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平成２４年白老町議会建設厚生常任委員会協議会会議録 

 

平成２４年１０月２３日（金曜日） 

開  会  午前１０時０１分 

閉  会  午前１１時１８分 

                                         

○会議に付した事件 

１．町職員の地域訪問活動について 

                                         

○出席委員（７名） 

委 員 長 西 田  子 君      副委員長 広 地 紀 彰 君 

委  員 氏 家 裕 治 君      委  員 大 渕 紀 夫 君 

委  員 松 田 謙 吾 君      委  員 吉 谷 一 孝 君 

委  員 及 川   保 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     生 活 福 祉 部 長    須 田 健 一 君 

     生活環境課参事    中 村 英 二 君 

     生活環境課主幹    渡 辺 博 子 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     参 事    熊 倉 博 幸 君 

     臨 時 職 員    白 綾 美 紀 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（ ） ただいまより建設厚生常任委員会協議会を開会いたします。  

（午前１０時０１分）  

                                         

○委員長（ ） 本日の協議事項は、町職員の地域訪問活動についてでございます。

初めに、生活福祉部生活環境課の担当から説明願います。 

須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） それでは、地域担当職員制度の関係で、今年度 11 月から管理

職による地域訪問活動を実施するということで、そのご説明をするに当たり、お忙しい中お時

間を取っていただきましてありがとうございました。本当に感謝申し上げます。 

実は、地域担当職員制度は町長公約にもございますが、その制度の構築について現在作業を

進めてございます。地域担当職員制度の構築そのものについてはまだ検討中で、取り組みは進

めているところでございます。また、庁内の検討会議を９月に設置しまして、現在その内容に

ついて協議を進めているところでございます。そういった制度の構築に当たって、ことしの 11

月から管理職による地域訪問活動、対象としては今後の高齢化社会に向かって高齢者を対象と

して、75 歳、76 歳を対象とした世帯に出向いて直接お話を聞く、そういった者を町長に直につ

けて今後のまちづくりに活用していくというようなことを目的に、従来持っている本務と兼務

して取り組みを行うということで決まりました。その内容について、この後担当者のほうから

ご説明をさせていただきたいと思います。これまでまちづくりについては協働のまちづくりと

いうことで、新しい公共のスタイルをもとに町民や町内会などの地域の多様な主体が、官と民

の中間的な領域の活動範囲をそれぞれ役割の中から広げて行政と協力して地域の住民生活や、

地域活動を支えていくという考え方で取り組みは進めてきてございます。これからも、その地

域力の育成、向上、または職員の今後のまちづくりに対するスキルアップ、意識の向上、こう

いったものを図っていくために事業を進めていきたいというふうに考えてございますので、よ

ろしくお願いします。それでは、担当のほうから内容についてご説明させていただきます。 

○委員長（ ） 中村生活環境課参事。 

○生活環境課参事（中村英二君） それでは、内容について説明させていただきます。１枚の

ペーパーについては、今部長からお話ししましたけれども、最後にもう一度説明させていただ

きますが、最初に資料のほうで関係する部分、若干お話を聞いていただきたいと思います。ま

ず、資料１につきましては、地域担当制度そのものに関する説明資料となっております。高齢

社会、少子化、これら国が抱える課題を踏まえて、地方分権一括法など、従来の中央集権体質

から地域主権へと大きく変わっているのは、今の流れであります。こういった中で、全国の自

治体で協働のまちづくりという言葉が使われ始め、その協働のまちづくりの中の手法の１つと

して、幾つもある中の１つとして、地域担当職員制度というものがございます。目的につきま

しては、役場の窓口で待つだけではなく、職員みずからが地域に出向いて地域の課題、こうい
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ったものを把握した中でまちづくりを住民の皆さんと行政が一緒にという目的を持っておりま

す。白老町における協働のまちづくりにつきましては、これまでほかの自治体に誇れる取り組

みということで、さまざまな先駆的な取り組みをしてきております。現在の自治基本条例、こ

れらもその成果の一つでありますし、総合計画の中にもその精神を生かし、私どもの日常の業

務の中にもこの精神を取り入れて取り組んでおります。一方、地域に目を向けますと各町内会

におきましては役員の担い手不足ですとか、それぞれ地域活動の課題、こういったものがあり

ます。また、高齢社会を迎えるに当たってのさまざまな課題があるということをとらえており

ますので、今後これらに向けての取り組みがさらに大切かと思っております。 

資料の中段になりますが、このたびいろいろ北海道内、全国の事例を調査している中で、総

務省が調査した事例がございましたので一部ご紹介をさせていただきたいと思います。資料の

中段になりますが、１点目の地域自治組織というものです。住民サービスを担うのは行政だけ

ではないという視点、今日的には新しい行政という表現で言葉使われておりますが、こういっ

たものを解決するために、地域自治組織の設置みたいなものも全国で広まっているというのが

現状にございます。３点目になりますけれども、こういった活動をする上で地域担当職員制度

の代表的な業務ということを４点ほど挙げております。１点目が意見、地域の意見、要望の収

集、また、地域行事への担当職員の参加、また、行政情報の提供、それから地域自治組織等の

活動の支援、こういったものが全国調査の中での事例の一部として報告されております。２ペ

ージ目を開いていただきたいと思います。これら多くの自治体で制度が取り入れられておりま

すが、全国調査の中での課題として２点整理されております。１点目、町内会へ地域担当職員

を配置する場合、この場合には地域担当職員の力量が問われる。これはコミュニケーション能

力であるとか、さまざまな、まさに力量、そういったものが地域に出向いた際に問われるとい

うことが１点ございます。また、職員が地域の苦情、要望を聞くだけという役割になっていな

いかということが多くの事例で報告を受けております。２点目、地域自治組織的。こういった

ものへ担当職員を配置する場合という報告がございますが、専任職員、そういったものを専任

ではなく、通常業務を持って兼務といった場合に、その職員に負担がかかるということ。また、

その自治組織の役場職員に対する依存度が高くなって、自分たちみずから進めるというその実

践が低くなるということが１点ございます。また、１点目と同じように、担当する職員がその

組織を支援する場合にも、それぞれコーディネート能力、いろいろ、まさにその職員の能力が

差となってばらつきが出るというようなことが報告されております。あくまでもこれは参考と

してお聞きいただきたいと思います。 

次に、北海道内での制度の導入事例でございます。１点目、道内では約 64 ありますけれども、

北海道庁が調べた報告書によりますと、そのほとんどが専任ではなくて本務を持って兼務とし

て、一定の時間、町内会等の要請等に合わせた、そういったものに担当職員が担当していると

いうことであります。ただ、北海道の中でもまれなのですが、札幌市のように専任職員を配置、

課長職を置いて、あと嘱託の方を２名程度置いて、全市を網羅するまちづくりセンターという

ものを置いているという事例、これは特異なものでございます。２点目の地区担当者数であり
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ますが、その多くが小学校区こういったものを担当して同じく兼務として担当職員、その地区

に１名から数名、そういった人数でチームを組んで担当しているという事例が報告であります。

３点目、主な役割とその効果でありますが、まず地域の声を聞くこと、それから役場の情報を

伝えること、また、地域活動づくり、先ほど紹介しました地域自治組織等の地域づくり、こう

いったものに対する活動の助言、支援をすることなど、これらのパイプ役ということが役割と

なっております。こういった担当制度に参画することによって、職員にとって地域との信頼関

係をつくり上げるということ、また、縦割り行政となっておりますので、ここら辺の弊害、こ

れらを乗り越えて、広く出される地域の要望に対する対応の中で職員自身が体験をしてスキル

アップ、そういったものにつながっていくということが効果としてあります。 

特別な事例として、佐呂間町になりますが、竜巻でありますとか全町を覆うような大災害を

受けた自治体では、職員が全家庭を訪問して必要な情報を調査したという事例がございますが、

これはちょっと特殊なものであります。 

今後の制度の取り組みなのですけれども、私ども担当のほうで、役場内での検討を含めて制

度に関する調査を進めてまいりました。今回説明させていただきます地域訪問活動も含めまし

て、町内の実態も踏まえまして、本制度の運用に向けて進める考え方であります。 

ペーパーの最後、Ａ３の両面に書いてありますイメージ図につきましては、あくまでもイメ

ージ図でありまして、地域の声を聞いて担当職員が役場との間にパイプ役となって情報を伝え

たり、やりとりしたりするということの担当。こういったパイプとは別に、従来、既に地域と

はたくさんの連携の窓口、仕組みそういったものができておりますので、それらの仕組みとあ

わせて、もう１本つながりがふえたという位置づけのイメージであります。 

最後の裏面に、北海道内中心に代表的なものでありますが、今道内の状況の報告でも紹介さ

せていただいた札幌市の事例ですとか佐呂間町の事例、竜巻によって 18 年に全町大きな被害を

受けた中での調査ですとか、こういったものを書いております。ご覧いただければと思います。 

洞爺湖町の事例を紹介させていただいて報告を終わりますが、23 年にスタートしている洞爺

湖町の事例でありますが、職員３名から６名で１班を組んで 130 名で各地区と情報のやりとり

をしているということであります。地域の情報提供、先ほど報告したような報告と、地域から

の情報を収集するといった中でのまちづくりに生かすということの活動をしている。いずれに

しましても、執行機関ですとか改善ですとか時間がかかるというようなことを伺っております。 

本編の説明に入らせていただきます。ペーパー１枚の、地域訪問活動の実施についてであり

ます。目的につきましては、先ほど部長から報告させていただいたとおり、地域の声を聞いて

必要なものについては町長にじかに伝え、私ども担当のほうで、できることの対応をする。そ

ういった活動を今回計画いたしました。２番目の時期、期間につきましては、本年 11 月から約

１カ月間、12 月に入るかと思いますが、おおむね１カ月間で回りたいと考えております。３点

目の訪問担当者ですが、管理職２名１組でチームを編成します。約 25 チーム組む予定で、管理

職約 50 名でチームを組む予定になっております。５つの地域に分けて５人の部長に各地区の責

任者となっていただき、事務処理をスムーズに行う予定で考えております。４点目の訪問先に
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つきましては、先ほど部長から報告のとおり 75 歳、76 歳、住民登録上約 600 名の方がおられ

ます。この中には施設に入所されているとか、住所を置いているけれども町外に住んでおられ

るとか、そういう生活実態、これから各町内会とも連携とりながら対象者の把握をし、対象世

帯というのは、この中にはご夫婦も含まれておりますので、約 500 世帯を回る予定となってお

ります。１チーム約 20 件程度の訪問を予定しておりまして、残った分につきましては、担当で

あります私ども生活環境課の担当が回る予定で組んでおります。内容につきましては、個別に

訪問をして、それぞれ高齢者の方とお話をして地域の声を集約して整理をすると。これにつき

ましては、要望につきましてはすぐに対応できること、また、予算を伴って今すぐできないこ

と、ここら辺管理職が担当いたしますので、誤解のないように丁寧にそれぞれ説明をして回る

考え方であります。また、件数が多ございますので、事前に１件ずつアポを取ることができな

いということで、不在の場合は再度訪問するだとか、そういったことで考えております。裏面

になりますが、実施結果につきましては、それぞれチームのほうから訪問した結果を生活環境

課担当のほうに出していただき、それらの情報を整理します。これについては後日公表すると

いうことで整理をさせていただき、理事者等に報告をし、必要なものについては解答、対応、

これらについてはそれぞれ役所の組織にのっとって対応する考えであります。７番目の周知に

つきましては、広報 11 月号に掲載を予定しておりますし、それとは別に町内会に関係する情報

を周知するということで、事前の周知をこれから図る予定で進めております。８点目の留意事

項でありますが、戸別訪問でいわゆる悪質な訪問販売等もございますので、そういったトラブ

ルがないように私ども町職員であるということをまずお伝えして、身分証明書提示して確認を

していただいてからお話をするということ。また、夜間ですとか、そういった時間帯に行くと

ご迷惑かかりますので、勤務時間中に訪問するという考え方であります。いずれにしても 11

月ということで大変忙しく、季節冬場に向かいますし 12 月議会もございます。予算編成の時期

でもございますので、先ほど申しましたとおり 25 チームで約 20 件、大体３日間ぐらいかけて

１チーム回りたい。これは連続ではなくて合間を見て、公用車使いますが、そういった車の割

り当てですとか、白老地区については歩いて回るとか、そこら辺いろいろ工夫しながら、なる

べくお金をかけないように既定予算の中で進める考え方で計画をいたしております。 

少し長くなりましたが、説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

○委員長（ ） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 若干補足させていただきたいと思います。今回の活動の対象

者を 75 歳、76 歳、600 人にさせていただいたというのは、いろいろとこの訪問活動について内

部でも検討した結果、勤務時間中に本務と兼務で行うと。本来の本務に影響を及ぼさない形で

実施するということで、訪問する件数はある程度限界がございますので、その中で 75 歳以上の

75 歳、76 歳の訪問できる範囲内を考えて対象とさせていただいたということでございます。 

また、テーマにつきましては、町長の公約の中にもあります高齢者の声をということも踏ま

えた中で高齢者を対象にさせていただいたということでございますので、その辺はご理解いた

だきたいというふうに思ってございます。次年度以降についての制度は、これらの実施の結果
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等を踏まえた中で、構築を固めて、年明けにはまた議会のほうにご説明をきちっとさせていた

だいて、ご意見をいただきながら本制度を次年度以降スタートさせたいという考え方で今進め

てございますので、どうぞご理解をいただければというふうに思ってございます。 

○委員長（ ） それでは、質問を受けたいと思います。この件につきましてご質問

ございましたらお願いいたします。 

吉谷委員。 

○委員（吉谷一孝君） 吉谷です。お伺いしたいのは、地域の声を集約、整理して今後のまち

づくりに生かすということで、その後の部分なのですけど、対応できない、時間などを要する、

丁寧に伝えるとあるのですけれども、伝え方とその集約の仕方、要はその場でただ聞いてきて、

戻って会議みたいなものを行って伝えるのか、それともその場で伝えるのか。どちらなのか、

お聞かせ願いたいのですけれども。 

○委員長（ ） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 吉谷委員からのご質問でございますが、その件に関しまして

は、当然今回管理職が訪問に当たるということですので、現場で対象者の方とお話をしていく

中で、対象者の過度な期待ですとか、こういったトラブルというのはその後に当然問題視され

ることが多々あるというふうに予想されます。管理職の皆さんですので、その辺は現場でそう

いう過度の期待を持っていただかないために、こういう問題は時間がかかるから必ずしも要望

どおりにすぐできないとか、いろんなことでそういうご説明をしながら対応してくると。その

中でご意見を伺って実際にまとめまして、会議を開いて町長にお届けした中で、実践できるも

のについてはすぐこれはやっていこう、時間がかかるものについては時間がかかるというよう

な形の中で、財政的な問題も含めてどういうふうに対応していくかということになろうかなと

いうふうに考えてございますので、我々も実際現場で対応して、その整理というのはいろいろ

な、さまざまな問題が出るだろうというふうに予測して、その中で新しい制度構築についての、

その辺の今後の対応もどうしていかなければならないかというようなことにもなろうかなとい

うふうには考えてございます。ただ、その辺は各管理職の相手との対応能力が多少問われるこ

とになろうかとは思いますが、現段階では、そういった立場から地域へ出向いてお話しするわ

けですから、それらの責任の中でスタートしていただきたいというふうに考えてございますの

で、現場でお話しするのと持ち帰ってから答えを出すのと、２通りの方法で現在考えていると

いうふうなことでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（ ） 吉谷委員。 

○委員（吉谷一孝君） 今のお話を伺った中で懸念される部分、町民ニーズが多いものに関し

て、その対応の仕方、言ってしまうと、財源が厳しいからできませんとかという話だけで進む

のか、それとも、町民ニーズを受けとめた中で優先順位をつけて対応するということが大前提

なのか。それによってこの意味といいますか、この訪問する役割の重大さが違ってくるかと思

うのです。やはりある程度の立場の職員がそこに行って聞いたからといって、答えられるかと

いったらやはり何するにしても財源が必要なわけで、その対応となると、行ったら大体そうい
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う話に終始するのではないかなというふうな思いなのです。町民は、今まで町財政厳しいとい

うことを十分理解した中でかなり辛抱してきていると思うのです。その中で多く出てくる町民

ニーズに優先順位をつけて対応していくという姿勢が、やはり行政として大切なのではないか

なというふうに思いますので、その辺のところは十分検討していただきたいと思います。 

○委員長（ ） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 今吉谷委員がおっしゃったとおり、その問題については、私

どものほうも計画するに当たって、大変大きな問題になっているところだと思ってございます。

この取り組みとしては、町民ニーズいろいろ出てくるかと思いますが、基本はその町民ニーズ

を一つ一つ解決していくというものの考え方は当然大きな視点としてはございますが、必ずし

もその財政的な面だとか、そういったもので必ずしもできるというものではございません。た

だ、職員が地域に出向いてそういう活動するということは、もう一つは、これから高齢化社会

に向けて財政事情も厳しい中で、これからのまちづくりで、やはりその町民の声、町民が何を

考えているのか、どうしてほしいのか、そういったことを頭に入れながら、職員が想像力を持

ちながら、新たなまちづくりに取り組む姿勢、こういった職員のスキルアップが非常にこれか

らは必要になるのではないのかなというふうに考えてございますし、その辺を含めてやってい

く中で、当然これからはこれまでの本務、縦割りではなくその縦割りを外した横断的な取り組

みとして行いますので、そういった面で職員の管理職の意識を皆さん同じく持って臨むという

中で、町民ニーズにできるだけこたえて、協働でまちづくりを進めていく。その中には、必ず

しも行政が全部やるということではなく、地域と協力してやるものも当然出てくると思います。

ですから、そのときはやはり地域と協力、相談しながらやりますよとか、これは当然行政が一

方的にやらなければいけないものについてはそういう努力をしていくとか、そういうすみわけ

をしながら今後のまちづくりに向けて取り組みを進めていくというふうに考えてございますの

で、その辺は十分検討して進めていきたいというふうに考えてございます。 

○委員長（ ） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） 広地です。何点かあるのですけれども、まず１点目、労力の問題

です。直接声を聞く、まちづくりの支援をするという趣旨についてはすばらしいと思っている

のですけれども、実際これ職員数、今班の数からいくと 50 名ぐらい入りますよね。町職員の相

当数の割合で入ると思うのです。当然日常の業務と並行しながらなので、普段からも大変忙し

くされているのを私も拝見しているので、そういった部分と、今回の地域担当職員の職務との

兼任についての懸念はないのかどうかということ。あと、町内会への信頼関係をつくり上げる

ということで、参画するという部分も事例として出ていますけれども、例えば、自分が把握し

ている町内会行事というのは、土日にもよくやっていますし、勤務時間外の活動も相当あると

思います。そういった部分に対してどのような考え方をお持ちなのか。 

○委員長（ ） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 広地副委員長からのご意見でございますが、この本務外、兼

務で行うこの訪問活動について、本務への影響というのが庁舎内部で当然意見がいろいろ出て
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いて、検討会議でも十分もんできたということの中で、まずこの活動についてはそういう取り

組みをしていかなければならないということでの職員の意識というのですか、それはお互い共

通認識がとれたのですが、広地副委員長がおっしゃるとおり、本務への影響、職員、管理職が

出るということで、管理職が不在になる間そういったものが大きくなると、それぞれ部内の業

務が係への負担が大きくなるのではないかと。そういうようなことも踏まえて話し合いをして

いった中で、実はその 600 件なのですけど、実際に回るのは 600 件全部にはならないかなと。

ですから、10 件から 20 件ぐらいの範囲の中で、大体３日間程度、それは日にちによって何件

かにバラけますので、トータルとしては何ですけど、実質業務を行うと、専門にやった場合３

日間程度で終わる件数ということで、そのぐらいですと負担にならないのではないかというこ

とで話し合いをした結果、今回ご説明させていただいた対象人数で行えるのではないかという

ことで決めてきたということでございます。ですから、その辺も当然今後の担当職員制度の構

築に当たっての問題点でもあることは事実でございます。ですから、職員間で話し合われた内

容をもとに進めることになっていますので、その辺は、今行うとする件数でも、その本務と一

緒にやることは無理があるのだろうかとかということも、その結果として出てくるかなと。そ

ういった結果によっては、新たな担当職員制度というのも、地域、個人等を訪問活動すること

がいいのか、もしくはその地域という一つの大きなものに出向いて何かをするという形がいい

のかというようなことも制度の中では考えられて整理されていくのかなと。ですから、先ほど

ちょっと前段でご説明させていただきましたけれども、考え方としてはそのテーマ型、エリア

型でやる方法と、もう一つ北海道で進められている個人のところに行くという方法とか、手法

としてはいろいろあります。今回は個人のお宅に行って、それぞれお話を直接聞いて、幅広い

意見を聞くというようなことで考えてございますが、今回の実施に当たっての経過を踏まえる

と、その辺もまた制度を構築するに当たってどういうふうにしたらいいかということの、課題

整理の一つの役割を果たすということになろうかなというふうにも考えてございますので、ご

理解のほどお願いしたいと思います。あと、土日については、基本的には行わないということ

になってございます。ただ、どうしてもその担当する個人の考え方で、出向きたいという場合

については特段強制でだめですよというふうな考え方は持ってございませんが、原則は勤務時

間中に活動していただくという考え方で進めるということでございます。 

○委員長（ ） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） １点目はわかりました。２点目です。活動のイメージ、今これか

ら構築するということで、おおむね理解したのですけれども、今回は悉皆、ほとんど悉皆です

よね。不在宅は再訪するという形で、入院中だとか物理的に無理な方以外はほとんど全員回り

たいと。今後はそういうことがない部分もありますよね。町内会通してだとか、そういった部

分も含めて今年度中に方向性を出すということの理解でよろしいのでしょうか。 

○委員長（ ） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） その考え方でよろしいと思います。 

○委員長（ ） 広地副委員長。 
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○副委員長（広地紀彰君） 最後になります。自分自身も議員として地域とかかわっていく立

場にあるのですけれども、非常に重要なのがやっぱり対応や回答の部分、あと、意見がこの連

絡会議という部分の位置づけにもなってくると思うのですけど、どういうふうに自分の意見が

反映されているか、検討されているかという部分がかなり重要だと思います。吉谷委員のほう

からもありましたけど、回答も結構大変だと思うのです。言っても結局何の回答も来ないとな

ると、逆にトラブルのもとになりかねないので、そういったあたりやっぱりかなりきっちりと

やっていかなければいけない部分も相当数出てくると思うのですけれども。逆に心配というか、

そういった部分の考え方について。 

○委員長（ ） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） その辺は非常に対応を苦慮するところだとは思うのですが、

まずは地域の住民と職員との信頼関係の構築、これは非常に大切かなと思ってございます。今

もそうなのですが、職員が一生懸命やってできないことはできないのです。一生懸命やってい

る姿を見ていただけている場合については、お願いしている方もなかなか難しいよねと。僕達

はそうしてほしいけれども、なかなか思うようにはいかないよねということで、時間がかかる

ものについてご理解をいただくとかということは多々現在もございます。ですから、そういっ

た中では、それぞれ聞いたことがすぐ直ちに答えられないとかいろいろしますけれども、訪問

して、その辺、職員が地域との人間関係、信頼関係構築していいただいたときに、そういった

ものというのは町民の理解も得ながらまちづくりを進めていけるのではないかなというふうに

考えているのです。ですから、確かに地域行って何をしてくればいいか、これをするという単

なるご用聞きになってはこれからのまちづくりのためにはならないというふうに考えてござい

ますので、これからまちづくりをしていくための一つの手段として、そういったことには配慮

しながら進めていきたいということで、かなりハードルの高い仕事になるかなというふうに考

えてございます。ただ、職員も当然そういうような意気込み、意識にならないと、これからの

まちづくりに携わる一職員としてもやはりどうなのかなというふうに我々も考えてございます

ので、そこはそういう高い意識を持って進めていきたいというふうに考えているところです。 

○委員長（ ） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。この地域担当職員制度について、私遅れて来たものですか

ら説明お伺いしていなかったのです。ただ、ざっくり考えますと、地域担当職員として派遣す

るというか、役割を命じられて地域に出向いていくと。個人、また町内会等々とのまちづくり

の結び役になっていくのだという考え方はわかります。ただ、今までも各課において出前講座、

危機管理室による防災講座ですとかそういったものが地域に出て行ってやっていらっしゃる。

交通安全というか町内会として関心があることについては、行政に対して出前講座みたいな形

で来ていただいて、いろいろな話をしていただく、そういうものとどう変わってくるのか。今

までのやり方で、担当課ごとにそういった問題意識を抱えながらまちに出向いてきたという実

績がありながら、今回なおかつこの地域担当職員制度、どうしてもそこが余りよくわからない。 
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それから、町民からの情報等々、例えば受けたいということで、平成 23 年度にはまちづくり

の町民意識調査何かもやっているわけです。いろいろな手段をとりながらまちづくりを構築し

ようと思って頑張ってきている。何かそれに上乗せ、上乗せして、地域担当職員制度というの

はすごく名前もいいし、全国的にも何となくこう注目度があるからやってみようかみたいな感

覚ではだめだと思うのです。今までやってきたことが足りないからこういうことやるのだとい

うのであればいいと思うのですけれども。その辺についての考え方をお伺いしておきたい。 

○委員長（ ） 中村生活環境課参事。 

○生活環境課参事（中村英二君） 先ほど説明いたしましたとおり、従来あるいろんな仕組み、

町民意識調査ですとか、まちづくり懇談会ですとか、町の職員が出て行く業務ですとか、いろ

いろございます。それらが今ベストなのかということもあります。今後これら今やっているこ

との見直しなども含めて足りない部分もあるかもしれません。というような部分も含めて地域

担当職員制度という一つの手法でありますが、こういったものを通して今後検討していく考え

であります。また、ただ地域の声を聞いてということだけではなくて、先ほど制度の本編につ

いて若干報告させていただいたとおり、まちづくりの各地域づくりですとか、そういったもの

に向けた第一歩であるということもありますので、要件を聞くこと、それから要望を聞く、対

応する以外に、これ大事なことですから、これをしながら各ほかの制度と整合性を図りながら、

全町的な取り組みも数年かけて変えていかなければいけないことになろうかと思います。その

中に将来的に地域活動の支援をするだとか、今きっちり整理はされておりませんが、そういう

方向で従来のまちづくりと違った視点で整理していきたいという考え方がこの中にございます。 

○委員長（ ） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。今までの制度の検証はされた上で、今回のこの地域担当職

員制度というのを導入しようというふうになっているのかどうか。１点だけ聞きます。 

○委員長（ ） 中村生活環境課参事。 

○生活環境課参事（中村英二君） そういう作業をしながら並行してということになりますの

で、すべてを検証した上でのものということではありません。今の時点でいくと、すべてを検

証して、こうだからということでは、今実はそうなっておりません。そこら辺も今後の制度構

築の中で整理しながら、そういう方向で検討を進めるという考え方です。 

○委員長（ ） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。私は反対してとか何とかではなくて、考え方自体がおかし

いような気がするのです。今検証しながら並行してやるではないですか。検証して今までの制

度で十分対応できているのであれば、このような地域担当職員制度はいらないわけですよね。

そうではないですか。そんなに余裕があるのですか。行政の中でやることに対してそんなに余

裕がある中でやっているわけではないでしょう。私はそこが言いたいのです。今までやってき

た制度が全然やっぱり機能を果たしていなくて、もっともっと町民ニーズを取るためにはこう

いったものが必要なのだということでやるのであれば、私は納得しましょう。でも、今までの
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制度があって、その制度自体も検証をまだしていないと。検証しながら並行してこの地域担当

職員制度をやっていくなんて、そんな余裕があるのですか。そこが聞きたいのです。 

○委員長（ ） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 今氏家委員がおっしゃったとおり、今のまちの財政状況等も

踏まえた中でこういう活動、出向いて行って住民のニーズにすべて答えていけるかといったら、

そこはなかなか難しいところがございます。ただ、今後高齢化社会に向け、当然、いろいろと

まちづくりも変わってくると思うのです。そうした中でまちづくりをしていく一つとして、今

回はこういう制度を設けてスタートしていくという、町長の公約の政策ということが一つござ

いまして、その中で町長のお考えとしては、実際に地域に多くの職員が出向いて、地域の生の

声を聞いてまちづくりを行っていく中で、職員一人一人考えてこれからまちづくりに取り組ん

でほしいという一つの思いがございます。それは我々、そういったことはなぜなのかというこ

とになりますと、やはり町民と職員との間の信頼関係、そういったものが必ずしも構築されて

いない、できあがっていない、いろいろあるのではないかと。それで、出ていった中でいろい

ろなそういう町民のこうしてほしいというお願いと、そういうお話だけではなく職員に対する

不満だとかいろいろなことも当然出向いた中ではお話を聞くことになろうかとは思ってござい

ます。そうした中で、職員の意識も、やはりそういったものを直に聞いて、それぞれ出向いて

いく職員も何を感じるかということは、非常にこれは大事なので、そういったことの意識とい

うのですか、それをやはり向上させて、これからのまちづくりに役立てていくということが大

切なのかなと。そういう一つの取り組みとして、本来の業務だけにとどまらず、兼務で別な取

り組みに参加していくことによって、これからのまちづくりにそういった職員の意識を上げて

取り組んでいくことにおいて、対応していけるのではないのかなというようなことが、一つの

大きな考え方としてございますので、今言ったとおり、氏家委員が言われたように一つ一つの

そういったもの、町民の意識というのは意識調査の中でいろいろ出てわかっているのではない

かと。ではどうするのかということに、確かにそうなのです。今お話しさせていただいたとお

り、そればかりではなく、じかに聞くということが一つ理事者のお考えとしてある中で、制度

構築を考えていくということなのです。ただ、制度構築をそのお考えの中で進めていくのでも、

さまざまな問題点があるということです。ですから、職員の今限られた能力の中で個々町民全

員には対応しきれないという問題もございますし、こういう担当職員制度でそういうお考えを

もとに、どのようにこの地域へ出向いてまちづくりをしていったらいいのかということになる

と、その辺の制度構築について、今検討会議の中でもいろいろとどうしたらいいのかというこ

とで、職員の中からもそういう考え方でいいのだろうかということは、今話し合いがされてご

ざいまして、我々担当のほうとしても非常に難しい問題であるということです。まず行動して

みないことにはわからないということもありまして、まず、管理職が先駆けて行動を起こして

いこうと。そういう結果も踏まえて、これから地域担当職員制度を進めていくに当たって、そ

れらも参考にしながら制度をきちっとつくり上げようというふうに考えて進めているところな

のです。ですから、その辺はご理解いただければというふうに思ってございます。 
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○委員長（ ） 及川委員。  

○委員（及川 保君） 及川です。私も非常に疑問を持って話を伺っていたのです。私も最初

に聞こうかと思ったのだけれど、今説明ありましたけれども、出前講座と地域担当職員制度、

違いはもうはっきりしているのです。出前講座は、そのある地域も含めて、いろんな課題、問

題が出たときに役場からではなくて、地域の皆さん、町民から役場に対してこれはどういうこ

となのだろうとか、そういう課題を何とか解決しようということで呼ばれて行くと。ところが、

この職員制度はそうでなくて、今回に限って言えば 75 歳と 76 歳の方々に直接、その課題をど

うのこうのではなくて、出向いていっていろいろ職員と町民が話をすると。端的に言えばそう

いうことなのですよね。こういう違いはあるのだけれども、これ非常に気をつけてほしいのは、

特に高齢者の方々は役場の職員というだけでもやっぱりちょっと引くのではないけれども、非

常に何というのか言葉がちょっと出てこないけれども、緊張するというか、そういうものがあ

るはずなのです。今やろうとしていることは役職のある課長、部長はそれぞれ５地区か６地区

のトップだから直接出向くということはないだろうけれども、当然課長さんあたりですよね。

何々課長さんが例えば２人くらいで行くのですか。そのときに、町民の皆さんには所管も含め

てちゃんと説明しますよね。本当にその生の声を聞いてもらえる。そういうものは、町民とし

ては非常にありがたく受けとめるはずなのです。問題は、私が心配するのは、その 25 チームに

分かれていく方々の、何かその違いです。例えば参事が行かれるところ、極端な話、部長が行

かれるところ、その対応の差が本当に出なければいいなと。トラブルの原因にならなければい

いなというのが、私非常に心配しますので、このあたりの対応を間違わないようにやっていた

だきたいということが一つ。今回は、町長が公約で掲げてやっていることですから、これは何

もどうこう言うことではないのだけれども、やっぱりその後々も含めて、トラブルの原因を残

さないようなやり方をしっかりと職員の皆さん方が受けとめてやっていただきたいということ。 

もう一つは、氏家委員のほうから出ていましたけれども、職員の負担というのは並みのもの

ではないと私は思うのです。大変なことだと思うのです。先ほど前もって言った前段の部分を

含めて、職員の皆さん受けとめて対応するとなると本当に厳しいなという思いはしております。

ですから、今回はこの２つの年齢層に分けてやると言っていますから、問題は、とにかくその

部分をしっかりと受けとめてやっていただきたいのと、今後もしこれをさらに進めてやってい

くことになるだろうということを部長から聞いていますけれども、このあたりもしっかり押さ

えて、まずスタートすべきだなというふうに思いますけれども、考え方を伺いたいと思います。 

○委員長（ ） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 及川委員がおっしゃったとおり、管理職の対応ということで、

まず課長職と主幹職が中心となって訪問するということでございます。地区割のその頭という

のは、私と部長職が頭になって行うという中で、その仕事は管理職とはいえ、非常に大変な仕

事になるということです。これを一般職にも同じような考え方で今後やっていただきたいとい

う考え方の中で今進めてございます。それで、当然高齢者のお宅に訪問してお話しして、実際

に本音が聞けるというのは、当然その相手との信頼関係が生まれないと本音は話してもらえな
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いのかなと。ですから、本当の気持ちというのはやはり役場との信頼関係ができた時点で本当

の本音というのが出てくるのかなというふうには思ってございます。ですから、こういう活動

を通してすぐにはなかなかできないかなとは思ってございます。ただ、長く続けていくことに

よってその本音が聞けて、本当にという気持ちに対してどういうふうにしたらいいのかという

ことで、レベルの高いまちづくりをしていくことができるのかなというふうに考えてございま

す。基本、大変な仕事なのですが、今の財政状況も大変厳しい状況にあります。こういった中

で、やはり職員はその大変に向かっていく姿勢というのは大事ではないかなというふうにとら

えてございます。ですから、そういったことも含めて、とにかく頑張ってやっていきたいとい

うことで職員としてもトライして、できるだけそういった住民ニーズにこたえていくような形

に向けて、取り組みを進めたいというふうな思いでスタートしていきたいというふうに思って

ございますので、ひとつご理解をいただければと思います。 

○委員長（ ） 大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） 僕は職員がまちに出るというのはとってもいいことだと思います。当

然これはきちっとやるべきだというふうに思います。ただ、今は個々訪問が主になっているよ

うに聞こえるのだけど。地域担当職員制の定義とは一体何なのかなというふうに思ったときに、

ここにもイメージ図にも書かれていますけれども、将来的にはやっぱり一定限度固定化して、

きちっと町民と対応するという状況がつくられていかなければ、今部長言ったようなことは実

現できないと思うのです。ずっと職員下までやるのだよという話もありましたけれども、個々

訪問でずっとやっていくなどというわけにはいくわけがないのです。だから、当然この真ん中

にある部分の地域別に担当グループを配置するとありますけれども、そういうところがこの地

域担当職員制度の中で町内会や町民の要求、考え方、不満、そういうものをどうくみ上げて役

場の行政の仕事の中に生かすかということが問われているのだと思うのです。そこら辺が中心

的に出ていかないと、今の話では課長や主幹が訪問しますよということだけではないですか。

75 歳と 76 歳のところ訪問するのだったら、今までだって保健師さんやっているわけです。だ

から、やっぱりそういうイメージ、地域担当職員制度を白老町が導入することによって地域が

どう変わり、役場がどう変わっていくのかというあたりを、町民のみなさんにではないよ、議

会に説明するとき、そういうことをわかりやすくきちっと説明していく。また、町内会連合会

なんかに説明するとき、そういうことがきちっとわからないと、結果的には生きないと思う。

要求だけ聞くのだったら、またそのうち役場の職員がうちに来るからその時言えばいいのでは

ないかとなってしまったら、これは何の意味もない。こういうのは前に 100 人会議とかいろい

ろなのがあったけれども、同じようにまちをどうやってつくっていくかという運動にならなか

ったら、ただ御用聞きで行ったらだめだと書いているけれど、そのとおりなのです。そこら辺

のイメージをどれだけ膨らませて持っているのかというあたりが私は一番かぎのような気がし

ているのだけれど、どうもそこら辺が今ちょっと見えてきていないなという気がするのですが。

それぐらいです。なかったら、なくてもいいのだけれど、私はそういうふうに感じるのです。 

○委員長（ ） 須田生活福祉部長。 
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○生活福祉部長（須田健一君） 今大渕委員がおっしゃった関係でございますが、その辺含め

て先ほど冒頭で参事のほうから地域担当職員制度の検討、町で実施する内容について事細かに

ご説明させていただいたわけではございませんが、これについては、今それぞれ皆さんからご

意見いただいたようなことも含めて、どうあるべきかというのはやはり一番大きな問題として、

今盛んに議論をさせていただいてございます。ですから、その辺についてはまだ町内部でもそ

れぞれ職員が担当していくということで、実際に効果が生まれて、どのように進めていったら

いいのかということにつきましては、さまざまな観点から今検討してございます。そうした中

で、今回一つの取り組みとして、管理職が地域へ出向いていくということで、一つは管理職に

とどまらず役場全体で取り組むという姿勢の中で、まず管理職が背中を見せるという観点もご

ざいまして、そういった取り組みの方法として、制度を構築して、それをまず管理職が実践し

てという形では、まだまだちょっと時間もかかるのかなというようなことも踏まえて、個々の

こういった対象で回れる範囲として、テーマもつくりながら今回実践させていただくというこ

とで考えているわけです。ですから、これからきちっとその辺も今ご意見いただいたことも踏

まえて制度構築をしたいというふうに思ってございますので、それに当たっては、また議会の

ほうにもご説明をさせていただいて、ご意見もいただきながら、きちっとした制度をつくり上

げたいというふうに考えていますので、よろしくお願いしたいというふうに思ってございます。 

○委員長（ ） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。私もこの地域制度、職員が地域に行くというのは大変、今

大渕委員が言ったようにいいことだと。ただ、こういう制度やると、言葉悪いけれどもやぶ蛇

をつつくことになるのです、言うなれば。 

それから、生まれてから死ぬまでが地域なのです。何も 75 歳と 76 歳が地域ではないのです。

86 歳と 87 歳のところに行くのだったらまだいいけれど、75 歳と 76 歳というのはなぜですか。

訪問して何の意味があるのか。約 1 万世帯あるのに。生まれてから墓場に行くまで、地域にい

るに人はすべて意見を聞かなければならないのに、何の意味があるのかなというのが 1 つ。 

それから、今やぶ蛇つつくという言葉を使ったのは、私は今地域にずっと住んでいて、あな

た達も地域に住んでいるわけだから当たり前のことなのだけど、野良猫の問題とか、空き家の

問題とか、それから隣の空き家の雑草刈っていないとか、子育て、個々の問題、こういう問題

が主な問題なのです、地域の問題というのは。これを我々議員としての務めの中で行政に話し

たって、何一つやってくれないですよね、こういう問題。今までもほとんどやってくれない。

今度は部課長が訪問するわけですから責任があるのです。答えなければだめなのです。実行し

なければだめなのです。そうなると、その地域制度に予算というものが必要なのです。すぐや

る予算というのが。１年後に新しい予算できたらやりますなどというのは、こんなこと当たり

前の話なのです。やっぱりこういう制度もやると、すぐやるか、ここのところが大きな問題だ

と思うのです。１番の問題は。 

それから、今限界集落ではないけれど、限界町内会がたくさんあるのです。もう平均年齢が

70 幾つの集落、たしか 17 か 20 くらいあるのです。こういうところに行くと、もちろん支援も
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ある、ボランティアも要求される。さまざまな生活の問題も出てくる、こういう問題もいろい

ろたくさん出てくるだろう。だからやぶ蛇つついたと言ったのです。ですから、やる以上、先

ほど氏家委員も言っていたけれども、今までずっと積み重ねてまちづくりと言っていますよね、

先ほどからまちづくりと言っています。今まちできています、どんな新たなまちをつくろうと

して。町民はまちをつくると言ったら、要望は幾らでも限りなくあります。ただ、やっぱり今

白老町の財政状況もあります。支援もボランティアも要求される、こういうことをきちっと踏

まえた中でやらないと、はっきり言ってやぶ蛇つついたことにしかならない。どう思いますか。 

○委員長（ ） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 今松田委員のほうからお話があった、こういう事業を短絡的

に進めれば、いろんなことがやぶ蛇という言葉ですが、いろいろな問題が浮き彫りになって、

対応どうするのだということにつながるのではないかという懸念についてお話しされたのだと

いうふうに思います。そういうことは出てくるかなというふうには当然予測されます。ただ、

こういう取り組みというのは答えが 1 年、２年でなかなか出るものでもございませんし、これ

から一つ一つスタートして進めていくことになろうかと思いますが、それに当たっては紆余曲

折いろいろあろうと思います。ですから、できないからということになると、事業進めていく

中で取り組みがなかなか前に向いていかないということにもなりますので、我々としては、で

きれば積極的に前に向いて進めていきたいと。今松田委員、ほかの委員からもそれぞれおっし

ゃられたことについては問題として当然出てきます。出てきた中でそれをいかに解決する方向

に導いていくかということにやはり職員はこれからチャレンジしていくというようなことも踏

まえて、こういう事業の実施に取り組んでいきたいと考えてございますので、その辺はちょっ

とご理解をいただきたいというふうに思ってございます。今各議員から出たことというのは、

当然そのとおりだと思います。出てくると思います。ですから、我々はそういった問題にどう

いうふうに対応していかなければならないのか、対応していくのか、そういうったことをやは

り考えながらこの事業を発展させていくという方向の一つのスタートということになるのかな

というふうに思ってございますので、ぜひご理解いただきたいと思います。いろいろとその懸

念に対して考えると何もできないのです。職員の間でも当然そういう話は出ています。大変で

すから。我々担当としては、今お話のように、いろいろとお話をさせていただいても、なかな

かこう難しいというのは職員も一枚岩になりきれないところがございます。ただ、職員全員の

意識が変わらないと、今のままの職員のこのスタイルでいいのかなといったら、僕たちもやは

り違うという認識を持っています。その中で何かその本当に役場の職員はまちを動かすという

かまちづくりを周知するだとか、そういう役割の仕事しているわけですから、やはり職員が自

分たちこういうまちにしていかなければならないという情熱は必要だと思うのです。ですから、

そういう情熱を持ちながら仕事していくためにも、やはり何かそのきっかけというのは当然必

要だし、そういうきっかけづくりの中でこういう町長の考えられております事業の形の中でス

タートさせていきたいというふうに考えてございますので、当然外の問題と役場内部の問題と

してもいろいろと課題こういったものはありますが、一歩ずつ足を外に出して解決していって、
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いいまち、職員よくやったなと、またまちもよくなったなと、住民に信頼されるそういう形に

持っていきたいという気持ちでこれに取り組もうとしてございます。その結果は私にとっても

正直わからないですけど、その失敗を恐れることなく進んでいかなければもう変わらないので

はないかなと思っていますので、その辺はご理解いただきたいというふうに思います。 

○委員長（ ） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） そのとおりなのです。なかなか難しい。役場の職員今 270 人いますね。

この方々が当然町を思うのだったら、北吉原のお祭りに来て見た人いますか、白老の人。いな

いでしょう。虎杖浜に行きますか。北吉原のお祭り今おみこし担ぐ人いないのです。車積んで

歩いている。５、６年前まではみんな担いでいた。役場の課長連中、おみこし担ぐと言ってや

られた人いますか。こういう流れがいっぱい出てくるのです。ですから、一つだけ強く要望し

ておくのは、やはり地域担当制度予算というのをきちっとつくるべきです。すぐにやる予算と

いうやつ。1,000 万円になるか 2,000 万円になるか。それをやらなかったら、わざわざ課長が

出向いて行く、部長が行く意味が 1 つもないと思います。私はこれだけ要望しておきます。 

○委員長（ ） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 今予算関係ですね、この辺はこれから予算編成等ありますの

で、理事者とも相談した中で考えさせていただきたいというふうに思ってございます。 

○委員長（ ） 中村生活環境課参事。 

○生活環境課参事（中村英二君） 当初、広く町民の皆さんの声を聞くという町長の考えに基

づいて、極端な話、全世帯回ったらこのぐらいかかるとか、子供の関係、高齢者の関係いろい

ろございます。そういった中でいろいろと条件を整理していった中で検討いたしました。それ

でもちょっとそれは無理があるというようなことで、どんどんどんどん絞り込んできた部分が

経過としてあります。その中で高齢の方のお考えを聞きたいという考えがトップにございます

ので、そういったものをまず考えて後期高齢者制度も現在ございます。そういった中で比較的

これからの高齢化に向けての考えをしっかりお答えいただける方たち、年代絞った場合にどう

いったという結論が今回の 75歳、76歳という結論につながっているという状況でございます。 

○委員長（ ） それでは、全委員から質問、ご意見出ましたけれども、今回のこの

町職員の地域訪問活動、今までになかったような新しい形の仕組みをつくっていくという中で、

とりあえず訪問してやっていくということなのですけれども、先ほどから何人かの委員さんか

ら言われましたとおり、このイメージがわかないというのが一つありますので、これから構築

されていくということですので、次回のときにはそのイメージというものを、議会にも町民に

もわかりやすいような形で説明していただきたいと思います。  

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（ ） これをもちまして、本日の建設厚生常任委員会協議会を閉会いたし

ます。  

（午前１１時１８分）  


