
- 34 -

厚岸町議会 平成２７年度各会計補正予算審査特別委員会会議録

平成27年12月11日

午前10時03分開会

●委員長（南谷委員） 昨日に引き続き、平成27年度各会計補正予算審査特別委員会を開

催いたします。

議案第70号 平成27年度厚岸町一般会計補正予算を議題といたします。

歳入、27ページでございます。

３款民生費、１項社会福祉費、２目心身障害福祉費から審査を進めてまいります。

質疑ございませんか。

４番、石澤委員。

●石澤委員 この中に、育成医療給付というのは、新規で出たっておっしゃってましたけ

ども、これはどういう、何かとかわったんでしょうか。本当に新たに、ここについて、

これからどういうふうに使われるんでしょうか。

●委員長（南谷委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 育成医療給付８万8,000円の補正ということでございますけ

れども、これにつきましては、平成25年度から北海道のほうから市町村へ権限移譲がな

されまして、この事務を行っております。今回、８万8,000円ということで出させていた

だきましたけれども、当初予算に22万3,000円の予算を計上させていただいておりました。

心臓機能障害の分の方のお一人の方の部分の関係で、金額がふえたということがござい

ますのと、もう一人、予定分として幾らか金額を見ておりまして、その分で８万8,000円

を増額の提示をさせていただいたという内容でございます。

●委員長（南谷委員） よろしいですか。

２目心身障害福祉費、ございませんか。

３目心身障害者特別対策費。

４目老人福祉費。

６番、室﨑委員。

●室﨑委員 ここで、心和園、特別養護老人ホームということになりますか、そういう介

護事業を行っている施設の災害対策ということをちょっとお聞きしようと思います。心

和園だけがそれの町内の全てではないんですが、一つ象徴的な事例として、例に使って

お聞きしようと思います。

心和園というのは、日中は、施設介護事業と施設通所介護事業と両方の利用者がいる

わけですね。夜になると、施設介護事業の利用者だけになるということですよね。調べ
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てみたら、施設介護事業といってもいろいろあって、僕ら一口に心和園と言っています

が、大きく分けて特別養護老人ホーム、介護老人福祉施設と地域密着型介護老人福祉施

設というふうに分かれるわけですね。そのほかに、あと短期入所生活介護、障害福祉短

期入所生活介護、そして生活管理指導短期宿泊というようなものもありますけど、これ

はもうわずかだというふうに理解しております。

それでですね、この前、社会福祉協議会の広報紙を見ましたら、現在指定管理者とい

うことで、運営を社会福祉協議会が実際には行っているわけですが、そこで避難訓練と

いいますか、災害時における避難訓練を行いましたという記事が載っておりまして、大

変いいことだなと思っておりました。こういうことはどんどん進めていただきたいし、

いわば指定管理者としては管理監督する立場にある町、そして同時に、施設介護の場合

には事業者でもあるわけですね。その町としても十分な支援をしていただきたいと、そ

のように思っております。

それで、ちょっと一、二お聞きいたしますが、このような福祉介護施設では、やはり

判断力に乏しい人、それから思うままに体の動かない人、そういう人がたくさん利用し

ているわけですよね。それだけに、いざというときの避難誘導というのは、非常に大変

なことであるというふうに思われます。それで、今全国的に、何か後追いだというよう

なことを関係者は言うんですけども、いろいろな火災事故やいろんな事故がありまして、

それに対応するために、今もそうだと思うんですが、やっぱり規模によってハード面の

いろんな規制が違うんですよね。だけども、それはそうじゃなくて、こういうものにつ

いては、もっともっと充実させるように法規の改正も必要だというようなことは言われ

てます。また悲惨な事故も起きてます。

厚岸町の場合ですね、ハード面での自動火災報知設備等火災通報装置の連動というこ

とは、まず行われてますでしょうか。

●委員長（南谷委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 心和園の設備でございますけれども、心和園につきまして

は、火災警報が感知しますと自動的に施設と、それから消防、その後に白浜自治会、そ

れから宮園鉄北自治会ということで、順次自動通報されるということになっております。

●委員長（南谷委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 それは大変結構なことで、これ誤操作があるもんですから、したがらないと

いう施設が結構あるそうです。ですけど、それについては、また非火災対策をきちんと

行ってやってくべきだというようなことも言われてまして、それが既に行われてるとい

うのは大いに結構なことで、これについては、大いにこうなんだということも言ってい

ただきたいですね。

それから、スプリンクラーというものが非常に有効だと、火災に関してはね、言われ

ておりますが、これも完全に設置されておりますか。

それから、入居される方の私物ということなんで、なかなか難しいとは思うんですが、
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何というんですか、家具だとか、布団だとか、いろいろなそういう身の回りのものにつ

いても、できる限り防災ですか、要するに燃えないものにするということが火災事故を

防ぐ上で非常に重要だとされているんですが、こういう点はどうなっているでしょうか。

●委員長（南谷委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） スプリンクラーにつきましては、心和園側のほうには当初

からついておりました。デイサービス側につきましては、当初ついておりませんでした

けれども、その後設置をしております。ですので、あそこの施設は、心和園側からデイ

サービス側も全てスプリンクラーは設置をしているという状況でございます。

それから、私物のものについての防炎というものに関しては、ちょっと確認をしてご

ざいませんでした。申しわけございません。

●委員長（南谷委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 町が直接やってるわけじゃないので、こういう点については、またどの程度

行われてるかということについての聞き取り、ないし、あるいはもし徹底されてないん

であれば、できる限り徹底するような助言なり、指導なりをしていただきたいと、その

ように思いますので、よろしくお願いいたします。

それから、次にですね、いわゆるソフト面なんですがね、日中の休暇になっている人

以外が全員出ているウイークデーの体制は、非常にいいと思うんです。ただ問題は、休

日や、あるいは夜間ですね、そういうときには非常に手薄になってきますよね。そうす

ると、そこに防火管理者が業務に従事していない場合というのがむしろ多いと思われる

んです。それで、防火管理者だけが、いわゆる有事における手順を知っていたというん

では、これどうにもなりませんよね。したがって、少なくとも職員全員が、災害の対策、

特に緊急を要する一番の場合というのは、内部で火事が出た場合だと思うんですが、そ

れに対して一定レベルの知識や、いわゆる対応能力というものをみんなが持たなきゃな

んないですね。そういう教育というのは、どういう形で行われてるんでしょうか。

●委員長（南谷委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 避難訓練ということで、基本的には、年２回の避難訓練を

実施しているというふうに聞いております。その訓練に当たって、地震・津波を想定し

た場合、それから、火災を想定した場合ということもあわせて、そのときの、分けなが

らやっているというふうに聞いております。

それで、その中で、火災に関して聞いておりますのは、基本的には心和園、町でやって

いた当時をそのまま引き継いだ形で今実施しているという中で、実際、夜は心和園側に

は３人の職員が配置されているということになります。ただ、あそこの施設、満床にな

りますと、ショートステイも含めて88床があるということになりますので、88人の方を

その３人でというようなことになります。
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そういった中で、想定をしている部分では、出火場所をまず特定をするということで、

あの施設、１階で非常に長い施設でございます。そういう意味では、出火場所を特定す

れば、出火場所から近いところ、それから遠いところというのが出てきますので、そう

いった中で、非常口も数カ所ございます。まず、利用者をその出火場所から近いところ

の、近いところというか、非常口のほうにどんどんどんどん移していくということを想

定をしているようです。その間に、自宅にいる職員を、非常招集している人間が出てく

ると。それから、自治会さんのほうにも協力体制のお願いをしている中で、応援をいた

だける方が駆けつけてきていただけると。そういう中で、外側のほうに逃がすというよ

うなことの想定をして、火災に対しては対応をするというふうには聞いております。

ただですね、そこの自治会さん含めた連携というのは、まだ不十分な部分でございま

して、それについては、もう少しきちっと訓練の中で協議をしていかなければならない

というようなことで聞いているところでございます。

●委員長（南谷委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 これから一つ一つ聞こうと思ってたことを、全部先回りして答えられてしまっ

て、私のほうで聞くことがなくなっちゃったなというぐらい完璧な答弁をなさったわけ

でございますけれども、ちょっと一、二お聞きしますが、今ちょっと、今回避難訓練な

どを行っている、少なくとも広報紙で見ると、昼の体制の中で行っているんじゃないか

というふうに思われるわけです。それで、夜間については、88床ということは約90人ぐ

らいの、四捨五入をすればですよ、方が80人から90人の間で入居していると、常時です

ね、いうふうに考えていいんだと思うんです。

それで、火災ということを考えますと、今の火災は煙なんですよね、非常に恐ろしい

のは、まずね。炎だけなら、まだそういうふうな今のようなお話もあると思うんですけ

れども、まず煙が充満してしまうと。それで、ハード面でちょっと、さっき聞かなかっ

たんですが、防炎やら排煙というような問題もあると思うんですけども、床をはうよう

にして逃げろというふうに、いろんなビル火災のときも指導があるようです。

それで、そういうような点を含めましてね、緊急時の場合に、初期消火もしなきゃな

んない。通報に関しては自動通報があるようですが、そして避難誘導もしなきゃなんな

い。これ大変なんですね。そういうものについて、いわゆる職員の、自宅にいる職員が

駆けつけるということになってるんですが、あの施設のすぐ隣に暮らしている方なら早

いでしょうけども、市街地にいたら、結構かかりますよね。その間をどうするかという

ことだと思う。ちょっとそういう意味で、いろんなちょっと議論したいんですが、その

前に、自宅から駆けつけるという場合に何分ぐらいを想定しているのか。

それから、防災訓練やミーティングの中、自治会や近隣の方、あるいは消防、そうい

う関係者が参加するような体制をつくっているのか、これからつくっていくのか。この

あたりをまず先にお聞きしておきますが、いかがでしょうか。

●委員長（南谷委員） 保健福祉課長。
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●保健福祉課長（阿部課長） 職員が駆けつけてくる想定の時間ということで、以前、職

員が駆けつけてくる時間を、それぞれの時間を計ったというようなこともやってるとい

うふうには聞いています。想定の中では、10分から15分程度っていうようなことで想定

をしているようです。

それから、参加する体制なんですけれども、今年度１回目の訓練のときにも自治会の

ほうにお願いを、訓練をやるということでの連絡をさせていただいて、訓練に参加して

いただこうというようなことのお話しだったようなんですけども、連絡がきちっとでき

なくて、きちっとした体制がとれなかったというようなことも聞いております。ですの

で、それらも課題として認識をしているようですので、今後の対応の中で、そういった

ことも含めて検討していきたいというふうに聞いております。

●委員長（南谷委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 それでですね、今の駆けつける時間という話なんですが、10分とか15分とかっ

ていう非常に理想的な話だと思うんです。これ深夜、夜中の１時、２時に起きた場合に

も10分で駆けつけるとしたら、常時緊張して、それこそ、寝巻きに着がえないで寝てい

ないと、そんな時間には来れないですよね。だからやっぱり、最悪の事態というのを考

えると、少し時間を計るときには、これからやるよということでもってやった所要時間

ではないのかなと。そのように思いますので、そのあたりもやはり勘案していかなきゃ

ならないでしょうね。

それで、３名の方が宿直といいますか、夜配置されているというふうに聞きました。

これは、男女比でいうとどういうことになりますかね。ほとんど真夜中も男性なんです

か。それとも、やはり女性のほうがむしろ多いぐらいなんですか。例外的なものも、そ

れはもちろんありますけども、大抵の場合は男性のほうが力が強いんですよね。そうい

うことを含めてどうなんでしょう。

●委員長（南谷委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） サイクルを組んで夜勤ということになっておりまして、そ

の中で、男女を分けてのサイクルというふうには聞いておりませんので、そういう分け

はしていないというふうに思います。

●委員長（南谷委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 最悪の場合には、か弱き女性３人が泊まっているということもあり得るわけ

ですよね。当然、可能性としてはね。女性だからか弱いって言ってるわけじゃないです

よ。だけども、概してということになるでしょう。と、万が一、ほんと万々が一なんだ

けども、夜中の１時とか２時に、火が出たというようなときに、３人でこの88人を、い

や、パニックを起こす人だって当然出てくると思うんです。それから、何というんです

かね、自分で動けない人もたくさんいるわけですよね。そういう人たちを少なくとで建
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物の中であろうと、外であろうと、安全なとこまで動いてもらわなきゃなんない。これ

３人でやるっていうのは、少なくても初期の10分なり、20分ということですね。その間

に恐らく煙も充満してくるでしょう。これはもう相当の大変な状況が出てくるものと思

われますが、どの程度できるのかということを考えると、これは、私は大変不安になる

わけですが、そのあたりはどのように評価してますか。

●委員長（南谷委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 先ほどの質問の中で、防火扉と排煙窓の関係、お話しして

おりませんでした。防火扉、それから排煙窓も設置されております。区域が仕切られる

わけですから、出火場所に応じて、人の動きも、防火扉のほうから、３人のうちの、出

火場所に近いほうに１人が２人体制というふうになるようにしているということになる

と思います。

大変申しわけございません。先ほど夜勤の人間が３人というふうにお話しさせていた

だいておりましたけれども、３人というのは多床室側ということで、ユニット側にも１

人いるということでございます。合わせて４人ということでございます。大変申しわけ

ございません。

それで、人数的には、いずれにしましても、88床、満床という中では、80人前後の人

をどう動かすかということが、当然その４人の中でやるということになりますんで、ま

ず初期的には、そこのところが本当に課題として持っております。そういう中で、元気

な方については、自分で動いていただくということもお話しとしてはあるんですけれど

も、今現実的には、要介護認定３以上の方でなければ入所できないというような状況に

もなってきておりまして、現実的にそういうことが難しいという状況になってきており

ます。そういう方が多くなってきていると。そういう中で、今度車椅子に移動させると

いうようなことでも、今度時間がかかってしまうというようなことがございます。そう

いう中で、今心和園のほうと話をしておりますのは、もうベッドでそのまま動かすとい

うようなことが、現実的には、それであれば、１人で１人の人間をまずどんどんどんど

ん動かせるというようなこともあるということのお話もさせております。

そういう中で、今心和園側にあるベッドで、実はキャスターがついていないベッド、

それから、キャスターがちょっと壊れているベッドがございました。それを実は、今予

算に上げさせていただいておりますけれども、心和園の備品整備事業の中で、それが10

台ございましたので、10台のベッドを備品購入事業の中でキャスター付きのベッドに、

それもその人のマットも古くなっているというようなこともありますので、そういう防

災の面も含めて10台を替えて、すぐ動かせるような状況をつくろうということで進めて

いるところでございます。

●委員長（南谷委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 いずれにいたしましても、夜間、特に深夜というようなことを考えますと、

人的配置は大変おぼつかないわけです。
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それで、町立病院の例を見ますと、夜間には警備員という人が２名でしたかね、配置

されています。やはり心和園の場合にも、途中、柵で仕切って、簡易にあく柵でしょう

けれども、いわゆる多床室側と、それから地域密着型云々というほうと、大きく分ける

と二つに分かれていますよね、施設がね。その地域密着型に１人、多床室側に３人とい

うふうに真夜中は配置されていると。そうしますと、玄関は両方にありますよね。そう

しますとね、今これからの時代ですから、やっぱり妙な人がこじあけて入ってくること

だって、可能性としてはないとはいえないんですよ。そういうもろもろを考えますと、

それから緊急事態を考えますと、やはり心和園にも病院と同じように警備員の配置とい

うのは必要でないのかと。警備員が２人配置されれば、今の人的配置がそれで万全であ

るなんてことは私は言いません。でも、今よりはずっとよくなるだろうというふうには

思われるんです。

町長は常に、安全・安心を与えるのが町の仕事だと言ってます。こういう施設ってい

うのは、いわば、その象徴でもあるわけですよね。これについて、指定管理者としての

社協の経費だけでは、十分にこれだけの人件費賄えないっていうんであれば、その分と

して町が補助するなり何なり見る必要もあるんじゃないかと。それぐらいのことをして

でも、やはり入居者及びその親族に対して安心感を与えると。少しでも安心感を与える

というようなことも必要でないかということで、こういう点も含めて検討をいただきた

いと、そのように思うんですがいかがでしょう。

●委員長（南谷委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 警備員の配置ということでございますけれども、以前は警

備員がいた状況もございましたけれども、警備員さんの配置ではほかの業務ができない

というようなこともあって、警備員よりも介護員さんを配置できればなというようなこ

とのお話もあったようでございますけれども、いずれにしましても、施設に配置基準が

あって、その配置基準の中で事業を進めてるという中では、今の段階で、そういったこ

との検討というのはしてございません。なかなか難しい問題だなというふうに思ってお

ります。

これから、もう少しそういう避難ですとか、そういったことについては、心和園のほ

うとも協議はいろいろしていかなければいけないというふうに考えております。私ども

も訓練に、前回の11月に行った訓練については参加できませんでしたけれども、その前

は参加をさせていただいております。一緒に考えていきたいなというふうには思ってお

りまして、そういう中で協議はしていきたいなと思います。

●委員長（南谷委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 この程度にしておきたいんですけどね、前回の程度にしておこうと思ったら、

ちょっと今の答弁で引っかかったもんですから、また立ったんだけども、まず訓練、訓

練に関しては、社協の広報紙で行ったような日中の、いわば万全の体制の中で行う訓練

というのも、これは非常に大事です。やっていただきたい。と同時に、３人しかいない
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とか、４人しかいないとかっていう真夜中、駆けつけるったって、みんなうし三つ時で

ぐっすり寝てる。そういうようなときに、起きた段階でどうするか、そういう最悪の事

態の中での訓練、こういうものもやっていただきたい。そうでないと、結局形式に流れ

てしまって、やってますだけの訓練になりがちなんですよね。それが一つ。

それから、設置基準云々の話が出ました。法的な規制を含めて、あの基準っていうの

は、最低限これだけにしなきゃなんないということですよね。それ以上人員を配置して

はいけないというふうには、あそこには書いてないんですよ。今４人が基準であるとす

れば、３人にしちゃいけないんです。５人にしても、６人にしても、設置基準は文句言

わないんですよね。あとは財政的な問題だけでしょう。

それで、警備員というのは、警備以外に使いものになんないから、それより職員がい

いというような話をしたんだが、私は深夜の話しているんです。日中の職員としての働

き、それはもう大いに結構です。私が言っているのは、最も職員が手薄になる深夜をど

う補うかという意味で、夜間だけの警備員を置くというようなのも一つの手ではないの

かということを言っているわけですから、設置基準を隠れみのにしないでいただきたい。

設置基準さえ守ってれば、万全にできるというようなもんではないんですよ。

現に、いろいろな高齢者福祉施設でもって、火災事故やそういうものが起きてます。

その全てが、設置基準を守らないから悲惨な事故を起こしてるわけじゃないんですよ。

設置基準どおりに人員配置してても、手が足りなくてどうにもなんなかったっていう事

案が随分あちこちで起きているんですよ。そういうことを考えますとね、やはり設置基

準があるからいいんだではなくて、その中で、本当の意味で、入居者に、あるいはその

親族、家族に安心ですよと言えるための努力をどうするかということだというふうに思

うので、このあたりきちんとした検討をしていただきたい。今すぐ、金銭的な問題もあ

りますから、あしたからそうせいなんていうような無理なことは言いませんけれども、

やはりきちんと問題点を明確に捉えて、そして検討していただきたいと思うんですが、

いかがでしょうか。

●委員長（南谷委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 避難訓練、それから避難のどう対応できるのかというよう

なことも含めて、それらとあわせて、施設側と協議をしていきたいというふうに思いま

す。

●委員長（南谷委員） よろしいですか。

４目老人福祉費、他にございませんか。

（な し）

●委員長（南谷委員） なければ、進めてまいります。

２９ページ、５目後期高齢者医療費。

７目自治振興費。
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８目社会福祉施設費。

２項児童福祉費、１目児童福祉総務費。

２目児童措置費。

４目児童福祉施設費。

35ページ、４款衛生費、１項保健衛生費、１目衛生予防費。ございませんか。

２目健

ジです。５目児童館運営費。

37ページ、健康づくり費。

３目墓地火葬場費。

４目水道費。

５目病院費。

２項環境政策費、１目環境対策費。ございませんか。

３目廃棄物対策費。

４目ごみ処理費。

５目し尿処理費。

６目下水処理費。

５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費。ございませんか。

２目農業振興費。

３目畜産業費。

３番、堀委員。

●堀委員 ここで、と畜場のことについてお聞きしたいと思います。

先般、いろいろな報道とかでも、従来、中チャンベツのほうに設置を予定していた釧

路・根室管内のと畜場が建設位置の白紙というか、再考がされるということの報道なり

もあって、漁業者にとってみると、立場的に、反対という立場を貫いてきた漁業者にとっ

ては大変よかったかなと。ただ、一日も早い完成を願っていた農業者にとっては、やは

りちょっと残念な、スケジュールの延長や何かもあっての、ちょっと残念な結果にもなっ

たのかなと。これで、浜と山とのあつれきというものが、今後生じなければいいなとい

うふうには、私のほうも思うんですけれども。

この間の報道で、北見のほうのと畜場が牛のハラール認証を受けたというものがあり

ました。北海道で初めて、牛に関しては初めてのハラール認証を受けたというふうな報

道があったんですけれども、当然、今度できると畜場についての施設の概要やその中身

というものは、大体はもう決まっていると思うんですよ。あとは、建設位置の問題だけ

だろうと思うんですよね。といったときに、そこら辺の施設整備の具体的な絵図面とい

うか、そういうものというものが示されることができないのかどうなのか。これについ

て、やはり今回ＴＰＰの大筋合意を受けてのいろいろな政策大綱というものが出された

中で、やはり力強い農業を推進するために、輸出産業というものの拡大を目指していく

とようなものを盛り込まれている中では、やはり北見でも行われているようハラール認

証というものも、当初では考えていないという話があったと思うんですけれども、やは

り日本の人口の８倍、８億人の市場規模、ＧＤＰにして６倍の規模の市場というものが
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目の前に迫ってきている中で、そのうち約３分の１はイスラム教徒とも言われているよ

うなものの中で、やはりこういうハラール認証というものも一つのＴＰＰの対策として

もやはり検討する必要というものがあるんじゃないのかなというふうに思うんですけれ

ども、そこら辺も含めて、施設計画、そういうものがどうなっているのかというものを

お示しすることができるのかどうなのか。これについて、お聞きしたいと思います。

●委員長（南谷委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） と畜場の件については、ご質問者言われるとおりの今経過

となっております。

ハラール認証の件につきましては、当初そういう検討もしたんですけれども、今のと

ころは、そちらのほうを見込んでいる状況にはないようなことをお聞きしております。

それと、絵図面の提供ができないのかということでございますが、実は釧路・根室管

内の市町村の担当、負担も生じてきますので、そういった意味では会合が開かれて、そ

の中であらあらのそういった平面図等も示されてはおりますけれども、実はその図面と

いうのは、今言われたような箇所での、中チャンベツでの敷地を想定た絵となってござ

います。そこでの実施がまだ先行きが見えないということになっておりますので、まず

最初に、建設場のほうを決めなければ何も進まない、当然場所が変われば、配置も変わ

りましょうし、事業費も変わる。事業費が変われば、各市町村、あるいは農協等々の負

担も変わるということで、そういった作業に入っております。ですから、今示されてい

る中チャンの部分の絵図面を出せと言われれば、それはお見せすることはできるんです

けれども、それについては、今、先ほど言ったような状況の中からいくと、絵というの

は、間違いなく変わってくる可能性のほうが多いんじゃないのかなというふうに思って

いるところでございます。

●委員長（南谷委員） ３番、堀委員。

●堀委員 そうすると、場所も変えざるを得なくなったがための白紙状態というか、やる

ということの前提の中で話は進むけれども、まだ具体的な話というものにならないと、

なっていないんだということでいいのかなと思うんですけれども、でしたらば、なおさ

ら、今回のＴＰＰに関しての対策というものをうまく活用しながら、ただ釧路・根室管

内の、それじゃ肉牛が輸出できるのかというと、枝肉とも言われて、普通の和牛とかの

肉とかよりはずっと単価の安い肉でしょうから、なかなか高級な和牛としての輸出とい

うものにはなり得ないのかもしれませんけれども、ただ逆に、発展途上国も含めた12カ

国の中においては、やはりそういう安全で、そして安価な肉の提供というものもできる

ような体制、そしてまたハラール認証を受けた中で、そういうものができれば、また新

たな商機というものも生まれてくるかなというふうに思うんですよ。現在までの、釧路

にあるようと畜場での流通形態や出荷形態の中であれば、どうやっても市場の先細り、

また経営に対して不安というものもつきまとうわけなんですから、今、白紙というか、

これから再度事業計画の具体的な詰めを、場所も含めて行っていくというんであれば、
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今まさに、このときからやはり再度ハラールも含めた検証をやっていただきたいという

ふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。

●委員長（南谷委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 釧路のと畜場の閉鎖が決まって、そして釧路根室管内の農

協等からの要請も受けながら、標茶町でということで検討が進められてきました。予定

がある程度、計画のほう詰めていって、それでも１年間の間が空くのではないかと、最

短でもということでございましたけれども、今場所の部分で、どうしても合意がとれな

いという中で、白紙にしたということではございません。今の現状の場所で、実現でき

るような話を進めつつ、今まではその場所だけでしたけれど。

それと、もう一方、違う場所も併せて検討しながらという作業を進めているというこ

とでございますが、ただ、合意が得られていない部分は、そこの処理水が下流のほうに

流れてくる場所の部分がありますので、いかなる対応をしても、ちょっとそれを回避す

ることは難しいという見込みの中では、かなり現計画地の中では困難な状況に変わりは

なくて、新たなものも含めて建設場所を早急に決めていきたいという状況になっている

ところでございます。

当然、建設場所によって、今は標茶のところに行くと、釧路根室管内のほぼ中央とい

うことで、釧路根室管内の牛の部分の集荷が見込めると、あるいは農協のほうにも全て

全頭出荷していただくという状況の中での収支見込みをしておりますけれども、その場

所のいかんによっては、そういった部分の見込みも、また見直さなければならないとい

うこともないとは言えません。当然、収支合うような形でいくとなれば、質問者言われ

るようなことも検討の中には入ってくるのかなというふうに思っております。

●委員長（南谷委員） ３番、堀委員。

●堀委員 何とか、と畜場がしっかりと、当初示された案では、確かに初年度や２年目と

かでは黒字が確保されてるような形のものだったんですよ。ただやはり、それは余りに

も額も小さくて、永続的な経営の安定といったものにはちょっとクエスチョンマークが

つくような事業計画であったんですよ。であれば、やはり今の状況を有利にするために

も、力強くそこら辺のものを進めなければならないんじゃないのかなというふうに私は

思うんですよね。政府の出した総合政策大綱というものをうまく活用するチャンスでも

あるというふうに私は思いますので、ここら辺は、釧路根室管内のほうに強く投げかけ

た中で、計画の着実な遂行というものをしながら、ただそうはいっても、厚岸町に影響

のあるようなところに建てられては困るので、何とかそれは回避してもらいつつ、そう

いうものをしっかりと計画を立ててやっていっていただきたいというふうに思うんです

けれども、いかがでしょうか。

●委員長（南谷委員） 町長。
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●町長（若狹町長） 私からお答えさせていただきたいと思います。

このと畜場の問題、食肉加工センターと称しておりますが、我々釧根の自治体にとり

ましても、もちろん農家にとりましても、重要な施設であり、また必要な施設であると

いうことは、堀委員が申したとおりであります。

そういう中で、早期建設のためにいろいろと検討委員会を設置いたしまして、検討委

員会で検討した結果、中チャンベツにということで内定をいたしたわけでありますが、

しかしながら、処理水の関係で、今また白紙に戻ったというような状況でございまして、

私といたしましても、今、堀委員から厚岸、この関係についてはうーんという話しがあ

りましたけれども、この問題がネックなんです。これは、どの場所行っても同じような

問題が起き得る可能性があるのではなかろうか。私は、そのように思っておるわけでご

ざいまして、けさの新聞見たら、何か新たに２カ所の候補地を提起したとかいうような

報道もあるわけでありますが、ですから、そういう点をやはり解決しなければ、事業費

含めていろいろな問題が解決できない今日を迎えている状況にあります。

私も堀委員と同じような気持ちです。今でなければできません。といいますのは、Ｔ

ＰＰ対策として、やはり重要な、私は政治課題と思っておるわけでございまして、国の

ほうに強く申し上げるということは、財政的な関係も出てくるわけでありますので、Ｔ

ＰＰ対策としてのと畜場の設置、これも重要であろう、そういうふうに考えております

ので、検討委員会初め、我々自治体といたしましても、これから大いに、いろいろな面

での支援をしながら、協力をしながら、実現の方向に向かって頑張ってまいりたい。私

自体もそのように感じておりますので、ご理解いただきたいと思います。

●委員長（南谷委員） よろしいですか。

１番、大野委員。

●大野委員 この科目しかないのかなという、家畜防疫対策についてお伺いしたいんです

けれども、町営牧場預託牛で、届出伝染病のＢＶＤの発生頭数とか、分かれば教えてい

ただきたいなと思うんですけれども。

●委員長（南谷委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） ＢＶＤの件だというふうに思っております。

厚岸町におきましては、家畜自営防疫協議会というのを設置して、こういったＢＶＤ

等々の対策をとってございます。町営牧場ということでございましたので、町営牧場に

ついては、入牧する際、一旦隔離をして、ほかのところと一緒にしないで、入牧する牛

だけを１カ所に集めて、そして全頭検査をして、そしてＢＶＤが陰性ということを確認

してから、牧区に入れて育成をしているという対応をとってございます。昨年は、ちょっ

と頭数が、町営牧場でいきますと、昨年は６月で町営牧場で２頭、ことしになって１月

で１頭、計３頭が町営牧場で陽性ということになってございました。

ちなみにことしは、今現在１頭も出ておりません。これは、いろいろ検査をしている

んですが、やはり牛のあれもあるんですけども、ちょっと見逃してしまった牛がいたよ



- 46 -

うでございます。酪農大学のほうに技術協力をいただいて検査をしていただいているん

ですけれども、どうも、その１頭を見過ごしたことが原因で、まだ全頭検査やってても

厚岸町内のほうでＢＶＤの発生が出ていたという状況でございましたけれども、今年に

つきましては、町営牧場での発生は、今現在ゼロ頭という状況になっているところでご

ざいます。

●委員長（南谷委員） １番、大野委員。

●大野委員 町営牧場内ではゼロということなんですけれども、あれは多分胎内感染する

んで、牧場から分娩して帰ってきた初妊牛が、その子牛がＢＶＤの陽性反応が出るとい

うケースが、多分僕の知っている限りでは、８件９頭ぐらいいるって思ったので、違っ

てたら申しわけないんですけれども、この比率が結構、釧路根室管内で高いんですよね、

厚岸町。見つかっているからいいんですけれども。

それで、ワクチンを打っているにもかかわらず、どこに原因があるのかちょっと定か

でないんですけれども、ここやっぱり何年かかけて、本当に撲滅をしなきゃならないと

は思っているんで、先ほど課長言われたとおり、見逃した牛がいたのか分かりませんけ

れども、牧場では入牧のとき、当然農協の入牧のときもやってるとは思うんですけれど

も、やっぱり撲滅に向けた対策というものを、自防協なり、町営牧場内の運営委員会等

々で、みんなで撲滅をしてかんきゃ、これ出ますとやっぱり、単純に農家がもろにかぶ

るわけでして、牧場内で出た場合には、見舞金でも支払ってくれという要望もあるんで

すけれども、そういったこと一考していただきたいなって思うんですけれども、いかが

でしょうか。

●委員長（南谷委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） これだけは言えるんですけども、町営牧場の取り扱い、管

理が悪くてということでは当然なくて、町営牧場にはいろんな農家の方々からの牛が入っ

てきて、どうしても感染源となり得る可能性が大きいということ。

今ことしも各農家のほうでは、ＢＶＤの牛が発症しているという状況は、昨年のその

見過ごしによって、一緒に同居していた牛が感染をしてしまったと。その牛を介して、

妊娠して帰るわけですから、そこから生まれる牛というのはことしにかけて生まれてき

ております。その牛というのは、ＰＩ牛と、もう生まれつきＢＶＤを持った牛というこ

とで来るもんですから、それが確認された時点で、淘汰させないといけないという対策

をとってございます。

大野委員言われるような心配は、農家さんから農協のほうにも入ってきている。ある

いは牧場の運営委員さんのほうにも入ってきているということで、先般も運営委員会を

開きましたら、そういう意見も出ております。町としましても、自防の事務局を担って

おりますので、共済組合とも、もう相談させていただいております。ただ、大きな問題

は、昨年のその見逃しがあってしまったということで、酪農学園大学のほうとも検査態

勢をある程度グレーの部分も、もうチェックしないといけないということで、チェック
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の度合いを高めてございます。先進事例等を見ても、共済の所長の話を聞くと、厚岸町

でやっているのは、これ以上の対策というのはないだろうと。ただ、対策をしたからと

いって、次年度からもう出ないような状況ではなくて、やはりその取り組みを３年４年

と積み重ねていかないと、効果は出てこないということも言われております。

ですから、この取り組みをきちんとまた継続をさせていくということと、それと、う

ちに入ってくる牛も、町牧に入ってくるのがそうですけれども、導入牛というのも当然

ありますので、そういった際のチェック、それと、聞くと、やはりＢＶＤになっている

と、牛も体調壊していて、あら、おかしいなというのは、農家さんでも気づく場合もあ

るそうです。全部でなくても。そういう怪しげなときは、町牧のほうに預けないという

ような徹底もさせていただかないと、防ぎ切れない部分もある。ですから、町牧、ある

いは農家、農協、それと自防というところで、ちゃんと連携を図りながら、これに取り

組んでいかなければいけないんだろうなというふうに考えているところでございます。

●委員長（南谷委員） １番、大野委員。

●大野委員 今の話で、大変丁寧な説明で、これからも体制をきちっとやっていってほし

いなと。

それと、喉元過ぎれば寒さ忘れるで、口蹄疫の絡みの防疫体制、どこも、もうみんな

消毒マットとかはやってませんよね。そういったのも、やっぱり韓国とかではまだ多分

続いているんで、そういった面も考えていっていただきたいなと思うんですけれども。

●委員長（南谷委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 町牧のほうでは、そういった部分については継続して行っ

ているところではございますけれども、そういった農家さんの部分の取り組みがちょっ

と希薄になっているとすれば、自防の会員等を通じて、農協さんともちょっと話し合い

をしていきたいなというふうに思います。

●委員長（南谷委員） よろしいですか。

３目畜産業費、他にございませんか。

（な し）

●委員長（南谷委員） なければ、進めてまいります。

５目農地費。

７目農業施設費。

８目農業水道費。

４７ページです。９目堆肥センター費。

２項林業費、１目林業総務費。

３目造林事業費。
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４目林業施設費。

５目特養林産振興費。

５番、竹田委員。

●竹田委員 ５目特養林産振興費のきのこ菌床センター、ちょっとお聞きします。

キノコ生産の人からの要望なんですけども、今キノコを詰めるパックというのがあり

ますけども、パック、それからトレイ、これらの購入をするに当たって、今は森産業の

ほうからの購入が、昔からずっとされてきたというふうに言われてきたんですけども、

そのトレイとかパック、機械で使う資材ですね、要はね。梱包機械というのかな、そう

いうの資材の購入に当たって、森産業からということを提示されてずっと買ってきたん

だけども、どうもその値段が高いと、もっと安いとこがあるんだということで、購入に

当たって、高いとこから買うよりは、やっぱり安いとこから買いたいということで、も

う少し町として、資材の購入に当たって、比較できるそういった調査をしていただいて、

ここよりもここが安いんじゃないかという、そういう調査をしていただいて、報告をし

てもらえないかという要望がありました。その実態について、お聞きしたいと思います。

●委員長（南谷委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 厚岸町の生産されるキノコについては、テンパック会とい

うところに加盟をして、そして出荷をしていると。それでブランドというような形もつ

くっているところでございます。そういった中では、出荷先が、森産業も入っている別

会社のフォーレというところに出荷をしたりということもあるものですから、恐らくト

レイやパック器等々の部分も、推奨として言われているかと思います。

資材費の価格の部分ですけれども、安いところから購入をして生産経費が抑えれると

しても、それがもし、そういったものを使って、受け入れ先が同等の扱いをしてくれる

のかどうかというのもまた一方では調べないといけないのかなとも思いますので、そこ

ら辺ちょっと、私も今初めてそういうお話を聞きましたので、これについてはちょっと

調べさせていただきたいなというふうに思っております。

●委員長（南谷委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 それはぜひ調べていただいて、何でもかんでも安いからといって、それでい

いんだということじゃなくて、パックにするに当たっての衛生上の管理だとかがあって、

管理上きちっとした製品が製品として認められていないものであれば、買い手側も買っ

てくれなくなってしまうというのがあるので、そういうおそれがない中で、格安な商品

を買えれる努力をしてほしいという要望なんで、ぜひそこ聞いていただきたいと思いま

す。

それとですね、これは全体の中での会議というか、そういうことで要望があったわけ

ではないんですが、きのこの菌床センターは、１玉当たりの単価を下げてほしいという

ことをずっと生産者の中から言われてきたことなんですけども、１玉当たりの単価を町
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があくまでも負担をして、そこに税金を投入してまでやるということが、ずっとこれか

らも続いていけるのかどうなのかということの問題が一つあるだろうと。ＴＰＰの問題

もそうなんですけども、それに関して、国は強い農業とか、どこにでも勝てる農業だと

か、そういったことで、要するにＴＰＰに参加するけども、逆に農家さんも自分でいろ

んな施策を考えて、今よりも単価的に安いものが入ってくると自分のものが売れなくな

るから、当然ＴＰＰに参加してしまうと農家自体がなくなってしまう状態になってしま

う。だとすれば、強い農家という意味合いというのは、自分で自助努力して安いものを

つくる、安くても商品がいいものをつくる、そういうことによって農家は農家で頑張れ

よという意味の、政治的な国の手腕として、国策として、農家に頑張れよという意味が

なされているんだというふうに、具体的にいうとそういう形になってくると思うのです

ね。

そうしてくると、今の菌床センターのあり方というのは、ＴＰＰという一つの問題枠

で考えると、町がいつまでもいつまでも負担をして、キノコ産業を守らなきゃならない、

ずっとずっと守らなきゃいけないということが、国の国策としての進め方、ＴＰＰに参

加するということと、町が負担していくということが、逆行している形になっていく。

要は負担をしてもらうから、そこに自分たちの努力というのが薄れてくるというのも一

つには考えられるだろうと。となると、将来にわたって、ＴＰＰという一つの大きな枠

組みの中で、そして国の国策の中で考えたときに、キノコ産業を果たして町がずっと負

担していけるのだろうかどうか。それを負担していかなきゃいけないんだという、その

意味がどこにあるのか。また、町が今よりも少し放す、見放すという言葉はちょっと適

当でないかもしれないけども、自助努力を生産者側にさせていく。そして、町の職員を

そこに入れないことによって、人件費が削減されることによって、１玉当たりの単価も

当然安くなっていくだろうと。

この考え方は、町にもあると思うんです。というのは、特別養護老人ホーム、人件費

がかかるからといって、指定管理にしていく。これは、いたし方ない事実だったんだろ

うと思うんです。そういう考え方を一つそこに当てはめると、キノコの生産、きのこ菌

床センターをいつまでもという考え方が、町としては放すべきでないのかなという考え

方に相まってくると思うんです。それと、ＴＰＰの国策の問題に対して、これからきの

この菌床センターをどうするかと、この二通りの物の考え方を、実はキノコの生産者が

個別に、物を申してきているのは事実です。僕も聞き取り調査をしています。

そういった中で、町のこれからのきのこの菌床センターをどうすべきかということを

そろそろ考える時期にきているのではないかと。それらを含めて、お聞きしたいと思い

ます。

●委員長（南谷委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） まず最初の、資材等々の部分については、少し勉強させて

ください。森産業等々も、いろいろお話を聞かせていただきたいなというふうに思って

おります。

それと、二つ目のきのこ菌床センターの部分でございます。質問委員も言われるとお



- 50 -

り、生産者厳しい厳しいということで、生産者ごとによって取り組みはそれぞれでしょ

うけれども、新しい販路を見出して、収入の増を図るという取り組みをしている人もお

りますし、また、生産経費をどうしたら抑えれるかということで、いろいろな改善をし

ている、あるいは発生量をどうやっていったらふやせるかという取り組みもしたりだと

かということで、それぞれ皆さん苦労しながら、どうやって経営を成り立たせていくか

という部分は検討をされております。

そういった中で、質問委員言われたような、例えば指定管理という部分、これはやは

り生産経費の中で一番大きいのは、菌床の購入になるわけです、生産者にとっては。そ

れをできるだけ軽減していただきたいということは、これまでも町のほうには間接的に

聞こえてきたんですが、やはりあそこの生産原価等を考えると、町としてはこれまで目

いっぱいな協力しているとような考えのもとで、ちょっと今のところ困難だという話を

させてきていました。ただ、生産者の中では、やはり菌床代金を安くする手だてという

のも、それぞれ考えてございます。

生産者の中では、今年新たな動きとして、あそこのセンターを指定管理で受けること

ができないだろうかというのを独自で検討したということもお聞きしております。町の

ほうでその検討に入った際には、内々に話があったときには、一つ言わせていただいた

のは、あそこにある組合というのは、生産者皆さんが全員入っている組合じゃないんで

すね。入っていない方もいると。そういうところが受けるとなると、やはり公平性とい

う部分でどうなのかという話もさせていただきました。それと同時に、きのこ菌床セン

ターが指定管理制度に乗れる施設なのかというのも、一方では、町としては検討してみ

ました。そうすると、きのこ菌床センターというのは、公の施設に該当しないと。要は

一般の利用にさせるための施設ではないということで、自治法でいう指定管理できる公

の施設には該当しないということが分かりました。

そこで、そういう生産者の方々にお話をさせていただきましたら、生産者のほうは全

部の委託を指定管理受けなくても、キノコ菌床をする部分委託、それは可能でございま

すので、その部分を町でやっているよりも、軽減する。人件費であるだとか、原材料で

あるだとかという部分で、軽減させて、それを販売価格のほうに反映していただけるよ

うなことを検討するということで、今生産者の一部が中心になりながら、検討している

のもあります。

そして、先に言いましたような、それじゃ、その委託を受ける母体となる部分を、生

産者、今町内で生産している、少なくとも全員が入るような組織をつくっていきたいと

いう考えを、今その検討されている方々は模索しているところでございます。そして、

そういう母体ができた後に、町のほうに正式にそういった部分委託を受けさせてくれな

いかという話を持ってきたいという考え方を現地のほうでは考えているということでご

ざいますので、それまで、当分の間というような意味合いで、別途出てきている陳情書

が、そういった意味で当分の間という表記になっているということでございます。

●委員長（南谷委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 灯油がどんどんどんどん高騰していったときに、物すごいひっ迫していって、
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もうみんながやめようかなという事態までなってきた、そのときに、予算委員会のとき

に、町長に質問させていただいて、キノコの生産者にもっと灯油の高騰による圧迫感を

和らげるために援助してほしいと、補助してほしいというお話をしたときに、組合から

結局その話は来ていないという、そういう町長の答弁がありました。僕ら組合の、今の

キノコの生産者の組合が、全体の４割ちょっとしか入ってないということも十分知って

いて質問したんですね。町長の返答はそういう返答でした。当たり前だなというふうに、

そのときは町長に申さなかったんですけど、僕自身はそうだなと思いました。全体の中

の６割ならいいんですけど、反対の４割しか組合に入っていないとなると、これ組合の

体をなしていないというふうに。

そのまんま、僕は生産者のほうに行って、町長はこう申していましたと、私も全くそ

のとおりだと思いますと。もっと組織をまとめてほしいと。これは、今後何かがあった

としても、組合の数が少ない、全体数からいって、どうしても組合という組織の中に入っ

ている人たちが少ないとなると、何の手当をしてあげたいとしても、それは全部通らな

いことになっちゃうと。なぜそういう事態になったのかということをもう一度みんなで

振り返って、組合というものを本当にどうすべきなのかということを全体論で考えて、

話をして、まとめてほしいと、そういう課題を投げかけました。それから３年、一向に

変わってないんですね。なぜなのかは分かんないです。

でも、今回この陳情を見たときに、ある程度、組合の中心になっている人たちが皆さ

んに話をして、これだけの件数が、陳情約１１件かな、まとまってきたんだろうなとい

うふうには思うんですけども、この件について、組合の中の話を課長されたんで、前に

も僕お話をした、灯油の前後ちょっと忘れたんですけども、組合の組織をきちっとしな

さいよというアドバイスをきちっとしてほしいというお願いはしました。それも一向に、

手助けをしたのか、どういう形で組合組織を強固にしてほしいとか、全体の人数をふや

してほしいとかっていうことの、どういう経過をもって組合をさらにつくり上げていく

というか、そういうアドバイスをどのように町がしてきたのかなというふうに思うんで

すけども、多分したところで、急激に組合の人数がふえるとか、何とかということはと

ても難しいことだろうというふうに認識はしています。

そういった意味で、今もこの話がでたときに、やはり組合組織の弱さというのがある

ので、ついでなんですけども、組合のあり方っていうことを、キノコ生産者にもうちょっ

と強くアドバイスをして、まとまった組織づくりをきちっとつくらないと、てんでんば

らばら、売り先も自分で探して、自分で安いとこ見つける、今回のこの資材購入につい

ても、自分で探して自分で見つけるという、要するに活動がてんでんばらばらなんです

よね。

新しい生産者が入ってきたときに、組合があると思って組合に行くと、組合に入って

いない人たちと人間関係が悪くなるということで、どっちに行ったらいいのか、分かん

ないんだという悩みも持っている、その悩んだことを相談されたこともあります。です

から、新しい生産者が入ってきたいとしても、そこがネックになって邪魔をする。それ

によって、生産者が結構苦痛を感じているんですね。そういったこともあるので、まず

組合の組織化をきちっとしてほしいということと、それから、これからの指定管理につ

いては、これからの勉強だというふうに思うので、どういう形が上尾幌のキノコがＴＰ
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Ｐに確実に参加し、そうなったとしても、永遠とキノコ、尾幌のキノコが、厚岸町の産

業で守られていく方向性というのをきちっと考えていかなきゃならないと思うんですけ

ども、見解をもう一度お伺いします。

●委員長（南谷委員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からお答えをさせていただきます。

今、竹田委員から大変有意義な指摘があったといいますことは、私の願いなんです。

といいますのは、私が町長になって以来、数々のきのこ菌床センターにに関する問題が

提起されたわけであります。私自体も足を運び、いろいろと就農就業者に対しての協議

をさせていただいております。その一番のネックは、しっかりとした組合がないという

ことです。それぞれの意見がまちまちであったわけであります。さらにはまた、町が支

援をする、助成をするといいましても、一つの組合、また別の人がいる場合に、ある組

合から要望ありましても、やはり就業者の全員の意見として、町の場合は助成しなけれ

ばなりません。片方の意見だけでは、到底無理なことであるわけであります。そういう

実態もあったんであります。

ですから、今回のいろいろな事案を契機にしまして、また、この事案のみならず、室

﨑委員からもいろいろと指摘ありました。やはり改革をしなければならない。健全運営

をどのように図るか。今、きのこ菌床センター、26年度の決算でお分かりのことと思い

ますが、大幅な赤字であります。そういう中で、いろいろな要望も出てきておるわけで

ございまして、まず、就業者がみずからの基盤強化のためにしっかりと頑張っていただ

くことはもちろんでありますが、しっかりとした組織をつくり、そして行政と一体となっ

て乗り切っていかなければならない。私は、そのように思っておるわけでございまして、

そういうことで、いろいろと今お話をさせていただいて、原課といたしましてもいろい

ろと当たっております。しかしながら、大変難しい課題も現実にあるようであります。

しかしながら、私といたしましての願いは竹田委員と同様でありますので、さらに改革

をするために、そしてまた健全運営をするために、その方向の中で努力をさせていただ

きたい、そのように考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

●委員長（南谷委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 同じ考えということで、本当に安心したわけですけども、何をするにしても

町長の言うとおり、組合組織であります。ざっくり言って、この形が組合組織をつくっ

て強固なものにしていくという前に、いかに組合をまとめるかということが、そこが一

番ネックだと思うんです。ずっと要望してきたんですけども、組合員をまとめるという

力作というんですかね、方策、それは何だと思いますか。

●委員長（南谷委員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えいたします。
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そこが悩みなんです。やはり一番難しい課題といいますのは、就業者同士の人間関係

だと思っております。やはり生産者として一致団結して、自分のための組合として、大

きく成長することが一番大事であると、私は認識をいたしておりますけれども、人間関

係がいろいろな課題を背負っているのではなかろうかと、そのように私は感じておるわ

けでございますが、これを取り除かなければ、しっかりとした組合組織はできない、そ

のように感じておるわけでございまして、この難点をどのように進めていくか、解決し

ていくかという大きな課題があることも事実でありますので、この点も頭に置きながら

推進をしていかなければならない、そのように感じております。

●委員長（南谷委員） よろしいですか。

５目特養林産振興費、他にございませんか。

（な し）

●委員長（南谷委員） ３項水産業費、２目水産振興費、３目漁港管理費。

５目養殖事業費。

６目水産施設費。

６款１項商工費、２目商工振興費。

３目食文化振興費。

４目観光振興費。

５目観光施設費。

５番、竹田委員。

●竹田委員 観光施設費、子野日公園についてお伺いします。

子野日公園のテントで、今、売店場がずっと並ぶわけなんですけども、平成16年にた

しか一般質問させてもらって、ここにアーケード、屋根をかけて、観光客が来たときの

雨対策として、ぜひ設置をしていただけないかという質問をさせてもらいました。

年々こういう天候が、非常にぐあいの悪い、暴れる天気になってきている。観光客を

これから町として、町ぐるみで財政豊かなまちづくりをするために、少子高齢化なった

場合に、厚岸はやっぱり観光に力を入れねばならないというのは、町長も随分言ってき

た。僕も全くそのとおりだというふうに思います。いわば、厚岸の財政を保っていくた

めには、観光、食文化、これを一体化した運動をしていかなきゃならない。その一つの

考え方として、子野日公園に屋根かけということを、ぜひまた復活して考えていただき

たいなと思うんですけども、いかがでしょうか。

●委員長（南谷委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） 平成16年にご質問者からそういったお話があったと

いうことでございますが、私としては、初めて聞くお話でございます。

ただ、雨が降ったときの、例えばイベント等で来られている人の行動等見ると、必要
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なものであるとは思います。ただ、イベントのときはそうだと思います。ただ、イベン

トのないときの公園の利用というのもあります。当時さまざまな多分検討がされたと思

いますので、その辺私も勉強させていただいて、それと関係する方々が多くいらっしゃ

いますので、そういった方々とのお話し合いというのも必要じゃないかなというふうに

思いますので、少しこの検討については時間をいただいてというふうに思います。よろ

しくお願いいたします。

●委員長（南谷委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 雨降っているときに観光客が傘を差すんですよ。お互いにみんな。そうする

と、傘が他人の目に入らないか、他人を傷つけないかということで、傘を持っている先

の方ばかり気になって、自分の連れて歩いている小さな子どもを、そこまで両方目にい

かないんですね。そうすると、子どもが倒れる、そこに大人が踏むという行為で、実は

事故が起きている。こういったことも、一つに観光客を呼ぶという、来てくださいとい

う、町側として、来ていただくほうとして、サービスの提供っていうことが、これから

はそんな小さなことの、ハードじゃなくてソフト面についての考え方を重視しなきゃな

らないだろうというふうに、実は観光を進めていく側がそう考えていかなきゃならない、

町としてやっていかなきゃならないことだろうというふうに言われています。

例えば歩くところがきちっとした舗装になってないところを舗装にするとか、それか

ら、歩くところが、要するに水たまりになって、排水路がないとか、そういうことを片

づけていこうとかと、その部分については、厚岸町は歩く部分についてのそういう部分

については、舗装されてきれいにはなっています。そういった部分を一つ一つ、これか

ら観光客を入れようとするときのソフト面について、少しずつ勉強しながら見直してい

かなきゃなんない時期にも遅かれ来ているんじゃないかというふうに思うんですけども、

そこもぜひ考えていってほしいなと思うんですけど、いかがですか。

●委員長（南谷委員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からお答えをさせていただきます。

子野日公園を利用しての厚岸町における大きなイベント、二つございます。５月にお

ける桜・牡蠣まつり、10月における牡蠣まつりがあるわけであります。そういうことで、

雨の対策として、屋根をかけたらどうかというお話でありますが、５月の桜、これはす

ばらしいわけであります。200本の桜が多種多様に咲いております。さらにはまた、すば

らしい景観もあるわけであります。そういう点を考えますと、全体的、竹田委員が質問

している内容の具体的なことは分かりませんけれども、全てに屋根をかけるということ

はいかがなものか。牡蠣まつりだけでしたら、カキを食べるだけの話ですから、それは

いいといたしましても、桜等の場合は、やはりすばらしいものを見ながら、カキその他

を食べるというようなことも、これは楽しみにいたしておるわけでございまして、実は、

ご承知を思いますが、雨のために一部テントを設置いたしております。雨の際には大分

その施設を利用している方もいるようでありますが、そういうことを考えますと、雨だ
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けの対策として、そういうすばらしい桜、景色を生かされないような施設であっては困

るなと、そのようにも考えるわけでありまして、今後、体をけがしたとかいう実例があ

るようでありますので、その点については、今後さらに雨対策としてどうしたらいいの

か。

ただ、全体に屋根をかけるということは、これはイベントとしてはどうかなという気

がいたします。私もやはり、観光戦略として、産業として、子野日公園の整備は大事な

ものであると考えておりますが、今のご指摘のことについては、またどの程度の話なの

か、いろいろと協議しながら、いい方向に向かうような点があれば、そのことをこれか

らの施策としてやっていかなければならないだろうと、そのように私は考えております

ので、ご理解いただきたいと思います。

●委員長（南谷委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 私、冒頭に、売店のテントが立つ通路だけという考えで申したので、全体に

かけるということじゃなくて、売店のある、一番人が固まる場所、そこだけなので、で

すから、そこ屋根をかけて、透明なアクリル板か何かでやれば、桜が見えなくなるとか

ということはないので、そういうことで考えていただきたいと思います。

●委員長（南谷委員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えをいたします。

売店の通りをという話で、私もちょっと勘違いをしたようであります。

その方法については、どのようにしたらいいのかといいますのは、実は、移動式のテ

ントでございまして、それぞれの店によって違うテントを張りながら出店をいたしてお

るわけでございまして、大小それぞれ違うわけでありますが、通り道として、やはり雨

の際、そういう工夫というものも考えていくべきことは、私も考えなければならないの

かなという気はいたしますけれども、もっと研究させてください。どういう方法がいい

のか。そういうことで、今後なお観光客が多く利用し、そしてまた、子野日公園の利便

性を考えれば、検討に値するものではなかろうかと、そういうふうに考えておりますの

で、もう少し研究をさせていただきたいと思います。

●委員長（南谷委員） よろしいですか。

５目観光施設費、他にございませんか。

（な し）

●委員長（南谷委員） ７款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費。

２目土木車両管理費。

３目土木用地費。

４目地積調査費。
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２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費。

６番、室﨑委員。

●室﨑委員 ここでお聞きしますが、ＪＲ厚岸駅の、駅に向かって右側ですか、跨線橋が

ありますね。山の上のほうに向かってのね。これについては、もう随分前から相当腐食

が進んできているようだし、あの地域の、いざ地震だ、津波だということになって、高

台へ避難するとなると、唯一のいわば歩いて直接高台に上がっていくルートであるし、

そういう意味では、命綱だというふうに言われているんだけど、どうもこのごろ、不安

であるという声がもう相当前から出まして、自治会要望やいろんな形で町に対してもお

願いしていた。それで、やりましょうという話になったんだけども、なかなかいろんな

あい路があって、前に進まないで、１年、もう１年、もう１年という形で、随分と当初

の話からは遅くなってきましたが、今回見ておりますと、足場が組まれて、工事が始まっ

ております。工事の業者の看板も出ております。この件に関して、具体的に、どういう

ことがどういう計画のもとに行われて、いつでき上がるのか、これについてご説明をい

ただきたい。

●委員長（南谷委員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） お答え申し上げます。

まず、今のご質問の中で、委員から申された内容の一部でありますけれども、工事の

進捗でありますけども、当初、３年間での事業というふうに計画していたものでござい

ましたが、工事費の関係上、あるいはＪＲとの関係上、４年の事業になるというような

一部工事期間の見直しも余儀なくされてきている状況にまずあります。

この橋は、昨年度から実際の工事を手始めにやってきまして、一部階段の補修は完了

しておりまして、今年度は、さらに延命化を図るものとして、国道側の階段部分と駅前

広場側の階段部分の、いわゆる線路の上にならない部分の補強工事をしておりまして、

軌道管理から外れる区間の転落防止策、それからコンクリート部分の補修及び塗りかえ

を進めているところでございます。また、耐震補強対策ということで、これは実施設計

の段階で耐震診断をした結果、柱には耐震の問題はないということなんですが、橋の落

橋防止をする必要があるということで、今年度はこの落橋防止装置の設置などを行いま

して、全体工事で一番重要な耐震性のある状態にしたいというふうに考えております。

また、工期は、９月30日から３月10日まででありますが、実際の現場での工期は、11

月１日から始まっております。現在、足場が架かって、階段部分には仮設の階段で、そ

れを今町民にご利用いただいているというふうになってございます。今年度平成27年度

３月10日で終了いたしますが、この時点では、全体工事の約33％が終了する見込みであ

ります。

次に、来年度もまた工事が引き続き行う必要があるということで、今度は、列車が通

る部分の軌道管理区間、つまり階段を上がった平らな部分になります。そこの部分の工

事となりまして、ここが、少し長くなって申しわけないんですけれども、当初３年間の

工事だったんですが、それが事業費等の関係、あるいはＪＲとの関係でいたんですけれ
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ども、当初ＪＲさん側との協議で、全ての区間において、これまではＪＲの受託工事の

部分は受託工事でやってたんですけども、今回は種々ＪＲさんのほうもいろいろ事情が

あって、というのは、新幹線の北海道延伸とか、そういった大きな事業が順調に進みま

して、そういった受託工事もできるかどうか分からない状況にあるというようなところ

で、全てこの跨線橋の補修改善については、厚岸町発注のもとで進めることで、実は打

ち合わせを進めてきたところであります。

ところが、この間ＪＲの列車事故といいますか、そういったことが起きまして、非常

に国民に不安を与えたということで、ＪＲみずから、やはりここはＪＲの方針として安

全第一主義を貫きたいということで、もとのＪＲ受託工事で行うべきところは、ＪＲ受

託工事にやっぱりしたいということであります。こんなことから、工事が延長する状況

にもなるところでございます。

なお、ＪＲの受託工事は、工事の内容でありますけれども、さらに上の部分の水平の

部分の転落防止柵と、それからコンクリート部分などの補修及び塗りかえを行います。28

年度工事が終了する時点では、全体工事比の70％が終了する見込みであります。

それから、事業期間、26年度から28年度までの３年間を計画していたということを申

し上げましたけども、総事業費も当初計画を相当上回るものというふうになってきてお

ります。そういう関係で、財源としております社会資本整備総合交付金についても、近

年非常に要望額を下回る内示決定がされておりますことから、工事期間の再見直しが必

要となる状況が変化したということでありまして、跨線橋の最終的な工事は、歩道部分

の舗装工事があります。ここは町の発注になりますけれども、平成29年度以降に、つま

り29年度も含めて、29年度以降にずれ込むことが予想されるというふうに変わってきて

おります。

ただ、早期完成に向けまして、現在北海道にも強く働きかけている状況であると、こ

れが全体の工事の当初計画と、これまでの状況変化と、工事が延長したというところの

内容でございます。

●委員長（南谷委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 それでですね、今のようなお話なんですけどね、一番あそこを頼りにしてい

る地区は、自治会名で言いますと、真栄西自治会、それから宮園東っていうんですか、

一番駅に近いとこの宮園の自治会、ここはもう非常に関心が強いんですが、これらをは

じめとした地域の人たち、何もここに限れというわけじゃないんですが、に対しては、

今のような話をどのような形で周知させましたでしょうか。

●委員長（南谷委員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 周知という言葉が当てはまるかどうか、ちょっと疑問でありま

すけれども、私どもそれぞれの自治会長さんに口頭ではありますけれども、こういった

事業を計画していたが、工事期間等が延びていくという程度の状況のみお話をさせてい

ただいたことで、地域に出向いて、お話をさせていただいたということはございません
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でした。

●委員長（南谷委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 実は私、真栄西自治会の今、会長を仰せつかっているんですが、私もこのご

ろ認知症が、軽度だと思うんですが、進んできたのか、話を聞いた記憶がないというこ

とで、今回質問をしながら、あれ、私に対して説明があったのかなと。もしそうである

とすれば、私の認知症も大分進んできたなと、そのように思いながら、今恐る恐るお聞

きしたんですが、いや、少し延びるよという程度の話があったというのは、その程度の

話は確かに聞いた記憶があります。それをもって周知とは言えないですね。今のような

話がいつ決まったんですか。

それで、そのようなことを地域住民が切望しているんですよ。いつになったらできる

んだろうって、聞かれるんですよ。いや、どうもね、財源の関係がいろいろあって、延

びるらしいよ。これ役員会でも、私言われたとおり説明しましたよ。でも、そんなもん

説明になってませんよね。いや、具体的にどうなるのって言われると、今当然、役場の

ほうからきちんと説明あると思うから、ちょっと待っててねと言って久しいんです。

お隣の自治会の会長さん、駅前の太い道路を越えた向こう側ですね。ホテル五味の裏

側のほうですわ。そちらの自治会とは駅前の花壇の花植えを今協働してやっているんで

すよ。この前も、後始末もしましたよ。そういうときには、まあ、自治会の婦人部を中

心にして、おはようございますって、一緒にやりますよね。そのときにも、向こうの自

治会長さんも出てきましたよ。どうなってるんだろうねという話になります。俺聞いて

ないが、おまえは聞いてるだろうと言わんばかりに、言われますよね。答えようないで

すよ。

これ住民に対する周知というようなことは、必要ないんですか。これは仕事のうちに

入らないんですか。この点について、きちんとお答えいただきたい。

●委員長（南谷委員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） まず、先ほどの周知という言葉がふさわしくないということで

私も考えながら申し上げたんですけども、今、委員がおっしゃっていただいたように、

聞かれたことに返事をした程度だという内容でございました。

私ども今回、きょう始まる前にも、実はこのことを課の中で話してきました。とする

と、非常にちょっと落ち度があった部分を、今お話しするんですけども、今言われた地

域住民に対する説明はもとより、この工事期間、特に工事期間は、工事車両等も多く出

入りし、危険な場所にもなります。そういったまた工事期間のご協力いただく部分、そ

ういった部分のお知らせがしてこれなかったと。具体的には、ＩＰ告知も使えばいいで

すし、そういった手法がありますので、それはちょっと配慮不足だったということで、

けさ、反省していたところであります。

なお、周知の部分では、実際の話はＪＲさんと、いわゆる厚岸駅さんとの協議の中で

ほんの一部、厚岸駅官舎に住まわれている方には、それは工事関係者のほうからお知ら
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せいただくと、このくらいの程度のお話であったということが確認できております。

災害時にはなくてはならない橋でありますし、そういった周知について、いま一度考

え直すと、十分な説明は、これからでも必要だというふうに考えます。

●委員長（南谷委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 あの、建設課の仕事はね、とんかんとんかんやるだけが仕事ではないんです

よ。これは何も、ここの跨線橋だけじゃなくて、道路の舗装だとか、修復だとか、その

ほかにもいろんな工事があるでしょう。そういうときにやっぱり、それは地域の皆さん

の切望しているものも具体化していくという工事なんですよね。事業なんですよ。だか

ら、当然仕事の重要な一つの柱として、少なくともその地域の皆さんには、これからこ

ういうことをこう行いますということをきちんと周知することは、これは主たる仕事に

付随した端っこにあるもんではなくて、大事な要素の一つだというふうに考えていただ

きたいんです。

今、課長のほうでは、この件に関しては反省していると。それでこの後、今からでも

改むるに遅きはなしということで、説明をしたいというふうにおっしゃってくれたので、

こっちも大変に心強いわけですから、ぜひやっていただきたい。特に、だからというこ

とではないんだけども、今、市街部どこでもそうだと思うんですが、お年寄りが多いん

です。そうしますと、いざというときにどうやって避難しようかというような話は、非

常に不安とともに持っています。そういうことがありますので、町は決して投げている

わけではないということは、もう私も折に触れて言っておりますから、ぜひそういうわ

けで、こういうことで具体的にこうするんだということを、説明をきちんと、いわゆる

周知をしていただきたいと、これはよくお願いしておきます。

●委員長（南谷委員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） ありがとうございます。至急、その周知作業の準備をさせてい

ただきたいと思います。

●委員長（南谷委員）よろしいですか。

１目道路橋梁維持費、他に……。（「３番」と声あり）

昼食近いんですよ。それで、１目道路橋梁維持費、堀委員の質問は午後からというこ

とで、昼食のため、再開を午後１時とし、委員会を休憩いたします。

午後０時00分休憩

午後１時00分再開

●委員長（南谷委員） 委員会を再開いたします。

７款２項１目道路橋梁維持費。
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３番、堀委員の質疑から進めてまいります。

３番、堀委員。

●堀委員 ここでですね、道路の側溝の点検管理というものは当然やられているんですけ

れども、そこにつながる治山施設の流末の管理、点検管理というものがどのようにされ

ているのか。先般も、奔渡のほう、流末の工事を直営でやられてたようですけれども、

あそこの部分とかも、本当に流末管がコンクリートの600ミリぐらいの、450かな、その

くらいの側溝がもう凍上して、排水の用を足してなくて、下流部で詰まって、上のほう

にあふれてしまって、民地のところを、水が春先とかでも延々と流れていた場所だった

んですけれども、それについて直営のほうで、今回やってたようなんですけれども、や

はりそういう治山施設自体は、北海道がやるものでしょうからいいんでしょうけれども、

流末の排水、これの点検というものがどうもおろそかになっているんじゃないのかなと

いうふうに思うんですけれども、この点については、どのような頻度でやられていて、

そして点検、清掃をどのようにしているのかをお聞きしたいと思います。

●委員長（南谷委員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 奔渡３丁目の話は、後段にお話をさせていただきますけれども、

治山施設から流末へのトラフ等の管理については、年に一、二回環境政策課で行い、特

に道路が走っている部分については、建設課でもパトロールしているということで、常

日ごろ見ている状況ということではありませんけども、そういった管理をさせていただ

いているということであります。

また、今回奔渡の３丁目でありますけども、これについては、治山の区域の山側にダ

ムがございます。そのダムの状態が、既に土砂が満杯になってる状況が見られます。そ

れが上水があふれて、きれいな水だけがトラフに流れればいいんですけども、トラフが

経年劣化で崩れていた部分と、土砂も同時に一緒に流れ込んできていたというところで、

民地へ大変申しわけなく、流れていた状況が長く続いたという状況でありました。

これは、今般直営で改善をさせていただきましたが、今後も土砂の流入は、治山のほ

うで何とかしないとおさまらない状況が予想されます。あそこは、町道には認定されて

いないんですけども、私ども一般の町民の方が道路として利用されている関係上、必要

な維持をさせてもらっていますけども、そういった部分では、治山施設の部分から道路

が流末、あそこなっております、その流末は道道なんです。ですから、治山施設から流

れ出る土砂を私ども止めることできませんので、流末は道でありますので、道と道の関

係になります。間の雨水ますの清掃管理は私どもしますけども、土砂が流れた流末の処

理は、北海道の中で検討いただくように、今回改めて考えているところでございます。

●委員長（南谷委員） ３番、堀委員。

●堀委員 今回、３丁目については、そうやって対処もしてくれたからいいんですよ。治

山ダム自体は、土砂がたまったものを、土砂を撤去して、また新たな土砂がたまるよう
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にするというような設計というものじゃないはずですよね。あれは、たまって初めて効

果を生むというものだというふうに私も理解しているんで、その上からまた土砂が来て

しまうというものは、また別な対応というものが必要にはなるという話なんで、それに

ついてはいいんですけれども、ただやはり、治山施設と、道道なら道道、町道なら町道、

幹線の道路との間に、例えばお供山周辺だけでも、結構な本数の流末の排水というもの

があるんですよ。よく言われるのは、例えば当然枯れ草とか、そういうものが詰まって

しまって、春先にあふれてしまうこともあるんだということは言われるんですよ。実際

に、環境政策のほうでも１年に一、二回点検していると言ってても、でも、実際に奔渡

３丁目の状態のようなときまで放っとかれてるのが現状なんですよね。もっとやっぱり、

点検管理というものをしっかりとした中で、問題のあるところは随時対処していただか

なければならないというふうに思うんですけれども、この点についてはどうなんでしょ

うか。

●委員長（南谷委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 今、質問者おっしゃられましたとおり、ダムの機能につき

ましては満砂になって初めて機能するということでございます。さらに土砂等の流出が

ある場合については、北海道のほうで検討した中で、さらに上流部にダムをつくる等の

対策を講じているところでございます。

それで、先ほど建設課長のほうからも答弁させていただきましたけれども、私どもお

供山周辺、梅香町、奔渡町含めまして、治山施設のほか、下流部の部分についての管理

につきましては、町のほうでの所管として管理をさせていただいておりまして、春先に

は、状況確認させていただきまして、土砂または落ち葉等の堆積物につきましては、流

れるような対策を講じまして、除去等の対策を講じておりますし、また秋口、冬季入る

前につきましても、巡回しまして、そういうような状況がありましたら、適時対応して

いるという状況にあります。

ただし、ご案内のとおり、お供山周辺となりますと、梅香、奔渡含めた中で、そうい

う流末施設もかなり多くあります。今回の場所につきましては、やはり私どもの中の昭

和48年当時くらいの建設の状況でございますけれども、全ての位置を把握してなかった

ということもございますし、今後の点検におきましても、そういう箇所を留意しながら、

施設の状況を把握して、適時対応を図っていきたいというふうに考えておりますし、場

所に応じましては、やはり北海道のほうにも依頼した中で適切な整備をお願いしていき

たいというふうに考えておりますので、ご理解願いたいと思います。

●委員長（南谷委員） この項、目でございませんか。

（な し）

●委員長（南谷委員） なければ進めてまいります。

２目道路新設改良費。
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３目除雪対策費。

３項河川費、１目河川総務費。

４項都市計画費、１目都市計画総務費。

３目下水道費。

５項公園費、１目公園管理費。

６項住宅費、１目建築総務費。

３番、堀委員。

●堀委員 ここで、空き家に関する調査が自治会のほうにあったんですけれども、自治会

内にある空き家を報告してくださいと、１年以上のたしか空き家とか、空き家というか、

物置関係とかも、使用実態がないようなものは教えてくださいという調査が来てました。

その結果というか、報告を受けて、今度はまた建設課のほうで１件、１件状況を確認し

てということの中では、まだそれらはまとまっていないのかもしれないんですけれども、

空き家を調査をするとしたときに、それはいいんですけども、そうすると今度、私以前

言わさせていただいたんですけれども、空き家対策の条例、それらもやはり検討の中に

入ってきてるのかということについて、どうなのかというものをお聞きしたいと思いま

す。

●委員長（南谷委員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 大変、自治会の方々にはご迷惑をおかけした中で、快くほぼ全

自治会にご協力をいただくことができました。その結果、自治会のほうからの単純な集

計でありますけれども、全32自治会で261件の建物があるという情報をいただきまして、

その後、私ども各建設課係が分かれて、11月末までに教えていただいたところを確認し

に行ってまいりました。その際には、改めて自治会に全て頼るんではなく、自分たちの

目で見て、ほかにもないかどうかを改めて確認した結果、また１件のうちで物置が一つ

あったり、二つあったりということで、自治会では１件とかという件数でありましたけ

れども、それを一つずつ数えた結果、自治会さんが寄せられた261件に対して、町のほう

で細かく確認したのが371件でございました。ただ、これは空家対策特別措置法で定義さ

れる空き家、いわゆる１年以上使っていない、管理されていないというふうに解釈する

そうですけれども、ここまではまだ所有者、または管理者に確認してございません。

それで、今後は、大体ほぼ写真撮影をさせていただいているもんですから、危険と思

われる空き家を中心に所有者等の確認、必要であれば注意喚起と、そういったことを、

これは速やかに行動できるふうに考えております。加えて、先般これまで担当課にお集

まりいただいて、建設課主導のほうで厚岸町の空家対策を考えたいということで、担当

課のご協力をいただいて２回ほど打ち合わせをこの間させていただいた結果、先般、正

式に単なる打ち合わせ会議ではなくて、庁内連絡会議ということで、訓令をもって発し

ようということで意見がまとまり、今の訓令の制定の準備をしているところでございま

す。

今後は、条例制定の必要性があるかどうか、あるいは空家対策計画の策定をどうする
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かと、そういうことを含めて検討に入る段階で、今のところは、まだいずれもどうする

か、方向性をまだ示している時期ではないということでございます。

●委員長（南谷委員） １目建築総務費、他にございませんか。

（な し）

●委員長（南谷委員） なければ、進めてまいります。

２目住宅管理費。

８款１項消防費。

２目災害対策費。

６番、室﨑委員。

●室﨑委員 ここでちょっと、避難路について、一、二お伺いいたします。

まず、この前、白浜の避難場所についての質疑もありましたが、白浜の変電所があり

ますよね。あの変電所の周辺に一固まり住民の住んでいるとこがありますね。あそこの

人は、いざというときに、どこに避難するように指定されてるのか。

●委員長（南谷委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 国道44号線沿いの変電所の近辺ということでよろしいですね。

指定という形ではありませんけれども、国道44号から変電所の隣に砂利道、道路が心

和園のほうに向かってあると思いますけれども、現在……(「舗装されてる」の声あり)

舗装されている、申しわけありません。心和園のほうにつながっております。現在、

心和園の裏山、裏側に新たに避難場所を設けましたので、そちらのほうにまずは避難し

ていただくか、または真龍墓地のほうに避難をしていただくか、いずれかになるかと思

います。

●委員長（南谷委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 いや、ぐらっときて、津波だというときに、なるべく近くの高台にすぐ上がっ

てくれと。これ財産的被害を云々していたら、自分の命が助からないということは、前

に講演会で、有名な片田教授がおっしゃっていましたね。人命の損傷をどう防ぐかとい

うことが最大の眼目だと。そうすると、すぐ近くの高台に上がるというふうに、なるべ

く近くに高台の、第一次避難場所とでもいうのかな、そういうものをつくっていくこと

が大事であろうと思うんですが、変電所の背中、裏に、すぐ国道沿い、高台がございま

すね。今、福祉施設のふらっとなんていう施設がありますあそこの後ろの山なんですが、

あそこはあれですか、標高の関係で、あそこでは低過ぎて使えないというようなことな

んでしょうか。変電所のあたりの方が、心和園の裏まで行くというと、相当な距離があ

りますよね。五、六百メーターは、もっとあるかもしれないですね。
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それから、今度国道沿いに歩いて、墓地のほうまでっていうと、津波が来たとき一番

危険な、ここを津波さんお通りくださいという、あの低地を横切って、向こうの高台ま

で行かなきゃなんない。それで、あのあたりに住んでる人からは、いや、避難訓練のと

きは墓地まで行けというんで、避難訓練だから、まあいいんだけども、いざというとき

はちょっとおっかないですよねという話も聞いているんですよね。ごく近くに使える場

所を幾つもつくって、すぐ高台に上がれるようにしていくっていうのが基本ではないか

と思うので、その変電所の裏山を使えない理由、それを教えていただきたい。

●委員長（南谷委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 今ちょっと津波浸水予測図で確認をさせていただきましたけれ

ども、まず、ちょうど今、福祉施設ですか、もとのカーボーイさんだと思いますけれど

も、そこについては、若干の浸水の区域に入っております。低い１メートル未満、また

は１メートル以上程度のものですけれども、最大波であれば、最大値であれば浸水区域

に入っておるところであります。北海道から出されている津波浸水予測図をもとに、我

々避難場所を定めておりますけれども、この第一波、とりあえず北海道から出されてい

るものについては、29分という予測がされております。とすれば、真龍墓地まで逃げれ

る時間はあるのではないかというふうに考えております。

裏山をなぜ避難場所にできないかということでありますが、まだ私ども、そこを避難

場所ということでする検討もしておりません。ここがどなたの土地なのかということの

確認もしておりませんので、まだそこに逃げてくださいという町としての指定はできな

いということで、ご理解をいただきたいと思います。

●委員長（南谷委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 まず最初に申し上げておきますが、元のカーボーイという言い方をしました

が、余り個人名出したくないんだけど、その今のふらっとという施設のあるところにと

いうことを私は申し上げておりません。そこで１メーターなら、あの裏の山は十分助か

るなというふうに思います。

それから、せっかくつくっていただいたものにこういう言い方をするのは失礼なんだ

けども、非常に有名な釜石の奇跡という状態をつくったという片田という先生が、非常

に強調しておった中の一つに、ハザードマップに頼るな、信じるなという言い方をして

いました。要するに、それは一応の基準で、それよりまだ大変なことがあるかもしれな

いということを考えなさいということだと思うんですよ。無視せいということではない

と。そうすると、29分というのも、一応の目安なんですよね。29分たたないと絶対に来

ませんよと。津波さん、あんた早過ぎるから待ってください。こういうことは言えない

んですよね。

それともう一つ、基本なんですけど、今言ったことの繰り返しになるんだけど、ごく

近くに差し当たって命だけは助かるものをつくっていく。そんな遠くまでいかなくても

自分の近くで高台があるんなら、それが低過ぎたらだめですよ。そこのところにまず逃
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げて、命だけは助かるというのが基本だと思うんです。そうすると、そのときに遠くの

ほうに立派なものつくってありますから、そっちまでゆっくり行ってくださいというこ

とにはならんと。そうすると、あの地域ではすぐそこに高台があるんですよ。それが、

その所有者が誰だかまだ調べてないから使えないんで、まあ、そんなとこ使わないで、

あっちへ行ってくださというのは、基本的に住民の命を守るためにつくるという避難路

の考え方と一致する考え方なのか、大変疑問です。この点は再考いただきたい。また、

検討をいただきたい、そのように思います。

それから、もう１点あるんですが、松葉４丁目、若竹４丁目、橋の近くのほうですね、

松葉、若竹に関するね。あのあたりの人たちの避難というのは、どこを通って、どこに

上がるということになっているんでしょうか。

●委員長（南谷委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） お答えをいたします。

まずは、白浜地区の避難に関してでありますけれども、町では、これまでも緊急避難

場所として指定はしておりますけれども、先ほど質問者言われたとおり、その時間とい

うのは、あくまでもこれは目安であって、どの時間で到達するかは、その時々でなけれ

ば分からないというふうに思います。これまでも、この津波ハザードマップをもって、

これを参考として、あくまでも参考として、自らがその時間で安全な場所にまずは逃げ

てくださいという呼びかけは、これまでも町としても行ってまいりました。ですから、

その裏山、整備している、整備してないにかかわらず、まずはそこが安全な場所で、一

番最も身の安全を守れる場所であれば、そこにまずは避難をしてくださいと、第一次的

に避難をしてくださいということは、今後とも町民の皆様にはお知らせをしていきたい

というふうに思います。

松葉３丁目の避難場所につきましては、松葉地区集会所の裏山、それと若竹４丁目の

皆さんについては、お供山展望台ということで、とりあえずの目安をしているところで

ございます。

●委員長（南谷委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 厚岸町の何というのかな、字名というんですか、その町名ですね。これは非

常に古くからの区割りがそのまま残っているわけです。今回の字名地番の変更のときに

も、担当者のほうはいろいろな観点からなるべく四角い、正方形に近い形にして、道路

で囲まれた街区と言うんですけれども、街区ごとに割っていこうと考えたんですが、歴

史的なものがあって、それはできなかった。それで、若竹町と松葉町を見ますと、両方

とも細長い、非常に長いようかんを２本並べたような形になってるわけでして、湾月町

に近いほうの若竹１丁目、松葉１丁目と、それから橋に近いほうの松葉４丁目、若竹４

丁目ってことになると、津波の避難などを考えると、全く別の地域になってしまうわけ

です。むしろ、若竹４丁目と松葉４丁目っていうのは、１ブロックのような格好になり

ますよね。そういうことで、ちょっといろいろと住民の方からも言われてますので、今
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お聞きしたんですが。それで、松葉集会所の裏というのは、これは分かりました。

それともう一つは、今言った展望台に上がってくところですね。これは、相当急峻な

ところを、ああいうのは何ていうのか、桟道とでも言うんですか。木の、さんずいをつ

けると浅いという字になるんですね。かけ橋のようなものを一部置いて上に上がってい

くわけです。それが、もう木製ですんで、相当に老朽化しているものも見られるという

ふうに、皆さんおっしゃいます。

これ実に不思議なんですけども、大地震というのは冬に来るんですよね。夏のかんか

ん照りに大地震になったことは、ほとんどないんですね。どうしてかというような話は、

いろんな地質学者とか、そういうのが今いろんな説を出してるようですが、そんな話は

いいんだけど。そうすると、雪や氷のある状況の中で、しかも相当に傷んできてるあの

道を、避難路にして上がるということは、これ命がけだという声もあるんですよ。それ

が１点です。

それから、避難路というのは、その先に避難場所といいますか、避難地というか、そ

れを持っているのが常識ですよね。それは、どこなんですか。この２点、お知らせいた

だきたい。

●委員長（南谷委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） お供山展望台に上がる、要は階段ですね。これはかなり老朽化

していることは、確認をさせていただいております。積雪があった場合については、そ

ういった階段であっても、とりあえず除雪ということはさせていただいております。こ

の階段上がった避難場所としては、お供山展望台と。お供山に上がったところが避難場

所として指定をしているところでございます。

●委員長（南谷委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 毎年行われる避難の訓練ですね。そのときに、その展望台まで皆さん行って

いるんですか。

●委員長（南谷委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 避難訓練時におきましては、その上まで上がらせるのではなく

て、下のところの階段の手前のところで皆さんに集まっていただいてるというのが現状

でございます。

●委員長（南谷委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 そういうふうに私も聞きました。そのことにやっぱり不安を感じる人が結構

いるんですよ。実際に上がれないとこで、訓練してるんじゃないのかと。上がったら危

ないから、ここで止めてるんじゃないのかと。そういうふうに受け取る方もいるんです
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よ。

それともう一つ、これは私前から言ってるんだけど、避難した、いろんな言い方があ

るからちょっと大まかに避難地とでもいいましょうか。そこんとこで、やっぱり一晩過

ごさなきゃなんないと思うんですよね。津波っていうのは、第一波だけじゃありません

から。そのときに真冬だったら、これ凍えちゃう可能性があるから、そこを防がなきゃ

なんないですね。最低限のテントでも何でも、いいんですけども、とにかく凍え死にだ

けはしないというようなものを置く必要があると思うんです。そういうものについて、

ここだけじゃないんですが、先ほどの白浜、変電所の上でもそうですけども、何らかの

手だてをしておかなきゃなんないと思います。そうでないと、逃げてください、逃げた

はいいが、津波は次から次へと来るから、降りれない。防寒対策も十分でない状態で、

どうしようということになっちゃ困る。その辺りを含めて、どのように考えてるのか、

お聞かせをいただきたい。

●委員長（南谷委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 現在、このお供山のほうには、備蓄倉庫を、これはもうお供山

の上のほうになりますけれども、備蓄倉庫を設置をし、そこには今現在トイレも設置を

しております。あわせて備蓄倉庫の中には、テント、それとストーブ、それと毛布、そ

れぞれ準備をさせていただいているところでございます。

●委員長（南谷委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 分かりました。そのあたりが、まだはっきりと分かっていない方がいるよう

で、非常に不安を訴えていらっしゃったので、それをお願いしたい。

それと、同じことの繰り返しになるんですが、その上がる階段ですね。それが相当に

老朽化してきているわけです。新しくできた住の江の階段だとか、あるいは味覚ターミ

ナル前の階段だとか、いいなあと。俺んとこはと。それで高さからいったら、俺らのほ

うがずっと危ないんじゃないかなというような言い方をしていました。気持ちはよく分

かりますよね。ぜひ、早急にご検討いただきたい。

●委員長（南谷委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） つい１カ月くらい前に、避難階段のある横の斜面でクラックが

一部生じたということで、その水処理の対策を森林室と、それから町の担当のほうで新

たにみず道をつける作業をいたしました。そのときに、私も現場を見させていただいて、

登り口の最初の階段は、鉄製のものでした。それから、そのステップを超えて上のほう

は、木造の階段がありました。下のほうの鉄製の階段、一部腐食をしておりまして、そ

れは直ちに直すように担当課のほうに、森林室と相談してくれという話をして、その部

分は終わったということでありますが、上のほうの階段、これも相当老朽化してきてい

ると。ましてあの傾斜ですから、いざというときに避難される方は大変な思いをされる
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んではないかということで、どういう方法があるのか、たしかあれは、当時あの階段を

つくったときには、機械等ができなくて、馬を使って、その資材を運んで整備をしたと

いうふうに私記憶をしています。そういうような工事というか、作業が伴う箇所ではあ

りますけれども、木造になるのか、パイプのものになるのか、検討をさせていただきた

いと、そういうふうに考えます。

●委員長（南谷委員） よろしいですか。

２目災害対策費、他にございませんか。

５番、竹田委員。

●竹田委員 避難所のほうのホームオページについて、備蓄関係とか、設置されてる部分

を、ホームページに載ってないので、ぜひホームページのほうの開始を願いたいという

ふうにお願いしたことありましたよね。その件について、どのようにしたのか、お聞き

したいと思います。

●委員長（南谷委員） 長くなりますか。

総務課長。

●総務課長（會田課長） 申しわけありません。ちょっと確認のために。

全て先般、委員から言われた内容に更新をしております。

●委員長（南谷委員） よろしいですか。

他にございませんか。

（な し）

●委員長（南谷委員） 進めてまいります。

３目消防施設費。

９款教育費、１項教育総務費、２目事務局費。

６番、室﨑委員。

●室﨑委員 すみません委員長、ちょっと膨らむかもしれませんが、勘弁してください。

今、学力テストだとか、いろんなものがあって、子供たちの生活全般にまで目配りが

されなければならないということがいろんなとこで指摘されてますね。厚岸町の場合に

は、特に国語、算数、理科、社会の点数という以前の問題として、今、スマホだとか、

コンピューターだとか、ＳＮＳだとか、ゲームだとかというようなものが、子供たちの

生活の中に物すごく入り込んで、時間を奪ってる。生活の規律というものが、そういう

ものによって崩されているというのは、何も厚岸一人の問題じゃなくて、全国的な問題

です。これに対して、どのように自分の生活を立て直していかなきゃなんないかという

ことは、非常に目の前に迫っている大変な問題だということは、いろんなとこで言われ
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てるけども、なかなか手が打てないでいるというのが現状だと思います。その中で厚岸

町は、自分で自分の生活の規律をきちんとつくっていこうというような試みを、教育委

員会中心になって行っているというふうに聞きました。このあたりの内容を説明してい

ただきたい。

●委員長（南谷委員） 指導室長。

●教育委員会指導室長（滝川室長） それで、これまでの教育委員会を中心としていろい

ろな団体と一緒になりながらやってきた経緯についてご説明したいと思います。

ここ数年、教育委員会で対応している教育相談だとか、それから学校からの生徒指導

上の報告で、携帯やスマートフォンに係るいわゆる情報端末機にかかわるトラブル事案

が非常にふえております。それから、学力学習状況調査で、本町児童生徒の傾向として、

情報端末機に接触する時間帯が長いこと、その使用している時間帯が遅くまで使ってい

る子の割合が非常に多いという結果が明らかになりました。幸い、重大事案に発生して

いるという部分についてはないんですけれども、教育長から町内の教育課題として位置

づけて、課題解決に向けた強い指示があったこと。それから、各学校から町内的な対応

の必要性というのが要望として出されたことから、まず実態調査をしましょうというこ

とで、児童生徒を対象とした11校の町内アンケートを実施しました。

その結果、児童生徒の携帯・スマホ等の所持率、それから使用率の高さ、使用時間や

深夜までの使用実態などが明らかとなりました。また、小学生で４割以上、中学生で６

割以上が情報端末の使用について、家でのルールを決めていないという実態も浮き彫り

になりました。

この調査結果について関係機関に提示したところ、この問題は使用する子供の問題と

同時に、与える保護者の問題という認識に立って、いち早く町の生徒指導連絡協議会が

保護者、それから町民を対象とした講演会を行って、その中で、町のＰＴＡなど関係８

団体による宣言文を採択しました。これは、管理責任は保護者であるということを明示

して、家庭でのルールづくりを促す内容となっています。現在、この宣言を受けて、そ

れぞれの学校のＰＴＡが今度は家庭でのルールづくりに向けての方針を策定していると

ころです。

一方、町内全ての学校の児童生徒が、この問題は自分の問題なのだという認識に立っ

て、全ての学校で子供たちが話し合って、学級や学校でのルールづくりというのを行っ

ています。11月に各児童会の会長、生徒会長が集まって、各学校の取り組みを交流して

います。また、町内的なルールづくりについても話し合って、個人情報は載せない、家

でのルールを守るなど、七つの約束事を確認して、児童生徒会の宣言というふうにする

予定です。

この情報端末にかかわる問題は、質問者おっしゃいましたように、全国的な教育課題、

社会問題というふうになっております。本町は使用する子供の問題、それから与える保

護者の問題という、この両輪の中で解決していくという立場で今取り組みを進めている

ということであります。
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●委員長（南谷委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 分かりました。大変に問題を的確に捉えた方向だというふうに評価いたしま

す。上から押しつけてもだめなんですよね。簡単に言ってしまうとね。こうしなさいで

もってそうなるんだったら、もう、とうになってるわけでしてね、そのあたりで、自分

たちで自分たちの規律をつくっていくと、これは親子ともにですがね、いう方向で進め

られているのは非常にいいと思いました、今お話を聞いててね。

それで、どうなんでしょう。まだそういうことを聞くには早過ぎるのかもしれないん

ですが、そういうことを始めてみて、やっぱり効果は出てきていますか。

●委員長（南谷委員） 指導室長。

●教育委員会指導室長（滝川室長） 申しわけありません。まだ効果というところは、き

ちんと答えれませんが、落ちどころはどこかというと、まず一つは、このアンケート調

査の中に、先ほども申しましたように、家でのルールを決めていますかというのが一つ

の指標になります。これが先ほど言いましたように、余りにも割合的に少ないといこと

ですので、このアンケート調査を毎年行っていく中で、今家でのルールをつくる環境が

整いましたので、次年度そのルールづくりができましたかという数値である程度定着し

てきている、定着まだしていないよねという、その指標にしていきたいなというふうに

考えております。

●委員長（南谷委員） よろしいですか。

２目事務局費、他にございませんか。

（な し）

●委員長（南谷委員） 進めてまいります。

６目スクールバス管理費。

２項小学校費、１目学校運営費。

２目学校管理費。

３目教育振興費。

３項中学校費、１目学校運営費。

２目学校管理費。

３目教育振興費。

５項社会教育費、１目社会教育総務費。ございませんか。

２目障害学習推進費。

３目公民館運営費。

４目文化財保護費。

５目博物館運営費。

６目情報館運営費。
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６項保健体育費、２目社会体育費。

３目温水プール運営費。

11款１項公債費、１目元金。

５番、竹田委員。

●竹田委員 この中の、長期債元金の部分について、国債整理基金の無駄遣いの削減とい

うことが新聞に今出てたんですけども、政府は災害などで国債の発行ができなかった際

に即座に対応するため、2012年度時点で約10兆円の積み立てを整理基金として保有して

いたが、このお金はもともと借金で賄われていたんで、それに対して利子がかかってた。

その利子が年間約1,000億円を超える税金が投入されていたということで、これは愚の骨

頂といういうことで、７兆円を繰り崩して、その借金のための借金をつくるということ

をやめようということで、年利利子を支払い続けるのは税金の無駄遣いというしかない

ということで、これを検討して利払い費約700億円を超える不用につながっていたことを

明らかにされたわけなんですけども、これをもとに、厚岸町も、もともとお金を借りて

ない財源があって、それを貯金するという形をとっているんであれば、そこに利子は発

生しないんですが、利子が発生する貯金という部分については、厚岸町はないのかどう

なのかを聞きたいと。

●委員長（南谷委員） 答弁調整のため、休憩いたします。

午後１時47分休憩

午後１時48分再開

●委員長（南谷委員） 委員会を再開いたします。

税財政課長。

●税財政課長（星川課長） 申しわけございません。今のご質問ですけども、委員おっしゃ

るように、借金をして預金をしたですとか、そういったものは、今の会計の中で、今厚

岸町の持っている預金の中では一切そういったものはございません。

●委員長（南谷委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 それでですね、ほかに借金がありますよね。その貯金があるんであれば、そ

れをおろして、今ある借金を返せば、その利子っていうのは当然少なくなっていく。と

いうことは、貯金をしないで、ある借金を返していったほうが財政的にはマイナスになっ

ていくと。負担がマイナスになるいう考えにならないですか。

●委員長（南谷委員） 税財政課長。
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●税財政課長（星川課長） 今のご質問ですけども、基本的に借金の部分を補塡するため

に、その中には基金として減債積立基金というものがございまして、これらを活用させ

ていただきながら、この公債費に充てるというような基本的なルールになってございま

すけども、あとは委員おっしゃるとおり、ただ単に借金となっているものの長期債の部

分があります。そういったものは、ある程度その基金全体の中で、厚岸町の財政全体の

中で勘案しながら、そういったただ単なる借金というものを繰り上げ償還するなりです

とか、そういった手法が年度内でとれれば、そういったものをやりながら健全化に向け

て進んでいくという手法を今とってございますので、その状況になりましたら、またそ

の都度、この議会のほうにお示しして、了解得た中で対応していきたいというふうに思っ

ております。

●委員長（南谷委員） よろしいですか。

他にございませんか、１目で。

（な し）

●委員長（南谷委員） 進めてまいります。

２目利子。

12款１項１目給与費。

（な し）

●委員長（南谷委員） 以上で、歳出を終わります。

１ページにお戻りください。

第２条の地方債の補正です。

地方債については、５ページの第２表と６ページの地方債に関する調書となっており

ます。質疑ございませんか。

（な し）

●委員長（南谷委員） 総体的に、質疑ございませんか。

（な し）

●委員長（南谷委員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

本案は、討論を省略し、原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）
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●委員長（南谷委員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。

●委員長（南谷委員） 議案第71号から議案第78号は、特別会計、企業会計でございます。

審議の進め方は、款、項で進めてまいりますので、ご了承願います。

議案第71号 平成27年度厚岸町国民健康保険特別会計補正予算を議題といたします。

１ページ、２ページは、第１条の歳入歳出予算の補正でございます。

３ページは、事項別明細書です。

４ページの歳入から進めてまいります。

４款国庫支出金、２項国庫補助金。ございませんか。

（な し）

●委員長（南谷委員） 以上で、歳入を終わります。

次に、６ページ、歳出に入ります。

１款総務費、１項総務管理費。

２項徴税費。

３項運営協議会費。

５項特別対策事業費。

４款１項前期高齢者納付金等。

８款保健事業費、１項特定健康診査等事業費。

２項保健事業費。ございませんか。

（な し）

●委員長（南谷委員） 以上で、歳出を終わります。

総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（南谷委員） なければ、以上で、質疑を終わります。

お諮りいたします。

本案は、討論を省略し、原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●委員長（南谷委員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。

●委員長（南谷委員） 次に、議案第72号 平成27年度厚岸町簡易水道事業特別会計補正
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予算を議題といたします。

１、２ページは、第１条の歳入歳出予算の補正です。

４ページは、事項別明細書でございます。

５ページ、歳入から進めてまいります。

４款道支出金、１項道補助金。ございませんか。

５款繰入金、１項一般会計繰入金。

７款諸収入、１項雑入。

８款１項町債。

以上で、歳入を終わります。

次に、７ページ歳出に入ります。

２款水道費、１項水道事業費。

４款１項公債費。

５款１項予備費。

以上で、歳出を終わります。

１ページにお戻りください。

第２条の地方債の補正です。

地方債については、３ページの第２表と地方債に関する調書となっております。質疑、

何かございませんか。

（な し）

●委員長（南谷委員） 総体的に、質疑ございませんか。

（な し）

●委員長（南谷委員） なければ、以上で、質疑を終わります。

お諮りいたします。

本案は、討論を省略し、原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●委員長（南谷委員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。

●委員長（南谷委員） 議案第73号 平成27年度厚岸町下水道事業特別会計補正予算を議

題といたします。

１、２ページは、第１条の歳入歳出の予算の補正でございます。

４ページは、事項別明細書です。

５ページ、歳入から進めてまいります。

１款分担金及び負担金、２項負担金。



- 75 -

２款使用料及び手数料、１項使用料。ございませんか。

３款国庫支出金、１項国庫補助金。

５款繰入金、１項一般会計繰入金。

６款諸収入、２項雑入。

７款１項町債。

以上で、歳入を終わります。

次に、７ページ、歳出に入ります。

１款下水道費、１項下水道管理費。

２項下水道事業費。

３款、１項公債費。ございませんか。

以上で、歳出を終わります。

１ページにお戻りください。

第２条の地方債の補正です。

地方債については、３ページの第２表と地方債に関する調書となっております。質疑、

ございませんか。

（な し）

●委員長（南谷委員） 総体的に、質疑ございませんか。

（な し）

●委員長（南谷委員） なければ、以上で、質疑を終わります。

お諮りいたします。

本案は、討論を省略し、原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●委員長（南谷委員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

●委員長（南谷委員） 議案第74号 平成27年度厚岸町介護保険特別会計補正予算を議題

といたします。

１、２ページは、第１条の歳入歳出予算の補正です。

３ページは、事項別明細書です。

４ページ、歳入から進めてまいります。

２款サービス収入、２項予防給付費収入。ございませんか。

４款国庫支出金、２項国庫補助金。ございませんか。

５款、１項支払基金交付金。

６款道支出金、２項道補助金。
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８款繰入金、１項一般会計繰入金。

以上で、歳入を終わります。

次に、６ページ、歳出に入ります。

１款総務費、３項介護認定審査会費。

２款保険給付費、１項介護サービス等諸費。

４番、石澤委員。

●石澤委員 ここで、説明を聞いたときに認知症施設の減ってなってましたけども、これ

は民間の施設が減ったというふうに理解していいんですか。

●委員長（南谷委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 門静の望洋台でやっているグループホームで実施している

通所の事業の人数が今回減っていることによりまして、減になっているという内容でご

ざいます。

●委員長（南谷委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 これは、施設費が減らされたということも関係してくるんでしょうか。そう

でなくて、そこに行く人が減ったということなんですか。

それで、居宅介護の部分がふえてる、収入でふえているんですけど、そういうことで

無理がかかっているような家族が出てきてるっていうことにはなってない。単純に人数

が減って、利用者がいなくなったからってということ。その人たちがどっかへ行った、

ほかのとこに移ったということもあるんですか。

●委員長（南谷委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 通所される人数が減っているというふうに聞いております。

そこになかなか、認知症の方の通所ということなものですから、その方によって、やっ

ぱり行っても、次からはもう行きたくないとかというような事情がいろいろ出てまいっ

ております。そういう部分で、通所される方が減っているという状況で、今回減ってい

ると状況になっております。

●委員長（南谷委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 そうすると、この減った、ゼロになったわけじゃないんですよね。ここに通っ

てた人は、そうしたら町で受け入れているんですか。町のデイかな、そういうとこで受

け入れているんでしょうか。

●委員長（南谷委員） 保健福祉課長。
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●保健福祉課長（阿部課長） 申しわけありません。当初５人を見ていたと、通われる方

がですね。それが、現在３人になっているということで減っているという状況です。で

すので、実際に通われたり、通われてまたやめられた方もいらっしゃいますし、一応５

人を見ていた部分が、５人行ってなくて、３人だっていう実績が今出てきてるもんです

から、それに合わせて補正をさせていただいているという状況でございます。

すみません。それで、その方が町にってということでございますけれども、それぞれ

施設は、今回のその部分は認知症の方が通うサービスの利用の施設です。ですんで、そ

の方の今回の減ということで、その方がそうすると町のほうにということに単純になる

かというと、そういうことにはならないということになります。

●委員長（南谷委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 この施設自体の、行っている人の数が減っただけで、施設自体は運営してい

るんですね。したらいいです。

●委員長（南谷委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 施設は、今後も実施するというふうに聞いております。

●委員長（南谷委員） よろしいですか。

他にございませんか。

（な し）

●委員長（南谷委員） 進めてまいります。

４款地域支援事業費、１項介護予防事業費。

８款サービス事業費、１項居宅サービス事業費。

以上で、歳出を終わります。

（な し）

●委員長（南谷委員） 総体的に、質疑ございませんか。

（な し）

●委員長（南谷委員） なければ、以上で、質疑を終わります。

お諮りいたします。

本案は、討論を省略し、原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか。
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（「異議なし」の声あり）

●委員長（南谷委員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。

●委員長（南谷委員） 議案第75号 平成27年度厚岸町後期高齢者医療特別会計補正予算

を議題といたします。

１、２ページは、第１条の歳入歳出予算の補正であります。

３ページは、事項別明細書です。

４ページ、歳入から進めてまいります。

３款繰入金、１項一般会計繰入金。ございませんか。

以上で、歳入を終わります。

次に、６ページ、歳出に入ります。

２款、１項後期高齢者医療広域連合納付金。ございませんか。

（な し）

●委員長（南谷委員） 以上で、歳入を終わります。

総体的に、質疑ございませんか。

（な し）

●委員長（南谷委員） なければ、以上で、質疑を終わります。

お諮りいたします。

本案は、討論を省略し、原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●委員長（南谷委員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

●委員長（南谷委員） 議案第76号 平成27年度厚岸町介護老人保健施設事業特別会計補

正予算を議題といたします。

１、２ページは、第１条の歳入歳出予算の補正です。

３ページは、事項別明細書です。

４ページ、歳入から進めてまいります。

８款、１項繰越金。ございませんか。

以上で、歳入を終わります。

次に、６ページ、歳出に入ります。

１款サービス事業費、１項施設サービス事業費。
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以上で、歳出を終わります。

総体的に、質疑ございませんか。

（な し）

●委員長（南谷委員） なければ、以上で、質疑を終わります。

お諮りいたします。

本案は、討論を省略し、原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●委員長（南谷委員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

●委員長（南谷委員） 議案第77号 平成27年度厚岸町水道事業会計補正予算を議題とい

たします。

最初に、１ページ、第２条、業務の予定量の補正です。

次に、第３条、収益的収入及び支出の補正です。

６ページをお開き願います。

収益的収入から進めてまいります。

１款水道事業収益、１項営業収益。ございませんか。

２項営業外収益。

以上で、収益的収入を終わります。

次に、下段の収益的支出に入ります。

１款水道事業費用、１項営業費用。

６番、室﨑委員。

●室﨑委員 何日か前に、割と大きな漏水というか、水道管破裂までいったのかどうか知

らないんだけどあって、一部地域の断水があったというような話を聞いているんですが、

どの程度の規模で、どういうことだったのか、ちょっとご説明いただきたいんですが。

●委員長（南谷委員） 水道課長。

●水道課長（遠田課長） 月曜日の夕方の６時少し前に、尾幌地区に配水してます250ミリ、

かなり太い管になります。250ミリの鋳鉄管の継ぎ目部分が漏水しまして、その時点では

まだ尾幌地区、農家さんの搾乳の時間帯でありましたので、まだその時点での配水池の

水位も確保されてましたので、直ちには給水を停止することなく、当面配水池の水量で

給水を続けましたが、どうしても午後８時半ぐらいまでしか持ちそうにないということ

で、事前に関係機関やら農家さんに、またＩＰ端末なんかも使いまして、急ではありま

したけども、周知して、８時半に給水を停止して、修理に入りました。
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原因なんですけども、250ミリの鋳鉄管の継ぎ目を外れないように固定している金具が

腐食して、管が外れかかっていた、抜けかかっていたというのが原因でございます。直

接の原因は、抜け防止といいますか、離脱防止金具と言うんですけども、その金具の腐

食が原因でありました。

以前にも、この地区、漏水がありまして、修理次第もなかなか口径が大きいというこ

とがあって、すぐ手に入らないということで、事前に在庫を備蓄しておりましたので、

修理そのものにはさほど時間がかからなくて、10時半ぐらいには接合を完了して、通水

を始めたんですが、何せ距離が長い区間の漏水で、一旦断水したもんですから、その後

排泥と言いまして、汚れた水を出す作業だとか、空気が相当管の中に入りましたので、

それを抜く作業に相当時間がかかりまして、夜中の12時でもまだ通水できない状態で、

最終的には午前１時過ぎにやっと通水できたと。農家さんには、朝の搾乳には影響はな

かったんですが、若干夕方の搾乳の時間帯に作業が時間的に遅くなるようなところにつ

いては、若干のご迷惑をかけてしまったという結果でありました。

距離が長くて、なかなか管理し切れないところでもありますが、特に今回は、オッポ

ロ川の水管橋という橋を越えるところの直後であって、当然、抜けの力が非常にかかる

箇所ということで、そういう金具がついてましたけども、日常的にはなかなか埋設され

ているもので監視が難しいという現状があります。漏水とか水路自体については、常時24

時間流量計で監視して記録してますので、兆候があれば対応は可能なんですけども、突

然、突発的にいきますと、なかなかキャッチし切れないという現状にあります。

●委員長（南谷委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 分かりました。委員長ちょっとすいません。漏水に関することでちょっと、

少し膨らみますけど勘弁してください。

前にもちょっと、ほかの方が質問していたときの、聞いてて、有収率というものを見

ると、そこで、要するにお金にならなかった部分というのは、ほとんど全部といってい

いだけ漏水なんだというような話を聞いてましたが、そういう理解でよろしいですか。

●委員長（南谷委員） 水道課長。

●水道課長（遠田課長） 専門的にいいますと、無収水道という言い方をしますが、その

中には、消火栓用水なんかも含まれますが、比率からしますとごくごくわずかですので、

大半が漏水によるそのものだというふうに考えてよろしいかと思います。

●委員長（南谷委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 ここ数年の有収率っていうのは、ほとんど変わらない。上がりもしなければ、

下がりもしないというふうに、何か私資料見せていただいた記憶があるんですけども、

大体そんなふうに理解すればよろしいんですか。
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●委員長（南谷委員） 水道課長。

●水道課長（遠田課長） ここ四、五年は、一進一退といいますか、なかなか思ったよう

に伸びない。70％台前半というところにあるというのが現実でございます。

●委員長（南谷委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 ということは、総体が減ってきてる中で、有収率が変わらないということは、

それだけ漏水対策が功を奏しているというふうに考えてよろしいんですね。

●委員長（南谷委員） 水道課長。

●水道課長（遠田課長） 全体の水量に対する、お金になった水量というのが有収率にな

りますので、ご存じのとおり、なかなか給水量が伸びない。給水量が毎年のように下がっ

ていく段階で、下がっていく状況で有収率が何とか維持できてるか、ちょっと下がるか

という状況を考えると、有収水量、売れてる水の量の下がり程度には、漏水は抑制して

いると。ただ、計算上はどうしても比率でいきますので、なかなか有収率としては向上

が難しいと。以前にも言ったんですが、これが逆に有収水量、売れている水の量が伸び

ているときには、漏水量を維持するだけで有収率そのものは向上していくんですが、残

念ながら今は、その逆の状態になってますので、漏水を抑制してもなかなか有収率とし

ての数字が伸びないという現状にあります。

●委員長（南谷委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 課長の言い方は非常に高度でね、難しいんだけど、簡単に言うとね、実数で

分数をつくったときに、10分の５と２分の１は分数では同じだけども、実数で言うと５

が１になったわけですよね。だから、要するに漏水に対する対策が進んでいるから、し

ぼんできても、要するに分母のほうがしぼんできても、割合が変わらないということで

しょう。だから、その分だけは地道な漏水対策が前に進んでいるのかなというふう、私

は思ったんです。そういうことです。けしからんと言っているわけじゃないんだから、

余り構えないで。

それで、今、本管から自宅に引いていく枝管がありますね。メーターまでの間のとこ

ろでの漏水というのは結構あっちこっちでもって聞くんですよ。これ個人負担でやんな

きゃなんないから大変なんだけど、メーターにかからなくてよかったというような形で

聞きます。これはそのとおりだと思う。

そのときに、ちらちら聞く話は、今回、配水池が新しくなりましたね。今までは地中

にあったのがどおんと大きなタンクが見えるようになりました。あれに替えたことで、

一部地域では少し水圧が上がったんじゃないかと。そのために、我が家のところの枝管

は、相当がたが来てたのが、一遍に穴あいちゃったということなのかなというような話

が、だからけしからんとか何とかじゃないですよ。もう相当に腐食してたんだなという
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ような形で、ちらちら話を聞くんですが、やっぱりそういうことはあるんですか。

●委員長（南谷委員） 水道課長。

●水道課長（遠田課長） まず漏水の関係ですけども、確かに今年についても、今回の補

正でも、漏水に対応するために修繕費、大分増額計上させていただきましたが、ここ最

近の傾向として、やはり本管の漏水というよりも、本管から分岐している給水管の漏水

が調査しても圧倒的に多くなってきています。本管は、一定程度管理もできますけども、

給水管については個人の使用者の所有でありますので、なかなかこちらで対応すること

が難しいということで、ただ、個人が引っ込み管のメーターまでの間の漏水を特定する

というのは確かに困難でありますし、メーターに表れませんから、費用としては、水道

料金としては個人の負担がふえるわけでありませんが、そのことによって水道事業全体

にお金にならない水が発生してしまうわけですから、水道としては、個別漏水調査と言

いまして、そういうところの調査のみは、使っている方全体の利益になるはずだからと

いうことで対応させていただいております。ただ、直接の管の修理自体は個人の財産で

すので、見つけるけども修理そのものは、その所有者にお願しているというのが現状で

す。

そういう状況にあるのと、あと配水池の関係で、水圧が上がったんではないかという

ご質問ですけれども、高台地区になります山の手地区、それから宮園丘陵地区なんかは、

水圧自体は変わってません。ただ、それ以外の市街地については、今までの配水池より

も水位が少し高くなった関係で、若干の水圧の改善はされております。ただ、水道法で

いう基準の圧力から見ると、十分それを上回るものではなくて、基準内の圧力ですので、

水圧が改善されたから直接給水管に何か起きたということではないというふうに考えて

ます。

また、給水管の修繕の報告書、写真を添付されて提出されて、それに基づいて必要な

減免措置もするんですが、その写真を見ますと、やはりかなり腐食してて、いずれ漏水

が起きるだろうと思われる状態で漏水してまして、きちんと施工されてるところが水圧

が改善したことによって、漏水が生じたというところは、今のところ確認されておりま

せん。

●委員長（南谷委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 それでですね、その漏水を配水管であろうと、給水管であろうと、とにかく

早く見つけて、漏水を少しでも減らしていくことが、結局水道会計全体の健全化には非

常に大事なんだということですね。そういうことも含めて、また漏水調査というものに

は全力を挙げて行っていると。現在は、本管よりは、あなたのうちまでくる枝管が危な

いんですというようなことを含めて、危ないんですと言ってはよくなのかな、そういう

ところで漏水が起こりがちですというようなことを含めて、やはり町民にきちっと周知

をしていくことが大事だろうと思うんです。そういう協力を頼むと。

それから、いわゆる給水管と言うんですか、枝管ですね、そこでの漏水も何かそうい
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う兆候が見られるんだけど、しばらく放っておいたらだんだんだんだん大きくなって、

表面に水が流れ出したというような話ですよね。一遍に吹き上げるということは余りな

いんですよ。だから、早目早目に連絡くれないかというようなことを含めて、それから、

調査を行ってて、あんたのうちのところも調査員が行っかもしませんということを含め

て、そういうことをきちんと周知、ＰＲ、広報、そういうことをしていく必要があると

思います。それが最終的に、みんなの負担する水道料にかかわってくるんですよという

ことですよね。それよろしくお願いしたいんですが。

●委員長（南谷委員） 水道課長。

●水道課長（遠田課長） まさにおっしゃるとおりだと思います。特に、ここ二、三年は

その給水管、引込管の漏水が多いもんですから、やはり広報通じていろいろＰＲしてい

かなきゃなんないと。ただ、引込管、給水管については、個人の所有で、しかもメータ

ーにあらわれないとなかなか、メーターにあられるか、または水圧が下がって使用に支

障が出ない限りなかなかやっていただけないという現実もありますので、そこはうまく

対応していかなければならないなとは思っていますが、いずれにしても、約5,000件を超

える事業化でありますから、ここの漏水を下げないことには、なかなか有収率は改善し

ないというふうに思ってますので、全力で取り組んでいきたいと思います。

●委員長（南谷委員） 他にございませんか。

（な し）

●委員長（南谷委員） なければ、進めてまいります。

２項営業外費用。ございませんか。

以上で、収益的支出を終わります。

次に、１ページの第４条、資本的収入及び支出の補正です。

８ページをお開きください。

資本的収入から進めてまいります。

１款資本的収入、１項企業債。ございませんか。

６項補償金。

以上で、資本的収入を終わります。

次に、資本的支出に入ります。

１款資本的支出、１項建設改良費。ございませんか。

以上で、資本的支出を終わります。

２ページにお戻り願います。

２ページ、第５条、企業債の補正です。

５ページは、予定キャッシュフロー計算書でございます。

９ページから12ページまでは、予定貸借対照表と注記です。質疑、ございませんか。
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（な し）

●委員長（南谷委員） 総体的に、質疑ございませんか。

（な し）

●委員長（南谷委員） なければ、以上で、質疑を終わります。

お諮りいたします。

本案は、討論を省略し、原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●委員長（南谷委員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。

●委員長（南谷委員） 議案第78号 平成27年度厚岸町病院事業会計補正予算を議題とい

たします。

最初に、１ページは、第２条、業務の予定量の記載でございます。

次に、第３条、収益的収入及び支出でございます。

６ページをお開きください。

６ページ、収益的収入から進めてまいります。

１款病院事業収益、２項医業外収益。

以上で、収益的収入を終わります。

次に、収益的支出に入ります。

１款病院事業費用、１項医業費用。ございませんか。

２項医業外費用。

以上で、収益的支出を終わります。

２ページにお戻りください。

第４条、資本的収入及び支出でございます。

７ページをお開きください。

７ページ、資本的収入から進めてまいります。

１款資本的収入、１項補助金。ございませんか。

以上で、資本的収入を終わります。

次に、資本的支出に入ります。

１款資本的支出、１項建設改良費。ございませんか。

以上で、資本的支出を終わります。

３ページにお戻りください。

第５条、他会計からの補助金でございます。質疑、ございませんか。

３番、堀委員。
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●堀委員 ちょっとお聞きしたいんですけれども、ここで企業債、償還利息補助で1,699万

6,000円とあるんですけれども、これ毎年こんなに補正で上がってくるものでしたでしょ

うか。償還利息っていうのは、当然分かっているものですから、そんな補正でこんなに

上がるものなのかなということをちょっと思ったものですから、お願いいたします。

●委員長（南谷委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 時間をとらせて申しわけございません。

基本的に、当初予算での要求額は要求額として、当初予算に充当いただいてるのは、

繰り出し基準内を当初予算でいただいてますので、今回はその基準外の部分を補正予算

として計上させていただいていると。これは、企業債利息だけではなくて、他の項目に

おいても、基準と基準外、分けておりますので、今回は基準外のほうの部分を、補正も

らってるのと、それから基準内であってもある程度額が固まったものについては、増減

の補正をもらっているという内容でございます。

●委員長（南谷委員） ３番、堀委員。

●堀委員 そうするとね、何か資料で出してくれないと分からないんですよね。法定の繰

り出し基準のものが幾らなのか、繰り出し基準以外のものが幾らなのかというものが、

分からないと、全然どこまでが、私はこれ全部法定の繰り出し基準に基づくものだとい

うふうに思ってましたから、この中に繰り出し基準外のものがあるなんていうふうには

思ってませんでしたから、やはりそこら辺は、何か分かるような資料というものを出し

ていただかなければ、困ると思うんですけれども。

ちなみに、そうすると、今回の企業債の償還で利息においては1,699万6,000円は繰り

出し基準外だと、全て基準外というふうに理解してよろしんでしょうか。

●委員長（南谷委員） 休憩します。

午後２時34分休憩

午後２時34分再開

●委員長（南谷委員） 委員会を再開いたします。

病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 法令、ルールの中では、利息分については、基準内の分に

ついては償還の利息額の３分の２、それから法定外が３分の１として、これまでずっと

位置づけられておりますので、その３分の１、1,699万6,000円、それが今回補正計上さ

れているという内容です。
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●委員長（南谷委員） ３番、堀委員。

●堀委員 そこでね、基準内、基準外というのは、それはまた別に資料出してもらえばい

いんですけれども、ただ、少なくとも企業債の利息というものは、ほかと比べて変動要

因がないですよね。既に年度当初から分かっているものですよね。総体の金額が分かっ

てて、３分の２は当初予算で上げてるんですから、３分の１というものが、わざわざこ

の補正で上げなければならないならない、そこら辺の予算編成の組み方自体が、私は

ちょっとおかしいんじゃないのって言いたくなるんですよね。少なくとも、年度当初か

ら支出がもう分かっているもの、それをあくまでも少なく見せるような操作のために、

あえて法定の繰出基準、法定内と法定外というふうに分けるような計上の仕方というの

は、これはやはり一考してもらわなければならないというふうに思うんですけれども、

いかがなんでしょうか。

●委員長（南谷委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 病院事業会計の予算につきましては、支出を総額これまで

ずっと当初予算で見積もってまいりました。それに対する不足額は幾らということで、

当初予算時点から財政当局のほうへはお願いはしますけれども、これまで基準内繰出を

もって当初予算には計上するという約束できておりますので、昨年も12月では基準外は

政策ルール分として、基準外としている1,845万6,000円をこの時期で計上させてもらっ

てますが、そういう一般会計との繰入金の約束事の中で、今回も補正計上を今回してい

るという状況にございます。

●委員長（南谷委員） ３番、堀委員。

●堀委員 ですから、なおさらそれであれば、当初のときにそのような説明がなければお

かしいですよね。12月には、繰出外のものがあるんですというものをしっかりと当初の

ときに示していただかなければいけないんじゃないですか。ここはやはり、少し病院の

予算の計上の仕方というものをもっと考えていただかなければならない。もっと私たち

議員がしっかりと予算のチェックや何かができるようなものにしていただかなければな

らないというふうに思うんですけれども。これは、当然病院だけじゃなくて、町の財政

当局のほうとの折衝というものもありますから、やはりそういった中では、話し合って

いただいた中で再考をしていただきたいというふうに思うんですけれども、いかがでしょ

うか。

●委員長（南谷委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） その辺の説明につきましては、病院事業の当初予算の中で

は幾ら幾ら赤字予算ですと。これについては、12月の補正以降で対応させていただくと

いう話は説明をさせていただいております。それは、病院の収入の状況によって、補助
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金の額も当然繰り入れの額も変わりますので、12月あるいは３月で対応させていただく

という話は、財政当局のほうの説明の中でもしているはずですし、私、病院側としても、

この赤字の補塡については12月の今後の補正予算で対応させていただくということで説

明しておりますので、それは一般会計の繰入金で補塡されるのか、あるいは収支の状況

にもよるということになりますので、そういった事情をご理解いただきたいと。

費用のほうにつきましては、議会の長い議論の中でも、最初から全額を計上するよう

にという、そういった指摘もございまして、以前は原価償却費を半分しか計上していな

かったとか、そういう事情もありましたけれども、逆にそれはおかしいと。総体予算を

計上すべきというご指摘がありましたので、あえて赤字予算を組んで、その分について

は12月、３月で収支の状況も見きわめながら、一般会計との相談の中で繰入金で対応す

るというお話を、これまでもさせてきてもらっております。

●委員長（南谷委員） ３番、堀委員。

●堀委員 その12月で補正をするというのは、当初言っているんだけれども、金額が幾ら

というのは言っていないんですよ。こういうふうに、償還利息とかというものは金額の

分かっているものなんですから、これらがもっと分かるような資料というもので出して

いただかなければならないというふうに、私は思うんですよ。

結果的に、そうは言いながら、今だって全部を計上しなくて赤字予算なんですから、

それでなお一層の赤字が、今回減るんですね。なんですけれども、でも少なくともしっ

かりと私たちが分かるようなもので出していただかなければいけないというふうに思う

んですよ。ですから、ほかの変動要因のあるものは分かるんですよ。大体これらについ

て動くとかというようなものというのがあるから分かるんですけれども、少なくとも企

業債の利息に関してだけは、当初予算の中でしっかりと説明ができるはずですので、そ

こをやはりきちんと出していただきたいと。何でもかんでも全てを当初から細かく教え

ろとは言いません。少なくとも分かっているものをしっかりと知らせるべきだというふ

うに私は思いますので、そこら辺は、ぜひお願いしたいと思います。

●委員長（南谷委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 補助金につきましては、各項目、何項目かありますので、

その中で当初予算にもらう額を調整するわけですよね、内訳があって、毎年変わります。

質問者おっしゃっていることもよく分かりましたので、今後、確定しているものについ

ては、できるだけそちらを最初に充当して、動きのあるものについては12月でというよ

うな対応もできるかなと思いますので、中身の調整部分については、予算編成のときに

検討したいと思います。

●委員長（南谷委員） よろしいですか。

他にございませんか。
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（な し）

●委員長（南谷委員） 進めてまいります。

第６条、棚卸資産購入限度額です。質疑、ございませんか。

（な し）

●委員長（南谷委員） ５ページは、予定キャッシュフロー計算書です。

８ページから11ページまでは、予定貸借対照表と注記でございます。質疑、ございま

せんか。

（な し）

●委員長（南谷委員） 総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（南谷委員） なければ、以上で、質疑を終わります。

お諮りいたします。

本案は、討論を省略し、原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●委員長（南谷委員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

●委員長（南谷委員） 以上で、平成27年度各会計補正予算審査特別委員会に付託された

補正予算９件の審査は、終了いたしました。

よって、平成27年度各会計補正予算審査特別委員会を閉会いたします。

午後２時43分閉会

以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。

平成２７年１２月１１日

平成27年度各会計補正予算審査特別委員会

委員長


