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開議 午後１時２７分 
    ◎委員長あいさつ 
〇委員長（上村義雄君） 皆さんお揃いですので、総務厚生常任委員会を開会したいな、

というふうに思っております。 
 １２月に入り、ドカ雪が降ったり、また、今日のように雨で、また、所によっては大

雨になるというような予報もあります。この後の部分では、明日、明後日、地上でも瞬

間風速３０メートルというような、予報も出ておりますので、昨年の１１月、１２月の

頭に暴風があり、送電線の鉄塔が倒れる等の被害があった訳ですけども、今後の部分で

大きな被害がなければいいなというふうな、思いで居るところであります。 
 １２月に入っての、１２月定例会に向けた常任委員会でございます。皆さんのご意見

をしっかり出して頂いて、定例会に向けた準備をしていきたいと思いますので、委員の

皆さんのご意見を、大いに出して頂きたいなというふうに思っておりますので、よろし

くお願いいたします。 
 時間より早いですけども、町長が出席されておりますので、町長より挨拶をお願いい

たします。町長、外崎君。 
    ◎町長あいさつ 
〇町長（外崎秀人君） こんにちは。ただ今、委員長のほうから、天候等のお話があっ

た訳でありますけども、昨年の収穫の最終の状況の中で、不順な天候が続いて、なかな

か、畑作を中心として作業がままならなくなったという状況が、あった訳でありますけ

ども、耕起についても、作況状況については、資料の方にも起こしてありますけども、

１０月末の状況の中で、農協の方から頂いている状況になりますが、総じて昨年よりは

総会的には、量も、額も落ちるという話を、組合長から聞いている訳であります。どう

やってしても５０億と思ったのですけども、５０億には至らない状況にあるのではない

かという話でありました。 
 私のほうから、この第４回定例会に向けての常任委員会に当たりまして、何点かにつ

いてお話をさせていただきたいと思います。統体的には、行政報告の方で述べさせてい

ただきたいという訳でありますが、今回、議案も提出してもらったけども、定住自立圏

の形成の協定につきましてとありますが、これは平成２０年に国の方でその要項ができ

た訳でありますけども、なんとしても北海道が第１号として、道南でやっていこうとい

う動きをこの間してきた訳でありますが、中心都市をベースとした流れがなければいけ

ない訳で、函館市のバック協力がなかなか得られなかった状況が続きました。ようやく、

函館市の協力を頂きまして、函館市を核とした、渡島・檜山を含めた道南圏の定住自立

圏に向けた動をおしてきている訳でありまして、その前段になるところの共生のビジョ

ンを持って、提携するという部分の協定をまず結ばなきゃいけない。それから、具体的

にその内容について精査をしながら、ビジョンを作成していく状況になっておりますの

で、この度の提携をすべく提案しておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思い

ます。 
 議案の第２号につきましては、定例会に関する条例でございますが、既に、これにつ

きましては今金町におきましても、再任用制度を位置付けてきた訳でありますが、運用

はしてきませんでした。しかしながら、この度、国に於いてはこの部分につきまして、

本格的に運用していくという形になった訳でありまして、町に於きましても、それに基

づいた運用をしていきたいということから、今回の本条例の整備をしてきたところでご

ざいますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 
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 また、給与関係等々含めてですね、強い国の催しによりまして、人勧によらない給与の

査定を行ったところである訳でありますが、町村会等々含めて、或いは私の方も総務省の

方にあいさつに行く訳でありますけども、 
先般は、総務省の事務次官のトップでありますけども、その方々がいろいろ給与削減に協

力していただいた方につきましては、以前からペナルティーは掛けないという話をしてい

た訳でありますが、だから協力して下さいという話を掛けられていた訳であります。今回

もその話の話題の中で、あくまでも今回協力していただいた自治体につきましては、それ

についてきちんと対応したいと。いわば、内容については、交付税になるか、特別交付税

になるかわかりませんけども、きちんとそれについては復命をしていきたいということを、

言明された訳であります。改めてその話を他の町長に言ったら、いや、俺でもやらなかっ

たんだよな、それはそれでな、やったところはきちんとやってもらう。やらなかったとこ

ろはしょうがないんだから、それは残念だけども。という言葉をある町長は言っておりま

したけども。結果的には、窮状をなんとか協力下さい。国に協力した所については国もそ

れなりに補填をすると。補てんをするということは、私共は、事務方含めペナルティーを

かけないと言いながらも最終的にはペナルティーではないか。やったところはやっていな

いところで、差が付くわけですから。それについてはきちんと協力要請をきたところにつ

いてはそれなりの対応をしていくという形になった訳であります。今後に於きましても、

いろいろ国から、様々な要請・要望が、当然自治体にあるわけでありますけども、国のこ

の制度に乗っかった、政策に乗っかったような形の中では、きちんとやっぱり協力体制を

つくっていかなければならないと、改めて思いました。しかし、様々な 075 補助事業だ

とか事務だとかそ様々なものについては、自治体それぞれに優先課題として取り上げなが

ら、取り組んでいけるという選択肢の必要性も、この度、改めて私なりに感じたところで

ございます。 
これまで取り組んで参りました、道南地域におけますドクターヘリにつきましては、検

討会のほうで逐次調整をされまして、函館を拠点として具体的に進めてきている訳であり

ますが、先般１１月８日ですけども、国内に導入されているドクターヘリ３機、遠くは鹿

児島からも来た訳でありますけども、３機、体験搭乗、シミュレーションしてくれるとい

うことでこられましたので、私も３機共搭乗させていただきました。１機については、私

のスケジュールに無かったものですから、１機は奥尻まで飛んで往復した訳ですけども、

それはあの、メーカーの方々だけでやった訳でありますけども、どのくらいかかりました

かと言ったら、２０分で奥尻まで行ったという話であります。その日はちょっと風も強か

ったんですけども、状況ふまえて、そのくらいで往復できるんだなということを感じまし

た。非常に、こう、患者さんの立場になって乗った場合どうかということを考えますと、

振動も少なくですね、不安を感じるようなものではないということを、改めて、会長であ

るところの、医師会の会長と一緒に同乗した訳でありますけども、そういう思いを持って、

なんとか早くに具体的になるように、ということでこれからも、調整を図っていきたいと

思っております。今日もテレビの方でドクターヘリの話が話題になっていました。夏期と

冬期では３分の１に冬期間減るという動きがあったり、或いは、利用回数が増えれば増え

るほど、国からの、云わば支援では賄えない部分について、少し負担があるという話しが

ありましたけども、それについても、道南の方では基本的にに掛かるものは自治体で負担

していこうという、基本的な方針を持ちながら進めてきておりますので、これからも遂次

情報を提供して参りたいと考えているところであります。 
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 あと、もう１点は、病院のスタッフにつきましては、この間、いろいろと悩んでいると

ころの窮状を訴えている訳でありますが、看護師につきましては、派遣看護師４名、新た

にまた来期からは、地元で採用されるという状況が生じてきております。 
 今のところは、なんとかこれで、ローテーションを組んでいける状況にまで回復してき

ている。しかし、それはあくまでも、派遣看護師である訳でありますから、自賄い出来る

ような体制を取っていきたいと思っておりました。更に、今、不在でありますところの理

学療法士につきましても、確保の見通しができているという状況にある訳であります。な

お、北海道から派遣していただいています、医師につきましては、この３月に任期満了に

なりますので、その後どうするかということで、いろいろ私も情報を集めたり苦慮してい

る訳でありますけども、もう少しく努力して参りたいと考えております。国に於きまして

は、今回、秘密保護法の特定法案が可決された訳でありますけども。さて、私もいろいろ

見てもちょっと、さっぱりわからない状況にある訳でありますけども、地方自治体とどう

関係するか、というようなことの視点に立ちますと、明らかに大きな問題・課題を抱えて

いる訳であります。新聞とか、様々なコメントを頂いたり、今、話題となっているところ

のこの問題の中で、みんなの党の寺田さんという参院議員は横手の社長と、秋田の知事を

務めた方なんですけども、その人のコメントもネットで調べたら出ておりました。実際ど

ういうふうな関わりがあるか、私もそういう認識を持っておりますけども、それはどうい

うことかと言いますと、一つには、地方自体の関係については警察が秘密を保有し、享受

する主体とされているのに対し、それ以外の自治体についてはまったく保有主体となって

いない。提供を受ける機関としても地方自治体されてない。来もしないし、受けることも

できないという状況にあるということです。その結果、言葉的には、警察を除く自治体の

機関は、軍事や治安に関わる秘密からは完全に遮断されることになるという状況に、今の

ところあるという話です。ただ、どういうことかと言いますと、ご書状の通り、武力攻撃、

自体法や国民保護、町も制定しておりますけども、それについては自治体の戦争体歌組み

込んで、いろいろこう、訓練とか、ものもやってる自治体も当然ある訳でありますけども、

そういう状況の中で、国民保護法の国民保護の訓練、様々な自治体独自で以って、やって

る所もある訳でありますけども、そういう一方、情報からまったく遮断されるという形に、

今のところあるという認識に立たざるを得ないという、状況にある訳でありますから、地

方自治体も厳しく内容を吟味・精査しながらですね、勉強していかないといけないと思う

訳です。今のところは具体的なあれがどうだということは無い訳でありますが、はっきり

言えるのは、今金町においても国民保護法という部分に基づいて、進めていると。それに

対応できるような情報が来たり、なんだりすることができるのかどうか、ということにつ

いては、今のところ、まったく曖昧であるということである訳であります。このことにつ

いては、同じように、先ほど申しましたように、知事なり、市長を勤めた寺田議員さんも、

同じようなコメントを出しているということで、慎重に私共もそのことについてより連携

を深めていかなければいけないと思う所であります。 
 あと、それぞれ今回議会に提案する議案につきましては、所管の方から提案・説明させ

ていただきたいと思いますのでご審議賜りますようよろしくお願い致します。 
 なおですね、この１２月１日で以って内部の人事異動がありました。保健福祉課長に成

田課長がその職に就きましたことから、この体制で業務を進めて参りたいと考えておりま

す。どうぞよろしくお願い申し上げます。 
〇委員長（上村義雄君） ありがとうございました。 
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    ◎開会の宣言 
〇委員長（上村義雄君） ただ今の出席委員は５名で定足数に達しております。これより

総務厚生常任委員会を開会致します。 
    ◎定例会提案案件の説明 
〇委員長（上村義雄君） １２月定例会に提案予定の案件について、副町長より説明があ

ります。副町長、清水君。 
〇副町長（清水 寛君） こんにちは。それでは１２月定例会に提案する事案につきまし

て、ご説明を致します。 
総数１２件であります。その内訳につきましては、人事案件で候補者の推薦を諮問させ

ていただくもの、これは人権擁護委員候補者の推薦でありますが、１件であります。 
新たに条例を制定しようとするものが１件。条例の一部を改正しようとするものが２件。

平成２５年度の一般会計を始め、各特別会計の補正予算が８件ということで、合計１２件

となっております。それでは件数も少ないものでありますから、全件について提案理由を

説明致します。 
 諮問第１号は、人権擁護委員候補者の推薦についてであります。平成２６年の３月３１

日を以って、任期満了となります同委員の公認候補者の推薦について、人権擁護委員法の

規定に基づき、議会の意見を求めるものであります。 
 議案の第１号は、今金町定住自立圏形成協定の議決に関する条例制定についてでありま

す。町長があいさつの中でも前段を申し上げておりますが、渡島・檜山管内の全１８の市

と町で取り組みを進めております、定住自立圏構想について、その形成協定の締結等に際

し、国の定める要項に従ってそれらの協定の締結、若しくは変更またはこれを廃止するま

での通告について、地方自治法の規定に基づき、議会の議決事件とするための条例を制定

しようとするものであります。 
 議案の第２号であります。今金町職員の定年等に関する条例の一部を改正する、条例制

定についてであります。雇用と年金との連携を図るため、定年後に引き続き雇用する再任

用制度が本格的な運用となるため、これらの制度との整合性を図るため、現在持っており

ます定年制度の中で、医師については引き続き６５歳を定年とし、その他の職員は６０歳

を定年とするための本条例の一部を、改正しようとするものであります。ちなみに、医師

以外で６０歳以上の定年であったものは、用務員と調理員が現在６３歳でありました。そ

れを６０歳に改めるものであります。 
 議案第３号では、今金町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例。ここまでが

平成２３年１１月２８日改正分の部分であります。これの一部改正をする条例制定につい

てで提案があります。人事院の給与等に関する報告に基づく、給与構造改革において直さ

れました給与抑制の処置について、人事院報告に従って回復するため、附則の改正を行う

ものであります。このことは平成２６年４月１日に、４５歳未満の職員の内、調整の必要

がある職員を最大１号俸上位の号俸に調整しようとするものであります。 
議案第４号以下は、補正であります。一般会計補正予算第４号でありますが、規定の歳

入・歳出予算の総額から２８７３万１千を減額して、補正後の額を４８億５７２７万６千

円にしようとするものであります。 
議案第５号は、国保の事業勘定の補正予算第３号であります。規定の歳入・歳出予算の

総額から４８万３千円を減額して、補正後の額を１０億飛んで９２６万９千円にしようと

するものです。 
議案第６号では、後期高齢者医療特別会計の、補正予算第２号であります。規定の予算

から１０３万２千円を減額して、補正後の額を７６５２万５千円にしようとするものです。 
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議案第７号では、介護保険特別会計の補正予算第３号であります。保健事業勘定に於い

ては、規定の歳入・歳出予算の総額に、１５１万４千円を追加して、補正後の額を７億１

千５７５万７千円に、サービス事業勘定では、１４万４千円を減額して、７８４万円にし

ようとするものであります。 
議案第８号では、介護老人保健施設特別会計の補正予算第２号であります。収益的収支

に於いて、規定の収入・支出の予算の総額から、３４５万３千円を減額して補正後の額を、

３億５５２３万５千円にしようとするものです。 
議案第９号では、国保の施設勘定の補正予算第３号であります。収益的収支に於いて、

現況予算から２１２４万９千円を減額して、補正後の額を７億６千４７２万３千円にしよ

うとするものです。 
議案第１０号では、簡易水道事業特別会計の補正予算第３号であります。現況予算から

３００万円を減額して補正後の額を、１億３１７５万７千円にしようとするものです。 
議案第１１号では、公共下水道事業特別会計の補正予算第２号であります。現況予算か

ら５４万８千円を減額して補正後の額を、２億２３７７万２千円にしようとするものであ

ります。 
以上であります。どうぞよろしくお願い致します。 

〇委員長（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。無いようですので次に進みます。 
    ◎各課説明事項 
〇委員長（上村義雄君） これより、各課説明事項についてを議題と致します。始めに総

務財政課より説明を願います。課長、北見君。 
〇総務財政課長（北見伸夫君） 総務厚生常任委員会、総務財政課資料につきましては、

岸補佐より説明を致させます。よろしくお願い致します。 
〇委員長（上村義雄君） 補佐、岸君。 
〇総務財政課長補佐（岸 貴之君） 私の方からは、総務財政課の提出資料に基づいて、

説明事項３件、報告事項２件からとなってございますので、よろしくお願い致します。 
 それでは、１ページ目をお開き下さい。議案第２号でご提案しております、今金町職員

の定年等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明させていただきます。条例の

概要でございますが、本格的な高齢社会を迎える中、部分年金の支給年齢引き上げに伴う、

無年金状態が発生することとなり、雇用と年金との連携を図るため、定年後に引き続き雇

用する、再任用制度が本格的な運用となります。このことから、再任用制度との整合性を

図るため、医師は引き続き６５歳を定年とするが、その他の職員は定年６０歳とするため

でございます。なお、再任用制度につきましては、後ほど、報告事項でご説明させていた

だきます。 
 次に、新旧対照表をご覧ください。第３条の定年において、職員の定年は年齢６０年と

する。ただし、次の各号にあげる職員の定年は、当該各号に定める年齢とする。第１項、

第１号につきましては、病院の後に、等を加えまして、病院等において医療業務に従事す

る医師、年齢６５年とするものでございます。第２号につきましては、改正前の、用務員

及び調理員年齢６３年を削除するものでございます。 
附則につきましては第１項但し書き中、第６条を第５項に改めるものでございますが、

こちらにつきましては、文言整理をするものでございます。なお、この条例は公布の日か

ら施行するものでございます。 
以上、今金町の定年等に関する条例の一部を改正する条例についての説明でございまし

た。  
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 ２ページ目をお開きください。続きまして、議案第３号でご提案しております、今金町

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例について、ご説明

させていただきます。条例の概要でございますが、平成２５年８月８日付、人事院の給与

等に関する報告に基づく、給与構造改革における給与抑制の回復のため、平成２６年４月

１日に４５歳未満の職員の内、これまでの調整の状況を考慮して、調整の必要がある職員

を最大１号俸上位の号俸に調整する必要があるための、条例改正でございます。新旧対照

表をご覧ください。附則において、第５項に、平成２６年４月１日における号俸の調整と

して、平成２６年４月１日において、４５歳に満たない職員、（同日において除外職員で

あるものを除く）の内、当該職員の調整考慮事項及び、平成２５年４月１日における、号

俸の調整の状況を考慮し、調整の必要があるものとして、規則で定める職員の平成２６年

４月１日における号俸は、前項の適用がないものとした場合に、同日に受けることとなる

号俸の１号法上位の号俸とする、を加え、第５項を第６項に改めるものでございます。な

お、この条例は平成２６年４月１日から施行するものでございます。以上、今金町職員の

給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例についての説明でござ

いました。 
 続きまして、３ページ目をご覧ください。平成２５年度一般会計補正予算第４号の概要

について、ご説明致します。一般会計補正予算第４号について、補正前の額、４８億８６

００万７千円を、補正額、２８７３万１千円を減額し、補正後の額を、４８億５７２７万

６千円とするものであります。右側の表をご覧ください。今回の補正にかかる財源調整と

致しまして、返済基金において１億円の減額。備考資金支消交付金において１億５千万円

の減額となってございます。一般会計補正予算第４号歳入・歳出一覧についてですが、各

号の追加・減額については主な内容の説明とさせていただきます。まず、歳入でございま

すけれども、中段にあります、地方交付税３億５１５万４千円の追加は、普通交付税によ

る追加でございます。国庫支出金８６７０万９千円の追加は、総務費国庫補助金に於いて、

地域の元気臨時交付金の追加が主なものでございます。道支出金において６６９万４千円

の減額は、農林水産業費委託金に於いて換地事業委託金の減額が主なものでございます。

財産収入１４６０万２千円の追加は、物品売り払い収入の追加が主なものでございます。

繰入金２億７４７２万６千円の減額は減債基金繰入金、公共施設整備基金繰入金の減額が

主なものでございます。諸収入１億４９７７万３千円の減額は、北海道備考資金組合積立

金支消交付金の減額が主なものでございます。町債３１０万円の減額は、道路橋りょう債

の減額によるものでございます。 
 続きまして、右側の歳出でございますけども、総務費に於いて１３０７万１千円の減額

は、一般管理費に於いて給与・共済費の減額が主なものでございます。財産管理費に於い

ては工事請負費の減額が主なものでございます。また、参議院議員選挙費に於いて、参議

院議員選挙費の減額によるものでございます。民生費１４５７万円の減額は、社会福祉総

務費に於いて、障がい者施設支援、光の里改築事業補助金の減額が主なものとなっており

ます。また、障がい者特別対策費に於いて、障がい者介護給付費扶助費の減額が主なもの

となっております。衛生費に於いて８８５万７千円の追加は、保健衛生総務費に於いて、

国民健康保険特別会計施設勘定繰出金の追加が主なものとなっております。農林水産業費

に於いて５７２万９千円の追加は、林業振興費に於いて、未来につなぐ森づくり推進事業

補助金の追加が主なものとなってございます。土木費に於いて１４２８万５千円の減額は

道路新設改良費に於いて、八束・高台線交付金工事、神丘１０号線交付金工事の減額が主

なものとなってございます。また、都市公園管理費に於いて、中央緑地改修工事、高美地

区高美公園安全柵改修工事の減額は主なものでございます。 
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教育費に於いて１７７万円の減額は、社会教育総務費に於いて、今金町国際国内交流事業

補助金の減額が主なものとなっております。 
 次に４ページ目をお開き下さい。４ページ目ですが、一般会計補正予算第４号の総務財

政課所管概要について、ご説明させていただきます。 
まず、歳入になりますが、９款地方交付税、１目地方交付税に於いて、３億５１５万４

千円の追加は、普通地方交付税で、今回の補正予算に伴う財源調整でございます。１１款

分担金及び負担金、１目総務費負担金に於いて１５万円の追加は、北海道町村会負担金１

３万８千円の減額でございますが、給与の臨時特例による減額となってございます。北海

道後期高齢者医療広域連合負担金、２８万８千円の追加でございますが、精査による追加

となってございます。１３款国庫支出金、５目総務費国庫補助金に於いて８１８７万６千

円の追加は、地域の元気臨時交付金でございます。後ほど、報告事項に於いて、詳細を説

明させていただきます。１４款道支出金、１目総務費委託金に於いて３９万８千円の減額

は、参議院議員選挙費委託金の確定による減額によるものでございます。 
続きまして、５ページをご覧ください。１１款財産収入２目、医師及び配当金に於いて

１２万１千円の追加は、財政調整基金利子及び減債基金利子の追加によるものでございま

す。１５款財産収入２項、財産売払収入、１目不動産売払収入に於いて３２５万円の追加

は、土地売り払い収入ですが、今年６月に売却した、あったか団地１区画分の追加による

ものでございます。２目物品売払収入に於いて１１２０万６千円の追加は、物品売り払い

収入で鈴岡地区町有林の伐採木材売却益で２６６８㎥分でございます。１６款寄付金、１

目寄付金に於いて４５万５千円の追加は、一般寄付金の追加でございます。内訳と致しま

しては、一般寄付金１件３０万円、ふるさと納税１１件１５万５千円となってございます。

１７款繰入金、２目減債基金繰入金に於いて１億円の減額は、減債基金繰入金の財源調整

によるものでございます。３目公共施設整備基金繰入金に於いて、１億３９０１万円の減

額は、国や道の補助金等を活用することにより、公共施設整備基金を繰り入れしなくても、

事業を執行できる目処がついたための減額となってございます。 
続きまして６ページをお開き下さい。１９款諸収入、２目雑入に於いて１億５千万円の

減額は、北海道備考資金組合積立金支消交付金で、財源調整によるものでございます。２

０款町債、３目土木費に於いて３１０万円の減額は、八束・高台線交付金事業債に於いて、

８０万円の交付金事業費の変更に伴う減額となっております。同じく、神丘１０号線交付

金事業債２３０万円の減額に於いても、交付金事業費の変更に伴う減額となってございま

す。 
 続きまして、歳出の方に移らせていただきます。２款総務費、１目一般管理費、給与に

於いて８５５万８千円の減額は、７月より実施しております、給与の臨時特例による４％

の減額及び人事異動に伴うものでございます。職員手当等に於いて４９万１千円の減額は、

実績及び人事異動に伴うものでございます。 
 ７ページをご覧ください。同じく、一般管理費で共済費に於いて１７２万１千円の減額

は、給与の臨時特例による減額及び人事異動に伴うものでございます。需用費に於いて４

０万円の減額は、消耗品費に於いて、図書加除中止による減額となってございます。３目

財政管理費、需用費に於いて５０万円の追加は、消耗品に於いて、補助事業、交付金事業

に掛かる、事務費調整分によるものとなってございます。５目財産管理費、需用費に於い

て５３万１千円の追加は、燃料費に於いて、燃料単価の増及び実績精査による追加となっ

てございます。役務費に於いて１４万１千円の減額は、手数料に於いて、実績精査による

ものとなってございます。委託料に於いて７５万１千円の減額は、旧今金保育所改修設計

業務委託料の執行算による減額となってございます。 
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次に、工事請負費に於いて４１７万４千円の減額は、旧今金幼稚園跡地駐車場整備工事、

寒昇地区町有住宅改修工事、八束地区町有住宅解体工事の執行算による減額となってござ

います。積立金に於いて３２５万１千円の追加は、公共施設整備基金積立金でございます

が、歳入でご説明致しました、あったか団地売却分を基金に積み立てたものでございます。

公課費に於いて４２万３千円の減額は、自動車重量税の実績精査によるものでございます。 
 ８ページをお開き下さい。２款総務費、１０目財政調整基金費積立金に於いて４２万１

千円の追加は、財政調整基金積立金減債基金積立金に於いて、一般寄付金及び利子追加分

によるものでございます。１１目電子計算費に於いて、委託料の７０万８千円の減額は、

電算機器保守委託料に於いて、確定による減額によるものとなっております。使用料及び

賃借料に於いて１０万９千円の減額は、ＮＴＴ回線使用料精査による減額によるものとな

ってございます。備品購入費に於いて１６万３千円の減額は、庁内ＬＡＮ用パソコン及び、

人事給与システム購入に伴う、執行残によるものでございます。２款総務費、１目選挙管

理委員会費、給与に於いて２２万３千円の減額は、給与の臨時特例による減額となってお

ります。共済費に於いて４万８千円の減額は、共済組合負担金給与の臨時特例による減額

となっております。２目参議院議員選挙費、次の９ページに渡ってございますけれども、

１４９万９千円の減額は、執行額の確定に伴う、事業費の減額によるものでございます。

次に、８款土木費、１目住宅管理費、報酬に於いて２万８千円の追加は、町営住宅入居者

選考委員会委員報酬に於いて、委員会１回分追加の開催分になってございます。工事請負

費に於いて１１８万１千円の減額は、種川宮前団地町営住宅解体工事及び、南団地町営住

宅屋根塗装工事に於ける、執行残となってございます。以上予算の説明を終了させていた

だきます。 
 １０ページをお開き下さい。１０ページ目からは、報告事項となっております。 
まず、１件目は、地域の元気臨時交付金について、ご説明させていただきます。まず、

概要についてでございますが、日本経済再生に向けた緊急経済対策、平成２５年１月１１

日閣議決定に於いて追加される、公共同市の地方負担が大規模であり、地方の資金調達に

配慮し、本対策の迅速且つ、円滑な実施が出来るよう、今回限りの特別の措置として、地

方公共団体が作成した、地域の元気づくり交付金実施計画に基づく事業に要する費用に対

し、国が交付金を交付することにより、地域経済の活性化と雇用の創出を図ることを目的

とし、創設されたものでございます。交付金の限度額の算定でございますが、国の平成２

４年度補正予算第１号に、計上をされました公共事業及び、施設費の地方負担額を基礎と

し、当該地方公共団体の財政力を勘案した調整、これは７割から９割の交付率でございま

す、を、加えて交付金予算額の範囲内で算定されるもので、今金町の交付限度額は８１８

７万６千円、交付率９割となってございます。交付対象事業と致しましては、地域の元気

臨時交付金実施計画に基づく事業の、実施に要する費用の全部、又は一部を負担する事業

で、次に挙げる２つの事業がございます。 
まず、国の補助事業ですが、こちらは国の平成２４年度補正予算第１号に計上された事

業、または平成２５年度当初予算に計上された事業の一部でございます。 
続きまして、地方単独事業ですが、平成２５年１月１２日以降に、地方公共団体の平成

２４年度予算、または平成２５年度予算に計上され実施される事業であって、建設地方債

の発行対象経費であるものを財源とするもの、又は基金の積立の財源とするもので、今金

町の地域の元気臨時交付金は、こちらの地方単独事業に該当致します。今回この交付金を

充当する予定の事業と致しまして、障がい者支援施設光の里改修工事に５６２３万円。旧

今金幼稚園跡地駐車場整備事業に１２４０万９千円。 
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総合体育館前倉庫周辺駐車場整備事業に、１３２３万７千円。充当予定額合計と致しま

して、８１８７万６千円を予定しております。 
続きまして２件目は、今金町の再任用制度についてご報告をさせていただきますので、

別冊で提出しています資料をご覧下さい。今金町の再任用制度の目的と致しまして、再任

用制度が本格的な高齢社会を迎える中、満額年金の支給開始年齢の引き上げに対応し、職

員が定年後の生活に不安を抱えることなく、職務に専念できるよう、雇用と年金との連携

を図ると共に、長年培った能力・経験を有効に発揮できるよう、定年後に引き続き働く意

欲と能力を有する職員について、採用する制度でございます。再任用制度のポイントと致

しまして、①定年年齢、原則６０歳を変更するものではありません。また、定員の枠内で

実施されます。②定年前の職員と同様に、本格的な職務に従事することとなります。③服

務規程の適用については、定年前の職員と同様となります。④フルタイムでの勤務だけで

はなく、短時間勤務も導入して参ります。 
再任用制度の内容につきまして、２ページ目をお開きください。再任用制度の内容でご

ざいますけれども、対象者と致しまして、１．定年退職者。２．定年退職日以前に退職し

た者の内、次に挙げる者。①２５年以上勤続して退職した者であって、当該退職の日の翌

日から起算して５年を経過する日までの間にある者。②上記１に該当する者として、再任

用されたことがある者を対象としてございます。下記の図につきましては、再任用のパタ

ーンを分かり易く図解したものでございますので、後ほどお目通しをお願い致します。 
３ページ目をご覧ください。任用・任期でございますが、任用の方法と致しまして、勤

務実績等に基づく選考での採用となっています。任期は１年以内。任期の更新は、更新直

前の任期に於ける勤務実績が、良好である場合に予め本人の同意を得た上で、１年以内で

可能となっております。また、更新された任期を再度更新することも可能となってござい

ます。任期の末日と致しましては、６５歳に達する日以降の最初の３月３１日まで。ただ

し、退職共済年金の部分支給開始年齢の段階的引き上げに合わせて、定年退職する年度が

次の場合は、当該年齢に達する日以降の最初の３月３１日までと致します。定年退職する

年度により、再任用の任期を表したもので、平成２５年から平成２６年度に退職した場合

は６１歳。平成２７年から平成２８年度に場合は６２歳。平成２９年から平成３０年度に

退職した場合は６３歳。平成３１年から３２年度に退職した場合は６４歳。平成３３年度

以降は６５歳となってございます。下記の図につきましても、後ほどお目通しをお願い致

します。 
４ページ目をお開き下さい。勤務時間・休暇でございますけれども、勤務時間はフルタ

イム勤務、週３時間４５分。または短時間勤務、週１５時間３０分から３１時間までの、

範囲内の時間となってございます。短時間勤務につきましては、柔軟な勤務体系を可能と

するため、週１５時間３０分から、３１時間までの範囲内で、定められた時間だけ勤務す

る、短時間勤務制が設けられております。これにより例えば、４時間勤務や、月、水、金

の隔日勤務が可能となっております。また休暇につきましては、定年前の職員と同様にな

ってございます。ただし、短時間勤務職員の年次休暇については、２０日を超えない範囲

でその者の勤務体系に応じて、次の算式入より求められる日数となってございます。再任

用された際の年次休暇は、定年前との通算はございません。なお、任期の更新の場合には、

任期満了前の年次休暇が、通算されることとなってございます。 
５ページ目をご覧ください。給与につきまして、今金町では、６ページ目をご覧くださ

い。再任用職員給与別職務分類表にございます通り、２級、月額２１万３４００円で運用

を行いたいと考えております。諸手当と致しまして、通勤手当、休日給、特殊勤務手当、

地域手当、夜間手当、期末勤勉手当、超過勤務手当、宿日直手当がございます。 
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期末勤勉手当の手記割合、これは平成２５年４月現在と致しまして、年間計２.１ヶ月

分の支給となってございます。期末勤勉手当を含めた年収につきましては、約３００万円

程度となります。その他の事項と致しまして、服務、能率、分限、公平、災害補償等に於

ける、再任用職員の取り扱いは、基本的に定年前の職員と同様とする。再任用後の退職に

ついては、退職手当を支給せず、また、共済組合については、フルタイム勤務職員のみ加

入する。雇用保険については、フルタイム勤務職員は加入することとなります。以上、総

務財政課の説明及び報告とさせていただきます。よろしくお願い致します。 
〇委員長（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

け致します。はい、日置委員。 
〇８番（日置紳一君） ８番日置です。５ページの、物品売払収入のところの、鈴岡地区

の面積、これは、立米では記載されているんですが、面積を教えて頂ければと思います。 
〇委員長（上村義雄君） 課長、北見君。 
〇総務財政課長（北見伸夫君） この物品の売り払いにつきましては、原木ということで、

既に切ったものでございますので、立米数ということでございます。で、町有林を伐採し

てございますが、その面積は８.１ヘクタールでございます。 
〇委員長（上村義雄君） はい、日置委員。 
〇８番（日置紳一君） これに対する、伐採とか、運搬に支払った金額とか、わかります

か。それと、業者があれば教えて下さい。 
〇委員長（上村義雄君） 課長、北見君。 
〇総務財政課長（北見伸夫君） 伐採に掛かった金額でございますが、今金町森林組合と

契約してございまして、金額が、１９３６万８３００円。切る経費として、１９３６万８

３００円ということになってございます。先ほど、伐採面積８.１と言ったのですが、８.
０４ヘクタールということでよろしくお願い致します。 
〇委員長（上村義雄君） はい、日置委員。 
〇８番（日置紳一君） 確認なんですけど、これだけ支払って、３０００万円程度あって、

支払ったから１１００万何某残った、ということでよろしいですか。 
〇委員長（上村義雄君） 北見君。 
〇総務財政課長（北見伸夫君） 切るのに要した経費、町有林を切るのに要した経費が、

１９００万円で、材として売った分が、１１００万円くらいということになりますので、

よろしくお願い致します。 
（何やら言うことあり） 

〇委員長（上村義雄君） はい、日置委員。 
〇８番（日置紳一君） 伐採した経費っていうのは、どこかに出てるんですか。上がって

いるんですか。あれだけかかって、これだけしか入ってこないということは、赤字ですよ

ね。 
〇委員長（上村義雄君） 課長、北見君。 
〇総務財政課長（北見伸夫君） 木の伐採につきましては、平成２４年度の事業で実施し

ているところでございます。 
〇委員長（上村義雄君） 他にありませんか。ありませんか。 
はい、山本委員。 

〇１０番（山本 豊君） 何点かお伺いをしたいと思います。まず条例なのですが、とり

あえず、沢山の、こう、両会にまたがるというんでしょうか、これはあの、合同委員会に

かかる予定はないから、かけたということなんでしょうかね。それを聞いてからまず。 
〇委員長（上村義雄君） はい、副町長、清水君。 
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〇副町長（清水 寛君） 本常任委員会の、議事は、全議員にお知りおきを頂きたいとい

うことで、条例の制定、それから改正、それから今の再任用については、合同委員会への

提案ということで、お願いをしようと思っておりました。ただ、所管の中でありますので、

出ている議事は莫大に多いものではありませんので、とりあえず一度は、所管の方にお話

を申し上げたい、というようなことでございますので、よろしくお願いを致します。 
〇委員長（上村義雄君） はい、山本委員。 
〇１０番（山本 豊君） 提案頂いたのですから。それから案件が少ないに関わらず、時

間がたくさんありますから、何点かでお伺いします。まず、議案第２号に出ております、

先生方の、それから、用務員や調理員の関係なんですが、今回先生を除いては、一般の職

員は６０歳年。まぁ、これは、再任用という手法もありますから、そのことはよくわかる

んですが、この場合、病院等に於いてということに、少し心配だなという思いがあるんで

すが。病院だけでなく、医療に関わる仕事に、例えば、勤務替えというか、その場合、そ

の職員の立場というのでしょうか。主たるものが病院でなく、そちらの、例えば、給与配

分なんかで、４対６とか、３対何とかありますね。その場合の表現として、こういう手法

のほうがいいのか、どうなのかなという疑義に思うものですから。ですから、主たる職場

が病院であれば、等ではいいんだろうけど、もしかして病院に３だという、そういう配分

があった場合でも、そういう表現で、表記したほうがいいんだろうかと、ちょっと疑義が

あるものですから。あえてお伺いをしました。まず１点目。 
〇委員長（上村義雄君） 北見君。 
〇総務財政課長（北見伸夫君） 今回、病院に於いてを、病院等にということに改正を、

お願いしております。これにつきましては、今、山本委員が仰る通り、今、としべつとい

う、老健施設もございます。その給与配分の７・３であるとか、６・４という、先生も居

る現実でございます。将来的に、どのような任用形態になるかというのも、不明な部分で

ありますので、病院等と表現致しまして、としべつ等にも適用させるということで、ご理

解をいただきたいと思います。以上でございます。 
〇委員長（上村義雄君） はい、山本委員。 
〇１０番（山本 豊君） そのことはよく承知の上で申し上げているつもりです。ですか

ら、あの、答弁するほうも、そのことはよく承知の上だと思うんです。いわゆる主従の関

係っていうんでしょうかね、主従って表現ちょっとよくないかな。勤務時間の関係だとか、

それから、勤務の割合が、さっき言ったようにどっちが主になるかって場合で、としべつ

っていう表現出ましたから、そこで、あの、としべつの方に、主たる、例えば、６がとし

べつで、猶予の時間が病院ってこともありえるのかなって、以前からそういう心配してお

りました。或いは、医師の人事交流だとか派遣だとか、そんなことが有り得ると思うんで

すね。ですから、そんなことを考えた場合、その時に条例変えればいいんですけども、将

来を見据えて、たぶんそういう形にならざるを得ないのか。もう一つ心配だったのは、国

保病院の存続という、ちょっと長い目で見ればですよ、一定の人口密度とか、国保病院っ

てことが維持できない形も１０年後とか２０何年先とか、そういうことも今から想定して、

いろんなことを考えておいたほうが、いいのかなという思いがあります。そして今、小さ

な病院の小規模入院という表現、それも、今度は診療所ができるっていう仕組みになるで

しょう。それで、そういう割合ができてくると、病院と、としべつの関係というのはいろ

いろと、長い期間がかかりますから、今で即決即断ということはないと思いますから、た

ぶんその時にでも条例変更したらいいのでしょうけども。そんなことも念頭にありながら、

等、という言葉がついたというふうに理解はするんですよ。 
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でも、せっかくですから常任委員会の皆さん方も、そこの意思の疎通を、しっかりしてお

いたほうがいいのかなと思って、あえて申し上げましたので、もう少しウィング広げてお

話を頂ければありがたいです。 
〇委員長（上村義雄君） 副町長、清水君。 
〇副町長（清水 寛君） 基本的に、医師が１００％満足に充足されておりますと、老健

の介護老人保健施設の開設条件、これは医師が必要でありますので、そこに一人が必要で

あります。病院は病院で、５名という部分が必要になる訳でございます。で、今、老健は、

０．８人という形の中で、開設条件を満たしております。今、山本委員が仰ったように、

０．８人、病院の０．２、これは運営の中でやっております。１００％居ない訳でありま

すから、そういうことで、どちらに医師を置くかその時々に応じて使い分けをさせていた

だいております。これが、満度になったときには、老健には一人をきちんと確保してやっ

ていくという形になると思っていますけども。今はそういう状況で、老健にも医師を置か

なければ、開設条件が満たされないものですから、それらを含めた中で、病院等と表しを

させてもらっている部分で、理解を賜りたいと思っております。 
〇委員長（上村義雄君） はい、山本委員。 
〇１０番（山本 豊君） そういうふうに言っていただくと、皆さん方が理解しやすいと

思うんですね。ですから、あの、自分の言葉で言うのは変なんですが、大きくは、こうい

う条例の改正等があった場合、うちは、うちの仕組みとしてはどうだというのを、前段で、

本来は私共が勉強したらいいのだろうけども、こういう機会を利用しながらでも教えて頂

くことも、行政と議会の意思の疎通ができるかなという思いがあって、あえてそんなこと

を聞きました。だから、失礼なんですが、この議案第３号の、４月の臨時特例によっての、

今回、町長が前段で仰ったそういう、交付金等々で変更がされるのだろうという、想定を

しています。それで、この改正後の条例でいくと、その減額になった分が、どれくらいで

補填をされるのかなという、そういう計算様式ありましたら、教えて頂ければなというふ

うに思います。 
〇委員長（上村義雄君） 課長、北見君。 
〇総務財政課長（北見伸夫君） これにつきましては、給与構造改革における、給与の復

元という観点の改正でございますが、欠落している部分について、ということでございま

すが、給与構造改革の復元というのは、平成２３年から随時実施しているものでございま

す。まず、平成２３年４月１日には、若年層、中堅層と言いますか、これは、前段に平成

１８年から２２年までの５年間、今、１年間に４号俸昇給するのが、３号俸に抑えられた

と。この５年間は。というのが、前提となってございます。それで、給与構造改革自体は、

平均４．８％、当時給与を下げるということでございまして、若年層はそれほど下がらな

かったのですけども、高齢職員については７％ということで傾斜配分的な給与の削減でご

ざいました。で、その中で回復処置としまして、まず、平成２３年４月１日に、若年、中

堅層ということで、４３歳未満の職員に対しまして、昇給１号俸を回復してございます。

その次に平成２４年４月１日でございますが、３６歳未満の職員につきまして、最大２号

俸の回復をしてございます。３６歳から４２歳未満の職員については、最大１号俸の回復

を行っております。続きまして、平成２５年の４月１日の時点ですけども、この時点では

一定年齢未満の職員、最大１号ということで、人事院で定める年齢の方ということで、３

１歳以上３８歳未満の方につきまして、１号俸を昇給・回復させるという経過がございま

す。で、今回４５歳で１号俸なものですから、全体で４号俸になります。この昇給復元に

つきましては平成２６年４月１日の昇給復元で、一応、終止符という方向がなされており

ます。 
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 今回の影響額、４５歳未満は３１名ございまして、給料分につきましては、７４万４千

円の影響が出ると思います。ボーナスにつきましては、２４万４９００円ということです

から、１００万円程度の金額が回復するということでございますので、よろしくお願い致

します。以上でございます。 
〇委員長（上村義雄君） 山本委員。 
〇１０番（山本 豊君） 山本です。結論を言うと、欠落と言う表現は少し悪いかもしれ

ませんが、その分が今回の改正条例制定をすることによって、ほぼ復元できるというふう

に、理解していいのでしょうね。 
〇委員長（上村義雄君） 課長、北見君。 
〇総務財政課長（北見伸夫君） １００％ということではありませんが、復元処置として、

回復するべきものは、今金町も回復したということでございます。以上です。よろしくお

願い致します。 
〇委員長（上村義雄君） 他にありませんか。はい、芳賀委員。 
〇５番（芳賀芳夫君） ５番、芳賀です。再任用制度について、お伺いしたいと思います

が、まず冒頭に、町長のほうから、この再任用についての国からの指導といいますか指針

といいますか、それに対する措置もまだ決定はしてはおりませんが、お話がございました。

この再任用制度について、まず入り口で、この義務化されたという理解でよろしいかどう

か、お伺いしたいと思います。 
〇委員長（上村義雄君） 課長、北見君。 
〇総務財政課長（北見伸夫君） 国家公務員につきましては、義務化ということでござい

ます。地方公務員につきましては国からの要請。同じような仕組みで運用をお願いしたい

という、要請でございます。以上でございます。 
〇委員長（上村義雄君） はい、芳賀委員。 
〇５番（芳賀芳夫君） もう１点お伺いしたいと思いますが、３ページです、任用・任期

についての記載がございますが、任用の方法ということで、勤務等の選考採用という字句

がございますが、これはどのような基準になるのか、お伺いしたいと思います。 
〇委員長（上村義雄君） 課長、北見君。 
〇総務財政課長（北見伸夫君） この勤務実績等に基づく選考というのは、まず、選考委

員を町長、副町長、教育長を始め、何人かの選考委員を定めます。で、この選考というの

は、再任用を希望する方をフルタイムで雇う、というのが基本になってございますが、過

去１年から２年の勤務実績、勤務の状況だとか、健康の状態を考慮した中で再任用をする

か、しないかを決定するものでございます。まず、その前段として、本人から希望を取る

という作業を致しまして、希望する方について、一応、選考という形を取ります。その選

考も、そんなに厳しく考えている訳ではないですが、例えば、処分歴があるだとか、長く

病気で休んでいるだとか、そういう方には遠慮を願う場面が出るかなと、考えてございま

す。以上でございます。 
〇委員長（上村義雄君） 芳賀委員。 
〇５番（芳賀芳夫君） それに関連して、５ページの、ここで再任用後の退職金を払わな

い。ただ、共済組合についてフルタイム勤務職員のみ、加入できるということであります

が、この加入は実質可能ですか。 
〇委員長（上村義雄君） 課長、北見君。 
〇総務財政課長（北見伸夫君） 共済組合の加入は、フルタイムのみ可能ということにな

ってございます。以上でございます。 
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〇５番（芳賀芳夫君）民間だとなかなかそういう事が認めれない部分がございます。それ

で確認を致しました。そこで、例えばこの、フルタイムで雇用した場合、厚生年金に入る

方ですね、勤務時間の割り振りありますけども、例えば、例１で勤務した場合の、この方

の報酬については、２級を充当するということなんですけども、それに対しての年金、あ

るいは健康保険、これらを加味したら一人当たりどのくらいの概算金額になるのか。もし

知っていれば、お聞かせ願いたいと思います。 
〇委員長（上村義雄君） 副町長、清水君。 
〇副町長（清水 寛君） 課長が、踏み込んだ発言をしておりませんので、それできっと、

いろいろとお考えでいらっしゃるかと思いますけども。現実的にこれ、北海道の方で再任

用制度を使っている段階では、３級をベースにしております。３級から４級で、俗に言う、

単動の部分については、２辺りを使うということで、これは北海道ならではです。ただ、

北海道の場合はフルタイムの雇用はほとんどしないと。ハーフなりクォーターなりという

形で。数が多い訳ですから。で、これがフルタイムになりますと、定数１になります。そ

うすると、新規の採用が抑制されることになります。そうすると、組織としては鈍化して

いく訳ですから、ですからこの制度については、これは、あの、年金に接続するまでの間、

これを庇ってやらなければならないというのは、私共は当然、やむを得ないものだと思う

んです。で、国は民間に対しては法律化して、今年、義務付けをしました。国家公務員含

めて、私共については、この平成１３年か、１４年かに作った再任用制度を定年延長とい

うのはしないで、そちらを使ってやっていけ、ということで、この度、この部分が生きて

きている訳でございます。私たちも同じように。私たちの町の職員数というのは、ある程

度限られた中ですけども、大きな市だとかになりますと、年間に退職していく人間が、何

十人、もしくは何百人という中で、それを全部再任用していくと形になりますと、当然と

して組織が、先ほど言ったように、定数１としてカウントすると、鈍化していくという部

分で、これが例えば、週４日とか、週３日とか、半日勤務だとかいう形の中であると、定

数に入らないので、そういう中で逃げていく。そこの部分で年金に接続するまで、カバー

をしてやるというのが、この制度の根底にある訳であります。民間人よりも優遇されてい

るであろう、と言われる部分が私共も耳に痛く感じる部分がありますが、しかし、今、私

共も、無年金になって、これから先、この３ページの表にありますけども、任用の任期の

期日があります。２５年、２６年の退職については、６１歳。ですから、約１年間。その

後は２年間、そして３年間、４年間と。平成３３年以降になりますと、丸５年間、満６５

歳になるまで年金が出ない訳であります。ですからその間をつないでやる制度としてこの

制度が今立ち上がっている訳であります。十分な制度かどうかという部分については、こ

れは私共も、なかなか苛立たしい部分がある訳でありますけども、勧奨されているこの部

分については、進めていきたいなと思っております。先ほど、芳賀委員が仰っいました、

退職金。退職金は反映されませんけども、その他年金等についての反映される額は、まだ

そこまで試算ができておりません。その点についてはご容赦を願いたいと思っております。 
〇委員長（上村義雄君） よろしいですか。まだありますか、芳賀委員。 
〇５番（芳賀芳夫君） この再任用制度は職員ということでありますけども、町長にお伺

いをしたいのですが、臨時職員という問題もあります。あるいはパート。これらの延長に

ついての並行した考えがあって然るべきかな、というふうに思いますけども。例えば、職

員の年金に繋がらない。承知しております。臨時職員についても同じことが言える訳です

よね。 
  



- 17 - 
 

職位は違ってもやはり、家庭というもの、家族というものを考えたときには、同じような

立場ではないのかなと。行政としてもやはり、そういったことに配慮されるのがやはり、

考えられることかなと思いますけども。 
〇委員長（上村義雄君） 副町長、清水君。 
〇副町長（清水 寛君） 町長にということでございますが、私のほうからお答えを致し

ます。正職員のみの対象ということで、現在は進めております。今、芳賀委員が仰る部分

についても、私共も心を痛める部分でありますが、しかし、現況がまず進まないと、先の

部分にいかないということで、今のお話については、貴重なご提言という形で受け止めさ

せて頂きます。 
〇委員長（上村義雄君） 課長、北見君。 
〇総務財政課長（北見伸夫君） 先ほど質問のありました、２級の場合の共済掛け金がい

くらになるかということですが、年額２０万円ほどになります。 
〇委員長（上村義雄君） 芳賀委員、いいですか。 
〇５番（芳賀芳夫君） ２０万円ですか。随分安いですよね。これ、当然、年金も掛かり

ますよね。それで健康保険も掛かりますよね、共済で。普通、厚生年金になれば２０万で

あれば、大体、事業主５割負担としても、２万５千円くらい掛かるかと思いますけども。 
〇委員長（上村義雄君） 課長、北見君。 
〇総務財政課長（北見伸夫君） 先ほどは、共済の関係で言いましたが、年金の掛け金に

つきましては、２級だと年額、約３３万円ということになります。 
〇委員長（上村義雄君） 他にありませんか。山本委員。 
〇１０番（山本 豊君） ふと、質問したいことがあったものですから。勧奨なんかで早

く辞めた方居ますよね、自分の事情で。そういう部分、そういう人方が勧奨額上積みで手

を挙げられた場合というのは、対象になるものなのでしょうかね。 
〇委員長（上村義雄君） 課長、北見君。 
〇総務財政課長（北見伸夫君） 勧奨退職、２５年以上勤務して、５年以内の方であれば

対象となります。これは今金町の条例の中でもそのような謳い方をしております。ただ、

それが現実的であるかというのは、別問題と考えております。以上でございます。 
〇委員長（上村義雄君） 山本委員。 
〇１０番（山本 豊君） それから、今、こういう制度ができたからといって、現行の中

では退職者を、退職者として扱っていますよね。ですから、決して、喫緊で補充しなけれ

ばならないということはないと思うんです。でも、そういう要請があった場合は、先ほど

言ったように温情という表現は適当でないかもしれませんが、無年金の間の一部でも補填

できればということで、そういう制度が、先ほど副町長が仰ったように、できたんだと思

います。でも、これは職場の大小、市、だとかに係わらず、それは必要な数の中で退職し

て、あるいは、職員を採用するという形な訳ですから、だから、そういうことに重きを置

くと新規採用が滞りはしないかなと、そういう心配もあるんですね。だから、そこら辺の

運用の仕方というのは、変な話ですけど、時の執行者がやられる訳ですから、その時の考

え方によって、何年後かには、また違う仕組みができるかもしれませんけど、現行の中で

は、出来て間もない制度ですから、何年かはそういう将来想定をしない形でやっていると

思うんです。国がこういう制度を準用しなさいと、提案をされたと思うんですが、さっき

言ったように、空期間が５年もできてくると、そういう心配が出てくるんでしょうね。今

は、まだそういう段階ではありませんから、喫緊の課題というのは、そこら辺の考え方と

いうのは、今金町がこれに基づいて行うとしたら、どういう範囲でどういう仕組みを考え

ながら、次の新しい世代交代含めながらということを、念頭に置いて、 
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当然、おやりになると思うんですね。そこら辺の考え方というのはやはり、時の政権を担

当している執行者ですから、今は、任用は１年ですから、そのことについて、今年はどう

するんだということくらいしか。でも、自治は継続ですから、基本的な考え方というのは

その時の中でしっかりと、後に繋ぐために基本的な考え方というのは持っていかなければ

ならないと思うんですね。そこら辺は、当然ながらこういう条例の制定に基づいては、役

所の中で、あるいは、特に課長さん方、副町長含めて、十分ご検討なさったと思うんです

が、そこのお考えを、お教え願えればと思うんです。 
〇委員長（上村義雄君） 副町長、清水君。 
〇副町長（清水 寛君） 先ほどから、説明しておりますけども、２級を適用致したいと

いう部分であります。年額にすると、２．１ヶ月の賞与等も入れる中で、約３００万円と

いう形です。これは満額です。職務の中には、いろいろな職務があります。例えば、医師

も居れば、医療技術職も居れば、技師も居れば、一般事務職も居れば、公務補も居ればと

いう形の中で、いろいろな職務があります。やはり私共として、是非、町のために引き続

きお力をお貸し願いたいという部分については、当然、お願いしようと思っております。

しかし、一般事務の場合について、もしくは、一般事務に特化する訳でございませんけど

も、時に応じては、仕事を作らなければならないという状況になろうと思っております。

でないと、ものについては進めていくのはなかなか大変だろうと。そういう時に応じては、

需要と供給のバランスという言い方は非常に悪いんですけども、中では、ハーフなりクォ

ーターなりということも、こちらもお願いをしながら、進めていかなければならないのか

なと、思っております。ただ、Ａ君には是と非、Ｂ君には否とするような公平感を欠くよ

うな進め方はしないという、これを原則としていきたいと思っております。組合において

もそのような部分については、お話をさせて頂いて、理解は頂いております。 
〇委員長（上村義雄君） はい、山本委員。 
〇１０番（山本 豊君） そのことは、当然、そうだと思うんです。少し心配だなと思う

のは、町長が冒頭でごあいさつの中で言ったように、病院の看護師の関係。いわゆる、医

療従事者の関係なんですが、この間、病院に行ったら、もう１回戻られた方がお元気です

かと言われて、そちらもお元気ですか、と聞きたくなったくらいなんですが、そういう形

でもしない限り、内部補充が十分にできていかなければ、これから適正医療が受けられな

い、あるいは、標準看護が受けられないという、介護が受けられないという形になるかと

思うんですけど。ただ、その場合の、今の派遣のような形は必要ないというか、できれば、

可能な限り、地元を働く場所にして頂いて、地域内供給という形が取れれば。このことの

原点はここにあるのかなと、勝手に思ったりしています。だから、そういうことを考える

と、心配なのは供給と需要の関係ですから、ある日突然お辞めになったり、何人かはダブ

ったりとかはあるんだろうけど、そのことが少し、念頭にあるかなという気がするんです

ね。で、先ほど町長が仰ったように、派遣の方々というのは本人ではなくて、派遣する側

の変更で帰って頂いたり、来て頂いたり、そういう浮動があるものですから、この制度を

最大限利用して、もう１回声を掛けて頂くような、形を取って頂ければ。供給源を近くに

求める仕組みを、是非ともお願いをしたいなという思いがあります。 
〇委員長（上村義雄君） 副町長、清水君。 
〇副町長（清水 寛君） 貴重なご提言だと思っております。今、町長が前段のあいさつ

で申し上げました、派遣を４名という形で、これは、非常の回避手段としてこの制度を利

用しております。決して安い訳ではありません。常席する人間を雇いたいというのは、こ

れは当然でありますので、将来については職員で全部埋めていきたい、という部分があり

ます。 
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今、委員が仰ったのはその勧奨なり云々で抜けていった中で、人間が居ればそれらを再任

用という形、合致すれば再任用で、これをやっていくことは、これは貴重な提言だと思っ

ておりますので、検討も十分加えて参ります。ただ、それ以外でも、町の中で定年退職、

もしくは、それ以外で抜けた方でも、手伝ってくれないかという形の中で、いろいろと声

を掛けてやらせて頂いていますので、地元の人方に助けて頂きながら進めていく。これは、

大前段において進めて参りたいと思っておりますので、よろしくお願い致します。 
〇委員長（上村義雄君） 他にありませんか。 
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。３時５分まで休憩致しま

す。 
休憩 ２時５５分 
開議 ３時０５分 

〇委員長（上村義雄君） 休憩を解き、開議致します。次に、まちづくり推進課より説明

をお願い致します。課長、山田君。 
〇まちづくり推進課長（山田 薫君） はい。まちづくり推進課より提案しております案

件については、資料に基づいて松村補佐のほうから説明を致させますので、よろしくお願

い致します。 
〇委員長（上村義雄君） 補佐、松村君。 
〇まちづくり推進課長補佐（松村康弘君） まちづくり推進課からは、説明事項として２

件、今金町定住自立圏形成協定の決議に関する条例案について、平成２５年度一般会計補

正予算案第４号について。 
報告事項では１件で、今金地域公共交通、八束白石地区実証調査アンケート結果につい

て、説明致します。 
 まず、説明事項について、１の今金町定住自立圏形成協定の決議に関する条例案につい

て、１ページをご覧ください。今金町定住自立圏形成協定の決議に関する条例案について。 
 （１）条例制定理由については、総務省が平成２０年度より推進している構想で、地方

において安心して暮らせる地域を形成し、地方圏と都市圏への交流人口を総室しようとす

るもので、圏域全体の活性化を図ることを目的としています。この度の制定は、函館市が

９月２６日、定住自立圏域の中心都市となることを宣言したことに伴い、渡島・檜山全１

８町で、取り組みを進めております定住自立圏構想につきまして、その形成協定の締結に

際し、国の定める要項に従い、当該協定の締結もしくは、変更またはこれを廃止する旨の

通告について、地方自治法第９６条第２項の規定に基づき議会の議決事件とするものです。 
 （２）条例制定案のついては、今金町定住自立圏形成協定の議決に関する条例制定につ

いては、下記のとおりとなっております。施行日については公布の日からとなっておりま

す。今後のスケジュールについては、平成２５年１２月、定住自立圏形成協定の議決に関

する条例の提案で、平成２６年３月には、定住自立圏の形成に関する協定書の提案と、協

定書締結調印式、２６年９月には、定住自立圏共生ビジョン策定予定となっております。 
 ２の一般会計補正予算案第４号の概要について、まちづくり推進課所管分の説明を致し

ます。２ページをご覧ください。一般会計補正予算案第４号の概要について、説明致しま

す。歳入においては、総務費道補助金１８０万円の追加は、総務管理費補助金において、

まちづくり総合交付金で事業確定による追加であります。総務費委託金７万２千円の追加

は、統計調査費委託金において、交付決定による追加となっております。利子及び配当金

２万６千円の追加は、生活交通路線確保対策基金利子の追加であります。続きまして、生

活交通路線確保対策基金繰入金、７１万６千円の減額は、生活交通路線維持運営費欠損補

助金で、事業の確定による減額となっております。 
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続きまして、歳出においては、企画費６０万２千円の減額は、需用費８万８千円の追加

は、地域交通実証調査にかかる消耗費。負担金補助及び交付金で７１万６千円の減額は、

生活交通路線維持運営費欠損額補助金の事業費確定によるもの。積立金２万６千円の追加

は、生活交通路線確保対策基金積立金の利息であります。住民活動推進費４３万５千円の

追加は、需用費１７万６千円の追加は、光熱水費・電気料で単価変動によるものです。原

材料費１９万７千円の減額は、花いっぱい運動事業完了による執行残となっております。 
扶助費３０万円の追加は、災害扶助費で、２件の住宅火災による見舞金支給となっていま

す。積立金１５万６千円の追加は、ふるさと創生基金積立金で、ふるさと納税１１件分で

あります。給油施設管理費１５万４千円の追加は、需用費修繕料で、主にスイートボック

スの腐食が激しいことから、今回の修繕となっております。生活改善センター等費１２６

万５千円の追加は、需用費であり、光熱水費で３１万２千円の追加は、電気料の価格変動

によるもの。修繕料９５万３千円の追加は、主に、神丘構造改善センターの男子便所を和

式から洋式に変更する修繕となっております。町民センター費１９万８千円の追加は、需

用費修繕料で、会議用テーブル天板の取り替え修繕となっております。次のページをお願

いします。統計調査費９万６千円の追加は、いずれも交付額決定による、精査による追加

となっております。環境衛生費１３万８千円の追加は、備品購入費で、火葬場内の休憩室

のストーブが経年劣化し、交換部品もないことから、今回新規に購入するものです。公衆

浴場費１５０万７千円の追加は、需用費、光熱水費で内訳として、電気料４９万円の追加

は、価格変動によるもの。水道料の１０１万７千円の追加は、今後の見込みによる追加と

なっております。常備消防費、２万円の追加は、負担金補助及び交付金において、檜山広

域行政組合負担金で、内訳として、消防署経費１３万円の減額の主なものは、職員の住宅

手当の追加、休暇勤務手当など今後の見通しを精査し減額するものです。消防施設費では

１５万円の追加は、備品購入費で、２階ストーブが劣化し、修繕部品もないことから、今

回新規に購入するものです。 
 報告事項について、１、今金町地域公共交通、八束白石地区実証調査のアンケート結果

について、５ページをご覧ください。今金町地域公共交通確保・維持・改善協議会のこれ

までの取り組みと、今後の事業展開について、説明致します。平成２４年度実施した、今

金町地域交通サービス導入調査事業に基づき、今後の方向性や本運行に向けた、実証調査

及び検証等を今年度実施し、実証調査後協議会にて具体的なネットワーク計画を組み立て、

新たな地域交通サービスの運行を進めております。４月には、第１回今金町地域公共交通

確保・維持・改善協議会を開催し、協議会設立における概要説明、協議会の役割、実証調

査の概要説明をしたところです。７月においては、第２回目の協議会を開催し、実証調査

における詳細事項の設定として、料金、経路、運用方法、調査業者の選定、実証調査スケ

ジュールの承認を頂いたところです。実証運行の主な内容は、デマンドバスの運行をする

と共に、幹線運行とスムーズに乗継できる小型車両等の、フィーダー路線を運行すること

や、予約状況によって乗合ハイヤー、または小型車両の運行による不定運行、事前予約が

無い場合は、その便は運行しないことが承認されたところです。また、料金については、

デマンド運行は１回、エリア内料金２００円とし、また、スクールバスの有効活用におい

ては、スクールバスの一般乗客の混乗化や、幹線バスとの継続連携を図ることとしました。

スクールバスの運行は学校が休校の場合は、運行しないことや、スクールバスの利用料金

は無料。児童・生徒に合わせた停留所のみの乗車を原則とすることや、デマンドバス、ス

クールバスを利用する場合は、必ず予約することで確認しています。実証調査運行は、夏

期間の９月２日から９月３０日の１カ月間において、八束白石地区を対象にしております。

実績等については、後ほどご説明致します。 
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１１月に第３回協議会を開催し、実証調査における検証及びアンケート調査の報告。今

後の方向性の確認と、生活交通ネットワーク計画作成について、協議を進めております。

第３回協議会の検証結果等を踏まえて、冬期の実証調査における、詳細事項の設定につい

て、料金、経路、運行方法、広報等による町民周知、住民説明会等を開催し、冬期間の２

月１日から２月２８日の１カ月における、八束白石地区の実証調査運行に向け、協議され

たところです。今後の予定として、３月に利用者アンケートの実施、生活交通ネットワー

ク計画の作成。 
国への生活交通ネットワーク計画フィーダー系統の各申請事務を進め、平成２６年１０月

より、八束白石地区で新たな地域公共交通路線の本運行スタートする予定です。 
６ページ、７ページには、今回デマンドバス運行実施に係る、ダイヤ、路線であります。 
今金行一便、二便、八束白石地区への帰りの便６便を運行したところです。 
今金行一便については、スクールバス混乗型で、原則、児童・生徒が乗車する停留所と

なっております。下車については、今金ターミナル等が新規に追加され、高校生の通学に

も利用されています。 
今金行二便は有料で、月曜日から土曜日の運行で、下車場所については、国保病院、農

協、役場、としべつなど、町内最寄りの施設となります。どちらも必ず出発３０分前まで

に、予約が必要となっております。八束白石地区の帰り道は６便で、スクールバス混乗型

３便、デマンドバス３便となっております。スクールバスが、学校の都合で運行しない場

合でも、乗客から予約があれば、デマンドバスとして運行することとしております。 
今金町地域公共交通実証調査、八束白石地区利用実績について説明します。 
８ページをご覧ください。今金町地域公共交通実証調査利用実績について。期間は９月

２日から３０日、下段になりますが、延べ人数１５３名が利用しております。今金行一便

スクールバス混乗は、１８名、今金行二便デマンドバス６１名、八束白石帰りの便では、

デマンド３８名、同じくスクールバスが１５名。帰りの便３便、スクールバス４名、帰り

の便デマンド１２名、帰りの便スクールバスは０です。帰りの便デマンドで５名の利用と

なりました。内デマンド利用は１２６名で、乗車料金合計２万５２００円となっておりま

す。参考として町内の下車場所と、乗車場所を記載しております。一番下のほうになりま

すが、下車場所では国保病院６割、野の花診療所３割、その他１割と。乗車場所について

は、ひだまり５割、Ａコープ３割、国保１割、その他１割となっております。今後につい

ては、冬期の実証運行を予定しており、様々なデータを基に、来年１０月から本運行に向

けて準備を進めて参りたいと考えております。以上、まちづくり推進課よりの説明を終わ

ります。 
〇委員長（上村義雄君） 説明が終わりました。説明に対し質疑があればお受け致します。

ありませんか。山本委員。 
〇１０番（山本 豊君） 将来のデマンドの運行範囲って、多分将来的には、各町内網羅

するという形になると思うんですが、それに先立って生活路線との関係が出て来ようかと

思うんですね。で、いわゆる今の生活路線バス、元のは精算事業用からのお金の分で運行

されています。で、路線が決まっているものですから、中里の方通るというのは、極めて

時間的に、大多数の一般乗客にとっては、極めて良い評判ではない。ただ、制度としては

そうですから、早くやるのであればそちらのほうの、デマンドの領域にしながら、生活路

線バスを真っ直ぐ最短距離で行ける形がいいのかなと。なんでかと言うと、長万部に行く

にしても、長万部から乗るにしても、この区間が長いんですね。銀嶺バスに比べたら１８

分かな、乗った方が居るんですね。２０分は長いと。 
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将来的にはやはり、補助金もらっている路線バスですから、将来的にそちらと重複する

ことになると、早めにそちらの方もやってあげて。 
これは将来の話になるかもしれませんが、長万部まで新幹線がきたら、あの線を通って

いたらいいかげんにしてくれという話になると思う。路線変更はなかなか出来ないでしょ

うけども、最優先でその辺をやって頂きながら、生活路線は新しい道路、路線変更の申請

を国交省に申請してもらって変更する、そういうことを念頭において、やって頂けないか

なという話を良く住民からされます。もう一つは、これに関わって、１カ月の収入が２万

いくらという実績でありました。現実に委託をする訳でしょうから、現実のこれに要する

経費というのは、どのくらい掛かるものなのでしょうか。で、仮にそれが、この圏域だけ

ですからわかりませんが、全町を網羅するとしたら、多分、事務方は十分にそこら辺の精

査はしていると思うんですが、その計画の範囲で結構ですから、それから予測でも構いま

せんから、分かり得る範囲でお知らせを願いたいと思います。 
〇委員長（上村義雄君） 課長、山田君。 
〇まちづくり推進課長（山田 薫君） はい。まず２点目の地域交通を今回実証実験とし

て、収入が２万５千円程度ありますが、委託契約しているのが、スクールバスの委託契約

を見本と致しまして、そちらの方の単価を使わせて頂きました。で、今回１カ月利用して

いましたが、東ハイヤーと契約をしております。そちらの方に、１カ月間の経費として請

求がきたのが、約２０万円弱でございます。これを２月にも実証しますが、先ほど第３回

目の協議会が開催されたということを、説明致しましたが、そこでですね、いろいろな、

アンケート調査や意見交換した結果、行きの２便ではちょっと少ないということもありま

すし、夏場と同じ実証実験をしても、結果が同じであれば次に活かせないということもあ

りますので、行きをもう１便増やして３便にするとか、帰りの便の６便をもうちょっと、

例えば、回送、迎えに行くときに、乗車出来ないか、今金から乗車出来ないだろうか。と

いうようなご意見も頂いたので、その辺も函バスと協議会等々で検討しながら、２月に向

けて、また、本運行に向けて検討していきたいというふうに考えています。 
 先ほど１点目の、函館バスの幹線の路線との関係でございますけども、この地域交通を

始めた目的と致しましては、まず、函館バスの幹線の乗車率を上げるというのも、一つの

目的になっていますし、今、旧国道も函館バスが運行しておりますが、そちらのほうは民

家が張り付いておりますので、そちらを、まず、乗車を向上してもらうためには、どうい

う施策展開をしていくかというのが、今後の施策の展開だと思っておりますし、バイパス

を通して時間的に短縮すれば、というようなご意見もございますけども、まずは民家の張

り付いているところの地区を、守っていくんだというのを含めて、函館バスの機関として

の目的も達していきたい、というような、町の施策としてこれから進めていかなければな

らないと思っておりますし、八束白石の次は、どこの地区だというふうに思われているか

と思いますけども、それは今後、来年に向けて協議会と協議しながら、次の地区を選定致

しまして、また実証実験を踏まえながら、今後に向けていきたいというふうに考えており

ますので、よろしくお願い致します。 
〇委員長（上村義雄君） 山本委員。 
〇１０番（山本 豊君） 課長、誤解を招いたかと思うんですが、路線変更してくれとい

うのは、デマンドを通すとあちらが路線変更の対象になり得ないか、という話なんですね。

ですから、デマンドと函バスを同じところを通すということではない、というふうに理解

をするんです。まぁ、約束事では函バスを向こうを通すという、そういう当初からの約束

で交付金がきていますから、他の町にしたら近くを通ったなら、その路線分の割合でもら

っているお金ですから、返せと言われるかもしれません。 
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そういう要求があっても構わないと思うんですね。何故かと言うと、やはり公共交通は利

便性がありますから。ここの主な事業というのは、将来的に多分、医療との係わりでそっ

ちが使うことになるのかなという気がするんですね。やがて将来人口が３８００まで落ち

たときの、その時の対応と一過性のものではなく、そこにリンクしておかなければ。何故

かと言うと、今、出生数が３０人ですよ。そして、そこで通っているスクールバス。今は

東さんがハイヤーで送ってくれていますが、だからそのこととの整合性が、今、ハイヤー

通っているのが、多分今度はデマンドになったらそちらがハイヤーではなく、バスになる

と思うんですね。で、各地区がオールバス運行になったときの、このまち全体の交通形態

の会社との契約数が、金額が高額になります。これは、町の将来の定住人口、それからど

の場所に住むかということの、係わりもあるかと思うんですね。十分に検討しなければ、

軽軽にやって後々に、多分よほどの定住政策をしない限り、静かに減っていくのだろうと

いう気がします。 
そのことを念頭に置きながら、デマンドを含めて、スクールの併用等も含めて、何が一

番有効かというのを、短絡的に考えないでやって頂ければと思うんですね。もちろん、今、

困っている人も居ますから。特にそういう形で言えば、足の無い方というのは、子どもさ

ん方と、今、車の免許を持っていない方というのは、極少なくなりました。年齢層でいう

と。そのことも考慮に入れた仕組み作りをしていかなければならないのかな、という思い

があるのですが、そこら辺、当然ながらまちづくりというのは将来のこの町の仕組みの中

心的存在、政策・立案の中心的な存在だと思うんですね。当然、考えていますよ、という

答えが出るのでしょうけども、そこら辺のお考えがあれば。 
〇委員長（上村義雄君） 課長、山田君。 
〇まちづくり推進課長（山田 薫君） はい。将来に向けて、将来の今金を見据えたとい

う形で、ご質問を頂きましたけれども、もちろん私たちも考えてはいますけども、今は函

館バスの幹線バスに接続する補助金も使っておりますし、まず、それを利用しながら、幹

線バスを走っている以外の地域の方の足を確保する、という方が優先するべきだろうとい

うことで、私の方も動いております。今、言った幹線バスも乗車率が低くなると、先ほど

委員さんが言った通り、今金町が公共交通を網羅するためには、相当の経費が掛かってし

まうというのがありますから、まず、その幹線バスを守っていくことを前提としながらも、

地域の交通網に対して考えていく、ということを念頭に置いて考えています。先ほども申

しましたように、協議会でいろいろな函館バスの方、運輸局の方も委員として居られます

ので、そちらの方の方々の意見も参考にしながら、今後進めて参りたいと考えております

ので、よろしくお願い致します。 
〇委員長（上村義雄君） はい、山本委員。 
〇１０番（山本 豊君） 委員会だから少し、横道にそれてもいいのかなと思うんですが、

良く町長が仰いますけども、人の命はもちろん大事です。それから福祉も大事です。でも、

膨大な費用を使って、いわゆる費用対効果という表現をするんですが、行政も一定の費用

対効果を求めるのは当然ですけども、そこのことにシフトしていくと、まち自体がやって

いけなくなるのかなという思いがしますね。何故このようなことを言うかと言うと、先ほ

ど言った通りですよ。人口の年齢別の比率を見てご覧なさい。８０歳以上は家族に車の運

転を危ないからと、止めなさいといいます。でも、今、現実に利用されている方というの

はほとんどが、無免許の時代の方々が多いんですよ。いわゆる、その当時に免許を取れな

かったというのでしょうかね。その方が、いわゆるへき地という地域に未だ多く居ます。

その総数がいくらくらいか調べたことがありますでしょうか。だから、そういう状況にあ

るということを前提にして、当然ながら、公共交通含めて、不特定多数が対象ですから、 
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どの方が乗って、どの方が、ということにはならないかと思うんですが、皆さん方もきっ

とお思いでしょうと思うんですけど、除雪の路線が３００キロ除雪をする。やがてできる

でしょう。同じことがデマンドやスクールでも言えるのかな。だから、利用区分に従って

仕組みを作っていかなければ、だめになっていくのではないでしょうか。特定の地域によ

っては違う方法を考えなければいけないのではないでしょうか。私共の地域もかつては６

０戸あったのですが、今は１８戸です。で、狭あいの山間の所も除雪してほしいと言いま

すよ。全部ができる時代がいつまで続くのかなという。住民の公平・厚生・福祉というこ

とを考えると、そうしなければならないのでしょうけども、限度がある時代がくるという

ふうにお考えになりませんか。 
〇委員長（上村義雄君） 副町長、清水君。 
〇副町長（清水 寛君） 分けてお話をさせて頂きます。 
まず、生活交通路線の維持・確保です。これは、国鉄せたな線が廃止されまして、転換

交付金を持って４町、今は３町でありますけども、維持・運営をしております。まぁ、当

時の転換交付金を持ってこのままやっていっても、１０年等でバスの更新をやる云々とい

うことを含めると、今金町の今の持っている基金で、恐らく平成４０年までもたないだろ

うなというのが、基金の現況の生活路線です。で、費用対という形を含めますと、今、函

バスが走っています。この路線を維持していかないと、費用対は合いません。ということ

は、国から、生活交通路線の維持・確保ということで、補助金が入ります。赤字損失補て

んがあります。これは２０分の１１が入ります。ただし、根底にあるのは、日平均助成と

いうのが、５．０以上です。で、今、ぎりぎり５．３くらいです。ですから、昔、バカ話

をしたんですけども、５．０割れるようになったら、出張で長万部まで職員は、それこそ

毎日行け、という話に、本当になりかねない状況です。で、２０分の１１は国が補てんし

ますけど、２０分の９は沿線自治体で、それが、この欠損金の補てんの部分であります。

当時私が知っている段階では、今金町では約５００万円くらいあったのかなと思っており

ました。 
これらを含めますと、この路線を維持しておかないと、それと、中里方面のダブルルー

トになっておりますけども、約８０弱くらいの戸数が張り付いております。他の沿線自治

体等については、あそこを通すなという話も言われましたけど、冗談でないと。あれを含

めての生活交通路線なんだよ、ということで私たちは言っております。あそこは、その中

で維持していってほしいなと。これが費用対の一つだと思っております。まぁ、いろいろ

な部分の考え方はまだその時々の中で、お有りになると思いますが、私共としては、現時

点ではそう考えております。今回、このデマンドの関係でやりました部分については、こ

れは毛細血管の部分を、要するに、交通弱者と言われる方々が増えてきていますよと。そ

ういう中で、患者依存者、それからスクールバスは、本来のスクールバスの目的があるけ

ども、それに目的が付加すること。そして、それら以外の部分で毛細血管の部分をいかに

補っていくかというのが、これが一つ実証実験としてやっている訳であります。で、委員

さん、応援の言葉で仰って頂いていると、私は理解してますけども、全町に広げることは、

これは理想でありましょうとも思っております。しかし、それが現実かどうかは、なかな

か難しいところだと思っております。まぁ、こののち、実証実験をして、そして、協議会

をして、いろいろお話を頂いて、あと何路線増やすか。そして、それに依らない部分につ

いては、東ハイヤーさんとかそういう関係もありますから、先ほど委員さんも仰いました

けれども、別の手立てを考える、これも必要なのかもしれないです。これは、その時、そ

の時の中での施策で考えていかざるを得ないと思っております。 



- 25 - 
 

しかし、いつも言いますけども、住民は公平でありますから、公平を以って同じ恩恵を

受けられるような形に、これは私たちが最大限配慮して参りますので、よろしくお願いを

致します。 
〇委員長（上村義雄君） その他、ありますか。よろしいですか。 
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。 

〇委員長（上村義雄君） 次に、税務住民課より説明をお願い致します。課長、西君。 
〇税務住民課長（西 勝明君） 税務住民課からは、説明事項１件、報告事項１件を、提

出資料に基づき説明致します。私の方からは説明事項、中里主幹から報告事項を説明致し

ます。 
 最初に説明事項、平成２５年度一般会計補正予算第４号、税務住民課所管概要について、

１ページをお開き下さい。歳入のみであります。 
今回の歳入補正は、前年度負担金の精算確定による追加であります。１９款諸収入４項雑

入３目過年度収入、１３万４千円は、渡島・檜山地方税滞納整理機構、前年度精査した還

付金であります。なお、国保勘定でも負担してますので、同様の補正がありますことを申

しておきます。以上で説明事項を終わらせて頂きます。次の報告事項は中里主幹のほうか

ら説明致します。 
〇委員長（上村義雄君） 主幹、中里君。 
〇税務住民課主幹（中里英明君） はい。報告事項１、平成２５年１０月末現在の、地方

税等収入状況（収納率）について、説明致します。資料２ページをお開き願います。 
普通税（１）から各科目ごとに、現年と滞納分を合わせ、収入済額と収納率について説

明致します。個人町民税につきましては、収入済額１億１３６１万３４９４円、収納率は

５６．６４％であります。普通徴収は納期未到来の１２月１期分が残っており、特別徴収

は１１月以降分が納期未到来となっております。法人町民税につきましては、収入済額１

６５７万１５１９円、収納率は９８．１４％であります。固定資産税につきましては、国

有資産と交付金を含め、収入済額１億６６９５万２４９５円、収納率は６８．９３％であ

ります。１０月末で、３期全て納期到来しております。軽自動車税につきましては、収入

済額１１３７万９５００円、収納率は９７．１１％であります。特別土地保有税につきま

しては、収入済額はありません。現年分計と致しましては、収入済額３億６６９万１７３

円、収納率は、６８．２１％であります。滞納分計と致しましては、収入済額１８２万６

８３５円、収納率は８．３５％であります。普通税（１）の合計と致しましては、収入済

額３億８５１万７００８円、収納率は６５．４３％であります。 
続いて、普通税（２）について申し上げます。町たばこ税につきましては、収入済額２

８７５万７１６０円、入湯税につきましては、収入済額１１９万１０５０円であります。

次に税外について申し上げます。公営住宅使用料につきましては、収入済額３２６２万９

６４９円、収納率は５０．５２％であります。貸地・貸家料につきましては、収入済額７

５２万８９８０円、収納率は４６．４６％であります。いずれも１１月以降が納期未到来

であります。 
国民健康保険税について、申し上げます。国民健康保険税全体と致しましては、収入済

み額１億３３２９万５３２４円、収納率は４３．２８％であります。国民健康保険税は６

期に分けて納付して頂いておりますが、１０月末では４期まで納期到来し、５期と６期の

２期分が納期未到来であります。内訳と致しまして、一般は収入済額１億２６７２万４５

３５円、収納率は４２．６１％であります。退職につきましては、収入済額６５７万７８

９円、収納率は、６２．２８％であります。現年分の計につきましては、収入済額１億２

８５５万８８００円、収納率は５１．５８％であります。 
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滞納分の計につきましては、収入済み額４７３万６５２４円、収納率は８．０６％であ

ります。 
なお資料にはございませんが、１２月は収納強化月間として、未収金を抱える関係各課

等と連携し、２０日と２５日に合同徴収を予定しております。 
また２６日は、日中来庁することが困難な納税者の立場を考慮し、今回、初めての試み

と致しまして、税務住民課所管分に関し、午後８時まで夜間納税窓口を開設し、収納促進

を図って参ります。以上で報告事項の説明を終わります。 
〇委員長（上村義雄君） はい、説明が終わりました。ただ今の説明に対し、質疑があれ

ばお受け致します。ありませんか。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。 
〇委員長（上村義雄君） 次に保健福祉課より説明をお願い致します。課長、成田君。 
〇保健福祉課長（成田光康君） 保健福祉課からの提出資料につきましては、説明事項４

件と、報告事項３件となっております。資料につきましては各担当より順次、説明をさせ

て頂きます。始めに、諸戸補佐より説明をさせますので、よろしくお願い致します。 
〇委員長（上村義雄君） 補佐、諸戸君。 
〇保健福祉課長補佐（諸戸康浩君） 私の方からは、説明事項１から３、そして４の介護

保険特別会計については川崎主幹、報告事項２、３については山田主幹から説明させて頂

きます。 
 まず１ページをお開き下さい。一般会計補正予算第４号の保健福祉課所管概要について、

ご説明致します。まず、歳入からですけども、１２款、１項、２目、社会福祉使用料１１

９万６千円の減額は、配食サービス利用料で今後を精査したものによるものでございます。

１３款、１項、１目、社会福祉負担金１００万６千円の減額は、障がい児施設給付費と負

担金によるもので、利用者減によるものでございます。１３款、２項、１目、社会福祉補

助金２１万３千円の減額は、障がい者地域生活支援事業補助金、利用者減によるものでご

ざいます。１４款、１項、１目、社会福祉負担金１７１万８千円の追加は、国民健康保険

基盤安定負担金が２４９万７千円の追加、後期高齢者医療保険基盤安定拠出金が、２７万

６千円の減額と、障がい児施設給付費と負担金５０万３千円の減額、利用者減によるもの

でございます。 
２ページをお開き下さい。１４款、２項、２目、社会福祉補助金７万４千円の減額は、

自立支援対策臨時特例交付金３万３千円の追加、これは、平成２４年度調整分でございま

す。障がい者地域生活支援事業費補助金１０万７千円の減額は、利用者減によるものでご

ざいます。１７款、１項、６目、社会福祉基金繰入金３５００万円の減額は、地域福祉基

金繰入金の減額で、財源調整によるものでございます。 
 次、歳出にいきまして、３款、１項、１目、負担金補助及び交付金１３７０万４千円の

減額は、今金町社会福祉協議会補助金が６万６千円の追加、人件費の内容変更によるもの

でございます。障がい者支援施設ひかりの里改築事業補助金、１３７７万円の減額で、補

助額確定によるものでございます。扶助費５７万３千円の追加は、福祉灯油扶助費で、単

価増によるものでございます。繰出金８８万５千円の追加は、国民健康保険特別会計事業

勘定繰出金でございます。２目、老人福祉費、委託料２２万４千円の減額は、老人福祉セ

ンター清掃委託料９万９千円、これは改修工事による清掃をしなかった期間の減額でござ

います。高齢者協同生活施設指定管理料、３万７千円の追加は、火災による入所者減免分

の補てん分でございます。老人福祉センター改修設計業務委託料、１６万２千円の減額は

執行残でございます。工事請負費２８万円の減額につきましては、老人福祉センター改修

工事他２８万円の減額で執行残でございます。 
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繰出金５０３万６千円の減額は、介護老人保健施設特別会計繰出金４７２万円の減額、そ

れと介護保険特別会計繰出金３１万４千の減額でございます。 
４ページをお開き下さい。３目、障がい者特別対策費委託料、３１万６千円の減額は、

地域生活支援事業業務委託料、利用者減によるものでございます。扶助費１０２３万２千

円の減額は、重度障がい者タクシー料金扶助費１２万２千円の減額、現在実績による今後

の推移を見込んだものによるものでございます。障がい者地域生活支援事業扶助費１０万

９千円の減額は、利用者減によるものでございます。障がい者居宅介護給付費扶助費７３

万３千円の減額は、利用者減によるものでございます。障がい者介護給付費扶助費６５８

万５千円の減額は利用者減によるものでございます。障がい児通所給付費扶助費２０１万

２千円の減額は、利用者減によるものでございます。介護給付費扶助費６６万７千円の減

額は、現在実績による今後の推移を見込んだものによる減額でございます。５目、総合福

祉施設費事業費４９万８千円の追加は、燃料費単価増によるものでございます。使用料及

び賃借料６７万４千円の減額は、電算機器借上料で、システム更新に伴う契約月数の減及

び契約額の減によるものでございます。給食サービス費事業費委託料７１万３千円の減額

は、調理業務委託業で、１０月までの配食実績と、今後を精査したものによるものでござ

います。８目、後期高齢者医療費、負担金補助及び交付金１２１万円の追加は、療養給付

費負担金でございます。繰出金１０３万８千円の減額は、後期高齢者医療費特別会計繰出

金でございます。４款、１項、１目、繰出金７２２万９千円の追加は、国民健康保険特別

会計施設勘定繰出金でございます。 
６ページをお開き下さい。次に、今金町国民健康保険特別会計事業勘定補正予算第３号

の概要について。歳入からですけども、３款、１項、３目、特定健康診査等負担金７万５

千円の追加は、特定健康診査等負担金によるもので、額の確定によるものでございます。

６款、１項、２目についても同様でございます。９款、１項、１目、一般会計繰入金８８

万５千円の追加は、職員給与費等繰入金が６１万９千円の減額、人件費の減によるもので

ございます。財政安定化支援事業繰入金５０万円の減額は、普通交付税算入分の額確定に

よる増でございます。保健基盤安定繰入金保険税軽減分が１９４万２千円の追加でござい

ます。これも額確定によるものでございます。保険基盤安定繰入金保険者支援分６万２千

円の追加は、額確定によるものでございます。９款、２項、１目、財政調整基金繰入金１

６５万２千円の減額は、特定健康未受診者対策委託料分でございます。１１款、３項、６

目、負担金過年度収入１３万４千円の追加は、渡島・檜山地方税滞納整理機構負担金清算

金還付金で、平成２４年分の負担金精算金でございます。 
８ページをお開き下さい。歳出につきまして、１、１項、１目、給料２７万９千円の減

額は、人件費減によるものでございます。職員手当５万円の減額は、人件費の減によるも

のでございます。共済費５万９千円の減額も、人件費減によるものでございます。委託料

２３万１千円の減額は、事務機器補修委託料の執行残でございます。８款、１項、１目、

備品購入費１３万６千円の追加は、パソコン１台分、国保連合会で一括購入した分でござ

います。 
３．今金町後期高齢者医療特別会計事業勘定補正予算第２号の概要についてです。歳入

からですけども、１款、１項、２目、滞納繰越分普通徴収保険料１千円の減額は、滞納繰

越分普通徴収保険料でございます。２款、１項、１目、一般会計繰入金１０３万８千円の

減額は、事務費繰入金が６７万円の減額、保健基盤安定繰入金が３６万８千円の減額でご

ざいます。４款、３項、１目、雑入７千円の追加は、保険料還付金分でございます。 
次、１０ページをお開き下さい。歳出でございます。２款、１項、１目、負担金補助及

び交付金１０３万９千円の減額は、後期高齢者医療広域連合納付金でございます。 
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３款、１項、１目、償還金利子及び割引料７千円の追加は、保険料還付金でございます。

次、４の特別会計分については、川崎主幹から説明致します。 
〇委員長（上村義雄君） 主幹、川崎君。 
〇保健福祉課主幹（川崎妙子君） 続きまして、今金町介護保険特別会計補正予算第３号

の概要について、説明致します。資料の１１ページになります。歳入から説明を致します。

４款、１項、１目、介護給付費負担金に於いて、３３万３千の追加、２目、調整交付金に

於いて９万５千の追加、５款、１項、１目、介護給付費交付金に於いて５５万６千円の追

加、６款、１項、１目、介護給付費負担金に於いて２９万１千円の追加は、それぞれ保健

給付費の追加によるものでございます。 
１２ページをご覧ください。７款、１項、１目、利子及び配当金に於いて７千円の追加

は、介護保険基金利子の上額分利用によるものでございます。８款、１項、１目、一般会

計繰入金に於いて１７万円の減額は、職員給与費等繰入金２９万２千円の減額、介護給付

費等繰入金で２４万円の追加、地域支援事業繰入金１１万８千円の減額で、人件費の減額

及び給付費の追加によるものでございます。２項、１目、基金繰入金に於いて４０万２千

円の追加は、介護保険基金繰入金で、財源調整でございます。 
 次に、歳出について説明を致します。１３ページからとなります。１款、１項、１目、

一般管理費に於いて１３万円の減額は、給料１０万８千円の減額、職員手当等３千円の減

額、共済費１万９千円の減額で、人件費の減額によるものが主なものです。３項、１目、

介護認定審査会費に於いて１６万２千円の減額は、給料１３万３千円の減額、共済費２万

９千円の減額で、こちらも人件費の減額によるものでございます。２款、４項、１目、高

額サービス費に於いて８９万３千の追加は、給付見込み精査によるものでございます。 
 １４ページをご覧ください。３款、１項、１目、介護保険基金積立金に於いて７千円の

追加は、介護保険基金利子の増による積み立て分でございます。２款、６項、１目、特定

入所者介護サービス費に於いて１０２万４千の追加は、給付見込み精査によるものでござ

います。４款、２項、２目、総合相談事業費に於いて６万円の減額、４目、包括的継続的

ケアマネジメント支援事業費に於いて５万８千円の減額は、それぞれ人件費の減額による

ものです。 
次に１５ページをご覧ください。サービス事業勘定の補正予算について、説明を致しま

す。始めに歳入です。２款、１項、１目、一般会計繰入金に於いて１４万４千円の減額は、

人件費の減額による財源調整でございます。 
歳出です。１款、１項、１目、地域包括支援事業費に於いて１４万４千円の減額は、人

件費の減額によるものです。以上で、保健福祉課所管に係る、会計の補正予算の概要につ

いての説明を終わります。報告事項は山田主幹より説明を致します。 
〇委員長（上村義雄君） 主幹、山田君。 
〇保健福祉課主幹（山田 薫君） それでは、報告事項についてご説明させて頂きます。 
１６ページをお開き下さい。今金町の年代別人口を掲載しております。下段は人口ピラ

ミッドですが、つぼ型となっており、少子高齢化が進んでいる状況を示しております。詳

細については、後ほどご一読下さい。 
次に、１７ページをお開き下さい。保健福祉課三計画による健康づくりへの取り組みに

つきまして、三計画の進捗状況を整理し、追記しております。左端、今金町健康増進計画

の進捗状況につきましては、１０月に第１回目の策定委員会を開催。計画策定アドバイザ

ーの東洋大学斉藤教授に、参加と共同で作る健康づくりをテーマにご講演を頂きました。

その後、策定委員２４名とグループワークを行い内容を深めました。 
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健康づくりのアンケートは１４００人に配布し、見込み７７５を上回る８５７部を回収

して、回収率は６１．２％となっております。このアンケート結果等を基に健康課題を抽

出し、行政の一方的な策定ではなく、各団体、各企業単位で健康づくりのために、何か取

り組めることはないかを検討し、取り組みを計画に位置付けていきたいと思います。今後

は１月に第２回目、３月に第３回目の策定委員会を予定しております。３月の策定委員会

については、斉藤教授と国保病院楯院長による講演を併せて行い、町民の健康づくりに関

する意識啓発を行います。 
 次に３６ページをお開き下さい。前述した楯院長の３月の医療講演会を踏まえ、１２月

には、国保病院との共催による健康づくり懇談会を、神丘、金原、種川、八束の４地区で

開催します。生活習慣病や癌の予防と早期発見に関して、町民の皆さんの意識啓発と地域

に密着した国保病院、医療の確立を目指すものであり、特定健康診査等、実践計画に基づ

く事業でもあります。１２月１６日の神丘地区、馬場副院長を皮切りに、１２月１７日金

原地区庄田先生、２０日種川地区原田先生、２７日八束地区鈴木先生と、巡廻をする予定

です。 
 次に、３７ページをお開き下さい。今金町食育実践計画の実践状況につきましては、実

践項目、減塩プロジェクトの第１弾として、９月にちょいかけスプレーの飲食店設置と、

減塩ポスターの掲示等によるＰＲを行っております。今後は、１１月から３月まで減塩モ

ニター体験事業を実施します。約１００名を対象に、簡易塩分測定器を貸与し、家庭での

減塩実践や減塩調理教室等に参加頂き、終了後は我が家の減塩レシピ等を提案して頂くな

ど、地域全体の減塩活動推進に努めて参ります。 
最後に１７ページをお開き下さい。資料右端の、特定健康診査実施計画の進捗状況につ

きましては、白抜き②にあります、ＪＡ厚生連に於ける特定健診の状況ですが、個別検診

に於いて１１月で約１０名程度の受診がありました。ＪＡ厚生連に於いては農繁期を終え

た１２月から３月に受診者が集中するため、今後の受診率向上に繋がるところを、期待す

るところです。以上、３つの計画の進捗状況について、ご説明致しました。１８ページか

ら２２ページまでは、平成２５年度の保険事務事業の実施状況を整理しております。先に

ご説明した三計画と関連するものの他、乳幼児検診等の母子保健に関する事業、各種予防

接種等感染症対策に関すること、その他精神保健、歯科保健、思春期保健、療育、特別支

援教育関係等、各分野に渡り整理しておりますので、ご一読下さい。 
以上、保健福祉課報告事項の説明とさせて頂きます。 

〇委員長（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

け致します。加藤委員。 
〇４番（加藤三明君） ４番、加藤。１ページの配食のことでお聞きしたいのですけども、

計画に対して、現在、減になっているようですけども、計画に対して現在何％くらいの利

用率なのか、教えて頂きたい。 
〇委員長（上村義雄君） 課長、成田君。 
〇保健福祉課長（成田光康君） 今回の補正につきましては、配食数の減少によるもので

すが、約１割程度、当初の計画より１割程度配食数が減少しております。これに基づいて

補正を行わせて頂いております。 
〇委員長（上村義雄君） 加藤委員。 
〇４番（加藤三明君） この配食の減の理由たるものは、何かあればお聞きしたいのです

が、何か、これという原因があるのですか。 
〇委員長（上村義雄君） 課長、成田君。 
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〇保健福祉課長（成田光康君） 高齢者の共同生活施設のせせらぎの、夏場の入所が若干

落ち込みましたので、その影響によるものと思われます。 
〇委員長（上村義雄君） よろしいですか。他にありませんか。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。 
〇委員長（上村義雄君） 次に、介護老人保健施設より説明をお願い致します。事務長、

太田越君。 
〇介護老人保健施設事務長（太田越宣晴君） 今金町介護老人保健施設特別会計補正予算

第２号について、提案理由を申し上げます。この度の補正は、業務の予定量の変更はござ

いません。収支の予定額の変更などでございます。 
収益的収入及び支出に於いて、規定の予算の総額に収入・支出それぞれ３４５万３千円

を減額し、予算の総額を、収入・支出それぞれ３億５５２３万５千円にしようとするもの

であります。補正の概要について収益的収入では、第１款、施設運営事業収益の内、事業

収益は精査によるもので１１７万４千円の増額でございます。また、事業外収益４６２万

７千円の減額は、一般会計補助金で、財源調整によるものでございます。収益的支出では、

第１款、施設運営事業費用の内、事業費用は、給与費、材料、経費等の削減によるもので、

３４５万３千円の減額でございます。 
 次に、議会の承諾を経なければ流用することのできない経費の補正は、職員給与費で、

補正額２７２万９千円の減額。計２億４７０５万４千円でございます。他会計からの補助

金の補正は６０２４万７千円を、５５５２万５千円に改めるものでございます。 
 続いて２ページをお願いします。補正予算の内訳についてでございます。収益的収入で

すが、１目、施設サービス費の増額は、右の説明欄の短期入所療養介護費の増額が主で、

年度当初より短期入所の奨励による成果でございます。通所と合わせて２７７万５千円の

増額となっております。自己負担金の減額は、所得段階による負担割が４段階に分類され

ていますが、本年度に於いては例年と違い、負担率の低い方が多く利用されているため、

精査による自己負担額の減額となっております。ちなみに４段階の内訳としまして、１段

階では、生活保護等による所得で、負担額が２万５千円程度。２段階では、８０万以下、

国民年金等非課税世帯で負担額が４万５千円程度。３段階は、年金等の生活者で非課税世

帯およそ２００万以下かと思われます。世帯によって変わりますけども、負担額は６万円

程度。４段階は、課税世帯で、負担額は９万円程度となっています。例年ですと、平均３

段階程度ですけども、本年度は２段階、１段階の方が多く、この度の減額補正となった次

第でございます。 
下段の２項、事業外収益で主なものは、財源調整による一般会計補助金で４７２万２千

円の減額でございます。 
 次に、３ページの収益的支出に於いては、給与費が主なもので、臨時特例による減額で、

給料２５４万９千円、並びに法定福利費９４万１千円の減額でございます。その他材料費、

次のページの経費は精査・実績に伴うもので、記載の通りでございます。総額で３４５万

３千円の減額でございます。以上が説明事項の補正予算の内訳でございます。 
 続きまして、報告事項の利用状況でございます。５ページをお願いします。入所者は、

４月から１０月計で、１万５５８４名。対前年比６２３人の増。特に、短期入所者は４７

３人。対前年比２５０人の増で、前年度の短期入所者数を既に超えております。日平均在

所者数は７２．８人で、対前年比、２．９人の増となっております。通所利用者は４月か

ら１０月計で、８０３人。対前年比１１８人の増。日平均利用者で５．５人。０．８人の

増となっております。 
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 続いて、収支状況でございます。６ページをお願いします。４月から１０月までの損益

計算書でございます。施設の総事業収益は、事業収益で１億７３７７万４８１５円。事業

外収益で８２万１７５７円の総計で、１億７４５９万６５７２円でございます。対前年比

は７４２万７５０３円の増額となっております。それに対し、施設の事業費用は、事業費

用で１億６１６５万３７３１円。事業外費用で５２３万４８９７円の総計で、１億６６８

８万８６２８円でございます。対前年比は１０４０万９４６２円の減額となっております。

差し引き純利益は７７０万７９４４円で、対前年比１７８３万６９６５円となっておりま

す。 
 続いて、施設に於ける年度別利用状況調書とグラフを、過去１０年分用意させて頂きま

した。７ページに記載してあります。年度別利用状況は平成１５年から、昨年２４年まで

の実績に基づいて作成されております。上段の計画数が目標とすべき施設の申請に基づく

数値で、下段が年度別の実績数となっております。これを基に各グラフを作成しました。

下段の年度別入所者数は、左側が計画人口で２万７０１０人でございます。右側が１５年

から２４年までの実数とグラフでございます。年度により幾分の差異はありますが、入所

に於ける計画数は、計画数に近いもので推移されております。 
次のページをお願いします。短期入所に於いてはご覧の通り、左側が２１９０が計画で

ございます。平成２１年、２２年が計画の６割ほどで、他は４割弱となっております。昨

年に至っては、ここ１０年で最低でございました。本年度は例年通り４割程度の推移を見

込んでおります。中段の通所者はご覧の通りで、例年の６割程度で推移しております。下

段の訪問看護は、現在休止中ですけども、参考までに資料として提出しております。平成

１５年から２３年までで、ご覧の通り計画数を大きく下回り、平成２４年には休止となっ

てございます。次に、訪問看護ステーション事業に於ける廃止の取扱いについてですけど

も、当施設の事業所に於いては、老健施設と訪問看護の部分ですけども、６年に１度、更

新申請を行うこととなっております。来年度が、平成２６年度に更新を行うこととなって

おりますけども、現在、訪問看護ステーションは休止となっております。この休止のまま

では、更新申請の許可が下りないと。同保健所からの申し入れがありましてですね、廃止

として扱わなければならないため、次のページの９ページにありますような、訪問看護ス

テーションの廃止の届出を、来年度、平成２６年４月１日より行う予定であります。ただ、

廃止等の扱いとなっても届出書があるように、所定の申請書を添付し再開届出を提出する

ことで、再開が可能であるとの回答を、同保健所から得ていることから、この度、平成２

６年４月１日より廃止として取り扱うこととなりましたので、ご報告致します。以上が老

健施設からの説明事項と報告事項であります。ご審議のほどよろしくお願い致します。 
〇委員長（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

け致します。ありませんか。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。 
〇委員長（上村義雄君） 次に、国保病院より説明をお願い致します。事務長、杉山君。 
〇国保病院事務長（杉山輝樹君） それでは、国保病院の概要につきまして、説明をさせ

て頂きます。国保病院からは説明事項１件、報告事項３件となります。資料に基づきなが

ら説明をさせて頂きます。 
 始めに、平成２５年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定補正予算第３号の概要につ

いて、ご説明致します。資料の１ページをお開き願います。 
 今回の補正予算につきましては、４月から９月までの上半期の実績に基づき、医業収益

の精査及び職員の退職等に伴う人件費、経費の精査が主なものでございます。業務の予定

量に於きましては、入院の１日平均患者数を２５人から２１．５人に。 
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年間患者数を９１２５人から７８３３人に。外来の１日平均患者数を１２２人から１０６．

４人に。年間患者数を２万９８９０人から２万６０５９人に、それぞれ変更しようとする

ものでございます。 
収益的収入及び支出の補正につきましては、既決予定額から、それぞれ２１２４万９千

円を減額し、予算の総額を、それぞれ７億６４７２万３千円にしようとするものでありま

す。資本的収入及び支出の補正はございません。次に、議会の議決を経なければ利用する

ことのできない経費の補正では、職員給与費に於いて既決予定額から、２０８２万１千円

を減額し、総額を４億７３５３万３千円に改めようとするものでございます。他会計から

の補助金の補正につきましては、８８０万９千円を８７８万１千円に。棚卸資産購入限度

額の補正につきましては、７９１２万７千円を７４０５万３千円に改めようとするもので

ございます。以上、補正の概要について申し上げました。補正予算の内訳及び関連がござ

いますので、報告事項の３につきましては、山田主幹より説明をさせて頂きます。その後、

報告事項の１、２につきまして、私の方から説明をさせて頂きます。よろしくお願い致し

ます。 
〇委員長（上村義雄君） 主幹、山田君。 
〇国保病院主幹（山田哲也君） 私の方からは、補正予算の内訳のほうをご説明させて頂

きます。 
 始めに、収益的収入をご説明致します。資料２ページをご覧ください。１項、医業収益

の１目、入院収益で１８６４万２千円の減額は、１０月までの入院患者数が当初計画を下

回りましたので、再精査したことによるものです。これにより、業務の予定量が右の欄に

記載の通りとなりました。２目、外来収益で７２８万５千円の減額は、同じく１０月まで

の外来患者数が当初計画を下回りましたので、再精査したことによるものです。これによ

り、業務の予定量が右の欄に記載の通りとなりました。なお、これらの収益と患者数につ

きましては、１０月までの実績を１９ページに記載しておりますので、後ほどご覧頂きた

いと思います。３目、その他医業収益で１７９万１千円の減額の主なものは、３節、自宅

検査施設利用収益１１４万３千円の減額であります。これは、母子保健事業の予防接種の、

ワクチン本数の減ったことによるものでございます。 
 資料３ページをご覧ください。２項、医業外収益の、２目、患者外給食収益で６０万円

の減額は、１０月までの収入実績と、今後の収入見込みを精査したことによる減額でござ

います。３目、他会計補助金で２万８千円の減額と、４目、他会計負担金で７２５万７千

円の追加は、財源調整であります。５目、その他医業外収益で１６万円の減額は、貯蔵品

売却収入と、その他電気器具使用料の減額であります。 
 次に、収益的支出をご説明致します。資料４ページをご覧ください。１項、医業費用の、

１目、給与費で２０８２万１千円の減額は、医療スタッフの退職に伴うものと、全職員の

基本給減額に伴うものです。２目、材料費で５０７万４千円の減額は、２節、診療材料費

４４０万円の減額で、これは、外来患者数減によるものであり、また、３節、給食材料費

６７万４千円の減額は、入院患者数減によるものでございます。 
 続いて、資料５ページをご覧ください。３目、経費で４６９万３千円の追加の主なもの

は、１３節、賃借料の３８６万４千円の追加であり、これは、人工呼吸器が必要な患者さ

んが入院されたので、１台をレンタルしようとするものであります。また、酸素濃縮装置

が必要な患者さんが増えたことから、それに掛かる費用を追加するものでございます。７

目、健康研修費で７万円の追加は、学会や研修などの負担金が当初の見込みより増えたこ

とによるものであります。 
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２項、医業外費用の、２目、患者外給食材料費で１１万７千円の減額は、１０月までの支

出実績と、今後の支出見込みを精査したことによる減額でございます。以上で補正予算の

概要説明を終わります。 
 続きまして、平成２５年度１０月期までの収支報告についてご説明致します。資料１８

ページの損益計算書をご覧ください。１０月期までの病院事業収益は２億６８１３万２千

円で、内訳は、医業収益で２億１５３７万６千円。医業外収益で５２７５万６千円となっ

ております。医業収益の内訳として、入院収益では９９０４万１千円で、前年度対比１１

３６万８千円、１０．３％の減。外来収益では１億１２０万９千円で、前年度対比３８３

万６千円、３．９％の増となっており、月別の収入と患者数につきましては、１９ページ

に記載しておりますので、後ほど、ご覧いただきたいと思います。医業外収益で前年度対

比減となっている要因と致しましては、昨年度は医師住宅の建設のため、一般会計負担金

が多かったことによるものでございます。 
 続いて、病院事業費用では３億６０４３万５千円で、内訳は、医業費用で３億５９０５

万円。医業外費用で１３８万５千円となっております。内訳につきましては、資料に掲載

の通りでございますので、後ほどご覧頂きたいと思います。収益から費用を差し引いた医

業利益は、マイナス１億４３６７万４千円で、前年度対比１２８８万１千円、９．８％の

増となってございます。以上で、平成２５年度１０月期までの収支報告について、説明を

終わります。 
〇委員長（上村義雄君） 杉山君。 
〇国保病院事務長（杉山輝樹君） それでは、私のほうから報告事項の１、今金町国保病

院改革プランの実施状況に関する点検評価の、概要についてご説明を致します。 
 資料、戻りまして６ページをお開き願います。改革プランの点検評価につきましては、

１０月４日に開催されました、病院運営協議会、ここにお諮りをし、貴重なご意見を頂き

ながらまとめたものとなってございます。それでは資料に基づき概略のみの説明をさせて

頂きます。６ページの①の部分ですが、財務に係わる経営指標につきましては、経営収支

比率、職員給与費比率、患者一人当たり収入額の項目では、実績で計画を達成できたもの

の、病床利用率、利用収支比率、材料費率の項目では目標を下回る結果となり、いずれも

入院・外来を通して、計画に対して患者数が減少したこと、これが大きな要因と考えてご

ざいます。 
次、７ページになりますが、中段の②の部分になります。医療機能に係わる経営指標で

は、患者数を整理しておりますが、１日の入院の一日平均患者数では、２３．３名と前年

実績を上回る結果となったものの、計画対比では９３．２％に留まり、外来の一日平均患

者数では、９８．２人、計画対比では７７．３％と大きく下回る結果となりました。外来

患者数につきましては、これまでも説明をしておりますが、町内でのクリニックの開院や、

整形外科の休止が大きな要因と考えられ、国保被保険者の医療動向からも同様の統計結果

が挙げられております。 
 次に、民間的手法の導入についてでございますが、下段に記載しております、給食業務

の民間委託の検討では、この後、説明事項２の中で具体的な内容をご説明申し上げます。 
 ８ページをお開き願います。中段の部分になりますが、看護師の確保対策についてであ

りますが、平成２４年度では、２名の看護師を確保することができましたが、一方では、

老健への人事異動等により全体として、看護師の数を十分に確保できたとは言えない状況

となりました。また、現状におきましては、多くの看護師が退職となった中で、期間雇用

等新たな対策を講じながら、１０月から今日までに正看護師４人を確保したところでござ

います。  
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 次に、各種病院との連携の中では、平成２４年度に於きましては、従来の診察を継続す

ることができ、本年度からは懸案となっておりました整形外科、函館中央病院との連携に

よりまして、再開することができております。 
 次に、９ページになります。下段の④の部分ですが、収入増加、括弧の項目につきまし

ては、平成２３年度実績として、大きく下回っていた医師の充足率では、札医大からの派

遣継続や、副院長として医師１名を招へいできた結果として、１１７．７％と改善され、

看護師の配置基準に於きましても、１３対１を確保してきたところでございます。しかし

ながら、理学療法士、ＰＴと呼ばれる部分ですが、この部分と臨床検査技師につきまして

は、現状では欠員となっており、これらの確保が大きな課題となっております。 
 次に１０ページをお開き願います。１０ページの中段⑤のその他になりますが、ソーシ

ャルワーカー機能の検討では、その必要性について２４年度中に検討を行い、２５年当初

より社会福祉士１名を専任配置しており、講演活動等の部分では、保健福祉課との連携に

よる医師の講演活動や、町内の福祉施設等々との連携に取り組んでいるところでございま

す。また、総評として１１ページに記載をしておりますが、１つ目として、患者数の減少

が続くなど、依然として厳しい経営環境が続いていること。２つ目として、札医大からの

医師派遣が本年度、平成２５年度を以って終了することから、来年度以降、新たな医師の

確保が必要となること。３つ目として、看護師を始めとする、医療技術スタッフの確保な

ど、大きな課題が山積しております。以上、要点のみとなりましたが、改革プランの点検・

評価について、説明を終わります。 
 次に、報告事項の２になります。今金町国保病院等給食調理業務の委託化について、ご

説明を申し上げます。資料の１２ページからになります。資料の冒頭に、現状と委託化の

必要性について、整理をさせて頂いておりますが、病院及び老健の給食につきましては、

現在まで、直営方式により運営しておりますが、地域での就労ニーズの多様化などにより、

調理員の確保が極めて困難な状況となっており、本年度に於いても複数名の退職が出てし

まいましたが、その後の採用につきましては、応募者がなかなか現れず、勤務シフトの組

み換えや、勤務時間の延長、医師を含めた職員給食の一時的な休止など、対策を講じなが

らギリギリの状態で業務を行っているところでございます。これらの状況から、今後の展

望を予測した場合、給食の確実な提供に赤信号が灯る状況と考えており、なんとかできて

いるこの時期の内に、新たな対策を講じることが必要と考え、民間委託へと切替をするこ

とと致しました。委託化についてのメリットでございますけども、１に、安定的な人材の

確保が期待できること。それから代行保証制度等により、災害等で厨房が使えなくなった、

あるいは、調理員等に事故等があった場合、そういった災害時等に於ける、支援体制が確

立できること。また、多様な経験やノウハウにより、患者様の満足度の向上に期待ができ

ること。これらが挙げられます。一方では、デメリットとして危惧される部分もあります

が、まずは、一食たりとも欠くことのできない、給食を提供するという使命を遂行するた

めには、民間委託への選択が、現状では唯一の手法と考えてございます。続いて、業者の

選考方法についてでありますが、給食というその性格上から、単に安ければ良い、そうい

ったものではなく、食事そのものが治療として大きな役割となっている部分もあります。

また、老健利用者にとっては、大きな楽しみの一つでもあります。更には、材料調達など

に於いては、地域経済への影響も大きいことなどから、必要な条件を提示し、それらの確

実な対応等を見極め、決定しなければならないと考えてございます。これらのことから、

選考委員会を設置し、委託者が求める要件を備えた事業者を選択した上で、その中から、

入札により業者を決定することと考えております。業者選考に当ってのポイントとしまし

ては、１３ページの下段の方に記載してございますが、 
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病院給食業務の実績ですね、各事業者の実績、それから、調理員の確保の計画。これが一

番重要なポイントとして考えてございますが、これが的確であるか。それから材料に於け

る地場産品の利用、あるいは地元事業者の利用。それから、先ほど説明に参りました、代

行保証の確保、それから衛生基準等の認証取得などについて、その実行性を判断すること

としております。 
 次に１４ページ目になりますが、これら受託事業社の決定につきましては、今後、１２

月２５日を予定しておりますが、選考委員会を開催した上で、１月上旬までには入札を以

って決定をしたいというふうに、スケジュールを考えてございます。また、３月末日まで

には業務の引き継ぎを完了させ、４月１日から委託により業務を開始するスケジュールと

しております。これらのことから、やはり１月上旬までに業者を決定しなければ、業者に

於いても人材の確保、配置計画、それから引き継ぎ、様々なところで時間が掛かりますの

で、このスケジュールを目標に今後進めたいというふうに考えてございます。 
 続きまして、委託費用の考え方でありますが、食事の質の維持を図る端点から、これは

もう材料費で利益を出すということをやられては、どんどん質の低下が危惧されますので、

その質を落とさないように、それぞれ病院の普通食であったり、軟食であったり、老健の

食事であったり、あるいは病院の職員食であったり、内容が異なってきますけれども、そ

れぞれの区分に応じて単価を設定し、提供した実食数に応じて材料費については、払って

いくという形で、やっていきたいというふうに考えております。また、材料費を除いた人

件費や諸費用等を基本費用として、この部分について入札を行っていきたいというふうに

考えてございます。それから１５ページからは、選考委員会の設置要項、それから１７ペ

ージのところにつきましては、選考委員会の選考基準として、その評価の内容について記

載をしてございます。２番目の、採点（評価）と書いたところの、内容のところに、十数

項目挙げてございますが、これが我々として最低限確保しなければならない、大きな条件

として業者のほうに掲示しているものでございます。これら、必要な要件を備考できる業

者について、選考していきたいというふうに考えてございます。以上、説明を終わります。

よろしくお願いを致します。 
〇委員長（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

け致します。加藤委員。 
〇４番（加藤三明君） ４番、加藤。給食の件で少しお伺いしたいんですけども、まぁ、

いろいろな条件で外部に任せなければいけない、というようなことなんですけども、行政

の方で希望する範囲というのは、あくまでも、今金町の業者を考えてのことか、それとも、

まだ呼びかけを最初からするのか、その辺をお聞きしたいのですが。 
〇委員長（上村義雄君） 事務長、杉山君。 
〇国保病院事務長（杉山輝樹君） 先ほどの説明の中でも申し上げましたが、病院給食業

務というのは、非常に特性のあるものでございますので、例えば、町内の食堂さんが、急

にやりたいだとか、個人的にグループを使って、是非やりたいと言われましても、その内

容については非常に複雑でありますので、簡単にはいきません。で、今、現在町内の中で、

そういった病院給食の業務に携わっている方は、いらっしゃらないというふうに把握をし

てございますので、全道、全国的な規模の中から近隣、近傍の実績等を踏まえながら、業

者に案内をしているところでございまして、道内での主要な実績は大きく５社があります。

で、この５社に、今、ご案内をしているところでございます。 
〇委員長（上村義雄君） 加藤委員。 
〇４番（加藤三明君） 今、お聞きして分かりましたけども、給食のメニュー的なものも、

一切、行政は、栄養士とかも含めてお任せする考えでいるのですか。 
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〇委員長（上村義雄君） 事務長、杉山君。 
〇国保病院事務長（杉山輝樹君） メニュー作りについても、業者のほうにお願いをしよ

うとしております。これは、全体として、例えばメニューは、我々病院側が作りますと。

それに基づいて業者の方が材料を確保し、発注して下さいとなると、流れ的になかなかす

り合せが付かないということもありますので、メニューについては、業者のほうに作成を

して頂き、その内容を病院側がチェックするというような形で、メニュー作りから始まっ

て、大分の業務を業者の方に委託したいというふうに考えております。 
〇委員長（上村義雄君） はい、加藤委員。 
〇４番（加藤三明君） 最後にもう一度確認をしたいんですけども、地元のものを使いた

いというような希望もあるようですけども、業者の方にお任せになるとどうしても、都合

上、今金の食品的なものは使われないような懸念がすると、思われるんですけども。 
〇委員長（上村義雄君） 事務長、杉山君。 
〇国保病院事務長（杉山輝樹君） 今、業者の方にお願いをしているのは、現状の例に基

づいて、なるべく発注をして下さいというお願いをしております。その中でも地場産品の

活用については強くお願いをしておりまして、特にお米につきましては、今金産のななつ

ぼし、これに限ると。この条件を飲めない業者は参加させませんということをやっており

ます。それから、生鮮野菜等につきましても、これは季節の問題もありますので、年間を

通じてというのは難しいですけども、それぞれの季節の中で、地元で流通しているもの、

地元で採れているもの、これをまず優先していく。で、無ければ、次に道内産。道内産で

確保できなければ、広く国内産。国内産でも確保できなければ、やむを得ず海外産という

ようなルールを示してございます。で、発注につきましても、当院の栄養士の目でその発

注先だとか、見積り依頼の先だとかを逐一チェックをして指導しながら、我々の求めが叶

うように進めていきたい、というふうに考えてございますので、よろしくお願いを致しま

す。 
〇委員長（上村義雄君） 他にありませんか。はい、日置委員。 
〇８番（日置紳一君） ８番、日置です。この病院の給食委託化について、私も質問した

いんですけども、普通これ委託をすると、運営経費というのが、削減されるはずなんです

けども、ここに、詳しく書いていて、何か質問しようかと思っても、どこかに答えが書か

れているのですけども、町直営でやったときに、どのくらい経費が掛かっていたのか分か

りますか。 
〇委員長（上村義雄君） 事務長、杉山君。 
〇国保病院事務長（杉山輝樹君） 材料費等々につきましては、今回、委託でも提案して

いる単価くらいの範囲で行っております。それ以外の部分が、実質業者と我々との違いに

なってくると思うんですけども、主に人件費の部分につきましては、以前には、準職員と

いうような採用の中で、非常にコストの高い人材を登用しながら調理業務をやっておりま

したが、それらの退職に合わせて補充される人員につきましては、近年は、全て臨時職員

という形で６千何某の日給のなかでやっております。そういった意味では、人件費コスト

については、全体として相当下がっているというふうに考えております。で、２５年度の

予算ベースでお話をしますと、老健と病院と、まだ準職員が一人混じっている状態ですけ

ども、１０人から１２人という予算組みをしてございますが、これで、約２８００万円く

らい人件費を見込んでございます。で、こういった中で相当、臨時職員という雇用であり

ますので、我々も最低限までコストを下げてやっているつもりでございます。で、よもや

すると、委託の方が高くなるという危惧は持ってございますけども、今、何社からか概略

の見積りを参考までにもらっております。 
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それらを見ますと、相当幅があるんですけども、月額２００万円程度から、３００万円程

度まで。これを年間に置き換えますと、約２５００万円から、３５００万円くらいの、少

し幅はありますけども、業者からの見積りも頂いております。最終的にはこれから決まる

額でございますので、まぁ、これはあくまでも、予想の範囲でございますが、現状の費用

と大きく違いは出ないのではないかと、いうふうには思ってございます。 
〇委員長（上村義雄君） 日置委員。 
〇８番（日置紳一君） それと、この最後の方の１７ページからなんですけども、職員の

再雇用ということで、積極的な協力が得られるかということが、書かれているのですけど

も、この辺は、得られるようだと思われているんですか。大丈夫なんですか、この辺は。 
〇委員長（上村義雄君） 事務長、杉山君。 
〇国保病院事務長（杉山輝樹君） 社員、あるいは、パート等の確保につきましては、あ

くまで、会社指導というふうにはなりますけども、やはり、長年今まで勤めて頂いた方も

いらっしゃいますし、今、病院で働いている方が大分、この業務の中に、会社が変わって

も引き継いでいかなければ、業務自体も成り立たないというふうに考えてはございます。

こういった中では、我々も条件の中で示してございますが、現有の職員を積極的に活用願

いたいという、お願いの範囲でございますが、この辺については、申し添えているところ

でございますので、よろしくお願いを致します。 
〇委員長（上村義雄君） 他にありませんか。ないようですので、以上で、国保病院の質

疑を終わります。 
    ◎質疑漏れ 
〇委員長（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、委員

の皆さんから何かありませんか。 
    ◎その他 
〇委員長（上村義雄君） ないようですので、その他で、あればお受け致します。ありま

せんか。ないようです。 
    ◎合同委員会が必要となる案件について 
〇委員長（上村義雄君） 合同委員会の案件について、理事者のほうからありますか。副

町長、清水君。 
〇副町長（清水 寛君） 山本委員の方からの話のときも、申し上げましたけれども、総

務厚生常任委員会においての、合同委員会において説明をさせて頂きたい事案につきまし

ては、全議員にお知り置きを頂きたいという部分で、議案の第１号、今金町定住自立圏形

成協定の議決に関する条例制定。議案の第２号の、今金町職員の定年等に関する条例の一

部を改正する条例制定について。議案の第３号の、今金町職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例の一部を改正する条例制定について。この３件の議案と、再任用制度の

概要について。この４件について、お願いをしたいと思っております。ちなみに、産業教

育常任委員会においては、９月の定例会で、町長が証明を致しました、クアプラザピリカ

の次年度からの、スキー場の廃止という部分についての、これまでの９月の定例会以降の

動きについて、ご報告をさせて頂きたいということで、お願いをしようとしております。

以上です。 
〇委員長（上村義雄君） 合同委員会については、今、副町長のほうから説明ありました

通り、総務厚生常任委員会の部分と、産業教育常任委員会のほうとの、両方にあるという

ことで、これは、合同委員会についての検討をしていく方向で諮りたいと思います。以上

で、各課からの説明事項についてを終わります。理事者の皆さんには、出席大変ありがと

うございました。１０分間休憩して、５時から再開します。  
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休憩 １６時５０分 
開議 １７時００分 

    ◎所管事務調査について 
〇委員長（上村義雄君） 休憩を閉じ開議致します。 
これより平成２５年度本委員会の所管事務調査についてを議題と致します。内容につい

ては、既に１０月２５日開催の本常任委員会において、修正箇所があれば、事務局のほう

に、諮って訂正しますよということで、作成の部分で出しておりましたけれども、事務局

のほうには、それは無かったんですね。では、１０月２５日の本常任委員会の所管調査の

部分を、再度事務局より読んで頂きますので、それで１２月の定例会へ報告ということに

致したいと思いますので、事務局のほう再度お願いします。 
〇議会事務局長（柏田泰明君） それでは、４番の意見箇所のみ朗読をさせて頂きます。 
 長期的に安定した町づくりを進めていくために、厳しい財政状況下にあって、効率的な

行政運営をどう運営していくか、町民サービスの満足度をどう高めていくのか、長年続け

てきた事務事業の見直しや、拠出金額の抑制を図りながら、減量政策に取り組んできたと

ころである。本町においては、平成２４年度決算において、各種基金積立金１０．１５％

の増、備考資金組合積立金８．６５％の増、地方債残高は３．１２％の減となっており、

自治体を取り巻く環境が厳しさを増している現況化、魅力ある町づくりを推進するととも

に、広域的連携強化と調整機能を発揮し、効率化を図ることが必要と考えます。 
町有財産の管理については、適切な維持管理はもとより、定期的な使用貸借状況把握と

管理をすることで、十分な有効活用が図られるよう望みます。 
行政改革推進状況につきましては、行政改革推進委員会での情報提供と、収集の在り方

が意見具申されたところであり、更に今後２年間での町づくり人材、地域における人の育

成をテーマに審議が行われるなど、具体的な取り組みに期待をするものです。 
第５次今金町総合計画については、基本計画に基づき、着実に実施計画が推進されるよ

う望みます。 
各地域における、生活改善センターについては、これまで、廃校校舎を利活用して進め

てきたところであるが、今後においても、地域の意見を反映した有効活用と、既に廃校と

なっている施設については、地域の防災計画における避難所の機能を担保する施設である

ことも踏まえ、その位置付けについても再考する時期にきていると考えます。 
 消防の救急活動における、高規格救急自動車の整備状況の説明を受け、心肺蘇生機によ

る模擬訓練実技を体験することができた。救急救命士の確保についても計画どおり設置さ

れている中、住民の命を守る最前線にあり、ますます修練され安全・安心を守る職務遂行

のため期待するものであります。 
 町税等の収納率については、長引く景気低迷の中、それぞれ努力されているところであ

り、平成２４年度の決算においては、平成２３年度と比較して、普通税０．０９％減、町

営住宅使用料２．３６％増、国民健康保険税０．６％減となっております。このことは住

民の負担の公平と自主財源の確保を図る上からも、新規滞納者の発生防止への取り組みや、

渡島・檜山地方税滞納整理機構による、大口帯の事案など計画的に引き継ぎ、振興局との

連携や、税務住民課を中心とした、担当課との連携を図りながら、徴収に努力されたい。 
 ひかりの里については、著しい老朽化と利用者の高齢化による入所者の生活改善を図る

必要から、平成２４年度より、施設整備に着手し、本年度完成することになっている。ま

た、障がいのある方が、地域での生活が求められていることから、今後、今金市街地に新

たなグループホームやケアホームなど、交流施設整備が予定されており、地域に開かれた

施設となるよう努めてほしい。 
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 豊寿園は利用者の生活環境改善を図ることから、多床室解消のため一部改修がされたと

ころである。本町においても超高齢社会の現状から鑑み、ますます必要とされる施設であ

り、入所者の年齢構成の８０％以上が８０歳以上と、年々平均年齢が上昇している。多様

化するサービスと年齢構成の上昇により、介護職員等のマンパワー不足が進行化している

中、その確保対策には、関係機関と連携しながら、取り組む喫緊の課題であり、憂慮する

事態となっていることから対策を講ずる必要がある。 
 介護老健施設については、施設利用者が大幅に減少した結果となっておりますが、介護

職員の充足されている中で、施設入所待機者がある状況から、高まる入所利用者需要に対

応する取り組みについて、関係機関と連携を一層努められたい。 
 国保病院については、地域医療を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあります。今

年度より廃止された医療相談業務により、より一層の医療分野と介護分野の相互連携。訪

問診療の拡大などを実施、本町の中心医療機関として、良質な医療提供に努めるとともに、

地域住民の信頼と期待に応えられる病院を目指すよう望みます。また、介護職員など医療

技術職員の確保についても、道南圏全ての医療機関において、不足状態にあることから、

更なる確保に向けて、対策の構築に向けた協議が必要と考えます。以上であります。 
〇委員長（上村義雄君） はい。ありがとうございました。今、局長から朗読して頂きま

した。１２月定例会に向けての定例会に報告意見ということで読んで頂きました。これで

提出してよろしいですか。 
〇議会事務局長（柏田泰明君） ちょっと一カ所いいですか。 
 ちょっと一カ所なんですが、２ページ目の上段のほうにあります、ひかりの里について

はというところでありますけども、本年度完成することとなっているということなんです

が、この間竣工式終わったんですね。完成致しましたとか、完成したところでありますと

いう形のほうが。 
〇委員長（上村義雄君） その部分訂正してよろしいですね。 
〇議会事務局長（柏田泰明君） では、本年度完成したところでありますということで、

訂正を致したいと思いますので、よろしくお願いします。 
〇委員長（上村義雄君） 山本委員。 
〇１０番（山本 豊君） この間も思ったんですが、特に今回、極めて努力した結果だと

思うんだけど、老健の、としべつの業務成績がすごく改善されたんですね。日当たりそれ

から、利用者数も改善され、いろんなことが改善された結果として１７００もプラスに、

向上したことで、職員が努力したんだからほめてやったほうがいいような気がするんだけ

ど、どうでしょうか。 
〇議会事務局長（柏田泰明君） これ、１２月の補正予算で出てくるものですから、この

時点では、そういうことがなかったという捉え方で。 
〇１０番（山本 豊君） あぁ、ごめんなさい。取消で。 
〇委員長（上村義雄君） では、今の、朗読して頂いた字句の訂正だけでよろしいですね。

あと、まだ直しますか。 
〇１０番（山本 豊君） それから委員会調査の表書き。下記の件について、調査の結果

を。表書き。これは調べた調査だから。 
〇議会事務局長（柏田泰明君） あぁ、単純にまちがいですね。 
〇委員長（上村義雄君） では、よろしいですか。では、このように１２月の定例会で報

告をさせて頂きます。その他で何かありませんか。 
皆さんの方からなければ、私から、一つ９月の定例会で以って、町長の出張旅費の部分

が、質問した中では含まれていないということでした。 
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よって、これは事務局通じて総務課長の方に、書類の提出を願うのかなというふうに思

うんですけども、町長の２４年度の出張日数と、その部分。それから、２５年度の出張と、

出張日数。２５年度については、今、資料要求するとしたら、１２月末までの分でしょう

けれども、それの出張日数と、出張旅費の両方。２４年度と２５年度。２５年度について

は１２月末までになりますけども、それの資料を要求したいと思うんですが、議員の皆さ

んから必要ないということであればいいのですが、執って町長の状況を把握するというこ

とも、これは総務厚生の部分として、必要があるのかなというふうに思う訳ですけども、

資料要求しても皆さんよろしいということであれば、委員会として資料要求したいと思い

ますけども、いかがでしょうか。もちろん委員長名で、常任委員会として資料要求すると

いう形で。よろしいですか。はい、芳賀委員。 
〇５番（芳賀芳夫君） 議員研修の中で、首長の出張関係について、良否の判断、多い少

ないいろいろあると思いますが、その辺は議長がするものだというお話がありました。勢

簱事務局長が。それと、今回、書類提出に当って、基本的に議会とどのような支障があっ

たのかということが、ある程度理由が知りたいんですが。ただ単に出張が多いからという

ことだけのものなのか、旅費については、事業費の中からは出していないと前回の委員会

ではあったんですが、そういったものがあるのかどうか、現実としてね。その辺の整理は

どういうふうにしていったらいいのでしょうかね。例えば議長の関係もありますよね。そ

ういった日数関係については、議長が議会の代表として拒否ができるというかが、ブレー

キ役が議長しかできないという話があったんですけど。 
〇委員長（上村義雄君） ちょっと休憩します。 

休憩 １７時１５分 
〇議会事務局長（柏田泰明君） どうなんでしょうね。総務常任委員会としてやるのか、

今、芳賀委員が言うように議会としてそれを求めるのかとなると、議長に対して議運を開

いてもらって、議運から議長に、これは拒めないですから、そういう手続きを取った方が。

一発委員会で町長部局のほうに今金町長宛に出すというよりも、議長名で出した方がいい

んじゃないですか。結果的に中身の、各課報告・説明の中での質疑があった訳でもない中

で、そういう思いが、この委員だけでやったときに出たよりも、議運をやっていて提出し

てもらおうという話になって、議長に要求をしてもらうという方法の方が、ここに重点が

置かれないで、議会としていくことになるので。 
〇委員長（上村義雄君） でも、それを言う訳でしょう。 
〇５番（芳賀義雄君） ただ単に、日数だとか旅費の関係だけで、報告を受けて終わりな

のか、それに対しての疑義・協議はどういう形になっていくのでしょうね。 
〇委員長（上村義雄君） あの、実態を知りたいということです。私もたまに、議会に来

ると、町長は出張で不在ですと。そういうのがどういう状況なのかと。これは、それこそ

町長としての政策的な部分での、出る部分があるだろうから。これは、職員の出張と違っ

てその部分以外での外交的なものもあるでしょうけども。ただ、その議会として、その町

長のその部分を求めるとなれば、何か町長の出張に対しての疑義が生じるから、議会とし

て書類を求めるという形だろうと思うんです私としては。ただ、常任委員会としては、所

管の中の町長の旅費、出張、日数、その部分には総務財政の方の所管の中にある訳だから。

そこの中で以って、それをまず調べ、どういうことかということを知るということ。知っ

た上で、皆さんとその資料を基にして、委員会として協議したいというふうに思っている

んです。 
〇５番（芳賀芳夫君） 当然そうなれば、出張の目的とかそういったものも、当然付いて

くると。  
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〇委員長（上村義雄君） 何のためにどこへ出張したということになる訳だから。それは、

出張何日ということになるし、旅費はどこでいくらという形になるから、一覧でずっと出

したら、かなりの数になるでしょうけども。それを把握して抑えているだろうけど。 
〇５番（芳賀芳夫君） ちょっと、町長の出張権威ってよく分からないんですけども、合

議制とかそういうのは一切ないんですか、町長に。自分の判断という出張なんですか。 
〇議会事務局長（柏田泰明君） 当然、旅費が、日程等々があるので、総務課にまず、日

程の状況を確認して、後は、副町長と町長の問題ですので。だから、それに対して職員が

どうのこうのと言うのは、職員から上げていくものは別ですけども。 
〇５番（芳賀芳夫君） あくまでも町長の自己判断で行くという。 
〇議会事務局長（柏田泰明君） それもあると思います。それが、政策的にどうなのかだ

とか。全然余分な話になりますけども、それも全然違う監査という立場の中でやったんで

すけども、監査委員はそこまで入り込む余地がないんです。政策的なことに関して、監査

委員がいかなる理由があっても、それは交際費ですけども、交際費に関してはできないと

いうのがあって。 
〇５番（芳賀芳夫君） 出張についても同じですか。 
〇議会事務局長（柏田泰明君） 出張についても、入り様がないという部分がありますが。 
〇委員長（上村義雄君） だから、私は常任委員会として、これは独立した常任委員会の

要するに調査・研究できる訳だから。その常任委員会として資料をもらって、そして、常

任委員の皆さんと意見交換をする。それでもなおかつ問題があるのであれば、それは今度

は議会として議長を通して、行政側との対応をするという。ただこの常任委員会の資料請

求にしても、それは、事務局通じて議長の許可をもらって出すことになるでしょうから。

常任委員会としての独自性があるということで、そういう資料請求をしたいという部分。

これは、二元代表の片方の行政の部分の資料を求めるということだから、これは情報公開

して出ていっている訳だから。それは、当然出してもらっても支障はないはずです。多い

か少ないかということは、それは町民の判断であり、また、議会の我々総務厚生の常任委

員会で以って、どうなんだという。費用対効果のものはどうなんだという、いろんな角度

から検証していく必要もあるでしょうし。という思いで資料要求をしたいというふうに、

委員長として提案するんですけども。皆さんの賛同を得れば資料要求をしたいと思います

が、よろしいですか。まずければ取り下げますけども。 
開議 １７時２２分 

〇委員長（上村義雄君） 休憩を閉じ、開議致します。 
 委員長として、今、町長の出張日数、出張旅費、それから目的。それらについてを、２

４年度、２５年度については１２月末までの部分で要求したいと思うのですが、委員会と

して、皆さんよろしいでしょうか。ご意見を頂きたいと思います。はい、芳賀委員。 
〇５番（芳賀芳夫君） あの、提出について、それは後の協議についてはどういう方向に

なるんですかね。日数が多いということなのか、無駄な出張が多いと、こういうことなの

か。 
〇委員長（上村義雄君） わかりません。それは資料をもらった上で、皆さんと協議をし

ていく方向性しかありません。これは、私はそういう部分では全く白紙です。どれだけ行

って、どれだけあるのか分かりません。だから、資料を提出してもらうという。これは、

総務財政の方の常任委員会として、求めていこうということでございます。 
〇５番（芳賀芳夫君） 協議の出発点が、分からないんですが。こういうの初めてなもの

ですからね。どういうもので協議していくのか、ちょっと想定できないんですけどね。 
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〇委員長（上村義雄君） 常任委員会という部分では、所管でずっと報告をする部分があ

ります。その所管の中でも、更にこの部分をもっと調査したいという部分では、こういう

ような資料要求があります。これは常任委員会として、独自性のある常任委員会としての

役目なんです。それを知った上で町民にはこういうことだよと。知らなければ町民に知ら

せることもできないし、常任委員会としてもそれを判断する基準ができないと。はい、山

本委員。 
〇１０番（山本 豊君） いろんな制約があったり、いろんな請求条件とかあると思うん

です。それは、まず調べてもらった方が良いのでは。常任委員会として精査したいから、

出してから、できるかできないか。そのためには、どんな条件を負にするのか。例えばそ

れを基にして、そういう費用対効果の調査をしたいんだとかの、いろんな調査に当っての

必要要項があるかどうかとか。私も芳賀さんと同じで、まず請求する前に、疑義を生じる

ことが、個人的にはね、あるけども、そういうことをきちんと理論づけてからやらなけれ

ば。先ほど言った、監査の意向で調べたら、そのようなものだから、そういう要綱がある

のかなという気がする。それから、情報公開だからいいのだろうという意見に基づいてし

まえば、いいのかと思ったけども、いろんな制約があるから、どんなことに基づいてでき

るかというのを、調べてもらったほうがいいと思います。 
〇議会事務局長（柏田泰明君） 基本的には、議論している中での、資料提出を求めると

いうのは、安易にできるんですね。 
〇１０番（山本 豊君）だから、本来だったら、これ討議のなかだから、委員会の討議の

中で、疑義という表現は悪いけど、生じたから、それを基に調べるとかいうことが、合議

が得られればいいと思うんだ。具体の疑義を承知していればいいけど、なかなかその辺は。

政策だと言われるから。道の議長会にでも調べてもらった方が。 
〇委員長（上村義雄君） 分かりました。局長に、今日ではなくても。 
〇５番（芳賀芳夫君） 例えば、出張が日程が入っていると、あるいは委員会が開かれな

かったとか、あるいは定例会がずれたとか、そういった問題が発生したとか、あるいは一

般業務の中で協議をする時間が無いとか、そういった支障があるのか無いのかというのを、

念頭に置きながら、やっていく必要があるのかなという気がしますよね。だから、私は別

に反対はしていないんですけども、提出を求めて議論するときに、何を出発点にして議論

をしていくのか。日程はこうです、こういう公務ですとか、どこどこ行きましたとか。そ

の後やると言っても、やり様がないような気がするものですから。今、山本委員が言うよ

うに、ある程度その定義というのはきちんと定まった中で、進めた方がいいのかなという

ふうに思いますけどね。 
〇委員長（上村義雄君） はい、加藤委員。 
〇４番（加藤三明君） 今、同僚の議員のお話で、内容的なものを調べたらもちろん、理

由なく全くの空出張なんてことは有り得るとは私は思っていないですから、出てきたもの

に対して、この委員会の中で、どういうものを、そういうように分析できるかなと、私は

ちょっと不安があるんです。こういうような事案の要件で出ました、出てきたものに対し

て、それはどうだとか、これは意味がないのではないかという。仮に分析をするとなった

ら、では、この中で、どういうようなものを参考にして、その分析すること自体がせきな

いのではないかと、私は思うんだけども。まぁ、出せと言ったら出てくると思います。た

だ、出てきたものに対して、それはどうだとかいうことが、果たしてできるかなという不

安は持っています。 
〇委員長（上村義雄君） 今、各委員から、そういう資料要求しても、それを審議するこ

とが出来ないのではないかという。 
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それから、山本委員からは、道の議長会の方にその規制があるかないかということを確認

してと。それから芳賀委員の方からは、今のそういう出てきた問題に対して、どう対処す

るか、また、理事者の、その町長に対してのあれは、どうなのかということも含めて、こ

れは見当する必要があるという意見がありました。まず、一つ、道の議長会の方に、こう

いうような資料要求をするのに、支障があるのかということを、局長の方から聞いて頂く

と。決して急ぐわけではございませんので。その聞いて頂いた結果の部分で、また検討し

ていくという方向性でいきたいと思います。今、早急に資料要求を提出するということで

はなくて、まず、資料要求をして支障があるかということを確認するということから進め

たいということで、了承して頂いてよろしいですか。はい、ではそのように。局長の方か

ら聞いて頂くと。お願いします。 
 その他、皆さんのほうから何かありませんか。それでは、これで以って、本日の委員会

を閉会とさせて頂きます。ごうもありがとうございました。 
閉会 １７時３３分 
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