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厚岸町議会 第３回定例会

平成27年９月15日

午前10時00分開会

●議長（佐藤議員） ただいまから、平成27年厚岸町議会第３回定例会を開会いたします。

●議長（佐藤議員） 直ちに、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりでございます。

●議長（佐藤議員） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、厚岸町議会会議規則第118条の規定により、５番、竹田議員、

７番、音喜多議員を指名いたします。

●議長（佐藤議員） 日程第２、議会運営委員会報告を行います。

委員長の報告を求めます。

５番、竹田委員長。

●竹田委員長 議会運営委員会報告させていただきます。

９月11日午前10時から、第８回議会運営委員会を開催し、平成27年厚岸町議会第３回

定例会の議事運営について協議しましたので、その内容について報告いたします。

議会側からの報告として、議会運営委員会報告、諸般報告、例月出納検査報告、厚生

文教常任委員会所管事務調査報告書があります。

議会からの提出案件は、会期の決定、意見書案第５号林業木材産業の成長産業化に向

けた施策の充実強化を求める意見書、２常任委員会及び議会運営委員会から各委員会閉

会中の継続調査申出書、議員の派遣についてであります。

いずれも、本会議で審査することに決定しました。

次に、町長提出の議案等についてであります。

認定第１号から認定第９号は、平成26年度の各会計決算認定９件であります。

審査方法は、議長と議会選出監査委員を除く11名をもって構成する平成26年度各会計

決算審査特別委員会を設置し、これに付託し、閉会中に審査を行うことに決定しました。

報告第７号から報告第８号までは、平成26年度厚岸町一般会計における健全化判断比率

及び公営企業会計における資金不足比率の報告など２件で、いずれも本会議で審査する

ことに決定しました。議案第51号から議案第56号は、平成27年度の各会計補正予算６件

であります。審査方法は、議長を除く12名をもって構成する平成27年度各会計補正予算

審査特別委員会を設置し、これに付託し、会期中に審査を行うことに決定しました。議

案第57号から議第65号までは一般議案９件、議案第66号から議案第68号までは条例の一

部改正３件で、いずれも本会議で審査することに決定しました。

議案第69号は、条例の新規制定であります。審査方法は、議長を除く12名をもって構
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成する条例審査特別委員会を設置し、これに付託し、会期中に審査を行うことに決定し

ました。

一般質問は、８人であります。

本定例会の会期は、９月15日から17日までの３日間に決定しました。

以上で、議会運営委員会報告といたします。

●議長（佐藤議員） 委員長に対する質疑を省略し、以上で報告を終わります。

●議長（佐藤議員） 日程第３、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。

本定例会の会期は、ただいまの議会運営委員会報告にありましたとおり、本日から17

日までの３日間といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本定例会の会期は、本日から17日までの３日間とすることに決定いたしまし

た。

なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付いたしました予定表のとおり

でございますので、ご了承願います。

●議長（佐藤議員） 日程第４、諸般報告を行います。

まず、本定例会に提出され、受理されております議案等は、別紙付議事件書のとおり

でありますので、ご了承願います。

次に、平成27年６月23日開会の第２回定例会終了時から本日までの議会の動向は、お

おむね別紙報告書のとおりでありますので、ご了承願います。

また、今般、釧路東部消防組合議会の報告書が提出されております。関係資料は、別

途、議員控室に備えておりますので、ご了承いただき、閲覧の上、ご参考に供してくだ

さい。

以上、諸般報告といたします。

●議長（佐藤議員） 日程第５、例月出納検査報告を行います。

今般、監査委員より、別紙のとおり例月出納検査報告がなされております。ご参考に

供していただきたいと思います。

以上で、例月出納検査報告を終わります。

●議長（佐藤議員） 日程第６、認定第１号 平成26年度厚岸町一般会計歳入歳出決算の

認定について、認定第２号 平成26年度厚岸町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認

定について、認定第３号 平成26年度厚岸町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について、認定第４号 平成26年度厚岸町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ
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いて、認定第５号 平成26年度厚岸町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、

認定第６号 平成26年度厚岸町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、

認定第７号 平成26年度厚岸町介護老人保健施設事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、認定第８号 26年度厚岸町水道事業会計決算の認定について、認定第９号 平成26

年度厚岸町病院事業会計決算の認定について、以上９件を一括議題といたします。

職員の朗読を省略し、本９件の提案理由の説明を求めます。

町長。

●町長（若狹町長） 平成26年度各会計決算書提出に際し、その執行状況等について説明を

いたします。

当年度は、厚岸町をもっともっと元気にする厚岸元気予算と位置づけ、重点施策をさ

らに加速化させ実行してまいりました。

その一つ、防災力の強化では、地震・津波の防災・減災対策をさらに強化するため、

湖南地区防災拠点となる森林センターに備蓄品や防災資機材を通年保管することができ

るように整備したほか、昨年整備した特別養護老人ホーム心和園裏山避難場所に備蓄倉

庫、防災資機材を整備し、安全・安心なまちづくり対策を推進してまいりました。

また、もう一つの重点施策として位置づけた地域経済力の強化では、基幹産業である

漁業と酪農業の振興を進め、第１次産業や製造業をさらに促進するため、住宅新築の支

援を新たに創設したほか、昨年に引き続き住宅リフォーム支援、住宅用太陽光発電シス

テム設置奨励、ハッピーブライダル奨励など、中小企業の振興を推進してまいりました。

さらに太田地区住民の念願であった太田活性化施設を完成させたほか、まちなか団地

を推進するため松葉地区に町営住宅として平屋４戸を整備いたしました。このほか、町

民要望の多い町道の改良舗装、補修や公共下水道などの生活基盤整備及び福祉教育の充

実に意を配するとともに職員の自由な発想をまちづくりに反映させたｉチャレンジ提案

事業の継続費、予算執行したものが主な施策成果の特徴となっております。

当初予算では、一般会計が84億6,949万1,000円、国民健康保険、簡易水道事業、下水

道事業、介護保険、後期高齢者医療、介護老人保健施設事業の各特別会計を合算します

と121億3,076万8,000円の総体規模でありました。

これに年度内にそれぞれの所要額の補正を行い、最終予算は一般会計においては平成25

年度繰越明許費１億2,309万6,000円を含め97億5,136万9,000円、各特別会計では36億9,595

万4,000円となり、総体においては134億4,732万3,000円となりました。

これらの内容は、次の表のとおりとなっております。次表の説明については省略をさ

せていただきます。

この最終予算に対しまして、各会計別の収支執行実績を申し上げますと、一般会計で

は歳入で99億8,080万7,876円、執行率で102.4％、歳出では94億9,759万795円、97.4％の

執行率となり、歳入歳出差し引きで４億8,321万7,081円の残額となりました。

このうち、繰越明許、繰越額として6,435万5,000円、財政町政基金に２億5,000万円を

積み立てて、実質１億6,886万2,081円が翌年度繰り越しとなったところであります。

一方、特別会計でありますが、国民健康保険特別会計については一般会計から繰り出

し１億9,441万2,859円を繰り入れ、同会計の収支均衡を保つ財源に充てられたものであ
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ります。

簡易水道事業特別会計については、歳入歳出差し引きで341万4,196円の残額となり、

この残額は全て翌年度へ繰り越すものであります。

下水道事業特別会計については、歳入不足となった３億6,509万1,952円を一般会計か

ら繰り入れ、収支の均衡を図りました。

介護保険特別会計については、歳入で介護保険にかかわる負担分等として一般会計か

ら繰出基準分２億1,106万7,786円を繰り入れ、歳入歳出差し引きで3,185万8,039円の残額

となり、これについては翌年度に繰り越し、国庫負担金等を精算の上、返還金などに充

てるほか、介護給付費準備基金に積み立てるものであります。

後期高齢者医療特別会計については、歳入で保険基盤安定分等として一般会計から

4,401万1,045円を繰り入れ、歳入歳出差し引きで現年度保険料の４月と５月の収入分44

万6,000円を翌年度に繰り越し、広域連合納付金に充てるものであります。

介護老人保健施設事業特別会計については、歳入歳出差し引きで1,313万5,464円の残

額となり、この残額は全て翌年度へ繰り越すものであります。

以上が平成26年度決算報告による係数面での内容でありますが、より具体的な成果と

実績等につきましては別冊で配付いたしました決算書及び決算資料に基づきご検討いた

だくこととして、内容説明を省略させていただき、順次、質問等に応じて各担当課長よ

り詳細なご説明をいたしたいと存じます。

以上でございます。

●議長（佐藤議員） 水道課長。

●水道課長（遠田課長） 続きまして、認定第８号 平成26年度厚岸町水道事業会計決算

の内容について説明申し上げます。

なお、地方公営企業の会計基準の見直しにより、平成26年度決算は新会計基準に基づ

く初めての計算となります。

また、利益の処分につきましては、議会の議決により可能となったことから、別途、

利益の処分に関する議案を提出しております。

決算書の構成は事業報告書、決算報告書、財務諸表、附属明細書の順としております。

これに沿って説明いたします。

それでは、１ページをお開き願います。

１ページから９ページまで、事業報告書でございます。

１、概況については、（1）総括事項として業務状況及び経営状況の概略を記載してお

ります。

ア、業務状況、（ア）業務量の状況であります。平成26年度末の給水人口は9,179人と

なり、前年度に比べ110人、率で1.2％減少しました。給水戸数については5,142戸で、前

年度に比べ25戸、率で0.5％の増加となりました。年間配水量は126万4,773立方メートル

で、前年度に比べ3,519立方メートル、0.3％増加し、有収水量は90万4,729立方メートル

で、前年度に比べ2,113立方メートル、0.2％減少しました。この結果、有収率は71.5％

で、機動的な漏水調査を行い、漏水量の抑制に努めたものの小水量の分散した漏水の発
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見ができず、有収率の向上には至りませんでした。

引き続き、機動的な漏水調査などにより、漏水の早期発見と早期修繕に努め、有収率

の向上を図ってまいります。

（イ）建設改良事業の状況であります。

①導・送・配水管等整備事業では、導水管、送水管それぞれ１件の布設替工事と床潭

末広間道路の道路改良工事に伴い、送配水管１件の布設替工事を行ったほか、門静前浜

道路配水管１件の新設工事を行いました。

②機器更新事業では、厚岸浄水場洗浄ポンプ用弁類整備など２件の更新を行いました。

③宮園配水池改築更新事業では、２カ年の継続事業として建設を進めていた本体部分

の上部工事のほか、電気設備工事を行いました。

④メーター設備事業では、新規に49台のメーターを設置し、有効期間が満了した457台

を取りかえました。

２ページと３ページは経営状況であります。

収益的収支であります。税抜きで申し上げますが、収入の総額、水道事業収益は、２

億6,046万4,561円で、前年度に比べ1,894万5,747円、7.8％の増収となりました。一方、

支出の総額、水道事業費用は２億4,857万4,124円で、前年度に比べて1,381万2,862円、5.9

％の増となりました。

この結果は、水道事業収益が水道事業費用を上回り1,189万437円の準利益となりまし

た。収益的収支の内容については、後ほど収益明細書で説明させていただきます。

人口減少や少子高齢化の振興や節水意識の定着により、家事用での使用水量は年々減

少し続けていますが、ここ数年、前年を大きく下回っていた業務用での使用水量が前年

度並みになり、給水収益が見込みより増加しました。

老朽化した施設の更新や災害に強い施設整備を計画的に実施し、将来にわたり安全・

安心な水を安定的に供給するため今後もより一層の経営改善に取り組み、健全な経営に

努めてまいります。

次に、資本的収支であります。税込みで申し上げます。

収入の総額は、４億2,689万1,178円で、前年度に比べ２億6,796万4,178円、168.6％増

となりました。

主な収入である企業債は３億70万円で前年度に比べ１億7,600万円の増、国庫補助は

6,533万4,000円で、前年度に比べ4,499万5,000円の増、他会計補助金は5,430万円で前年

度に比べ4,110万円の増、いずれも宮園配水池改築更新事業に伴うものです。

水道管の移設補償費は655万7,178円で、前年度に比べ586万9,178円の増となりました。

支出の総額は、５億4,391万49円で、前年度に比べ２億5,669万9,951円89.4％増となり

ました。

建設改良費では、宮園配水池改築更新事業や配水管新設工事、布設替工事、機器の更

新などで４億6,605万5,488円となり、前年度に比べ２億5,424万1,823円の増、企業債償還

金は7,785万4,561円で、前年度に比べ262万5,794円の増となりました。

４ページは、（2）議会議決事項、（3）行政官庁認可事項、（4）職員に関する事項でご

ざいます。内容は記載のとおりであります。

２、工事については、５ページから６ページにかけて、先ほど説明いたしました工事
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の内容を記載しております。

なお、資産の購入については、（3）固定資産購入の概況のとおり、平成26年度中に水

質検査機器１台を購入いたしました。

３、業務については、（1）業務量、７ページ（2）は、事業収入に関する事項、８ペー

ジ（3）は事業費に関する事項でありますが、後ほど、別紙の認定第８号説明資料の収益

的収支説明書の方で説明させていただきます。

９ページ（4）給水装置工事の状況、（5）委託調査業務、４の会計、（1）企業債の概況、

（2）議会の議決を経なければ流用できない経費の決算については、記載のとおりでござ

いますので、説明を省略させていただきます。

以上が、事業報告書であります。

次に、10ページをお開き願います。

平成26年度厚岸町水道事業決算報告書であります。

初めに、収益的収入及び支出の収入でございます。

１款水道事業収益は、予算２億8,611万9,000円対し、決算では、２億8,687万2,157円と

なり、予算に比べ75万3,157円、0.3％の増となりました。内訳は、１項営業収益が、予

算２億5,546万円に対し、決算では２億5,672万6,510円となり、予算に比べ126万6,510円

の増。２項営業外収益は、予算2,805万1,000円に対し、決算では2,753万7,121円となり、

予算に比べ51万3,879円の減でした。３項特別利益は、予算260万8,000円に対し、決算で

は260万8,526円となり、予算に比べ526円の増でした。

次に、支出であります。１款水道事業費用は、予算２億5,615万8,000円に対し、決算

では２億5,303万508円の執行で、312万7,492円、1.2％の不用額となりました。内訳は、

１項営業費用が、予算２億2,412万1,000円に対し、決算では２億2,123万815円の執行で、289

万185円の不用額となりました。２項営業外費用は、予算2,563万5,000円に対し、決算で

は2,559万8,690円の執行で、３万6,310円の不用額となりました。３項特別損失は予算620

万2,000円に対し、決算では620万1,003円の執行で、997円の不用額となりました。４項

予備費については、予算20万円に対し、決算ではゼロ円で、全額不用額となりました。

11ページの資本的収入及び支出でございます。

収入ですが、１款資本的収入は、予算４億2,689万2,000円に対し決算では４億2,689万

1,178円の執行で、178円の増となりました。内訳は、予算が１項企業債３億70万円、２

項国庫補助金6,533万4,000円、４項他会計補助金5,430万円に対し、決算はいずれも同額

となりました。６項補償金は予算655万7,000円に対し、決算では655万7,178円の執行で、178

円の増となりました。

次に、支出でございます。

１款資本的支出では、予算５億4,441万2,000円に対し、決算では５億4,391万49円で、50

万1,951円、0.1％の不用額となりました。内訳は、１項建設改良費が、予算４億6,655万

6,000円に対し、決算では４億6,605万5,488円で、50万512円の不用額となりました。２項

企業債償還金が、予算7,785万6,000円に対し、決算では7,785万4,561円で、1,439円の不

用額となりました資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額、１億1,701万8,871円

は、当年度分損益勘定留保資金9,596万4,268円、特定収入にかかる消費税等を控除した

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,105万4,603円で補填するものであり
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ます。

棚卸資産の購入限度額1,612万3,000円に対し、執行額は1,210万4,339円で、これに伴う

仮払消費税は89万6,609円であります。

12ページは、損益計算書でございます。右側の数字をごらん願います。

営業収益から営業外費用を差し引いた営業利益は、2,148万1,275円で、これに営業外

収益を加え、営業外費用を差し引くと1,548万2,914円の経常利益となり、さらに特別利

益を加え、特別損失を差し引いた1,189万437円が当年度純利益となります。当年度末未

処分利益剰余金は、この当年度純利益1,189万437円に前年度繰越利益剰余金1,087万3,414

円とその他未処分利益剰余金変動額529万3,027円を加えた2,805万6,878円となります。

13ページは、剰余金計算書でございます。剰余金のうち資本剰余金は出資金からその

他資本剰余金までを合わせた前年度末残高が６億3,377万3,174円でしたが、新会計基準

適用に伴う各項目の移行処理額の合計６億922万3,533円の減により、当年度末残高は

2,454万9,641円となりました。

利益剰余金は、減債積立金と建設改良積立金、未処分利益剰余金を合わせた前年度末

残高が9,643万2,649円でしたが、その他未処分利益剰余金変動額529万3,027円に当年度の

純利益1,189万437円を加えた当年度変動額1,718万3,464円により、平成26年度末残高は１

億1,361万6,113円となりました。

14ページは利益剰余金、処分計算書案でございます。

12ページで説明しました当年度末未処分利益剰余金2,805万6,878円をそのまま未処分

利益剰余金とするもので、この内容が議会の議決が必要となる処分の利益になります。

15ページと16ページは、貸借対照表であります。

15ページ、資産の部では、平成27年３月31日現在の固定資産が21億9,656万7,657円、

流動資産が２億5,271万3,342円で、資産の合計が24億4,928万999円でございます。

16ページの、負債と資本については、負債の合計は18億9,589万9,233円。資本の合計

は５億5,338万1,766円。負債と資本の合計は24億4,928万999円でございます。

17ページから18ページは、注記であります。

財務諸表を作成するに当たり、採用した会計処理の基準及び手続きを注記として記載

しております。１重要な会計方針から、６その他まで記載のとおりであります。

19ページは、現金の収入支出に関する情報を記載したキャッシュフロー計算書でござ

います。内容は記載のとおりであります。

20ページからは収益費用明細書でありますが、別紙の認定第８号説明資料、平成26年

度厚岸町水道事業会計決算に係る収益的収支説明書(消費税抜き)により説明いたします。

まず、収入でございます。

１款水道事業収益は、２億6,046万4,561円で、前年度に比べ1,894万5,747円、7.8％の

増収となりました。１項営業収益は２億3,825万4,918円で、前年度に比べ73万5,215円、0.3

％の減収となりました。１目給水収益は２億3,783万918円で、前年度に比べ0.3％の減収、

家事用で132万5,260円、臨時用で16万6,066円の減収となったものの、業務用で77万8,443

円、農業用で７万8,345円の増など、全体では62万3,215円の減となりました。

２目受託工事収益は42万4,000円で、前年度に比べて20.9％減、これは給水工事手数料

の減でございます。２項営業外収益は、1,960万1,117円で、前年度に比べ5.2％増です。
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１目受取利息及び配当金では、２万5,643円で、前年度比32.2％減、これは主に預金利

息の減でございます。２目他会計補助金はゼロ円で皆減、人事異動などによる対象経費

の減によるものでございます。

３目長期前受金戻入は、1,953万8,889円の皆増で新会計基準の適用に伴い見なし償却

をしていた資産に対する補助金等の減価償却見合分を収益化したものによるものであり

ます。

４目雑収益は３万6,585円で153万7,642円の減、前年度精算された北海道退職手当組合

への納付金の精算還付金156万4,863円の減が主なものでございます。

３項特別利益、３目その他特別利益は260万8,526円の皆増で、退職給付引当金戻入に

よるものでございます。

次に、支出でございます。

１款水道事業費用は、２億4,857万4,124円で、前年度に比べ1,381万2,862円、5.9％の

増となりました。１項営業費用は２億1,677万3,643円で、前年度に比べ736万7,712円、3.5

％増となりました。１目原水及び浄水費では5,040万8,226円で、前年度に比べ１％減で

あります。主に、動力費139万532円の増、修繕費105万8,770円、薬品費85万6,258円の減

などであります。２目配水及び給水費では925万4,200円で、前年度に比べ29.3％減、主

に平成25年度に発生した台風災害での断水に伴う応急給水の手数料と関係団体への負担

金の減などであります。４目総係費では2,833万4,116円で、前年度に比べ23.5％減、主

に給料と手当で815万8,444円の減、法定福利費198万5,782円の減、賞与引当金繰入額101

万3,800円の増など、人事異動などに伴う増減であります。５目減価償却費では１億2,655

万4,108円で、前年度に比べ19.5％増。主に構築物で1,354万3,969円、機械及び装置678万

2,357円の増など、新会計基準適用に伴いみなし償却を廃止したことによる増でございま

す。６目資産減耗費では、222万2,993円で、前年度に比べ7.2％減、主に設備更新に伴い

除却となる電気及び装置が19万1,726円の減などでございます。

２項営業外費用は、2,559万9,478円で、前年度に比べ24万4,147円、１％増となりまし

た。これは１目支払利息及び企業債取扱諸費で、企業債利息の増でございます。４目雑

支出は788円で、消費税納付額確定による雑損支出でございます。

２項特別損失は620万1,003円の皆増、２目減損損失は５万4,600円の皆増で、電話加入

権を取得価格から時価評価し、減少した価格を計上したものであります。５目その他特

別損失は、614万6,403円の皆増で退職給付引当金や賞与引当金などを計上したもので、

共に新会計基準適用に伴う計上であります。

以上、水道事業収益から水道事業費用を差し引いた当年度純利益は1,189万437円の純

利益で、昨年度に引き続き、純利益の計上となりました。

先ほど第２項営業外収益の前年度対比775.2％と申し上げましたが、訂正をいたします。

675.2％でございます。説明資料の中で、収入第２項営業外収益とありますが、その前年

度比のところ、数字の変更はございません、比率でいきますと675.2％増ということにな

ります。よろしくお願いいたします。

ここで、決算書の24ページへお戻り願います。

固定資産明細書でございます。

（1）有形固定資産明細書、（2）無形固定資産明細書、ともに記載のとおりであります。
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25ページから26ページにわたり、企業債明細書でございます。記載のとおりですので、

説明は省略させていただきます。

以上が平成26年度厚岸町水道事業会計決算書の内容でございます。審議の上、認定く

ださいますよう、よろしくお願い申し上げます

●議長（佐藤議員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 続きまして、認定第９号 厚岸町病院事業会計決算につい

て、その内容をご説明申し上げます。

決算書、1ページをお開きください。平成26年度厚岸町病院事業報告書から説明いたし

ます。

１として、概況。（1）は総括事項です。

初めに、医師体制についてであります。町立病院は引き続く全国的な医師不足の中で、

幾度となく医師体制に変動を来し、その都度、診療に大きな影響を受けてきました。本

年度においても、年度当初で常勤医師３名体制のスタートを余儀なくされましたが、引

き続き医師確保を最重要課題として取り組んできた結果、一月後の５月から内科医師１

名を採用することができ、10月からは外科医師１名が着任、これにより常勤医師５名体

制、内科３名、外科１名、小児科１名に戻すことができました。

何より、常勤外科医師を１年半ぶりに迎えることができたことで、町立病院が担う医

療の役割を継続し、町民の命と健康を守る信頼される医療の提供に努めることができた

ところであります。

今後も町立病院の円滑な運営を図り、地域医療を守る体制の構築のため、常勤医師の

確保はもとより、医師、看護師など、医療従事者の確保に向けた取り組みを一層進めて

まいります。

次に、経営面では、地方公営企業の会計制度が創設されて以来、約46年ぶりに会計基

準の見直しが行われ、中でも引当金の計上義務化やいわゆるみなし償却制度の廃止など

で幾つかの大きな変革があったこととあわせ、患者数の減少もあり、大幅な赤字決算と

なりました。

しかし、一般会計繰入金については、これまでの内部留保資金の活用などにより、収

益的収支では不良債務の発生しない範囲で圧縮を図り、前年度比で1,397万2,000円の減

少となり、町民負担を軽減することができました。

さらには、町民の皆さんが安心して暮らすまちづくりには、地域医療の根幹とも言え

る救急医療の継続が重要です。本年度も札幌医科大学及び北海道大学医学部など、関係

機関から医師派遣を受け、休日、夜間の初期救急の体制維持に努めるとともに、常勤医

師の勤務負担軽減にもつながりました。

なお、これまでどおり釧路赤十字病院から週１回の整形外科診療、釧路労災病院から

隔週１回の脳神経外科診療、東京北医療センターなどから消化器検査診療の支援を受け、

専門外来を継続することができたところであります。

以上、総括事項であります。

続いて、アは患者数、イは収益的収支、ウは資本的収支についてでありますが、内容
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につきましては後ほどご説明いたします。

続いて２ページです、

（2）は決算、予算の議会議決事項です。

（3）の行政官庁認可事項では、医療器械購入に関する補助金の認可関係が２件で、そ

れぞれ記載のとおりであります。

（4）は職員に関する事項についてです。正職員数では年度途中での職種ごとの増減が

ありますが、年度末では58人で前年度から１人の減であります。外科医師、医療相談専

門員各１名の増に対し、作業療法士１名の減が内訳となっております。また嘱託で１名、

臨時で２名の増となっているところです。

３ページは、２の工事。

（1）では資産取得の状況でありますが、医療器械の取得で全６点、全てが更新による

ものです。内容については記載のとおりであります。

（2）は建設改良工事の概況です。町立厚岸病院照明設備ＬＥＤ化工事は、院内の照明

企業を点検し、使用時間が長く、交換することで費用対効果が見込まれる箇所について、

直管式ＬＥＤランプで1,177本、ＬＥＤダウンライトで217台、ＬＥＤシーリングライト

で３台、ＬＥＤ足下灯27台、計1,424台の交換を行っております。

次に、３、業務のうち（1）アは患者数です。本年度の患者数のうち入院患者数は、年

間１万2,392人、１日平均34.0人、前年度に比較して786人、６％の減、１日平均では2.1

人の減であります。

外来患者数は年間４万７,228人、一日平均192.8％、前年度に比較して2,662人、5.3％

の減、一日平均で10.8人の減で、医師の体制不足などによる患者数減が大きな要因であ

ります。

これにより、イの病床利用状況は、本年度利用率が61.7％、3.9ポイントの減少となっ

ております。

続いて、４ページ、５ページは、事業収入と事業費用の損益計算書の科目ごとに前年

度との比較となっております。皆増となっている科目については、会計基準の見直しに

よる制度改正によるもので、後ほど説明いたします。

続いて、６ページ。４の会計では、（1）企業債の概況、（2）では一時借入金の概況、（3）

では議会の議決を経なければ流用することのできない経費の決算であります。それぞれ

記載のとおりであります。

以上が事業報告書内容の説明であります。

７ページからは平成26年度厚岸町病院事業決算報告書となります。

最初に、収益的収入及び支出から説明を申し上げます。

収入でありますが、１款病院事業収益では、予算11億4,682万6,000円に対し、決算で

は11億5,654万7,880円となり、予算に対し972万2,880円0.8％の増となっております。こ

れは１項医業収益、予算６億6,069万2,000円に対し、決算では６億8,730万1,039円となり、

予算に対し2,660万9,039円、4.0％の増となったものであります。２項医業外収益では、

予算４億8,033万7,000円に対し、決算では４億6,344万9,049円となり、予算に対し1,688

万7,951円、3.5％の減となったものであります。

３項特別利益では、予算579万7,000円に対し、決算では579万7,792円となったもので
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す。

次に支出であります。１款病院事業費用では、予算14億6,120万3,000円に対し、決算

では14億4,519万7,088円の執行で、1,600万5,912円、1.1％の不用額となっております。

これは１項医業費用で、予算11億1,790万4,000円に対し、決算では11億1,159万5,554円の

執行で、630万8,446円、0.6％の不用額であります。２項医業外費用では、予算8,883万1,000

円に対し、決算では7,943万5,631円の執行で、939万5,369円、10.6％の不用額であります。

３項特別損失では、予算２億5,416万8,000円に対し、決算では２億5,416万5,903円の執行

で、2,097円の不用額であります。４項予備費では、予算30万円に対し支出がなく全額不

用額となったものであります。

８ページをお開き願います。

資本的収入及び支出でございます。

収入では、１款資本的収入、１項補助金で予算１億1,702万5,000に対し、決算でも１

億1,702万5,000円、予算と同額であります。この補助金の内訳は、一般会計補助金及び

特定防衛施設周辺整備調整交付金がその内容となっております。

次に、支出であります。

１款資本的支出では、予算１億7,428万6,000円に対し、決算では、１億7,389万5,971円

で、39万29円の不用額となっております。内訳では、１項建設改良費、予算5,694万2,000

円に対し、決算では5,655万2,452円、38万9,548円の不用額であります。２項では企業債

償還金、予算１億1,734万4,000円に対し、決算では１億1,734万3,519円で、481円の不用

額となったところです。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5,687万971円は、

過年度分損益勘定留保資金5,687万971円で補填しております。

（3）たな卸資産購入限度額では、予定限度額１億4,601万5,000円に対し、執行額は１

億3,274万5,653円となりました。これに伴う仮払消費税は984万4,910円となったところで

あります。

９ページは、平成26年度厚岸町病院事業損益計算書であります。下から４行目収益か

ら費用を差し引いた当年度純損失として２億9,691万4,124円の計上となったところです。

公営企業会計基準の見直しが大きく影響したものであります。主な科目について、後ほ

ど説明をいたします。

次ページをお開き願います。

10ページは、平成26年度厚岸町病院事業剰余金計算書であります。委員協議会当初予

算審議においても説明してまいりました資本剰余金の大改正が行われ、負債部門などと

の町政によって残高がゼロ円となっています。

また、利益剰余金部門では、その組みかえ分として、その他未処分利益剰余金変動額

４億979万2,757円が増額計上され、当年度準利益欄、三角表示ですから純損失となりま

すが、２億9,691万4,124円減少して、当年度未処理欠損金として８億2,575万9,558円が残

り、さらに減災積立金が差し引かれ、利益剰余金合計では三角８億1,995万9,558円の残

額となったところであります。

これにより、11ページは平成26年度厚岸町病院事業欠損金処理計算書では、前年度比

較１億1,287万8,633円、12.0％減少の８億2,575万9,558円となって、次年度へ繰り越すも

のであります。
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12ページをお開き願います。

13ページまで、平成26年度厚岸町病院事業貸借対照表であります。平成27年３月31日

現在の財産状況を示すものであります。内容につきましては記載のとおりでありますが、

大きな変更点として新規に資産の部でリース資産現存損失、負債の部でリース債務引当

金が計上となったほか、前年度までは資本の部に計上となっていました企業債が負債の

部の固定負債と流動負債へ組みかえられたこと、同じく資本剰余金が負債の部の繰延収

益などと調整となっているところであります。

なお、不良債務の計上では、流動負債の企業債、リース債務、賞与引当金を計上から

除外する経過措置となっていることから、当年度での発生はありません。

続いて、14ページ、15ページには、特記事項を記載しています、記載内容は、これま

で予算提案で説明してきた趣旨と変更ございませんが、14ページ下段３、貸借対象表等

関連の（2）引当金の取り崩しでは、退職手当組合負担金として6,388万16円を取り崩し、

組合に支出して年度末引当金の再計算を行って、6,319万2,028円が不足したことにより

これを積み上げております。

これにつきましては。18ページの給与費、退職給付費に計上した金額となります。こ

れにより、引当金残高は13ページ、貸借対象表負債の部、３、固定負債（3）の退職給付

引当金２億1,283万534円となったところであります。

次に、16ページはキャッシュフロー計算書であります。

１年間、基金の動きを科目、使途別に記載したものであります。

続いて、17ページから20ページの収益費用明細書につきましては、別に配付させてい

ただいてかります。

認定第９号説明資料その１により、平成26年度厚岸町病院事業会計収益、収支を消費

税抜きで説明いたします。

なお、昨年の審議において、南谷議員から要求のありました資本的収支の状況につき

ましても、本年度は資料を提出させていただいておりますので、あわせて説明いたしま

す。

款、項、目により主な増減を説明いたします。

まず、収入であります。

１款、１項、１目入院収益では、２億6,635万8,879円で前年度対比1,451万1,615円、5.2

％減、２目外来収益では３億5,774万953円、前年度対比1,437万3,909円、3.9％の減、３

目その他医業収益では5,887万1,219円、前年度対比237万5,378円、4.2％の増、内訳は記

載のとおりであります。

次に、２項医業外収益のうち、主なものとして３目長期前受金戻入では5,995万5,288

で皆増となっております。制度改正により、現存損失収益化、企業債元金分収益化の計

上であります。５目他会計補助金では、３億8,236万円で前年度対比1,397万2,000円、3.5

％の減であります。６目負担金交付金では1,332万2,270円、前年度対比139万7,500円、11.7

％増、老健ここみでの人件費の案分、光熱水費など、病院会計で一時負担し、戻し受け

る負担金の計上です。８目道補助金では、38万9,000円皆減であります。預かり幼児の減

少で補助対象外となったものです。

次に、３項特別利益579万7,792円皆増です。制度改正に伴って過年度分リース使用料
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を収益化した今年度に限り特別利益費として計上したものでございます。

次に支出であります。

１款、１項、１目給与費では６億8,960万3,519円で、前年度対比1,291万5,061円、1.9

％の増、これは外科医師、嘱託看護師採用による増のほか、退職給付費では平成26年度

末に引当金として積み上げる額として6,319万2,028円を計上、賞与引当金繰入額では平

成27年６月支給の期末勤勉手当の今年度引当額として3,156万円を計上し、これらが制度

改正による新たな増加要因となっております。

なお、職員手当等及び法定福利費の２科目にあっては、新制度移行期であったことか

ら、前年度対比では今年度に限り引当金からの支給調整分が大幅な減少となっていると

ころであります。

２目材料費では１億1,181万998円で、前年度対比462万7,228円、4.3％の増で入院、外

来ともに１人当たりの単価増による診療材料費などが増加となっております。３目経費

では、１億9,906万383円で前年度対比1,524万4,787円、7.1％の減であります。主な増減

として光熱水費で約172万9,000円増、主に単価値上げによる増、燃料費で約185万2,000

円減、主に単価引き下げによる減、修繕費で約155万8,000円増、主に温水ボイラー破損

による修理費の増、使用料で約655万4,000円の減、主に新会計制度による病院総合管理

システム及び検査システム借上料の余剰予算、リース資産への振りかえによる減、委託

料で約634万4,000円減、主に検査外注に係る委託契約単価の減とオーダーシステム補修

委託料の契約減によるもの、負担金で約466万1,000円減、外科常勤医着任による支援医

師派遣負担金の減となったところであります。

４目減価償却費では１億327万5,435円で、前年度対比5,634万6,121円、120.1％の増、

そのうち制度改正による、いわゆるみなし償却の廃止に伴う増加分が約3,371万8,000円、

リース取得資産分で2,122万2,000円が新たな増加となったところです。

次に、２項医業外費用です。１目支払利息及び企業債取扱諸費で、5,614万3,929円、

前年度対比349万1,673円、5.9％の減。２目医療技術員（対策費1,073万9,801円）、前年度

対比964万2,175円、878.5％の増、医師採用に係る紹介手数料の増。３目雑損費1,334万6,662

円、前年度対比650万7,584円、95.2％の増で、このうち消費税分が571万4,455円で83.6％

となっています。

次に、３項特別損失です。１目現存損失では1,416万2,454円の皆増です。制度改正で

新設されたもので、内容は14ページからの注記に記載したとおりであります。２目その

他特別損失では、２億4,000万3,449円の皆増です、制度改正による処理として、一つは

平成25年度末において全職員が退職した場合の退職手当支給見込み総額から、平成25年

度末での退職手当組合積立額を控除した不足額２億1,351万8,522円を特別損失として全

額計上となったものでございます。

二つ目は、平成26年度９月に支給した期末勤勉手当の総額のうち、４カ月分に相当す

る額を過年度分賞与引当金として2,648万4,927円を計上しています。その結果、収益的

経費差し引きで２億9,691万4,124円の赤字決算となりました。

今年度は、企業会計制度の大幅改正による引当金の計上義務化と、いわゆる試算のみ

なし償却廃止が決まり、過年度分も再計算を行って特別損失に計上することとなり、単

年度で処理し切れない費用増大となったもので大きな負担となりました。
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しかし、損失の大部分はすぐ資金を必要とする費目ではなく、将来への留保資金の役

割となる引当金などで、さらに、経過措置も含め、実質的に不良債務である資金不足が

発生しないことと、資本剰余金の移行処理などにより、当年度未処理欠損金が減少した

ことなど、病院経営には直ちに影響しないと総体的に判断をし、純損失として最終決断

としたものであります。

次に、資料その２により、資本的収支の説明を行います。

収入、１款資本的収入、１項補助金、１目他会計補助金で9,886万1,000円、前年度比

較2,251万9,000円、29.5％増、２目国庫補助金1,816万4,000円、前年度比較586万4,000円、

47.7％増、いずれも内容は支出の部、建設改良費等への補助金であります。

次に、支出です。１款資本的支出、１項建設改良費、１目固定資産購入費、1,778万5,000

円、前年度比較431万2,000円、32.0％増。さきに説明の医療機械全６点の更新費用であ

ります。２目建設工事1,190万円皆増です。照明設備、ＬＥＤ化工事であります。３目リー

ス資産購入費2,332万6,336円皆増です。制度改正による新規の計上で平成25年度整備の

病院総合管理システム、臨床検査システム借り上げ料の当年度分の計上です。２項１目

企業債償還金１億1,734万3,519円、3.7％増。企業際7.3増。企業際４件分の当年度償還

金であります。

以上が。資本的収支の内容説明であります、

それでは、決算書に戻り21ページをお開きください。21ページは、固定資産明細書で

す。今年度から、車輌の次にリース資産が表示となっています。また、（2）投資、その

他の資産の表がつけ加えられています。これは表の下、注記にありますように制度改正

により繰延勘定から移行となったものであります。

22ページは企業債明細書であります。記載のとおりでありますので、説明は省略させ

ていただきます。

以上、大変、雑駁な説明でありますが、認定第９号平成26年度厚岸町病院事業会計決

算の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い

申し上げます。

●議長（佐藤議員） ここで、監査委員に対し、審査結果の意見を求めます。

代表監査委員。

●代表監査委員（黒田監査委員） ただいま上程されました平成26年度厚岸町一般会計及

び各特別会計の歳入歳出決算認定並びに水道事業会計及び病院事業会計の決算認定につ

いて、決算審査の概要を申し述べさせていただきたく存じます。

まず、最初に、平成26年度一般会計並びに各特別会計の決算状況につきまして、千円

単位で申し上げますが、全会計総額では、歳入が136億6,339万6,000円、歳出では131億3,132

万5,000円となりまして、歳入歳出差引５億3,207万1,000円、歳入増の決算と相成ってお

ります。一般会計初め各会計ごとの決算状況につきましては、ただいま町長から報告が

あったとおりの内容でございまして、細部につきましては、皆様方のお手元に配付をさ

せていただいております決算審査意見書、こちらのほうをごらんをいただきたいと存じ

ますが、地方自治法の規定により、町長から、審査に付された平成26年度一般会計並び
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に各特別会計の歳入歳出決算書に表示された計数につきましては、適正であり何ら誤り

がないものと認められたところでございます。

次に、決算審査の中で今後特にご留意いただきたい個別的な事項について何点か申し

述べさせていただき存じます。まず、歳入関係でありますけれども、一般会計における

自主財源の根幹をなすところの町税、これにつきましては現年度分の収納率が４年連続

で過去最高を更新をしていると、このことに伴いまして滞納繰越者数、さらには滞納繰

越額そのものも年々、着実に減少してきておりまして、これらのことについては担当部

署の収納率の向上に向けた日々の努力があらわれたものであろうと高く評価をさせてい

ただくとともに、今後も国からの依存財源の減額が想定される中で、自主財源である町

税等の確保は大変に重要でございますので、引き続き自主財源の増収確保と収入未済額

の解消について、なお一層の努力を望むものでございます。

次に、税外収入の中で、とりわけシイタケ菌床売払代の多額な収入未済額が発生をし、

当年度へ滞納繰越となったことは甚だ遺憾でございまして、ここに至る原因経過を十分

に整理した上で、今後の債権回収努力を促すとともに、かくなる事態の解決と再発防止

策を十分にご検討、実施をしていっていただきたい。

一方、歳出関係でございますが、一般会計における不用額、これは全体としては年々

減少傾向にございます。その一方で、本年度につきましては一部で若干、ずさんな予算

管理による多額な不用額の発生であるとか、あるいは予算不足に陥ったがための予算流

用しっ放しの事例等々が散見されましたほか、歳入予算科目相違などの予算事務のケア

レスミス的なものが例年に比して若干多かったかなと、そのことはまことに残念でござ

いまして、今後とも適切な公金としての予算管理と効率的な執行に万全を期するよう、

行政組織内部の総合チェック体制の構築と日々の決裁、合議等含めた内部統制力の強化

にお努めをいただきたい。

最後に、平成26年度の決算全体といたしまして、若狭町長先頭に歳入財源の獲得努力

と歳出経費の節減努力、これによりまして多様な先ほど申し上げた行政成果と事業実績

を上げられる一方で、安定的に実質収支と各基金の残高を確保をし、健全財政を堅持し

ていることに対しましては、その行財政運営を高く評価をさせていただくとともに、今

後におきましてもこれらの健全財政のもとに創意工夫を図り、職員の英知を結集をして、

さらに一層の町民生活の向上に向けたまちづくり施策を推進されますよう切に期待をさ

せていただくものでございます。

続きまして、平成26年度厚岸町水道事業会計及び病院事業会計について申し上げます。

なお、金額は全て消費税抜きの額でございます。

初めに、水道事業会計から申し上げますが、若干、それぞれの担当課長の説明と重複

いたして恐縮でございますが、第３条予算の収益的収入及び支出でありますけれども、

収入では２億6,046万4,561円に対しまして、支出では２億4,857万4,124円となりました。

さっ引き1,189万437円が当年度の純利益と相なっております。

次に、第４条予算の資本的収入及び支出でありますけれども、収入の４億1,907万8,819

円に対しまして、支出では５億1,504万3,087円となりまして、差し引き9,596万4,268円の

不足額につきましては、消費税の込差額分と合わせまして、当年度分の損益勘定留保資

金と当年度分の消費税及び地方消費税の資本的収支調整額、これで補填処理をしている
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ところでございます。

続きまして、病院会計について申し上げます。第３条予算の収益的収入及び支出であ

りますけれども、収入では11億5,175万127円に対しまして、支出では14億4,866万4,251円

と相なりました、差し引き２億9,691万4,124円の大幅な赤字となっております。

次に、病院の第４条予算の資本的収入及び支出でありますけれども、収入の１億1,702

万5,000円に対しまして、支出では１億7,035万4,855円、差し引き5,332万9,855円の収支

不足額につきましては、過年度分の損益勘定留保資金にて補填処理をしたものでござい

ます。

以上、平成26年度の水道事業会計及び病院事業会計の決算について、本当の概要を申

し述べさせていただきましたけれども、地方公営企業法第30条第２項の規定に基づき、

町長より審査に付されました平成26年度厚岸町水道事業会計決算並びに病院事業会計決

算、これらにかかわる各諸書類は、いずれも関係法令に準拠して作成をされておりまし

て、また、表示された計数についても適正であり、何ら誤りがないものと認められまし

たところでございます。

なお、水道事業につきましては、年々の人口減少等によって給水収益が減少基調にあっ

たために24年４月から水道料金が改定をされ、その結果、本年度をもちまして３年連続

での黒字決算となったものでございまして、本年度から地方公営企業に導入されました

新たな会計基準の改定による影響は、水道関係においては極めて限定的であったと、か

ように判断されるものでございます。

なお、宮園配水池の改築は、今年度で継続費をもって完了いたしましたけれども、今

後も老朽化した施設、あるいは機器設備の更新改修、災害対応等々も必要不可欠と相成

りますので、将来にわたり安全・安心な水を厚岸町民に安定的に供給するために、水道

事業の健全経営と効率的な事業運営に向けてなお一層の努力を期待をさせていただくも

のでございます。

次に、病院事業につきましては、従来からの療養病棟を廃止をして、24年度併設型の

介護老人保健施設に転用する体制に移行したことによりまして、全体的な経営収支はと

りあえず好転をし、２年連続の黒字決算となったにもかかわらず、この平成26年度から

は新たな、先ほど申しましたけれども、会計基準の導入移行に伴いまして、退職給付引

当金などの引当金の計上義務化を主な要因として、収支均衡を保てず大幅な赤字決算と

相成ったものでございます。

いずれにいたしましても、町立病院は町民の生命と健康を守る公的医療機関として今

後とも重要な使命を全ういたすべく、常勤医師の安定的確保を基本として、他の医療機

関との連携による診療体制と医療サービスの充実等を図るとともに、厚岸町の一般会計

からのバックアップ体制による補助･支援を確保をし、将来にわたり不良債務及び資金不

足を生じることのないよう、連携関係を密にして、町民から信頼される病院事業の運営

に鋭意努力されることをお伝えさせていただくものでございます。

以上をもちまして、平成26年度の各会計の決算審査にかかる口頭報告を終わらせてい

ただきます。

●議長（佐藤議員） 本９件の審査方法についてお諮りいたします。
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本９件の審査につきまして、議長及び議会選出監査委員を除く11人の委員をもって構

成する平成26年度各会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託し、閉会中に審査す

ることにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） ご異議なしと認めます。

よって、本９件の審査については、議長及び議会選出監査委員を除く11人の委員をもっ

て構成する平成26年度各会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託し、閉会中に審

査することに決定いたしました。

本会議を休憩します。

午前11時22分休憩

午前11時26分再開

●議長（佐藤議員） 本会議を再開いたします。

●議長（佐藤議員） 日程第７、報告第７号 平成26年度厚岸町一般会計等における健全

化判断比率及び公営企業会計における資金不足比率の報告についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

税財政課長。

●税財政課長（星川課長） ただいま上程いただきました報告第７号 平成26年度厚岸町

一般会計等における健全化判断比率及び公営企業会計における資金不足比率の報告につ

いて、その内容をご説明申し上げます。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び同法第22条第１項の規定

により、平成26年度厚岸町一般会計等における健全化判断比率及び公営企業会計におけ

る資金不足比率について、別紙監査委員の意見をつけて報告するものであります。

議案書11ページ、比率になります。

平成26年度厚岸町一般会計等における（1）健全化判断比率につきましては、①実質赤

字比率、黒字でありますので、比率なし。②連結実質赤字比率、同じく黒字であります

ので、比率なし。③実質公債費比率13.4％、④将来負担比率84.8％であります。

厚岸町に適用される早期健全化基準は右欄のとおりであり、いずれもその基準を下回っ

ております。

次に、平成26年度厚岸町公営企業会計における（2）資金不足比率であります。

いずれの会計も資金不足なしですので、比率なしであります。

厚岸町に適用される経営健全化基準は右欄のとおりであり、いずれもその基準を下回っ

ております。

各比率の内容につきまして、お手元に配付しております報告第７号説明資料によりご
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説明させていただきます。説明資料をごらんください。

初めに、実質赤字比率であります。この比率は、一般会計の実質赤字が標準財政規模

に対してどのくらいの割合なのかを示す比率であります。表の上段右側太枠で網かけし

ているところですが、比率はマイナスで黒三角表示となっております、7.99％。この表

記は、実質収支が黒字のためマイナス黒三角で表記しているところであり、公表の際に

は比率なしとなります。

次に、連結実質赤字比率であります。厚岸町の一般会計と公営企業会計以外の特別会

計への実質赤字と地方公営企業法が適用されない公営企業会計である特別会計と、地方

公営企業法が適用される公営企業会計の資金不足剰余額の合計額を標準財政規模に対す

る割合で示す比率であります。

そこで、地方公営企業法が適用される公営企業会計についてでありますが、地方公営

企業会計制度の見直しがなされ、平成26年度の予算及び決算から全面適用となっており

ます。これに伴い、資金不足、剰余額の算出方法が変更となっており、従前までは①流

動資産から②流動負債を差し引いた額となっておりましたが、会計制度の見直しによっ

て新たに流動負債に計上することとされた③控除企業債等及び④控除引当金等を流動負

債から控除することとされました。

各項目の内容ですが、③控除企業債等は貸借対象表の固定負債から流動負債に移行計

上されることとなった翌年度の償還分の企業債償還金、④控除引当金等は貸借対象表の

固定負債から流動負債に移行計上されることとなった翌年度支出分のリース債務と翌年

度支出する賞与等の引当金となっております。

この二つの控除分につきましては、会計制度見直しによって流動負債への移行計上分

が健全化判断比率に大きな影響を与えることとなったことから、この部分を除外する措

置が講じられたものであります。

なお④控除引当金等につきましては、３年間の経過措置による控除となっております。

比率であります。表の右下、下段のとおり、マイナス13.38％、この表記につきまして

も収支が赤字ではなく黒字のためマイナスで表記しているところであり、公表の際には

比率なしとなります。表の下に、前年度の比率を表記しておりますので、参考としてく

ださい。

次に、２ページをごらんください。

実質公債費比率であります。この比率は、その年度の歳出の中で借金の返済に充てた

額がどの程度であったのかを見る指標であります。一般会計の公債費と債務負担行為支

払額、特別会計等公営企業会計の公債費のうち、一般会計負担額などを標準財政規模に

対する割合で示す比率で、過去３年間の平均値で表記いたします。資料には各項目ごと

の金額を記載し、右下段に計算式を記載しております。表の右中央に記載のとおり、本

年度の比率は13.4％で、前年度との比較では0.4ポイント減であります。

３ページをごらんください。

将来負担比率であります。この比率は、一般会計が、今後、将来にわたって負担しな

ければならない実質的な負債額を標準財政規模に対する割合で示すものであります。資

料には各項目ごとの金額を記載し、下段に計算式を記載しております。表の右下段に記

載のとおり、本年度の比率は84.8％で、前年度との比較で11ポイントの減であります。
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４ページをごらんください。資金不足比率であります。

この比率は、公営企業会計ごとの資金不足額がそれぞれの事業規模に対してどのくら

いの割合なのかを示す比率であります。また、先にもご説明いたしましたが、地方公営

企業会計制度の見直しにより、この比率においてもその算出方法が変更となっておりま

す。内容は、先の説明と同様でございますので省略させていただきます。

比率でありますが、水道事業会計マイナス90.3％、病院事業会計マイナス2.5％、簡易

水道事業マイナス6.7％、下水道事業会計、収支ゼロのため比率はゼロ％であります。四

つの会計とも資金不足額がないことから、公表する際には比率なしとなります。

以上をもちまして、報告第７号の内容説明とさせていただきます。ご審議の上、ご承

認いただきますようよろしくお願いいたします。

●議長（佐藤議員） ここで、監査委員に対し、審査結果の意見を求めます。

代表監査委員。

●代表監査委員（黒田監査委員） ただいま議題となりました報告第７号 平成26年度厚

岸町一般会計等におけます健全化判断比率及び公営企業会計におけます資金不足比率の

報告について、厚岸町財政経営健全化審査の概要を申し述べさせていただきます。

審査した結果につきましては、お手元に配付をさせていただきました別紙意見書のと

おりでありますけれども、一般会計における健全化判断比率として示された４項目とも、

長期健全化健全化基準以下ということになっておりまして、また、水道、病院、これら

の２事業会計並びに簡易水道、下水道の２特別会計における資金不足比率、これにつき

ましても同様に基準内におさまりまして、いずれも比率といたしましては健全な範囲内

での財政運営がなされているとかと思います。なお、各比率の算定に用いられる標準財

政規模、これの数値については、その数値の中身を構成する普通交付税の増減によって

大きく左右されまして、各比率が一挙に大幅に上がる状況も想定されますので、今後と

もその交付動向には十分に配慮をしていく必要があるものと考えます。

ともかくも、本年度の厚岸町につきまして、財政健全化法第３条第１項の規定に基づ

いて、町長から審査に付されました健全化比率等の算定と、その算定の基礎となる事項

を記載した書類の作成につきましては、いずれも適正に行われておりまして、何ら誤り

がないものと認められましたことを申し上げ、口頭報告とさせていただきます。

●議長（佐藤議員） これより、質疑を行います。ございませんか。

（な し）

●議長（佐藤議員） なければ、質疑を終わります。

これをもって、報告済みといたします。

●議長（佐藤議員） 日程第８、報告第８号平成26年度厚岸町水道事業会計継続費精算報

告書の報告についてを議題といたします。
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職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

水道課長。

●水道課長（遠田課長） ただいま上程いただきました、報告第８号 平成26年度水道事

業会計継続費精算報告書の報告について、その内容をご説明申し上げます。

議案書の12ページをお開き願います。

平成25年度に水道事業会計において、宮園配水池改築更新事業で配水池本体工事施工

のため設定し、平成26年度に終了した継続費の精算について地方公営企業法施行令第18

条の２第２項の規定により、別紙継続費精算報告書のとおり報告させていただくもので

あります。

13ページをごらん願います。精算報告書の内容でありますが、実績額は表の中央で平

成25年度分が１億2,666万2,000円、平成26年度分が２億1,375万500円、合計３億4,041万

2,500円でございます。

実施内容別では、本体の工事費が３億3,853万3,000円、工事施工管理委託料が187万9,500

円であります。全体計画と比較し、833万6,500円少ない精算額となりました。

財源については、国庫補助金が67万7,000円多い交付となり、他会計補助金が103万円、

企業債が530万円の減となっております。いずれも対象となる工事の施工内容が確定した

ことによるものであります。

以上が、平成26年度厚岸町水道事業会計継続費精算報告書の内容でございます。

ご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願い申し上げます。

●議長（佐藤議員） これより質疑を行います。

ございませんか。

（な し）

●議長（佐藤議員） なければ質疑を終わります。

これをもって、報告済みといたします。

休憩します。

午前11時39分休憩

午前11時39分再開

●議長（佐藤議員） 再開いたします。

昼食のため休憩をいたします。

再開は、午後１時からといたします。

午前11時39分休憩
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午後１時00分再開

●議長（佐藤議員） 本会議を再開いたします。

ここで、再度、平成26年度各会計決算審査特別委員会開催のため、本会議を休憩いた

します。

午後１時00分休憩

午後１時04分再開

●議長（佐藤議員） 本会議を再開いたします。

●議長（佐藤議員） 日程第９、議案第5１号 平成27年度厚岸町一般会計補正予算、議案

第52号 平成27年度厚岸町国民健康保険特別会計補正予算、議案第53号 平成27年度厚

岸町簡易水道事業特別会計補正予算、議案第54号 平成27年度厚岸町介護保険特別会計

補正予算、議案第55号 平成27年度厚岸町後期高齢者医療特別会計補正予算、議案第56

号 平成27年度厚岸町水道事業会計補正予算、以上６件を一括議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

税財政課長。

●税財政課長（星川課長） ただいま上程いただきました、議案第51号 平成27年度厚岸

町一般会計補正予算から、議案第55号 平成27年度厚岸町後期高齢者医療特別会計補正

予算の提案理由のご説明を申し上げます。

まず、議案第5１号をごらんください。議案書の１ページであります。

平成27年度厚岸町一般会計補正予算（２回目）。

平成27年度厚岸町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条第１項歳入歳出予算の補正でございます。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ8,324万8,000円を追加し、歳入歳出の予算

の総額を歳入歳出それぞれ78億9,392万8,000円とする。

第２項歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。

２ページから４ページまで、第１表、歳入歳出予算補正であります。

歳入では９款11項、歳出では11款22項にわたってそれぞれ8,324万8,000円の増額補正

であります。

事項別によりご説明いたします。９ページをお開き願います。

歳入であります。

13款分担金及び負担金、２項負担金、１目民生費負担金、２節児童福祉費負担金、462

万5,000円の増、それぞれ保育児童数の増によるものでございます。

15款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、１節総務管理費補助金、388

万3,000円の増、個人番号カードの交付にかかる事務費補助金として356万1,000円、事務
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費補助金として32万2,000円の計上であります。

３項委託金、２項民生費委託金、１節社会福祉費委託金29万1,000円の増、国民年金シ

ステム改修に伴う基礎年金事務委託金の増であります。

16款道支出金、２項道補助金、４目農林水産業費道補助金、626万2,000円の増、１節

農業費補助金、198万円の増、新規に就農された２名に対する青年就農給付金事業補助金

として225万円の計上。消費安全対策事業補助金にあっては、交付額決定により27万円の

減であります。２節農業費交付金、33万7,000円の増、多面的機能支払い推進事業の交付

額決定による計上であります。３節林業費補助金389万5,000円の増、これは森林整備に

対する新たな補助制度として、北海道森林整備加速化林業再生総合対策事業が創設され、

その中の一つとして未利用間伐材利用促進対策事業があり、採択要件としては樹齢７齢

級、以下または低質材等の間伐が対象となります。当町が実施する造林事業のうち、こ

の補助の適用を受ける部分について、当初予算で当初計上している森林環境保全直接支

援事業補助金より有利な補助制度であり、また去る８月４日付けをもって補助採択となっ

たことから、補助金を振り替えて予算計上するところでございます。５節水産業費補助

金、５万円の増補助金交付決定の増によるものでございます。

５目商工費道補助金、１節商工費補助金165万3,000円の増、消費者行政推進事業補助

金新規計上、歳出の消費者行政推進に充当する補助金であります。７目消防費道補助金、

１節消防費補助金170万円の減、当初予算においてはＪＲ厚岸駅構内から宮園までの津波

避難階段への照明設備に対する整備費補助金として地域づくり総合交付金を予算計上し

ておりましたが、この施設を整備した釧路開発建設部との協議の結果、照明設備を釧路

開発建設部において整備することとなったことから、この照明設備整備分の地域づくり

総合交付金を減額するものでございます。

３項委託金、１目総務費委託金、４節選挙費委託金16万5,000円の増、道知事、道議会

議員選挙費委託金確定による増であります。

17款財産収入、２項財産売払収入、１目不動産売払収入、１節土地売払収入、66万4,000

円の増、宮園１丁目307番地、普通財産町有地136.79平方メートルの売払代であります。

18款１項寄附金、１目１節一般寄附金、１万円の増、千葉県松戸市宮内直臣様。６目

１節商工費寄附金、５万円の増。東京都杉並区中村和子様、観光振興事業のための寄附

金であります。

19款繰入金、１項基金繰入金、４目１節まちおこし基金繰入金、147万1,000円の増、

歳出計上のまちおこし補助金の財源計上であります。

20款１項１目繰越金、１節前年度繰越金、4,823万円の増、補正財源調整のための計上

であります。

21款諸収入、６項３目３節雑入、354万4,000円の増、主にカキ種苗センター使用実費

収入209万4,000円の増は、ホタテ原盤を用いたカキ種苗の生産に伴う電気料等の使用実

費分の計上であります。

その他、説明欄記載のとおりであります。

次ページ、22款１項町債、４目農林水産業債、２節林業債390万円の減、これは先の林

業費補助金において説明いたしました補助金の増額交付を受けて造林事業債を減額する

ものであります。10目１節臨時財政対策債1,800万円の増、発行可能額確定に伴う計上で



- 27 -

あります。

以上で、歳入の説明を終わります。

13ページをお開き願います。

歳出であります。

１款１項１目議会費、144万9,000円の増、総務産業常任委員会道外視察研修及び厚生

文教常任委員会道内視察研修にかかる経費の増額補正であります。

２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、370万7,000円の増、番号制度の施行

に際し、個人情報保護のため役場庁舎ほか受付窓口カウンターにパーティション28枚を

設置及び各種申請書の記載台として４台を整備する内容でございます。３目職員厚生費、

78万7,000円の増。主に北海道市町村職員研修センターで実施する職員研修への受講者数

増による研修費の増額補正であります。４目情報化推進費、1,717万5,000円の増、厚岸

情報ネットワーク118万4,000円の増、自然災害等によって破損した光ケーブルの修繕料

及び光ケーブルを添架している北海道電力及びＮＴＴ所有の電柱立て替え等による賃借

料の増額補正であります。個人番号カード等交付事務、368万4,000円新規計上、次ペー

ジまでわたりますが、番号制度の施行に伴う個人番号カード交付にかかる事務費につい

て、地方公共団体情報システム機構への委託料の計上であります。財源は全て国庫補助

金であります。厚岸情報ネットワーク整備事業、553万7,000円の増、北海道電力及びＮ

ＴＴ所有の電柱に添架しております光ケーブルについて、それぞれ電柱の立て替えに伴

うケーブル移設費の増が主な内容であります。総合行政情報システム整備事業13万9,000

円の増、レーザープリンター増設による増であります。総合行政情報システム整備事業、

番号制度システム整備424万7,000円の増、主に番号制度の導入に伴い、役場庁舎とデー

タセンターとの専用のネットワーク環境の構築にかかる整備費の計上であります。総合

行政情報システム整備事業、国民年金システム整備29万2,000円の増、国民年金免除申請

書の様式改正に伴うシステムの改修経費の計上であります。住民基本台帳ネットワーク

システム整備事業、209万2,000円新規計上、番号制度の導入に伴い、湖南地区出張所に

おいて役場庁舎と同様なサービスが受けられるよう住民基本台帳ネットワークシステム

を整備するための経費の計上であります。

10目企画費147万1,000円の増、まちおこし補助金で厚岸漁業協同組合かき養殖漁業班

より、オーストラリアにおけるシングルシードのカキ養殖技術の調査研究を行い、今後

の厚岸カキ生産者の養殖技術の向上を図るとした事業要望がありました。訪問団は６名

で現地視察のほか、姉妹都市であるクラレンス市の訪問と交流を計画しております。総

事業費311万2,000円に対し、まちおこし補助金の交付要望額は147万1,000円であります。

11目財産管理費、20万9,000円の増、次ページまでわたりますが、普通財産町有地及び

その町有地に建てられている家屋の売却に当たり、その売却価格を決定するため不動産

鑑定士への委託料の計上であります。

12項車輌管理費、118万4,000円の増、公用車の冬用スタッドレスタイヤ等購入及び車

輌修繕費の増額計上であります。

４項選挙費、１目選挙管理委員会費、５万9,000円の減、２目道知事道議会議員選挙費17

万１,000円の増、1９ページ、４目町議会議員選挙費125万2,000円の減、それぞれ選挙費

の執行確定による補正計上であります。
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３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、71万3,000円の増、社会福祉一般

４万5,000円の増、昨年度執行した臨時福祉給付金給付にかかる事業費が確定し、既に収

入済みであった補助金を清算により返還するものであります。保健福祉総合センター健

康広場66万8,000円の増は、主に施設修繕料の増額計上であります。次ページ、２目心身

障害者福祉費496万6,000円の増、平成26年度に交付された障害者自立支援給付費国庫負

担金等の清算に伴う返還金であります。

４目老人福祉費、221万5,000円の増、福祉バス運行19万1,000円の増、車輌修繕料の計

上であります。介護保険特別会計202万4,000円の増、操出金の計上であります。７目時

事振興費7,000円の増、会議等負担金の計上であります。８目社会福祉施設費、３６万円

の増、地区集会所の修繕料等の計上であります。

２項児童福祉費、１目児童福祉総務費５万1,000円の増、次ページまでわたりますが、

主に昨年度執行した子育て世帯臨時特例給付金給付にかかる事業費が確定し、既に収入

済みであった補助金を精算により返還するものであります。４目児童福祉施設費982万

3,000円の増、保育所一般98万4,000円の増、浜中町への広域入所にかかる委託料の増で

あります。真竜保育所337万5,000円の増、主に障害のある児童が入所したことによる臨

時保育士１人分の賃金及び老朽化した物置の新規購入費などの計上であります。宮園保

育所３万5,000円の増、職員旅費の計上であります。厚岸保育所542万9,000円の増、次ペー

ジまでわたりますが、主に入所児童数の増に伴う臨時保育士２名分の賃金などの計上で

あります。

４款衛生費、１項保健衛生費、１目衛生予防費135万円の増、老朽化した公衆浴場の屋

根の修繕料について、厚岸町公衆浴場確保対策事業補助金助成要綱に基づく補助金の計

上であります。

５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費174万3,000円の増、農業委員会に

おける道外視察研修に要する経費の計上であります。２目農業振興費664万8,000円の増、

青年就農給付金給付225万円、新規計上、新規就農予定者２名から北海道へ提出された青

年就農給付金給付申請に対して交付決定されたことに伴う予算の計上であります。新規

就農者誘致事業406万円の増、次ページまでわたりますが、厚岸町新規就農者誘致条例に

基づく新規就農準備金として、１経営体当たり200万円とし２件分を計上、さらに昨年、

就農した農家１件に対して奨励費６万円を計上するものであります。３目畜産業費27万

円の減、家畜自衛防疫協議会に対する道補助金の交付額決定による減額であります。７

目農業施設費80万8,000円の増、尾幌酪農ふれあい広場及び上尾幌ふれあい体験農園の各

施設修繕料等の計上であります。

２項林業費、１目林業総務費２万6,000円の増、町有林看板作成印刷費の計上でありま

す。３目造林事業費、財源内訳補正であります。４目林業施設費、３万1,000円の増、次

ページまでわたりますが、緑のふるさと公園７万8,000円の減、森林センターに勤務する

職員について、その雇用形態を非常勤職員から臨時職員雇用へと変更することによる補

正計上であります。木工センター10万9,000円の増、暖房用ストーブ２台の修繕料の計上

であります。

３項水産業費、１目水産業総務費13万5,000円の増、水産業一般９万8,000円の増、船

員法事務３万7,000円の増は、それぞれ職員旅費の計上であります。２目水産振興費５万
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円の増、環境生態系保全活動支援事業補助金の増額交付決定による事務費の増でありま

す。３目漁業管理費29万4,000円の増、厚岸漁港休憩施設給湯ボイラーほか修繕料の計上

であります。５目養殖事業費74万4,000円の増、カキ種苗センター財源内訳補正でありま

す。水産場増養殖研究74万4,000円の増、次ページまでわたりますが、カキ種苗センター

の親貝の数が年々減少しており、安定生産を継続するためにも親貝の確保が急務となっ

ていることから、これにかかる水産増養殖の調査研究予算の計上であります。なお、こ

の経費につきましては、北海道市町村振興協会のいきいきふるさと推進事業助成金を申

請し、内定通知を受けておりますが、助成金の予算につきましては交付決定を踏まえ、

今後、補正対応をいたします。６目水産施設費21万9,000円の増、漁村環境改善総合セン

ター８万6,000円の増、床潭地区漁村センター13万3,000円の増、それぞれ施設修繕料の

計上であります。

６款１項商工費、１目商工総務費、166万4,000円の増、消費生活１万1,000円の増、消

費生活相談業務委託料の増であります。消費者行政推進165万3,000円新規計上、道補助

金の交付決定により消費者行政推進予算の計上であります。消費生活に関する講演会の

講師派遣委託料や学校給食センターに設置している放射性物質検査機器の保守点検委託

料、パイオネット対応端末機の更新などの計上であります。３目食文化振興費１万7,000

円の増、次ページまでわたりますが、全国道の駅連絡会への会費負担金は、これまで北

海道地区道の駅連絡会を通じて会費として年間3,000円を納入しておりましたが、今年の

全国道の駅連絡会総会において事務局機能の強化と事業計画を充実させるとして、会費

は年額２万円へ、またその会費は直接、全国道の駅連絡会へ納入することへとされたた

め、それぞれ負担金の補正計上であります。４目観光振興費５万円の増、観光振興一般

５万円の増、釧路サイクルツーリズム推進協議会は平成26年１月に発足し、その活動原

資は釧路地域活性化協議会からの負担金により協議会を運営してきましたが、平成26年

度に釧路地域活性化協議会が解散となりました。釧路サイクルツーリズム推進協議会で

は、平成27年度より釧路管内８市町村が連携し、観光資源としてのサイクリングを推進

し、新たな観光客の誘致を進め観光事業の発展に寄与するとし、協議会の運営費を各市

町村からの負担金による運営へと変更したことによる補正計上であります。観光宣伝は

財源内訳補正であります。

７款土木費、１項土木管理費、２目土木車輌管理費108万1,000円の増、主に散水車及

びダンプトラックの冬用タイヤ購入及び車輌修繕料の計上であります。

２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費、1,518万3,000円の増、道路橋梁管理422万1,000

円の増、主に町道補修用原材料費の増額補正であります。太田５号道路整備事業1,086万

8,000円の増、当初予算においては当該事業費として2,110万円を計上しておりましたが、

春先の河川増水により河川の水位が上昇し、管渠の飲み口側と吐き口側で水が渦を巻く

流れであったことにより法面が崩落し、町道が決壊する恐れのある状態と確認いたしま

した。このため、道路整備工事の内容を再精査した結果、法面等の保護のための工事を

追加することが必要となったことから、その事業費分を増額補正するものであります。

なお、この事業は、社会資本整備総合交付金の対象事業のため、交付金事業の総額にお

いて財源も含め今後、補正対応をいたします。

次に、次ページ、有明町５番道路用地取得事業９万4,000円、新規計上、道路用地各購
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入のための予算としての計上であります。２目道路新設改良費349万円の増、門静前浜道

路整備事業220万8,000円の増、太田２号道路防雪柵整備事業128万8,000円の増、それぞ

れ今年４月の単価会計により労務費及び直営比率の変更に伴う工事費の増であります。

なお、この２事業は特定防衛施設周辺整備調整交付金の対象事業でありますが、今年度

の交付金総体の額が今現在、確定しておりませんので交付額が確定した段階において交

付金の充当について補正対応をいたします。

３項河川費、１目河川総務費、９万5,000円の増、汐見川用地取得事業新規計上。河川

用地購入のための予算計上であります。

５項公園費、１目公園管理費、15万8,000円の増、主に公園管理用芝刈り機の修繕料で

あります。

６項住宅費、１目建築総務費、150万円の増、住宅リフォーム助成について、当初計上

分の400万円が27件の申し込みによりほぼ満度に執行見込みとなり、現在まで登録事業者

の聞き取った結果、10件のリフォーム工事が見込まれることから増額補正するものであ

ります。次ページ、２目住宅管理費112万2,000円の増、町営住宅の修繕料であります。

８款１項消防費、２目災害対策費、109万7,000円の減、災害対策６万5,000円の増、防

災訓練用の消耗品などの計上であります。防災行政無線130万5,000円の増、主に住宅及

びアパートの新築による防災行政無線個別受信機25台分の購入費の計上であります。災

害避難場所74万1,000円の増、主にコンキリエ及び梅香頂上横高台備蓄倉庫の棚設置等の

修繕、桜通避難階段手すり増設、門静神社裏山避難場所備蓄倉庫のドア取り替えに伴う

修繕料の計上であります。津波避難階段照明、備蓄品整備事業678万9,000円の減、ＪＲ

厚岸駅構内から宮園までの避難階段の照明設備を釧路開発建設部において実施すること

となったため、この整備に要する予算額を減額するとともに、この事業予算では照明設

備整備と備蓄品整備について一括予算計上していることから、備蓄品の整備として新た

に事業立てをし、津波避難場所備蓄品整備事業として改めて358万1,000円を計上するも

のであります。

次ページ、９款教育費、１項教育総務費、６目スクールバス管理費22万7,000円の増、

スクールバス用冬タイヤの購入費の計上であります。

３項中学校費、２目学校管理費、82万3,000円の増、真竜中学校における自動火災報知

器、避難はしご、消火ポンプ呼吸槽、電話設備が老朽化により修繕が必要となったこと

による修繕料の計上であります。

６項社会教育費、１目社会教育総務費、４万5,000円の増、主に人形劇講演の開催に伴

う車借り上げ料の計上であります。２目生涯学習推進費、補正額ゼロ、講演会開催に伴

う講師奨励について、派遣委託からの変更に伴う振りかえ計上であります。補正額には

増減はございません。５目博物館運営費、66万4,000円の減、次ページまでわたりますが、

真栄３丁目９番地にある海事記念館収蔵庫について、当初計画では解体することとし、

予算計上しておりましたが、このたび、この建物を含み町有地を購入したいとの申し出

があったことから、この解体予算を減額するものであります。

次ページ、６目情報館運営費、371万4,000円の増、厚岸情報館281万3,000円の増、情

報館図書管理システム整備事業90万1,000円の新規計上、情報館の図書管理システムは平

成21年２月から運用してきましたが、サーバーＯＳのサポート終了、サーバー本体や各
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端末機等の老朽化もあり新たなシステムへの変更が必要となるところであります。今回

の補正予算計上にあっては、図書館システムのほか、各学校が利用しているインターネッ

トにかかるフィルタリングソフトも同じ構成で使用できるよう、システム構築するもの

で、５年間のリース料のうち、２カ月分のリース料の計上とシステム保守として５年分

を一括とする補修料の計上が主な内容であります。

６項保健体育費、２目社会体育費、81万5,000円の増、社会体育一般7,000円の増、会

議等負担金の計上であります。体育施設80万8,000円の増、主に宮園運動公園パークゴル

フ場の券売機が故障により、修理不能となったことによる新たな券売機の購入でありま

す。３目温水プール運営費27万円の増、暖房用パネルヒーター温水配管の修繕料の計上

であります。

11款１項公債費、１目元金、補正額ゼロ、財源内訳補正であります。

次ページ、12款１項１目給与費、補正額ゼロ、財源内訳補正であります。

以上で歳出の説明を終わります。

１ページへお戻り願います。

第２条地方債の補正であります。

地方債の補正は「第２表 地方債補正」による。

５ページをお開きください。

第２表地方債補正、変更であります。

公有林整備事業390万円の減、臨時財政対策債1,800万円の増、起債の方法、利率、償

還の方法については変更ありません。

６ページをごらんください。

地方債に関する調書補正であります。

表の下段、合計欄、平成26年度末現在高104億2,709万5,000円、平成27年度中、起債見

込み額４億4,750万円、平成27年度中、元金償還見込み額９億214万7,000円、補整後の平

成27年度末現在高見込み額は99億7,244万8,000円となるものであります。

以上で、議案第51号の説明を終わります。

次に、議案第52号であります。

議案書の１ページであります。

平成27年度厚岸町国民健康保険特別会計補正予算（２回目）。

平成27年度厚岸町の国民健康保険特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条第１項歳入歳出予算の補正であります。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,013万2,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ18億124万9,000円とする。

第２項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。

２ページをお開き願います。

第１表、歳入歳出予算補正であります。

歳入では２款２項、歳出では３款３項にわたってそれぞれ1,013万2,000円の増額補正

であります。事項別によりご説明いたします。４ページをお開き願います。

歳入であります。
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４款国庫支出金、２項国庫補助金、１目１節財政調整交付金、924万7,000円の増、交

付見込み分の計上であります。

５款１項１目療養給付費等交付金、２節過年度分88万5,000円の増、前年度分の生産交

付であります。

以上で歳入の説明を終わります。

６ページをお開き願います。歳出であります。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費275万9,000円の増、国民健康保険等管

理システムのＯＳ及びソフトウェアのサポート終了に伴う改修委託料であります。

２款保険給付、１項療養諸費、２目退職費保険者等療養給付費、補正額ゼロ、財源内

訳補正であります。

９款諸支出金、１項償還金及び還付金、３目償還金、737万3,000円の増、前年度交付

の療養給付費等国庫負担金などの清算返還金であります。

以上で、議案第52号の説明を終わります。

続きまして、議案第53号であります。

議案書の１ページであります。

平成27年度厚岸町簡易水道事業特別会計補正予算（１回目）。

平成27年度厚岸町の簡易水道事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条第１項歳入歳出予算の補正であります。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ360万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ6,821万7,000円とする。

第２項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補整後の歳入

歳出予算の金額は「第１ 表歳入歳出予算補正」による。

２ページをお開き願います。

第１表歳入歳出予算補正であります。

歳入では２款２項、歳出では１款１項にわたってそれぞれ360万円の増額補正でありま

す。

事項別によりご説明いたします。４ページをお開き願います。歳入であります。

２款使用料及び手数料、１項使用料、１目水道使用料、１節計量使用料、太田地区計

量使用料で18万6,000円の増、事業財源としての補正計上であります。

６款１項１目繰越金、１節前年度繰越金、341万4,000円の増、平成26年度決算による

繰越金の計上であります。

以上で、歳入の説明を終わります。

６ページをお開き願います。歳出であります。

２款水道費、１項１目水道事業費360万円の増、太田浄水場整備事業新規計上、太田浄

水場における水道施設の故障などによる太田地区への断水を避けるため、隣接する大別

浄水場から非常用引き込み配水管を整備するための補正計上であります。

以上で、議案第53号の説明を終わります。

続きまして、議案第54号であります。議案書の１ページであります。

平成27年度厚岸町介護保険特別会計補正予算（１回目）。

平成27年度厚岸町の介護保険特別会計補正予算は、次に定めるところによる。
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第１条第１項歳入歳出予算の補正であります。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それ

ぞれ3,388万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億5,475万9,000

円とする。

第２項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補整後の歳入

歳出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。

２ページをお開き願います。

第１表歳入歳出予算補正であります。

歳入では３款４項、歳出では３款３項にわたってそれぞれ3,388万2,000円の増額補正

であります。

事項別によりご説明いたします。４ページをお開き願います。歳入であります。

７款財産収入、２項基金繰入金、１目１節介護給付費準備基金繰入金、1,117万9,000

円の減、介護給付費準備基金繰入金の計上科目は、７款の財産収入ではなく、８款の繰

入金で計上することが適正であるため、今回の補正予算の提出にあわせ適正な予算科目

に振りかえるものであります。なお、この予算措置は平成26年度予算においても同様に

予算計上していたため、決算においてはこれを改め、適正な予算科目で決算しているこ

とをあわせてご報告いたします。

８款繰入金、１項１目１節一般会計繰入金202万4,000円の増、補正財源としての繰入

金の計上であります。

２項基金繰入金、１目１節介護給付費準備基金繰入金、1,117万9,000円の増。７款財

産収入からの振りかえ計上であります。

９款１項１目繰越金、１節前年度繰越金、3,185万8,000円の増、平成26年度決算によ

る繰越金の計上であります。

以上で、歳入の説明を終わります。

６ページをお開き願います。歳出であります。

５款１項１目介護給付費準備基金費、1,732万3,000円の増、平成26年度実質収支額の

うち、返還金を除く金額を基金へ積み立てるものであります。

７款諸支出金、１項償還金及び還付金、２目償還金、1,453万5,000円の増、前年度の

介護給付費国庫負担金等の清算返還金であります。

８款サービス事業費、２項施設サービス事業費、１目施設介護サービス事業費、202万

4,000円、新規計上。この内容につきましては、さきの議員協議会においてご報告した事

案にかかる補正予算となります。心和園での短期入所生活介護事業、いわゆるショート

ステイにおいて、算定していた介護報酬の単位取扱いに間違いがあり、これを修正し、

介護報酬及び利用者の自己負担金を返還する内容であります。過払いの報酬にあっては、

国からの通知に基づき５年間遡及し返還するもので、介護サービス費の返還分は184万

8,982円、利用者の自己負担金返還分は90人で17万4,648円となるところであります。

以上で、議案第54号の説明を終わります。

続きまして、議案第55号であります。議案書１ページであります。

平成27年度厚岸町後期高齢者医療特別会計補正予算（１回目）。

平成27年度厚岸町の後期高齢者医療特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条第１項歳入歳出予算の補正であります。
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歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ44万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１億2,961万6,000円とする。

第２項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補整後の歳入

歳出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。

２ページをお開き願います。

第１表歳入歳出予算補正であります。

歳入では１款１項、歳出では１款１項にわたってそれぞれ44万6,000円の増額補正であ

ります。

事項別によりご説明いたします。４ページをお開き願います。歳入であります。

４款１項１目繰越金、１節前年度繰越金、44万6,000円の増。平成26年度決算による繰

越金の計上であります。

以上で歳入の説明を終わります。

６ページをお開き願います。歳出であります。

２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、44万6,000円の増、平成26年度決算にお

ける出納整理期間の４月と５月の保険料収入分を本年度の後期高齢者医療広域連合へ納

付する負担金の補正計上であります。

以上をもちまして、議案第51号平成27年度厚岸町一般会計補正予算から議案第55号平

成27年度厚岸町後期高齢者医療特別会計補正予算の提案説明とさせていただきます。

ご審議の上、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。

●議長（佐藤議員） 水道課長。

●水道課長（遠田課長） 続きまして、議案第56号平成27年度厚岸町水道事業会計補正予

算（１回目）の内容について説明申し上げます。

１ページをごらん願います。

第１条総則。

平成27年度厚岸町水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

第２条、収益的収入及び支出の補正でございます。平成27年度厚岸町水道事業会計予

算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額の補正で、収入につきましては１款水道

事業収益を131万5,000円増額し、２億7,581万3,000円とするものでございます。

１項営業収益が同額の131万5,000円の増額であります。

支出につきましては、１款水道事業費用を206万4,000円増額し、２億7,357万3,000円と

するものでございます。

１項営業費用は、210万5,000円の増額、２項営業外費用が４万1,000円の減額でござい

ます。

収益的収入及び支出の内容につきましては、補正予算説明書により説明いたします。

４ページをお開き願います。

初めに、収益的収入でございます。

１款水道事業収益、１項営業収益、１目給水収益は131万5,000円の増額、水道料金の

家事用で47万7,000円、業務用で83万8,000円の増額でございます。いずれも、この間の
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水道料金の収入実績を反映したものであります。

次に、収益的支出でございます。

１款水道事業費用、１項営業費用、２目配水及び給水費は、178万8,000円の増額で配

水管等の修繕対応のため、修繕費で同額の178万8,000円の増額でございます。

４目総係費は31万7,000円の増額で、報酬が24万9,000円の皆増、旅費が６万8,000円の

増であります。これは、平成24年度に算定期間を５年間とし、その期間で収支の均衡を

図った上で見直すこととして改定した水道料金について、改定後３年半が経過したため、

経営審議会を開催し、次の期間の経営や水道料金のあり方を検討する必要があることか

ら、それに要する費用の計上であります。

２項営業外費用、２目消費税及び地方消費税は４万1,000円の減額で、この補正予算で

水道事業費用が水道事業収益を上回ることにより減額となる消費税及び地方消費税の計

上であります。

１ページへお戻り願います。

第３条議会の議決を経なければ流用できない経費の補正でございます。

職員給与費を24万9,000円増額し、2,285万1,000円とするものでございます。先ほど収

益的収支で説明いたしました総係費の31万7,000円の増額のうち、報酬の24万9,000円が

職員給与費に相当するため増額するものであります。

２ページは、補正予算実施計画、３ページは水道事業会計補正予定キャッシュフロー

計算書、飛びまして５ページと６ページは予定貸借対照表、７ページと８ページは会計

処理の基準や手順を示した注記でございます。いずれも記載のとおりでありますので、

説明は省略させていただきます。

以上が、平成27年度厚岸町水道事業会計補正予算（１回目）の内容であります。ご審

議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。

●議長（佐藤議員） 本６件の審査方法についてお諮りいたします。

本６件の審査については、議長を除く12人の委員をもって構成する平成27年度各会計

補正予算審査特別委員会を設置し、これに付託し、会期中に審査したいと思いますが、

これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本６件の審査については、議長を除く12人の委員をもって構成する平成27年

度各会計補正予算審査特別委員会を設置し、これに付託し、会期中に審査することに決

定いたしました。

本会議を休憩します。

午後１時46分休憩

午後１時52分再開
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●議長（佐藤議員） 本会議を再開いたします。

●議長（佐藤議員） 日程第10、これより一般質問を行います。

質問は、通告順によって行っていただきます。

なお、厚岸町議会会議規則第61条第５項の規定により、一般質問の時間は答弁含め60

分以内となっております。５分前にはベルを鳴らし合図をいたします。

初めに、８番、南谷議員の一般質問を行います。

８番、南谷議員。

●南谷議員 第３回定例会に当たり、通告に基づきまして４点、一般質問を行います。

初めに、釧路東部消防組合本部庁舎移転について質問を行います。

庁舎移転は、釧路東部消防組合の決する事項で、2017年、夏の移転を目指し取り進め

られております。

議会のほうへは８月17日、議員協議会におきまして消防庁舎建設事業についてと題し

まして、庁舎の現状と課題、そして移転改築の必要性の説明がありました。その後、８

月25日、消防組合臨時議会においても消防庁舎関係予算が承認、議決されております。

新聞報道でも大変、詳しい説明があり、総事業費16億円、湖北地区高台移転方針を固め

たという報道がなされました。

当議会が直接関与できないことではございますが、本部のある地元財源の拠出支援や

厚岸消防署第１分団が併設されており、本町にその大きな影響が及ぶものが大きなもの

があります。あえて質問をさせていただきます。

１点目、湖南地区住民は移転に対し火災、大災害時、それから救急車の緊急出動時、

本当に大災害のときに湖南地区は孤立する、そういう不安の声がたくさんあります。厚

岸町は、町民へのこの移転に対する理解と周知はどのようにされますか。

２点目、厚岸町は財源負担をしますが、町民１人当たりの負担はどのようになります

か。

３点目、本町の防災機能はどのようになるのでしょうか。

４点目、私は湖南地区住民の不安払拭のためにも湖北へ移動となると、厚岸消防署第

１分団庁舎移転は早期に取り組むべきと考えますが、その見通しについてお尋ねをいた

します。

二つ目でございます。スプレー缶ボンベの廃棄方法について質問いたします。

本町のスプレー缶携帯用ガスボンベの収集は中身を完全に使い切り、穴を空けてガス

を抜く指導のもとに収集作業を進めておられます。

昨今、穴開け作業中の事故が多発によりまして環境省は自治体に対し穴開け不要を周

知しておりますが、これらの状況を受けまして厚岸町はどうするのかお尋ねをさせてい

ただきます。

次に、床潭小学校の統廃合について質問いたします。

最近、床潭小学校児童生徒の陸上でのめざましい活躍、学力テストの向上、そして街

中で会っても児童たちの挨拶、笑顔、どれをとっても本当にすばらしいものがあり、床
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潭の児童たちの将来に大きな期待を持っております。ＰＴＡ、学校の先生たちの教育の

熱心、熱意に改めて敬意を表したところでございます。

床潭小学校の歴史は今から115年前、明治34年７月13日、床潭簡易教育所の認可を受け、

当時、床潭２番地にお住まいの吉田幸八の住宅を借り受け、校舎として18人の児童を受

け入れに始まり、その後、幾多の変遷を経まして今日に至っております。

多くの卒業生を輩出し、床潭の教育の核である小学校が統廃合にとうわさを聞きまし

て、私は呆然といたしました。その後、９月４日、議員協議会におきまして床潭小学校

の現状と今後について説明があり、新聞報道もございました。改めてお尋ねをさせてい

ただきます。

統廃合の大きな要因でもある児童数や教育配置の現状と見通しはどのようになります

か、さらには保護者と住民の考えを尊重すべきと考えますが、今後の対応はどうされる

のかお尋ねをさせていただきます。

４点目でございます。宮園パークゴルフ場の芝管理についてお尋ねいたします。

ことしは６月、雨量が少なく芝の育成が悪く、芝の管理に担当者は難儀をされたと思

います。今年の芝の育成状況はどのようなものだったのかお尋ねをさせていただきます。

また、利用者から堆肥センターの肥料散布を復活すべき、あれをまいていないからな

かなか育成が悪いのだと、こういう声もありますが、実態はどうなの、そして今後の方

向性を伺いまして、１回目の質問とさせていただきます。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狭町長） ８番、南谷議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の釧路東部消防組合庁舎移転についてのうち、初めに町民理解を得るために厚

岸町が行う周知についてでありますが、消防庁舎の移転に関する業務は質問者からもお

話がありましたとおり、厚岸消防署の所掌事務であります。

しかし、消防本部や消防署から依頼があった場合は、町が行える範囲の中で協力して

まいりたいと考えております。

なお、町では既に消防署からの依頼を受け、広報あっけしの特集ページで消防庁舎移

転に関する記事を掲載し、町民の皆さんに周知する予定としております。また、参考と

して申し上げますが、消防本部と消防署によりますと、去る８月３日に自治会会長に対

する説明会を行ったほか、今後は新聞折り込みによるチラシ配布や釧路東部消防組合ホー

ムページへの掲載により周知を図っていくことを予定しているとのことであります。

次に、町の財政負担にかかわる町民１人当たりの負担額についてでありますが、釧路

東部消防組合議会の議員協議会において示されている概算による建設費15億8,092万

6,000円をベースに試算いたしますと、建設費の財源内容は道交付金、地方債、一般財源

となり、町の実質負担は地方債の元利償還金18億6,359万8,000円から、地方財政措置分

の13億451万8,000円を除いた元利償還金５億5,908万円に実質一般財源となる一般単独事

業債分の1,069万円と純一般財源分の232万6,000円を加えた５億7,209万6,000円となりま

す。

よって、町民１人当たりの負担は、この合計額を８月末現在、人口の１万38人で除し
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て得た額の約５万7,000円となるものであります。

次に、庁舎移転後の町の防災機能はどうなるかについてでありますが、町では津波警

報、大津波警報が発表されたときの災害対策本部を現在のコンキリエに替え、消防新庁

舎に設置することとして、消防本部、消防署と協議を行っており、今後も現在、コンキ

リエにある情報通信機器や防災資機材などの移設や災害時の体制などについて引き続き

協議を行うこととしております。

また、消防新庁舎に災害対策本部を設置することで、災害時における消防とのより円

滑な連携が図られ、町と消防がより密接な連携のもとで災害対応に当たることができる

ほか、コンキリエの持つ避難施設、避難場所としての機能がより発揮されることになる

など、その利点は多く、それが強いては町の防災機能の強化につながるものと考えます。

今後とも、町では防災機能となる強化に向けて消防本部、消防署と協議検討を行うと

ともに、町の体制についても改めて必要な見直しを行っていかなければならないと考え

ております。

次に、厚岸消防署第１分団庁舎移転の見通しについてでありますが、消防本部及び消

防署によりますと、新築移転の必要性を十分認識はしているものの、現時点においては

新築移転に要する財源のめどが立たない状況にあるため、現状での移転時期は未定との

ことでありますが、重要な課題であり、できる限り早期に新築移転できるようこれから

も引き続き検討してまいりたいとのことであります。

続いて、２点目のスプレー缶・ボンベの廃棄方法について、環境省は自治体に対し穴

開け不要を周知していますが、これを受けて本町はどうしますかについてでありますが、

環境省からの穴開けをしないほうが望ましいという通知については、本年５月に北海道

を通じて各市町村に周知されておりますが、本町においてはスプレー缶製品に穴を空け

ないで収集することで、資源ごみの処理施設での火災、爆発事故の発生や作業方法の変

更による費用の増加が見込まれるため、これまでどおり使い終わったスプレー缶製品は

中身を完全に使い切り、屋外の風通しのいい火の気のない場所で缶に穴を開け、ガスを

抜いてからごみ出しするようお願いしております。

なお、穴開け作業が不安な人は役場に電話連絡をしてもらい、個別に対応することと

し、さらに使用済みのスプレー缶製品の穴開けの際の注意事項は広報などを通じて町民

に対し十分に周知をし、事故防止に努めてまいります。

また、今後は近隣市町村や切りかえが済んでいる市町村からの情報を収集し、検討を

行ってまいりますので、ご理解願います。

次の、３点目と４点目のご質問については、教育長から答弁があります。

●議長（佐藤議員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 次に、３点目の床潭小学校の統廃合についてでありますが、教

育委員会では平成19年に、よりよい教育条件や教育環境を提供するための学校の適正規

模、適正配置についての考え方を整理した厚岸町立学校適正配置計画を策定し、この計

画のもとに児童生徒の保護者や地域住民と協議を進めご理解を得た上で対象学校を閉校

し、統合を進めてまいりました。
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床潭小学校につきましては、厚岸町立学校適正配置計画が策定された時点では33名の

児童が在籍しており、５年後の推計でも20名を超える児童の在籍が見込まれていました

ので、学校適正配置計画では統合の必要はないものと考えておりました。

しかし、その後は児童数の減少が進み、学校適正配置計画における基本的な適正規模、

いわゆる最低限度の規模を下回る児童数となることが推測される状況になりましたので、

平成27年２月から保護者に対し今後の児童数の推移及び教職員配置の見込みなどを情報

提供し、話し合いを進めてまいりました。

床潭小学校の児童数や教員配置の現状と見通しについてですが、今年度の児童数は１

年生が３人、２年生は在籍なし、３年生が３人、４年生が１人、５年生が２人、６年生

が５人で、全学年では14人となっています。また、学級数では普通学級３学級、特別支

援学級１学級で全体で４学級となっています。

教育配置につきましては、校長、そして教頭を含む一般教員が４人、養護教諭の６人

で事務職員を合わせた教職員全体では７人となっています。

次に、次年度以降の見込み数についてご説明いたします。

平成28年度の児童数は１年生と３年生で在籍がなく、全学年で９人となります。学級

数で普通学級２学級、特別支援学級１学級の全体で３学級となります。教員配置は校長、

そして教頭を含む一般教諭が３人で、養護教諭と事務職員の配置ができなくなり、教職

員全体では４人の配置となります。

平成29年度になると、児童数は全学年で７人となり、学級数は普通学級２学級となり

ます。教員配置は、校長、一般教諭が２名の計３人で、この年度から教頭の配置ができ

なくなります。

30年度は、児童数が全学年で６人となり、学級数は普通学級１学級となり、教員配置

は校長を含めて２人となります。

31年度は、児童数は全学年で４人となり、学級数は普通学級１学級、教員配置は30年

度と同じく２人となります。

32年度は、児童数は全学年で５人となり、学級数は普通学級２学級、33年度は児童数

が全学年で３人となり、普通学級２学級で、両年度とも教員配置は３人となりますが、29

年度以降は３学年以上で在籍がない状態が続いていきます。

次に、保護者と住民の考えを尊重すべきと考えますが、町の今後の対応はについてで

すが、教育委員会からご案内をして幾度か保護者懇談会を開いていただき、床潭小学校

の今後の児童数の見通しや学校運営上の問題を幾度か説明した上で、保護者間で協議を

していただいております。

そして、保護者の皆さんが出された結論を地域の方にご説明する地域懇談会を開いて

いただきました。地域懇談会の中では、保護者の考え方を説明した上で協議をしていた

だきましたが、最終的に保護者が出した結論を尊重するということを確認し、地域全体

の考えとして平成28年度をもって閉校するという選択をしたところであります。

今後の町の対応ですが、学校統合に当たり就学校を変更することについて不安を抱い

ている方もおられることから、今後、統合先である厚岸小学校と連携を取り、情報交換

や交流学習などを実施して児童が安心して統合校に就学できるような手段を講じてまい

りたいと考えております。
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また、通学についてはスクールバスを運行することになりますが、当然、学校生活に

あわせた運行をしてまいりますし、保護者のご要望も伺いながら支障がない体制をとり

たいと考えております。

今後も、保護者や地域住民の方々と懇談の場を設け、学校の統合に向けてのご意見や

ご要望を伺いながら対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解願います。

次に、４点目の宮園公園パークゴルフ場の芝管理のうち、今年の芝育成状況は１月か

ら２月の大雪の影響で春先の融雪が進まず、施設オープン当初は一部芝の育成状況にお

くれも見られましたが、種子の追加散布と施肥により６月初旬にはおおむね芝も生えそ

ろいました。

しかし、今年は６月中旬から約１カ月、降雨がほとんどなかったため、コース全体に

わたり芝の育成不良が見られたことから、散水頻度をふやすとともに、追肥を行いなが

ら施設の適切な維持管理に努めてまいりました。

その後、７月22日にまとまった降雨があり、それ以降も一定程度の降雨に恵まれたこ

とから、現在は良好な芝状態を維持しております。

堆肥センターの肥料散布は平成23年度まで、施設クローズ後に堆肥センターの堆肥を

一度散布し、シーズン中は市販の肥料を散布しておりましたが、現在は市販肥料のみで

芝の育成管理を実施しております。

堆肥センターの堆肥は、芝の成育促進に必要な土壌の養分補給に効果はあるものの、

水分調整剤に使用しているウッドチップが分解し切れず、堆肥と一緒にコースに散布さ

れる際、後からそれらを除去するため人力による多大な労力を要すること、さらにはコー

ス整備の際、芝刈り機に木片が巻き込まれることにより機器を損傷したり、部品の消耗

を早めることから、現在は堆肥の散布を中止しています。

ただし、堆肥センターでは現在、ふるいにより雑物を取り除く機械の稼働により、か

なり細かな状態の堆肥ができるようになっており、堆肥の状態を確認したところ、木片

もかなり細かく、ほぼ散布に支障のない状態であるとの感触を得たことから、今後、堆

肥センターとも協議させていただきながら、今シーズン終了後の散布について再度、検

討させていただきたいと考えますのでご理解を願います。

以上でございます。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 まず、消防の庁舎移転についてお伺いをします。

釧路東部消防組合議会が、私も議長をやっていた関係もありますので、そこでの議決

というものが重視されるということなのですけれども、多くの町民、私に言うのですけ

れども、何で議会で消防の移転についてもっと議論がないのだと、聞こえてこないと、

こういう率直な声がございます。町民の皆さんにすると、なかなかルールが分かり切れ

ない部分があるのだと思います。私は議員やっているからその辺は分かるのですけれど

も、町民にすると、その消防の移転の関係については厚岸町議会が判断をしていくのか

なと、こういう部分がなかなか分かりにくい部分があると思います。

その上でお伺いをするのですけれども、特に私が感じるのは湖南地区での住民の皆さ
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んの不安の声、本町の地形からして大津波の時など大災害があった場合、孤立するので

はないか、火事になったらこっちに本部があったら消防の台数が足りないのではないか

と、もっと本町のことを考えてくれてもいいのではないかと率直な声がございます。

これらの声に対して厚岸町としてももっと真摯に受けとめて、きちっと説明をしてい

くべきではないかと思いますがいかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） 消防署からお聞きしたところによりますと、現在、大規模災害

発生時における湖南地区の対応としては、消防では、まずは当地区居住の職員、それと非番、

公休の職員を加えた約５名程度の消防職員と、あとはその当地区の消防団員、それに地域住

民との協力のもとでその対応に当たるという計画をしているそうであります。

新庁舎への移転後につきましては、現在、湖北地区に配備をしている水槽付ポンプ自動車、

これを１台増強して配備をするという計画を持っているということでございます。

今後、先ほど町長の答弁でもありましたとおり、まずは町としては広報あっけしの特集ペー

ジをもって、この移転に関する記事を掲載をいたしたいと。記事の原稿につきましては、基

本的に消防署のほうで行っていただくことになりますけれども、こういった移転後の対応、

こういったことも掲載、ページに限りはありますけれども、できる限り掲載できるよう

消防との協議を行ってまいりたいというふうに考えております。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 町民にすると、なかなか組織というのは理解しにくい部分もあると思います

ので、しっかりその辺も誤解のないように町民の不安を払拭できるような理解をしてい

ただくような努力をしていただきたいと思います。

消防庁舎の移転をするということで進んでいるわけでございますが、少し早いのでしょ

うけれども本部を持つ厚岸町の消防の体制の考え方から要望していく上での質問をさせ

ていただきたいと思いますが、３階建て構造で訓練施設を併設されるというような話も

伺いました。3･11以降、この消防の訓練も大きく私は変わってきていると思うのです。

実際に大きな災害に向けての取組というものが消防の訓練体制というものが変わってき

ている、そうした中でこれらの対応できるような施設になっていければなと思いますし、

また新たな施設については今までは私は女性の登用ということも言ってきました。残念

ながら女性救命士の雇い入れは可能かもしれないけれども、十分な受け入れ体制の施設

ではなかったと、今現状は。これらも厚岸消防署としても一考できるような施設にでき

るように町としても考えていくべきではないかと思いますが、この辺についてのお考え

をお伺いをさせていただきます。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） これもあくまでも消防署から聞いたところのお答えになってし
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まいますけれども、まずは訓練施設が併設されるということについては、これは消防署とし

てもありがたく感じているということで、ただ、その訓練内容についてはあくまでも消防署

で必要な訓練を行ってきたということもありますし、今後、その新しい施設ができることに

よって、また新たな訓練も行えるのではないかというふうに考えているということでござい

ます。

今、その消防署として抱えている大きな問題として、数年後に消防職員の過渡期があると

いうことで、その技術、知識の継承ということも大きな問題になっているということもお聞

きしておりますので、このあたり含めて消防署として訓練施設を有効活用して、これらの知

識、技術の伝承も行ってまいりたいということも言っておられます。

女性職員の採用にかかるその施設の対応ですけれども、これは女性職員専用の個室、更衣

室、あとは浴室、トイレ、これらについても新しい新庁舎につきましては対応をするべく計

画を進めているということでお聞きしているところでございます。

町としても、そのような形で消防署のほうとあわせて協議してまいりたいというふうに考

えております。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 スプレー缶の収集の関係についてお尋ねさせていただきます。

町長から答弁をいただいたのですけれども、大体、レジュメで１枚くらい、答弁を聞

いていたのですけれどもはっきり分からないのです。前置きずっと長いのだけれども、

最終的にさっき述べられたのは今後、近隣市町村や切り替えが進んでいる市町村からの

情報を収集し検討してまいりますのでご理解お願いしますと書いてある。一般質問をし

ているのですよ、これはないですよね。検討しますよと、私は厚岸町としてどうするの

ですかと聞いているのです、右に行くのか左に行くかと聞いているのに検討しますよと、

今までどおりこういうふうにやってきました、前置き長いのですけれども全く分からな

いです、これなら。どうなのですか。

●議長（佐藤議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 議員ご指摘いただきました。私も今現在、この問題、特に

８月24日以降の新聞報道等で道内各地での取組につきまして特集がなされまして、現在、

150町村の中でその当時、穴開けを求めているという状況の中で、現在、検討しているの

はそのうち15町村、134町村については引き続きその穴開け等を求めながら、中にはさら

に今後、検討していくというような中での調査結果が出ておりました。

私どもまず考えなければいけないのは、この安全性の確保、当然ながら不幸にして札

幌市内において昨年３月と本年５月、札幌市内で２件の死亡火災が発生したと、それも

家の中でカセットコンロ用のボンベを、寒いですから室内での作業になったのではない

かなと思いますけれども、その中で作業中に起こったとみられる火災事故が起きたとい

うことも受けまして、改めてまた北海道からもこのような通知がなされているところで

ございます。
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厚岸町は平成４年４月から資源ごみの分別収集を行わせていただきまして……。

(「議長」と呼ぶ声あり)

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 簡潔にやってください、前置きはいいのです。

僕は右か左か教えてくれと言っているのです。検討します、何を検討するなら検討す

るでもいいのです。何を、いつ、どこまで、どうするのか、それとも現状のままでやっ

ていくのか、今やっていることは僕も理解していますよ、それを聞いててないです、時

間四つ出しているから、なくなるから、きちっと言ってください。

●議長（佐藤議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 大変申しわけございません。簡潔明瞭に答弁させていただ

きたいと思います。

町長の答弁のほうでも、今後の中での検討ということで答弁させていただいておりま

すけれども、現在、事務方で作業を進めておりますのは来年４月に向けた中で何とか穴

開け不要の中での対策を講じていきたいと、当然、排出される町民の方々の事故防止も

ありますけれども、処理をいただく作業員の方々、委託業者の作業員の方々の安全対策

も講じなければいけない、そのような状況を十分考慮した中で、できれば４月１日の切

りかえということでの準備をしたいということで今現在、検討を進めているところでご

ざいますのでご理解願います。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 そのことを聞きたいのですよ僕は。僕は、こっちの部分はどちらかという弱

いのです、はっきり言って勉強不足で分からないのだけれども、いろいろな問題がある

と思うのです。

町民にとっていろいろな不安があると思うのです、こういうことを実施したらどうだ

ろうとか、町民にとってどうだ、それから業者さんのサイクル、例えば回収サイクルが

どうなるのだろうかとかいろいろ不安があると思うのです、実施するにしても。

だけど、少なくてもこれだけマスコミで話題になっているわけだから、厚岸町として

今、こういうことに向けて、こういう検討をしているということは確認させていただく

のだけれども、来年の４月に向けて穴を開けないで回収をしていただく、取り組む方向

で検討しているということで理解をしてよろしいのですか。

●議長（佐藤議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） ご質問者おっしゃっていただいているとおりです。
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ただし、その前段の中では当然、穴開け等の状況、適切な処理をいただくということ

を再度、町民の皆様に徹底いただくということが一番大切です。そういうことも含めま

して周知をさせていただきながら、４月での切りかえに向けた中で先進事例も確認させ

ていただいて、厚岸町に合った対応をさせていただ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。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 僕は無理くり回収せいとか、そういうことを言っているのではないです、町

の考えをはっきりしてくれと、町民はそう思っていると思うのです。そのことによって、

自分たちにどのような影響があるのか、サイクルが遠くなるのか、回収の時間が遠くな

るならこれも困るよなと、それから業者さんにしてもいろいろな仕事がふえくる、いろ

いろな問題があると思うのです。

だから、４月に向けて検討するということだから、開示に向けて検討するということ

までは理解できました。やって行く上で取り扱い業者さんだっていろいろ立場もあるし、

お金の問題もあるだろうし、多くの課題があると思うのです。それに対して僕はどっち

がいいとか悪いとか考えは持ってないのです。町として今までと違って穴開けないで回

収する方向でやっていくよと、取り組んでいくと、こういうことでよろしいですね。

●議長（佐藤議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 今まで金属製品としての収集をさせていただいていること

に変わりはありませんし、それによって不便というか、回収回数が減ったりとか、そう

いう体制に組んでいくことも考えておりません。

今の現状の中で当然、今までも適正な排出を町民の皆様に周知をさせていただきなが

ら、また実施していただいておりますので、これらを徹底させていただいた中で穴開け

をしないだけの回収ということを安全性、当然、町民の安全性もありますけれども、処

理の安全性を含めて検討をさせていただきたいというふうに考えておりますのでご理解

願います。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 床潭小学校の統廃合についてお尋ねをさせていただきます。

答弁では、保護者、地域住民の考えもおおむね床潭小学校は厚岸小学校と統廃合した、28

年度という考えである程度、理解を得られて町としてもそのような方向で取り組んで進

んでいくというふうに理解をさせていただいているのですけれども、それでよろしいで

しょうか。

●議長（佐藤議員） 教育委員会管理課長。
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●教委管理課長（髙橋課長） お答えいたします。

答弁書でも説明したとおり、今回、教育委員会が入って保護者の方、あるいは地域の

方とお話をさせていただきまして、統合に反対という方もいらっしゃいました。また、

統合したいという方もいらっしゃって、その中で話に出たのが子どもたちの教育にとっ

て何が一番いいのかということで地域の方が断腸の思いで結論を出されて、28年度をもっ

て統合やむなしという結論になったということでございますので、今後については28年

度で学校を経て統合するという動きになろうかなと思います。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 そうなりますと、町としての今後のスケジュール、もう少し具体的に説明を

していただきたいなと思いますし、最終的な手続きなのですけれども、私なりに調査を

させていただきましたら厚岸町立学校設置条例、第２条学校の名称及び位置は別表に掲

げるとおりとすると、この別表の中に小学校の住所の欄がありまして、そこから床潭の

部分が除かれるということで、そのことは条例でございますから議会にその行為が上程

されるのだろうと、議案が、その上程されることによって議決されることは最終決定な

のかなというふうに私なりに理解をしたのですけれども、それはいつころになるのでしょ

うか。町としては、その辺のスケジュールについては押さえているのでしょうか、今の

予定ではどうなっているのか、その辺も含めて今後のスケジュールについてお尋ねをさ

せていただきます。

●議長（佐藤議員） 管理課長。

●教委管理課長（髙橋課長） まず１点目の今後のスケジュールでございますけれども、

今年度、27年度におきましては保護者の方と協議を進めると、何を話すかというと閉校

に向けての準備、あるいは今後の学校の体制、厚岸小学校に行くに当たってどういう形

で移行できるかということを保護者の方にご説明をして、円滑に統合するということで

ございます。

それと、当然、地域住民の方とも学校どうするですかですとか、あるいは閉校事業、

これらにつきましてお話をさせていただきまして、教育委員会としましてもそれらにつ

いて協力していきたいというふうに考えております。

議員おっしゃるとおり、厚岸町学校設置条例の中に現在、床潭小学校と名称と位置が

記載されております。その条例を改正する必要がございます。それにつきましては、今

までも他の地域でも閉校になったときには町として閉校事業に対して補助をしている経

過がございます。それらの予算も絡みますので、地域の話し合いの状況にもよりますけ

れども、早ければ28年度の第１回定例会に条例改正をお願いしたいというふうに考えて

おります。

地域の準備の状況によりましては、若干、遅くなる可能性もございますが、最短でい

きますと28年度、第１回の定例会というふうに考えております。
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●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 自治会長さんやＰＴＡの皆さんに二、三意見を聞いてきたのですけれどもや

むなしという思いはあるけれども、非常に残念だと。もう既に統合ありきではないのか

と、こういうふうに強く言われました、はっきり言って。でも仕方ないよなと、諦めの

声もありました。

ですから、やはりほかの地区もいろいろな思いをして上尾幌や厚静小学校などもやっ

てきているのですけれども、だからいいということではなくて、十分、地域の皆さんの

意向を反映して、尊重して、今後の取り組みも慎重に取り扱っていただきたいなと、取

り進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 今回の話し合い、私も参加させていただきましたけれども、非

常に残念に思っています。

議員おっしゃるとおり、最近の床潭小学校の活動、スポーツ面でも学業面でも非常に

一生懸命、子どもたち頑張ってきました。ただ、残念ながらこれから入ってくる方が少

ないという中では、地域の方もやむを得ないということなのだろうというふうに思いま

す。

これからについては、先ほどもお話ししましたけれども、厚岸小学校、大きな学校に

行くことに対する不安を持っているお子さんもいらっしゃいますし、保護者の方もいらっ

しゃいます。ぜひ、今年、来年２カ年で、先ほど言ったように交流事業、交流学習等を

踏まえて事前にお友達になるような活動もする中で、また細かいスクールバス等の分か

らない点についても詳しく説明をして不安のないような形で統合していければというふ

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。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 芝の関係についてお尋ねをさせていただきます。

確かに６月、雨が少なくてまばらな状態になったというのを私も理解していますし、

そのころから何でこうなるのといったら雨も少ないけれども堆肥が少ないのではないの

かと、こういうご意見もありました。

でも私なりに思うのですけれども、芝の管理、プレーヤーにとっては芝が生命線だと

思います。ですけれども、職員の皆さん一生懸命やっていると思うし、プレーする人は

いろいろなことを言うと思うのです。そのような中で、努力をされていることに対して

は敬意を表しています。一生懸命やっているなと。

私はパークゴルフはそんなにやらないのです、やらないより全くだめなのですけれど

も、たまたま議員会などで各パークゴルフ場に１年に１回、いろいろなよそのところの

行くのだけれども、公設のパークゴルフ場の芝としては私はよく管理していると思いま

す。ですけれども、いろいろな意見があります。堆肥センターの同じ役所の中での堆肥、
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けちでまかないのではないかとか、いろいろなことを言う人もいるのも事実なのです。

ですけれども、よく聞いたらウッドチップが悪影響を及ぼすということも分かりまし

た、その辺も今後、まくことが実際、私素人ですから分からないのですけれども、少し

でもプレーをする人の中にそういう考えの方もいるし、まくことによってよくなるので

あれば、これからも芝管理に大いに努めてプレーヤーに喜ばれるようなパークゴルフの

芝管理に努めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 体育振興課長。

●教委体育振興課長（髙橋課長） ご質問者のパークゴルフ場の管理についてお褒めをい

ただいて本当にありがたいと思っております。職員含めて現在、管理を委託している高

齢者事業団の皆様も本当に一生懸命になって毎日、コースの管理をしていただいており

ます。

本当に厚岸町のパークゴルフ場、管内に比べても本当に芝の状況もいいですし、大変、

誇れるパークゴルフ場というふうに思っております。

堆肥の散布につきましては、確かにいろいろなああいうのもあって今、実施されてお

りませんけれども、今年確認した中ではかなり散布に耐えられるような状況になってき

ているという部分もございますので、今後も利用者が常に快適にプレーを楽しんでいた

だけるよう教育委員会といたしましても施設の管理には十分に意を配して適正に管理を

していきたいというふ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。

●議長（佐藤議員） 以上で、南谷議員の一般質問を終わります。

次に、６番、室﨑議員の一般質問ですが、室﨑議員からは本日、欠席届けが提出され

ております。

６番、室﨑議員は議長に現在しておりません。

したがって、厚岸町議会会議規則第61条第４項の規定により、６番、室﨑議員の一般

質問の通告はその効力を失いました。

次に、12番、佐々木亮子議員の一般を行います。

12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 平成27年第３回定例会におきまして、通告に従いまして２件、８点の

質問をさせていただきます。

１件目は保育所の保育体制についてです。

１点目は、保育士の正規、非正規の人数、そして保育所への配置はどうなっているの

か、また、配置に対してどのように考えておられるのかをお尋ねいたします。

２点目は、保育士の確保はどのようにされているのかお伺いをいたします。

３点目は、３歳未満児の保育の受け入れ状況がどうなっているのかお尋ねいたします。

４点目は、申し込み時に入所できない児童が出た場合への対応はどのようにされてい

るのか、お伺いをいたします。

５点目は、産休明けからの保育を希望する保護者のニーズに応える保育体制をしっか
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りと図っていただきたいと思いますけれども、これに対して答弁をお願いいたします。

２件目は、特定不妊治療についてです。

１点目は、現在、道からの特定不妊治療費の助成を受けている方が当町で何人いるの

かお伺いをいたします。

２点目は、町としての不妊治療についての考え方をお伺いいたします。

３点目は、平成28年からの制度の変更に伴って特定不妊治療を受けている方が継続し

て道の助成を受ける場合、また受給できなくなる場合にかかわらず町独自としての助成

ができないかどうか、考え方をお伺いをいたします。

よろしくお願いをいたします。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） 12番、佐々木議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の保育所の保育体制についてのうち、初めに保育士の正規、非正規の人数と保育所

への配置はどうなっていますか、また配置に対してどのように考えていますかについてであ

りますが、３カ所の認可保育所では真竜保育所の正職員、嘱託職員が６人、臨時職員が２人、

厚岸保育所の正職員、嘱託職員が４人、臨時職員が３人、宮園保育所の正職員、嘱託職員が

５人、臨時職員が２人という状況となっており、加えて代替の臨時職員を各保育所に１人配

置しております。

また、太田へき地保育所は、嘱託職員１人と臨時職員１人となっております。保育士配置

に対する考え方ですが、認可保育所は年齢にあわせた一定集団での保育を行うため、年齢別

保育を行い、クラス担当には正職員、嘱託職員の配置を基本としておりますが、正職員、嘱

託職員の不足により、一部、臨時職員を配置している状況となっております。

また、太田へき地保育所は、少人数のため、混合保育を行っております。

次に、保育士の確保はどのようにされていますかについてでありますが、臨時職員は年度

が始まる前に募集を行い、保育所入所申し込み人数に必要な数の任用しておりますが、年度

途中の入所に対応する臨時職員の募集では応募がなく、加えて保育士間の情報から有資格者

に直接声かけもしておりますが、町内において就業できる保育士の人材は不足している状況

にあります。

また、正職員と嘱託職員の退職に伴い、今年度は２人の正職員の採用を行い、来年度にお

いても２人の正職員の採用を予定しているところであります。

次に、３歳未満児の保育の受け入れ状況はどのようになっていますかについてであります

が、現在の３歳未満児の受け入れは認可保育所においてゼロ歳児が３人、１歳児が18人、２

歳児が27人となっており、ゼロ歳児は施設設備の関係上、真竜保育所のみの受け入れとなっ

ておりますが、１歳児、２歳児は３保育所において受け入れをしております。

次に、申し込み時に入所できない児童への対応はどうなっていますかについてであります

が、保育所は年齢に応じて保育士の配置基準が定められており、ゼロ歳児３人に対し保育士

が１人、１歳児、２歳児では６人に対し保育士１人、３歳児の20人に対し保育士１人、４歳

児、５歳児では30人に対し保育士１人となっております。

このため、配置基準以上の申し込みがあった場合には、枠のある保育所への入所をするか、
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枠がない場合は必要な保育士を確保してから入所するという状況になります。

今年度当初は必要な保育士を確保し、申し込み児童全てを受け入れましたが、その後に申

し込み相談のあった個別保育が必要な障害児及びゼロ歳児と１歳児については、町広報紙、

ハローワーク、新聞により保育士の募集を行っておりますが、応募が皆無の状況が続き、受

け入れができない状況にあります。

次に、産休明けからの保育を希望する保育所の保護者のニーズに応える保育体制を図るべ

きではないかについてでありますが、産休明けからのゼロ歳児については真竜保育所におい

て受け入れ体制をとっておりますが、現在、保育士の配置基準に対する児童数枠がいっぱい

の状況にあり、新たな保育士が確保されなければ受け入れができない状況にありますので、

引き続き臨時職員の確保に努めてまいります。

続いて、２点目の特定不妊治療についてのうち、初めに現在、道からの特定不妊治療費の

助成を受けている方は何人いますかについてでありますが、不妊治療はタイミング法、ホル

モン法、人工授精の一般不妊治療と体外受精顕微授精の高度不妊治療に分けれられます。

北海道が行う特定不妊治療助成事業費は、高度不妊治療である体外授精と顕微授精を特定

不妊治療と定義し、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、または極

めて少ないと医師に診断された夫婦に対し、１回当たり15万円の治療費の助成が受けられま

す。

また、治療の行程で採卵できない場合などには７万5,000円の助成が受けられます。道から

助成を受けている方は、今年度はまだ集計されておりませんが、平成26年度では厚岸町で２

件となっております。なお、集計は件数ですので、助成を受けている人数などの詳細は明ら

かになっておりません。

次に、町として不妊治療についてどのように考えていますかについてでありますが、不妊

治療は妊娠につながらない方が妊娠、出産につながる可能性のある医療であるため、非常に

必要性の高い治療であると考えます。

しかし、特に、高度不妊治療は保険適用外の治療であり、体外受精や顕微授精では１回数

十万円の費用がかかることや、北海道の特定不妊治療助成事業において、道内26医療機関が

指定されているものの、釧路管内には指定医療機関がなく、治療を受ける方はその費用負担

は大きい上、精神的な負担ととても大きい治療であると認識しております。

次に、平成28年からの制度の変更に伴い、特定不妊治療を受けている方が継続して助成を

受ける場合や受給できなくなる場合にかかわらず、町としての独自助成ができないかについ

てでありますが、特定不妊治療支援事業は、これまでは年齢制限がなく、通算で最大６回ま

での助成がありましたが、平成28年度からは１回の助成額に変更はないものの、受けられる

年齢が43歳未満になる予定となっております。

43歳という年齢制限については、国の平成25年の不妊に悩む方への特定治療支援事業のあ

り方に関する報告書によりますと、特定不妊治療を行った場合の流産の率では40歳で３回に

１回、43歳で２回に１回であること、治療を行った場合の出産に至る確率では、39歳で10回

に１回、43歳で50回に１回、45歳以上では100回に１回であること、妊婦の死亡率は出産10万

件当たり42歳で27.1件、43歳で38件といった状況などにより、妊娠、出産を希望する方の安

心・安全な妊娠、出産にするという観点から、特定不妊治療支援事業の助成対象を43歳未満

にすることが適当であるとされております。
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特定不妊治療支援事業は、妊婦出産を望む方に対する直接的な支援となる事業であります

が、現在の助成だけでは高額な治療費を賄えていない実態もあり、道内では76市町村が北海

道で行う特定不妊治療の上乗せ助成などを行っている状況ですので、厚岸町においても北海

道の事業への上乗せ助成への実施について検討を行いたいと考えております。

なお、28年の制度の変更に伴い、対象外となる部分の独自助成については考えておりませ

ん。

以上でございます。

●議長（佐藤議員） 佐々木亮子議員の再質問は、休憩後とさせていただきます。

本会議を休憩いたします。

再開は、３時30分からといたします。

午後２時57分休憩

午後３時30分再開

●議長（佐藤議員） 本会議を再開いたします。

12番、佐々木亮子議員の再質問から行います。

12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 それでは、まず１点目、(１)、(２)のほうから行きたいと思いますが、

まず資料を作成していただきましてありがとうございます。

出していただいた資料をちょっと見させていただいて、確認なのですけれども、真竜

保育所の１歳児のところが臨時職員が１人になっていると、それから３歳児、４歳児、

同じ年齢でも職員保育士の配置の数が若干、厚岸保育所や宮園保育所などでは違いが出

ていますけれども、これは保育士を配置できなくてこうなっているということなのでしょ

うか。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 保育士の配置につきましては、基準に従いまして当然、配

置をしております。

この配置基準で配置をしている分と、もう一つは障害を持っている子どもさんを入所

をさせる段階で、その子どものための保育士の配置も必要になってきます。

ですので、真竜保育所の４歳児の臨時職員というのは障害の子どもさんの担当と、そ

れから宮園保育所では４歳の子どもに配置をしているということで、こういう形になっ

ております。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。
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●佐々木亮子議員 配置については分かりました。

それで、もう１点お聞きしたのですが、真竜保育所で１歳児のところが、ここだけ臨

時職員が正職員、嘱託職員ではなくて臨時職員が配置というふうになっているのですけ

れども、これについては正職員が充てられないということなのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 今年度、正職員、職員の退職によりまして２人の新規の職

員を配置になっております。

ただ、１年目からいきなり担任というような形は、やはり保育所の所長含めて協議を

している中で、やはり難しいということがありますので、その臨時職員の中でもベテラ

ンの人を配置をしております。

今、新人につきましては、職員につく形でもって今年１年しっかり勉強してもらって、

そして来年以降、担任を持てるような形にしていくという形で進めております。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 そうすると、この臨時職員の方は多分、正職員の方と同じような仕事

内容になっているのかなというふうに思うのですけれども、正職と非正規、臨時職員で

すね、それ等の仕事内容の違いというのはどこにあるのでしょうか、それと非正規だけ

で、例えば延長保育のときだとか、そういうときに非正規だけで現場を担うというので

すか、そういうときというのはあるのかどうかもお伺いいたします。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 真竜保育所の１歳児で臨時職員ということで、そういう配

置をさせていただいておりますけれども、ここは同じ部屋にゼロ歳児と１歳児が区域分

けていますけれども、同じ部屋に入っております。

そのゼロ歳児の担当の正職員と混合ではないですけれども、一応、同じ部屋で混合の

ような形で保育をしております。ですので、そういう正職員の指示に基づいてやってい

るということになります。

それと、延長保育の部分では、臨時職員、パートの職員を充てている部分もあります

けれども、そこには必ず正職員の人間もいますので、必ずいた上でパート職員を加配し

て見ているという形になっております。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 それは分かりました。

それで、答弁書をいただきましたけれども、働き手がいない、不足しているというの

が何カ所かにわたって出てきています。それで募集もされているのですけれども、今、
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全国的に保育士が不足しているというようなこともあるのですけれども、実際に保育士

が確保できない理由というのはどういったものなのかというのは検討されているので

しょうか。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 保育士の数が足りないというのは、おっしゃるとおり全国

的な状況ということで、全国的には保育士の資格を取った方の半分が保育士の職に就か

ないというような統計もあります。

厚岸町の部分では、５月、６月、それから今も広報にも、それから新聞等にもお願い

をして募集をしているのですけれども、今回についても全く皆無の、問い合わせもない

というような状況なのです。保育士、今の保育所の職員もいろいろなつてを使っていろ

いろ当たってもらっているのですけれどもいないというようなことで、これは厚岸町内

だけの問題かなということで思いまして、釧路市も含めた課長会議の中で話を聞いてみ

ましたら、やはり釧路市でも、釧路町でも保育士の不足はずっとハローワークに出しっ

ぱなしというような状況だそうでございます。浜中町も同じです。それこそ、厚岸町の

方が何か向こうに行っているというような話も聞いたことがありますけれども、そういっ

た状況で本当に管内どこの町もそういう状況にあるようです。

それで、その席に釧路の保育専門学校の先生もいまして、そこで話、その方の話を聞

きましたら、そこから出る、釧路には２カ所の養成機関があって、そこから約100人の保

育士が卒業していくというのですけれども、その中ではほとんどが保育士に仕事に就い

ているというふうに言っています。

ですので、ちょっと全国的な半数がつかないというのとはちょっと違うなというふう

には思っていますけれども、そういう状況の中で厚岸町内ではなかなか見つけれないと

いうことなものですから、なお引き続き確保に向けて頑張っていきたいなというふうに

考えております。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 いろいろ答弁をいただきましたけれども、なぜ働き手が厚岸にいない

のかというのは、結局は分からないということでいいのでしょうか、済みません。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 新規採用の正職員の募集という部分では、今年度も、また

来年に向けてお願いをしておりますけれども、そういった部分では新規の方も応募とい

うのは可能性はあるのかなというふうには思っています。

ただ、その臨時職員ということでいう前に、新規の保育士さんというのは臨時職員で

というのは厳しいのかなと思います。

ただ、その方が今度、結婚されて子どもさんが大きくなって、それからまた働きたい
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というような方も当然いらっしゃいますから、そういう部分では臨時職員の部分に応募

していただける方もいるのだと思うのです。

そういうすみ分けみたいな部分はあるのだというふうには思っていますけれども、

ちょっと今の中ではそういった方がなかなか見つけられないというような状況です。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 今のお話をちょっと聞いていると、新卒の正職員であれば応募は見込

めるけれども、途中の臨時などではなかなか厳しいよということなのだと思うのです。

それで、やはり保育士の働き手がいないという、条件的なものにはやはり厚岸で働け

る条件というのを整えるということも必要なのではないかなというふうに思うのです。

やはり、もちろん家庭の事情で非正規職員、臨時職員で働きたいと希望されて働く方も

いらっしゃるというふうに思うのですけれども、やはり安定的に仕事をするというとこ

ろも考えても、やはり正職員を希望する方というのが多いというふうに私は思うのです

けれども、臨時職員ではなくて、きちんと正職員として雇用をして、それで保育体制を

整えていくと、そういった配置の考え方というのはできないのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 現在、新年度に向けて２人の職員の募集をお願いしている

ということをお話ししましたけれども、それは１人、今年の３月に急に家庭の事情でや

められた方がいまして、その方の分と、それからもう１人、前にやめた人の欠員の分と

いうことで２人分をお願いしております。

その職員が配置になりますと、基本的には年齢別にきちっとその職員をはめることが

できます。そういう意味では、その基本的な人数を確保しようということをしようと考

えています。全体的なその保育所に行っている、保育所に入所する子どもの数というの

は全体的には少しずつ下がってきている、少なくなってきているという状況があります

ので、そこにどんどん保育士を新たに採用というのはやはり難しいことになります。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 難しいということですけれども、やはり正規職員というところで、ぜ

ひ雇用を拡大していくというところも考えていただきたいなというふうに思います。

それで、３点目、４点目なのですけれども、枠がない場合は保育士を確保してから入

所をするということなのですよね。

それで、これ27年度の子育て支援事業計画なのですが、ちょっとこの中の33ページで、

産後認定ゼロ歳児のところで、ちょっとまずこれ見方があっているかどうかを確認した

いのですけれども、これ平成27年度必要利用定員総数３人、確保の内容６人、過不足３

人ということなのですけれども、これは必要としている人が実際３人いるよと、確保は

６人分を予定をしているよというような捉え方でよろしいのでしょうか。
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●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 休憩します。

午後３時47分休憩

午後３時48分再開

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 申しわけありません。

必要利用定員総数ということで、これは推計をした数字でございます。今、確保の内

容というところでは、この６人分は施設的には確保、これの６人分がありますというこ

とで、その分はちょっと継続して確保するというふうに意味でここは書かさせていただ

いております。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 ６人確保ができる、施設的には内容ということです。

ただ、ちょっと私が聞いているところでは、途中入所だと思うのですけれどもゼロ歳

児のところで入所を申し込んだと。ただ、現在になっていると保育士が３対１基準の中

で１人配置をしている。だから、それ以上ふえると保育士を確保しなければいけないと

いうことで、その方も待機状態になっているのですよね。

この計画では、３人の推計で６人ということのですけれども、この計画どおりに実行

されていないということなのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） この必要定員総数というのは、先ほど出た推計でございま

すので、こういう人数で行くだろうということでございます。

６人というのは、真竜保育所で受け入れができる人数は６人は設備的に、施設的には

できるというふうになっています。

ただ、保育士の基準があって、その保育士を確保できなければ入れれないという状況

が続いているということで、先ほどの話にもありましたけれども、保育士の確保を何と

かしたいということで、２月から臨時職員の募集のハローワークですとか、新聞、広報

のほうずっとやっています。

最終的に４月以降の部分が決まった後に、今度、必要にそういう形で出てくる部分に

ついては、改めまして３月９日にまた新聞のほうに依頼して、３月20日までの期間で募

集記事を出しています。



- 55 -

それから５月にも同じく新聞のほうにお願いをして出しています。ハローワークも５

月と８月に求人募集の更新をして、継続をさせていると。広報にも６月号、それから９

月号、今月号にも出させてもらって、今、釧路新聞さん、それから北海道新聞さんにも

今、お願いをしてやっているというような状況で、この中で多分、保育士のほうでもそ

れぞれつてを当たってはいるのですけれども、なかなか確保に結びついていかないと、

そういう方が確保できれば、本当にすぐそういったものを進めていきたいというふうに

考えております。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 保育士確保する部分に本当に大変なご努力をされているというふうに

思います。

ただ、やはり保育所に申し込みをされる保護者の皆さんというのはやはり産休明け、

あるいは育休明けから、やはり働かなければいけない、共働きで働かなければやはり生

活が支えられないと、あるいは産休明け、育休明けから出ていかないと雇用を切られて

しまうと、やはりすごく深刻な状況なのです。

待っている方も入れるようになったら町から連絡が来るようになっているのだけれど

も、まだ連絡が来ないと、やはりすごく不安な気持ちを持っておられるのです。

ぜひ、やはりそういうニーズがある以上は、やはり全てのそういったニーズに応えら

れる、特にゼロ歳児、１歳児のところだと思うのですけれども、そういったような体制

をぜひ構築をしていただきたいと、これからのご努力をしていただきたいというふうに

思うのですが、それについてはどうでしょうか。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 施設的には、まだ入れれる許容を持っていますので、やは

りその保育士の確保が問題ということでございます。引き続き、努力をしていきたいと

思います。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 ぜひお願いをいたします。

それで、２件目のほうに移ります。それで、28年度から特定不妊治療の方向が変わっ

ていくということなのです。

それで、答弁の中で北海道の事業への上乗せ助成の実施について検討を行いたいとい

うふうになっていますので、ぜひこれ検討していただきたいなとまず思うのです。

それで、私ちょっと特定不妊治療を何年か受けておられる方の話を実際に聞きました。

それで、１回の治療に大体130万円ぐらいかかると、道から１回15万円補助が出るけれど

も、大体１年に２回受けているとして30万円の補助だけれども、１回治療を受けるのに100

万円は持ち出しになっていると。
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そういった中で、やはり費用が工面できずに諦めざるを得ないという、そういった場

面も出てくると、諦めざるを得ないと。それで、ぜひやはり町から助成があればもう１

回挑戦してみようかなという気持ちにもなれるというふうにも述べていましたし、管内

でも、これは現在、道から助成を受けている方を対象なのですけれども標茶ですとか、

鶴居ですとか、根室も入れれば別海だとか、標津だとか、今、助成をしている、町独自

で、金額はさまざまですけれども助成をしているところというのはやはり多くあります。

ぜひ、検討を行いたいということですので、この部分についてはぜひ検討していただ

きたいというふうに思うのですが、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 今、人口減少ということで、そういう状況の中で、子ども

さんがほしいという方については、ご夫婦の考え方の問題が第一ですから強制をするこ

とではありませんけれども、そういった思いを持っておられる方に支援をする制度とし

ては必要ではないかというふうに私どもも考えておりますので、検討をさせていただき

たいと思います。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 最後にしますけれども、制度改正に当たりまして周知のポスターです

とかリーフレット、こういったものなのですけれども、そういったものが届いておられ

ると思うのですけれども、それはどういったように活用されるのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 道から来るものにつきましては、そういったものが来た段

階ではいろいろな保健業務の中でいろいろな取り組みを行っておりますので、そういっ

た中で周知をしていくということは当然していきたいと思いますし、町が新たに上乗せ

というような形になれば、またその段階ではそれを加えた形での周知ということで、保

健業務でいろいろな機会にそういうものを活用してやっていますので、そういった中で

また広報なども活用させていただいて進めていきたいと思います。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 これから不妊治療を受けようとされている方だとか、現在、受けてい

る方なども含めまして、やはりこういったポスターだとか、リーフレットだとかを見る

ことによって自分もちょっと受けてみようかなと、そういった方もおられるというふう

に思いますので、ぜひこういった資料は積極的に活用をしていただくということをお願

をして、質問を終わります。
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●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） そのようにしていきたいと思います。

●議長（佐藤議員） 以上で、12番、佐々木亮子議員の一般質問を終わります。

次に、４番、石澤議員の一般質問を行います。

４番、石澤議員。

●石澤議員 先に提出した通告書に従って質問いたします。

最初に、農協改革法に関してです。国会での、この農協改革法が成立しましたが、農

業組織から出た改革ではなく、財界、アメリカの要望に応えたもので、日本農業、地域

農業を守ることができると思いますか、町長の見解を伺います。

次に、農業委員会は、地域農業を守り育てるための農地の番人としての役割を果たし

てきましたが、委員の公選制廃止により地域農業の維持を一層衰退させると考えるがど

うですか、また、今後は町長の選任となりますが、地域農業を守る観点からどのような

姿勢でいきますか。

３、農協事業は、非営利規定があったが、これを削除することによって農協が共同組

合としての農家や農業を守り育てるという第一義的な任務から営利中心の組織になり、

家族農業、地域の共同組合を変質させることとなると思いますが、町長はどのように考

えているのか伺います。

また、農協組織の株式会社化も認められることになりますが、ここに日本の経済界が、

また、米国の金融保険業が参入し、企業支配が強まり、農協の役割が一層薄められる恐

れがあると危惧されますが、町長の考えはどうですか。

次、農協改正法で、地域農業に関する町長の権限が拡大していくと思われますが、今

後、本町の基幹産業である酪農を守り発展させるために改めて町長の基本的な姿勢を伺

います。

次、マイナンバー制度についてです。

さきに改正法が国会で可決したことにより、一層プライバシーの侵害やそれを悪用す

る犯罪の危険性がより深刻になったと思いますが、この点で町長の所見を伺います。

本町では、マイナンバー制度導入に当たって個人情報保護対策が完全にできています

か。個人番号は、10月に個人通知されると聞いていますが、個人情報の漏洩の危険性は

ないと言えますか。本町におけるマイナンバー制度実用化の実態はどこまで進んでいま

すか、また、費用は幾らかかりますか。

さらに、制度導入の際の業務量は大きな負担になると考えますがどうですか。今後、

マイナンバー制度の運用はどこまで拡大する見通しですか。

次、マイナンバー制度は、個人財産等に対する国や自治体の関心が強まり、個人情報

漏洩の危険、犯罪に結びつく危険もあり、住民には何らメリットはないと考えます。諸

外国でも見直しが続出している実態を見ると、制度の延期、もしくは廃止を国に対して

要請すべきではないかと思いますが、どうですか。

これで、１回目の質問を終わります。
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●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） ４番、石澤議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の農業協同組合法等の一部を改正する等の法律についてのうち、初めに国会でこの

農協改革法が成立したが、農業組織から出た改革ではなく、財界、アメリカの要望に応えた

もので、日本農業、地域農業を守ることができると思うか、町長の見解を伺いたいについで

ありますが、このたびの農協改革法は、農業者の共同組織としての原点に立ち変えって、農

協システムの見直しを行い、地域農協が正組合員である農業者、特に地域農業をリードする

担い手農業者と手を携えて、農業所得の向上に全力を挙げてもらうための環境を整備するも

のとしており、まずはそのとおり理解すべきものと考えておりますが、今後、国において必

要な政省令の検討を取り進めるとのことでありますので、生産現場や関係者の現状を踏まえ

た上で進められる必要があると考えております。

次に、農業委員会は地域農業を守り育てるための農地の番人としての役割を果たしてきた

が、委員の公選制廃止により、地域農業の維持を一層衰退させると考えるがどうか、また、

今後は町長の選任となるが地域農業を守る観点から、どのような姿勢で臨むつもりかについ

てでありますが、農業委員会等に関する法律が改正され、農業委員会の選出は選挙及び選任

制ではなく、市町村長が議会の同意を得て農業委員を任命する制度となりました。

しかし、これまで農業委員会が担ってきた農地の利用関係の調整や農地法に基づく農地の

売買、貸借等の許可認可に関する業務は、農業委員の重要な役割と認識しておりますし、公

選制の廃止により農地の利用調整や農地の流動化の停滞及び許認可業務の遅延を招くなどの

影響は考えられず、これまで同様、重要な生産基盤である農地を守り、優良農地の確保と有

効利用を促進するという基本的な立場に基づき活動されるものと考えております。

こうしたことから、地域農業の維持への影響はないものと考えますので、今後も農業者、

農業委員会の基本的考え方を尊重してまいりたいと考えております。

次に、農協事業は非営利規定があったが、これを削除することによって、農協が共同組合

として農家や農業を守り育てるという第一義的な任務から、営利中心の組織になり、家族農

業、地域の共同組合を変質させることになると思うが、町長はどのように考えているのか伺

いたい、また、農協組織の株式化も認められることになるが、ここに日本の経済界、米国の

金融保険業が参入し、企業支配が強まり、農協の役割が一層薄められる恐れがあると危惧さ

れるが、町長の考えはどうかについてでありますが、農業協業組合法は農業者の共同組織の

発達を促進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的、社会的地位への向上を

図り、もって国民経済の発展に寄与することを目的としております。

今回の改正では、第８条中、営利を目的として、その事業を行ってはならないとの文言が

削除されましたが、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない、事業の的確な遂

行により、高い収益性を実現し、事業から生じた収益を持って経営の健全化を確保しつつ、

事業の成長発展を図るための投資、または事業利用分量配分に充てるよう努めなければなら

ないという二つの項が加えられました。

この規定から、農協は農業者が自主的に組織し、運営する共同組合の理念に基づき、農産

物の有利販売や生産資材のコスト低減など、農業者の所得の向上に資する事業を展開してい
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るところであり、農協が営利のみ目的とした組織に変質するとは思えませんし、組合員がど

う考え、どう運営していくべきか判断されるものと理解しております。

また、ＪＡグループ北海道では、昨年11月、組合員や農協から出された意見、提案を踏ま

え、生産資材のコスト低減や生産者の有利販売、６次産業化の推進などを柱とする自己改革

プランを取りまとめ、今後、５年間を重点期間として組合員の所得向上や農村地域の活性化

に取り組むこととしており、これまで以上に組合員の経営発展と地域貢献に努力していただ

けるものと期待しているところであります。

さらに、このたびの農業協同組合法の改正により、地域農協においても組織の一部を株式

会社や消費生活協同組合に変更できるようになりましたが、強制ではありません。ＪＡグルー

プ北海道の改革プランの中では、地域農協においての株式化のことは提言されておりません

し、今後においても組合員たる農業者の民主的議論の中で決められていくものと理解してお

ります。

次に、農協改革法で地域農業に関する町長の権限が拡大していくと思われるが、今後、本

町の基幹産業である酪農を守り発展させるために改めて町長の基本的な姿勢を伺うについて

でありますが、本町の基幹産業の一つである農業の持続的な発展においては、農業者や地域

の自主性こそ尊重すべきであると考えており、今後も新規就農者や後継者を含めた担い手の

確保、自給飼料を基盤として低コストで安定的な酪農経営を目指し、良質な粗飼料の生産性

向上と安定確保を図り、足腰の強い経営基盤を確立するため、関係機関と連携しながら地域

農業の持続発展に努めてまいりたいと考えております。

続いて、２点目のマイナンバー制度についてのうち、初めに、さきに改正法が国会で可決

したことにより、一層プライバシーの侵害やそれを悪用する犯罪の危険がより深刻になった

と思うが、この点での町長の所見についてでありますが、金融分野、医療等分野等における

利用範囲の拡充などを目的とした個人情報の保護に関する法律及び行政手続きにおける特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律が、去る９月３日

に可決、成立したことは承知しております。

このたびの法改正により、個人番号の預貯金口座への付番やメタボ検診等保健事業に関す

る事務における利用、予防接種に関する事務における接種履歴の連携などが可能になるとの

ことでありますが、もともと番号制度については施行前から報道等によってさまざまな問題

点が指摘されており、制度の導入を不安視する声も少なくはなく、いまだ制度に対する国民

理解も低い状況にあります。

また、仮に個人番号を用いた個人情報の追跡、名寄せ、突合等が不正に行われた場合に、

重大なプライバシーの侵害を引き起こす恐れがあることも事実であります。

しかし、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、い

わゆる番号法では、個人番号や特定個人情報について一般の個人情報より厳格な保護措置を

規定し、目的外利用や他機関への提供等を厳しく制限するとともに、特定個人情報保護評価

という個人のプライバシー等の権利、利益に与える影響の予測と保護措置の評価を行う、全

く新たな仕組みを創設することにより、番号制度における国民の安心・安全の確保が図られ

ているものと理解しております。

また、実際に個人番号だけでは各種手続きなどを行うことはできず、なりすまし防止のた

めの厳格な本人確認を義務づけるなど、さまざまな保護措置が講じられていると理解してい
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ます。

次に、本町ではマイナンバー制度導入に当たって個人情報保護対策が完全にできているか、

個人番号は10月に個人通知されると聞いているが、個人情報の漏洩の危険性はないと言える

のかについてでありますが、町では個人番号をその内容に含む個人情報、いわゆる特定個人

情報の保護に万全を期すため、本定例会に特定個人情報を保護すること等を目的とした条例

やシステムやネットワーク改修などの安全管理の措置にかかわる予算を提出しているところ

であります。

国は、個人情報の外部流出や成り済ましを防止するために制度面における保護措置として、

番号法第19条各号の規定を除き、特定個人情報を収集、保管すること等と一律禁止している

ほか、第三者機関による監視、監督や番号法に違反した場合の罰則を強化しております。

また、システム面において個人情報の分散管理や通信の暗号化など、さまざまな措置を講

じております。町においても、特定個人情報保護管理については、関係法令を遵守すること

はもちろん、国から示されている各種の指針やガイドラインにのっとり、個人番号が悪用さ

れないよう、対策を講じてまいりたいと考えております。

また、通知カードによる個人番号の通知は、10月５日から順次、世帯ごとに簡易書留によ

り通知することとされております。

次に、本町におけるマイナンバー制度実用化の実態はどこまで進んでいるのか、また費用

は幾らかかるのかについてでありますが、関係法令に基づく準備行動の一つとして、通知カー

ドと個人番号カードの再交付にかかわる手数料を定めるための改正条例と、先ほど申し上げ

た特定個人情報を保護すること等を目的とした新規条例を本定例会に提出しております。

個人番号を扱う業務システムについては、昨年度から順次、改修を行ってきており、今後

も国が示すスケジュールに沿って作業を進めてまいります。

また、個人番号は番号法で定められた事業のほか、市町村が条例で定めることにより、利

用することが可能となる独自の事務については、現在、その洗い出しを行っており、当該条

例を次の定例会に提出する予定であります。

費用については、本定例会に提出している補正予算と昨年度までの費用を合わせると約

5,300万円になりますが、このうち、約3,900万円が国から補助されております。なお、今後

も業務システム改修が予定されており、その内容やシステムによって補助率は異なりますが、

かかる費用のおおむね３分の２が国から補助されることになっております。

次に、制度導入の際の業務量は大きな負担になると考えるがどうかについてでありますが、

昨年から準備作業を始め、関係課による対応を行っておりますが、10月５日からの通知カー

ドによる通知が一つの大きな山場になると考えております。なお、その後の個人番号の利用

事務については、平成29年１月から、国の行政機関による情報連携が開始され、同年７月か

らは地方公共団体による情報連携が開始されることになっております。

番号制度にかかわらず、新たな制度の導入に当たっては、本来、業務を行いながらの事務

作業となるため、一時的に職員の負担が増すことは当然のことであります。しかし、番号制

度は、将来にわたる公的民間サービスの基盤を築くためには必要不可欠なものであり、町民

サービスの向上にもつながるものと考えられるため、全町挙げて取り組んでいるところであ

ります。

次に、今後、マイナンバー制度の運用はどこまで拡大する見通しかについてでありますが、



- 61 -

2011年６月に政府与党社会保障改革検討本部がまとめた社会保障税番号大綱では、政府が公

平性、透明性を担保し、もって本当に困っている国民を支えていくための社会インフラであ

り、国民にとってそのようなメリットが感じられるものとして設計されなければならないと

しております。

これから始まる社会保障税番号制度は、個人番号そのものの利活用だけを視野に入れてい

るわけではなく、ＩＣチップを搭載した個人番号カードの民間開放を含めた利活用、さらに

は公的個人認証機関の利活用の三つを視野に入れているものであります。

無駄な手続きを省略して、行政のスリム化を図り、そして個人番号カードを使ったさまざ

まなサービスを提供することにより、生活の利便性を向上させていくことを目指しているも

のと考えております。

次に、マイナンバー制度は個人財産等に対する国や自治体の監視が強まり、個人情報漏洩

の危険、犯罪に結びつく危険もあり、住民に何らメリットはないと考える、諸外国でも見直

しが続出している実態を見ると制度の延期、もしくは禁止を国に対して要請するべきではな

いかについてでありますが、既に関係法令が交付され、10月５日から番号法の施行と同時に

番号制度が導入されることとなり、国のみならず、全ての地方公共団体において、その準備

を進めてきたところであります。

また、今、地方公共団体で行われている事務は番号法で規定された法廷受託事業でありま

す。厚岸町においても、この規定に従い、本定例会に関係条例を提出していただいていると

ころであります。このようなことから、制度の延期等を国に要請する考えはありません。

以上でございます。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 まず、最初の農協改革法についてです。

これの問題で、農業所得の向上に全力挙げるための環境整備するものというふうに国

は言っていますけれども、まず農業所得の向上を本気で追求するのでしたら、今まで農

政の転換と今、安倍政権が前のめり進めているＴＰＰ交渉の中止がそもそも、それが必

要だと思うのです。

まず厚岸、今、農協の問題で営利目的というか、非営利目的で行っていく、営利中心

の組織ではないということでしたけれども、いろいろな金融保険の問題とか、それから

共同組合としてやっているいろいろな事業が、それが事務組合の人数を制限するとか、

そういういろいろな問題が政府のほうから出されています。

農協は、私たちもそうなのですが組勘という形で私たち営農は担保してもらって、そ

の中でいろいろな年間の計画を立てながらやってきています。これからもそういうふう

にやっていけたらと思いますが、それが今回の改正によって、その補償がだんだん狭め

られているのではないかという感じがして仕方がないのです。

そのことも含めて農協の状態がどうなるのかなというのは、町長がどういうふうに考

えているのかなという感じで今回、質問させてもらいましたけれども、生産現場の関係

者の現状を踏まえた上で進める必要があると考えていますということなのですが、その

声をどういう形で、農業ビジョンという形でまとめられたものがあるのですが、その中
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に生産現場や関係者の声がどれだけ入っているのかなというのがあるのですが、どうし

てもその中に出てくるのが規模を拡大しなければだめだというか、いろいろな形の農業

を認めるというのではなくて、何となく大きくしていかなければだめだというような目

的が見え隠れするのですが、そのことも含めて厚岸町の酪農という基幹産業がどういう

ふうに変わっていくと、これからこの農協法の改革によって変わっていくかというふう

に思っているのでしょうか、その辺が聞きたいのですが。

●議長（佐藤議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） お答えさせていただきます。

今、農協改革法に関連して、どのように厚岸の農業が変わっていくのかというご質問

でございますけれども、その中で農業ビジョンと言われましたが根釧酪農ビジョンとい

うことでよろしいかと思いますが、これにつきましては町長もその構成委員になって検

討もしていますし、生産現場ということでいきますと農業協同組合の組合長もそのメン

バーになって検討しているということでございます。

そういった代表者の中でこういう検討されてございますが、そのプラン策定するに当

たっては検討委員会というのを設置されておりますし、その中では町の担当者も入って

おりますし、あるいは農業協同組合の担当職員も入っているということで、そういった

ことを通じながら生産現場の声をそのプランのほうに組み入れているという形になって

ございます。

今回の農協改革法を見ると、まだまだ、今言われた事務組合のことの話もありました

けれども、この農協改革法が話題になった初めは、そういった規制も取りざたされてお

りましたけれども、結果として５年間の実態を調査した上で再度、また検討するという

ことで、今回の法案のほうではその部分は組み込まれなかったわけでございますが、石

澤議員言われたとおり、農業協同組合の目的の中で営利を目的としないという文言が削

除になっているということでございます。

ただ、これは農協が望むのであればできるよ、できるようになったと、今まではだめ

だったと、それが削除されたことによってできるようになったということでございます

けれども、石澤議員もご承知のとおり、組合というのは組合員と農家の皆さんの議決を

いただいた中で方針を立てて進めているということでございますので、何よりもこういっ

た今回の農協改革法等々の改正によって農業者みずからがどのように考えるのかという

ことをきちんと考えを持って農協の組織として方針を出すということが一番大切なこと

なのだろうなというふうに思っております。

ただ、今回の農協改革法によって、これまでやってきた農業協同組合が相互扶助の理

念ということで、中小農家の結集して事業を運営するという、民間組織としての役割と

いうのは何ら変わらないというふうに思っておりますので、今回の法改正によって厚岸

町の農業がこの先、大きく変わるということにはならないのだろうなというふうには思っ

ております。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。
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●石澤議員 変わってもらったらすごく困るし、私も変な話、個人的なことで言えば後継

者が帰ってきたのに農協が大変になったら困るなというのはあります。それで、今まで

どおりのきちっとした農協にいろいろなことを言わなければならないというのは確かに

あります、農協自体にも問題があったと思います。でも、それも含めていろいろな意味

で意見を言っていかなければならないのかなとは思っています。

それから次、農業委員会のことなのですけれども、これからは町長が推薦するという

形になっていくと思うのですが、農業委員会の中で大事な機能である農業委員会、農地

の売買、賃借、転用などの許可権限を持ち、これは各町村に置かれていますが、農地所

得利用の管理や農家自身が行う必要がありますが、委員の大半は今、農民から、農家か

ら選挙で選ばれていますが、今度は町長の農業委員選任する中で農家以外の委員をふや

すというのは改革の中身ですが、厚岸の場合はどういうふうにしていくつもりなのでしょ

うか。

●議長（佐藤議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 今回の農業委員会法の改正によって、これまでの公選制と

いうことで厚岸町であれば９名ということで条例で定めた中で選挙によって選んでおり

ましたけれども、今後の委員につきましては、このたびの改正によって市町村長が議会

の同意を得て任命をするということになったということでございます。

ただ、先ほども町長の答弁にもありましたけれども、この法律は先月の28日に可決さ

れたということで、政省令もまだ出てきておりません。ですから、法律の中では区域の

農業者の数であるだとか、農地の面積だとか、そういったことを考慮して、政令で定め

る基準に従い条例で定めるということになってございます。

ただ、この政令がまだ出てきておりませんので、それについての厚岸町の考え方とい

うまでは、今、ご質問されましたけれども、それにはお答えできる状況ではないという

ことでご理解いただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 そのときにそうしたらぜひ、やはり農地の地域のなりわい、農業やっている

とか、それから地域資源を維持管理する農業のやり方をやっていくためには、やはり農

家の委員を多くするというような形の、今でさえ９名ですけれども、農業委員会で農地

を回ったりするのも９名、全部で14名いますけれども、それでも全部確認しながら調べ

て、どういう形で農地守っていくかということを今でもすごい大変な思いをしてやって

います。

ですから、農地をよく知っている、それからどういうふうに使って、そこに根を生や

して農業を守っていける、そういうような人たちがやはり農業委員会の中にきちんと位

置づけられて、入っていくようにしないと地域の農業って守れないと思うのですが、こ

の辺はどうでしょうか。
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●議長（佐藤議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 質問、議員言われるとおりだと思います。

ただ、法律的には40名以内ということになっていますが、うちは条例等で９名なり、

あるいは他団体から推薦ということで５名なりということで、全体14名で農業委員会持っ

てございますが、この先ほど言った政省令が出て、そういったものに基づいて、この議

会で条例を定めていただかなければならないという過程が出てきます。

そして、その条例を提案させるに当たっては、今、質問者言われたようなことも十分、

考慮しながら検討していきたいと思いますし、何よりも町長は選んで議会の提案をさせ

ていただいて、議会の同意を得て整備するということになりますので、今、質問、委員

言われたことも十分考慮しながら条例等の検討に入っていきたいというふうに思ってお

ります。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 そのときにはぜひ、今ずっと頑張っている農業委員会のメンバー、それが農

業委員会の意見も聞いて、その上でじっくり考えてほしいと思います。それをお願いし

て、次に移ります。

マイナンバーです。ここにプライバシーの重大な侵害を引き起こす恐れがあることも

事実でありますとなっています。それで、特定個人情報保護評価ということが出ていま

すが、これは厚岸の場合は行ったのですが、それを移る前にこの特定個人保護評価とい

うのを行わなければならないというふうに聞いているのですが、厚岸の場合はどういう

形でこれは行われたのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） 厚岸町におきましては、既にこの特定個人情報保護評価につき

ましては行っております。ホームページ上での公表を行っているということであります。今、

これから行うというものではなくて、町としてはもう既に今現在、行っているということで

お答えさせていただきます。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 マイナンバーに関しては正直、何でここまでいろいろなものが入れられたも

のが出てくるのだということをいろいろな人に聞かれます。私も何とも答えようがない

ので困ったねという形では言っているのですが、年金問題が流出しましたよね、そして

問題が流出した問題とか、それからいろいろなところで流出の問題が出ています。

マイナンバーの前の住基ネットでしたか、何かそういう形で番号があった場合がある

のですが、それも成り済ましとか、それからそういう問題がずっと起きていたのですけ
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れども、そういうことというのは、住基カードですね、これがなりすましがあって、住

基カードの所得は５％程度でした。でも、それでも成り済ましが多発しているのです。

もし、このマイナンバーのＩＣカードの普及が進めば、それに伴いなりすまし犯罪も

激増するのではないかと思うのですが、厚岸町の中でそういう情報が流れるとかという

ようなものは完全に厚岸町の場合はシャットアウトできるのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） まず、諸外国での問題点というのはいろいろあるかと思います

けれども、アメリカや韓国でこういった感じのマイナンバーというのを使われておりますけ

れども、一番の問題点は本人確認する制度がなかったということだと思います。

この日本で今、行われようしているマイナンバーにつきましては、それらの問題点を全て

検証した中で、この制度の運用がなされようとしているというふうに認識しております。

住基カードに関しては、そういった問題は私どもは聞いてはおりません。厚岸町でも住基

カード持っておられる方というのは本当に少ないのですけれども、今後、このマイナンバー

につきましては、それらの国としては制度の周知も含めて今の住基カードよりも普及率を上

げたいという方針はあるようであります。

厚岸町として、その保護できるのかということでありますけれども、今回、その条例の制

定、それと今、まさに今回の補正予算で上げさせていただいている予算につきましては、そ

うったもののセキュリティーを国からの基準、指針に基づいて行おうとしているものであり

ますので、システム上のセキュリティーだけではなくて、国からの来ている指針の中では今

までは町民課の窓口サービス、それと税の税財政課の税の部分のところの部署ですとか、こ

の部分については改めて予算の説明でもありましたとおり、パーティション等で仕切りをし

て、他から見えないような形で保護する。さらには、そういったその個人情報を扱う部署に

ついては関係者以外の立ち入りを原則禁止をするといったことも今、町としては考えている

ところであります。

セキュリティー上の問題については、国民年金の問題を今、言われておりましたけれども、

あの国民年金情報が流れた一番の問題点は、その国民年金の情報を扱う基幹事務を行うパソ

コンで通常のメールのやりとりやネット検索等もできるような、同じ基幹事務を行うパソコ

ンの中で行っていたことが一番の問題点です。

今、国から指示が来ているのは、それを別なものとしなさいということの指示が来ていま

す。幸い、厚岸町としては、その基幹事務を行うパソコンと、通常、そのメールのやりとり

を行ったり、ネットの検索をしたりするパソコン、全く別なものとして今、設置をしており

ます。

ですから、この部分では、ああいった国民年金の情報漏れがあるようなことは今のところ、

厚岸町としては考えられないというふうに思って、その可能性は低いということを言わせて

いただきます。

今後、このマイナンバー制度の施行に当たってのセキュリティーの部分については、これ

は全くないとは断言できません。しかし、厚岸町としては国から来ている指針、さらにはそ

ういった技術的な部分、これらを全て網羅した中でそのセキュリティーの構築に当たってま
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いりたいということがございます。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 分かりました。確かに流れたら大変なのですよね。

これは、厚岸町だけならいいのですけれども、民間の業者にもマイナンバーをこれか

ら使われることになります。民間業者が就職する人を受け入れとか、そういうときも全

部、そのマイナンバーが使われるようになりますが、そういうときの民間業者に対する

説明とか、それからそういう人に対するこういう問題があるよというのか、パソコンを

よほどコンピューターに精通した人でなければ、このマイナンバーの自分で自力で使い

こなせられるのかなと思うのです。

それで、外部業者に委託すればさらに負担がふえていくと思うのです、厚岸の場合は

自前でやるのですよね。自前でやって、外部にはこのセキュリティー問題も外部の業者

に依頼するということでなくて、厚岸町の中で情報セキュリティーに精通した技術者が

既に厚岸町の中にいるというふうに理解していいですね。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） 今、厚岸町がこの番号制度に伴ってのシステム整備を図ってい

るのは、あくまでもこれは業者への委託でございます。全て自前で、うちの職員がそれ

を行っているのではなくて、それで予算で上げて、その分を委託料として支払うという

形になっています。これは専門業者になります。

実は、この番号法では、こういった委託業者に対しても厳しい厳格な制限、または保

護がされているし、罰則も強化をされております。今回、今、既に補填をさせていただ

いた条例の中でもこういった委託業者の方々への使用の制限についてもうたわせていた

だいているということです。

職員が全てこのシステムを国から来ているその基準に従っていろいろなシステム改修

を行うということ、これは無理です。恐らく全国市町村全て見渡してもそういった形で

行っているところはないと思います。そういったその知識、技術に優れた業者の方々に

お願いをしているという状況です。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 今、業者に対して外部委託をするということですね。ということは、これが

どんどん進んでいくために毎年、ランニングコストかかりますよね、今、出されている、

もっとお金がかかっていくということになるのですか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） 町長の答弁にもありましたとおり、今、この番号制度を開始す
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るに当たって、またこれからは先ほども申し上げたとおり29年１月から国の行政機関による

情報連携、それと29年７月からは地方公共団体による情報連携が始まります。

これらにかかる改修も当然、入ってまいります。それらのランニングコストというのは報

酬費用になるかといいますけれども、これらについては今、行われている行政情報のシステ

ムの保守の中で組み込まれるものと、これらが入ってくることによってこういった番号制度

にかかわる部分が入ってくることによって、今後、その費用がふえるかどうかというのは今

の段階としてはお答えはちょっと不明確な部分がありますので、お答えは差し控えさせてい

ただきますれけれども、行政情報システムの中に組み込まれたものとして保守が行われると

いうふうに理解をしています。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 ということは、町の持ち出しはふえないという、ふえるのですか、ふえない

のですか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） 先ほど、町長の１回目の答弁の中でも既に5,300万の費用がかかっ

ていると、今回の補正予算も含めてですけれども、国からの補助については3,900万円で1,400

万円が残ります。この部分については、基本的には町の持ち出し分ということと、あとは国

からは地方交付税措置ということで言われておりますけれども、今後のランニングコストの

部分につきましては明確に国のほうから示されておりませんので、この部分については今、

明確にこうだというようなご答弁はできないことについてご承知願います。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 このマイナンバー制度なのですけれども、今、秋のマイナンバー実施に伴う

セキュリティー費用や新たなシステムの対応の負担は圧倒的多数の事業者、とりわけ中

小企業にとっては事実上のマイナンバー増税になるということも出ています。

それで、いろいろな問題があって、まだまだいろいろなことを、何かこれを見ている

と個人情報がたくさんどんどん入っていくような感じがするのですが、これほどまでに

マイナンバーの個人情報をふやすということはとても恐ろしいような感じがするのです

が、この今、話をするとすごいいいメリットがあるのだよと言いますけれども、私たち

にとっては番号一つ流れたことによって自分の全てのものがさらけ出されてしまうと、

その恐ろしさというのはあるのです。

それを町では責任とれというのはできませんけれども、ここの町の中から流れた場合、

もしそこから流れた場合、もし漏れたりした、絶対漏れないと先ほど言えないと言いま

したけれども、そのいろいろなことを結びつけるものでなくて、もう少し情報の入れる

ものを少なくするというような取組はできないのですか、たくさんの量を入れてしまう

のではなくて、国のほうからこれを指定されているから仕方ないかもしれないけれども、
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なるべくいっぱいひもをつけないようなやり方はできないものなのかなと思うのですが、

どうでしょうか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） まずは、町長の１回目の答弁でも町長が答弁されておりますけ

れども、今回はこのマイナンバー制度に関しては一元管理ではありません、分散管理です。

そこが最も、個人情報を流出を防ぐ利点の一つであるというふうに私どもは理解をしており

ます。

個人番号カードが通知カードには、これは通知カードはあくまでも個人番号を知らせるた

めのものです。国としては、それをもとに同じく通知カードを通知するとともに、そこに個

人番号カードの申請書を入れて、この個人番号カードの普及を図ろうということに考えてい

ますけれども、ここには個人番号カードには実際にはＩＣチップが搭載されます。

実は、この個人番号カードのＩＣチップからは基本的にはプライバシー、税や年金の情報

といったプライバシー性の高い情報は記録されません。ですから、それらの情報はカードか

ら漏れることはないというふうに私どもは理解をしています。

ですから、何でもかんでもその個人番号カードの中に全ての情報を入れるというものでは

ない、ただし、それぞれの持たれる通知カードによる個人番号が他に流出した場合にどういっ

た影響が及ぶのかということなのだというふうに思います。

ですから、先ほども申し上げましたけれども、そういったその諸外国での失敗、いろいろ

な問題点が起きた、これらを長年かけて検証を国が行った上で今、この制度が始まろうとし

ているということをまずは理解をしていただきたいというふうに思いますし、また、厚岸町

からそのような情報が漏れないように、今、これから厚岸町としても万全を期してまいりた

いということであります。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 多分これで最後です。いろいろな世界中の話、今言っていましたけれども、

アメリカでも、それからイギリスでもそうですが、そういう事態が起きて、大変なこと

になって、今は個人番号と情報と別々にするシステムにしています。

ここまでいろいろなものが入っている、年金情報、それから預貯金、特定健康診断の

情報、そのようなものまで全部入れてしまうという、よりプライバシーの侵害犯罪も恐

れを増加させるようなカードのつくり方というのは、諸外国では今、だんだんなくなっ

ています。

これは国の話ですからあれですが、なるべく情報を少なくする、その動きと、それか

ら強制はしないでほしいなと思うのです。国から通知が来たら出さなければならないの

ですけれども、今、そうしたら本人確認をする場合にＩＣチップ入りのマイナンバーで

なれければだめなのですか、そうでなくて通知カードと免許証と保険証とか、そういう

のがあるとか、例えばパスポートとかあれば本人確認はそれで済むのでしょうか。
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●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） 個人番号カードの交付については、あくまでもこれは任意です。

本人が必要であればその申請を行うというものです。

通知カードがまずは個人番号、個人番号を知らせるために通知カードが通知をされますけ

れども、これでただし個人番号カードについては本人の顔写真が必ず掲載されますので、搭

載されますので、これは身分証明に値するものということで認められますけれども、通知カー

ドに関しては顔写真が載らないものですから、この番号の確認のためには必ずそれにかわる

運転免許証であるとか、そのほかパスポートですとか、そういったものが必要になるという

ことですから、必ずこの本人確認というものはそれぞれの機関に行って必要なものと、ここ

が厳格に規定がされておりますので、そこの部分については安心なんだということについて

は、これまでも町の広報で既に数ヶ月前から周知をさせていただいておりますし、10月５日

からこのような通知カードが通知がされるということはＩＰ告知でも周知をさせていただい

ているということですので、町民の方々に疑義を持たれないような周知、改めて今後も続け

てまいりたいというふうに考えております。

●議長（佐藤議員） 以上で、石澤議員の一般質問を終わります。

●議長（佐藤議員） 本日の会議は、この程度にとどめ、あすに延会したいと思いますが、

これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

本日はこの程度にとどめ、あすに延会いたします。

午後４時57分延会

以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。
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