看護師がなかなか確保できないということに

つきましては、函館市も含めた道南圏域での事務長会議なんかでも話題になってお

ります。皆さんどんな状況かということを意見交換するんですけれども、例えば私

立函館病院であったり、五稜郭病院であったり、大きな病院というのは自前の看護

学校を持っております。多くの生徒を受け入れておりますけれども、その病院にそ

もそも残らない、ということを聞かされております。どうしてなのかという話をし

たら、もう函館どころではないと。皆さんの希望先は関東方面だと。東京、大都市

に行きたいと。東京方面が叶わなければ、やもなく札幌と、いうのが皆さんの第一
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希望ということがあって、函館市でも居ついてくれない。であれば、当然地理的な

ハンディキャップのある今金等においては、相当難しいものがあるというふうに考

えております。 
それから、今看護師についても引き合いになっております。民間病院もここに入

ってくるわけでございますので、当然給与の問題が出てきます。特に今金の病院の

場合は、行政職表を使っておりますので、すべての病院と比較するわけにはいかな

いですけれども、どうしても出だしですね、新人の頃の給料が安く見えてしまうと。

生涯トータルでは決して安いとは思っていないんですけれども、やっぱり入り口の

ところの給料が低く見えてしまうと、いうところも大きな要因であるというふうに

思っております。 
それから看護師の出入りの関係ですね、入ってくる方もいれば出ていく方もいら

っしゃるのですけれども、総論的なことを言いますと、いろいろとその看護師さん

の求めるものが違うというんですかね。多くの看護師さんが複数の病院を渡り歩く

という傾向は、一般的であるというふうに思っています。例えば大きな病院に入っ

たんだけれども、自分がやりたい業務につけない、いろんな診療科があったり、外

来があったり、外科があったりありますよね、終末期の病院があったり、急性期の

病院があったりということで、自分の目指す方向性が合わないので、そこを目指し

て動いていく。地方の病院にも地域医療というものを目指して入ってくるけれども、

一箇所ではスキルが伸びないので、またもう少しステップアップをしてというよう

な理由もありながら動く、という方も相当多くいらっしゃいます。 
それから、冒頭山本委員からもあったように、人間関係の問題だとかいろいろな

ところで抱える問題も多くて、お辞めになるということも例としてはあるというふ

うに認識をしております。以上であります。 
○委員長（上村義雄君） 加藤委員。 
○４番（加藤三明君） 事情はいろいろとあるようでございます。良く聞くんですけ

れども、看護師が不足だというのは全道的に言える話だと聞いておりますけれども、

私らから思いますと、学校との契約というか、そういうような働きをしてみる必要

もあるのではないかなというふうに思うのですけれども、どこどこの看護学校等と

契約の中で、短期でも結構だと思います。１年、例えば何名こちらのほうに派遣し

てもらえないかというような要請、同じような方法を取ってもなかなか解消はされ

ないと思いますので、幅広くいろいろ努力はしていると思いますけれども、更に変

わった方向から攻めるというか、やってみる必要もあるのではないかなと思われる

のですけれども、そういうような考え方はないですか。 
○委員長（上村義雄君） 副町長、清水君。 
○副町長（清水 寛君） 今いろいろとアイディアもいただきましたが、学校と提携

をするという形にはなかなか成り得ないのかなと思っております。学校は看護師を

養成する機関でありますから、正看をだいているわけでもございませんのでなかな

か難しい部分かなと思っております。それにしても、学校のほうには足を運んで、

そして卒業生を是非まわしてほしいということで、そういう手当ては講じておりま

す。 
しかし、奨学金を付けそしていろんなことをしながらも、今は金だけではなかな

かなびいてくれないと。あとは先ほど事務長のほうからも言いましたけれども、職

員の初任給等については、なかなか看護師だけ特別突出した待遇にするわけにもい

かないというのが私どもの実情もありまして、昔は需要と供給のバランスでそうい
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うこともあったわけでありますが、これはもう３０年以上前の話でありますので、

今はなかなかそういう形にはならないということで、非常に頭を痛めているのが実

情であります。この近隣では、それらの期間的に任用という部分も、近くでは黒松

内町とか松前町もやっているということも聞きながら、今回そういうことも勉強さ

せていただいて、提案をさせていただいております。まだまだ努力が足りないとい

う部分もお在りでしょうが、より一層努力をしてまいりますので、宜しくお願いを

したいと思っております。 
○委員長（上村義雄君） 他にありませんか。 

（「なし」の声あり） 
○委員長（上村義雄君） ないようですので、以上で国保病院の質疑を終わります。 
○委員長（上村義雄君） 以上で各課からの説明が終わりました。全体を通して何か

ありましたら、お受けいたします。質疑ありませんか。 
（「なし」の声あり） 

○委員長（上村義雄君） ないようですので、その他で、理事者のほうから合同委員

会という提案がありましてけれども、どうですか。 
○委員長（上村義雄君） 副町長、清水君。 
○副町長（清水 寛君） 所管の説明の前段でお願いを申し上げた部分でありますけ

れども、合同委員会の開催を是非お願いしたいなと思っておりました。 
総務厚生常任委員会の所管の部分では、議案第１号の町税条例の一部改正、それ

から議案第２号の国保の税条例の一部改正、そして議案第３号の督促手数料及び延

滞金徴収条例の一部改正ということでは、税法等に近する改正でありますので非常

に若干耳慣れない言葉・数字等もありますので、これらについて全議員のほうにご

説明を申し上げたいということで、是非お願いしたいと思っております。 
  それともう一点でありますが、総務財政課所管の中で申し上げましたが、住民訴

訟の関係について、一定の方向が出ておりますので、これもご説明を申し上げたい

と思います。 
以上であります。宜しくご配慮賜りますようお願いいたします。 

○委員長（上村義雄君） 理事者のほうから今、合同委員会の提案がありましたので、

では議運に諮っていきたいと思います。 
  以上で、各課説明事項についてを終わります。 
  理事者の皆さんについてはご出席、ありがとうございました。 
  それから本委員会の所管事務調査のまとめの部分でありますけれども、それまで

の４時２０分まで、１０分間休憩をいたします。 
 

休憩 午後４時０６分 
            再開 午後４時１９分 
 
○委員長（上村義雄君） 休憩を閉じ、会議いたします。 
 

◎平成２５年 所管事務調査について 
○委員長（上村義雄君） これより、平成２５年本委員会の所管事務調査についてを

議題といたします。内容について、局長に説明していただきます。宜しくお願いい

たします。 
局長、柏田君。 

○事務局長（柏田泰明君） （議会事務局長朗読説明、記載省略） 
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○委員長（上村義雄君） 今、局長から説明していただきました。 
朗読していただいた部分で、今後この部分、もう少し議会で検討する必要がある

んだとか、ここは良いんでないかという部分がありましたら、もう一度このまとめ

の部分で常任委員会を開いてこのことをやりたいと思っておりますので、このこと

を考慮に入れながら今後のこの出されたまとめの案を、再度各自で検討していただ

きたいと思います。それに基づいて、また日程等は後ほどやりますけれども、その

中でもってまとめの最終的な方向性というのは決めていきたいというふうに考え

おります。そういう形で進めたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 
（「よろしい」の声あり） 

○委員長（上村義雄君） ありがとうございます。 
○事務局長（柏田泰明君） すみません、消防の文章だとかいろんなことの話があり

ましたけれども、それぞれの歴史があるということでしたので、そこは全部省きま

したので、宜しくお願いします。 
○１０番（山本 豊君） 常任委員会で研修した結果、いろいろ委員長のほうから提

案しているところがあるでしょう。それを受けて、やっぱりせっかく研修した結果

ですから、それを協力やるよという意見だけ一個付け加えたほうがいいかと思うん

だよね。でなければ、他のところとは違うよと、うちら提起したんだから後はやる

ことをちゃんと提案しているからやりなさいというふうに言うことが、良いのかな

と思うんだよね。三重県の研修なんかも含めて。 
○事務局長（柏田泰明君） 議員研修ですね。 
○１０番（山本 豊君） そう。その結果を、やっぱり総括として、なお一層その実

行に向けて努力されることが必要、というぐらい言ったほうがいいんじゃないかな。 
○事務局長（柏田泰明君） ジョブトレーナーだとか、ああいう話ですよね。 
○１０番（山本 豊君） だから、もう一回そういう協議をもって、今の課と。課長

が新しくなったし、そういうトークをしながら、やれるかやれないかをもう一度勉

強するべきと。俺らだって勉強したんだから。 
○委員長（上村義雄君） そうですよね。 
○１０番（山本 豊君） そういうことを。 
○委員長（上村義雄君） ただ、これは今後の部分で、来年度の新しい年度で、要す

るに委員会としてその委員会研修を進めるかどうかということも含めて、ちょっと

その、最終的には１２月の来年度の予算の部分にきちんと出さなければ、２６年度

に向けた委員会としての視察研修というのはできない。 
○１０番（山本 豊君） 頭出しをしていたほうがいい。リンクして。 
○委員長（上村義雄君） だからそういう部分で、これとまとめと同時に、その部分

もちょっと見当していきたいと思っておりますので。その分で良い、それぞれの委

員さんで、これを是非勉強していきたいという部分がありましたら、その時にまた

検討していきたいと思いますので、宜しくお願いします。 
○事務局長（柏田泰明君） 研修視察の関係ですか。 
○委員長（上村義雄君） それも含めて。これはまとめも勿論やるし。 
○事務局長（柏田泰明君） そうですね。１０月末にその委員研修を含めて、私ちょ

っと前のこと分かりませんので、いろいろなことで十分、内部の委員会で協議をし

て予算要求をしないと、また前回みたいになってしまうと困るので。 
○委員長（上村義雄君） うちらはちゃんと内部で２回も検討して、予算要求したん

だけれども。 
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○１０番（山本 豊君） 意見としてあるだけ出しておかなければ。内部で検討して

いますよということはなかなか見えないから、ちゃんと文章に載っているべや、と。 
○事務局長（柏田泰明君） 結果的に１２月に出す段階では、予算が遅くなってしま

うので、１０月の皆さんと集まった時に予算要求を前提に協議をして、私たちの現

地を確認しますということにはなるかどうかは分かりませんけれども、ということ

も含めながらその時に検討したいなと思います。ということですよね。 
○委員長（上村義雄君） では、皆さんから何かあれば。 

なければ終了させていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 
（「よろしい」の声あり） 
 

   ◎閉会の宣告 
○委員長（上村義雄君） それでは、大変午後からの時間で多岐に渡った部分ありま

したけれども、合同委員会の審議をいただきまして大変ありがとうございました。 
これをもちまして、本委員会を終了させていただき、閉会といたします。 
どうもありがとうございました。 

 
                           閉会 午後４時３３分 
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