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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９月17日

午前11時５分開会

●委員長（石澤委員） ただいまから、平成27年度各会計補正予算審査特別委員会を開会

します。

●委員長（石澤委員） 早速審査を進めてまいります。

初めに、議案第51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。

第１条の歳入歳出予算の補正、７ページ、事項別明細書をお開き願います。

９ページ、歳入から進めてまいります。進め方は、款、項、目により進めます。

13款分担金及び負担金、２項負担金、１目民生費負担金。

（な し）

●委員長（石澤委員） 15款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金。

（な し）

●委員長（石澤委員） ３項委託金、２目民生費委託金。

（な し）

●委員長（石澤委員） １６款道支出金、２項道補助金、４目農林水産業費道補助金。

７番、音喜多委員。

●音喜多委員 森林整備加速林業再生総合対策事業補助金、この補助事業上段の補助事業、

造林事業とのくらがえかなというふうに伺いますが、この具体的な仕事どこをどうする

のか。

●委員長（石澤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 林業費補助金の関係での説明欄記載、森林環境保全、直接

支援事業補助金（造林）のほうにつきましては、当初予算1,857万7,000円計上させてい

ただいておりまして、今回552万1,000円の減額補正をさせていただくと。補正後につき

ましては1,005万6,000円ということなんですけれども、これにつきましては、森林の公

的機能を発揮させるということでの造林植栽保育事業、保育間伐などについて対象となっ

ておりまして、これら当初予算の中ではこの事業でもちまして全体を見ていたわけでご
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ざいますけれども、その後、北海道森林整備加速化林業再生総合対策事業、下に出てお

りますこの事業の補助金が新たに制定されたことによりまして、未利用間伐利用促進対

策が創設されまして、この事業の補助要件であります７連休35年生以下、または、低質

材木の間伐期においては、森林環境保全直接支払事業補助金、上の補助金よりも有利で

あるということがありまして、今回二つの間伐事業につきまして、歳入の組みかえを行

わさせていただきまして、新たに、こちらの下段になりますけれども、森林整備加速化

林業再生総合対策事業補助金、こちらのほうで２事業941万6,000円を新たに計上した中

で、トータル389万5,000円の増額補正をさせていただく内容になっております。

●委員長（石澤委員） ７番、音喜多委員。

●音喜多委員 今年の事業の中の上乗せというふうに理解していいですか。

●委員長（石澤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 事業量等については変わっておりませんけれども、有利な

補助金がにくらがえしたと、それによっての補助金の増額ということでございます。

●委員長（石澤委員） よろしいですか。

次に移ります。

３番、堀委員。

●堀委員 私も同じくこの森林整備加速化林業再生総合対策事業補助金についてお聞きす

るんですけれども、ただいまの説明であれば、そうすると当初予算の中で農林事業費の

中の総事業費が4,507万1,000円という事業の財源内訳ということらしいんですけれども、

そうすると、当初一般財源として819万4,000円を見込、また、地方債のほうも1,830万円

というふうに見込んでいた中において、それらも全て変わってくるといった中でなんで

しょうけれども、ただ、造林事業の必要性というものは皆さん承知しているとは思うん

ですですけれども、そういった中で事業をより進めるためには、これら一般財源や地方

債の額を変えない中で、総額の事業費というものを増やした中で事業の推進というもの

を図ることができなかったのかなというように思うんですけれども、いかがでしょうか。

●委員長（石澤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） ただいまの質問にお答えいたします。

現状の中で、堀委員のおっしゃるような中で既存予算内を、さらに有利な補助金等が

入った部分で事業を膨らませて、新たに計画して増進するという考え方もありますけれ

ども、まずもって、既存予算内の中での整備を図っていきながら、この後出てまいりま

すけれども林業債、造林事業債の発行等の抑制を行うことも一つでありますし、既存4,000

万円なにがしの事業量の中で、毎年計画的な中で4,000万円から4,500万円の中で事業推
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進をさせていただいておりますけれども、まずは計画的な中での事業展開をしていくと

いうことを進めさせていただきながら、今後事前にこういうような優位な制度の状況が

分かりましたら、当初予算の中で事業量の拡大等を含めた中で検討をさせていただきた

いなというふうに考えておりますので、ご理解願います。

●委員長（石澤委員） ３番、堀委員。

●堀委員 そうすると、今年の中ではこういった新たな事業ができ上がって、それがうま

く活用できるのが分かったといった中で、それらのために毎年毎年の4,500万円ぐらいの

事業費で進んでいたものを、急に変えることもできないから、今年の中では膨らませる

ことができなかったけれども、こうやって優位な事業があるんであれば、より事業費を

膨らませてということが可能になるということの答弁でした。何とかやはりそのように

進めていただきたいんですよね。

森林造林事業に対しての補助金や何かというものは、近年においては手厚くもなって

はきておりますけれども、まだまだやはり他の産業に比べても、他の産業といっても１

次産業ですけれども、他の１次産業に比べても、なかなか低いような状況にもあるかな

というふうに思います。何とか優位なものがあるんであれば、逆に、それを活用してさ

らなる造林事業の推進というものを図っていただきたいと、このようにお願いしたいん

ですけれども、ぜひ、よろしくお願いいたします。

●委員長（石澤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 総合計画３カ年実施計画に盛り込んだ中で、計画的な実施

に向けまして、さらに検討をしていきたいというふうに考えておりますので、ご理解願

います。

●委員長（石澤委員） よろしいですか。

あとありませんか。

（な し）

●委員長（石澤委員） 次に進みます。

５目商工費道補助金。

（な し）

●委員長（石澤委員） ７目消防費道補助金。

（な し）
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●委員長（石澤委員） ３項委託金、１目総務費委託金。

（な し）

●委員長（石澤委員） 17款財産収入、２項財産売払収入、１目不動産売払収入。

（な し）

●委員長（石澤委員） 18款、１項寄附金、１目一般寄附金。

（な し）

●委員長（石澤委員） ６目商工費寄附金。

（な し）

●委員長（石澤委員） 19款繰入金、１項基金繰入金、４目まちおこし基金繰入金。

（な し）

●委員長（石澤委員） 20款１項１目繰越金。

（な し）

●委員長（石澤委員） 21款諸収入、６項３目雑入。

（な し）

●委員長（石澤委員） 22款１項町債、４目農林水産業債。

（な し）

●委員長（石澤委員） 10目臨時財政対策債。

（な し）

●委員長（石澤委員） 以上で歳入を終わります。

次に、13ページ、歳出に入ります。

１款１項１目議会費。
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（な し）

●委員長（石澤委員） ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費。

３番、堀委員。

●堀委員 委員長申し訳ありません、一般管理費なんですけれども、当該予算には計上さ

れていないんですけれども、厚岸町役場全体のことでということで、ちょっとお許しを、

一般管理費、担当するのが総務課総務係なもんですから、これをお聞きさせていただき

たいんですけれども。

近年、札幌近郊のホテルの費用というのがホテル代金、宿泊代金というものが高騰し

ていると。また、予約もなかなか取りづらいというふうな状況の中において、厚岸町の

職員もやはり札幌近郊というか札幌に出張というものが、ヒヤリングや研修何かで多々

行かれるというふうに思うんですけれども、このようなホテル代の高騰などが、現行の

旅費規程等の中において影響というものが出ていないのかどうか、これについて教えて

いただきたいと思います。

●委員長（石澤委員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） 町の職員の札幌近郊への出張については、基本的にはＪＲ

ホテルパックということで、利用をさせていただいております。時期的には、時期によっ

て若干の金額の相違はありますけれども、今現在で、そのホテルパックが値上げがされ

たということはありませんので、現状では、旅費が上がっていると。ただし、今、決め

られた旅費の条例の中での金額で上限を超えているといったところは、今のところは…。

●委員長（石澤委員） 休憩します。

午前11時18分休憩

午前11時19分再開

●委員長（石澤委員） 再開します。

総務課長。

●総務課長（會田総務課長） 調査不足で申し訳ありません。改めてお答えをさせていた

だきます。

特に、７月くらいからホテルが取りにくくなっているという事実であります。いろい

ろな札幌での行事等が重なっているのかなと思いますけれども。それと、あとは金額が

上がったことによって、安いところのホテルに集中することによって、取りにくくなっ

ているということもあるようです。ただし、いろいろなやりくりをした中で、その収ま

る範囲のところで、皆さん職員が創意工夫をして、旅費の規定の金額内で収めていると
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いうふうな状況が続いているということであります。

今、申し上げたのは基本的な一般の出張に関してということで、研修に関しては、基

本的にはホテルポールスターを基本にしておりますので、この当たりについてはポール

スターの金額が現在では6,000円ということなんですけれども、これらについては収まっ

ていると。あらかじめ、研修については早期のうちに予約をするものですから、その部

分では今のところ現状困っていることはないということでございます。

●委員長（石澤委員） ３番、堀委員。

●堀委員 委員長、すみません、もう１回だけお願いします。

そうすると、通常の出張とか研修とかは当然大分前から分かっているわけですから、

いいんですけれども、通常の出張もある程度２カ月とは言わないけれども１カ月前ぐら

いには予定はつくといった中で、ただ、予約を入れても、なかなか安いところが空いて

ない場合とかというものもあった中で、ただ現状の中では、旅費規定の中で収まってい

ると。ただ、例えば、そうすると突発的に行かなければならないとかといった場合です

ね、そういった場合だと、当然職員の中ではあるというふうに思うんですけれども、そ

ういったものの中で、もう既に平均の札幌での宿泊費というものが１万円以上を超えて

いるというようなことを言われている中において、なかなか現行の旅費規定で賄えない

部分というものも散見されてくるようになるんじゃないかなと、これからは、より一層

ですね。

確かに、これから大体この夏場の一番高い時期を超えて、冬から通常であれば安くなっ

ていく時期なんでしょうけれども、ただ今回のこの札幌近郊のホテルの宿泊費の高騰と

いうものは、国内の人間が泊まったことによってキャパシティの不足というものが生じ

てのものではなくて、外国人観光客が増えたことによるというものの中で、じゃ、今ま

では冬場は減ったかもしれませんけれども、これからだとそれが今までどおりになるか

どうかというものだって、当然分からないわけですよね。もしかしたらば、この高止ま

りのまま行ってしまう。もっともっと上がってしまうかもしれないといったときに、や

はりそこら辺をより詳しく調べた中で、旅費規定というものもやはり一度検討していく

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、いかがで

しょうか。

●委員長（石澤委員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） 情勢を踏まえた中で、改めて検討をしなければならないと

いうふうに思っております。もう少し現状を把握に努めて努力したいというふうに思い

ます。

●委員長（石澤委員） よろしいですか。次に移ります。

８番、南谷委員。
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●南谷委員 ２款１項１目一般管理費ですよね。総務課のほうで370万7,000円、これでお

伺いいをさせていただきます。

議案説明のときに、マイナンバー制度導入によるとパーティションをつくられるとい

うことで聞いたんですけれども、マイナンバー制度で今の窓口の対応をパソコン等の画

面を見えなくするよと、こういうことで、ある程度の細工をするための費用というふう

に理解をさせていただいたんですけれども、370万円これだけの財源で１階のイメージが

湧かないんですよね。どういうふうにされるのか、実際に、簡単でいいですから、少な

くても予算計上しているんですから、１階の窓口がどんなふうになるのか、はたまた違

うところなのか、この内容についてもう少し説明してください。

●委員長（石澤委員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） まずは、施設につきましては役場庁舎、それと湖南地区出

張所、それとあみかの３施設になります。まずは、来られるお客様のほうから、その見

えないようにするパーティションというものを、これについては、１枚10万5,000円する

ものを28枚用意しようということです。当然このパーティションをつけるのと加えて、

先日の説明でも申し上げたとおり、その原則的な立入規制というものも含めて行わせて

いただきたいというふうに考えております。

それと、あとは記載台ですね。今、窓口に置かれている記載台、これも特殊なものと

して周りから見えないような、選挙の記載台と言ったらいいんですかね、周りから見え

ないような形になっています。まあ、つい立てのようなもので仕切られた記載台を、新

たにこれは４台購入をしたいと。これらにかかる経費として370万7,000円ということで

ございます。

●委員長（石澤委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 そうすると１カ所と思ったら、３カ所だよと。それから、今言うように。そ

れでですね、町民が来られて、余り違和感が秘密主義か分からないけれども、利用しに

くい共感を感じるような、来やすい、利用しやすいものにしていただきたいなと思いま

す。その上でお伺いするんですが、全部これ一財なんですよね、財源が。ほかのほうの、

この関係の予算は国からの補助があるんですよ。これは全部一財なんですけれども、ど

うしてなですか。

●委員長（石澤委員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） システムの改修に関する部分については、１０分の１０で

あるとか、厚生労働省関係については３分の２であるとか、国の補助があります。今回

の個人番号の通知カードの交付に関する部分も国から補助ということなんですが、これ

らセキュリティの部分になるんです。これは物理的なセキュリティということになるか

と思いますけれども、これに関しては、国からはとりあえず交付税措置ということなん
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ですけれども、これはあくまでも総務省からの通達の中で、この部分については、まず

は一財をもってということの国からの指示に示されておりますので、それにのっとった

形でということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。

●委員長（石澤委員） 次、ありませんか。

（な し）

●委員長（石澤委員） それでは、次に進みます。

３目職員厚生費。

（な し）

●委員長（石澤委員） ４目情報化推進費。

（な し）

●委員長（石澤委員） 10目企画費。

（な し）

●委員長（石澤委員） 11目財産管理費。

（な し）

●委員長（石澤委員） 12目車両管理費。ありませんか。

（な し）

●委員長（石澤委員） ４項選挙費、１目選挙管理委員会費。

（な し）

●委員長（石澤委員） ２目道知事・道議会議員選挙費。

（な し）

●委員長（石澤委員） ４目町議会議員選挙費。

（な し）
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●委員長（石澤委員） ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費。

３番、堀委員。

●堀委員 修繕料に関しての資料をいただきました。この中で、保健福祉総合センターの

消防用設備の修繕料が内訳として３万3,000円というふうにあるんですけれども、どのよ

うな内容の修繕なのか教えてください。

●委員長（石澤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 消防用設備修繕料ということで３万3,000円の補正をお願い

しております。これにつきましては消防のほうの点検を受けて、その中であみかの健診

スペース内、それから事務室内で予備電池の容量が足りないものが３カ所出てまいりま

して、その修繕をさせていただきたいという内容でございます。

●委員長（石澤委員） ３番、堀委員。

●堀委員 これはですね、今回、予算計上されているんですけれども、いつごろ分かって、

たとえば応急対応というものがされたのかどうなのか、それとも何も対応せず、これか

らの予算がついてからの対応というものになるものになるのかどうなのか、これについ

て教えてください。

●委員長（石澤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 点検を受けて報告をいただいた中での、通知をいただいた

のが７月の13日の受け付けをしております。内容の協議をして、今回補正を上げさせて

いただいて修繕をすると。時期的にはこの補正予算がすぐタイミングだったもんですか

ら、そのように考えて今回にさせていただいております。

●委員長（石澤委員） ３番、堀委員。

●堀委員 ただ、そうすると、消防から指摘があった段階で、今までもそうですし、２カ

月ぐらいそのままなんですよね。万が一の火災等があったとき、それらにおいても何と

もないというふうに判断されたんでしょうか。もっと、やはり急いで対応をしなければ

ならないんじゃないのかなというふうに思うんですね、特に安全設備に関しては。人が

不特定多数のたくさんの町民の方が利用される施設、ましてや職員の人方もいる施設な

んですから、そういった中で、利用停止をするわけにもいかないような施設であれば、

安全設備に関しては早急な対応というものが必要だっんじゃないのかなというふうに思

うんですけれども、例えば、現行で需用費などの予算があるのであれば、そちらからの

流用で対応をしておいて、今回の予算計上とかということだって可能だったというふう
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に思うんですけれども、そうじやなくて、消防から指摘があったけれども、危険性がな

いんだというような判断がされたから、そのようになったのかということを教えていた

だきたいと思います。

●委員長（石澤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 今回、７月にそれが分かって、タイミング的にはこの補正

予算のタイミングがあったもんですから、前にそういった部分ではそういった判断をし

てしまったということで、その時期的なもの、タイミングでもって必要なものについて

は早急にやらなければならないという部分については、それの対応は当然しなければな

らないというふう思います。今後、そのような形でもって対応をしていきたいと思いま

すので、ご理解いただきたいと思います。

●委員長（石澤委員） ３番、堀委員。

●堀委員 本当に安全設備に関しては特に早急な対応、これはもう今、あみかだけですけ

れども、ほかにも消防設備というのはあるんですけれども、やはり早急な対応をという

ものを、すぐに対応できるんであれば、やっぱりすぐにしなければならない。また、多

額な修繕料がかかってしまったとかというときにも、やはり何と言っても、やはり利用

者の安全の確保というものは第一に考えていただかなければならないというふうに思う

ので、その点ではやはり予算云々の前というものも、私方議員としても、なかなか言い

づらいんでしょうけれども、でも、やはり安全設備に関しては細心の注意と、また、迅

速な対応というものをお願いしたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

●委員長（石澤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） そのように対応していきたいと思いますので、よろしくお

願いします。

●委員長（石澤委員） あとありませんか、この項では。

（な し）

●委員長（石澤委員） 次に移ります。

２目心身障害者福祉費。

（な し）

●委員長（石澤委員） ４目老人福祉費。
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（な し）

●委員長（石澤委員） ７目自治振興費。

（な し）

●委員長（石澤委員） ８目社会福祉施設費。

（な し）

●委員長（石澤委員）２項児童福祉費、１目児童福祉総務費。

（な し）

●委員長（石澤委員） ４目児童福祉施設費。

12番、佐々木委員。

●佐々木委員 最初の保育所一般のところなんですけれども、この中で広域入所委託料と

いうことで、浜中への広域入所ということで説明をしていただいたんですけれども、も

うちょっとこれ具体的に説明をしていただけますか。

●委員長（石澤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 広域入所の関係でございますけれども、今回上げさせてい

ただいた分につきましては、当初予算で１人分の予算を見させていただいておりまして、

今回その兄弟の方も茶内のほうの保育所に入所するということで、その１名分を今回追

加をさせていただいております。当初予算で１名分を盛らせていただいていたんですけ

れども、そのもう１名の方も当初から入られております。予算手続を３月の議会で１人

分ということで上げさせていただいたんですけれども、その後、そういった申し込みが

ありまして、４月から決定をして入所はしております。その分の子どもさんの分という

ことで、２名分のうちの１名分を今回上げさせていただいたということでございます。

●委員長（石澤委員） いいですか。

（な し）

●委員長（石澤委員） 次に移ります。

４款衛生費、１項保健衛生費、１目衛生予防費。
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（な し）

●委員長（石澤委員） ５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費。

（な し）

●委員長（石澤委員） ２目農業振興費。

（な し）

●委員長（石澤委員） ３目畜産業費。

（な し）

●委員長（石澤委員） ７目農業施設費。

８番、南谷委員。

●南谷委員 ７目農業施設ですね。尾幌酪農ふれあい広場70万1,000円、修繕料62万9,000

円、堀委員が資料要求をしていただきましたので、非常に分かりやすく記載をさせてい

ただいて感謝しております。

この関係についてはボイラーの修繕、これらも総産で調査をさせていただきました。

この関係で体験広場の部分も含めて、一言総体的にこの資料なんですけれども、ここだ

けではなくて総務産業常任委員会、今回所管調査を６月に実施をさせていただきました。

それぞれ素早い修繕関係の処理をしていただいたなと思っております。これからも町民

に喜ばれるように、不便を感じさせないような修繕体制というものをしっかりとってい

ただきたいと思います。当初予算には計上されればいいんですけれども、やはり利用者

の施設多いわけですから、しっかりと点検をされて修繕に努めていただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。

●委員長（石澤委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 農業費だけでなくて、水産の施設等も含めまして、全体的

に総務産業常任委員会の所管事項調査で指摘を受けたところもあります。私ども、毎年

各施設のほうについては、それぞれの措置、点検をさせていただいて、やはり順序立て

を持って修繕に当たっているところでございますけれども、どうしても限られた予算の

範囲内でということになると、原課の思っているとおりにはこれは進まないというのは、

ご理解いただけるかと思います。

ただ、今回の補正の中でも、当初では見ていなかったんですが、突発的にどうしても

トイレ等は特にそうなんですけれども、冬期間閉鎖をすると。春先になって供用開始に

当たって水道を開栓するといったときに、どうしてもこういったトイレであるだとか、
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手洗いだとかというところで水の部分での漏れが発生するということが出てきておりま

す。そういったことで、このような補正対応ということをお願いをさせていただいてい

るところでございます。そのほかにも、所管事項調査ということで言われれば、漁村セ

ンターのトイレ、あるいは非常口の土間の修理、ふすまの修繕というようなことも、今

回の補正で上げられていただきましたが、中には、これ、今、農業費になるんですけれ

ども、ご質問者の全体を通してという話だったので、水産のほうにも入らせて説明をさ

せていただきますと、床潭の漁村センターのトイレの壁が、ちょっと穴が開いていると

いうことでご指摘をいただきましたが、それについては、穴だけはその場で直せるかも

しれませんが、あわせて結露の部分も指摘されております。そういった部分を考えると、

現状のクロス、あるいは床の部分だけを直しても一時的にはいいでしょうけれども、ま

た何年かしたら同じ状況を起こしてしまうおそれもあるということでは、全体的に対策

を講じなければいけないということで、今、検討をしている部分もございます。

そういったこともありまして、可能なものについては、今回の補正の中でお願いをさ

せていただいたということでございますので、ご理解いただきたいと思います。

●委員長（石澤委員） ほかにありませんか。

（な し）

●委員長（石澤委員） 次に移ります。

２項林業費、１目林業総務費。

（な し）

●委員長（石澤委員） ３目造林事業費。

（な し）

●委員長（石澤委員） ４目林業施設費。

（な し）

●委員長（石澤委員） ３項水産業費、１目水産業総務費。

（な し）

●委員長（石澤委員） ２目水産振興費。

（な し）
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●委員長（石澤委員） ３目漁港管理費。

（な し）

●委員長（石澤委員） ５目養殖事業費。

（な し）

●委員長（石澤委員） ６目水産施設費。

３番、堀委員。

●堀委員 ここで漁村環境改善総合センター奔渡にある漁村センターの修繕が３箇所ある

んですけれども、私ども漁村センターと言わせてもらっています、床潭とダブってしま

いますね、奔渡の漁村環境改善総合センターなんですけれども、玄関が非常に開け閉め

がしづらい。これはずっと昔からいろいろな修繕等もしているんでしょうけれども、一

向に改善するものが見当たらない、見えないといった中で、お年寄りの人方がカラオケ

とかでも行ったりなんかするといった中で、やはり非常に使いづらくしているというも

のがあります。また、選挙においては、あそこは投票所にもなってますから、そういっ

た中で、非常に人の出入りというものが、玄関戸を開け閉めするのが大変な状況という

ものが見受けられている中で、それがやはり何とかもっと簡便に開閉できるような修繕

というものが必要ではないのかなと。

今回修繕料として乗っていたんで、どのようなものがあるのかなというものの中で、

資料要求をさせていただいたんですけれども、それについての修繕というものがないん

ですけれども、あの玄関の開閉というものについては、どのように原課としては考えて

いるのか、お聞かせください。

●委員長（石澤委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 奔渡の漁村センターの部分の正面玄関の開閉ですけれども、

これまでもそういった利用者、あるいはそういった指摘も受けて、過去には戸の、あれ

は引き違い戸と言ってますよね。戸車の部分を直したりだとか、レールの部分をちょっ

と修理してみたりということで、対応はこれまでも何度かしてきているみたいですけれ

ども、いまだにやっぱり重たいという状況はあるみたいでございます。

今、ちょっと前任のほうからお聞きすると、そういう状況だったということで、私自

身、申しわけございませんけれども、そういうふうな認識持っていなかったんですけれ

ども、改めてその部分については、現場のほうを確認をさせていただいて、必要、どう

いった手だてをとったらいいのかということを、ちょっと検討をさせていただきたいな

と思いますので、よろしくお願いします。

●委員長（石澤委員） ３番、堀委員。
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●堀委員 私たちみたいな男性が開け閉めする力と、やはり子ども達やお年寄り達が使う

ような施設であれば、より一層そういう配慮がやはり必要だと思いますので、何とか検

討をした中でお願いしたい。

あとあそこについてはスロープもないんですよね、玄関については。そういったもの

もやはりスロープの設置というものもぜひ検討をしていただきたいなというものもつけ

加えさせていただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。

●委員長（石澤委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 検討させていただきたいと思います。

●委員長（石澤委員） よろしいですか。

●堀委員 はい。

●委員長（石澤委員） あとはないですか。次に移ります。

６款１項商工費、１目商工総務費。

（な し）

●委員長（石澤委員） ３目食文化振興費。

（な し）

●委員長（石澤委員） ４目観光振興費。

（な し）

●委員長（石澤委員） ７款土木費、１項土木管理費、２目土木車両管理費。

（な し）

●委員長（石澤委員） ２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費。

１番、大野委員。

●大野委員 ここでお尋ねをしたいんですけれども、総務産業常任委員会でも道路の、ま

ず場所的に言いますと片無去の農面道路、堆肥センターに向かっていくところの道路な

んですけれども、ちょっと個人名を出していいのかどうかわからないんですけれども、

福井さんのお宅のある手前のところの道路の路肩が、ちょっと崩れて車で走っていると
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左に傾くという場所があるんですけれども、ここは直していただけるというお話だった

んですけれども、その後どのような検討をされたか、ちょっとお聞きしたいのと。

次に、この太田５号道路の整備事業が計上されてますけれども、これはいつから工事

にかかって、いつ完成するのかちょっと教えていただきたいなと。

●委員長（石澤委員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） まず、片無去の路肩の部分、総務産業常任委員会で現地調査し

ていただいた箇所、私も随行させていただいております。その際に確認できたのが、大

型車両が相当通過する道路であるということが分かって、そういったことが恐らく原因

ではないのかなということで、道路の路肩部分、こちらから行くと左側というのでしょ

うか、そのような大きく直さなければならないふうに感じた部分がございます。それに

ついては、まだ工事しておりませんけれども、直営での維持管理上でできるのかどうな

のか、実は改めて検討を今させていただいているところで、具体的な工事着手の内容と

時期については、まだ固まっていない、大変申しわけないと思っております。

それから、太田５号道路整備事業でありますけれども、工期でありますけれども既に

発注済みでございまして、８月25日から明年の３月18日までの工期ということで、現在

施工をされているところでございます。

●委員長（石澤委員） １番、大野委員。

●大野委員 まあ、確かに片無去の農面道路なんですけれども、あそこ確かに大型車両が

牧草収穫等々で頻繁に行き来をする道路でもございます。崩れているということは、こ

れからやはり雨水が舗装の割れ目から浸透して、これから冬期間になります。凍上して、

またさらに来春崩れ落ちるとも限らないと思いますから、やはり早急な対応をしていた

だきたいなと思っておりますことと、太田５号道路は工事発注かかっているということ

で、もう丸３年、４年目になりますか、町民から一刻も早い復旧をお願いしたいという

要望でございますので、確実にやっていただきたいなと思うのですけれども、再度ご答

弁をお願いします。

●委員長（石澤委員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 前者の片無去のほうの道路の路肩の部分については、早急に対

策を講じてまいりたいなというふうに思います。まずは、検討からまた改めてさせてい

ただきますけれども、そのように進めさせていただきます。

太田５号道路については、このたびの工事が終わると、全ての対策工事が終了という

ことになりますので、工事早期完成に向けて頑張ってまいりたいというふうに思います。

●委員長（石澤委員） いいですか。

８番、南谷委員。
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●南谷委員 １番、大野委員と全く同様の質問だったんですけれども、私も太田５号道路、

３年ぐらいそのままということで、やっと３月の18日まで来年の工期が見えたというこ

とで、残念ながら全部一財だと、財源補填が、若狭町長としても国からの何らかのとい

うのは無理だったんだろうなと、その辺だけがちょっと残念だなと思う次第でございま

すが、これも総産で何回も見に行って、やっと日の目を見たということで、しっかりと

補修をしていただきたいと思います。

それで、その上の道路橋梁費なんでございますが、この内容について雑駁でいいです

から、何にどのぐらいのものを、ことしこういうふうに計上になっているのか、内訳を

お願いします。

●委員長（石澤委員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 道路橋梁費でございます。このたびの補正では422万1,000円の

増額をお願いしている内容となっております。まず、旅費でございますけれども、社会

福祉整備交付金の申請のための札幌への出張でございますけれども、当初２回の予定の

ところ３回お願いしたいということで、１回分の増であります。

それから、需用費は、１消耗品は22万3,000円をお願いしていますけれども、これは道

路の側溝維持用の消耗品でございまして、ブルーシートであるとか、土嚢であるだとか、

あるいは草刈り用のナイロンコードであるだとか、そのような消耗品でございます。

さらに、原材料費、まずは資材購入でありますけれども、これは町道舗装道路補修用

材料ということで、補修用のアスファルト合材と言うでしょうか、そういったものの常

温合材、それから補修用乳剤ということで、簡単な舗装の手直しなんですけれども、そ

れが内容であります。

さらに、資材購入のうちそれがまず105万6,000円です。道路部分がですね。それから

側溝部分が別にありまして158万2,000円、合わせて263万8,000円なんですが、側溝補修

の部分ではＵ型トラフであるだとか、板材とかセメントとか、あるいは土留め用の黒土

嚢と、こういったものでございます。それから、今、グレーチングだとか、あるいはガ

ードパイプだとか、そんなことも含まれております。

それから、砕石購入でありますけれども132万4,000円、これは町道補修用の砕石であ

りまして、40ミリ級砕石、それからクラッシャーずり、山ずり、それからアスファルト

砕石、そのようなものの追加のお願いという内容でございます。

●委員長（石澤委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 まあ、それだけ一生懸命役場の自営の皆さんが頑張っておられるということ

なんだろうと、町民の要望にしっかり応えているということでございますから、これか

らも住民の要望に応えて、危険度そういうものは適切に処理をしていただきたいと思い

ます

それで、今、旅費の関係なんですけれども、２回が３回になりました。これは、たま
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たまなんでしょうが、何か理由があるんですか。１回ふえたというのは、それだけお願

いします。

●委員長（石澤委員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 通常２回ということなんですけれども、私も課長になってまだ

日が浅いということもありまして、いろいろ社会資本整備の交付内示額が下がっている

中で、何としても厚岸町としは強く北海道に対して要望してまいりたいと、そんなこと

も含めて全体的に考えてお願いした内容でございます。

●委員長（石澤委員） １目道路橋梁維持費で、あとありませんか。

（な し）

●委員長（石澤委員） なければ、昼休みに入りたいと思いますが、よろしいでしょうか。

再開を１時からといたします。

午前11時57分休憩

午後13時00分再開

●委員長（石澤委員） 委員会を再開いたします。

２目道路新設改良費。

（な し）

●委員長（石澤委員） ３項河川費、１目河川総務費。

（な し）

●委員長（石澤委員） ５項公園費、１目公園管理費。

（な し）

●委員長（石澤委員） ６項住宅費、１目建築総務費。

５番、竹田委員。

●竹田委員 １目の建築総務費、住宅新築リフォーム支援について、当初、今年度も平成25

年から、25年、26年、27年、ことしで３年目になるリフォーム支援助成ということなん

ですが、当初予算があって、補正をまた組んでやるといったやり方でずっとやってきて
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いるんですけれども、この当初予算のときにはある程度、来年もあるだろうということ

で集中して申し込みが来るというのも当然だと思うんですけれども、一旦、例えば４月

の末、５月の末でなくなってしまったときに、また補助を受けられるだろうという見込

の町民が補助なくなりましたということで受けられないということが起きたときに、ど

うしても受けられない方の不公平というのが出てくる。この不公平に対して次の補正に

という方の取り方をやっているんだから、それでいいじゃないかということなんですけ

れども、それでもあふれてしまう人がいる。それの最終的な不公平をどう改善していく

かということ、また、その不公平が出るということに対してどう考えているのかという

ことをお聞きしたいと思います。

●委員長（石澤委員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） ただいまのリフォームの関係は平成25年度に初年度で、昨年２

年目、ことしで３年目ということで、本年もまた初年度は400万円、そしてさらに今年度、

この９月議会での増額補正ということで、昨年、一昨年と同様に中間的に手当てをお願

いしてきたところでございます。

結果的に初年度と２年目は１年間通した中では、そういった助成を受けられなかったと

いう状況には陥りませんでしたけれども、今年度を含めてつまり前期だけの予算だけで、

申し込みに間に合わせる残念ながら前期で開始ができなかったということも予想される

わけでございます。

これについては結果的には補正の検討ということになるわけでありますけれども、私

どもこの制度につきましては、これまでのなかった制度でありまして、何とかリフォー

ムをすることで耐震化を図っていただきたいなと、そういった背景もありまして、そう

いった耐震化のお願いといいますか、そういうものも込めた制度となっております。で

すから、突発的な申し込みというのも、もちろんあるのかもしれませんけれども、ある

程度町民の方々はこういった制度を利用する中では、計画を持った業者さんとの相談を

されているのかなというふうに、私、勝手に思っているわけでございますけれども、で

きるだけ不公平感、幸いにも現状の３年間の前期の中では発生してこなかったかなとは

思っていますけれども、現実的にはあり得る話ではありますが、先ほど申し上げました

とおり、利用者の方々も、いわゆる町民の方々も、こういう制度を利用するに当たって

は、やっぱり一定程度の予算というのもあるのかなという、とらえていただいているの

かなと思ったときには、計画的なリフォームの計画を業者さんとしていただければなと、

そのように思います。

ですから、不公平はないんだという思いはありませんが、そういった部分については

十分にＰＲの中で気を遣った周知等もしていきたいなというふうに思います。

●委員長（石澤委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 課長、今、勝手に思っていると言ったけれども、本当に勝手に思っている話

だと思うんですよね。耐震化に向けたことが主で、このリフォーム事業始まったんだと
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いうふうに言いましたけれども、私の思っている、これも勝手に思っていることではな

くて、全体の町の工事とか業者さんの中でお話をすると、耐震に向けたリフォーム工事

というのが圧倒的に少ない、現実的に。屋根の塗装、外壁等の改修というのが圧倒的に

多くて、その次に、水回り関係のリフォームが多いと。確かに耐震に向けたと言えば、

屁理屈を言えば全部耐震に向けて、地震起きたときに外壁はがれて落ちたらどうするん

だとか、お風呂もタイルがはがれて落ちてきたらどうするんだというようなことを、ずっ

と突きつめれば全部耐震の話になっちゃうんですけれども、極めてリフォームをすると

きの目的としては、リフォームしたい側はあくまでも耐震という部分ではない。

お風呂にあっては、どうしても腐って入られなくなったからということで、それを耐

震と言えば耐震かもしれませんが、しかし、町民の中での不満という声を話せば、リフ

ォーム支援が始まります。受け付けを開始しますといったときに、その時期が本当に１

箇月もしないうちになくなってしまうときもあるし、今、１箇月ちょっとのときもある

かもしれません。で、そのリフォームが終わった後に、次の補正がいつなのかというの

が明記されていない。それを計画的にやってくれっていったって、町側のほうが一度終

わったら必ず何月にやるんですと、幾らやるんですと、最高20万円なら200万円なら最低10

件はあたるでしょうと、要は計画的にできるかもしれないけれども、補正が今年あるの

かないのかというのは、イエスもノーもないんですよ。そこに計画的と言ったって、計

画的にできないんですよ。だから、補助をいただける人といただけない人のその差が出

てきて、結局は不満になってくるんですよ。だったら年から年中やればいいじゃないか

と。

もう一つは、新年度の始まりと、補正は必ず９月にやると。金額は春に400万円、秋に200

万円、そういう決定をした中で、ずっと決まってくれればいいんですよ。ところが、１

回目の平成25年度は初年度500万円、補正で200万円、平成26年度には１回目で当初400万

円、２回目で200万円、平成27年度も400万円、200万円来ましたけれども、それは商品券

に換算なりというやり方はありましたけれども、時期がまずはっきりしない、額面が必

ずというはっきりもしないといった部分ですね、計画性を持ってやればいいじゃないか

という言い方が的外れじゃないかと思うんです。そういうところで、やっぱり計画性を

持てれないという部分はあります。

それから、もう一つ、計画性が持てれない理由で町民側が言うのは、急に何かが壊れ

た、住んでられない、そういったときに、助成制度を受けられる時期でなく、助成の額

面が全て出払って終わってしまったと。やむなく全て実費で行わなければならないと。

そこに不公平が始まってくる。そういうところの解決をどうするんだという不満が非常

に多く入ってきているんですよ。この２点について、もう一度ちょっとお聞きしたい。

●委員長（石澤委員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 先ほどの２点というふうに、今おっしゃっておりましたけれど

も、先ほどの私の答弁ではちょっと不十分な答弁であったのかなというふうに今お聞き

して感じたところでありますので、もう一度、そこのところの耐震化の関係で、当町で

は、この新築リフォーム制度のほかに住宅耐震改修補助というものを実はやっているん
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ですね。これは実は、この新築リフォームよりもちょっと前から始まっていた、これは

全国的にその耐震化を図る必要があるという制度が出てきた中で、厚岸町も補助事業を

活用してやったわけですけれども、なかなか多くの利用に至らなかったということであ

ります。

そういった中でこのリフォーム助成、これは最終目的はあくまでもリフォームですけ

れども、少しでもリフォームをしていただくことによて多額な費用のかかる耐震化とい

うのですか、住宅の全体の耐震化は無理でも、その住宅の一部でもその耐震化図ってい

けれれば、私どもの目指す耐震化に少しは近づいていくんだろうなと、そういうような

制度設計の背景を聞いております。

そういった中で、この制度ができて住宅リフォーム関係ですね、実は３年間という要

綱の規定の中では、平成28年３月31日までの要綱の効力となっております。つまり、こ

の住宅リフォーム制度を創設することで、そのリフォームに関心を持ち、実際に工事を

する方が増えていただきたいと、そういうねらいから、まず３年間というふうにしてい

るわけですけれども、こういったことが、この制度設計がよかったのかどうなのかを、

今年度検証するわけでありますけれども、そういった中では、この３年間の利用の状況

を見ると、大幅に利用の増加というものはちょっと、はっきりこの状況ではまだ言えな

い。

つまり平成25年度は実際には56件、平成26年度は37件、現在は27件で、今後の見込を

合わせますと大体37件、前年度並みなんですけれども、さて数字自体がこの制度をつくっ

たことで比較的リフォームをするという意識、それから実際に工事が増えたかというの

が、なかなかはっきりとらえにくいというふうな感じております。このことは聞いては

いないと思うのですけれども、そういったことで制度の設計の背景というものがあった

ということであります。

それから、今度は予算をどう張りつけるかという考え方でありますけれども、このよ

うに９月に初年度、それから昨年、今年と、今年のように補正で対応をさせていただい

ているということ。これを初期の段階で例えば、今回は合わせると550万円の補正後の予

算になるかと思うんですけれども、あらかじめ550万円を留保して当初予算に400万円を

計上するというやり方自体は、本当に財政的にちょっと分かりませんけれども、実は当

初予算の要望の中では、原課としてはそのようなお願いは実はしてこなかったというふ

うに言えます。したがって、原課では当初では400万円、これで今言った、実際にそういっ

た不満を感じている人がおられるという現実は、そういった中では私どもとらえていな

かったのかなと、今、お話を聞いて思ったところでございます。

●委員長（石澤委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 まああの、28年３月31日目で時限立法みたいもんで、終わっちゃうんですか。

●委員長（石澤委員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） この継続については、次期予算編成の中で検討をさせていただ
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くということになってございます。

●委員長（石澤委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 あの、不公平が出ないようにということになると、１年じゅうずっとやって

いなければならないし、どれだけの数が出て、どれだけの出資が出てくるのかというこ

とが予算つかない。幾らでも出せばいいのかというふうになってくると財政需要もあっ

てくる。非常にそこは難しいと思うんですよね。ところが、やはり税金を使うわけです

から、やはりやる側、使う側の人にとっては、なるべく不公平がないようにやっていた

だきというのは、やっぱり町民の声だと思うんです。そうなると一発目の予算で、来た

順位で優先順位で全て決めてしまうと言うことが、果たして公平なやり方なのか、それ

がベストなやり方なのかということが、まず問題だと思うんですよ。何が正しくて何が

正しくないのかという議論になると相当難しくなるけれども、順位制順位制を持ってやっ

ぱりやるということになると、その順位制というのは非常に公平不公平が出てくるので

はないかなと思うんですよね。

たまたまやろうかなと思ったときに、偶然その額が余っていた、あった。ずっと前か

らやろうかなと思って考えているうちに、出そうかなと思ったけど終わってた。これが

不公平を生むことだろうと。であるならば、何か別な方法を考えなければいけないので

はないかなというふうに思うんですよ。

それで、突発的な例えば事故、たとえば大きな地震でもなかったのに、ちょっとした

地震でがっぱり落ちたと。大きな地震で耐えかねてつかまっていてようやく耐えたのに、

こんなちっちゃい地震で壊れるわけないべやといってても、たまたま耐え切れたときに、

小さな地震でなくて耐えられなくて落ちたということもあるでしょう。そういった事例

たくさんあると思うんです。そういうときに、どうしても屋根のど真ん中に穴が開いた

とか雪が落ちたといったときに、急遽やらなければならない事態が起きる。計画性を持っ

てやる人には、補助金はうまく出したかもしれないけれども、急遽のときにはお金もな

いのに急遽やらなければならない。そして金がかかる、補助金はもらえない。こんな理

不尽の話ないよねということが起きてくる。その現状を踏まえて、もう少し緊急性を要

するものに対しては、こういう補助制を設けましょうという項目を増やすとか、何かを

考えていただきたいというのが町民のこの３年にわたってリフォーム事業をどんどんど

んどんやってきましたけれども、そういうことが、話がどんどん出てきたということを

踏まえて、考え方を考えていってほしいなと。

それから、８月31日で終わるこのリフォーム支援事業に向けて、新築の部分について

もいつまでなのか教えてください。

●委員長（石澤委員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） あの、緊急性への対応について、今、ご意見をいただいたとこ

ろでございます。ありがとうございます。今年度末をもって、要綱期間切れるわけであ

りますけれども、事業の必要性は再検討をさせていただくことになっております。そう
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いった中で、今のご意見についても、あわせて検討をさせていただくことにしたいと思

いますので、まずはご理解いただきたいなと思います。なお、新築支援事業につきまし

ては、助成期限は設けていない状況となっております。

●委員長（石澤委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 新築については、平成26年から８件の利用があると。今年はまだ４件という

ことで、聞いたところにはこの後２件か３件ぐらいはあるので、そこそこ前年並みにい

けるのかなというふうに思いますが、リフォームの20万円というのは、最大的に言うと200

万円に対して１割の20万円ということにはなるんですけれども、総体的に平成25年でい

うと、工事費の総体額が7,500万円、平成26年度が5,800万円、今年は6,700万円くらい。

この額を考えると、平成26年度の８件、総工事費が１億4,600万円、リフォームの件数は25

年が56件、件数の割にリフォームのほうが圧倒的に数字は少ないんですよね。新築の場

合はやっぱり当たり前の話だと思うかもしれないけれども、８件で１億4,600万円。この

数字だけで考えると、この厚岸町の経済効果ということを私も前に言ったことがあるん

ですけれども、やはりリフォームよりも新築のほうが厚岸町にとって、地元業者がやっ

ていただけるということに関しては、非常に経済効果が高いと。そこに20万円の新築に

対しての補助額というのはリフォームに対しての20万円、新築に対しての20万円という

のは１回目の私の質問のときには、その額が公平だというふうに言われました。私は税

収面から考えても、これは絶対に公平でないというふうに思います。こういったことも

踏まえて、新築の支援額というのを増額してほしいということは、再三申し上げて来た

ことなんですが、年度に向けてまだ新築については続く期限がないということであれば、

そこももう一度考えていただきという要望をしたいんですが、いかがでしょうか。

●委員長（石澤委員） 町長。

●町長（若狭町長） 私からお答えをさせていただきます。

今、住宅新築リフォーム支援の項目でご質問をいただいておるわけでありますが、先

ほどから出ております公平ということであります。やはり予算執行の中では住民の公平、

これはもちろん大事なことでありますが、しかしながら今回の住宅リフォームの助成の

件でありますが、前もって何件のリフォームがあるという数字が明確に出ればいいわけ

ですが、ある程度の実績を踏まえた中での予想をとりあえずは予算化をいたしておりま

す。その結果、当初は400万円という予算を計上させていただいたわけであります。

私といたしましては、大変うれしく思います。と言いますのは、この予算が満度に執

行されると。先ほどお話しありましたけれども、せっかくつくりましても、制度を利用

しない、または満度に満たない等々が多々あるわけであります。しかし、今回の場合は、

満度に執行されたという意味においては、大変喜ばしく思っており、また住民にとって

はこの制度はいい制度だという認識の中で、このようなことになっているだろうと。そ

ういう意味で私は理解をいたすわけであります。

そこで、今回は補正をもって、さらに追加予算ということで計上しているわけでござ
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いまして、どうかこの点については、私は理解をいただきたいと思っております。

また、担当課長からお話しありましたけれども、この制度については今後どうするの

かということで、担当課長としては、続けていきたいというような答弁もあったわけで

ありますので、町長といたしましても、十分にこのことを踏まえていかなければならな

いと、そのように考えます。

それから、新築の件でありますが、同じく１件に対して20万円ということであります。

確かに平成26年度は１億4,900万円程度の工事費があったわけであります。ところが、そ

れに対しましては160万円の助成という結果でありますけれども、もっと助成を増額した

らどうかという要望でございますが、この点については予算等の関係もありますけれど

も、いろいろとこれからの新築、それからもちろんですね、これありがたいことにリフ

ォームもそうでありますが、最も新築というのは経済効果、特に関係者の工事が増える

という意味においては意義がある助成であると、そのように理解をいたしておりますの

で、検討課題として今後どうすべきかということを考えてまいりたいと、そういうふう

に考えますので、ご理解をいただきたいと思います。

●委員長（石澤委員）ほかに。

（な し）

●委員長（石澤委員） 次に移ります。

２目住宅管理費。

３番、堀委員。

●堀委員 修繕料で、宮園団地Ｍ６棟のガス圧力調整設備ほか修繕料。ガス圧力設備調整

設備というのはアナライザーとかと私思ったんですけれども、ほか修繕料というのはど

のようなものなのか教えてください。

●委員長（石澤委員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） この辺で非常に老朽化の部分で唐突に修繕が出てきた状況の中

では、今回見ているのが白浜団地のＨ５棟で、屋外電気に、外についている箱なんです

けれども、これが１つ故障したということで、１つ29万円する状況でありました。それ

から、大きい部分では、白浜団地同じくＨ５棟のプロパン庫のドアが腐ってきたという

ことであります。これも14万5,000円ほど。それから、同じく白浜団地の今度はＨ３と白

浜集会所につながるところの排水なんですけれども、排水の詰まりが発生しまして、そ

れを整備するために45万円ほど、このようにあります。

さらに、ごみ箱のふたの改修、こういったものもやっていかなければならないという

ことで、今、大きなものだけ挙げましたけれども、そのような突発的なものが出てきて

という状況でございます。
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●委員長（石澤委員） ３番、堀委員。

●堀委員 分かりました。

それで、ここで言いたいのが、奔渡団地なんですけれども、奔渡団地の62Ｃ棟とか、

玄関というか、玄関階段なんですけれども、何年か前に一度ですね、たしか国の補助金

などをもらった中で、大規模な段差が大分玄関前のコンクリート階段が下がってしまっ

て段差が大きくなったことによって、何年か前にそれを一度全部やり直してやったと思

うんですけれども、また最近見ると、あのときにやったときにはもう落ちないんだとい

う話だったんですけれども、最近見ると隙間が空いてきているんですよね、３センチ、

４センチぐらいとか、本当に健常者であればいいんでしょうけれども、やはりお年寄り

だとかが３センチ、４センチの段差が変わってしまうというのは、本当に利用に不便を

来すというふうに思うんですけれども、それらの玄関に対しての修繕というものの計画

というものは、現在のところ持ち合わせているのかどうか教えてください。

●委員長（石澤委員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 奔渡団地、昭和62年建ての管理戸数１棟24戸という部分であり

ますけれども、超寿命化計画の中では戸別改善が必要な箇所があるということで、平成30

年と31年、２年間に計画しておりますけれども、まだ具体的な内容については細かくは

ないんですが、あの階段についてはこの棟だけによらず、実は全て同じ状況であります。

過去にスロープを設置してみてはとうかというふうに考えたんですけれども、スロー

プの勾配をなくするためには相当な面積をつぶしてしまうということで、これはちょっ

と当時断念した経過があります。今回、改めてそこのところを検討をさせていただくこ

とになりますけれども、依然として沈下続いている状況にあります。これに対しては抜

本的な改造として裏側にエレベーターをつけたらどうかという案も出たようですけれど

も、そこもまだ実施には至っていないということで、この奔渡団地はずっと残る計画で

ございますので、より安心して使える施設改善、改修については常に考えていきたいな

ということで、具体的な対策なりは、今お示しできないんですけれども、引き続き検討

をさせていただく中に入れていきたいというふうに思います。

●委員長（石澤委員） あと、ありませんか。

（な し）

●委員長（石澤委員） 次に移ります。

８款１項消防費、２目災害対策費。

５番、竹田委員。

●竹田委員 危機対策係に災害対策ということで聞きたいと思うのですけれども、避難場

所の状況等、町のホームページを細かく見させていただきました。その中で、避難場所
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という定義でその避難場所に、例えば、どういう高低差があって海抜何メーターという

言い方もあると思うのですが、そして、そこに備蓄状態がどういうふうにあるのかとか、

それから照明があるとか、その備蓄庫に食料品や毛布やいろいろなものがどういうふう

にあるのかとか、そういうことが全く載っかってないんですよね。北海道全体の釧路総

合振興局のホームページに行くと、厚岸町のことがここに避難場所があって、地図があっ

てそこを検索すると、この辺にありますよということなんですけれども、厚岸町のホー

ムページの中では、避難場所については、ここにあるということだけで、それがどうい

う状態になっているのかというのは町民がよく見れないと。備蓄状態も全く分からない

と、照明があるのかないのかも分からない。

災害というのは、その地域に住んでいる人たちがその地域のことをよく分かっていれ

ば、それでいいという問題でもなく、たまたまその地域に居合わせたときに災害が起き

た。災害を防ぐためには命の問題、１人でも２人でも多く助かればいいという、そうい

う非常事態のときもあると思います。少なからずとしても、町民がそういったホームペ

ージを見て、日ごろから検索をして、自分の地域にはどういう避難所があって、どうい

う状態になっているかということが知りたいわけですよね。一番知り得る、今一番簡単

な方法としては町のそういう本を見て聞いてみるとか、そういうことでなくて、携帯や

スマホとか、パソコンとか、いろいろ検索できる身近なものとなっている世の中になっ

てきました。この実態の中で、そういったことをどんどんホームページの中身を改修し

ていかなければならないと。そこで、実態と今後どうするのかということをお聞きした

い。

●委員長（石澤委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） ただいまのご指摘受けとめさせていただいて、速やかに修正・

追加をを図ってまいりたいというふうに考えております。

●委員長（石澤委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。

それから、今年度完成した太田のらくとぴあ、避難訓練を今年初めてそこで、理由が

あって太田でやったんだということを最終的に聞いたんですけれども、このらくとぴあ

は、今のところ厚岸町としての避難所としての指定は、まだないように私は思っていた

んですが、そこはどうですか。

●委員長（石澤委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 今、委員おっしゃられたとおり、まだ避難所としては指定をし

ておりません。避難所を指定するには、地域防災計画への掲載、それと、防災会議での

協議が必要になってまいります。町としては、いずれにしても、太田活性化施設、避難

所として指定をしたいというふうに考えておりますし、町長のその訓練の中での挨拶に
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もあったとおり、避難所としての整備いろいろな備蓄等々の整備も図ってまいりたいと

いうふうに考えているところであります。

●委員長（石澤委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 くどくどと言いませんけれど。今回の安保法制で自衛隊側、防衛省が、もう

法案を通るんだっていう思い込みで、あらゆることを想定して、先に決めていたという

ことが報道番組で問題になりました。でも、私はそれを追求すること自体はおかしいと

思うんですよ。できることを想定して、やはりその部署にとっては大事なことですから、

それを先手先行でちゃんと考えて先に進むということが大事なことだと思うんです。で

すから、防衛省という立場としては、こうなったら次に、判断的にすぐぱっと切りかえ

ようということの準備をしていたと思うんですよ。それをやっていたことが悪いという

指摘を受けて、今問題になってますけれども、悪いと言うほうが私はそれはとてつもな

くおかしいという話になるんですけれども、その話と、今回のこのらくとぴあというの

は、できることがはっきり分かっていたということであれば、避難所のことも一緒に想

定して、できることありきでやるべきではなかったのかなと。大いばりで今回、避難所

の訓練場所としてできたのではないかということのことで、前後したことについて、あ

あだこうだ言ってもしょうがない、避難訓練は指定を受けたからできないわけではない

ですから、そんなことお前にとやかく言われる筋合いはないんだと言えば、それまでか

もしれない。ただ、いろいろなそういう社会的な問題があって、先手で物事を進めてい

くべきだったのではないかなということです。

それと今後、そういうものがあるのであれば、一緒に考えていかなければならないこ

となんだろうということを、まず言っておきたいと。まず、そこだけちょっと聞きたい

です。

●委員長（石澤委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 速やかに指定すべく、事務を進めてまいりいというふうに考え

ています。

●委員長（石澤委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 あの太田の場所というのは、避難所としては最適かもしれないけれども、た

だ遠いと、逃げる時間が長過ぎるという指摘がありまして、そういった問題もあります

けれども、とりあえず備蓄を含めた中で検討をされていくということなんで、今後そう

したら備蓄倉庫だとか、それがプレハブなのか何なのか分かりませんけれども、そういっ

た方向性で進んでいこうとしているということで認識していいんでしょうか。

●委員長（石澤委員） 総務課長。
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●総務課長（會田課長） そのとおり受け取っていただいて結構です。

●委員長（石澤委員） 次に移ります。

９款教育費、１項教育総務費、６目スクールバス管理費。

（な し）

●委員長（石澤委員） ３項中学校費、２目学校管理費。

３番、堀委員。

●堀委員 ここでも、先ほど保健福祉総合センターの議論と同じになるんですけれども、

資料の中で真龍中学校消防用設備修繕というものがあります、66万6,000円。これはどの

ような内容で、またその点検の結果というものがいつ分かって、現在までの対応という

ものがどうしているのかを教えていただきたいと思います。

●委員長（石澤委員） 教委管理課長。

●教委管理課長（髙橋課長） 真龍中学校の消防用設備修繕でございますけれども、これ

につきましては、今回消防設備保守点検がございました。それの結果、３点ほど不具合

というか経年劣化ということで、現在まだ使えているんですけれども、修繕したほうが

いいということで指摘がありまして、まず自動火災報知設備、これが11万7,000円、あと

避難ばしご、これが31万4,000円で、消火ポンプの呼水槽の修理と、これが23万5,000円

で合わせて66万6,000円という内容になってございまして、今現在、使えておりますけれ

ども、先ほど申しましたように修繕したほうが今後について、よろしいということで、

今回計上をさせていただきました。この保守点検につきましては、毎年１回やっている

ものでございまして、６月にやったものでございます。

●委員長（石澤委員） ３番、堀委員。

●堀委員 さっきはたしか７月の13日に指摘があったというふうな形のがあったんですけ

れども、大体同じぐらいのときに、そうすると消防から指摘があったのかなというふう

に思うんですけれども、そうすると施設管理側としては、指摘はされたけれども、まだ

十分に機能としては果たせるんだと。万が一火災になっても消防の避難ばしごが切れる

こともなく、また、消火用のポンプというものも十分に機能するというような判断をし

たんだということの理解で、いいということなんでしょうか。

●委員長（石澤委員） 教委管理課長。

●教委管理課長（高橋課長） はい、現在使えないわけではなくて使えてますが、今後古

いものですから、故障の可能性があるということで、今回修繕料ということで乗せてい
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ただきました。

●堀委員 はい、分かりました。

●委員長（石澤委員） 次、ありませんか。

（な し）

●委員長（石澤委員） 次に移ります。

５項社会教育費、１目社会教育総務費。

（な し）

●委員長（石澤委員） ２目生涯学習推進費。

（な し）

●委員長（石澤委員） ５目博物館運営費。

（な し）

●委員長（石澤委員） ６目情報館運営費。

３番、堀委員。

●堀委員 情報館図書管理システム整備事業について資料をいただきました。ありがとう

ございました。

それで、今年の借上料というものが90万円なんですけれども、来年は年額として540万

円ほどかかると。契約開始から５年間、恐らく６年目以降について無償譲渡というふう

に書いているんで、５年間分ということで2,500万円、今年の90万円を合わせると約2,600

万円ほどが所要としてかかってしまうとことなんですけれども。今回、これを切りかえ

る大きな理由は古い機器の交換部品等の製造中止、また流通の停止というものがあるこ

とからということらしいんですけれども。

例えば、それでは、今現在交換する前の機器の修繕履歴というのは、サーバーについ

ては、いつに何が壊れて、何を修繕したのか、５年間分教えていただくことはできるで

しょうか。

●委員長（石澤委員） 教育長。

●教育長（富沢教育長） 図書館システムに関して言いますと、ハードについても、これ

は保守契約を交わしておりますので、それぞれのサーバークライアントとともに、修繕
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が入っても、これはこちらのほうに修繕料が上がってくるというような性格なものでは

なくて、その範囲内で修繕は行うという内容のものというふうに押さえております。

●委員長（石澤委員） ３番、堀委員。

●堀委員 それはどうなんでしょうかね、修繕記録、保守契約の中でも当然修繕したらそ

の修繕の記録というものを上げるようになってないんですか、今の契約というものは。

そういう修繕履歴というものが全然分からない中で、どういうものが壊れていつ直した

のかというものが全然分からないような状況の契約なんでしょうか。

●委員長（石澤委員） 休憩します。

午後１時45分休憩

午後１時50分再開

●委員長（石澤委員） 再開します。

情報館館長。

●情報館館長（福地館長） お答えしたいと思います。

情報館のサポート、保守の関係ですが、毎月定例的に業者が訪れてサポート、いわゆ

る保守を受けるということにはなっておりません。不具合があったときに業者を呼びま

して対応してもらうと。その中には、特にソフトなんですけれども、図書館管理システ

ムなんですけれども、そちらのほうは遠隔というかリモートという形で対応してもらう

という形になっております。ですので、細かにいわゆる、今の段階では、いつ何々で何

件というふうな形での資料は持ち合わせておりませんが、いわゆる報告書という形で業

者からレポートは上がっております。

●委員長（石澤委員） ３番、堀委員。

●堀委員 ですから、その報告書でもって、ハードのほうですね、どのような不具合とい

うものがあって、どのような５年間の中で修繕を行っていたのかというものを、今回購

入をするための大きな理由ですよね、その修繕などのときに部品がないからという、そ

れが大きな理由なんですから、それを聞かせてくださいと言っているんですよ、どうな

んでしょうか。

●委員長（石澤委員） 情報館館長。

●情報館館長（福地館長） 部品がない、部品のメーカー側で製造しなくなる、それがま

ず第１段階。それから、その次に、メーカー側で部品が製造しなくなって１年なり２年
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なりと、これはあくまでですが、物によって違います。それが製造をしていないけれど

も市場に出回っているという状態もございます。今、その時期に来ているということな

んです。ですから、完全に何かしらトラブルが起こったときに対応できる部品が調達す

ることが危うい時期に入っているということを、まずご理解いただきたいと思います。

それがために、まずシステムのほうの更新を考えているということでございます。

●委員長（石澤委員） ３番、堀委員。

●堀委員 だからどのくらいの頻度でふぐあいが生じているのかを、今までの機械で知り

たいと言っているんですよ、教えてください。

●委員長（石澤委員） 教育長。

●教育長（富沢教育長） 今言ったように、報告書というのがその都度出されております

ので、それであれば時間をいただければその報告書を１つのファイルに、それだけとじ

ているわけでございませんので、何点か抜き出して取り出してみるというふうな形にな

ろうかと思いますので、お時間をいただければと思います。

●委員長（石澤委員） ３番、堀委員。

●堀委員 時間というのは、例えば10分、20分なんでしょうか、それとも１時間だとか、

１日なんでしょうか。当然会期というものもありますし、委員会は会期と関係ないんで

しょうけれども、ただ、９月定例会の会期というものもあるんで、余り時間をかけられ

るんであれば大変困ってしまうんですけれども、でも今回、万が一機械が故障になった

ときに困るから、そういうような記録というものをきちっと持ち合わせていないという

のは、要求側としてどうなんだというふうに私は言いたいんですけれども、どうなんで

しょう。

●委員長（石澤委員） 教育長。

●教育長（富沢教育長） あの機械自体が保守の範囲内に入っている中で、結局どの部品

がどうとかという問題よりも、それ自体が例えば動かなくなったときには、もうそのシ

ステム自体が作動しなくなるという可能性があるわけです。ですから、その中で、例え

ばコンピュータの中のどこがどれで、今、なくなりそうですから、更新が必要ですと、

こういうふうな何て言うんですか、言葉としてあらわせるような形では、私はないんで

はないかなというふうにとらえているんですけれども。

●委員長（石澤委員） ３番、堀委員。

●堀委員 分かりました。いずれにしても、入れかえる前の機器の保守関係の資料という
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ものを、後で出していただきたいなというふうに思います。ちょっと時間もかかりそう

だということの中で、今、現在は持ち合わせてないということであれば、大分時間もか

かるかもしれませんので、それを今出せというふうなのもちょっと酷だとは思うんです

けれども、いずれにしても、ただ単年度540万円、５年間で約2,600万円ほどかかるよう

な機器の更新、これが当たり前のように考えられても困ると私は思うんですよね。５年

間たったら当たり前のように毎年500万円ずつあれして、機器が更新しなければならない

んだというもののとらまえ方をされても困ると。できるだけそういうものが影響しない

ようなシステム整備というものを、今後は考えてもらいたいというふうに思うんですけ

れども、何だかんだ最新のものでなければならない、最新のいいものでなければならな

い、今まで１秒でできたものが0.5秒でできるようにしなければならないとか、そういう

ものではないというふうに思うんですよ。そういったものの中では、やはりそういうも

のを考えた中での更新というものを考えていただかなければ、ましてや全額一般財源と

いうことの中では、非常に厳しい財政状況の中においても、町民負担をそれだけするわ

けなんですから、利用率も含めて、そういうものが見合うものでなければならないとい

うふうに私は思いますので、そういう検討というものを、ぜひ十分にしていただきたい

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（石澤委員） 教育長。

●教育長（富沢教育長） 委員おっしゃるとおり、非常に高価な機械だというふうにとら

えております。今回の更新に当たりましても、今回の来年度の２月更新ということにな

りますと、実質７年間、丸７年間の使用ということになっております。ですから、この

次の更新に当たりましても、５年間で更新しなければならないというのではなくて、で

きる限りＯＳなり、あるいはソフトなりの寿命を考えて、継続できるものについては継

続していく、そしてまた、この次の更新に当たっても、今回の部分でもそうですけれど

も、やはり一番速さを目指すというよりは、稼働に一番無理のない形でスムーズに作業

ができるようにというのを重点に考えておりますし、その点について、今後についても

できるだけ長く貴重な財源を使っていけるように検討してまいりたいというふうに思い

ます。

●委員長（石澤委員） あと、ありませんか。

（な し）

●委員長（石澤委員） 次に移ります。

６項保健体育費、２目社会体育費。

（な し）

●委員長（石澤委員） ３目温水プール運営費。
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（な し）

●委員長（石澤委員） 11款１項公債費、１目元金。

８番、南谷委員。

●南谷委員 １目元金ゼロなんですよね。ですけれども、財源の異動だと思うんです。そ

の他がマイナスの112万2,000円と、一般財源からの振りかわったということなんですけ

れども、この内容は町営住宅の入居料から長期起債の元金で充当をしたというふうに担

当課から聞いたんですけれども、もう少しこの内容について詳しく説明を求めます。

●委員長（石澤委員） 税財政課長。

●税財政課長（星川課長） 財源の部分ですので、私のほうからご答弁申し上げます。

この公債費に充当する部分につきましては、引用したとおり住宅使用料の中で、その

一定のルールがございまして、そのルールに基づいて財源充当をしているということに

なります。基本的には、いただいた住宅使用料の中で住宅管理費のほうの維持修繕です

とか、物件費のほうに充てて、その残った分を今度公債費のほうに充てるというルール

があります。それに基づいて今回やっているわけでありますけれども、今回の補正にお

いて住宅管理費のほうで112万2,000円を修繕費として増額計上しておりますので、この

財源としてこの公債費から振りかえて計上しているということになりますので、こうい

う財源の内訳になっているという内容でございます。

●委員長（石澤委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 あの数字見るとただいまの説明のとおりなんですよ。そこで、僕疑問に思っ

たんですよ、住宅の使用料から修繕費と、それから長期償還金、それぞれ一定のルール

に基づいてあれしていると。今回の場合は、修繕費のほうが若干増えたからそっちのほ

うに充当していったよということなんだろうなというふうに理解をしたんですけれども、

その分長期償還金はどうなったのか、その辺の行ったり来たりの部分、どっちがどうなっ

たのか、もう少しはっきりと。

例えば、僕レベルに教えていただきたいんですよ、今回住宅費で発生していますよ、38

ページで、住宅の修繕料が111万2,000何ぼというものが発生しているんですよ、ここで

ね。今年は例年より修繕料が町営住宅の修繕費を発生しているんだなというふうに理解

をさせていただいたんですよ。その金額と全くここで同じなんですよね。その分僕理解

したのは、単純に考えたのは、修繕費が一生懸命に住民の要望に応えて修繕したんだろ

うと。だからここで発生したんだろうと。その分というふうに考えたんですよ、長期償

還の分は減ったのかなと。だけど一般財源から持ってきて長期償還金の財源をつっぺを

したのかなと。そうすると、財源の移動なのか、そうすると一定のルールと言われたん

ですけれども、一定のルールに基づいてと、そうすると、使用料の中から長期償還金と
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か修繕費に毎年そういうふうに回しているんだろうけれども、その一定ルールについて

も、もう少し詳しい説明を僕レベルでわかるような説明をしていただきたいと。どんな

ルールなのか、一定ルールに基づきましてと、担当課へ行って聞いたんだけれども、そ

れは財政ですって言うんですよ。そこまで議員は知る必要ないんですかね、もうちょっ

と分かりやすい説明を求めているんですけれども。

●委員長（石澤委員） 税財政課長。

●税財政課長（星川課長） 私のほうから財源充当の中身の部分について、詳しくという

ことなのでご説明申し上げます。

順番からしますと、当初予算の編成の段階で住宅使用料幾つか団地がいろいろありま

す。その団地の部分の住宅使用料の全てをもって、先ほど言われた土木費の中の住宅管

理費のほうの予算計上をさせていただいた住宅管理の中の予算に全てをまず充当すると

いう流れになります。

そこで、住宅使用料の中で余剰が出てきます。それに対して残った分が今の私どもの

計算の中からいきますと、公債費のほうに充当するという順序がありますので、まず住

宅使用料の全額に対して充当する順番とすれば、住宅管理費の維持管理に充てる経費が

まず最初に出てきて、その残った部分があれば公債費のほうに来るということになりま

す。その公債費の中でも、基本的には、まず元金のほうから充てて残りが出てくれば利

息という順番になるところでございます。この部分で112万2,000円が今回財源充当の中

で増減しておりますけれども、ただ財源充当だけの話ですけれども、基本的には元金の

総額が減ったわけではございません。あくまでも財源の充当するものの財源として動い

たということになりますので、そういったルールに基づいてやっているということでご

ざいますので、ご理解お願いいたします。

●委員長（石澤委員） あと、ありませんか。

（な し）

●委員長（石澤委員） 次に 進みます。

12款１項１目給与費。

（な し）

●委員長（石澤委員） 以上で、歳出を終わります。

次に、１ページにお戻りください。

第２条、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ります。

ございませんか。



- 43 -

（な し）

●委員長（石澤委員） 総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（石澤委員） 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（石澤委員） 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。

暫時休憩します。

午後２時04分休憩

午後２時04分再開

●委員長（石澤委員） 再開します。

次に、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を議題といたし

ます。

第１条の歳入歳出予算の補正、３ページ、事項別明細書をお開き願います。

４ページ、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。

（な し）

●委員長（石澤委員） ５款１項療養給付費等交付金。

（な し）

●委員長（石澤委員） 以上で歳入を終わります。

次に、６ページ、歳出に移ります。

１款総務費、１項総務管理費。

（な し）

●委員長（石澤委員） ２款保険給付費、１項療養諸費。
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（な し）

●委員長（石澤委員） ９款諸支出金、１項償還金及び還付金。

（な し）

●委員長（石澤委員） 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（石澤委員） 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（石澤委員） 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（石澤委員） 次に、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

予算を議題といたします。

第１条の歳入歳出予算の補正、３ページ、事項別明細書をお開き願います。

４ページ、歳入から進めてまいります。

２款使用料及び手数料、１項使用料。

（な し）

●委員長（石澤委員） ６款１項繰越金。

（な し）

●委員長（石澤委員） 以上で歳入を終わります。

次に、６ページ、歳出に入ります。

２款水道費、１項水道事業費。

（な し）

●委員長（石澤委員） 以上で、歳出を終わります。
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総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（石澤委員） 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（石澤委員） 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（石澤委員） 次に、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

を議題といたします。

第１条の歳入歳出予算の補正、３ページ、事項別明細書をお開き願います。

４ページ、歳入から進めてまいります。

７款財産収入、２項基金繰入金。

（な し）

●委員長（石澤委員） ８款繰入金、１項一般会計繰入金。

（な し）

●委員長（石澤委員） ２項基金繰入金。

（な し）

●委員長（石澤委員） ９款１項繰越金。

（な し）

●委員長（石澤委員） 以上で歳入を終わります。

次に、６ページ、歳出に入ります。

５款１項介護給付費準備基金費。

（な し）

●委員長（石澤委員） ７款諸支出金、１項償還金及び還付金。
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（な し）

●委員長（石澤委員） ８款サービス事業費、２項施設サービス事業費。

８番、南谷委員。

●南谷委員 ２項施設サービス事業費のところで補正額202万4,000円、ここでお伺いをさ

せていただきます。

さきの９月４日議員協議会におきまして、特別養護老人ホーム心和園におきまして、

短期入所ショートスティにおける過誤請求により、介護報酬及び利用者へ過誤分の返還

をしたい旨の説明がございました。それでこの資料をいただいたんですけれども、結果

として、この202万4,000円総額になるんでしょうけれども、まず、私と室﨑議員が資料

要求をさせていただきましたけれども、今回非常に残念だなと思うんですけれども、私

が資料要求をさせていただきました心和園短期入所生活介護における介護報酬請求の過

誤に関する資料の２、この関係に基づいて、この資料を説明しなさいということは言っ

てないんですよ。大変申しわけないんですけれども、なぜこうなったのか、この資料の

タイトルだけでもいいですから、時系列で説明をしていただければなと思います。この

資料を全部説明しなさいということを言っているのでないんですよ。この資料の中に、

こういうことでこういう法律に基づいて、タイトルでもよろしいですから、結果として

こうなったんだということを時系列でもう一度説明をいただきたいと思います。

●委員長（石澤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 今回の心和園のショートスティの関係につきましては、誤っ

た事務の取り扱いによりまして利用者の皆さん、それからまた議員の皆様にも大変ご心

配をおかけしたことを大変申しわけなく思っております。

その経過でございますけれども、まず、この経過の始めでございますけれども、この

内容が過誤、間違っている取り扱いをしているというのがわかったのは今年の２月でご

ざいます。その原因というか、その始まりの部分が、今、資料で出させていただいた資

料２に出ているものでございます。

この資料を開いていただきまして１ページでございます。介護制度改革インフォメー

ションということで、これは町村にファックスでインフォメーションをされるとか、案

内される内容でございます。これが17年の７月14日に厚生労働省の介護制度改革本部で

もって、その中で検討をされた内容ということで、これが翌日７月の15日にファックス

で流れてきております。この内容でもって、１枚開いていただきまして３ページでござ

いますけれども、３ページに概要ということで載っておりますけれども、平成17年10月

１日施行分として、介護報酬等の見直しを行いますという内容でございます。ここで１

の基本的な考え方のところで、在宅と施設の給付と負担の不公正の部分を見直すんだと

いうことで、介護保険施設等における居住費（滞在費及び食費）を保険給付の対象外と

するよう見直しを行うという概要が出ております。
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このインフォメーションされた内容が８月の30日に釧路総合振興局の主催でもって事

業者を集めた説明会を開催したという流れになっております。当時の一般書類が５年間

の保存ということなものですから、保存期限を過ぎている関係で、このようなファック

スの内容でもってしか、ちょっとその辺が分かる内容がなかったものですから申しわけ

なく思っております。

それで、８月30日にそういった事業者を集めた説明会があって、そして、その後に、

９ページに、平成17年９月の７日付けの官報でもって黒く塗り潰した部分ですけれども、

２段目の右端です、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改

正する点、400という番号になっておりまして、その次のページ10ページを開いていただ

きたいんですけれども、10ページの３段目、左の下段、左側のほうに厚生労働省告示第400

号ということで、介護保険法の第41条第４項及び第53条第２項の規定に基づき指定居宅

サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を次のように改正し、平成17年10

月１日から適用するということで、改正が10月１日からというふうになったものでござ

います。

そして、その10月１日から改正になったんですけれども、その時点でそれから多床室

にかかる報酬と個室にかかる報酬が分かれた形になりました。その分かれた中で、心和

園には20床あるショートスティのうち二人部屋の８部屋が多床室、それから一人部屋４

部屋が個室という取り扱いになりまして、この個室の取り扱いと多床室の取り扱いが、

もともとは一緒だったんですけれども分かれたと。そこで、分かれた段階で多床室の高

い報酬単価でもって計算をしていたということで、正式には個室４部屋の分に入ってい

た方については、報酬が多床室よりも低いものですから、その低い分、多床室との差し

引きが多く取っていたということになります。その多く取っていた報酬の単価でござい

ますけれども、それはその介護度によって違うものですから、それぞれ要介護１であれ

ば、多床室では682単位だったものが、個室では609単位ということで、73単位多く取っ

ていたということになってまいります。これはそれぞれ要介護５まで、そういった設定

がされたおります。

そういう取り扱いをずっとやってきたわけですけれども、ことしの２月に社会福祉協

議会のほうで、その担当している方がそれを確認をして、おかしいということで気づき

まして、その内容を３月の段階でうちのほうとも確認をして、その内容がおかしいとい

うことがはっきりしたということでございます。その後、市や福祉協議会、それから心

和園の部分でも、一部システムでもって管理している部分がございます。平成25年の分

は心和園でしたけれども、その時点の分はシステム管理をしているものですから、内容

についてはすぐ把握ができたと。それから、平成26年度の部分は指定管理で社会福祉協

議会に移っておりますけれども、そちらもすぐ影響額の把握ができたということでござ

いましたけれども、その平成24年以前の分が、そのシステムでなくて紙での管理という

ことだったものですから、その内容の把握ができなくて、その調査をしておりました。

その調査をして最終的に日誌でしかその内容の把握ができないということで、日誌の把

握をしておりましたけれども、日誌が保存期間５年間ということで、平成22年までの分

を探し出しまして、その日誌から多床室と個室の状況を把握をいたしまして、今回その

内容がはっきりしたものですから、そのものに基づいて今回補正を上程させていただい
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たという内容でございます。

●委員長（石澤委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 あの、こういった通知が来ていたよと、誰がということは僕は言わないんで

すけれども、非常に分かりやすい時系列で、発生のね。経過が何でこういう通知が来て

たのに対応ができなかったのか、この辺についてもう少し、そこの部分についてお尋ね

をさせていただきます。結果的には何で、失念だと思うんです、過誤してしまったとい

うかな、この辺の調査というのはどのようにされたんですか。

●委員長（石澤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） その内容の関係でございますけれども、おっしゃられるよ

うに本当にチェック、それから確認体制がきちんとしていなかったということに尽きる

んだというふうに思います。その内容がもう少し北海道の指導監査なんかもありまして、

そういった中でも受けていたんですけれども、そこでの指摘もされてこなかったという

ふうなこともございまして、その内容についてその後の確認作業というか、そういうも

のがきちっとされていなかったということに尽きるんだというふうに考えております。

●委員長（石澤委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 起きてしまったんだけれども、やっぱり町民に対する影響度というのは、私

は非常に信頼度というか、大きいと思うんですよね。まず発生したこともそうなんです

けれども、社協のほうからそういうのが発見された。それがもしなければ、ずっとまだ

行くんですよね、大変なことだと思うんですよね。うちは前にもホウレンソウというよ

うな話もさせていただきました。でも、今の話聞きますと、振興局のほうから再度この

通達以外にも、そういう指導もあったんですね、その通達というかね、と思うんです。

それをも見過ごしてしまった、結果として。この辺については、やはり町民、大変心和

園にお世話になって感謝はしている、施設で働いている皆さんに感謝していると思うん

ですよ、お世話になっている皆さんは。ですけれど、その信頼度というものが一遍に飛

んでしまいますよ。大変な問題だと私は思うんですよ。それであれば、10年間およそね、

何で初めから全部戻さないのかと、返還してやれる。厳しい財源の中から苦労している

わけでしょう。法的に５年でいいよとなっているからいいのか、厚岸町それでいいのか、

その辺は非常に私は疑義を感じます。

議員協議会ではそうは言ってなかったんですよね。当時のものはなかなか調査ができ

ないって、何で５年分なのよ、法律で決まっているから、それでいいのか。やはり高齢

になっている本人が払っているんであれば、何歳になったってお金というのはたとえ１

万円のお金でも貴重ですよ。その方々が５年たって、皆さんにすれば大したお金でない

かもしれないけれども、私はその人たちにとって大変なお金だと思うんですよ。もう少

し、やはり適切な事務処理をしていかなければ、信頼を失墜するわけでございますから、
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そういう意味でも５年間の返還してやれない、その辺は何とかならないのかなという思

いがあるんですけれども、町としてこの５年間で打ち切ると、法令どおりやると、その

根拠についてお尋ねをさせていただきます。

●委員長（石澤委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） このたび、報告をさせていただいた内容につきましては、今、

担当の課長から申し上げた経緯経過のとおりでございまして、大変お粗末な事務処理を

していたということにつきまして、改めて私からもおわびを申し上げたいと、このよう

に存じます。

これまで残っている資料、これは保存年限が決まっておりますから５年間ということ

でありますけれども、さかのぼってこの入所施設にどういう方が、どういう方がという

のはどういう介護度合いの方がご利用をいただいたかということのチェックを全てさせ

ていただきました。原則時効というようなこともあって、５年間ということでありけれ

ども、そこですぱっと切るということは、やはり道義的にも問題があるだろうというふ

うに考えておりまして、これは今後の取り扱いになりますけれども、厚岸町にはこの介

護保険料とは別に、町税にかかわる返還金の支払要綱というものがございます。我々事

務作業に当たった者の瑕疵によって相手に損害等を与えた場合、ご本人様あるいはご家

族さまが領収書を持って確かにそういう金額を支払ったというような事実を証明してい

ただくようなものがあれば、その方々に対する対応もとっていきたいと、そのように考

えております。改めて皆様にご迷惑をしたことを、心からおわびを申し上げたいと存じ

ます。

●委員長（石澤委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 起きたことは、起きたことで、次にないように対策を講じていかなければな

らないと私は思うんです。そういうことも含めて今後の取り扱いについて、どういう当

然今度は委託しているわけですから、担当課としてはますます他人事なんですよ。この

辺はどうチェックしていくのか、今まではまだ違う体制になるんですよね。その辺のチ

ャック体制というのはどういう検討をされたのか、されなかったのか。それから今の副

町長の答弁でございますが、誠意を持ってやっぱり対処していくべきだと私は思うんで

す。本人が領収書といったって、５年前のものをなかなか、年輩の方が私は持っている

人は持っているから、持っていない人もいるかもしれない。でも本人の意識というのは

あると思うんですよね。自分が世話になったことは。そういうものは申告ででもいいか

ら本人がこっちのほうで確認をできるものについては、私は対応をしていくぐらいの腹

を持ってももいいんでないのかなと。領収書ったって、５年前のものはないかもしれな

いですよ。でも本人は覚えてますよ、以前のことも。対象者についてはできるだけ親切

な対応をとってやるべきでないのかなと、そう思うんですが、いかがですか。

●委員長（石澤委員） 副町長。
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●副町長（大沼副町長） まず、前段のほうでありますけれども、こういう報酬単価等の

改定については、事前のその予定等々も厚生労働省から示されているはずでありますし、

例えば、病院の報酬単価の改定についても、いきなりぽんと、こういう通知通達が来る

わけではなくて、現在こういう作業を進めているというような内容、事前の情報という

のは、しっかり押さえられるはずであります。そういうことが結果として、注意を怠っ

ていた、あるいは到達した書類等にかかわる確認作業というものをきちっとされていな

かったということでありますから、その辺もきちんと注意をして準備に当たるように改

めて職員に指導を徹底させてまいりたいと、そういうふうに考えます。

それから、一つ領収書ということを申し上げましたけれども、そういう事実関係がき

ちっと証明できるという状況であるならば、誠意を持って対応をさせていただきたいと、

そのように考えます。

●委員長（石澤委員） ほかにありませんか。

（な し）

●委員長（石澤委員） それでは、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（石澤委員） 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（石澤委員） 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（石澤委員） 次に、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

正予算を議題といたします。

第１条の歳入歳出予算の補正、３ページ、事項別明細書をお開き願います。

４ページ、歳入から進めてまいります。

４款１項繰越金。

（な し）

●委員長（石澤委員） 以上で、歳入を終わります。
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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。ありませんか。

（な し）

●委員長（石澤委員） 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（石澤委員） 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（石澤委員） 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（石澤委員） 次に、議案第56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。

１ページ、第２条、収益的収入及び支出の補正。

４ページをお開きください。

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。

（な し）

●委員長（石澤委員） 以上で質疑を終わります。

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款水道事業費、１項営業費用。

（な し）

●委員長（石澤委員） ２項営業外費用。

（な し）

●委員長（石澤委員） 以上で収益的支出を終わります。
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１ページにお戻りください。

第３条、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補正です。

ございませんか。

（な し）

●委員長（石澤委員） 総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（石澤委員） 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（石澤委員） 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（石澤委員） 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６件の審査は、終了しました。

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34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９月１７日

平成27年度各会計補正予算審査特別委員会

委員長


