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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６月24日

午後３時47分開会

●委員長（南谷委員） ただいまより、平成27年度各会計補正予算審査特別委員会を開会

いたします。

●委員長（南谷委員） 審査を進めてまいります。

初めに、議案第42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は、６ページと７ページに事項別明細書が記載されてお

ります。

８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。

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（南谷委員） ２目民生費国庫補助金。

（な し）

●委員長（南谷委員） ３目衛生費国庫補助金。

（な し）

●委員長（南谷委員） ６目土木費国庫補助金。

６番、室﨑委員。

●室﨑委員 あの、減額。入ってくるお金が減額になっているのですが、これは、いいの

悪いのではもちろんないわけですけれども、もう少し詳しく説明をしていただければと

思います。

●委員長（南谷委員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） この事業に対する歳出については、後ほど出てまいりますが、

この歳出において対象事業が床潭末広間道路の整備事業、それから湾月町通りの整備事

業、２本の減額の国庫補助金の部分であります。

この道路橋梁費補助金は、社会資本整備総合交付金であります。これは前年度から北

海道に要望しているものに対して、今年度内示を受けた金額に調整したということであ
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りまして、これが例年この要望額に対して非常に少額な、少額と言ったら北海道に失礼

ですけれども、北海道としては全体の同予算は増えているのですけれども、厚岸を通し

ては今般、下水道事業等が新たに増額になっているようなことで、それを合わせた道路

の部分が前年比0.98という残、去年よりも若干下がってきた状況であります。これに対

して、私どもは当初予算において、前年度要望した金額でもって頑張って予算編成をし

ていただきました。そういう内容で要望を挑んだのですけれども、結果的に内示として、

ほぼ前年度並みの前年度よりもちょっと落ちたのですけれども、そういう減額にとどまっ

た内示をいただいたといったことで、今回、今後、秋等の追加ということもないもので

すから、早目に減額し、町内事業者等にもご迷惑のならないような措置を早目に講じた

いということでございます。

●委員長（南谷委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 事務手続は分かりました。あと大ざっぱに言うと、６億円の枠の中で、２億

減っているのですよね。そうすると、３月新年度予算のときに、それだけ見込んだもの

が、例えば12月当たりでそういうふうになったというならば、状況も変わっているだろ

うというので分かるのですけれども、やはり新年度の予算のときにはしっかりとした根

拠と言いますか、見通しがあってつけていると思うのです。それが次の議会、わずか３

カ月の間にこれだけ大きく変わってしまう、増えたのなら万々歳なのですけれどもね。

減っているというのは、そうすると当初、道との間でやりとりはどうだったのか。恐ら

く町としては、まず間違いないだろうというような、感触以上のものがあるからやって

いると思うのですよ。それが、手のひら返したように、減額しましたよっと言ってきた

ので、どうにもにらないというのが本当のところではないのかなと思うので、そのあた

りの話をやはり、議会にもきちんとしておかないと、まるで担当者が全然根拠もないの

につけておいて、後から、やあやあということになったなんていうふうにとられたので

は、これ担当者かわいそうなので、その当たりもう少し議会のほうにも、決して、むや

みやたらな予算でつけているのではないのだということを、説明してほしいという意味

なんですよ。

●委員長（南谷委員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 改めてご説明させていただきたいと思います。

この社会資本整備交付金は、いろいろな事業種別というのでしょうか、北海道では、

現在インフラの長寿命化、それから防災安全対策というパッケージの部分を重点配分し

ているということが聞いております。そういった中で、この床潭、末広と湾月通りにつ

いて、そのいずれにも該当しない普通の事業の部分であります。この部分については、

例年交付率は低い状況なのですけれども、総じて、北海道全体の事業要望が年々増えて

きている状況であります。

そういった中で、北海道予算も前年度に比較して増えている、わずか0.17であります

けれども、全体としては増えている状況があるものですから、私どもも積極的に事業要
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望を、特に重点配分をしていただきたいということは、ずっと言わせていただいており

ます。ただ、そういった中で、これはなかかな各市町村の事情に当たった重点配分をと

いうことで、私どもお願いしてきたのですけれども、なかなか北海道としても、他町村

と厚岸町だけを区別するというのでしょうか、そういう重点配分には、なかなかなりま

せんでした。それを引き続き昨年度も頑張って要望してきたということで今年度も、も

う内示出てしまいましたので、来年度の事業要求を実は先般終わっております。これに

ついては、北海道総合振興局の釧路建設管理部のご協力もいただいて、そういった床潭

末広間道路、厚岸町にとっては主要産業、また観光道路として早期完成を図りたいとい

うことで、この決定をするのは北海道開発局になります。それを持っていくのが北海道

庁なのですけれども、この北海道庁の担当者にも、よくその厚岸町の事情を説明し、国

に働いてもらうように口添えを釧路建設管理部にしていただいた、そういった中で、地

域上げてこの道路を早く完成させていただきたいということで、要望を続けております。

そういったことが、今後の展開なのですけれども、さらにまた重点要望続くのですけ

れども、いかんせん、もし万が一北海道が、あるいは開発局がこの道路に対して重点配

分をしようとしたときに、私どもの計画がないと、それが取りこぼしてしまうというふ

うなおそれも実は腹の中に持っております。ですから、今般は、もし万が一100％内示が

あったとしても、１年で厚岸町の力で完工できる事業量を実は要望をさせていただいた。

そういう中でも努力指定の要望活動を続けていたんですけれども、残念ながら、こういっ

た結果になってしまったということであります。

それで、今般、こういった内示を受けて、次年度どういった予算要求というか予算計

上ですか、これについても、今ご質問いただいた、あるいは指摘をいただいていること

予算計上の考え方として、それでよかったのかということを改めて今週、来年度予算編

成に向けて、それから現在の要望活動の状況などを踏まえて、今のご指摘に対する考え

を込めた予算編成をしたいというふうに考えてございます。

●委員長（南谷委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 余り長くやる気はないんですけれども、何か私の質問を非常に先取りなさる

ような、私、また指摘してなかったんだけれども、指摘を受けてという話までなさって、

それから、これからどうしょうという話も一緒になっていくので、非常に分かりづらい

んですけれどもね。今の話を整理させていただくと、この程度の減額があり得ることは

織り込み済みであったと。だけども大きな数字で大きな計画で出しておかないと、その

要するにこちらが本当にお願いしているようなものがつかなくなってしまう。だから、

場合によっては道のほうの、もともと余り芳しくない補助なんだけれども、特別にこれ

は大事なものだから、これだけつけてくれというものを言わなきゃならない事情もあっ

たんで、場合によったらこのぐらい減額されてしまうかもしれないのを見込みながら、

３月の当初予算ではつけておいたんだと。それが図らずも悪いほうの予想に当たってし

まったと。来年に向けては何とかこれを、こちらの要望しているようなものにしていき

たいんだと、そういう話だというふうに伺えばよろしいのですか。

今の話を聞いていると、いろいろな事情をおっしゃっていたけれども、全部この４月



- 12 -

以降に突発的に出てきた話ではないんですよね。もともと補助率は余りよくない。厚岸

町は、これは特別のところだから重点に考えてくれと言うけれども、国や道のほうでは

なかなかそうは見てはくれない。もろもろそういう話があったんだが、それは３月でも

同じ状況だろうと思うんです。ですから、３月のときに、分かっている状況の中で、や

らざるを得なかったということなのかどうかという当たりを、やはりきちんと説明して

いただきたいということなんです。

●委員長（南谷委員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） この全額、補正減額前の現行の予算については、おっしゃると

おり前年度の内示率を見ると、つかないことは予想しておりました。しかし、今回の結

果的には、昨年は実は１億4,470万円の事業費がついたんです。ところが、ですから、そ

ういった部分でも、結構今回はそれでも減額になるのですけれども、昨年と比べると5,000

万円ほど下がっている状況なんですけれども、昨年並みには来るのではというふうなこ

とで思っておりましたが、３月の時点で、そういった北海道の予算というものを私ども

つかむ努力が足りなかったなということで、今日に至ってしまったということでござい

ます。

●委員長（南谷委員） よろしいですか。

６目で、他にございませんか。

（な し）

●委員長（南谷委員） なければ進めてまいります。

７目消防費国庫補助金。

（な し）

●委員長（南谷委員） 18款１項寄附金、１目一般寄附金。

（な し）

●委員長（南谷委員） 19款繰入金、１項基金繰入金、４目町おこし基金繰入金、ござい

ませんか。

（な し）

●委員長（南谷委員） ６目環境保全基金繰入金。

（な し）
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●委員長（南谷委員） 20款、１項１目繰越金。

（な し）

●委員長（南谷委員） 21款諸収入、６項３目雑入。

（な し）

●委員長（南谷委員） 22款、１項町債、６目土木債。

（な し）

●委員長（南谷委員） 以上で、歳入を終わります。

10ページ、歳出に入ります。

２款総務費、１項総務管理費、４目情報化推進費。

（な し）

●委員長（南谷委員） 10目企画費。

（な し）

●委員長（南谷委員） ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費。

（な し）

●委員長（南谷委員） ４目老人福祉費。

（な し）

●委員長（南谷委員） ４款衛生費、１項保健衛生費、２目健康づくり費。

（な し）

●委員長（南谷委員） ２項環境政策費、４目ごみ処理費。

（な し）

●委員長（南谷委員） ５款農林水産業費、１項農業費、７目農業施設費。

１番、大野委員。
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●大野委員 この太田の活性化施設の備品購入については異論はないんですけれども、以

前、課長とかにもお願いしていたんですけれども、給湯器の件なんですけれども、お湯

の容量が足りなくてすぐ水になってしまうという件、何とかしていただきたいというお

願いをしておいたんですけれども、その後どうなったかをちょっとお聞きしたい。

●委員長（南谷委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） お答えをさせていただきます。

太田活性化施設建設に当たって、地元の方々ともいろいろ調整しながら活性化施設と

いうものは、らくとぴあできたわけでございますけれども、実際供用開始して利用して

みると、今、言われたような給湯ボイラーの部分が、深夜電力を活用する中で整備をす

るということで、ちょっとしたお湯の量を使うと、どうも足り不足してしまって水になっ

てしまうということをお聞きしておりました。それを何とかしてくれというお話でござ

いましたけれども、いかんせん、建設に当たってはああいう建物でございますし、ボイ

ラー室というのが容量数決まっておりますので、ボイラー自体を変えるということは容

易ではないということでございました。

そういった中で、今回この備品等整備事業の中において、実は瞬間湯沸かし器の整備

も入ってございます。これはそういった状況にあるということで、地域のほうで自治会

を中心としながら、今回提案をさせていただいた中身というのは、基本的に全部自治会

を通じて要望のあったものを上げさせていただいておるところでございますけれども、

その中の、備品購入費の中で施設用備品の中において瞬間湯沸かし器でございますけれ

ども、そういったものを整備をさせていただいて、不便をきたさせていた部分の対応を

させていただくということを、地元自治会のほうとも協議をさせていただいて、このた

びの計上ということになってございます。

●委員長（南谷委員） １番、大野委員。

●大野委員 ちらっとはお聞きしたんですけれども、たしか、あそこは調理実習台って何

基あるんでしたっけ、５基。それ対応を全てできるんでしょうか。

●委員長（南谷委員） 暫時休憩いたします。

午後４時07分休憩

午後４時09分再開

●委員長（南谷委員） 委員会を再開いたします。

産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 申しわけございません。調理加工室の中で、調理台という
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のが５台ほどございます。それと調理台ではございませんけれども、同じその部屋の中

に、壁のほうにシンク等がついているところがございます。瞬間湯沸かし器でございま

すから、壁に備えつけということになりますので、そちらのほうのシンクのほうのとこ

ろに瞬間湯沸かし器がつきます。瞬間湯沸かし器から出るお湯につきましては、そのシ

ンクでだけということで、調理台のほうに、その瞬間湯沸かし器でつくったお湯が流れ

るという状況にはなってございません。

ですから、これまで不便をきたさせているような量的に多く使う場合には、そちらの

ほうの瞬間湯沸かし器から出る部分を使っていただくと。あと調理実習などを行う部分

については、今まで240リッターといった、そういった今のボイラーの容量の中で使って

いただくという使い分けが、やはり地元の方々に若干不便をきたすところはあろうかと

思いますけれども、そういうような利用で対応をしていただくということになろうかと

思います。

●委員長（南谷委員） １番、大野委員。

●大野委員 まあ、不便をきたしてせっかくの施設ですからあれなんですけれども、あの

ボイラーを灯油式のボイラーに交換することできないんですか、あのスペースで。多分

できそうな気はするんですけれども、燃料費がかかるのかもしれませんけれども、そう

いったことは考えなかったんでしょうか。

●委員長（南谷委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 今、言われた部分で、将来的に恒久的な対応とすれば、今、

大野委員が言われたようなことも考えられるかと思いますけれども、あの施設につきま

しては、国の補助金をいただいて整備をしているという状況がありますので、その補助

金的な部分も考慮しながら、今後のそういう対応というものが考えていかなければなら

ないという中では、４月からそういう供用になって、そういう不便をきたしているから

といって、今、その補助事業で整備したボイラーを変えるという状況にはならないとい

うことなものですから、自治会のほうともお話をさせていただいて、瞬間湯沸かし器の

ほうでの対応ということになっ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（南谷委員） １番、大野委員。

●大野委員 まあ、事情は分かりましたけれども、何年かたって多分会計検査も入ってく

るだろうし、そういう検査等が終わって経年してから、不都合があったら取りかえてい

ただくという確約をいただきたいんですけれども、どうでしょうか。

●委員長（南谷委員） 産業振興課長。
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●産業振興課長（湊谷課長） 初めて使われて、今、そういうような状況でございました。

皆様も限られた施設の設備の中で、どういうふうにしたら有効な使い方ができるんだろ

うかというものを、恐らく考えながら、この先、利用してくれるものだというふうに思っ

ております。そういった状況を重ねていった中で、なおかつそういう状況だという場合

には、これは私も確約はできませんけれども、その際には検討をさせていただくという

ことになろうかと思います。ただ、そういう、今瞬間湯沸かし器を通じて使って、利用

いただくということで、その与えられたというか、ある設備の中で何とか利用できない

かというものを、自治会の方々とも一緒になって検討させていただくという形で、利用

のほうを進めていきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。

●委員長（南谷委員） よろしいですか。

●大野委員 はい。

●委員長（南谷委員） ４番石澤委員。

●石澤委員 これ、使った経験で言わせてもらうのですけれども、これすぐですよ、お湯

がなくなったの。そして、五つの台がありますね、そこで調理加工するための、ここは

活性化施設ですよね。女性部とかいろいろな方たちが使うということで、何回もやって

ました。そのときに、このリッター数で、というのは、これそもそもおかしいものだっ

たと思うんですよ。なぜ電気温水器になったのか分からないんですけれども、私は灯油

ボイラーだとばっかり思ってましたので、電気温水器になって、これ企画変更というこ

とにはならないんですか。

●委員長（南谷委員） 暫時休憩いたします。

午後４時14分休憩

午後４時22分再開

●委員長（南谷委員） 委員会を再開いたします。

産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 失礼いたしました、時間を取りまして。

今、給湯ボイラーの容量が150リッターという規模になってございます。この給湯のタ

ンクの容量を決める際の算定の考え方でございますけれども、調理加工室の１日利用す

る人数というのをあらかじめ、皆さんとも相談させていただきながら、おおむね１日30

人ぐらいだという想定をしているようでございます。国土交通省の基準をもとに、集会

所の場合で大体８時間１日使うと想定した場合に、実際そのうち２時間30分が調理加工
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室の利用という想定をしてございます。その使っている間に、実際にお湯をする時間は

どのぐらいかといったときにそれの半分、50％という算出をしてございます。

それで、いろいろな計算式がありますけれども、これに30人で、全体８時間のうち2.5

時間を使うと。なおかつ、さらにそのうちの半分、50％をお湯を使うと想定の計算式を

入れると、実は１日140.6という数字が出たらしいんです。これに今回、整備するに当たっ

て150リッターというタンクの容量を設定をしたということでございます。

これが、一般的なここ出ている数字ですけれども、実際使ってみると、全然容量的

に足りないという状況でございますので、これ結果としてこういう状況になったわけで

ございますが、そういった考え方の中で設計をコンサルのほうもはじき方をしたかと思

いますけれども、これが適当だったかどうかというのは、今となってはクエスションつ

くところでございますけれども、実際に４月から利用するに当たって、そういう状況に

陥ったということで、これに対処するためには、現状最善の方法でいくと、瞬間湯沸

かし器で対応せざるを得ないという結果になったということでございますので、そのと

ころはご理解いただきたいと思います。

●委員長（南谷委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 みんなに怒られそうだけど、何とも納得いかないんですよね。今、ちらっと

専門家に聞いたらね、何か、その電気ボイラーで通電を変えると沸かせるような状態の

やつがあるはずだということなんですけれども、そういうのはあそこにはついてないん

ですよね、100ボルトを入れると通電で24時間沸かすということも可能だという、ちらっ

ときいたんですけれども、そういうような設備にはなってないんですよね。

●委員長（南谷委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） そこまでちょっと詳しく、今のボイラーがどういう状況に

なっているかですけれども、今、深夜電力を使うということで、北海道電力と契約を結

んでやっています。これらの施設整備に当たっては、どういう利用形態をするのか、ど

ういうものを入れるのかということで、必要に応じてそれの設備も整備してございます。

それを変えるということが、もし可能だとしても、先ほどもちょっと触れさせていただ

きましたけれども、補助金の関係がありますので、それを現状の部分をいじるという部

分になると、いろいろな支障が生じますので、当面はそのような利用をせざるを得ない

のかなというふうに考えてございます。

●委員長（南谷委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 何とも納得いかないんですよね。ちょっとその辺、機器の変更というのはで

きないと思うんですけれども、ちょっともう少し調べて、仕様の変更というのを調べて

もらいたいなと思います。

あと、やっぱりこれせっかくできて、地域を活性化するためにつくった活性化施設で
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すよね。それが何だか使うたびにがっかりするような施設だったら困るんで、もう少し

いろいろ検討してもらって、やってほしいと思います。

以上です。

●委員長（南谷委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 石澤委員、大野委員の言われることは私も十分理解できま

すし、そのようなあそこの施設は、どこの施設もそうですけれども、使っていただいて、

その施設の価値は出るわけです。今の利用状況がさらに利用していただくほうが、あの

施設をつくった意義というのはますます出るわけでございます。そうなると、なお一層

そういった不便というか、今の部分がどうなんだという話にはなろうかと思います。言

われる部分、十分私どもも理解はするところでございますけれども、制約のかからない

範囲でどういった利用が、あるいは改善ができるのかというのも、専門的な部分も含め

て可能であるのか、いろいろ調べさせていただきたいというふうに思っております。

まずは、今は、この備品等の部分で一時的には瞬間湯沸かし器で対応をしていただく

と。それで、既存のボイラーを何らかの改良をすることで、少しでもまた改善できるよ

うな道があるのかは、調べさせていただいて、それは必ずしも、すぐにということには

当然ならないかもしれませんけれども、そういうようなこともあわせて検討をさせてい

ただきたいと思います。

●委員長（南谷委員） よろしいですか。

７目、他にございませんか。

（な し）

●委員長（南谷委員） なければ、進めてまいります。

６款、１項商工費、４目観光振興費。

（な し）

●委員長（南谷委員） ７款土木費、２項道路橋梁費、２目道路新設改良費。

（な し）

●委員長（南谷委員） ８款、１項消防費、２目災害対策費。

（な し）

●委員長（南谷委員） ３目消防施設費。

ございませんか。
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（な し）

●委員長（南谷委員） 以上で、歳出を終わります。

１ページへお戻りください。

第２条、地方債の補正でございます。

地方債については、４ページの第２表と、５ページの地方債に関する調書で記載がご

ざいます。これにつきまして、質疑ございませんか。

（な し）

●委員長（南谷委員） 総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（南谷委員） なければ、以上で、質疑を終わります。

お諮りいたします。

本案は、討論を省略し、原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●委員長（南谷委員） 異議なしと認めます。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。

●委員長（南谷委員） 次に、議案第43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、２ページと３ページは歳入歳出補正予算事項別明細書

でございます。

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、１目財政調整交付金。質疑ございませんか。

（な し）

●委員長（南谷委員） 歳入を終わります。

次に、歳出に入ります。

６ページ、８款保健事業費、１項、１目特定健康診査等事業費。質疑ございませんか。

12番。

●委員長（南谷委員） 12番、佐々木委員。
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●佐々木委員 この議案説明のときに、受診を奨励をするための支出をするというたしか

説明があったと思うんですけれども、具体的に、まず、どういった対策、受診の奨励の

仕方になるのかということについて教えてください。

●委員長（南谷委員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 今回の特定健診の受診を奨励する事業ということで、補正予算

を上げさせていただいておりますが、その中身につきましては、まず、背景としまして

は、厚岸町の特定健康診査、開始当初３年ぐらいは受診率が伸びてきたわけですが、そ

の後受診率が低下し、現在横並びの状態となっております。毎年度、これまで受診勧奨

用のチラシ、ダイレクトメールによるチラシですが、それを昨年26年度で申し上げます

と、受診者に直接に送る、それから、広報、防災無線、情報端末などでの受診勧奨を行っ

てきたわけでありますが、今回については、受診率が上がらないという結果があります

ので、今回、国の調整交付金、特別分なんですが、それを使わせていただきまして、ア

ンケート方法による受診勧奨と。その中で、ずっと受けていない経年の受診者、それか

ら隔年の受診者、それから本年度受診されてない方、そういう区分ごとに変えてアンケ

ート調査を行いまして、そのアンケート調査につきましては、受診勧奨はもちろんです

が、受けない理由の調査、それから受けない理由の調査というのは金額とか、そういう

厚岸町は1,000円いただいてますけれども、そういう部分も含めて、受けない理由を探り

たいというねらいがございます。それと、これまで受診勧奨は一部、あみかの保健師さ

んのほうで行っていただいているわけですが、他の業務もありまして、かけれる量とい

うのは比較的限られてくると。そういうところで、今回補正予算に上げますのは、専門

職の保健師さんですが、そういう専門職の方を抱えている業者がございます。そういう

ところにお願いをしまして、電話での受診勧奨も行いたいという内容になっております。

それと同時に、電話で受診勧奨をすると同時に、受診の受け付けもその場で実施したい

という内容になっております。それから、アンケート調査の中で、今後の受診率を上げ

ていくという対策を検討したいという内容の事業でございます。

●委員長（南谷委員） 12番佐々木委員。

●佐々木委員 やはりですね、具体的にどうして受診率が上がらないのか、受診を受けな

いのかという、やっぱり理由が分からなければ、進まないというふうに思います。具体

的にしっかりとなぜなのかという理由を、まず、つかんでいただきたいというふうに思

います。

それで、具体的に効果が上がらないというふうに言ってますけれども、これまで平成25

年、26年、年度ごとの目標と、設置をされていると思うんですが、その実績というのは

どうだったのかという数字が出ていれば教えてください。

●委員長（南谷委員） 町民課長。
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●町民課長（石塚課長） 特定健診の実績でございますが、これまでの平成25年度までし

か、まだ出ていないんですが、制度開始の平成20年から25年までの実績につきましては、20

年度の目標値が30.0％、実績が17.4％、21年度につきましては、目標値が40％、実際の

受診率が23.9％、平成22年度におきましては、目標値は50％、受診率が24.4％、平成23

年度につきましては、目標値が60％、受診率の実績が21％、平成24年度につきましては、

目標値が65％、実績につきましては22.1％、最新のデータですけれども、平成25年度に

つきましては、目標値が２期計画に移りますので30％と、受診率が22.5％となってござ

います。目標値につきましては、国の１期計画については参酌表示、２期計画、25年度

から29年度につきましては、国の参酌目標を基準に設定をさせていただいております。

●委員長（南谷委員） 12番、佐々木委員。

●佐々木委員 ここ５年ぐらい実績が大体平坦と言うのでしょうかね、そういう状況になっ

ていますよね。やはりこの特定健診というのは健康予防、それから病気の早期発見、い

ろいろな面で有効だというふうに私も考えていますので、今回を契機に、ぜひ受診率を

具体的に目標値に近づける、そういった具体的な、今回のこういったアンケート方法も

含めて、受診率を上げる、そういった方法を具体的にとっていただきたいなというふう

に思いますので、お願いをいたします。

●委員長（南谷委員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 受診率の向上とともに国保の被保険者、それから町民の対象に

なる方の健康のために努力はしていきたいと思っております。

●委員長（南谷委員） よろしいですか。

この目で他にございませんか。

（な し）

●委員長（南谷委員） 以上で、歳出を終わります。

総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（南谷委員） 質疑を終わります。

お諮りいたします。

本案は、討論を省略し、原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）
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●委員長（南谷委員） 異議なしと認めます。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。

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２件の審査

は、終了しました。

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４時39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６月２４日

平成27年度各会計補正予算審査特別委員会

委員長


