福祉民生常任委員会会議録
平成２９年６月２６日

北

見

市

議

会

午前１０時００分
〇（隅田委員長）

開

議

私からは以上でございますが、詳細につきまして

ただいまから福祉民生常任委員

会を開会いたします。

だきますので、よろしくお願いいたします。

事務局より諸般の報告をいたさせます。
〇（武田次長）

はそれぞれ担当課長並びに主幹から説明させていた

〇（鈴木課長）

ご報告を申し上げます。本日の出

席委員数は７名、全員出席であります。

にかかわります補正予算につきまして補足説明させ
ていただきます。

以上であります。
〇（隅田委員長）

それでは、私から介護福祉課所管

委員会資料２ページをお開きください。初めに、
今定例会におきまして、私ども

一般会計歳出についてですが、上段、民生費の高齢

福祉民生常任委員会に付託されました議案の審査を

者福祉費では、地域密着型サービス施設整備事業交

行うわけでありますが、審査につきましては配付さ

付金返還金として、補助事業によりスプリンクラー

れておりますレジュメに従い、順次行ってまいりた

等を整備した事業主体の消費税及び地方消費税に係

いと思いますので、よろしくお願いいたします。

る仕入れ控除税額の確定に伴う国交付金の返還につ

暫時休憩いたします。
午前１０時００分

いて、事業主体からの返還金を財源に計上したとこ
休

憩

ろであります。
また、下段の介護保険費では、介護保険特別会計

午前１０時００分
〇（隅田委員長）

再

開

繰出金として、平成28年度分の低所得者に対する公

休憩前に引き続き会議を開きま

す。

費による介護保険料軽減につきまして国、道、市の
負担額が確定したことに伴い、国・道負担金の追加

それではまず、保健福祉部所管の審査を行います。

交付分を財源に計上いたしました。

補足説明を求めます。
〇（大栄部長）

なお、委員会資料１ページの歳入につきましては、

それでは、私から議案第１号、第

２号の保健福祉部所管に係る補正予算並びに議案第

２ページの歳出の財源として計上したものでありま
す。

６号の条例の一部改正について概要をご説明させて
いただきます。

次に、介護保険特別会計の補正予算についてです
が、資料４ページをお開きください。中段、歳出の

初めに、補正予算の主な内容についてであります

諸支出金では、過年度精算金として、平成28年度の

が、一般会計では介護福祉課所管、地域密着型サー

介護給付費、地域支援事業費が確定したことに伴い、

ビス施設整備事業に係る交付金返還金及び平成28年

国負担金、国・道及び支払基金交付金について償還

度保険料軽減に係る介護保険特別会計繰出金を、ま

金が生じましたことから、前年度繰越金を財源に計

た介護保険特別会計では、平成28年度介護給付費確

上いたしました。

定による過年度精算金及び平成28年度出納閉鎖の結

また、下段の基金積立金では、介護給付費準備基

果生じた繰越金などを積み立てる介護給付費準備基

金積立金として、平成28年度の出納閉鎖の結果生じ

金積立金を計上いたしました。

た介護給付費と地域支援事業費の確定に伴う支払基

次に、議案第６号の条例の一部改正についてであ

金交付金、道負担金、低所得者保険料軽減に係る一

りますが、国の基準省令に定められている主任介護

般会計繰入金及び繰越金を財源に計上いたしまし

支援専門員の定義が改正されたことに伴い、北見市

た。

地域包括支援センターの包括的支援事業に係る基準
を定める条例の一部を改正するものであります。

なお、委員会資料３ページから４ページにかけて
の歳入につきましては、４ページの歳出の財源とし
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て計上したものであります。

を行ったところでございます。

以上で私からの補足説明を終わらせていただきま
す。
〇（長尾主幹）

以上で私からの補足説明を終わらせていただきま
す。ご審査のほどよろしくお願いいたします。

それでは、私から介護福祉課所管

にかかわります北見市地域包括支援センターの包括

〇（隅田委員長）

健福祉部を審査の対象といたします。

的支援事業に係る基準を定める条例の一部改正につ
きまして補足説明させていただきます。

補足説明が了しましたので、保

質疑のある方は発言願います。
〇（菊池委員）

前段、介護保険にかかわる会計の

５ページをお開きください。本条例は、北見市が

精算とか剰余金の決算等についての内容なのですけ

設置します地域包括支援センターの主任介護支援専

れども、まず平成28年度ということで、介護保険特

門員等の専門職員の配置基準等を定めたものでござ

別会計剰余金等についての決算状況、積立金ですか

います。

ら、現状３年間の運営状況としてはどのような推移

１、改正理由でありますが、介護支援専門員の実

を想定されているかをお伺いしたいと思います。

務者研修等の研修については、厚生労働省通知であ

それから、留辺蘂町でデイサービスが必要だとい

る「介護支援専門員資質向上の実施について」に基

うことで、留辺蘂の担当の方、包括の方だったので

づき北海道が実施していますが、このたび国の通知

しょうか、来られて、そうなったと思っていたのだ

が一部改正となったことから、本条例について所要

けれども、その返事が来るのが１週間、２週間では

の改正を行うものでございます。

なくて、１カ月、２カ月も置かれる状態だったとい

２、主な改正内容でありますが、ア、主任介護支

う話を聞きました。聞き伝えですから、どういう事

援専門員についての改正では、主任介護支援専門員

情かは余りわからないのですけれども、要は施設が

の定義は、改正前は主任介護支援専門員研修を修了

足りないのではないかという懸念の声だったので

した者でありましたが、改正後は主任介護支援専門

す。それで、今留辺蘂自治区といいますと我々一般

員研修を修了した日から起算して５年以内ごとに主

的には高齢化率が高く、そんな中で介護の必要な人

任介護支援専門員更新研修を修了した者となるもの

もそれに合わせて一定多いのではないかと思うので

でございます。

すけれども、そういう状況とサービスを受ける施設

次に、イ、地域包括支援センターの人員配置基準

の状況というのが実態はどうなのだろうというのが

に係る改正でありますが、改正前の内容につきまし

その人の疑問でもあったのです。その点で今の高齢

ては、国からの例示に基づき定めたところでありま

化率が高いのは知っているのですけれども、もしわ

すが、現在当市においては、地域包括支援センター

かれば高齢化率の現状の数字と介護を受けてそうい

が７カ所あり、全て社会福祉法人、医療法人等に運

うふうに認定される方がいますね。そういう度合い、

営を委託しており、事務組合もしくは広域連合等の

そして施設の状況というのが概略でも説明いただけ

直営事業所がないことから、当市の運営実態に即し

ればと思いますが、いかがでしょうか。

て削除するものであります。

〇（鈴木課長）

３、施行期日につきましては、議決後において公
布の日を予定しております。

菊池委員からのご質問のまず１点

目でございますけれども、介護給付費準備基金にか
かわる積立金になりますけれども、今第６期計画中

なお、資料６ページと７ページに今回の条例改正

ということで、計画の最終年度ということでござい

に伴う新旧対照表を記載したところですが、説明さ

ますが、平成27年度につきましては基金の残高が１

せていただきました主な改正のほか、文言等の整理

億2,000万円、また平成28年度につきましては２億
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3,000万円ということでございます。これにつきまし

施設の状況とかあったのですけれども、デイサー

ては、今新たに第７期の介護保険計画を策定してい

ビスのご希望と現状の施設の状況というのはどんな

る途中でございます。その第７期の計画の中で、施

ふうな認識でしょうか。１点だけお願いします。

設整備及び介護給付費の伸びなどの分析やワークシ

〇（鈴木課長）

ートにより調査してまいりたいと考えてございま

ざいますけれども、デイサービスにつきましては２

す。

カ所ございます。なおかつ小規模多機能居宅介護と

留辺蘂自治区のデイサービスでご

２点目の留辺蘂自治区における施設の関係でござ

いうことで、ショートステイ、デイサービス、ホー

いますが、留辺蘂自治区につきましては今高齢化率

ムヘルパーと連携したサービスの事業所もございま

が５月末現在で47.69％と。これは65歳以上の方の割

す。毎月介護福祉課といたしましては、あき情報と

合ということでございます。ただ、留辺蘂自治区に

いうものをホームページで提供はさせていただいて

おきましては特別養護老人ホーム、また養護老人ホ

ございますが、居宅の場合なのですけれども、デイ

ーム、小規模多機能型居宅介護、デイサービスにつ

サービスについては全て満床ということではありま

きましても２カ所という形で、施設につきましては

せん。ただ、特別養護老人ホームにつきましては、

今のところほかの自治区に比べましても充足されて

やはり待機者がいるという状況ではございますが、

いると考えてございますが、これにつきましても第

在宅で暮らしていただいている高齢者の皆様につき

７期計画策定中でございますので、北見市内にある

ましては、デイサービスもほかの圏域と比べまして

日常生活圏域、この中で北見市民がどこでもサービ

人口、また要介護認定率で換算いたしましても特別

スが受けやすい状態にしたいということを目標にし

に少ないという状況では今ないと。ただ、これにつ

て、この計画の中で調査研究し、来年の計画に結び

きましても、これから３年間の計画の中で十分検討

つけていきたいと考えてございます。

してまいりたいと考えてございます。

私からは以上でございます。
〇（菊池委員）

〇（隅田委員長）

過年度精算金とか積立金など、今

ほかにご質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

の中身は留辺蘂自治区だけの話ではないものですか

〇（隅田委員長）

ら、ちょっと委員長にお願いですけれども、介護保

審査を了します。

険、特に留辺蘂の高齢化率が高いという状況があり、

なければ、以上で保健福祉部の

暫時休憩いたします。

市民からの声もあったものですから、委員会として

午前１０時１７分

休

憩

午前１０時１８分

再

開

できれば留辺蘂自治区の介護の状況を視察すると
か、ちょっと意見交換する機会をつくっていただい
てはどうかと私思っているものですから、委員長に

〇（隅田委員長）

お願いをしておきたいと思いますが、どうでしょう

す。

か。
〇（隅田委員長）

休憩前に引き続き会議を開きま

次に、保健福祉部及び留辺蘂総合支所所管の審査
今菊池委員からお話がありまし

を行います。

たけれども、資料も含めて出してもらって、その後

補足説明を求めます。

またという形でやるのがいいのか、その辺も含めて

〇（飯塚支所長）

協議させていただきたいと思います。

あとふるプラザ条例の一部改正につきましてご説明

〇（菊池委員） では、それは委員長にお願いして、

させていただきます。

質問です。

それでは、議案第３号北見市は

北見市はあとふるプラザにつきましては、現在住
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民センターとして位置づけされておりますが、留辺

ます。

蘂自治区での高齢化率が高まる中、施設の福祉的な

質疑のある方は発言願います。

利用が増加していることから、保健福祉部に所管が
えして条例の所要の改正を行うものです。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇（隅田委員長）

私からは以上ですが、詳細につきましては担当課

び留辺蘂総合支所の審査を了します。

長から説明させていただきますので、よろしくお願

暫時休憩いたします。

いいたします。
〇（福浦課長）

なければ、以上で保健福祉部及

午前１０時２１分

休

憩

午前１０時２２分

再

開

それでは、北見市はあとふるプラ

ザ条例の一部改正につきまして、委員会資料に基づ
きご説明させていただきます。

〇（隅田委員長）

委員会資料１ページをごらんください。（１）、

す。

改正理由についてですが、北見市はあとふるプラザ
は平成６年に旧留辺蘂町の多目的複合施設として開

以上で当委員会に付託されました議案の審査は全
部終了いたしました。

館し、平成18年の市町合併からは住民センターとし
ての位置づけとされておりますが、今般高齢者クラ

休憩前に引き続き会議を開きま

次に、討論の通告がありませんので、付託議案４
件を一括採決いたします。

ブや福祉団体などの福祉的利用が多い施設の利用実

お諮りいたします。本案はいずれも原案のとおり

態及び今後の留辺蘂自治区の福祉政策などを勘案

可決すべきものと決することにご異議ございません

し、同施設を保健福祉部に所管がえするとともに、

か。

福祉的機能に重点を置いた施設とするため、所要の
改正を行うものでございます。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇（隅田委員長）

（２）の主な改正内容についてですが、ア、施設
の設置目的の改正では、設置の目的を地域における

ご異議なしと認めます。

よって、本案はいずれも原案のとおり可決すべき
ものと決定いたしました。

福祉活動及びコミュニティ活動の拠点として市民交

次に、委員会報告の文案については、正副委員長

流を図るためとし、イ、利用範囲の改正では、利用

において作成の上、６月29日午前９時30分から委員

者について障がい者、介護者、高齢者等及びコミュ

の皆様にお諮りしたいと思います。これにご異議ご

ニティ活動等の利用の範囲を新たに新設しておりま

ざいませんか。

す。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

（３）、施行日につきましては、平成30年４月１
日を予定しております。

〇（隅田委員長）
ました。

なお、委員会資料２ページから４ページに今回の
条例改正に伴う新旧対照表を掲載したところです

次に、所管部からの報告を受けてまいりたいと思
います。

が、主な改正のほか、開館時間及び休館日の変更、
その他文言等の整理を行ったところであります。

なお、本日は各委員にご連絡しておりました案件
に加えまして、保健福祉部より国民健康保険料の軽

以上で私からの補足説明を終わらせていただきま
す。
〇（隅田委員長）

ご異議なしと認め、さよう決し

減判定誤りについて及び医療費助成事業における返
還金請求事務の遅滞についてが追加となっておりま

補足説明が了しましたので、保

すので、よろしくお願いいたします。

健福祉部及び留辺蘂総合支所を審査の対象といたし
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暫時休憩いたします。

午前１０時２３分

休

憩

次に、２、施設の現況と課題ですが、①、やすら
ぎ苑につきましては、機能上で問題になるほどの劣

午前１０時２４分
〇（隅田委員長）

再

開

化は見られない状況にあります。現在、通常対応で

休憩前に引き続き会議を開きま

す。

きる火葬件数は１日６件でありますが、予約制で１
日最大10件までは受け入れが可能でございます。し

次に、市民環境部からの報告を議題といたします。

かしながら、今後火葬件数の増加が見込まれる中で、

理事者の説明を求めます。

ご遺族の希望する日時での火葬ができなくなる場合

〇（佐野部長）

市民環境部から北見市火葬場整備

基本方針についてご報告させていただきます。

が予想されます。また、現施設での収骨室が２室、
控室が６室であることから、同じ時間帯での火葬は

現在市内に設置されております３つの火葬場、や

２件に限られ、故人との最後のお別れや収骨等に十

すらぎ苑、常呂町斎場、留辺蘂町葬斎場の今後の施

分な時間を確保できない場合が予想されることか

設整備のあり方を検討すべく、昨年７月に北見市火

ら、収骨室や控室の増設についても検討課題となっ

葬場整備基本方針検討委員会を設置し、検討いただ

ております。

いたところであります。

次に、②、常呂町斎場につきまして、屋根の漏水

検討委員会では、３つの火葬場の現地視察を初め、

につきましては平成23年度の改修工事によって改善

住民懇談会や市民アンケート調査の内容をもとに８

したものの、外壁のひび割れや軒先のコンクリート

回の会議が行われ、本年２月に今後の北見市の火葬

剥落など、深刻な劣化が随所に見られております。

場整備に関する基本方針の提言をいただきました。

次に、③、留辺蘂町葬斎場につきましては、良好

その提言をもとに北見市火葬場整備基本方針を策定

な状態で保たれており、維持管理をしっかり行うこ

いたしましたので、ご報告させていただきます。

とにより長く使用することができる状況でありま

詳細につきましては、担当課長から説明させてい

す。

ただきますので、よろしくお願いいたします。
〇（坂下課長）

次に、資料２ページ及び３ページをごらんくださ

それでは、私から委員会資料に基

い。３、利用予測の（１）火葬利用件数の推計につ

づき、北見市火葬場整備基本方針についてご説明さ

いてでございます。北見市全体の火葬利用件数の推

せていただきます。

計では、18年後の2035年からの５年間に最大時期を

なお、別冊資料として北見市火葬場整備基本方針

迎え、年平均利用件数は1,946件と推計され、2015年

に関する提言書を配付させていただいております。

から５年間の1,600件と比較して約122％の利用件数

委員会資料１ページをごらんください。まず初め

が見込まれたところです。一方、常呂自治区及び留

に、火葬場整備基本方針を策定するに至った背景に

辺蘂自治区では2015年からの５年間が最大となり、

つきましては、合併前の旧市町に設置された３つの

以降は減少傾向となると予測されたところでござい

火葬場があり、市民が身近な施設で火葬を行うこと

ます。

が可能となっておりますが、各施設の老朽化及び少

次に、資料４ページをごらんください。（２）現

子・高齢化による人口減少並びに今後見込まれる火

況と将来必要となる炉数の比較につきましては、常

葬件数の増加に対応すべく、３つの火葬場をどのよ

呂町斎場と留辺蘂町葬斎場につきましては、現状の

うに整備、運営していくべきか、将来の北見市の状

２基の火葬炉で将来も対応可能であり、やすらぎ苑

況を見据えつつ、今後の施設整備のあり方を検討す

につきましては、死亡者数の増加に伴い、将来は最

ることが求められております。

大９基の火葬炉が必要となり、火葬炉の増設等が必
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要であるとされ、現在予備炉なしで対応しているや

留辺蘂自治区では住民センターなどの地域会館が

すらぎ苑の状況については、早急な対応が求められ

56.8％でした。

たところでございます。

施設整備に係る経費につきましては、次世代に負

次に、資料５ページをごらんください。４、北見
市火葬場整備基本方針に関する提言に至るまでの経

担をかけないよう費用の抑制を図るべきが全体の
74.4％でした。

過でございます。（１）北見市火葬場整備基本方針

次に、資料６ページをごらんください。（３）住

検討委員会による検討につきましては、各自治区の

民懇談会の実施につきましては、表に記載のとおり

まちづくり協議会や自治会などの市民団体の代表者

９会場で91名の参加をいただきました。

や学識経験者など17名で構成される北見市火葬場整

住民懇談会での主な意見ですが、①、施設の存続

備基本方針検討委員会を平成28年７月21日に立ち上

については、統合した場合、行政コストは減るかも

げ、北見市火葬場整備計画に係る基礎資料作成業務

しれないが、廃止になる自治区では市民に負担がか

委託報告書の検証を初め、北見市内の３つの火葬場

かることになるので、簡単に統合と言えないという

の現地視察を行うとともに、近年改築された近隣市

意見や、火葬場を統合した場合、行政面積が広いた

町の火葬場についても視察を行いました。また、市

め、移動時間の負担が大変重いので、他市町村が火

内９カ所で開催されました住民懇談会での意見や市

葬場を統合する場合と一緒に考えるべきではないと

民4,000人を対象とした市民アンケートの内容をも

の意見がありました。一方、３施設を維持するとい

とに８回の会議を重ね、平成29年２月８日に、別紙

うことは統合と比べて年間の維持費が相当違うの

提言書のとおり、今後の北見市の火葬場整備に関す

で、市の全体経費を考えなくてはならないという意

る基本方針として提言がまとめられました。

見もございました。

なお、長期的な視野に立ち、施設整備のあり方を

次に、②、施設の建てかえ時期や規模、費用、運

検討する上での基礎資料として作成しました火葬場

用についてですが、将来参列者が少なくなるかもし

整備計画に係る基礎資料作成業務委託報告書につき

れず、そのときに控室も必要なくなるかもしれない、

ましては、平成27年７月６日開催の本委員会で報告

立派な火葬場を建てたとしても稼働が少なければ意

させていただいております。

味がないという意見もございました。

（２）市民アンケート調査の実施につきましては、

次に、③、近隣自治体との協力体制についてです

20歳以上の市民4,000人を対象に郵送し、1,709人か

が、これから人口が減っていくので、近隣自治体と

ら回答をいただき、回答率は42.7％でございました。

の広域連携ということも考えていくべきという意見

主な調査結果につきましては、どのような施設整

や、広域で協定を結び、同じ火葬場使用料で使える

備が必要だと考えますかという設問には、現行の３

ことも考えられる、広域でお互いの施設を有効に使

施設を維持するが全体の63.5％でしたが、常呂自治

い、施設をふやさなくて済むという考え方もあると

区では82.5％、留辺蘂自治区では74.5％でした。ま

いう意見などをいただきました。

た、施設の統廃合を検討し、１カ所にすべきが全体
の18％でした。

（４）火葬場の運営と整備に関する道内合併市町
ほか調査の実施につきましては、平成13年以降に合

葬儀を行った会場につきましては、民間葬祭ホー

併した北海道内８市13町及び北見市に隣接する１市

ルでの実施が北見自治区79.5％、端野自治区が58％

３町１事務組合を対象に、火葬場の運営と整備に関

に対し、常呂自治区ではお寺、教会などが42.1％、

する調査を書面により実施いたしました。

住民センターなどの地域会館が39.5％でした。また、

‑ 6 ‑

次に、資料７ページをごらんください。主な調査

結果といたしましては、合併協議における火葬場整

隣自治体との協力体制の確立についての提言でござ

備に関しましては、大半の市町村が現行のまま引き

います。近隣自治体との施設の共同利用、広域連携

継がれ、今後の整備方針につきましては、大半の市

により建設費用、運営費用及び稼働率の平均化が図

町村が現行施設で対応可能であるということがわか

られ、利用しやすい低コストでの運営が望めると考

りました。

える。また、広域連携によって葬儀場により近い火

５、北見市火葬場整備基本方針に関する提言の概

葬場を利用することで、セレモニーの時間ロスを少

要につきましては、別冊資料として配付させていた

なくすることも考えられる。施設の建設は、火葬件

だきました提言書の概要でございます。（１）現在

数の予測をもとに適正な施設の規模を十分検討する

の施設の維持管理についての提言でございます。内

とともに、建設後の維持管理費用の縮減も十分考慮

容につきましては、市内の３カ所の火葬場は適切な

することにより建設費用及び維持管理費用を圧縮す

維持管理に努め、必要な修繕を行い、長寿命化を図

ることができ、施設トラブルによる事故に対応する

るべきものと考える。しかしながら、常呂町斎場は

ためにも早急な協力体制の確立が望まれる。以上が

老朽化が進み、施設の修繕に多くの費用が費やされ

提言の概要でございます。

る可能性があり、今後の費用負担と施設更新による
費用の比較検討も考慮すべきと考える。

次に、６、北見市火葬場整備に係る基本方針につ
きましては、今ご説明させていただきました北見市

（２）今後の施設整備についての提言でございま

火葬場整備基本方針に関する提言書を尊重し、北見

す。内容としましては、①施設の存続の判断につい

市公共施設マネジメント基本計画に基づき、次の３

ては検討委員会で議論された意見を検討し、整備基

つを北見市火葬場整備基本方針とします。

本方針について判断すべきものと考える。

基本方針の１つ目として、現行の３施設は適切な

②、基礎資料に記載された火葬件数の予測や必要
施設の規模については、火葬件数の予測の再精査と

維持管理に努め、必要な修繕を行うとともに、長寿
命化を図ってまいります。

必要施設の規模を再検討すべきであると考える。ま

２つ目として、火葬件数の予測の再精査を行い、

た、やすらぎ苑の別館建設は慎重に検討すべきであ

利用する市民の意向に十分配慮しつつ、現施設の耐

ると考える。

用年数を想定し、必要施設の規模や機能について比

③、施設の建てかえ時期や施設の規模、費用、施

較検討します。

設の運営については、（ア）現施設の状況と再精査

３つ目として、故人との最後のお別れの場にふさ

した火葬予測をもとに建てかえ時期を検討し、利用

わしい厳粛な運営を継続するとともに、他市町村の

する市民の意向に十分配慮しつつ、施設の規模や機

事例を参考に利用しやすい運営のあり方について調

能についても十分検討を行うべきと考える。

査研究します。

（イ）建設費用につきましては、施設のメンテナ

次に、（２）各施設整備における検討事項につい

ンス費用やランニングコストの縮減を考慮した設計

てですが、①、やすらぎ苑につきましては、火葬件

になるよう十分検討を行うべきと考える。

数の将来推計については、国の将来人口の予想や高

（ウ）施設の運営については、故人との最後のお

齢者の転出等の状況の把握を行い、火葬件数の将来

別れの場にふさわしい厳粛な運営を継続するととも

推計を再精査し、収骨室や控室の増設を行う大規模

に、サービスの向上や費用の縮減に努めるよう研究、

改修と別館建設について比較検討を進めます。

検討すべきと考える。

次に、資料９ページをごらんください。②、常呂

次に、資料８ページをごらんください。（３）近

町斎場につきましては、現施設のまま火葬業務を行
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う場合の修繕予定費用と施設を更新する場合の費用

場に出ました。１回は東相内、もう１回は常呂だっ

を比較します。施設更新費用は、道内自治体の建設

たと思いますけれども、市の方針がこうしたいとい

費用も参考とし、施設のメンテナンス費用等の縮減

う方針ではなかったので、意外と冷静な話し合いが

も考慮した設計についても検討を進めます。

されていたという認識ですが、今のご説明というか、

③、留辺蘂町葬斎場につきましては、建物自体は

これまで出てきた資料でも、北見市の火葬利用の件

良好な状態が保たれていることから、維持管理をし

数が現状よりも300件から400件ふえるということで

っかり行い、長寿命化を図るための修繕計画の検討

すから、大体の平均というのが１日につき１人ない

を進めます。

し２人ぐらいの増加が見込まれるということ、平均

次に、（３）各施設における事業費の比較ですが、

で考えればそういうことかと思います。

公共施設マネジメント基本計画では、非木造建物の

それで、今の報告ですと３カ所の施設を使いなが

標準的な耐用年数は60年とされておりますが、業務

ら状況を見ていこうということだと思うのですけれ

委託報告書に合わせて耐用年数50年と想定し、算出

ども、一番私が感じるのは、例えば最近でいえば家

しております。常呂町斎場及び留辺蘂町葬斎場の設

族葬というのがふえておりまして、そうなりますと

備更新費用は、これまでの設備更新の実績や現況の

若干火葬の時間というのが多少の融通はきくのかな

施設の状況を考慮した中で、今後見込まれる各種の

ということも感じます。その辺の見通しというか、

火葬設備の更新費用であります。また、やすらぎ苑

考え方について、どんなふうな議論があったのか。

につきましては、別館を建設する場合と増築する場

それから、同じく利用件数がふえる北見の施設、

合の比較となっております。別館を建設する場合は、

やすらぎ苑の増改築なのか、新設なのかというのを

将来必要となる火葬炉が９炉であることから、施設

最後に検討しようということで資料に載っています

規模としましては３炉を備えた別館になります。増

けれども、増築で終わるのであれば、そのあたり新

築する場合には、収骨室１室、控室３室を増設し、

施設と増施設の差のところがどういうふうに違うの

同じ時間帯に３炉稼働することにより、増加する火

かというのがちょっとわかりにくいので、説明をい

葬件数に対応可能となります。しかしながら、現在

ただきたいと思います。

のやすらぎ苑を解体する際には、当然増築部分につ
いても一緒に解体することになります。

以上２点です。
〇（鈴木委員） 資料を見させていただきましたら、

次に、10ページをごらんください。（４）３施設

常呂町の斎場、私もこれ一、二度行ってきましたけ

存続における事業スケジュールの想定でございま

れども、やはり老朽化が進んでいると感じ取ってき

す。現行施設の耐用年数を50年と想定した場合の今

ました。これを例えば修繕するという形になれば、

後の施設整備についてのスケジュールをイメージ化

どの程度見込んでいるのか、どの程度まで修繕しよ

したものでございます。今後は現行施設の長寿命化

うとされているのかをお聞きしたい。

を図ることを目的に維持補修計画を策定するととも

それから、北見でいえば、やすらぎ苑は９基の火

に、再精査後の火葬予測をもとに必要施設の規模、

葬炉が必要ということが問題になってくるわけです

費用等について検討を進めてまいります。

けれども、将来的には不足するのだろうと思います

私からは以上でございます。
〇（隅田委員長）

けれども、広域連携という話がこの中で何回か出て

説明が了しました。

きます。例えば、広域連携で北見では足りないから、

質疑のある方は発言願います。
〇（菊池委員）

留辺蘂にお願いするとか、こういった場合にも広域

私も２回ほどそういう話し合いの

連携と言っていいのかどうかわからないのですけれ
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ども、例えば訓子府とかというのは広域連携の最た

〇（隅田委員長）

るものになるのだろうと思うのですけれども、こう

す。

いった場合に相手の町からどういった回答または手

休憩前に引き続き会議を開きま

理事者の答弁を求めます。

応えを得られているのか。それから、こういった場

〇（梅田係長）

合の個人の負担と市の負担というのはどのぐらい見

質問のありました最近の葬儀の形式としての家族葬

なければならないのかということ。私もこの耐用年

のことに関してですけれども、家族葬ということで

数というのはちょっとよくわからないのですけれど

小規模ながら普通どおり葬儀をするということの中

も、常呂、留辺蘂、やすらぎ苑、別館は別にしまし

で、火葬する時間帯については融通がきくというこ

ても、耐用年数について今どのぐらい経過している

とでの認識は私ども持っておりません。というのは、

ものなのか、わかればお教えいただきたいと考えま

家族葬といっても通常の葬儀をしますので、お寺で

す。

すとか葬祭場との関係もありまして、実際に出棺す

以上です。
〇（飯田委員）

まず、私のほうから菊池委員から

るのが希望では11時出棺ですとか、遅くとも12時出
今火葬場の３施設の事業スケジュ

棺で、その日のうちに取り越し法要を挙げるという、

ールを説明いただいて、使えるものは当面使ってや

そういった葬儀の形式をとっておりますので、やす

っていくという方向はわかりました。それで、提言

らぎ苑については９時から16時まで稼働しておりま

書あたりにも出ていますけれども、鈴木委員とも重

すけれども、実際に火葬を希望する時間帯について

複しますけれども、近隣の自治体と広域連携すると

は12時半、１時ぐらいというのが通常でございます。

いうことになってくると、このスケジュールの中に

ですから、家族葬といっても火葬する時間の融通が

も入ってはいないのですが、どういった形で検討し

きくという、そういうような感じは受けていないと

ていくのか。例えば、先ほど言ったように留辺蘂だ

いうのが実情でございます。

と近い自治体といったら訓子府町、置戸町と考えら

次に、火葬場の耐用年数の関係でご質問をいただ

れますし、常呂でしたら網走市とかオホーツク沿岸

いておりました。３つの火葬場、それぞれやすらぎ

だとか、先ほど言ったように葬儀のときはやはり時

苑が平成元年、そして常呂町斎場が昭和54年、留辺

間の関係もあるため、広域といってもある程度限ら

蘂町葬斎場が昭和60年に建築されておりまして、年

れたところのエリアになると思うので、理事者とし

数はやすらぎ苑でいえば28年経過しておりますし、

て、例えば近隣の自治体と協力体制を考えるといっ

あと基本的な資料といたしましては、耐用年数は

たときに、これからの課題になるのだろうけれども、

50年ということの中での考えは持っておりますけれ

大体距離的とか時間的にどの辺までを想定している

ども、公共施設マネジメントの考えでは非木造につ

のか、もし考えがあればお伺いしたいと思います。

いては60年というモデルケースがあります。ただ、

それと、先ほど言ったように近隣自治体との広域

火葬場というのは、施設だけではなくて中の火葬炉

連携、これはスケジュールにはないのだけれども、

そのものの機能も維持しなくてはならないというこ

この辺どういった形で検討していくのかお伺いしま

との中で、火葬場の機能を維持するためには、やは

す。

り50年を一応一つの目安として今回はいろいろと資

〇（隅田委員長）

暫時休憩いたします。

午前１０時４８分

休

料を作成したところでございます。

憩

私からは以上でございます。
〇（坂下課長）

午前１０時５３分

再

開

菊池委員からの増築の案と別館の

案の比較の部分だったのですけれども、資料９ペー
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ジに各施設の事業費比較ということで記載させてい

広域連携になった場合の市等の負担につきまして

ただいております。①の別館案というところのやす

も協議はこれからということですので、市の負担、

らぎ苑の別館のところなのですけれども、この部分

それから使用料等の負担については、これから検討

が新たに別館を建設した場合の費用ということにな

していくという状況です。

っております。これにつきましては、３炉備えた火

また、距離的にどの程度というご質問ですけれど

葬場ということで、場所的には今のやすらぎ苑の敷

も、先ほど言ったように、あくまでも近隣自治体と

地内を考えております。

いうことの中で想定をしておりまして、これについ

続きまして、その下の増築案なのですけれども、

ても今後協議していくというところでございます。

やすらぎ苑の増築の部分を見ていただきたいのです

私からは以上です。

けれども、こちら控室３室、収骨室１室ということ

〇（坂下課長）

で、この部分につきましては、予定では2022年と記

となのですけれども、まず耐用年数に大きく影響す

載しておりますけれども、それを増築するのに１億

る躯体の部分をしっかり現況調査させていただきま

2,500万円が建設費用ということでかかります。その

して、その調査結果をもとに修繕を行っていくとい

下の新施設ということで記載しております事業費、

うことで考えております。今具体的にどの部分をど

建物が14億8,900万1,000円なのですけれども、こち

う直すということを申し上げられないのは申しわけ

らにつきましては９炉を必要とする建物として新た

ないのですけれども、まずは現況調査をしっかり行

に新築しなければならないという状況になります。

い、適切に対応していくということで考えておりま

2039年の状況では、まだ火葬件数が最大期のため、

す。

９炉の火葬炉を備えたものを新たに建てなければな

常呂町斎場の修繕の計画というこ

私からは以上です。

らないということになります。ちょっと戻っていた

〇（鈴木委員）

だいて、１番の別館案の新設のところにつきまして

ども、一昨年でしたか、炉を積みかえたと思うので

は、別館で３炉分を建てておりますので、2039年に

すけれども、そういった中心になる部分、そういっ

は６炉のものを新しく建てるということになりま

たところの修繕というのは、これは当然していかな

す。

ければいけないのですけれども、建物に入ってみま

私からは以上です。
〇（井上次長）

常呂町斎場の関係でありますけれ

すと、やはり天井が地図状になっていたり、照明が

私からは、鈴木委員と飯田委員か

暗かったり、いろいろな形の中で遺族に与える影響

らいただきました近隣自治体との連携・協力体制に

というのははかり知れないものがあるのだろうと思

ついてというご質問ですが、今回の提言書の中では

います。少なくともペンキの塗りかえですとか、そ

近隣自治体との広域連携体制についての提言をいた

の程度でも早急にやったほうがいいと思います。こ

だいたところでございます。この広域連携につきま

れは意見にしておきますけれども、よろしくお願い

しては、今後施設整備を図る中では選択肢の一つと

いたします。

して考えられますけれども、現在相手方の市町村の

〇（菊池委員）

こともありますので、どの町ということまではまだ

については、現段階では統合とかは考えないで、こ

検討していない状況でございます。考えられる自治

れで見ますと、例えば常呂町斎場は2029年までは維

体としましては、先ほど飯田委員からありましたよ

持すると、留辺蘂町葬祭場も2035年までは維持する

うに、近隣の置戸町、訓子府町だとかというところ

ということになりますので、北見のやすらぎ苑が

が当然想定されると思います。

2039年ですから、これから何年後でしょうか。20年
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３施設を維持していくという方向

ぐらい先ですか。そういう時期において、この３施

医療費助成事業の返還金請求事務の遅滞が判明いた

設の扱いや先ほど出ました広域の扱いを検討してい

しました。このことにより、対象の方を初め市民の

くというふうな結論と受けとめていいでしょうか。

皆様には大変なご迷惑をおかけすることとなってし

それから、いずれにしても北見の火葬が増加する

まいました。心より深くおわび申し上げる次第であ

と言われる状況においては、2039年ごろにはいずれ

ります。大変申しわけございませんでした。

かの方法をとろうと、増築の部分はもっと早いので

それでは、私から保健福祉部が所管いたします報

すけれども、そういう見通しだというふうな結論と

告事項の概要についてご説明させていただきます。

いうか、そんなふうなことなのか、少し補足答弁を

初めに、本年２月22日から５月31日まで申請受け付

お願いしたいと思います。

けを行ってまいりました経済対策臨時福祉給付金の

〇（佐野部長）

申請及び支給実績につきましてご報告させていただ

菊池委員から今常呂、留辺蘂は当

面使われるということと、やすらぎ苑の増築または

きます。

新築についてのご質問をいただきました。やすらぎ

次に、追加資料の国民健康保険料の軽減判定につ

苑については、こちらで示しているとおり、平成

きまして、算定システムの設計不備により、一部の

32年、間もなく現状の炉では足りない時期がやって

方の保険料応益割の軽減判定が誤って行われている

まいります。それにつきましては、増築もしくは別

場合があることが判明いたしました。

館という形で対応していきたいと考えているところ

また、医療費助成事業における返還金請求の遅滞

でございますけれども、その増築と別館対応につき

についてでありますが、医療費助成を受けられてい

ましても個別の計画とともに他留辺蘂、常呂のあり

る方のうち、保険者からの高額療養費及び独立行政

方と並行的に全体を含めた中で、どのように増築し

法人日本スポーツ振興センターからの災害共済給付

ていくべきなのか、それらを網羅した中で増築して

金の支給を受けられた方に対して本来行うべき助成

いくべきなのかも含めた中で考えていきたいと思い

金返還の請求事務の遅滞が判明しております。対象

ますので、ご理解をいただきたいと思います。

の方へは親切丁寧に説明し、ご理解いただくよう努

〇（隅田委員長）

め、今後このようなことのないよう、チェック体制

ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇（隅田委員長）

の強化など再発防止に取り組んでまいります。

なければ、以上で市民環境部か

らの報告を了します。

ただきますので、よろしくお願いいたします。

暫時休憩いたします。
午前１１時０４分

詳細につきましては、担当課長より説明させてい

〇（池田課長）
休

憩

私から臨時福祉給付金につきまし

て、委員会資料に基づき説明させていただきます。
委員会資料１ページをごらんください。（１）臨

午前１１時０５分
〇（隅田委員長）

再

開

時福祉給付金経済対策分の受付結果についてであり

休憩前に引き続き会議を開きま

す。

費税率引き上げによる低所得者への影響を緩和する

次に、保健福祉部からの報告３件を議題といたし
ます。

措置として、申請に基づき対象者へ給付金を支給す
るもので、本年２月の当委員会において説明させて

理事者の説明を求めます。
〇（大栄部長）

ますが、経済対策分については、平成26年４月の消

いただき、２月から５月までにおいて、まちきた大

補足説明の前に追加の案件報告に

通ビルを初め各総合支所及び支所・出張所の窓口並

ついてですが、国民健康保険料の軽減判定の誤り、

びに郵送での申請受付を行ってきたところでありま
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す。本日は、その受付結果についてご報告させてい

料の軽減判定誤りについて公表したことを受け、市

ただきます。

が国民健康保険料算定システムについて確認をした

①、支給対象者等でありますが、平成28年１月１
日を基準日とし、
北見市に住民登録があり、
平成28年

ところ、同様の事象があることが判明したものであ
ります。

度の市民税が非課税の方など、対象者を約２万

（２）原因といたしましては、保険料の軽減を判

5,000人と見込み、対象者１人につき１万5,000円を

定する際の所得の計算に当たり、青色申告による純

支給したところであります。

損失の繰越控除を行う場合、本来であれば国民健康

次に、②、申請受付及び支給時期等でありますが、

保険料の軽減判定用に算出した繰越損失額、青色事

対象と思われる方に対し申請書を送付し、本年２月

業専従者給与を控除せずに計算するものでございま

22日から５月31日までの約３カ月間において、まち

すが、これを用いるべきところを確定申告の繰越損

きた大通ビル等の窓口及び郵送による申請受付を行

失額をそのまま用いたことにより、算定誤りが発生

い、対象者には３月末より順次支給を行いました。

したものであります。

③、周知方法でありますが、対象と思われる方へ

このことにより影響を受ける被保険者ですが、

の申請書の送付を初め、広報きたみや市のホームペ

（３）の①、②に記載の条件に合致する国保の世帯

ージへの掲載、報道機関等の協力をいただきながら

主の方で、対象者数と影響額は（４）に記載してお

周知を行ったほか、施設入所者の代理申請について

りますが、保険料が減額となり、還付が生じる方は、

は老人福祉施設等に協力をいただいたところです。

地方税法の規定に準じ、平成24年度から平成28年度

④、申請結果でありますが、申請者数としては２

ま で の ５ 年 分 を 対 象 と し 、 21 人 、 金 額 で 178 万

万2,205人で、支給決定者数は２万2,076人であり、

8,000円、一方、保険料が増額となり、追加徴収とな

支給金額としましては３億3,114万円となったとこ

る場合は、国民健康保険法において遡及期間は２年

ろです。

とされておりますことから、平成27年度、平成28年

以上で私からの補足説明を終わらせていただきま
す。
〇（佐野課長）

度分が対象となり、５人、金額で28万9,600円となっ
ております。

続きまして、私から国民健康保険

（５）対象となる方への対応でありますが、対象

料の軽減判定誤りについて及び医療費助成事業にお

となる保険料について更正・賦課を行い、対象とな

ける返還金請求事務の遅滞についてご説明申し上げ

る方には今回の事案の内容を個別にご説明し、ご理

ます。

解いただいた上で、更正通知書をお送りするよう事

追加の委員会資料１ページをごらんください。初

務を進めております。

めに、国民健康保険料の軽減判定誤りについて、

なお、今回の軽減判定誤りの事案につきましては、

（１）概要でありますが、このたび国民健康保険料

システムの設計段階での誤りによるものであります

算定システムの設計に不備があり、被保険者の一部

が、市といたしましては、今後におきましても法令

の方について保険料の応益割の軽減判定、所得等に

の解釈確認を徹底し、被保険者の所得を適正に把握

応じて７割、５割、２割を軽減するものであります

し、保険料の計算を行ってまいります。

が、この軽減判定に誤りが生じ、本来納付すべき額

次に、医療費助成事業における返還金請求事務の

と異なる保険料を賦課している場合があることが判

遅滞についてご説明申し上げます。資料２ページに

明いたしました。これは、昨年12月、厚生労働省が

なります。（１）今回判明した事案の概要ですが、

後期高齢者医療制度のシステム設計不備による保険

市では重度心身障がい者、ひとり親家庭等、子供、
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それぞれの医療費助成事業において、医療保険の保

ら医療費自己負担相当額の災害給付金が給付される

険診療分の自己負担額の一部を助成しております

ことから、医療費助成の対象とならないため、受給

が、助成金を市から医療機関に直接お支払いする現

者の方には受給者証を使用しないよう周知している

物給付というシステムの場合、後に高額療養費や他

ところでありますが、何らかの事情で受給者証を使

の給付金の支給が発生した際には、既に助成してい

用して受診してしまった場合につきましては、３ペ

る額のうち、高額療養費や他の給付金と重複する額

ージ下段の図がその場合の事務の流れであります

を返還していただくこととなります。

が、先ほどの高額療養費の場合と同様、右下にあり

具体的には３ページの図でご説明いたします。上

ます⑤、スポーツ振興センターから受給者に対し給

段の図、高額療養費の請求、支払いの流れでありま

付金が給付された旨の通知を教育委員会から受けま

すが、ここでは住民税課税世帯の受給者を例として

す。これが⑥のところになりますけれども、通知を

おります。医療費助成受給者は、受給者証を提示し、

受けた後、⑦、⑧の赤線の部分ですが、③で支払っ

医療機関を受診した際、図の①の部分ですが、本来

ております医療費助成金を返還いただくよう請求す

は保険診療の自己負担が３割ですが、このうち１割

ることとしております。

を自己負担額として医療機関の窓口で支払います。

このように返還金請求事務を行うこととなってお

次に、②、③の流れですが、医療機関は自己負担

りますが、このたび、この図の赤線でお示ししてい

分の残り２割分を市の医療費助成に請求し、市は助

る事務、受給者の方に対する返還金請求事務の一部

成金として支払います。また、保険診療分の７割は

が行われていないことが判明いたしました。

保険者から医療機関に支払われ、これで医療機関は

資料２ページにお戻りください。判明した経緯と

10割の医療費を受け取ることになります。ここで保

いたしましては、本年４月の人事異動に伴い、事務

険診療分の自己負担額が限度額を超えた場合、高額

担当者が変更となり、新担当者がこれらの返還金請

療養費が発生いたしますが、医療費助成の受給者に

求事務を行うため、前月までの書類を確認しようと

ついては高額療養費相当額を市が助成金として負担

したところ、高額療養費の返還金請求事務は平成

しておりますことから、この部分については④、⑤

25年度から平成28年度までの４年間、スポーツ振興

のところになりますが、受給者から代理受領の委任

センター給付金に係る返還金につきましては平成

を受けまして、次、⑥、⑦のところですけれども、

27年度、平成28年度の２年間にわたり、事務の一部

市が保険者から高額療養費を直接受領しておりま

が行われていないことを発見し、上司である係長に

す。しかしながら、一部の保険者の取り扱い、ある

報告があったものであります。

いは市からの請求時期の差によりまして、高額療養

対象となる方の人数及び金額でありますが、高額

費が直接受給者であります被保険者に支給されるケ

療養費に係る医療費助成返還金は４年分で35人の

ースがあります。図の青い点線で示した流れであり

方、金額は約600万円と記載しておりますが、現時点

ます。この場合、⑦で保険者から支給額等の通知を

でまだ保険者に金額を確認中のものが数件あります

受けた後、⑧、⑨の赤線の部分ですが、受給者であ

ことから、金額は若干ふえるものと考えております。

る被保険者に対し、高額療養費支給相当額の医療費

また、スポーツ振興センター給付金に係る返還金

助成金を返還いただくよう請求をすることとしてお

は２年間分で67人、153万7,903円でございます。

ります。

資料４ページをごらん願います。（２）原因につ

また、保育園、幼稚園、学校の管理下で負傷した

いてでありますが、今回このような事態に至ったの

場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センターか

は、当時の担当者が前任者より事務引き継ぎを受け
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たものの、業務多忙等を理由に当該請求事務が滞り、

方法についても個別にご相談してまいりたいと考え

処理できない状況にありながら、上司、同僚に相談

ております。

することなく、事務処理を行わずにいたことによる

今回このような事態を招いてしまい、市民の皆様

ものでありますが、記載のとおり、①、当該事務を

に多大なご迷惑をおかけしたことにつきまして、改

担当者１人に任せきりとなり、同僚及び上司が管理

めておわび申し上げます。大変申しわけございませ

簿を確認するなどのチェック体制が不十分であった

んでした。今後におきましては、今回のような事務

こと。②、所管係の業務が繁忙を来し、日常の業務

の遅滞がないよう、職員一同慎重に事務遂行に努め

に追われ、当該業務への意識が希薄となっていたこ

てまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申

と。③、管理職及び係長の業務、制度に対する認識

し上げます。

が不十分であったこと。④、上司を交えた事務引き
継ぎが行われていなかったこと。⑤、上司と部下の

以上でございます。
〇（隅田委員長）

間で報告、連絡、相談が十分にされていなかったこ

説明が了しました。

質疑のある方は発言願います。

と。⑥、担当職員の業務に対する認識と公務員とし

〇（鈴木委員）

返還金の遅滞についてであります

ての自覚が不十分であったことなどが原因であった

けれども、再発防止はいろいろとここに書かれてお

ものと考えております。

ります。このことは、最低限必要なのだろうと考え

次に、（３）これら原因を踏まえての再発防止策

ます。ただ、原因が、まず業務多忙というのはどう

でありますが、対象者の抽出、事務進捗状況などを

いう意味合いなのか、それも教えていただきたい。

一括管理できるリストを整備し、係長、課長を含め

時間外勤務をしながらも業務多忙になっているのか

た複数職員によるチェックを行う体制とする。係内

どうなのか、時間外勤務がなく定時で帰っているの

の事務分担を定期的に変更し、複数の職員が各業務

かどうか、お聞きします。

を習得できるようにする。繁忙期には、課内の機動

また、④番目の、普通どこでも行われている上司

的対応により係間の業務量の平準化を図る。担当職

を交えた事務引き継ぎ、これはどこの企業でも、民

員の事務引き継ぎは、係長である上司を交えて行う。

間の会社でも必ず行われなければならないことであ

定期的な職場内ミーティングを行い、事務処理上、

りまして、これが行われていなかったということに

疑問に思うことなどを話し合えるような職場環境を

ついて、ほかのところの引き継ぎ等もされているの

維持するとともに、情報を共有し、自己判断による

か、教えてください。

対応を行わないようにする。職員が危機管理意識を

そして、平成25年から平成28年という形になって

持って業務に臨めるよう、日ごろから職場内研修を

いますけれども、平成25年にこの職員がここに入っ

行うなどの方策をとってまいります。

て、そこから請求されていなかったのか。平成28年

次に、（４）該当する受給者の方への対応であり
ますが、この後、保健福祉部職員が対象の方々を戸

分までということは、ことしの３月に異動になって
という意味合いなのか、そこも教えてください。

別に訪問いたしまして、医療費助成などの制度及び

それから、対象者は35人で、まだ保険者に確認中

今回の経緯についてご説明、おわびをし、助成金の

のものがあるとありますけれども、600万円、単純に

返還についてご理解いただけるようお願いをしてま

割ったら17万円、１人17万1,000円ぐらいですか、こ

いりたいと考えております。なお、返還に当たりま

れは人によって高いのもあれば低いのもあるのでし

しては、一括でのお支払いが難しい場合などもあろ

ょうけれども、返還してもらう最高金額はどのぐら

うかと存じますので、分割でのお支払いなど、納付

いになるのか、そこも教えてください。
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以上です。
〇（菊池委員）

か。そういうことさえ感じる取り扱いの内容だと。
報告のあった順番で聞きますと、

それは、以前に、別の事業ですけれども、後期高齢

臨 時給付金 が申請 率88.82％です けれど も、こ の

者の中で国の責任なのか、どこの責任なのかわから

88.82％というのは約２万5,000人に対しての申請数

ないけれども、国がそういう発表をしたわけですね。

というふうに見たほうがいいのだと思うのですけれ

そうなると、これは単に地方自治体の誤りなのか、

ども、そういうことなのでしょうか。

国として指導、その内容を決定したことを十分に通

それで、
相当高いというふうにも思いますが、88％

知できなかったのか、そこまでさかのぼるのではな

ということは、まだ10％以上の方が、もし可能性が

いかとさえ思う内容です。その辺どんなふうにお考

あったら受け取っていないというふうに理解すべき

えか、お聞きします。

なのか、それとも当初の対象者数の概算が相当多く

それから、鈴木委員からもありましたけれども、

て、88.82％というのは実は受け取るべき可能性を持

ある人が言っていました。市から100円返還すると通

った人のほとんどが受け取っていると見るべきなの

知が来たと。それによって申請書を出してください

か、その辺どんなふうにお考えか、お聞きします。

と。そして、今度100円を金融機関に振り込んで、本

それから、国民健康保険のシステム問題ですけれ

人に渡るようにすると。これ100円以上かかっている

ども、これ遡及期間が還付は５年ですか、それから

ではないですかと。こんなことをする必要あるので

追加徴収が２年となっていますけれども、これにつ

すかということも、いわゆる公務の中ではやらざる

いてですが、実際に平成24年にこの問題が、プログ

を得ないわけですね。そういうある意味無駄と思え

ラムの使用を始めて５年間ということなのか、それ

ることも黙々とやはり処理していただくというの

とももっと以前から本来還付すべきとか徴収すべき

が、先ほどちょっと書いてありましたけれども、公

人からもらっていない、そういう運用だったのかと

務員としての認識と言うべきなのかと私なりには感

いうことです。そういう点から見ますと、このシス

じます。そういう点では、非常に忍耐力の要る作業

テムを標準として採用してきたのか、それとも北見

ではありますけれども、やはりここはそれぞれ事務

市独自でシステムの内容を理解して、それを業者に

に当たる方の認識というのを醸成していってほしい

発注して、納品いただいてきたということになるの

と強く思いました。

か。そういう点では、もし、どこか行政的にお勧め

それで、この医療機関に支払う、そしてお金がこ

のあったプログラムを使用してきたとすれば、実際

ういうふうに回って、本人に渡るというふうなこと

７割、５割、２割の国保の低所得者の法定軽減を判

なのですけれども、できればこのシステム、この仕

断する中での内容ではないですか。非常に高額な負

組みを改善することを求めたらいいのではないかと

担を求めている中で、こういうことが発生していた

思いました。例えば、日本スポーツ振興センターで

とすれば、本人にとっては、平成24年以前であって

すけれども、国保医療課と教育委員会が横並びにい

も、返してくださいと言える内容ではないですか。

ます。これは、どちらも北見市ですね。本人に直接

そういうふうに考えると、本来還付を受けるべき人、

振興センターからお金が支払われるようになってい

それから追徴も含めてですけれども、もう少し相手

ますけれども、これを教育委員会から通知のこの方

方に対応する方法等はないのか。行政的には５年で

向、６番がありますが、一体化して、ここに一回お

すからというふうになるのですけれども、もしそう

金を入れていただいて、余り複雑にすると面倒なこ

いう考え方があれば、システムそのものに対しての

とですけれども、本人が１割を負担したのか、それ

クレームと損害補償だって求めてもいいのではない

とも保険を使わないで負担をしたのかは、国保医療
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課で確認すればできることですから、それで振興セ

成28年度分の２カ年度を対象としております。また、

ンターからの返還金は、北見市から児童生徒の親の

還付に関しましては、こちらは厚生労働省の通知に

ところに渡っていくという流れを構築すれば、発生

よりまして、地方税法第17条の５第４項の減額更正

する間違いはなくなるのではないかと。それから、

を５年以内とする規定を根拠といたしまして、平成

これは難しいことと聞きましたけれども、医療の保

24年度から平成28年度分の５カ年度を対象としてお

険者から本人にお金が渡りますけれども、これも北

りますことから、データの保存については５年とし

見市を通じてできる方法というのはないのか。そん

ておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上

なようなことも含めて、もしそういうふうになって

げます。

いれば、間違いなく処理されたと思うのです。一人

〇（佐野課長）

一人の児童生徒や医療費助成を受けた人に確認する

た医療費助成に係る職員の時間外勤務、多忙等によ

作業は、そういうことができれば、なくせたかもし

る時間外勤務ということでございますが、当該係の

れないというふうにも思います。そんなことも含め

職員の時間外勤務の状況といたしましては、平成

て、可能性をどのようにお考えかお伺いしたいと思

27年度、平成28年度におきましては月平均40時間か

います。

ら50時間、多いときには70時間程度の時間外勤務を

以上です。
〇（池田課長）

鈴木委員からご質問がございまし

している状況でございました。
ただいまの菊池委員からの臨時福

次に、上司を交えた引き継ぎということでござい

祉給付金に対します申請率のご質問でございます

ますけれども、委員ご指摘のとおり、業務の人事異

が、この88.82％という数字は、対象者数２万5,000人

動に伴う事務引き継ぎにおきましては、上司を交え

に対する数字であります。

てということを本来行うべきことであったかと思い

次に、10％以上まだ受け取っていないのではとい

ます。引き継ぎにおきましては、係長以上におきま

うご質問ですが、この対象者数の２万5,000人という

しては引き継ぎ書という形で行った後、それぞれ業

数字は、国から示されました計算方法に基づき算出

務を引き継ぐわけですけれども、担当職員におきま

された推計値となっています。正確な対象者数を把

してはそれぞれの業務において、前任者と引き継ぎ

握するのは大変難しくて、平成28年１月１日の基準

者の間で業務の引き継ぎを行うという形をとってお

日から亡くなられている方もたくさんいますことか

りました。今後におきましては、上司、係長等を交

ら、今回の申請書を発送したのが２万3,676名ですの

えた形で業務の引き継ぎを的確に行ってまいりたい

で、この数字から考えますと、大変高い申請率かと

と考えております。

認識しております。
〇（田口係長）

次に、今回平成25年度から平成28年度までという

菊池委員からご質問がありました

ことで、担当職員はということですけれども、それ

国民健康保険システムについてでありますけれど

以前からいた職員もおりますし、平成25年度以降に

も、市独自のカスタマイズということではありませ

異動してまいりました職員もおりまして、業務の引

んで、標準パッケージシステムの仕様となっており

き継ぎ、事務の分担の変更等によって、当該業務に

ます。

当たっていた時期がございますが、これらの職員に

また、もう一点、さかのぼりの件についてであり

つきましては今回、この春の人事異動によりまして

ますけれども、追徴に関しましては国民健康保険法

異動した職員もおりますし、それ以前に担当がかわ

の第110条により、徴収権について２年の消滅時効が

ったという職員もおります。

定められておりますことから、平成27年度分及び平
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次に、今回の高額療養費の請求遅滞の関係で、１

人当たりの最高額はということのご質問だったかと

務づけなのでしょうか。それとも北見市が判断すべ

思いますけれども、まだ現在保険者に確認中のもの

きことなのでしょうか。そういう意味で、納品と、

もございますが、１人当たりの最高の請求額につき

それによって発生する問題、これの市としてそこに

ましては、現在300万円を超えている方がお一人いら

何らかのクレームというか、一般的にはどういうふ

っしゃるという状況であります。

うにいうのでしょう、補償というのでしょうか、そ

次に、菊池委員からご質問がありました、これら
高額療養費の返還金、それから日本スポーツ振興セ

ういうことが可能な内容にはなっていないのでしょ
うか。

ンターからの災害給付金の返還金を受けるに当たっ

それから、もう一点、それぞれシステムといいま

ての事務の流れの改善ということでありましたが、

すか、この流れを簡単に変えることはできないとい

保険者によっては全国的にこういった状況が行われ

うふうなことですが、医療費助成に関しては、例え

ておりまして、全国の医療費助成におきましても、

ば子供の医療費助成は、北見市でいえば、まだ全道

その仕組みといいましょうか、対象者であるとか、

的水準からいえば相当おくれている状況の中にあり

そういったことが自治体ごとにさまざまであったり

ます。これが今の子供問題含めて進めば、もっと件

とか、保険者も全てに対応することが難しいという

数はふえるのですね。障がい者もふえているという

状況もあろうかと思います。さらに、法律等でこの

お話も聞きますし、そういう点からいけば、もちろ

流れが規定されているものでもございませんので、

ん事務を正確にやっていただくのはやむを得ないこ

全ての保険者に対して、この流れを統一していただ

とです、当然のことなのですけれども、これからも

くということはなかなか難しい状況ではないかと考

さらにふえるというふうな認識も含めて、可能であ

えておりますことから、市といたしましては今後に

ればそういう流れも市としていろいろな形で提案し

おきましても、これらの部分につきましては、きち

ていく必要があるのではないかと思います。その辺、

んと個々の状況を把握した中で請求、還付の事務を

そこは部長からでもお答え願えればと思います。

とり行ってまいりたいと考えております。

以上です。

また、スポーツ振興センターの災害共済給付金の

〇（鈴木委員） １人の返還金が300万円を超えると

取り扱いにつきましても、スポーツ振興センターか

いうお話をいただきました。何で聞いたかというと、

ら児童生徒の保護者、ご本人に対して、教育委員会

市の実施する助成対象者というのがこういう方々で

を経由して給付金が支給される形であろうかと思い

ありますから、支払える見込みがあるのかどうなの

ますけれども、ここにつきましても、直接ご本人に

か。返還してもらえる見込みがあるかどうかという

支払われた後、こちらのほうでその対象となるもの

問題があるのだと思うのです。やはり事の初めとい

について、確認をした上で返還請求を行うという形

うのは、ここに書いてあるように、受給者からの委

について引き続き、この形もなかなかちょっとすぐ

任状をいただいていなかったということで、二重構

には変更というのは難しいのかなと今考えておりま

造になっているというのは皆さんも当然ご存じだ

すけれども、引き続き適切な形で取り扱ってまいれ

し、そういう税金が二重に支払われるのではないか

るよう努力してまいりたいと思います。ご理解賜り

という、そういう懸念はされたのだろうと思うので

ますようお願いいたします。

すけれども、委任状をとっていれば当然に市に入っ

以上でございます。
〇（菊池委員）

てくる、要するに本人に入っていかないという形に

先ほど国保の軽減判定誤りのとこ

なるのでしょうけれども、委任状のとり方、その説

ろで、標準パッケージ仕様とのことですが、これ義

明の仕方というのはどういうふうにされていたの
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か。

う最善を尽くしてまいりたいと考えております。ま

それから、返還いただかなければならない、これ

た、その返還に当たりましても、分割による支払い

から大変な状況になるわけでありますけれども、分

等もいろいろとご相談させていただきながら、誠意

割払いでの対応というお話もいただいていました。

を持ってお話をしてまいりたいと思っております。

これについて、支払いできないからということで不

また、時効の関係でございますけれども、この助

納欠損処分、そういったことにもなり得るのでない

成金の返還金につきましては地方自治法の規定が適

のかなという気がするのですけれども、時効はない

用されまして、受給者への請求の消滅時効というの

のかどうか、その辺のところをちょっとお聞きした

は５年というふうに解釈しております。こういった

いと思います。

時効期間がございますけれども、繰り返しになりま

〇（隅田委員長）

暫時休憩いたします。

午前１１時４５分

休

すが、市といたしましては今後、対象の方々にきち

憩

んと説明を行いながら、ご理解をいただけるよう努
めてまいりたいと考えております。

午前１１時５１分
〇（隅田委員長）

再

開

以上でございます。

休憩前に引き続き会議を開きま

す。

菊池委員から事務の流れについて

等のご意見いただきました。事務の流れについては、

理事者の答弁を求めます。
〇（佐野課長）

〇（大栄部長）

今回のことがあるように、医療費助成については複

菊池委員からご質問がございまし

雑、煩雑化しております。それを再度見直しをして、

た国保の軽減判定誤りにかかわりまして、システム

事務が滞りないよう進めてまいりたいと考えており

のパッケージに関して、システム事業者に対する賠

ます。また、今後の医療費助成のあり方についても、

償請求というか、そういうお話だったかと思うので

いろいろなほかの自治体等とも話をしながら、どう

すけれども、今回の事案につきましては全国的に発

いう形で体制を整えていくのか、整えていけるのか

生しているものであり、法令の解釈が誤ったもので

等を考えながら、今回の事案が起きないような体制

あるというふうなところでありますけれども、他の

を組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解

自治体等とも情報交換といいましょうか、こういっ

いただきたいと思います。

たことに関して協議をしている中で、今回の事例に

以上です。

つきましては、そういったシステム事業者に対する

〇（菊池委員）

損害賠償等を求めるということは難しいのではない

すけれども、全国的に訴訟のような動きはないと思

かというふうなお話を聞いておりまして、当市にお

います。それはなぜかというと、５年間という、そ

きましてもそういった判断をしているところであり

ういう規定があって、この期間に関しては市として

ます。

還付したり追徴したりする権限があるからですね。

国民健康保険の軽減判定の問題で

それから次に、鈴木委員からご質問がございまし

これはできると。だから、その法律に守られている

た１件当たりの、１人当たりの金額によって支払え

範囲では、パッケージ業者に補償を求める内容はな

る見込みがあるのだろうかというようなお話だった

いのです。ですけれども、実際にはこのパッケージ

かと思いますけれども、市といたしましては、現在

を使い始めた時期というのがあって、そこからずっ

対象の方々を戸別に訪問いたしまして、このたびの

とさかのぼれば、もちろん還付を求められるような

事態についてきちんとした形でご説明を申し上げ、

条件の方はその時点から間違われているわけです。

おわびをして、返還についてご理解をいただけるよ

そこから損失が発生しているわけです。そういうふ
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うに考えれば、パッケージ業者さんの責任というの

に対しては人員が足りないだろうということで、課

は決してないとは言えないのではないかと私は思う

内で検討するよう指示をして、また保健福祉部内、

のです。ですから、そういう論立ての可能性があれ

福祉行政ちょっと大きくなってきていますので、国

ば、私は使用した時期からの、資料はないというか、

保医療課も含めて、各担当課長には、いま一度事務

廃棄する規定になっているといいますか、そんなふ

を精査するよう指示を出しております。また、この

うにも言われましたけれども、全体を考えて、可能

ことについては総務部とも相談しながら、全庁的に

性をちょっと追求してもらいたいなと思いますの

職員の資質向上に向けてまいりたいと考えておりま

で、これは意見でありますけれども、できるのでは

す。ご理解をいただきたいと思います。

ないかと私は思います。

以上です。

以上です。
〇（鈴木委員）

〇（隅田委員長）
返還に当たっての対応のとり方に

ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ついて、伝わってくるものが何にもないというのは

〇（隅田委員長）

何か不思議な感じがするのですけれども、月40時間

らの報告を了します。

から50時間の時間外手当を支払っていた、これに対

なければ、以上で保健福祉部か

暫時休憩いたします。

しての、要するに上司の、何で時間外を請求するの

午前１１時５９分

休

憩

午後

再

開

かという仕事の内容も、やはりここにも追及できな
かったと。この時間外手当がまず無駄だと。それか
ら、５年で時効になってしまう。これで不納欠損に

〇（隅田委員長）

なれば、当然その税金も無駄になります。そして、

す。

この職員を責めるわけではありませんから、やはり
職員を使いこなせなかったという、そういう無駄も

０時００分

休憩前に引き続き会議を開きま

次に、子ども未来部からの報告を議題といたしま
す。

あります。これは言っては悪いですけれども、直属

理事者の説明を求めます。

の上司の職務怠慢だと私は言わざるを得ないと考え

〇（滝沢部長）

ています。

たします報告事項の概要につきましてご説明をさせ

部長にこれお聞きしたいのですけれども、業務多

それでは、子ども未来部が所管い

ていただきます。

忙、人が足りないですか。それとも、この上司と働

保育課が所管いたします指定管理者の指定の更新

いていたその職員だけの問題なのか。それとも、人

についてでありますが、錦水保育所につきましては

員不足しているのか、ちょっとその辺のところを教

平成29年３月末をもって指定管理期間の満了を迎え

えてください。

ますことから、指定管理者の更新に向けた選定など

〇（大栄部長）

鈴木委員からきついお言葉をいた

の事務手続についてご報告をさせていただきます。

だきました。ありがとうございます。

私からは以上でありますが、詳細につきましては

職員時間外の無駄等、話がありましたけれども、

担当課長から説明させていただきますので、よろし

医療費助成業務においては、この部分だけでなく、

くお願いいたします。

給付という大きな仕事を抱えている関係上、どうし

〇（苅込課長）

ても時間外がふえてしまったと。その中で、一部こ

定の更新につきまして、委員会資料に基づきご説明

この部分が怠ってしまったという事実があります。

させていただきます。

また、報告を聞いてから部内ですぐに、国保医療課
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それでは、私から指定管理者の指

資料１ページをごらんください。本年度末をもち

まして指定管理者の指定期間が終了いたします施設

〇（隅田委員長）

につきまして、資料に記載の指定の方針、日程など

からの報告を了します。

に基づき、更新に向けた事務手続を行うものでござ

暫時休憩いたします。

います。

なければ、以上で子ども未来部

午後

０時０３分

休

憩

午後

０時０４分

再

開

初めに、（１）の指定管理者の指定の方針につい
てでございますが、指定管理者の募集は原則公募と
し、更新に係る手続は、公募、選定などを行い、本

〇（隅田委員長）

年12月議会に指定議案を提出する予定でございま

す。

す。なお、指定管理者の公募、選定、指定及び通知
に係る所定の手続につきましては、全庁的に統一し

休憩前に引き続き会議を開きま

次に、地域医療対策室からの報告２件を議題とい
たします。

て実施するものでございます。

理事者の説明を求めます。

次に、（２）の指定管理者の更新についてでござ

〇（清水室長） お疲れさまでございます。本日は、

いますが、市全体で135施設中24施設が本年度更新を

地域医療対策室より２点についてご説明をさせてい

迎えることとなります。このうち保育課が所管する

ただきます。

施設は、常呂自治区のへき地保育所１施設が対象と

まず、１点目の北見市休日夜間急病センター外科

なりますが、施設の名称などにつきましては資料下

系診療の実施状況についてでありますが、昨年11月

段、（３）の指定管理者を更新する施設一覧に記載

に当委員会に１次救急体制についてご報告をさせて

のとおりでございます。

いただきました。その後、12月には夜間急病センタ

指定期間につきましては、平成30年４月１日から

ー条例の一部を改正させていただき、急病センター

平成35年３月31日までの５年間とし、募集方法につ

において日曜、祝日等の昼間に外科系の診療を行う

いては非公募としております。指定管理者の募集は、

べく準備を進め、４月より実施させていただいてお

先ほどご説明させていただきましたとおり原則公募

りますが、その実施状況についてご報告をさせてい

でございますが、更新の対象となるへき地保育所の

ただきます。

施設運営には豊富な経験と実績、専門性が求められ、

２点目の北見市医師修学資金貸付の状況について

さらに保育に当たっては継続性とともに、職員と園

でありますが、このことにつきましては地方におけ

児並びに保護者との安定した信頼関係が不可欠であ

る医師不足など、地域における医療体制の確保が困

り、地域が一体となり保育所運営に当たっておりま

難になることが危惧され、高齢化が進む中、在宅医

すことから、現在の指定管理者である保育所運営委

療や医療介護連携の中心的な役割を担い、地域医療

員会を非公募により選定を予定するものでございま

の根幹を支える勤務医等の確保対策が急務になって

す。

いることから、医師の養成を図り、もって地域の安

指定管理者の公募から指定までのスケジュールに

定的な医療体制の充実に資することを目的として、

つきましては、資料中段の表に記載のとおりでござ

大学の医学課程に在学する学生等を対象に、返還免

います。

除規定を設けた北見市医師修学資金貸付条例を本年

以上で補足説明を終わらせていただきます。
〇（隅田委員長）

説明が了しました。

質疑のある方は発言願います。

第１回定例会において制定させていただきました。
この４月から募集を開始し、その結果等についてご
報告をさせていただきます。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

詳細につきましては、主幹よりご説明させていた
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だきますので、よろしくお願いいたします。
〇（山下主幹）

っております。

それでは、北見市休日夜間急病セ

次に、委員会資料２ページをごらんください。２、

ンター外科系診療の実施状況につきまして、委員会

北見市医師修学資金貸付の状況についてであります

資料に基づき補足説明をさせていただきます。

が、本年４月から募集を開始した北見市医師修学資

資料１ページをごらんください。本年４月からの

金貸付事業につきましては、将来医師として市内で

日曜、祝日等昼間における外科系１次救急患者の診

医療機関に勤務または開業しようとする者に対し、

療につきましては、北見医師会や外科系医療機関の

修学または研修に必要な資金を貸し付けることによ

先生方と診療体制について協議を重ね、各医療機関

り、医師の養成及び確保を図ることを目的としてお

の状況等を考慮し、北見市休日夜間急病センターで

り、同貸付条例の規定に基づき、本年度の募集を行

実施するほか、診療日の一部については市内外科系

い、貸し付けの決定を行ったところであります。

医療機関で実施しております。なお、急病センター

（１）募集内容につきまして、募集期間は平成29年

で診療に当たる医師につきましては、市が独自に任

４月３日から５月１日までとし、国内の医育大学に

用する非常勤医師のほか、市内開業医や病院勤務医

対し募集要項を送付するほか、道内３医育大学に対

のご協力を得て、外科系１次救急医療体制を確保し

しましては学生支援担当部署へ個別訪問し、制度概

ているところであります。

要の説明並びに在学生への周知を依頼するなど、本

（１）平成29年度の診療体制についてであります

事業の周知に努めたところであります。募集人数は

が、診療日数は日曜日、祝日及び年末年始を合わせ

２名で、選考方法は申請書類、小論文により選考委

まして71日を予定しており、内訳としましては休日

員会で選考、応募資格は大学生修学資金が大学の医

夜間急病センターで41日、市内外科系医療機関で

学課程に在学する方、研修資金が初期臨床研修を受

30日の診療を実施する予定であります。なお、診療

けている方としております。貸付金額及び期間は、

時間につきましては、従前の日曜祝日当番医と同様、

大学生修学資金が月額15万円以内で６年以内、研修

午前９時から午後５時までとしております。

資金が月額15万円以内で２年以内、貸付利子は無利

（２）診療実績についてでありますが、①、診療
日別患者数では、４月２日から６月18日までの期間

子としており、それぞれ返還免除規定を設け、新規
募集を行ったところであります。

において、休日夜間急病センターでは５月21日の

（２）募集結果につきまして、今回の募集期間中、

21人を最高に10回の診療を行い、市内外科系医療機

本事業に関する問い合わせを複数いただいたところ

関ではゴールデンウイーク期間中の５月４日の34人

でありますが、大学生修学資金貸し付けについて、

を最高に６回の診療を行ったところであります。

北見市出身の道内医育大学在学生１名より応募があ

なお、資料にはありませんが、休日夜間急病セン
ターでの疾患別内訳としましては、骨折や捻挫など

り、過日選考委員会を置いて選考を行い、貸し付け
決定を行ったところであります。

整形外科の患者が65.9％、切創や挫創などの外科の
患者が11.9％となっております。

なお、今後におきましては、本年度の募集枠に達
するまで、随時募集を行うこととし、ホームページ

②、１日平均患者数につきましては、休日夜間急
病センターが12.6人、市内外科系医療機関が22.8人

への掲載など、本事業の周知に努めてまいりたいと
考えております。

で、全体では16.4人となったところであります。

私からの説明は以上でございます。

なお、参考として③、夜間の１日平均患者数を載

〇（隅田委員長）

せておりますが、本年度は５月末現在で11.0人とな
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説明が了しました。

質疑のある方は発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇（隅田委員長）

は原則公募ですが、小規模施設や地域に密着してい

なければ、以上で地域医療対策

るなど、市民参画、市民協働の視点から地域団体等

室からの報告を了します。

による施設管理が適当であると認められる施設など

暫時休憩いたします。

では、非公募とすることができる。指定管理者の手

午後

０時１１分

休

憩

続は、公募、選定を行い、本年12月議会にて指定議
案を提出する。指定管理者の公募、選定、指定及び

午後

０時１２分

〇（隅田委員長）

再

開

通知などの所定の手続は、全庁的に統一して実施す

休憩前に引き続き会議を開きま

るものでございます。

す。

次に、（２）の指定管理者の更新につきまして、

次に、常呂総合支所及び留辺蘂総合支所からの報
告を議題といたします。

常呂自治区、留辺蘂自治区では７施設が更新を迎え
ることとなります。

理事者の説明を求めます。
〇（小笠原支所長）

指定期間は、平成30年４月１日から平成34年３月

それでは、指定管理者の指定

31日までの４年間を予定するものであります。北見

の更新につきましてご説明をさせていただきます。

市公の施設に係る指定管理者の指定に関する事務処

今回の更新は、北見市全体で24施設が対象となっ

理要綱では原則５年となっておりますが、昨年は端

ておりますが、常呂自治区にございます４カ所の集

野総合支所の８施設と常呂総合支所の２施設、今回

会施設と留辺蘂自治区の集会施設２カ所、福祉施設

は常呂総合支所の４施設と留辺蘂総合支所の３施設

１カ所の計７カ所について、平成30年３月31日をも

ということで、２カ年にわたって同類施設の更新手

って３年間の指定管理期間が終了しますことから、

続を行っている状況にありますことから、今後３総

今後の更新の手続等についてご報告をさせていただ

合支所で効率的に更新手続が行われるよう、今回の

くものでございます。

更新に係る指定期間については４年間とするもので

詳細につきましては、一括して常呂総合支所市民

あります。

環境課長からご説明させていただきます。よろしく

指定管理者の公募から指定までのスケジュール

お願いいたします。

は、今回更新となります24施設について、全庁的に

〇（川村課長）

統一して実施するもので、内容は下段の表に記載の

それでは、指定管理者の指定の更

新について、委員会資料に基づきご説明させていた

とおりでございます。

だきます。

次に、委員会資料２ページをお開きください。

常呂自治区並びに留辺蘂自治区にあります集会施

（３）の指定管理者を更新する施設一覧でございま

設及び福祉施設につきましては、平成17年４月より

すが、①には常呂総合支所市民環境課が所管します

順次指定管理者制度を導入し、施設の管理・運営を

４施設を記載してございます。下段の②には、留辺

指定管理者にて行ってまいりましたが、平成27年４

蘂総合支所市民環境課、保健福祉課が所管します３

月に更新しました施設が来年３月31日をもって指定

施設を記載してございます。

期間が終了しますことから、資料に記載の指定方針、

指定管理者の募集は、先ほど説明させていただき

日程などに基づき、更新に向けた手続を行うもので

ましたとおり原則公募でございますが、このうち常

ございます。

呂総合支所所管の４施設につきましては、いずれも

それでは、資料１ページをごらんください。（１）
の指定管理者の指定の方針では、指定管理者の募集

住民センターであり、地域に密着した施設として、
市民参画、市民協働の視点から地域団体等による施
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設管理が適当であると認められる施設でありますこ

ですとか、町内会の集会という形で利用されてござ

とから、現受託団体である町内会を非公募により選

います。

定を予定するものでございます。

以上でございます。

また、留辺蘂総合支所所管の３番、北見市はあと

〇（菊池委員）

指定管理者を民間にお願いしてい

ふるプラザにつきましては、対応の継続性が特に必

るのが留辺蘂の２件ということで、利用件数が非常

要な福祉施設等であることから、指定手続の特例に

に多いところだったと記憶していますけれども、ほ

より、これまでどおり、現受託団体を非公募により

かの常呂総合支所所管の関係は、監査の意見もあり

選定を予定するものでございます。

ましたけれども、やはり地域でのこういう事業を支

なお、留辺蘂総合支所所管の１番及び２番の２施

える力と言ったらあれですけれども、今の件数、い

設につきましては、現在民間企業に指定管理してい

わゆる事務処理件数に管理体制としては特別問題な

るものでございますが、期間の終了に伴い、新たに

いというふうな判断で、公募の有無のところをなし

公募するものであります。

としていると思うのですけれども、その辺の認識を

以上で説明を終わらせていただきます。
〇（隅田委員長）

お願いします。

説明が了しました。

〇（川村課長）

質疑のある方は発言願います。
〇（菊池委員）

常呂の住民センターにつきまして

は、町内会という形で実施してございます。この辺

ちょっと参考に聞きたいと思いま

す。

の事務手続、通常の事務関係につきましては、私ど
も役所の人間が全般的にかかわる中でやってござい

常呂総合支所所管の４施設について、年間利用件

ますので、当然通常の事務はやっていただくのです

数は何件か、それぞれお願いします。

けれども、お互いに連携を保ちながら、トラブルの

〇（川村課長）

ないように努めているところでございます。

年間の利用件数でございます。ま

ず、上からいきます。富丘地区高齢者コミュニティ

以上でございます。

センターでございますが、平成28年度の数字でござ

〇（菊池委員）

いますが、年間の利用人数は2,792名になってござい

いのですけれども、どうなのでしょうか。指定管理

ます。続きまして、北見市日吉会館が610名、北見市

という制度に乗っかったときに、北見市として問題

常呂町西町生活改善センターが705名、北見市豊川地

が起こらないような対応していますというのは、そ

域農村環境改善センターが2,017名となってござい

ういう補佐をしますということを前提に指定管理を

ます。

求めているのかということになるのですけれども、

以上でございます。
〇（菊池委員）

指定管理でなければ今の答弁でい

どうなのですか。今の答弁の仕方というのは、それ

人数はわかるのですけれども、イ

で当たり前といったら当たり前なのか、いや、指定

ベント数と言ったらいいのか、100人が利用しても１

管理なのだから、基本的にはこういうことをやって

件ですね。利用件数でちょっとお願いできますか。

くださいよ、事務処理も間違いないようにやってく

〇（川村課長）

それでは、富丘地区高齢者コミュ

ださいよというのが基本なのかなと思っております

ニティセンターでございます。件数につきまして、

ので、今の答弁だと、いや、問題が発生すれば私た

平成28年度は95件となってございます。続きまして、

ちがやるのですから、問題は起きませんというふう

北見市日吉会館が43件、北見市常呂町西町生活改善

にも聞こえなくもないのです。どうでしょうか。

センターが30件、北見市豊川地域農村環境改善セン

〇（小笠原支所長）

ターが91件ということで、主に老人クラブの月例会

適切なご指導といいますか、お話をいただきました。
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ただいま菊池委員から非常に

私ども住民センターにつきましては、基本的に使っ

及び留辺蘂総合支所からの報告を了します。

ていただくのは地域の住民の方が主体ということ

暫時休憩いたします。

で、できるだけ使いやすい形の中で使っていただく

午後

０時２６分

休

憩

午後

０時２７分

再

開

と。ただし、指定管理という制度で動いております
から、経理の部分ですとか事務手続の部分はきちん
としてくださいねと。それは、今担当課長からご相

〇（隅田委員長）

談しながらという話をしておりますけれども、一応

す。

休憩前に引き続き会議を開きま

指導しながら進めているという状況でございます。

次に、第１回定例会におきまして当委員会に付託

ただ、今回一般質問等もございました。指定管理と

されておりました陳情第１号について、正副委員長

いうものの中で、受けていただく方が地域の町内会

において委員会報告の文案を作成しておりますの

という部分と、それから一般企業の方ということで、

で、これより事務局に朗読いたさせます。

全く同じ書類を出す、全く同じ制度のものを求めら

〇（古谷係長）

れるのも、正直申し上げると、ちょっとつらいので

会におきまして、私ども福祉民生常任委員会に付託

はないかなという認識は持ってございます。その辺

されました陳情第１号下水道汚泥・生ごみ等の自治

の部分につきましては、総務部と今後いろいろ検討

体アミノ酸堆肥化等に関する陳情の審査の経過並び

しまして、何とかいい制度にしていきたいと、使い

に結果をご報告申し上げます。

やすい施設にしていきたいと考えておりますので、

ただいまから、さきの第１回定例

本陳情は、北海道農家消費者連盟から提出された

ご理解をいただければと思います。

もので、陳情の趣旨としては、家庭用生ごみ等の資

〇（菊池委員）

今総合支所長からそういう答弁を

源化を図るため、アミノ酸堆肥化事業の導入に向け

いただきましたけれども、最初の指定の方針につい

た関係機関による検討、予算措置を求めるものであ

てという中に、市民参画、市民協働の視点から地域

ります。

団体による施設管理が適当であると認められる。こ

委員会は４月28日及び５月26日の２日間で審査を

れは、私は間違っていないと思うのです。地域にあ

行い、４月28日にはまず陳情提出者を参考人として

るものを自分たちで管理しながらやっていこうでは

招致するかどうかについて意見交換を行ったところ

ないか。ただ、そのときに、今言ったように、民間

でありますが、委員からは調査研究を進めた上で状

に求めたときにはこうだと、こういう地域のところ

況に応じて招致の可否を決することが望ましく、現

に求めると、そこは役所がお手伝いしますよと。も

段階においては不要であるなどの意見が出され、こ

しかしたらですよ。そういうふうになるのであれば、

れらを踏まえ、委員会として参考人招致を行わない

直営だっていいのではないかということにもなるの

とすることを決定したところであります。

です。何のための指定管理かという、そういうよう

続いて、本陳情の審査に当たり、関係理事者出席

な視点が、今地域でもいろいろ課題になっている部

のもと、当市の生ごみ及び下水道汚泥処理の現状に

分がありますので、そのことも踏まえながら対応し

かかわる資料について説明を求め、質疑を行ったと

ていただければと思っているところですので、よろ

ころでありますが、委員からホタテのウロの処理は

しくお願いします。

どのように行われているのか。燃やすごみのうち、

〇（隅田委員長）

ほかにございませんか。

生ごみの排出量について。留辺蘂町花園堆肥センタ

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇（隅田委員長）

ーで処理している下水道汚泥等に関し、回収、運搬

なければ、以上で常呂総合支所

方法について。燃やすごみに生ごみが含まれること
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で焼却炉の温度が低下するのではないかと思うが、

見の交換を行ったところでありますが、委員からは、

そのことにより燃料を追加し、燃料費の増嵩を招い

アミノ酸堆肥化事業導入に向けた予算措置について

ているのではないか。家庭において生ごみ処理機及

は農業団体などからの要望があったときに初めて予

びコンポストなどを利用し、処理している生ごみの

算措置を検討すべき。道内の他の市町村においても

量は年間どのくらいか。北見自治区における下水道

自治体が実施している事例はなく、民間企業等が実

汚泥を利用した堆肥の品質向上への取り組み状況に

施しているものであり、予算化の必要はないと考え

ついて等の質疑があったのに対し、理事者からは、

る。堆肥の安全性や品質管理の方法など、さまざま

ホタテのウロについては北見市、佐呂間町、湧別町

な要素が整ってから事業の予算化を検討すべき。委

の事業者が共同で民間のリサイクル事業所と契約

員会として、アミノ酸堆肥の製造の仕組みについて、

し、佐呂間町の施設で堆肥化処理している。燃やす

さらに知識を深める必要があり、その上で判断すべ

ごみの排出量は、生ごみを含め年間約３万トンであ

き等の意見が交わされたところであります。

り、そのうち生ごみは約3,000トンである。留辺蘂自

委員会はこれら意見交換の後、採決を行った結果、

治区における生ごみ等の回収、運搬方法については、

本陳情については全会一致で不採択とすべきものと

燃えるごみと生ごみを分別しており、生ごみは週２

決した次第であります。

回収集し、花園堆肥センターへ持ち込んでいる。生

以上、当委員会における審査の経過と結果を申し

ごみを燃やすごみに含めて焼却することによる燃料

上げ、福祉民生常任委員会の報告を終わります。

費への影響はない。家庭の生ごみ処理機等で処理し

〇（隅田委員長）

ている生ごみの量は年間約24トンである等の答弁が

についてご質疑ございませんか。

あったところであります。

ただいま朗読いたしました文案

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なお、下水道汚泥を利用した堆肥の品質向上への
取り組みについては、次回までに所管部局に確認す

〇（隅田委員長）

それでは、朗読のとおり29日の

本会議において報告することといたします。

ることとしたところであります。

以上で本日の委員会を終了いたします。

続く５月26日の委員会は、委員のみの出席で開催
し、初めに前回の委員会において確認することとし
た北見自治区における下水道汚泥を利用した堆肥の
品質向上への取り組み状況について、所管の上下水
道局では堆肥を利用している農家からの意見をいた
だきながら、副資材や堆肥の保管方法等を工夫し、
品質向上に努めていることを委員長からの報告によ
り確認したところであります。
また、前回の審査を受けて、当市における下水道
汚泥・生ごみ処理の現状、下水道汚泥処理に係り、
堆肥化処理をした場合と産業廃棄物として処理した
場合に係る経費を比較検討したもの、アミノ酸液肥
の製造過程等工程図を参考資料として配付し、委員
長から説明したところです。
引き続き本陳情の取り扱いについて、委員会で意
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どうもご苦労さまでした。
午後

０時３３分

閉

議

