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厚岸町議会 第１回定例会

平成28年３月８日

午前10時00分開会

●議長（佐藤議員） ただいまから、平成28年厚岸町議会第１回定例会を続会いたします。

●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あります。

●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、７番、音喜多議員、

８番、南谷議員を指名いたします。

●議長（佐藤議員） 日程第２、議案第10号 平成27年度厚岸町一般会計補正予算、議案第11

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12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13号 平成27年度厚岸町下水道事業特別会計補

正予算、議案第14号 平成27年度厚岸町介護保険特別会計補正予算、議案第15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16号 平成27年度厚岸町介護老人

保健施設事業特別会計補正予算、議案第17号 平成27年度厚岸町水道事業会計補正予算、

議案第18号 平成27年度厚岸町病院事業会計補正予算、以上９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10号 平成27年度厚岸

町一般会計補正予算から、議案第16号 平成27年度厚岸町介護老人保健施設事業特別会

計補正予算の提案理由をご説明させていただきます。

初めに、議案第10号 平成27年度厚岸町一般会計補正予算（４回目）の提案理由をご

説明申し上げます。

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（４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あります。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７億8,311万4,000円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ88億7,492万3,000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。
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２ページから５ページにわたりますが、第１表、歳入歳出予算補正であります。

歳入では18款31項、歳出では11款29項にわたって、それぞれ７億8,311万4,000円の増

額補正であります。

事項別によりご説明させていただきます。

11ページをお開き願います。

歳入であります。

１款町税、１項町民税、１目個人、3,622万3,000円の増。

２目法人、2,250万9,000円の増。

２項１目固定資産税、820万5,000円の増。

３項１目軽自動車税、22万8,000円の増。

６項１目都市計画税、89万5,000円の減。

町税全体では6,627万円の増であり、それぞれ12月までの調定及び収納実績をもとに推

計した見込額の計上であります。

２款地方譲与税、２項１目自動車重量譲与税、347万3,000円の増。

３款１項１目利子割交付金、７万6,000円の減。

４款１項１目配当割交付金、128万1,000円の増。

５款１項１目株式等譲渡所得割交付金、52万5,000円の減。

６款１項１目地方消費税交付金、2,367万1,000円の増。

８款１項１目自動車取得税交付金、362万9,000円の増。

それぞれ12月分交付までの実績による交付見込額の増減であります。

11款１項１目地方交付税、３億8,846万7,000円の増。

普通交付税、本年度確定額37億7,786万1,000円、全額の計上であります。

12款１項１目交通安全対策特別交付金、14万3,000円の減。交付見込みによる減であり

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、１節社会福祉費負担金、４

万1,000円の増。２節児童福祉費負担金、149万9,000円の増。

次ページ。

２目衛生費負担金、１節保健衛生費負担金、54万円の減。それぞれ説明欄記載のとお

りであります。

３目農林水産業費負担金、１節農業費負担金、308万2,000円の減。事業費確定による

減であります。

14款使用料及び手数料、１項使用料、２目民生使用料、１節社会福祉使用料、７万1,000

円の減。２節児童福祉使用料、８万7,000円の減。

３目衛生使用料、１節保健衛生使用料、68万9,000円の増。２節環境政策使用料、6,000

円の増。それぞれ説明欄記載のとおりであります。

４目農林水産業使用料、１節農業使用料、511万7,000円の増。主に牧場使用料の増で

あります。２節林業使用料、６万6,000円の増。３節水産業使用料、１万5,000円の増。

５目１節商工使用料、4,000円の増。

６目土木使用料、１節道路橋梁使用料、１万8,000円の増。それぞれ説明欄記載のとお

りであります。３節住宅使用料150万2,000円の増。主に宮園団地高層分の増であります。
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７目教育使用料、３節社会教育使用料、２万9,000円の減。４節保健体育使用料、23万

1,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおりであります。

２項手数料、１目総務手数料、１節総務管理手数料、3,000円の増。２節徴税手数料、

１万円の減。３節戸籍住民登録手数料、８万3,000円の減。

次ページ。

３目衛生手数料、１節保健衛生手数料、2,000円の増。２節環境政策手数料、35万3,000

円の増。

４目農林水産業手数料、１節農業手数料、15万1,000円の減。２節水産業手数料、１万

5,000円の増。

７目教育手数料、１節教育総務手数料、2,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおりで

あります。

３項１目１節証紙収入、206万8,000円の増。し尿処理証紙収入の減であります。

15款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、１節社会福祉費負担金、642

万5,000円の減。２節児童福祉費負担金、170万8,000円の減。それぞれ説明欄記載のとお

り、執行見込みによる増減であります。

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、136万2,000円の増。

主に個人番号カード交付に係る補助金の増であります。３節選挙費補助金、６万8,000円

の増。

２目民生費国庫補助金、１節社会福祉費補助金、194万9,000円の減。主に臨時福祉給

付金給付事業費補助金の減であります。２節児童福祉費補助金、79万4,000円の減。

３目衛生費国庫補助金、２節環境政策費補助金、２万1,000円の増。それぞれ説明欄記

載のとおり、執行に伴う増減であります。

４目農林水産業費国庫補助金、４節防衛施設周辺整備事業補助金、120万円の減。

６目土木費国庫補助金、１節道路橋梁費補助金、11万円の増。５節住宅費補助金、139

万2,000円の減。６節防衛施設周辺整備事業補助金、８万8,000円の増。

７目消防費国庫補助金、１節防衛施設周辺整備事業補助金、40万円の減。それぞれ充

当事業の確定による調整増減であります。

８目教育費国庫補助金、２節小学校費補助金、8,000円の減。３節中学校費補助金、２

万6,000円の減。

次ページ。

４節幼稚園費補助金、２万5,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおり、執行に伴う増

減であります。

３項委託金、２目民生費委託金、１節社会福祉費委託金、63万9,000円の増。主に基礎

年金事務委託金の増であります。

16款道支出金、１項道負担金、１目民生費道負担金、１節社会福祉費負担金、359万1,000

円の減。２節児童福祉費負担金、92万1,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおり、執行

見込みによる増減であります。

２項道補助金、２目民生費道補助金、１節社会福祉費補助金、150万5,000円の減。２

節児童福祉費補助金、69万5,000円の減。

３目衛生費道補助金、１節保健衛生費補助金、92万5,000円の減。２節環境政策費補助
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金、60万円の減。それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込みによる増減であります。

４目農林水産業費道補助金、１節農業費補助金、30万7,000円の増。２節農業費交付金、30

万6,000円の増。それぞれ交付決定を受けての増であります。３節林業費補助金、266万

7,000円の増。主に森林環境保全地区支援事業補助金、交付見込み増に伴う計上でありま

す。４節林業費交付金、30万円の減。

５目商工費道補助金、１節商工費補助金、１万1,000円の減。

６目土木費道補助金、６節住宅費補助金、30万円の減。それぞれ説明欄記載のとおり

であります。

３項委託金、１目総務費委託金、２節徴税費委託金、30万円の増。

４目農林水産業費委託金、１節農業費委託金、２万2,000円の減。

６目土木費委託金、２節河川費委託金、4,000円の増。３節住宅費委託金、３万4,000

円の減。それぞれ説明欄記載のとおりであります。

17款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、１節土地建物貸付収入、28万4,000

円の減。

次ページ。

２目１節利子及び配当金、35万円の増。それぞれ説明欄記載のとおりであります。

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、141万円の増。真栄３丁

目９番地、普通財産、町有地、150.73平方メートルの売払代であります。２節その他不

動産等売払収入、281万円の増。立木売払代の増で、主に間伐の伐採量の増によるもので

あります。

２目１節生産物売払収入、209万4,000円の増。主に餌料藻類売払代の増であります。

18款１項寄附金、１目１節一般寄附金、13万3,000円の増。神奈川県、ミヤタケンジ様

７万円ほか、匿名希望として２名の方から６万3,000円であります。

３目民生費給付金、１節社会福祉費給付金、５万3,000円。曹洞宗北海道第３宗務所第

３教区ドウシンカイ様からであります。

５目農林水産業費給付金、３節水産業費給付金、10万円の増。匿名希望の方からの寄

附金であります。

８目１節消防費寄附金、１万円の増。静岡県、ワタナベキョウコ様。

９目教育費寄附金、２節小学校費寄附金、３万円。千葉県、マツダカツヒロ様からの

寄附金であります。

19款繰入金、１項基金繰入金、２目１節減債基金繰入金、１億円の増。長期債繰り上

げ償還の財源としての繰り入れであります。

４目１節まちおこし基金繰入金、111万4,000円の減。

５目１節老人福祉基金繰入金、40万円の減。それぞれ充当事業の確定による繰入金の

減であります。

21款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目１節延滞金、19万9,000円の減。

２項預金利子、１目町預金利子、１節預金利子、31万9,000円の増。

４項受託事業収入、３目衛生費受託事業収入、１節保健衛生費受託事業収入、51万6,000

円の減。

５目土木費受託事業収入、１節住宅費受託事業収入、３万円の減。それぞれ説明欄記
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載のとおりであります。

６項３目雑入、１節簡易郵便局取扱手数料、５万5,000円の増。３節雑入、342万9,000

円の増。次ページにわたり、10万円を超える新規計上は、厚岸情報ネットワーク移設補

償費100万円、電柱移転に伴う使用回線移設補償費の計上であります。いきいきふるさと

推進事業助成金企画、22万1,000円及び釧路町村会負担金、22万1,000円は、釧路管内の

全市町村が合同で東京都内で実施した釧路味覚市に対する助成金等であります。おいで

よ釧路・根室魅力大発見フェスタ出店助成金、20万円。釧路、根室地域の情報発信とし

て、千歳空港内で実施した事業費に係る大地みらい信用金庫からの助成金であります。

その他の事業は、それぞれ執行見込みによる調整増減であります。

22款１項町債、本補正のうち、節説明欄括弧内に過疎特別分と表記があるのは、厚岸

町過疎地域自立促進市町村計画による過疎地域自立促進特別事業への過疎対策事業債総

額２億1,920万円の補正計上であります。それ以外につきましては、それぞれ起債対象事

業の確定による調整増減であります。

１目総務債、１節総務管理債、1,810万円の増。

２目民生債、１節社会福祉債、8,650万円の増。

次ページ。

２節児童福祉債、850万円の増。

３目衛生費、１節保健衛生債、2,550万円の増。２節環境政策債350万円の増。

４目農林水産業債、１節農業債、720万円の減。２節林業債、230万円の減。３節水産

業債、70万円の増。

５目１節商工債、5,170万円の増。

６目土木債、２節道路橋梁債、10万円の減。４節都市計画債、310万円の増。６節住宅

債、510万円の増。

７目１節消防債、10万円の減。

８目教育債、１節教育総務債、400万円の増。４節幼稚園債、140万円の増。５節社会

教育債、300万円の増。６節保健体育債、140万円の減。

以上で、歳入の説明を終わります。

25ページ、歳出であります。

１款１項１目議会費、47万3,000円の減。説明欄記載のとおり、執行見込みによる調整

であります。

２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、４万2,000円の増。

次ページ。

３目職員厚生費、43万1,000円の減。次ページにわたり、説明欄記載のとおり、執行見

込みによる調整であります。

４目情報化推進費、183万6,000円の増。次ページにわたり、主に個人番号カード交付

に係る事務費について、地方公共団体情報システム機構への委託料の増で、財源は全て

国庫補助金であります。中段の総合行政情報システム整備事業、109万5,000円の増は、

新クライアント端末機の増設による増。

次ページ。

総合行政情報システム整備事業、子供のための教育、保育事業、38万9,000円の増は、
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子ども・子育て支援システム整備委託料の計上であります。

５目交通安全防犯費、８万8,000円の増。

６目行政管理費、４万5,000円の減。

次ページ。

それぞれ説明欄記載のとおり、執行に伴う調整増減であります。

７目文書広報費、１万9,000円の減。

８目財政管理費、６億702万8,000円の増。基金への積み立てとして、財政調整基金、

２億円。減債基金、２億7,000万円。地域づくり推進基金、１億3,700万円の計上であり

ます。基金につきましては、年度当初で４億7,070万円、年度途中では１億983万7,000円

の取り崩しをいたしましたが、本年度末残高は約17億5,700万円となる見込みで、平成28

年度以降の財源として確保したところであります。なお、詳細につきましては、別途配

付しております説明資料をご参照いただきたいと存じます。

９目会計管理費、１万9,000円の減。

次ページ。

10目企画費、66万5,000円の減。企画費一般の北海道釧路地域東京都特別区交流推進協

議会への負担金、44万2,000円は、歳入予算でもご説明いたしましたが、釧路管内の全市

町村が合同で実施した釧路味覚市に対する事業費としての厚岸町負担分であります。ま

ちおこし補助金、111万4,000円の減は、事業費確定による減であります。

11目財産管理費、6,000円の減。

12目車両管理費、16万3,000円の減。説明欄記載のとおり、執行見込みによる調整減で

あります。

２項徴税費、１目賦課納税費、48万5,000円の減。41ページにわたり、それぞれ説明欄

記載のとおり、執行見込みによる調整増減であります。

３項１目戸籍住民登録費、８万円の減。

４項選挙費、１目選挙管理委員会費、10万4,000円の増。次ページにわたり、主に選挙

人名簿システムの改修委託料が増であります。

５項統計調査費、１目統計調査総務費、増減なし。それぞれ説明欄記載のとおり、執

行見込みによる調整増減であります。

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、3,784万8,000円の増。

次ページ。

臨時福祉給付金給付、197万4,000円の減。給付見込みの減であります。

次ページ。

国民健康保険特別会計、3,988万1,000円の増。収支補てんとして繰出金の増でありま

す。このほかは、それぞれ説明欄記載のとおり、調整増減並びに財源内訳補正でありま

す。

２目心身障害者福祉費、1,596万8,000円の減。

次ページ。

障害者（児）介護・訓練等給付、1,565万2,000円の減は、それぞれの給付費の執行見

込みによる調整増減。その他の事業は、51ページにわたり、説明欄記載のとおり、執行

見込みによる調整であります。
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３目心身障害者特別対策費、186万5,000万円の減。主に重度心身障害者医療費の減で

あります。

４目老人福祉費、729万3,000円の減。55ページにわたり、それぞれ説明欄記載のとお

り、執行見込みによる調整増減並びに財源内訳補正であります。なお、介護保険特別会

計、563万5,000の減は、特別会計での収支調整による減額であります。

５目後期高齢者医療費、71万8,000円の減。特別会計での収支調整による減額でありま

す。

６目国民年金費、１万3,000円の減。

７目自治振興費、次ページにわたり、補正ゼロ、財源内訳補正であります。

８目社会福祉施設費、13万9,000円の減。説明欄記載のとおり、執行見込みによる調整

増減並びに財源内訳補正であります。

２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、56万5,000円の増。次ページにわたりますが、

主に子育て支援対策、保育料助成、87万8,000円の増であります。

２目児童措置費、40万4,000円の減。

３目ひとり親福祉費、46万6,000円の減。

４目児童福祉施設費、115万3,000円の減。

65ページ。

５目児童館運営費、１万6,000円の減。

各目、それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込みによる調整増減であります。

67ページ。

４款衛生費、１項保健衛生費、１目衛生予防、186万9,000円の減。主に公衆浴場設備

修繕助成、135万円の減で、年度内での修繕を計画しておりましたが、次年度へ先送りと

なったことから、これを減額するもので、このほかは説明欄記載のとおり、執行見込み

による調整増減であります。

２目健康づくり費、749万5,000円の減。主に、次ページ、母子健康保健、妊婦一般健

康診査委託料、148万5,000円の減。各予防接種委託料、517万1,000円の減で、71ページに

わたり、説明欄記載のとおり、執行見込みによる調整増減であります。

３目墓地火葬場費、19万3,000円の増。次ページにわたり、説明欄記載のとおり、執行

見込みによる調整増減並びに財源内訳補正であります。

５目病院費、7,000万円の増。病院事業会計への収支補てんとして増額計上であります。

なお、負担金は、繰出基準として162万1,000円の減。補助金は、繰出基準外として7,162

万1,000円の計上であります。

６目乳幼児医療費、153万2,000円の減。執行見込みによる減であります。

２項環境政策費、１目環境対策費、342万9,000円の増。主に、次ページ、環境保全基

金積立金、363万2,000円の増で、資源ごみ及び立木売払代を積み立てる厚岸町緑の循環

構想に基づく積み立てであります。このほか、説明欄記載のとおり、執行見込みによる

減並びに財源内訳補正であります。

２目水鳥観測館運営費、13万円の減。

３目廃棄物対策費、53万1,000円の減。次ページにわたり、それぞれ説明欄記載のとお

り、執行見込みによる調整減であります。
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４目ごみ処理場費、373万1,000円の増。主にごみ処理場管理、電気料、修繕料の増で、

このほかは執行見込みによる調整増減並びに財源内訳補正であります。

５目し尿処理費、114万7,000円の減。説明欄記載のとおり、執行見込みによる調整減

並びに財源内訳補正であります。

６目下水道費、９万円の減。

次ページ。

執行見込みによる減であります。

５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、43万6,000円の減。説明欄記載の

とおり、執行見込みによる調整減並びに財源内訳補正であります。

２目農業振興費、38万2,000円の増。

３目畜産業費116万4,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込みによる調

整増減であります。

５目農地費、1,260万7,000円の減。次ページにわたり、道営事業分にあっては事業費

確定による減、その他は執行見込みによる調整減であります。

６目牧野管理費、619万1,000円の減。主に臨時職員賃金の減。

次ページ。

町営牧場の冬期受け入れ頭数の増による飼料の購入費増などがありますが、それぞれ

執行見込みによる調整増減であります。

７目農業施設費、24万9,000円の減。

次ページ。

８目農業水道費、19万5,000円の減。

９目堆肥センター費、78万9,000円の増。それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込みに

よる調整増減であります。

２項林業費、１目林業総務費、58万1,000円の減。次ページにわたり、説明欄記載のと

おり、執行見込みによる減のほか、財源内訳補正であります。

２目林業振興費、715万9,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおり、事業費確定によ

る減であります。

次ページ。

３目造林事業費、25万9,000円の減。

４目林業施設費、５万9,000円の増。それぞれ執行見込みによる調整増減であります。

５目特用林産振興費、407万4,000円の減。次ページにわたり、主に臨時職員賃金、施

設用燃料費の減であります。

３項水産業費、１目水産業総務費、28万円の減。主に日本水難共済会厚岸救難所への

補助金の減であります。

２目水産振興費、423万6,000円の減。漁業近代化資金利子補給は事業費確定による減。

その他は、次ページにわたり、説明欄記載のとおり、事業精査に伴う調整増減でありま

す。

３目漁港管理費、21万7,000円の増。主に漁港施設修繕料の増であります。

５目養殖事業費、72万8,000円の減。

次ページ。
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６目水産施設費、15万3,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込みによる

調整増減であります。

６款１項商工費、１目商工総務費、２万5,000円の減。

次ページ。

２目商工振興費、164万7,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込みによ

る減であります。

次ページ。

３目食文化振興費、151万円の減。主に厚岸味覚ターミナル整備事業の事業費確定によ

る減であります。

４目観光振興費、25万5,000円の減。

次ページ。

５目観光施設費、42万5,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込みによる

調整増減のほか、財源内訳補正であります。

７款土木費、１項土木管理費、２目土木車両管理費、14万7,000円の増。

次ページ。

３目土木用地費、６万5,000円の減。

４目地籍調査費。36万8,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込みによる

調整増減であります。

２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費、109万7,000円の減。次ページにわたり、執行

見込みによる調整増減であります。

２目道路新設改良費、124万9,000円の減。109ページにわたり、各事業、説明欄記載の

とおり、執行に伴う調整増減であります。

３目除雪対策費、6,487万2,000円の増。年度末までの執行見込みを勘案した補正計上

で、総額２億706万2,000円の計上となります。

３項河川費、１目河川総務費、35万2,000円の減。次ページにわたり、説明欄記載のと

おり、各事業費の執行見込みに伴う調整増減であります。

４項都市計画費、１目都市計画総務費、60万2,000円の減。次ページにわたり、それぞ

れ執行に伴う減のほか、財源内訳補正であります。

３目下水道費、56万1,000円の減。下水道事業特別会計繰出金の減であります。

５項公園費、１目公園管理費、１万7,000円の減。

６項住宅費、１目建築総務費、240万円の減。次ページにわたり、住宅耐震改修補助及

び住宅省エネバリアフリー改修補助は、申し込みがなく、全額減とし、住宅新築・リフ

ォーム支援は執行見込みによる減であります。

２目住宅管理費、126万円の増。主に町営住宅の居室修繕料の増で、４月以降、速やか

に入居できるようにするほか、執行見込みに伴う調整増減であります。

３目住宅建設費、128万6,000円の減。事業費確定に伴う減であります。

８款１項消防費、１目常備消防費、増減なし。

次ページ。

２目災害対策費、11万4,000円の減。

次ページ。
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３目消防施設費、15万3,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込みに伴う

調整増減であります。

９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費、1,000円の減。

２目事務局費、33万1,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込みに伴う調

整増減であります。

次ページ。

３目教育振興費、101万円の減。主に通学バス定期券購入助成の減であります。

４目教員住宅費、48万7,000円の減。次ページにわたり、主に教員住宅解体費の減であ

ります。

５目就学奨励費、１万8,000円の減。

６目スクールバス管理費、86万4,000円の増。スクールバスの運行委託料及び修繕料の

増であります。

２項小学校費、１目学校運営費、43万9,000円の減。各ページにわたり、各小学校の執

行見込みに伴う調整増減であります。

２目学校管理費、13万7,000円の減。

次ページ。

３目教育振興費、49万4,000円の減。それぞれ執行見込みに伴う調整増減であります。

次ページ。

３項中学校費、１目学校運営費、83万1,000円の減。次ページにわたり、各中学校の執

行見込みに伴う調整増減であります。

２目学校管理費、２万4,000円の減。

３目教育振興費、22万4,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込みに伴う

調整増減であります。

次ページ。

４項１目幼稚園費、増減なし。財源内訳補正であります。

５項社会教育費、１目社会教育総務費、３万6,000円の減。新規計上は、文化振興助成

として、１団体に対する助成金９万9,000円の計上。その他については、次ページにわた

り、それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込みに伴う調整増減であります。

２目生涯学習推進費、11万5,000円の減。

３目公民館運営費、６万5,000円の減。

４目文化財保護費、11万6,000円の減。

次ページ。

５目博物館運営費、５万9,000円の減。

６目情報館運営費、56万2,000円の減。141ページにわたり、それぞれ説明欄記載のと

おり、執行見込みに伴う調整増減であります。

６項保健体育費、１目保健体育総務費、27万円の減。

２目社会体育費、３万2,000円の増。主に、次ページ、体育施設の施設用備品購入費、41

万2,000円は、勤労者体育センターで使用するフットサル用ゴールの更新として、また、

スポーツ振興助成、12万円の増は、執行状況を踏まえての増。その他は執行見込みに伴

う調整増減であります。
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145ページ。

３目温水プール運営費、34万7,000円の減。説明欄記載のとおり、執行見込みによる減

であります。

４目学校給食費、131万8,000円の減。主に備品購入費、10万8,000円は、食缶１台と事

務用パソコン１台の更新として、その他は次ページにわたり、それぞれ説明欄記載のと

おり、執行見込みに伴う調整増減であります。

11款１項公債費、１目元金、1億円の増。平成26年度に借り入れ実行した臨時財政対策

債、２億8,150万円のうち、銀行等引き受け資金として、北洋銀行から借り入れた１億円

の繰上償還金の計上であります。

地方債は、これまで建設債を中心に発行してきましたが、平成13年度から普通交付税

の振りかえ財源として臨時財政対策債、いわゆる赤字地方債を発行してきており、その

残高も平成28年度末の地方債残高の約３割弱を占める状況にあります。このような状況

を背景に、今後の財政運営に当たっては、赤字地方債である臨時財政対策債の残高を圧

縮していくことが必要であるとの考えのもと、今年度においては、普通交付税を初め、

必要とされる一般財源の確保対策として、過疎対策事業債のソフト分の発行により、そ

の財源が確保できたことから、減債基金を同額取り崩し、繰り上げ償還とする財源とす

るものであります。

なお、今後においては、年度における財政需要と、これに充当する一般財源との関係

において、適切な財源の確保が図られ、また、後年度の財政状況を踏まえた中で、同様

な手続を検討してまいりたいと考えております。

２目利子、166万7,000円の減。一時借入金利子、執行見込みによる減であります。

12款１項１目給与費、816万8,000円の減。今年度における人事院勧告をもとに、給与

改定等を踏まえた補正計上のほか、執行見込みを踏まえて調整増減であります。151ペー

ジから154ページまで、給与費明細書を添付しておりますので、ご参照願います。

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、債務負担行為の補正であります。

債務負担行為の変更は、「第２表 債務負担行為補正」による。

６ページをお開きください。

第２表、債務負担行為補正。

変更であります。

既に債務負担行為を設定しております４件の事項について、限度額を記載のとおり変

更するものであります。

下段に調書がありますので、ご参照願います。

再び１ページへお戻り願います。

第３条、地方債の補正であります。

地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。

７ページをお開きください。

変更であります。

辺地対策事業、40万円の減。
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過疎対策事業、２億1,450万円の増。

草地開発事業、720万円の減。

公有林整備事業、410万円の減。

それぞれ起債の方法、利率、償還の方法については変更ありません。

８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年度末残高、104億2,709万5,000円、平成27年度中起債見込

額、６億4,000万円。平成27年度中元金償還見込額、10億253万7,000円。補正後の平成27

年度末現在高見込額は100億6,455万8,000円となるものであります。

以上で、議案第10号の説明を終わります。

次に、議案第11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（４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から歳入歳出それぞれ3,007万8,000円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ17億7,073万9,000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。

次ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算補正であります。

歳入では９款13項、次ページ、歳出では７款14項にわたって、それぞれ3,007万8,000

円の減額補正であります。

事項別によりご説明させていただきます。

６ページをお開き願います。

歳入であります。

１款１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税、2,016万円の増。

２目退職被保険者等国民健康保険税、次ページにわたり、319万7,000円の減でありま

す。それぞれ12月までの調定及び収納実績をもとに、推計見込みによる補正であります。

３款分担金及び負担金、２項負担金、１目１節保健事業費負担金、６万9,000円の減。

インフルエンザ予防接種者の減によるものであります。

４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金、１節現年度分、1,469万

5,000円の減。一般被保険者の医療費見込みの減額に伴うものであります。２節過年度分、

1,000円の減。

２目１節高額医療費共同事業負担金、28万2,000円の減。標準高額医療費拠出金の確定

による減であります。

３目１節特定健康診査等負担金、２万9,000円の減。

２項国庫補助金、１目１節財政調整交付金、4,904万1,000円の減。一般被保険者医療

費の減少による減であります。

５款１項１目療養給付費等交付金、１節現年度分、1,689万円の減。社会保険診療報酬



- 99 -

支払基金通知書の変更に伴う減であります。

６款１項１目前期高齢者交付金、１節現年度分、10万4,000円の減。

７款道支出金、１項道負担金、１目１節高額医療費共同事業負担金、28万2,000円の減。

標準高額医療費拠出金の確定による減であります。

２目１節特定健康診査等負担金、２万9,000円の減。

２項道補助金、２目１節財政調整交付金、818万2,000円の減。一般被保険者の医療費

の減少による減であります。

９款１項共同事業交付金、１目１節高額医療費共同事業交付金、203万2,000円の増。

次ページ。

２目１節保険財政共同安定化事業交付金、161万3,000円の増。それぞれ国保連合会か

らの交付額確定による増であります。

10款繰入金、１項１目１節一般会計繰入金、3,988万1,000円の増。収支不足額の補て

んとしての増で、補正後額は２億3,607万7,000円であります。

12款諸収入、３項雑入、１目一般被保険者第三者納付金、１節賠償金、49万9,000円の

減。

３目一般被保険者返納金、１節返納金、47万4,000円の増。

５目１節雑入、１万円の増。それぞれ額確定による補正であります。

以上で、歳入の説明を終わります。

10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、612万4,000円の減。職員人件費、584

万8,000円の減。主に会計間異動に伴う減で、20ページから23ページまで、給与費明細書

を添付しておりますので、ご参照願います。

２項徴税費、１目賦課徴収費、５万円の減。

３項１目運営協議会費、２万円の減。

次ページ。

５項１目特別対策事業費、３万1,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込

みによる補正であります。

２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費、987万4,000円の減。

２目退職被保険者等療養給付費、1,184万9,000円の減。

３目一般被保険者療養費、71万8,000円の減。それぞれ医療費見込みによる調整増減で

あります。

４目退職被保険者等療養費、財源内訳補正。

５目審査支払手数料、９万円の減。

次ページ。

２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費、697万6,000円の増。

２目退職被保険者等高額療養費、157万6,000円の減。それぞれ対象医療費の見込みに

よる調整増減であります。

３目一般被保険者高額介護合算療養費、２万円の減。

４目退職被保険者等高額介護合算療養費、２万5,000円の減。
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３項移送費、１目一般被保険者移送費、４万2,000円の増。

２目退職被保険者等移送費、財源内訳補正であります。

５項葬祭諸費、１目葬祭費、１万円の増。

次ページ。

３款１項後期高齢者支援金等、１目後期高齢者支援金、31万1,000円の増。

次ページ。

５款１項老人保健拠出金、２目老人保健事務費拠出金、2,000円の減。

６款１項１目介護納付金、19万3,000円の減。

７款１項共同事業拠出金、１目高額医療費拠出金、112万9,000円の減。

２目保険財政共同安定化事業拠出金、523万1,000円の減。それぞれ国保連合会からの

通知額の確定に伴う減であります。

次ページ。

８款保険事業費、１項１目特定健康診査等事業費、24万1,000円の減。

２項保健事業費、１目保健衛生普及費、24万4,000円の減。それぞれ執行見込みによる

調整増減であります。

以上で、議案第11号の説明を終わります。

続きまして、議案第12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（３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27万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,754万1,000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ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算補正であります。

歳入では１款２項、次ページ、歳出では２款２項にわたり、それぞれ27万4,000円の増

額補正であります。

事項別によりご説明させていただきます。

６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、26万5,000円

の増。

２項手数料、１目水道手数料、１節給水工事手数料、9,000円の増。それぞれ収入見込

みによる増であります。

以上で、歳入の説明を終わります。

８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、６万6,000円の増。職員人件費は10万
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6,000円の増で、12ページから14ページまで、給与費明細書を添付しておりますので、ご

参照願います。その他、２事業については、執行見込みに伴う調整減であります。

２款水道費、１項１目水道事業費、20万8,000円の増。次ページにわたりますが、簡易

水道施設では、主に水処理薬品購入費と電気料が増で、その他はそれぞれ執行に伴う調

整増減であります。

以上で、議案第12号の説明を終わります。

続きまして、議案第13号でございます。

議案書の１ページでございます。

平成27年度厚岸町下水道事業特別会計補正予算（２回目）。

平成27年度厚岸町の下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１億3,0609万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億4,237

万4,000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。

次ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算補正であります。

歳入では４款４項、次ページ、歳出では２款３項にわたり、それぞれ１億3,060万3,000

円の増額補正であります。

事項別により説明させていただきます。

８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１節下水道使用料、85万6,000円の増。収入

見込みによる増であります。

５款繰入金、１項１目１節一般会計繰入金、56万1,000円の減。会計収支の調整による

減であります。

６款諸収入、２項１目１節雑入、8,000円の増。

７款１項町債、１目下水道債、１節下水道事業債、１億3,030万円の増。資本費平準化

債の借りかえで、詳しくは歳出でご説明いたします。

以上で、歳入の説明を終わります。

10ページをお開き願います。

歳出であります。

１款下水道費、１項下水道管理費、１目一般管理費、76万3,000円の減。主に職員人件

費、77万9,000円の減で、16ページから18ページまで、給与費明細書を添付しております

ので、ご参照願います。

２目管渠管理費、１万4,000円の減。

３目処理場管理費、38万6,000円の増。

次ページ。

４目普及促進費、６万5,000円の減。それぞれ執行見込みによる調整増減であります。

２項下水道事業費、１目公共事業下水道費、60万4,000円の増。執行見込みによる調整
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てあります。

３款１項公債費、１目元金、１億3,045万5,000円の増。次ページにわたり、内容は、

平成17年度及び18年度に北海道産炭地域振興センターから借り入れした資本費平準化債

の借りかえとして１億3,030万円と、この借りかえに伴う償還元金として15万5,000円の

計上であります。借入先である北海道産炭地域振興センターは、これまで産炭基金の運

用として、この基金原資をもとに、希望する構成団体に対して長期債を貸し付けしてき

ましたが、この産炭基金の利用が平成29年度をもって廃止となるのに伴い、未償還元金

の繰り上げ償還が必要となったところであります。なお、この繰り上げ償還に際しては、

残る未償還年限と同じ年限で借りかえをし、借り入れ利率も借り入れ時点より低い利率

で借りかえ実行となる見込みであり、後年度に支払う利息については、現時点での試算

で約680万円の財政負担の軽減が見込まれる予定であります。

１ページへお戻り願います。

第２条、債務負担行為の補正であります。

債務負担行為の変更は、「第２表 債務負担行為補正」による。

３ページをお開き願います。

第２表、債務負担行為補正。

変更であります。

既に債務負担行為を設定しております４件の事項について、期間または限度額を記載

のとおり変更するものであります。

下段に調書がありますので、ご参照願います。

再び１ページへお戻り願います。

第３条、地方債の補正であります。

地方債の追加は、「第３表 地方債補正」による。

５ページをお開きください。

第３表、地方債補正。

追加であります。

資本費平準化債、借りかえ債、限度額、１億3,030万円。それぞれ起債の方法、利率、

償還の方法は記載のとおりであります。

下段の地方債に関する補正調書であります。

表の下段、合計欄、平成26年度末現在高、40億3,695万2,000円、平成27年度中起債見

込額、２億8,700万円。補正後の平成27年度末現在高見込額は39億303万1,000円となるも

のであります。

以上で、議案第13号の説明を終わります。

続きまして、議案第14号であります。

議案書の１ページでございます。

平成27年度厚岸町介護保険特別会計補正予算（３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。

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から歳入歳出

それぞれ5,718万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億9,803万

3,000円とする。
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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。

次ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算補正であります。

歳入では８款13項、次ページ、歳出では５款13項にわたり、それぞれ5,718万5,000円

の減額補正でありいます。

事項別によりご説明させていただきます。

６ページをお開き願います。

歳入であります。

１款保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者介護保険料、１節現年度分、197万

1,000円の増。２節滞納繰越分、３万7,000円の増。収入見込みによる増であります。

２款サービス収入、１項介護給付費収入、１目居宅介護サービス費収入、１節介護認

定基本調査収入、2,000円の減。

２項予防給付費収入、１目居宅支援サービス費収入、１節居宅支援サービス計画費収

入、６万3,000円の減。

４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目１節介護給付費負担金、985万5,000円の減。

２項国庫補助金、１目１節財政調整交付金、842万7,000円の減。

７目１節地域支援事業交付金、16万8,000円の減。それぞれ利用状況に応じた減額であ

ります。

５款１項支払基金交付金、１目１節介護給付費交付金、2,389万9,000円の減。主に居

宅介護サービス及び施設介護サービス給付費分の減であります。

２目１節地域支援事業支援交付金、1,000円の増。

６款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金、１節介護給付費負担金、1,013

万9,000円の減。負担金確定に伴う減であります。

２項道補助金、３目１節地域支援事業交付金、８万5,000円の減。

３項委託金、１目総務費委託金、１節介護状態等審査判定委託金、２万7,000円の増。

それぞれ額確定による増額であります。

７款財産収入、１項財産運用収入、１目１節利子及び配当金、２万4,000円の増。

８款繰入金、１項１目１節一般会計繰入金、563万5,000円の減。給付費の減に伴う繰

り入れ分の減であります。

２項基金繰入金、１目１節介護給付費準備基金繰入金、89万4,000円の減。介護給付費

の減に伴う基金からの繰入金の減であります。

10款諸収入、２項雑入、２目第１号被保険者返納金、１節返納金、１万4,000円の増。

３目１節雑入、９万2,000円の減。認定審査会共同設置負担金の減であります。

以上で、歳入の説明を終わります。

８ページをお開き願います。

歳出でございます。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、35万7,000円の増。職員人件費、42万4,000

円の増。主に職員手当の増で、18ページから21ページまで、給与費明細書を添付してお

りますので、ご参照願います。介護保険一般は執行見込みに伴う調整減であります。
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２項徴収費、１目賦課徴収費、３万9,000円の減。

３項１目介護認定審査会費、26万4,000円の減。

次ページ。

２目認定調査等費、２万9,000円の増。

６項１目地域密着型サービス運営委員会費、１万2,000円の減。それぞれ執行見込みに

よる調整増減であります。

２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス給付費、2,511万円

の減。

２目施設介護サービス給付費、3,792万円の減。

３目居宅介護福祉用具購入費、36万6,000円の増。

次ページ。

４目居宅介護住宅改修費、81万2,000円の増。

５目居宅介護サービス計画費、334万6,000円の増。

６目審査支払手数料、９万2,000円の増。

２項１目高額介護サービス費、89万3,000円の減。

３項１目高額介護合算介護サービス費、65万9,000円の増。

４項特定入所者介護サービス等費、１目特定入所者介護サービス費、次ページにわた

り、26万1,000円の増。それぞれサービス量の見込みに伴う調整増減であります。

４款地域支援事業費、１項介護予防事業費、３目１次予防事業費、増減なし。財源内

訳補正。

２項包括的支援事業任意事業費、１目包括的支援事業等事業費、132万4,000円の増。

職員人件費、136万7,000円の増。主に職員手当の増。包括的支援施策は、執行見込みに

伴う調整減であります。

２目任意事業費、32万7,000円の減。次ページにわたり、それぞれ執行見込みに伴う調

整減であります。

５款１項１目介護給付費準備基金費、２万5,000円の増。基金利子分の積み立てであり

ます。

８款サービス事業費、１項居宅サービス事業費、１目包括的支援事業費、１万8,000円

の増。

２項施設サービス事業費、１目施設介護サービス事業費、９万1,000円の増。それぞれ

執行見込みによる調整増減であります。

以上で、議案第14号の説明を終わります。

続きまして、議案第15号であります。

議案書の１ページであります。

平成27年度厚岸町後期高齢者医療特別会計補正予算（３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。歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ131万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億2,765万

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正後の歳
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入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

次ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算補正であります。

歳入では２款２項、次ページ、歳出では２款３項にわたって、それぞれ131万8,000円

の減額補正であります。

事項別によりご説明させていただきます。

６ページをお開き願います。

歳入であります。

１款１項後期高齢者医療保険料、１目特別徴収保険料、１節現年度分、522万3,000円

の減。

２目普通徴収保険料、１節現年度分、439万9,000円の増。２節滞納繰越分、22万4,000

円の増。それぞれ収入見込みによる調整増減であります。

３款繰入金、１項１目１節一般会計繰入金、71万8,000円の減。会計収支の調整による

減であります。

以上で、歳入の説明を終わります。

８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、８万2,000円の減。

２項１目徴収費、２万6,000円の減。それぞれ執行見込みに伴う調整であります。

２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、121万円の減。保険料及び保険基盤安定

負担金の減であります。

以上で、議案第15号の説明を終わります。

続きまして、議案第16号であります。

議案書の１ページであります。

平成27年度厚岸町介護老人保健施設事業特別会計補正予算（２回目）。

平成27年度厚岸町の介護老人保健施設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から歳入歳出

それぞれ985万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,738万6,000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。

次ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算補正であります。

歳入では３款３項、次ページ、歳出では１款１項にわたって、それぞれ985万8,000円

の減額補正であります。

事項別によりご説明させていただきます。

６ページをお開き願います。

歳入であります。

１款サービス収入、１項介護給付費収入、１目１節施設介護サービス費収入、1,116万
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5,000円の減。歳出予算にあわせた調整減であります。

８款１項１目繰越金、１節前年度繰越金、131万6,000円の増。平成26年度の決算剰余

金全額の計上であります。

９款諸収入、１項１目１節雑入、9,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおり、執行見

込みによる計上であります・

以上で、歳入の説明を終わります。

８ページをお開き願います。

歳出であります。

１款サービス事業費、１項施設サービス事業費、１目施設介護サービス事業費、985万

8,000円の減。職員人件費、951万6,000円の減。主に当初計画では職員３名分を計上して

おりましたが、２名分となったことから減額するもので、10ページから12ページまで、

給与費明細書を添付しておりますので、ご参照願います。介護老人保健施設サービスは、

それぞれ執行見込みに伴う調整であります。

以上をもちまして、議案第10号 平成27年度厚岸町一般会計補正予算から議案第16号

平成27年度厚岸町介護老人保健施設事業特別会計補正予算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、よろしくお願い申し上げます。

●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17号 平成27年度厚岸町水道事業会計補正予

算（３回目）の内容について説明申し上げます。

１ページをごらんください。

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、業務の予定量の補正であります。

給水戸数は36戸増加の5,171戸、年間総配水量は１万8,291立方メートルの増で、128万

1,382立方メートル。

１日平均給水量は50立方メートルの増で3,511立方メートルであります。

主な建設改良事業について、配水管布設替等事業を151万1,000円増額し、1,516万6,000

円に。メーター設備事業を103万9,000円減額し、4,393万4,000円とするものであります。

第３条、収益的収入及び支出の補正であります。

収入につきましては、１款水道事業収益を162万5,000円増額し、２億7,923万1,000円と

するものであります。

１項営業収益は165万円の増額。

２項営業外収益は２万5,000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259万5,000円減額し、２億7,789万4,000円と

するものであります。

１項営業費用は261万8,000円の減額。

２項営業外費用は２万3,000円の増額であります。
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第４条、資本的収入及び支出の補正であります。

収入では、１款資本的収入を３万8,000円減額し、1,855万3,000円とするものでありま

す。

２ページをお開き願います。

６項補償金は３万8,000円の減額であります。

支出では、１款資本的支出を47万2,000円増額し、１億4,501万6,000円とするものであ

ります。

１項建設改良費が47万2,000円の増額であります。

ここで、１ページにお戻り願います。

第４条の括弧書きです。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額、１億2,646万3,000円について、過年

度分損益勘定留保資金1,327万3,000円、当年度分損益勘定留保資金１億843万1,000円、当

年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額475万9,000円で補填するものであります。

収益的収入及び支出の内容並びに資本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。

９ページをお開き願います。

初めに、収益的収入であります。

１款水道事業収益、１項営業収益、１目給水収益は153万1,000円の増で、家事用で73

万7,000円の増など、各用途での水道料金の増。

２目受託工事収益は６万9,000円の増で、給水工事の増による手数料の増であります。

２項営業外収益、１目受取利息及び配当金は２万5,000円の増で、病院事業会計への貸

し付けによる利息が主なものであります。

次に、収益的支出であります。

１款水道事業費用、１項営業費用、１目原水及び浄水費は15万3,000円の減で、委託業

務の執行内容確定による計数整理であります。

２目配水及び給水費は109万3,000円の増で、主に修繕費で、配水管漏水修理の増によ

る97万6,000円と、尾幌配水管漏水修理に伴う必要となった修理資材、11万7,000円の増

であります。

10ページにわたりますが、４目総係費は355万8,000円の減で、主に給料で183万4,000円

の減、法定福利費で115万2,000円の減など、職員構成の確定による増減のほか、執行見

込み確定による各節計数整理であります

２項営業外費用、２目消費税及び地方消費税は２万3,000円の増で、給水収益の増や、

建設改良工事の確定などに伴い、見込まれる納付額の増でございます。

11ページをごらん願います。

資本的収入であります。

１款資本的収入、６項１目補償金は３万8,000円の減。対象となる工事が確定したこと

による減であります。

次に、資本的支出であります。

１款資本的支出、１項１目建設改良費は151万1,000円の増。配水管敷設替工事で、設

計変更の必要が生じたための増であります。
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３目メーター設備費は103万9,000円の減。新設メーターの設置見込み及び検満メーター

の取りかえ台数確定による減であります。

２ページへお戻り願います。

第５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あります。

職員給与費について、356万9,000円減額し、1,928万2,000円とするものであります。

３ページと４ページは補正予算実施計画、５ページは補正予定キャッシュフロー計算

書、６ページから８ページは補正給与費明細書、飛んで12ページと13ページは予定貸借

対照表、14ページと15ページは財務諸表の作成に当たり会計処理の基準などを記載した

注記であります。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（３回目）の内容であります。

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、議案第18号 平成27年度厚岸町病院事業会計補

正予算（２回目）について、その内容をご説明いたします。

議案書１ページです。

初めに、第１条、総則です。

平成27年度厚岸町病院事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

第２条は、業務の予定量の補正であります。

主な建設改良事業の補正として、医療機械整備事業の事業費確定により、255万9,000

円を減額し、総額4,410万6,000円とするものであります。

次に、第３条、収益的収入及び支出並びに資本的収入及び支出の補正です。

内容につきましては、予算説明書11ページから説明をさせていただきます。

初めに、収益的収入でありますが、１款病院事業収益で１億2,143万3,000円の増。

１項医業収益では8,812万4,000円の増。

１目入院収益では4,178万1,000円の増。患者１人１日当たり診療単価で3,000円の増が

見込まれることによるもので、年度途中において、入院診療基本料が15対１から13対１

に改善したことが大きな要因であります。

２目外来収益では4,361万4,000円の増。外来につきましても、患者１人１日当たり診

療単価で約890円の増による増額補正であります。主に常勤医師による胃や大腸などの検

査と、その治療の実施が要因と考えております。

なお、３月期補正は、入院、外来患者数ともに数値の見込みは昨年12月末の実績をも

とに推計したものであります。

次に、３目その他医業収益では272万9,000円の増。１節室料差額、２節公衆衛生活動

収益で、説明欄記載の項目で増額補正。３節その他医業収益では、訪問リハビリ対象者

の減によるものが主な内容となっています。

次に、２項医業外収益では3,330万9,000円の増であります。

２目患者外給食収益、21万5,000円の増。
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３目長期前受金戻入、2,496万8,000円の増。主に４条予算、企業債元金償還繰入額の

増に伴う1,526万4,000円の増のほか、決算見込みによる精査した補正額となっておりま

す。

４目他医業外収益、40万9,000円の増。それぞれ節説明欄のとおりであります。

５目会計補助金では589万9,000円の増。不採算地区病院運営費補助で759万9,000円の

増額のほか、決算を見込んでのそれぞれの増減は記載のとおりであります。

６目負担金交付金、121万円の増。主に２節負担金で135万円の皆増。新年度予算でも

説明しました、当院医師が昨年５月から釧路日赤病院の内視鏡検査の支援に出向いてお

り、その支援料を負担金で補正計上しております。

８目道補助金、60万8,000円の皆増。昨年までの道による院内保育所運営事業補助が子

育て看護職員と就業定着支援事業補助に名称変更となって該当する見込みとなりました

ので、補正計上するものであります。

次に、12ページ、収益的支出であります。

１款病院事業費用、2,914万円の減。

１項医業費用では3,349万6,000円の減。

１目給与費では2,733万9,000円の減。主に１節給料、２節職員手当等では、給与改定

を含め、職員の補充採用減、３節法定福利費では共済負担金の減、４節退職給付費では

引当金の減額、そのほか、支給見込みによる計数整理であります。

２目材料費では307万4,000円の増。入院、外来収益増加に伴う薬品費、診療材料費の

増であります。

３目経費では940万2,000円の減。３月までの決算見込みでの計数整理となりますが、

主に３節旅費・交通費、125万8,000円の減。出張医師旅費等の減。７節燃料費では705万

6,000円の減。ボイラー重油等の単価減によるもの。

13ページ。

16節委託料では132万9,000円の減。主に医療事務委託料、夜間受付等業務委託料では、

業務内容見直しなどによる減、その他、臨床検査委託料、遠隔画像診断読影委託料など、

診療に伴う見込みでの増減整理であります。19節は負担金、108万2,000円の減。医師派

遣負担金の減が主であります。

４目減価償却費では100万9,000円の増。

６目研究研修費では83万8,000円の減。３月までの決算見込み精査による増減でありま

す。

２項医業外費用、435万6,000円の増。

１目支払利息及び企業債取扱諸費、４万1,000円の減。

２目医療技術員確保対策費、29万6,000円の減。

３目雑損費、469万3,000円の増。医薬品など貯蔵品に係る仮払い消費税、４条予算の

控除対象外消費税などが補正となっております。

以上が、収益的収支補正予算の内容となります。

続いて、14ページ。

資本的収支です。

１款資本的収入、１項補助金で6,570万1,000円の増。
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１目他会計補助金、１節一般会計補助金で6,410万1,000円の増。企業債償還元金補助、

4,057万5,000円、リース資産購入費補助、2,465万5,000円、その他建設改良費確定による

増減となっております。

２目国庫補助金、160万円の増であります。医療機械購入の事業費確定による特定防衛

施設周辺整備補助金の増額補正であります。

次に、支出でありますが、１款資本的支出、１項建設改良費、１目固定資産購入費、255

万9,000円の減。１節機械備品購入費で、事業費確定による計数整理でありますが、ベッ

ドスケール54万円につきましては、透析治療用機械で、急遽、故障のため、既決予算内

で執行を行って、このたび、他の備品の執行残とあわせ、整理、補正計上するものであ

ります。

以上が、収益的収入及び支出並びに資本的収入及び支出の内容説明です。

ここで、２ページをお開きください。

第５条では、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補正。

職員給与費で2,733万9,000円の減であります。

続いて、３ページ。

第６条は、他会計からの補助金の補正であります。決算見込みによる増減整理のほか、

例年３月期は収入不足補てんとしての不採算地区病院運営補助金の増額補正のほか、決

算を見込んだ計数整理を含めての予算計上となっております。総額では４億7,847万2,000

円とする内容であります。

４ページ、５ページは補正予算実施計画、６ページは補正予定キャッシュフロー計算

書、７ページから10ページは給与費明細書、15ページから18ページは予定貸借対照表と、

その注記となっております。内容につきましては記載のとおりでありますので、説明を

省略させていただきます。

以上、議案第18号 平成27年度厚岸町病院事業会計補正予算（２回目）の説明とさせ

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） 本９件の審議方法についてお諮りいたします。

本９件の審議については、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。

本９件の審議については、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。

本会議を休憩いたします。



- 111 -

午前11時18分休憩

午前11時23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３、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、答弁を含

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、12番、佐々木亮子議員の一般質問を行います。

12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 私は、通告に従いまして、２件の質問をさせていただきます。

１件目は、新総合事業、介護予防・日常生活支援総合事業についてお伺いをいたします。

要支援サービスが29年４月１日から、これまでの介護給付ではなくて、自治体の地域支援

事業へと移行になります。

そこで、１点目に、当町の新総合事業への該当者の人数をお聞きいたします。

２点目に、地域支援事業移行への対応、準備はどのようになっているのか、お聞きい

たします。

３点目は、要介護認定はどのように変わっていくのか、お伺いをいたします。

４点目は、努力義務である地域ケア会議の役割と、当町での設置について、どう考え

ているのか、お伺いをいたします。

５点目は、介護保険利用料と補足給付の変化についてお伺いいたします。

６点目は、施設入所がどのように変わるのか、お伺いいたします。

７点目は、新総合事業により、介護提供体制を後退させることのない対応を求めます

が、どのように考えているのか、お伺いをいたします。

２件目は、国民健康保険税についてお伺いをいたします。

１として、国による財政支援の拡充についてに伴ってですけれども、アとして、当町

の平成26年度最終の国民健康保険加入世帯数と滞納世帯数についてお伺いいたします。

イで、当町の平成26年度最終の保険税軽減制度、２割、５割、７割対象者の人数をお

伺いいたします。

ウは、当町の被保険者１人当たりの支援額についてお伺いいたします。

エで、財政安定化基金創設による効果についてお伺いいたします。

オとして、国の財政支援拡充を活用して、国民健康保険税の引き下げを求めますが、

どのように考えているのか、お伺いをいたします。

２点目として、減免制度についてです。

アで、平成26年度、減免の実績、世帯数と総額についてお伺いいたします。

イとして、制度周知はどのようにしているのか、お伺いをいたします。

ウとして、対象者皆さんが活用できるような、町民への周知を徹底することを求めま
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すが、どのように考えているのか、お伺いをいたします。

以上で、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（若狹町長） 12番、佐々木亮子議員のご質問にお答えいたします。

１点目の、新総合事業、介護予防・日常生活支援総合事業についてのうち、初めに、「当

町の新総合事業の該当者の人数」についてでありますが、平成27年４月に施行された改

正介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業、いわゆる総合事業は、厚岸町

においては、平成27年厚岸町議会第１回定例会で可決された厚岸町介護保険条例の一部

を改正する条例において、平成29年４月から行うこととしております。

この総合事業は、要支援認定者が利用する介護予防訪問介護と介護予防通所介護が、

介護給付である介護サービスから市町村が行う現在の地域支援のうちの介護予防事業へ

移行するほか、新たに訪問型サービスと通所型サービスが加わるものであります。

地域支援事業における介護予防事業では、一般高齢者を対象とした一次予防事業と、

身体状況などを25項目で確認する基本チェックリストにより対象者を判定する二次予防

事業を行っておりますが、この二次予防事業に、新たに要支援認定者が利用できる訪問

型サービスと通所型サービスが加わり、介護予防・生活支援サービスとなるものであり

ます。

新たな総合事業は、一般高齢者を含むため、該当者を割り出すことはできませんが、

介護予防・生活支援サービスの対象者は、平成27年12月の要支援認定者155人に、基本チ

ェックリストで介護予防の必要があると判定された315人を合わせた470人と考えられま

す。

しかし、介護サービスから町事業への移行においては、平成27年11月の介護予防訪問

介護の利用者が37人、介護予防通所介護の利用者が33人となっており、最低限にこの利

用分を町事業において受け皿として整える必要があると考えております。

次に、「地域支援事業移行への対応、準備はどのようになっていますか」についてであ

りますが、給付事業から移行となる介護予防訪問介護と介護予防通所介護については、

事業を行っている事業所において、要支援者の利用ができなくなることから、この部分

の収入が見込めなくなるため、現在実施している事業者に対し、町からの給付事業とし

て、三つの訪問介護事業所と二つの通所介護事業所との協議を行った上、事業設定を行

い、給付額及び自己負担額を設定することとなっております。

また、国は、地域住民やボランティアなどを活用した訪問系、通所系の事業設定がで

きるようにしていることから、厚岸町においては、地域や自治会で行われている高齢者

などのサロン事業などを活用することも考慮しつつ、地域の状況にあわせ、平成29年度

以降、順次進めたいと考えております。

次に、「要介護認定はどのようになりますか」についてでありますが、要介護認定及び

要支援認定については、その申請、調査及び審査判定の内容、いずれもこれまでと変わ

りありません。

次に、「努力義務である地域ケア会議の役割と、当町での設置はどう考えていますか」
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についてでありますが、国は、介護保険法第115条の48に基づく介護支援専門員、保健、

医療及び福祉に関する専門知識を有する者、民生委員その他の関係者、関係機関及び関

係団体により構成された会議、いわゆる地域ケア会議について、地域における包括的ケ

アマネジメントシステムの構築を目指した地域の取り組みを進めております。このこと

から、各地域では、地域の課題検討や困難事例に対応するために、地域ケア会議の活用

が進められております。

現在、厚岸町では地域ケア会議を設置しておりませんが、包括支援センターにおいて、

毎月、介護保険事業所や福祉施設などによる包括定例会議を開催し、情報交換や研修会

などを実施しております。

しかし、今後は医療と福祉との連携や、認知症高齢者の地域における見守り施設など

を含めた、住まいのあり方など、介護や福祉にとどまらず、包括的に各分野、団体、機

関が連携したシステム構築が必要となることから、早期に各分野の関係者が協議できる

地域ケア会議を設置したいと考えております。

次に、「介護保険利用料と補足給付の変化はどうなりますか」についてでありますが、

総合事業は市町村が行う事業となっていることから、厚岸町が利用料を設定することに

なりますが、これまでの介護給付費と１割負担の水準を勘案することとされているため、

負担水準は１割程度と想定しております。

また、補足給付は、入所施設や短期入所事業における食費や居住費、滞在費の負担に

ついて、低所得者を対象に、補足給付費として支給するものであり、要支援認定者が介

護保険施設に入所できないことと、介護予防短期入所生活介護などの利用ができること

に変わりがあるものではありません。

次に、「施設入所はどのように変わりますか」についてでありますが、総合支援事業の

対象となる要支援認定者が特別養護老人ホームなどの介護保険施設に入所できないこと

と、有料老人ホームやグループホームに一部入所できることに変わりがあるものではあ

りません。

次に、「新総合事業により、介護提供体制を後退させることのない対応を求めますが、

どのように考えていますか」についてでありますが、給付事業から移行となる介護予防

訪問介護と介護予防通所介護は、現在利用されている方全員が移行できるよう、町事業

としてとり進めることにより、介護提供体制は後退しないものと考えております。

また、平成29年４月１日以降の町事業への移行は、６カ月または１年などの個々の要

支援認定の期間が終了するまでは現行の介護サービスを利用し、認定更新後に町事業の

利用となりますので、平成30年３月までの１年間で順次移行することとなるものであり

ます。

続いて、２点目の国民健康保険税について、初めに、国による財政支援の拡充につい

ての「平成26年度国民健康保険加入世帯数と滞納世帯数」でありますが、平成26年度末

現在の厚岸町国民健康保険の加入世帯数は1,801世帯、滞納世帯数は263世帯であります。

次に、「平成26年度の保険税軽減制度対象者数」についてでありますが、保険基盤安定

制度の保険税の軽減対象となったのは、７割軽減が446世帯で632人、５割軽減が215世帯

で408人、２割軽減が191世帯で411人であります。

次に、「当町の被保険者１人当たりの支援額」についてでありますが、平成27年度、国
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において低所得者数に応じた保険者への財政支援として、新たに1,700億円の公費を投入

し、この一つとして、保険基盤安定制度の保険者支援分の拡充をしたものであります。

この公費の投入については、国においては被保険者１人当たり約5,000円の財政改善効

果があるとして、保険給付に充てる財源として市町村に交付されるものですが、その算

定の基礎となる低所得者数については、市町村により差があることから、効果額につい

ても差が生ずるものであります。

当町の１人当たりの財政効果額としては、平成27年度は7,416円となり、平成26年度の

2,928円と比較すると4,488円の増となるもので、保険税の上昇の抑制には一定の効果が

あるものと考えております。

次に、「財政安定化基金創設による効果」についてでありますが、この財政安定化基金

は、平成30年度から都道府県と市町村が国民健康保険の共同運営を行ったときに、特別

な事情により保険給付が急増した場合や、保険税に収入不足が生じ、保険給付に充てる

財源が不足した場合において、一般財源から財政補てんを行う必要がないよう、財政運

営を行う都道府県において設置する調整基金であり、現在、市町村において、基金創設

による効果があるというものではありません。

次に、「国の財政支援拡充を活用し、国民健康保険税の引き下げを求めるが、どのよう

に考えているか」についてでありますが、当町の国民健康保険は、平成20年度から平成25

年度については収支の均衡が図られてきたものの、歳入では、被保険者数の減少に伴い、

保険税収入が減少傾向にあること、また、歳出では、被保険者の高齢化や高度医療によ

り、１人当たりの医療費が増加傾向にあることから、平成26年度においては約8,500万円

の収入不足が発生しており、さらに、平成27年度においても同様の収入不足が予想され

ているところであります。

このような状況から、国における公費の投入については、当町においても一定の財政

支援効果はあるものの、一般会計から財源不足分としての多額の繰り入れを実施してい

る状況にある中、保険税の引き下げを行うということにはならないと考えておりますの

で、ご理解願います。

次に、減免制度についてのうち、初めに、「平成26年度の減免実績」についてでありま

すが、減免世帯数は７世帯、減免額は18万9,300円となっております。

次に、「制度周知はどのようにしているか」についてでありますが、毎年度、国民健康

保険税の納税通知書を送付する際に、国民健康保険税についてのチラシを同封し、その

中で、保険税の減免について記載をし、周知しているところであり、さらに町のホーム

ページにも保険税の減免について掲載をし、その周知に努めているところであります。

次に、「対象者が活用できるよう、町民への周知を徹底することを求めますが、どのよ

うに考えているか」については、先ほども申し上げましたが、保険税の納付書を送付す

る際に、国民健康保険税についてのチラシを同封し、その中で保険税の減免について周

知を行っており、全ての世帯に行き渡っているものと考えますが、説明の内容や見やす

さについては、今後においてもよりわかりやすいものとなるよう研究してまいりたいと

考えておりますので、ご理解願います。

以上でございます。
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●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 今、答弁をいただきました。

それで、自治体に移行されるということなんですけれども、今度、現行の訪問介護が使わ

れるのと、多様なサービスというところで、これ、厚労省のガイドライン案なんですけれど

も、さまざまなサービスがありますよね。訪問ですと、訪問型サービスのＡからＤまで、通

所ですとサービスのＡからＣまでというふうに、本当に多様に分かれているわけです。

この中で、例えば訪問型のＢ、それから通所型のＢ、訪問型のＤというところでは、これ

はボランティアが主体になるというふうになっています。訪問型Ａ、通所型Ａ、ここも事業

者とボランティアというふうになっているんですけれども、雇用労働者というのは、講習を

受講した人であれば、別に資格がなくてもいいというようなことになっています。

それで、ボランティアでのサービス提供というのもこれから中心になってくるのかなとい

うふうに思うんですけれども、ボランティアは実際何人ぐらい予定をしているのか。あと、

通所の施設は、現在、どのぐらい受け入れができて、あと何カ所ぐらい必要になってくるの

かということを検討されていれば教えていただきたいんですが。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） この総合事業のほうに移る部分ですけれども、要支援の１と２、

これについては基本的に町の事業にした上で、現在の施設のほうに委託をするというような

形になるというふうに考えております。そうしますと、現在の要支援１、２の方、今後、要

支援１、２になる方についても、そのサービスでいけるというふうになります。

ボランティアを活用した事業のほうにということになりますけれども、それにつきまして

は、現在、各地域で、自治会さんが中心になったり、個人の方が中心になったりして、社会

福祉協議会の支援も受けながら、サロンの事業などがされております。そういった、先ほど

おっしゃいました、具体的にＡとかＢとかというような、通常の今までの要支援１、２の方

が受けられてきたサービスのものと、もっと地域の部分を活用したサービスという部分のほ

うは、まだこれから、そういった現在やられている団体の方たちとのお話なども、それから、

実際にやられている実態なども聞きながら、そういった取り組みをつくっていくということ

になると思います。ですので、今の段階では、要支援１、２の方については、きちっと町の

事業として実施をしていくようにまずつくって、その後、いろいろなボランティアとかを使っ

たものについては検討をしていくというような形になると考えております。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 ということは、みんな要支援として認定されると、最初は、そういうこと

につながるんですか。多様なサービスというのは、当初は設定をしないということで考えて

いいんですか。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。
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●保健福祉課長（阿部課長） 今、要支援１、２の認定を受けておられる方というのは155人い

らっしゃいます。実際に介護予防の訪問介護を利用されている方、37人、それから、介護予

防の通所介護を利用されている方、33人ということで、認定を受けていても、皆さんが使っ

ているわけではありません。ただ、この方たちの分については、きちっと移行して、利用で

きるようには制度を整えます。

それとあわせて、チェックリストで介護予防の、そういった取り組みが必要だという認定

を受けられている方、そういう判定をされている方も、27年度、今年度調査したものでは315

人いらっしゃいます。こういった方たちの中で、そういうサービスを受けたいというような

ことになれば、今の移行するサービスできちっと受けられるようにしたいと考えております。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 わかりました。

それで、認定についてなんですけれども、今度、認定は変わらないというふうに答弁をい

ただいたんですけれども、今度は、こういった介護認定の手続を省略してもいいということ

も言われていますよね。窓口で、その窓口担当者がそのチェックリストを行って、そこで判

断をするというふうになりますよね。そこで、窓口サービス者が割り振りを、判断をして、

該当するかしないかというようなことを決めていくとなりますけれども、この窓口担当者と

いうのはどういった方が対応されるんですか。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） チェックリストを活用して、今、そういった方たちを判定をし

ているということで、それは今、私どものほうでは、地域包括支援センターのほうで取りま

とめをしております。基本的に要介護認定を受ける方法は変わりませんし、ただ、その中で、

包括支援センターの職員が、いろいろな状況の高齢者の方たちを見ていく中で、やはり窓口

に来た場合は、そこでその方がそういう心配があるというふうになれば、そういうチェック

リストを受けていただくですとか、その辺はもう少し、総合事業の枠組みをことし１年かけ

てきちっとした形にしないといけないと考えていますので、その中でもう少し具体的にした

いというふうに思っております。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 介護判定というのはすごく難しいと言われていますよね。専門医でも、特

に要支援２と要介護１だとか、そういった判定の区分けというのはとても難しいと言われて

います。

その中で、25項目ですか、私も見ましたけれども、本当に簡単なチェックリストで今度は

判定をされるというようなことも出てくるわけですよ。やはり専門家でも認定判定が難しい

というところで、やはり正確な判定かできるような、そういった仕組みをつくっていってい
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ただきたいなと考えています。

その中で、介護認定を受けられるのは、訪問介護だとか福祉用具貸与などの対象者に限定

をされると。訪問・通所系のサービス対象者は、判定を最初から省略してもいいと。認定を

受けられない人は非該当になって、多様なサービスのほうに移行するというふうに、ガイド

ライン案ではそういう案になっていますけれども、ぜひ多様なサービスの中で、地域の支え

合いですとか、やはりボランティアというのは必要だと思いますし、悪いとも思わないんで

すけれども、やはり訪問にしても通所にしても、これまで生活援助で、家事の代行だけでは

なくて、やはり専門家の目で見て対応をしてきた、そういったものが、専門家ではないとい

うところがかかわってくるとなれば、介護度の進行ですとか、質の低下ですとか、そういっ

たことが懸念をされます。そういったことのないように、ぜひこれは取り組んでいっていた

だきたいなと思うんですけれども、これは今まで介護認定で認定されていた人たちが、例え

ば今度は認定されない、非該当だということになることも可能性としてはありますよね。そ

のときに、これまでの判定、認定というのは何だったのかなということにもつながると思う

んですけれども、こういう場合に、本人だとかご家族の方だとかについて、どういった説明

をこれからされていくんでしょうか。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 介護認定を受ける手続的なものというのは何も変わらないんで

す。申請を受けて、その方の調査をして、そして認定委員会で判定をするということになる

流れというのは何も変わっていません。ですので、もし介護認定が、要支援だったものが非

該当となったということになれば、その方の体の状況というのは改善されているので非該当

になったと考えられます。基本的には、認定をする仕組みというのは何も変わりませんので、

それに対して、その要件に合わなくなったので非該当になったということになりますので、

そこはご理解いただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） 昼食のため、休憩いたします。

再開は午後１時といたします。

午前11時58分休憩

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。

12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 地域ケア会議、これは現在設置されていないけれども、設置をする考えと

いうことで、ここが多分、大切な指令塔ということになっていくと考えますので、これはぜ

ひ設置を実現していただきたいなと考えています。

それで、地域ケアマネジメントシステムにかかわって、これから地域包括支援センターが
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大きな役割、中核となる役割を負っていくんだろうなと思うんですけれども、この包括支援

センターについて、これからどんな役割があるのか、体制だとか、そういったことで何か変

化があるのであれば教えていただきたいんですが。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） おっしゃるとおり、地域包括支援センター、これからのこの分

野では非常に大事な役割を担っておりまして、ことし、来年に向けた準備をこれからしっか

りとしていかなければならないということで、今現在の体制で何とかいきたいなと考えてお

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 いずれにしても、これから具体的な準備に入るというところだろうなと思

うんですけれども、それで、あと一つ、ちょっと気になるのが利用料のことなんです。それ

で、１割程度と想定しているということで答弁をただきました。ただ、実際にまだ始まって

いないので、これは想定でということになると思うんですけれども、事業費は国から上限が

設けられると。上限を超えての超過分というのは拠出をしないというようなことも言われて

いるんです。ただ、事業費がだんだん上回ってくるということになると、やはり利用者の負

担増ですとか、あるいは給付抑制、そういったことにもつながりかねないかなというふうに

考えているんですが、その点についてはどうなんでしょうか。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 基本的には、利用者負担については、介護保険と同様の１割相

当ということで、今までの利用の状況も勘案してということがありますので、そういう形で

考えております。

これは給付の事業になりますので、今、地域支援事業というのは、３％以内という枠があ

りまして、その中で今現在はやっておりますけれども、移行することによって、その枠の部

分に、今まで３％であったものにプラスになる部分があります、利用実態に応じて。ですの

で、そういう部分では、今まで給付の部分というのも膨らんできますので、その中で、当然、

利用実態にあわせてやっていけるのではないかなと考えております。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 これから準備を始めるというところで、町長のほうからも、現在利用され

ている方、全員が移行できるようにということで、町の事業として進めていくということで

答弁もありましたので、ぜひ今の支援が後退しないように、必要とする部分の援助を必要と

する人が全員受けられるというようなところで、これから準備をしっかり進めていってほし

いなということを要望させていただいて、この件については終わります。
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次、国保についてなんですけれども、答弁をいただきました。それで、27年度分、1,700億

円、これについては、もう既に低所得者支援というんですか、助成というんですか、これに

対して使われている、活用されているという認識でいいんでしょうか。

●議長（佐藤議員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 1,700億円の使い道ということですが、基本的に７割、５割、２割軽

減の部分、保険税の軽減分、それから、保険税の軽減を受けられている方の人数に対してお

金が来るという形になっておりますので、当然、その分については給付に充てて使用をして

いると。町長の答弁にもありましたように、保険税の抑制効果としては一定の効果はあるも

のと考えております。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 実は今、その対応がされているかどうかというところの確認ということを

今回したかったというのもあるので、しっかりされているというところですね。

今後における国保の引き下げというのは難しいということですけれども、滞納世帯は多分

減ってきてはいるのかなと思っていますけれども、やはりどうしても、払いたいけれども、

高過ぎてどうしても払えないというような方が、声としてやはり私も聞いています。やはり

払える保険料というところで、ぜひ今後とも国保の引き下げというところも考えていってい

ただきたいなと考えていますが、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） まず、滞納世帯についてでございますが、滞納世帯につきましては、

年々減少傾向にはございます。

先ほど263世帯と申し上げましたが、このうち、現在というか、この時点で国保にまだ加入

されている方が160世帯、既に他の保険に加入されている方が103世帯となっておりまして、

実質、先ほど町長の答弁でも申し上げました1,801世帯のうち、国保に加入していて滞納者と

なるのが160世帯となっております。これにつきましても、27年度２月末現在ですが、滞納世

帯数も50世帯ぐらい、現在減っておりまして、資格を持っている方についても50世帯ぐらい、

昨年よりも減っているということになっております。

それと、保険料が高いということでございますが、国民健康保険については、基本的には

社会保険と違いまして、保険給付の３割とか１割負担を除いた部分、これについては公費が

半分、保険税で半分、その保険税に対しても、先ほどの軽減措置で下げているという部分が

ありますので、現在の厚岸町の国民健康保険の状況からいたしましても、今、保険税を下げ

るということにはならないと考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。

●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 それで、次に、周知についてなんですけれども、周知に際してもご努力を

されているというふうに考えてはいるんです。ただ、私、先日、訪問をしたところで、詳し

くはわからないというような方が結構何人もいらっしゃったというのも事実なんです。やは

り申請ですから、町民の方が申請をしなければ減免も受けられないということになります。

それで、本当に一人ひとりが周知がしっかりと行き届いて、それで必要な方が減免を受けら

れるというようなところで、これはぜひこれからも周知には力を入れていただきたいと考え

ていますが、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 税財政課長。

●税財政課長（星川課長） 国民健康保険税の課税の部分で、私のほうから答弁させていただ

きます。

周知につきましては、町長から答弁があったとおり、国民健康保険税の納税通知書、その

中で必ずそこでチラシを入れて周知、皆さんに行くようにとしております。

ただ、その中で、見方ですとか、説明の内容ですとか、その部分は毎年検証させていただ

きながら、字が細かいですとか、そういった部分がありますので、その辺も検証させていた

だきながら、また対応を、そこでまた我々も勉強させていただきたいなと思っておりますし、

やり方も、対象となる方がほとんど限定されてきているのが実際なんですけれども、そういっ

た方々の部分について、前もって私どもが把握できる部分については、そこはそれなりの対

応を、窓口も含めてさせていただいて、それ以外の部分については、やり方の中で研究させ

ていただきたいなと思っておりますので、とりあえず今現在やっている内容が、それぞれ必

ず国保に入られている方に全て周知させていただいていますので、そういったことも踏まえ

ながら、また対応していきたいなと思っております。

●議長（佐藤議員） よろしいですか。

（「はい」の声あり）

●議長（佐藤議員） 以上で、佐々木亮子議員の一般質問を終わります。

次に、５番、竹田議員の一般質問を行います。

５番、竹田議員。

●竹田議員 さきに通告して通告しておりました通告書に従って質問させていただきます。

１、真竜神社通りについて。

(1)町道143とその付近の道路について伺います。

ア、町道認定は一部と聞いているが、適用範囲を町道認定すべきと思う。また、今まで認

定をしなかった理由は何か。

イ、町内にある程度の利用度があるにもかかわらず、歩道の確保をしていない場所は、町

道143のほかにあるのか。

ウ、歩道のない道路は危険であるという認識はあるのか。

エ、津波避難場所の認定をしているが、町道143に対し、道路のあり方は十分と思っている
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のか。

以上であります。よろしくお願いいたします。いたします。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） ５番、竹田議員のご質問にお答えをいたします。

真竜神社通りについてのうち、初めに、「町道認定は一部と聞いているが、適用範囲を

町道認定すべきと思う。また、今まで認定をしなかった理由は何か」についてでありま

すか、真竜神社通りは、起点を国道44号交差点とし、終点は真竜神社入り口付近として、

昭和56年に町道路線の認定を行った延長115.5メートルの舗装道路であります。

この路線の先は、町営の宮園配水池敷地内を通り、宮園台大通りの終点につながる、

約200メートルの舗装道路となっており、一般の交通に利用されておりますが、町道とし

て道路敷地を確定するために必要とする隣接地所有者との用地処理の関係から、これま

で町道路線の認定は行っていないところであります。

次に、「町内にある程度の利用度合いがあるのにもかかわらず、歩道の確保をしていな

い場所は、町道143のほかにあるのか」についてでありますが、歩道は、当該路線の歩行

者及び自動車交通量などを勘案して設置しており、山の手地区、望洋台地区のように、

設置していない路線は多数あります。

次に、「歩道のない道路は危険であるという認識はあるのか」についてでありますが、

一般的に車道と歩道が区切られている道路のほうが、区切られていない道路よりも歩行

者の安全性が確保されるものと考えております。

次に、「津波避難場所の認定をしているが、町道143に対し、道路のあり方は十分と思っ

ているのか」についてであります。

宮園丘陵地区における津波時の避難施設としては、真竜神社のほかに、宮園丘陵地区

集会所があります。大津波警報が発表され、両施設へ避難するとした場合、徒歩であっ

ても車であっても、ほとんどの人がこの道路を通行することが想定されます。

このため、仮に全ての人が徒歩で避難される場合にあっては、安全な避難道路である

と考えますが、東日本大震災のときのように、徒歩による避難者と車による避難者が混

在した場合にあっても、現状での道路の構造を考えますと、特に徒歩による避難者に対

しては、必ずしも十分と言えないものであると考えます。

以上であります。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●竹田議員 質問どおりに答えていただいたので、中身が深くないわけでして、歩道のない道

路は危険である認識はあるのかということについては、143に対して、歩道があるかないかと

いう部分で聞いているんですけども、全く143の歩道がある、ないというのを無視して、ただ

歩道がない道路は危険であるという認識はあるのかと言ったら、それまでの答えしか答えと

してくれていないわけですけども、非常にこの答弁については悲しいものであるというふう

に思います。
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この町道143の部分については、いろいろと自治会のほうからも取り沙汰されていると思い

ます。

まず先に聞きます。この町道認定をしてこなかったという理由なんですけども、町道とし

て道路敷地を確定するために必要とする隣接地所有者との用地処理の関係から、これまで町

道路線の認定を行っていないところでありますという答弁でありますけども、この真竜神社

通りについての、まず自治会の要望がいつころからあったのか、まずそこを聞きたいと思い

ます。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） この問題ということで、宮園丘陵自治会から要望書を出されました

のが平成22年９月ということでございます。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●竹田議員 22年の９月ということで、およそ６年がたっているわけですよね。

まず、この道路に対して、歩道があったほうがいいのか、ないのかということを端的に聞

きます。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 現状幅員からすると、歩道を確保すると車道が狭くなり、冬期間の

人と車両の通行に支障が出るものと考えてございます。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●竹田議員 必ずしも、そうすると、歩道をつくるというのは100％無理なのかどうなのかとい

うことについてはどうですか。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 資金の問題は別にすると、用地確保ができれば、歩道の確保ができ

るというふうに考えますので、用地があれば歩道の設置は可能というふうに考えています。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●竹田議員 用地の確保があればということなんですけども、用地の確保については、22年か

らどういうふうに役場のほうで対応してきたのか、また、どういう調査をしてきたのかとい

うことが問題になってくるわけですけども、調査の部分については、用地の、例えば買収だ

とか、用地の確保に向けたいろいろな調査、努力については、どのように今まで行ってきた
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のか、教えてください。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 私、先ほどの答弁の中で、資金のことは別にというふうに言ったん

ですけども、このたびの問題に関しては、22年に要望を受けて、具体的に歩道設置の可能性

を検討してございます。それは、まず３点ございました。

１点目は、現道のまま拡幅して、階段状の歩道を設置するという案であります。

二つ目は、国道44号交差点付近の根室側にあるルートのほうに、もう１本、迂回ルートで

歩道を新設するというルート。

三つ目は、現道のルートを大きく変えて、真竜神社を回り込む、大きな迂回する道路で、

１案については勾配が変わりません。２案、３案については、勾配を改善するかわりに、延

長が倍近くなる、長くなるということで、これらの内容について、自治会のほうにお話をさ

せていただき、これまで自治会等の理解もいただきながら、安全な地域として守っていただ

いております。

買収に関しては、具体的にここの部分、ここの部分という、具体的な絵としては持ってお

りますけども、想定図は持っておりますけども、それらに係る用地の方との具体的な折衝に

ついては、まだ行っていなかったところであります。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●竹田議員 今後の流れについて、資料にも出していただきましたが、3.11の前にも、この土

地を利用する町民が高台へ移設をして住宅を建てたいという気持ちもあったのかもしれませ

んけども、津波以降、急速に、住宅を建てるなら宮園丘陵地区にという思いが非常に高くなっ

てきました。役場の職員の方も、ＯＢの方も、かなりこの丘陵地区におられるということも

聞いております。

人数については、資料をもらったとおりでありますけども、未就学、小学校、中学校、高

校に通われている方々は90名ということで、地区の密集から考えると、相当な人数がこの地

域から通われるようになるわけであります。歩行者の安全を確保するという意味からも、こ

この道路の整備というのはしなくてはならない部分であるというふうに認識はしているもの

というふうに思いますが、改めてそこを聞きたいと思います。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） この宮園丘陵団地と、いわゆる国道を結ぶ接点が、現在二つありま

す。一つは、真竜神社通り、本件の問題であります。もう一方のルートは、その交差点より

根室側に行ったところから、国道から上がっていく道路があります。その道路は、勾配も認

められる範囲で、宅地開発した際に、公道に必要なルートとして事業者が整備したもので、

当時、砂利道でありました。この住宅が建ち並ぶ状況から、平成５年から平成８年の間に、

その砂利道であったものを、歩道のある道路として町が整備を行いました。つまり、この時
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点で、危険であるという判断のもと、車もそちらのほうを通行していただきたいという計画

でありました。計画どおり全線改良舗装が終わったんですが、利用者側は不便だということ

であるようであります。いわゆる直近の、今の真竜神社通りのほうが入るのも出るのも短時

間、根室側はどうも迂回路という感じで、日常的な利用になっていないというふうに地元の

方からも聞いております。

このように、歩道整備はしたものの、そういった道路の場所、延長等によって、利用者に

満足いただけない結果となってしまったということで、今後、勾配をなくした道路をつける

ためには、やはり同じように蛇行する、できるだけ平坦な道路と考えますと、相当大掛かり

な事業となりますし、同じく現在あるこちら、宮園台大通りですけれども、そちらと同じよ

うに利用されないといった、通行者は直近の道路をどうしても利用してしまうという現象が

再び起こるだろうと。実はこの際、あわせて、今回、答弁を考える中で、検討させていただ

いた結果、やはりそこの部分は解消しきれず、基準に合う、いわゆる財源も必要ですから、

社会福祉整備交付金等のきちっとした交付金としての道路整備をするためには、一定の基準

が求められますので、そういったことにすると、平坦な道路、長い道路となりますので、こ

れらについては、利用者の満足が得られない線形になってしまうということでありますので、

これが改善されない以上は、今、具体的な蛇行する道路の整備というのは非常に難しいとい

うふうに考えてございます。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●竹田議員 道路の勾配については、現状の道路を維持するということで、できるというふう

には聞いていました。今の現状の中で、一番の問題は、道路と歩道の確保の問題ですね。道

路については、往来ができる車道、歩道については、今の現状の道路よりも拡幅をしなけれ

ば当然できないという部分があると思います。

今後、財源を含める問題、それから、財源等を確保するために、いろいろな制限を受ける

ということも確かにわかります。平成22年からもう６年もたっているわけです。そういった

部分で、できれば早急に検討していただいて、この道路の改修ができるのかできないのかと

いうことを含めて、整備に当たってほしいと。何よりも、児童が事故のないようにしていか

なければならないということが最重点と思いますので、事故があってからでは大変なことに

なります。そういった部分で、町民が安心してここを通行できるように、ぜひ早急に検討し

ていただきたいと思いますが、町長、いかがでしょうか。よろしくお願いします。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えをさせていただきます。

平成22年に要望をいただいて以来、何とか要望に応えたいということで、原課におい

てもいろいろな努力をいたしておるところでございます。

しかしながら、いろいろな要因がありまして、先ほど来、お話があったとおりであり

ます。

特に隣接する、要するに地主の方、この方の理解が得られなかったというのが大きな
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ネックやに聞いておるわけでございます。もちろん、それに伴う財政の問題等々もある

わけでありますが、しかし、やはり我々行政運営をするに当たりましても、さらにはま

た、自治会等の要望に対しましても、何とか実行、実現をいたしたいと考えましても、

竹田議員もご承知のとおり、ある一部の人によって、それができないというのが多々あ

るわけであります。

そういうことで、自治会の要望ということでありますが、そういう事実もあるという

ことも、自治会もご承知のことと思うのでありますが、やはりこれからも、よくまた自

治会等とも話し合って、解決できるものは解決をしていかなければならないし、さらに

はまた、要望に応えていかなけばならない、そのようにも考えておりますが、現実の問

題として、大きな課題があるという認識の中で、これから原課においても努力しながら、

自治体の要望に応えるべきであろうと思いますが、時間がかかると思います、現実に。

ですから、そういうことで、いま一度、もう少し時間をいただければと、かように思い

ます。

●議長（佐藤議員） よろしいですか。

（「はい」の声あり）

●議長（佐藤議員） 以上で、竹田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を行います。

６番、室﨑議員。

●室﨑議員 さきに通告いたしました一般質問通告書により質問申し上げます。

質問の１は、北海道市町村備荒資金組合納付金についてであります。

(1)として、北海道市町村備荒資金組合とは何か。

(2)として、北海道市町村備荒資金組合納付金の内容と現在高についてお知らせいただ

きたい。

(3)としては、広い意味での決算の中で、どのような位置をもって取り扱いを受けてい

るのか、これについてお聞きいたします。

２番目として、消費者被害対策についてであります。

現在、厚岸町の行っている消費者被害対策について、その内容をご説明いただきたい。

以上が質問の内容であります。よろしくお願いいたします。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） ６番、室﨑議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の、北海道市町村備荒資金組合納付金についてのうち、初めに、「北海道市町村

備荒資金組合とは何か」についてでありますが、北海道市町村備荒資金組合は、地方自

治法第１条の３第３項に基づく地方公共団体の事務を広域的に共同処理するために設置

された特別地方公共団体であり、同法第254条第２項に基づき、同組合を組織する普通地
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方公共団体がその一部を共同処理するための協議により規約を定め、北海道内の市町村

が隣保相扶の精神にのっとり、組合市町村が災害による減収を補てんし、または災害に

よる応急復旧事業費、その他災害に伴う費用に充てる積み立てに関する事務を共同処理

するため、昭和31年に北海道知事の認可を受けて設置された一部事務組合で、北海道内

の全ての市町村をもって組織されております。

次に、「北海道市町村備荒資金組合納付金の内容と現在高」についてのうち、納付金の

内容であります。

当該組合の備荒資金の設置、管理及び処分に関する条例において、普通納付金と超過

納付金の２種類とされております。

普通納付金は、設立目的達成のため、毎年度、組合市町村の地方交付税の算定に用い

られた基準財政需要額の100分の１に相当する額で、その額が500万円を超えるときは500

万円を納付し、積み立てるとされており、これにより、当町は毎年度、500万円を納付し

ております。

なお、普通納付金の積み立て基準額は３億円が上限と定められております。

超過納付金については、普通納付金の額を超えて納付する納付金とされており、納付

金の額に制限はありませんが、超過納付金の積み立て限度額は、組合市町村の前年度の

地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額の２分の１の額とされ、その額が30億円

を超えるときは30億円、10億円に満たないときは10億円とされております。

普通納付金の支消の還付は、その納付目的以外に使用することはできませんが、超過

納付金については、市町村の財政の都合により、いつでも還付することができるとされ

ており、この部分が普通納付金と超過納付金との性質の違いとなります。

次に、納付金の現在高でありますが、当該組合から示された直近の残高として、平成26

年度末で申し上げますと、普通納付金が7,271万7,000円、超過納付金は12億2,199万6,000

円となっております。

次に、決算での取り扱いでありますが、平成24年度決算から、決算書の財産に関する

調書の中に、それぞれの納付金ごとに納付額と現在高を表記するとともに、一般会計決

算資料及び普通会計決算における財務諸表の貸借対照表へ記載し、公表をしております。

続いて、２点目の消費者被害対策について、「厚岸町の行っている消費者被害対策」で

ありますが、町では、平成16年６月に、町内における関係機関、団体等が消費者被害に

関して相互に連携し、消費者に対し、消費生活に関する情報提供及び啓発運動を推進す

るとともに、適切な相談活動を通じて、悪徳商法追放機運の醸成を図り、消費者被害の

防止に資するため、厚岸町消費者被害防止情報連絡会議を設置し、活動してきておりま

す。

この組織には、警察関係者、消費者協会、自治会関係者、福祉関係者、産業団体関係

者、金融機関関係者、識見を有する者、町行政関係者、16人の方々に委嘱させていただ

き、年に２回、会議を開催し、各団体等から悪徳商法等の消費者被害に関する情報を収

集し、この情報を関係機関へ提供し、消費者啓発活動の支援を行い、消費者被害の防止

を図っております。

町としては、町民課において、厚岸町防犯協会などとの関係機関との連携を図って、

特殊詐欺啓発チラシの配布や街頭啓発、実践型防犯教室における空き巣や特殊詐欺など
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の対処法の説明、特殊詐欺啓発用暑中見舞いと年賀状の全戸配布、振り込め詐欺防止電

話ポップの全戸配布を行い、保健福祉課においては、地域包括支援センターにおける高

齢者などの消費者被害相談の実施、福祉用具や消費生活用品の重大製品事故にかかわる

公表情報のグループホームへの周知、町民生委員・児童委員協議会において、特殊詐欺

の注意喚起を促すチラシの配布、北海道消費者被害防止ネットワークニュースのチラシ

配布などを行っております。

水道課においては、最近、水道、下水道に関する消費者被害の情報はないところであ

りますが、水道の広報誌「すいげん」などで、工事指定店のリストを掲載し、修理など

の対応できる業者の周知を図り、指定外業者との工事トラブルの未然防止に努めており

ます。

まちづくり推進課においては、町民への振り込め詐欺などと思われる事案情報の通報

があった場合、厚岸警察署などへ連絡し、防災行政無線と情報告知端末による注意喚起

や、高齢者通所施設への情報提供を行うほか、自治会に消費者被害防止啓発用パンフレッ

トの提供、マイナンバー制度に便乗した詐欺に関する注意喚起チラシの町内配布、小学

校高学年や中高生に消費トラブルの未然防止用パンフレットの配布なども実施しており

ます。

また、広報あっけしに、振り込め詐欺に遭わないよう、注意喚起を促す広報をしたり、

消費生活相談の対応につきましては、釧路市消費生活センターと連携して、町民の消費

生活に関する相談に応じたりするなど、できる限り町民が消費者被害に遭わないよう、

遭った場合に適切な対応ができるよう努めているところであります。

以上でございます。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●室﨑議員 まず、北海道備荒資金組合、これについてお聞きいたします。

まず、普通納付金と超過納付金と２種類あって、その性質が違うんだという話があったん

ですが、現在、普通納付金の積み立て基準額、上限が３億円となっているというふうな説明

でしたが、前に聞いたときはそうじゃなかった、5,000万円ぐらいだったんですけども、これ、

いつ変わったんですか。

それから、普通納付金については上限が30億円もしくは10億円というふうになっているん

ですが、厚岸町はどっちなんでしょうか。これについてもいつ決まったのか。まずこの二つ、

簡単に教えてください。

●議長（佐藤議員） 税財政課長。

●税財政課長（星川課長） ただいまのご質問にお答えさせていただきます。

まず、普通納付金の部分と、超過交付金の、ここの部分につきましては、いずれも昨年の、27

年の段階で組合のほうの規約が改正されておるということで、その基準になっているという

状況でございます。

それと、超過納付金の部分ですけれども、うちの場合、基準財政需要額の２分の１という
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ことですので、うちの場合ですと30億円まで満たしておりませんので、今、約48億円の基準

財政需要額ですので、その２分の１ということなので、現在では24億円ということが上限と

なるということなので、これは毎年の交付税の算定の結果をもって、ここの部分が数字が変

わるということになります。

以上であります。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●室﨑議員 それではお聞きします。何回か既に決算の委員会だとか予算の委員会で、私、こ

れについてはお聞きしていますので、今回はそれをまとめるような形でお聞きしているんで

すが、これは行政の場合には、いわゆる地方自治体の場合には、民間の場合だと積立金とい

う制度がありますけれども、それと同じようなものが地方自治法に記載されておりますね。

基金というのがあります。今、時間がないので、私のほうから言ってしまいますが、違って

いたらチェックしてくださいね。

基金という制度は、結局、財政というのは、その年度に入ったお金はその年度に支出する

というのが大原則ですよね。単年度主義と言っていいんでしょうか。ところが、それをがち

がちにやってしまいますと、大変財政運用は難しくなります。行政需要も、また、財源も、

その年によって上がり下がりが結構ありますからね。

それで、その緩衝、バッファとして、いろいろな例外があるわけですよね。その中の例外

の一つに基金というものがあります。これ、地方自治法の241条でしたか、そこのところに記

載されておりますね。これはどういうのかというと、特定目的のために財産を維持、資金を

積み立てるということが許される。ただし、このときは、条例で定める特定目的のためでな

ければならない。特定目的という意味では、財政調整基金と減債基金というのはちょっと色

合いが違いますけれども、それでもそれは条例で決まっているわけです。

この基金の制度趣旨といいますか、なぜ一つ一つ条例で決めるというふうに地方自治法は

決めているんでしょうか。その趣旨をどのようにお考えでしょうか。

●議長（佐藤議員） 税財政課長。

●税財政課長（星川課長） ここの基金の部分ですけれども、ご質問者おっしゃったとおりの

内容になってございます。

基金の部分につきましては、質問者もおっしゃいましたとおり、それぞれの基金の造成目

的というものが決められております。それを確実に、明確に、透明性を持ってそこの部分を

取り崩して執行していくという部分が、そこの基金という部分の取り扱いになるかというふ

うに私どもは考えております。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●室﨑議員 それで、これは私が何回かお聞きしているうちの、平成24年の３月12日の補正予

算審査特別委員会の中で、当時の財政課長が、この備荒資金の超過納付ということについて
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説明をしてくださいました。そのときに、いわゆる町で自主的に積み立てる積み立て基金等

と同様の扱いができますと。したがって、利率は銀行よりもはるかにいいので、この超過納

付金を活用させてもらっているんですという言い方をはっきり言っている。すなわち、財政

担当者にとっては、まさに財調基金と同様のものでないのかということをみずからおっしゃっ

ている。とすれば、基金の趣旨を逸脱した隠れ財調をつくっていることになりませんか。ま

ずその点についてお聞きしたい。

●議長（佐藤議員） 税財政課長。

●税財政課長（星川課長） 基金の部分の取り扱いですけども、先ほど答弁したとおり、そう

いった目的があって、その目的を達成するために基金を造成していくという部分が基金の趣

旨ということになっております。

今回、備荒資金組合の部分で、普通納付と超過納付がございまして、普通納付は、災害で

すとかそういったものに備えるための納付金ということで、それは目的がそれぞれあってと

いうことなんですけども、以前に、超過納付の部分は、ご質問者おっしゃいましたとおり、

基金とはまた性格的には、町が直接管理する基金と組合のほうで管理する基金というふうに

性質的に分かれておりまして、そこの部分は、今回、超過納付の分は、備荒資金組合のほう

の管理のもとに基金としてやっていただいているという部分ではございますけども、ただ、

同じ財政全般を調整する中において、そういったそのときそのときの財源の部分をいかに有

効に活用させていただくかというのが非常に重要でして、当時の部分につきましては、一定

の基金に、一般的な基金のほうに造成するよりも、こちらの制度がなされている備荒資金組

合の超過納付という制度を活用させていただいて、原資を、そこをふやしていくという選択

をさせていただいたという部分でございますので、よろしくお願いします。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●室﨑議員 大変苦しい答弁していますね。要するに、これがあると便利なんだと言っている

以上の何もないでしょう、今の話は。私はそんなことを聞いているんじゃないの。ちゃんと

財政調整基金というものがあるんだから、特定目的のためだけでないですよ、基金というの

は。財政調整基金というのは、財政調整のためにと目的は書いているけども、これはまさに

どうにでもなるわけでしょう。この事業をやるためにとは書いていないんだから。それと同

じものをもう一つ別個につくっておきます、そのほうが便利なんですと言っているだけです

ね、今の話は。それはおかしいんじゃないかと私は聞いているんのだけども、それに対して

は、基金の趣旨から見てどうなんだと聞いても、あなたは答えられない。

それから、普通納付というのは、我々の感覚で言うと無尽ですよね。道内の176の市町

村、夕張と赤平が抜けているのかな。そこのところがみんなが幾らかずつ出して、プー

ルしておいて、何かがあったとき、そこから借りて使いましょうという、昔よくありま

したよね、まちの中でも無尽というやつが。みんなで出し合っておいて、そこから１人

が何かあったときに借りるという。あれと同じやり方をしているから、普通納付をぼん

ぼんおろされたのでは、これはたまったもんじゃないから、これはおろすわけにいかな
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い。よくわかります。

しかし、超過納付というのはいつでもおろせるんですよ。何のために使うかなんてい

う制限もないんのです。そうしたら、銀行の普通預金と変わらんでしょう。銀行にはそ

れを管理するための規約がありますよ。債権者との間での約款もありますよ。今、備荒

資金組合の条例で管理していますからと言うけど、これ、厚岸町の立場にとって、厚岸

町の目線で見れば、銀行が管理規約をつくっているのと何が違うんですか。厚岸町の財

産、債権ですよ。それがぽこんと、ついこの間まで決算書にまで出てこなかった。どこ

にあるかわからない。

しかも、その額が１億円や２億円なら、私、前にも言ったけども、目くじら立てませ

ん。だけど、現在、基金残高とほぼ同じでしょう。今回いただいた資料、納付状況一覧

表は私のほうでお願いしたら、精緻なものをつくってくださった。感謝しています。と

同時に、積み立て基金等残高推移一覧表というのが出ていますよ。それを見たら、28年

末になったら、基金残高よりも備荒資金組合の納付金残高のほうが大きくなるんですよ。

これで、今あなたがおっしゃった財政の透明性ということが言えますか。隠れ基金をつ

くっているだけじゃないですか。そのことを言っているんです。ただ、あなたのほうで、

そうですね、やめましょうなんて言えない立場だろうから、ここのところは私の意見と

して言っておきます。

それで、何でこんなことを言うかということですよ、私が。それは、この積み立てて

いる納付金、これ、税金だからですよ。税金というのは、行政担当者の自分の金じゃな

いです。町長の自分の金でもないです。他人の金ですよ。言葉悪く言えば、人の懐から

むしりとってきた金ですよ、税金というのは。みんなそれを納得して出しているんだ。

嫌だとは言わない。言わないのは、言えないから言わないんじゃないんだ。みんな納得

しているからなの。それはなぜか。行政サービスの費用だからです。どこかの裏にため

ておくために税金を払っているわけじゃないんです。趣旨を取り違えているんじゃない

ですか。

まだある。厚岸町は非常に財政状況が苦しい時期がありました。少し今、よくなって

きました。これは財政担当者初め町長を初めとする理事者の努力です。これは認めます。

ただ、この大変なときに、職員の給与を１割とか何％とか削りましたよね。独自の給

与削減というのをやった。何年までやりましたか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 平成17年度から平成21年度まで行っております。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●室﨑議員 今回出していただいた資料によりますと、平成22年に３億円積んでいるんですよ。

ここで給与の削減の終わった途端にものすごく財政がよくなったんですか。これ、今まで削っ

てためていた金も入っているんじゃないんですか。行政サービスに使うからというので、そ

の金が足りないからというので、職員も皆協力したんでしょう。その次の年に３億円、別の
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ところへ積んでいるんですよ。これ、健全な財政運用と言えますか。私は大変疑問なんだ。

この点はどうなんですか。金に色がついていないからどうにでも言えるでしょうけど。

●議長（佐藤議員） 税財政課長。

●税財政課長（星川課長） 今のご質問でございますけども、確かに財政改革ということで、

平成14年のときから財改に取り組んできておりまして、先ほど総務課長のほうから答弁あっ

たとおり、職員人件費のほうも、そこで１割カットですとか、そういったことをさせていた

だきながらやってきたということで、その背景にありますのが、ご承知のとおり三位一体の

改革がございまして、そのときに交付税のほうがかなり圧縮になった、国庫補助金のほうも

圧縮になったと。そういった中で、本来、税源移譲という形の中で、本来は来るべき財源の

ほうが来なかったということがございまして、そういった背景があるということでございま

す。

ただ、今回、21年度をもって給与カットの部分をやめて、３億円積み込んだという部分に

つきましては、これについては、三位一体の改革が終わって、非常に地方が疲弊していると

いう状況を国のほうがとらえまして、そこで交付税ですとか、そういったものを三位一体改

革の前の状況に戻してきたということもございまして、交付税のほうも伸びてきておったと

いうことがあって、その中で、年間の需要額を見た中で、備荒資金組合のほうに超過納付と

して積み立てさせていただいたという現状でございます。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●室﨑議員 私も福祉関係の審議会なんかに入れられて、いろいろなものを見ていますよ。そ

うすると、住民要望はいろいろあります。経済的にも大変だなと思うような状況の中で、今

まで出していた補助金を、町の担当者なり、あるいは副町長なりがお見えになって、町の財

政の状況をいろいろお話しになって、それで、そういうわけだから、今まで100出していたも

のを50にしなきゃならない、50出していたものを30にしなきゃならないと、削りましたよ、

あのときに。みんなも、そういう財政状況なら、これはもうそれ以上言えないだろうなと思っ

て、賛成しましたよ。そういう場面に何回も私、あっています。これは仕方ない。それが、

ちょっと潤沢になったというときに、これだけ潤沢になったからといって、基金ではないと

ころに、当時は決算にも出ていないところに、３億円、ぽんと横に積んでおいた。こういう

財政運用が許されるのか。

何で基金か。もう一度言いますよ。何で基金の制度というのは条例をつくんなきゃならな

いのか。言うまでもないでしょう。今私が言ったことで、もう答えが出ていますよね。例外

なんだ。特殊な例外なんだ。これを勝手にやられたら、行政サービスなんかしないでどんど

ん積み立てのほうに持っていく可能性がある。だから、先ほどあなたが言ったように、財政

の透明性というものを図るために、きちんと条例で、議会で議論して、みんながわかるよう

な形にして積み立てましょうというのが地方自治法の趣旨じゃないですか。それを逸脱して

いませんかというのが私の質問の中心の趣旨なんですが、それに対してはどうお答えします

か。
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●議長（佐藤議員） 税財政課長。

●税財政課長（星川課長） 基金の取り扱いについては、まさにご指摘のとおり、そこで透明

性を確保するという部分が必要となります。

ただ、この中で、今回の備荒資金組合の超過納付、この部分につきましては、透明性を確

保するという上では、毎年の予算の中で、この納付金の補正予算として計上して、そこで皆

さん方にご説明した上で納付金を備荒資金組合のほうに納付して、そこの備荒資金組合のほ

うの基金として取り扱っていただくというような流れが一般的な部分でございまして、我々

も、その会計手法も、あわせてそういった手法をとらせていただいているという状況でござ

います。

ただ、いずれにいたしましても、透明性という部分をやっぱり皆さん方にお示しするとい

う、隠すことではなく、そういった透明性を確保するというのが非常に大事ですので、今後

についても、我々のほうもそういったものを確保する上で、周知ですとか、そういった部分

を含めて、皆さん方にお示しするのとあわせて、町民の皆さん方にもお示ししていくという

ことで対応してまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●室﨑議員 何分まででしたっけ。あと何分。

●議長（佐藤議員） あと28分です。

●室﨑議員 時間が余りないからこのあたりでやめますけども、最後にお聞きします。

今回、決算が決まりましたよね。それで、広報あっけしの２月号ですか、そこで非常

にわかりやすい説明が出ましたね。平成26年度決算、町の会計簿を公表しますと、いろ

いろな図でわかりやすく説明しています。町の自主財源は28％、要するに借金はこれだ

けあって、貯金はこれだけあるんですよと、非常にわかりやすく説明している。行政に

関係した特別な人を除いたら、皆さん、決算、一般町民はこれしかないんですよ。この

中に厚岸町の、ここに基金がずっと書いてあります。この基金残高とほぼ同じだけの額

が基金じゃないところに積み立てられているんだけども、書いていないんですよ。何も

出ていないんですよ。今、あなた、公表して、透明性を高めてどうのこうのと随分とおっ

しゃっているけども、やっていることと言っていることと違うんじゃないですか。何で

書かなかったんですか。その理由を教えていただきたい。

●議長（佐藤議員） 税財政課長。

●税財政課長（星川課長） この備荒資金組合の納付金の超過納付の部分ですけども、以前の

議会のほうでも、そういった広報を通じてお知らせするということを言っておきながら、今

回、また２月号で、その中でも公表しなかったという部分は、私の配慮が足りなかったとい
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う部分、ただここだけでございます。

ただ、こういった部分がありますので、今後の部分、こういった財源ですとか、基金です

とか、そういった財政状況を公表する上では、広報誌に必ず載せて周知していきたいという

ふうに思っております。ただ、今回については、私の失念ということでご勘弁願いたいと思

います。よろしくお願いします。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●室﨑議員 私が全部かぶると、そういうふうにおっしゃるわけだ。大変潔い話だ。だけども、

それで済まない部分がある。前に私、予算委員会か何かで聞いた。そうしたら、その当時の

財政課長は、休憩を求めて、議事録にこれが載ったら困るんですと言って答弁した。その態

度はずっと続いているんじゃないか。要するに見せたくない、隠しておきたい、へそくりは

人に公表するもんじゃない、そういう意図があるんじゃないかと疑われるんですよ。１回じゃ

ないんだ。これは若狹町政の信頼を揺るがすことになりますよ。いかがですか。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からお答えさせていただきます。

備荒資金並びに備荒基金につきましては、私の記憶しておりますところ、室﨑議員からは

６回程度の質問があったかと思います。適正な質問でございました。それがゆえに、町独自

の条例も廃止をさせていただきました。さらにはまた、今ご指摘がございましたが、町のバ

ランスシートの関係におきましても指摘がございました。その中でも、決算においても備荒

資金については記載をさせていただいておるところであり、また、予算案につきましても、

適正な備荒資金の明記をさせていただいておるわけであります。

今回の決算の広報誌に対しては、今、課長からお話があったとおりであります。本当に記

載がなかったということは、町民に対する備荒資金というものが、また、室﨑議員からご指

摘がありましたとおり、明確な町民への情報をしなければならないということについては、

落ち度があったというように私もとらえておるところでございます。

ですから、今後、そういうことのないように、さらに襟を正しながら、やはり何と言いま

しても、行政運営は明解に、そしてまた、町民に周知をするということも大事なことでござ

います。特に財政については大事なことでありますので、この点については、今後気をつけ

て、ご指摘のとおり進め、ことを図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解いただき

たいと存じます。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●室﨑議員 次に行きます。

消費者被害対策ですが、消費者被害対策というと、町長の答弁の中にも最後のところに

ちょっと出てきますが、被害に遭った人に対して、その補てん、それをどうするかという問

題と、それから、予防の問題と、２点に分かれるかと思いますが、私は予防を中心にお聞き



- 134 -

しますので、時間もないですから。

それで、消費者被害といってもいろいろな種類がありますよね。消費者庁の出しているも

のを見ると、非常に難しい、消費者安全法の話、第２条のあたりの話がずっと書いているん

だけど、こんなものを読んでもよくわからない。要するに、詐欺のような類いのもの、それ

から、物品を買ったんだけども、その物品がきちっとした性能がなかったというようなもの、

その他もろもろの悪徳商法と言われるようなもの、それが大体イメージとしては浮かぶので、

今、消費者とは何か、消費者被害とは何かという定義をがちがちやってお聞きしませんから、

多少話がブレますけれども、それは勘弁していただきたい。

その上でお聞きするんですが、平成16年に消費者被害対策協議会、厚岸町消費者被害防止

連絡会議というのができましたね。これも議会で議論になって、やりますと言ってから半年

ぐらいかかってできたんですけど、これができました。

このときの設置の話は、ここのところに設置要綱があって、いろいろと難しい話か書いて

いるけども、いわゆるネットワークをつくる。町内のどこかでぽんとそういうようなものが

入ってきたら、悪い言葉で言うと、やられたりやられそうになったら、その情報はすぐその

ネットワークの中全部に伝わるというものをつくりましょうという話だった。

今聞いていると、そういう当時の趣旨みたいなものがもうどこかに置き去られているんで

ないかという気がしてしようがない。今の町長の答弁を見ると、厚岸町がやっているのは、

チラシとか印刷物をつくって配っているだけですね、簡単に言ってしまうと。それ以上のも

のはない。

それから、この連絡会というのは年に２回開いて、この答弁の中だと、そのときに情報提

供しています。これで終わりですか。そうではないでしょう。情報が入ったときに、すぐばーっ

とそのネットワークに流しているんじゃないですか。その点、簡単に答えてください。

●議長（佐藤議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） 消費者被害防止情報連絡会議を設置させていただいてか

ら、こういった消費者被害に対応する組織の方々が入られたことによって、さまざまな情報

がもたらされるようになりました。そのもたらされた情報をもとにして、また次の方がそう

いった被害に遭わないようにという対策も講じられるようになりました。速やかに町民の皆

さんにお知らせする場合は、防災無線、ＩＰ告知でお知らせするというのは町長答弁にあっ

たとおりでございます。それから、もたらされている情報によって、類似の被害に遭わない

ようにということで、関係するところにも連絡はとっています。それは、先ほどの町長の答

弁の中にも、注意喚起や高齢者通所施設などへの情報提供を行うという表現の中で町長から

答弁させていただいたつもりではございます。そういったことで、そういった連絡網を通じ

て、関係するところには、その都度、速やかに連絡するという体制はとらせていただいてい

るところでございます。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●室﨑議員 その関係するところにはなんですけど、どうも大体ここの連絡会、16人だという
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んだけども、ほとんどの人はそれぞれの団体の代表ですよ。あるいは団体から送り込まれた

人。そこのところには何か年に６回ぐらいありましたといって、通知が流れたのは事実らし

い。だけども、それぞれの団体の、例えば金融機関など、全部の金融機関に自動的に流れて

いるのかどうか、後追い調査していますか。自治会連合会の会長さんは入っています。自治

会連合会の事務局には流れたようです。各自治会には行っていませんよ。これは調査してい

ます、私のほうで。ですから、情報が流れていますというんだけども、非常に形式的になっ

ている。違いますか。その点の調査をしていますか。

●議長（佐藤議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） 金融機関につきましては、町内に２金融機関、プラス郵

貯がございます。そこには、例えば振り込め詐欺等の予兆があった場合には、こういったこ

とがあったということで連絡はさせていただいていますので、その中では、金融機関の中で

は迅速な対応をとっていただいているという状況にあると認識してございます。

自治会のほうでございますが、これにつきましては、町民課のほうでその事務局を担って

おりますので、そこを通じて各自治会のほうに連絡をさせていただくとともに、連合会の会

長さんのほうには連絡をとっていただくことにはなっています。その中で、必要な情報につ

いては流していただくということも想定した中での連絡をしているつもりでございますけど、

その後、隅々まで行き渡っているかということにつきまして、ちょっと私の段階ではちょっ

と確認がとれていないという状況ではございます。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●室﨑議員 流しっぱなしなんですよ。それも、その16人というような団体の長とかそういう

ところにだけ。今、金融機関とおっしゃったけれども、銀行は二つありますね。それから、

漁協、農協の金融機関ありますね、金融窓口。あと、郵便局、幾つあるんですか、厚岸町に、

特定郵便局だとかそういうのも入れたら、結構あるでしょう。それ全部に一斉に流れている

という確認をしていないでしょう。それとも、これ、直接やったほうがいいんですよ、あな

たのほうから。だって、あそこは非常な防波堤になるところでしょう、振り込め詐欺とかオ

レオレ詐欺とか言われる類いのものには。どうもそのあたりが、子細に聞いていくと、みん

な途中でおぼろげになってしまう。つもりでございますとか、そのようになっておりますと

か、そのような話で終わっている。今、時間ないから、それについては指摘だけしておきま

す。

それで、あと、いわゆる消費者被害と言われるものの標的にされる人たちは、もちろん一

般の人だって引っかかることはあるんだけど、やっぱりお年寄りとか子供とか、判断能力の

弱者と言われるような人たちのところに多いんです。それだけに、福祉関係者との間の緊密

なる連携が必要だと思うんです。社協だとか、そういう福祉団体だとか障害者団体だとかの

間の緊密な連絡というのはどのようになっているでしょうか。

●議長（佐藤議員） まちづくり推進課長。
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●まちづくり推進課長（小島課長） 金融機関への情報の伝達については、速やかに下々まで

わたるような状況をどのようにして構築していくかというのは、速やかに検討させていただ

いて、金融機関との確認のもとで進めさせていただきたいというふうに思います。

それから、判断能力が乏しい方というか、そういう方々への対応でございますけど、この

組織の中にはそういった方々が入っているのはご質問者もご存じのとおりでございます。そ

れぞれのそういう方々に対する、いわゆる消費者被害に遭いそうな事案というのは、それぞ

れ、例えば訪問介護するとか、そういう事案の中で、把握しているものがあるという情報は

聞いてございます。気をつけなければならないものは対応しているという連絡会議の中での

ご意見もございますが、そういったことも前提にはあるんですけど、これがまだやれること

はないのかというのも、これから確認していくということは大事なことではないかなと思い

ます。

それから、意見の中では、未然防止につながるための対策をということで、例えば玄関に

そういった押し掛け商法みたいなものを事前にお断りするステッカーを貼ったらどうかとか、

そういった建設的な意見も出ておりますので、そういったことも含めて、トータル的にもう

少しやれることはないのかということは検討してまいりたいというふうに思います。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●室﨑議員 今、私が言っていることは、今回初めて言ったんじゃないのですよね。全部議会

だとか、あるいはその連絡会議だとか、厚文だとかで言っていることなの。平成16年から始

まったこの組織が、今になってそういうことを言っているんですよ。これを日本語で小田原

評定というんです。同じ話をぐるぐるぐるぐる言っているだけで、何も動かない。

時間、あと何分ですか。

●議長（佐藤議員） 12分。

●室﨑議員 まだそんなにあるんですか。わかりました。

それで、あと二つ、ポイントを申し上げます。

一つは、情報をいかに的確に早くキャッチするかという問題です。今、課長、それがわかっ

ていて、ちょっと答弁の中で一時触れているんじゃないかと思うんだが、一つの標的にされ

るのは、お年寄りですよ。ひとり暮らしのお年寄り、あるいはお年寄り２人で暮らしている

老老介護なんて言われるようなおうち、これはねらわれやすいですよね。

それで、現実に私、そういうお宅に訪問したときに、台所にいっぱい何だかわけのわから

ん水が積んであったり、それから、これ、困っているんだと言われて見せられたのは、押し

入れの中に真新しい夜具が袋に入ったまま３組も置いてあったりするんです。来て、おばあ

ちゃん、これ、とってもいいもんだよと言ったら、ふんふんと言って買っちゃったというん

ですけども、そこにはヘルパーが入っているんです。ヘルパーを派遣しているのは社協です。

社協と、それから原課のほうが緊密な連絡をとって、そういう問題意識を持ってもらって、

何かおかしいなということがあったときにはすぐ情報をもらいような体制ができていれば、
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そういう情報は即座に入るんですよね。

そのほかにも、福祉課を含めていろいろあるかと思います。あるいは、児童生徒になりま

すと、今、スマホだとかコンピュータだとか、いろいろなものでネット販売というものに手

を出してしまったりする可能性もある。変なボタンを押していたら、いきなり幾ら幾ら払っ

てくださいという画面が出たなんていう話も聞いている。そういうものについて、やはり原

課と教育委員会が手を携えていかなきゃならない部分は当然あるでしょう。そういう自分た

ちの課だけではできないいろいろなものを有機的に役場の中のいろいろな分野と組み合わせ

ていかなきゃならない。これも私、何年も前から何回も言っているんだけど、進んでいない。

今まで何をやっていたのかという話になるんです。いかがですか。

●議長（佐藤議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） お年寄りの、いわゆる消費、もの売りのトラブルという

のは、社会福祉協議会からの先だっての会議の中でも何件か消費トラブルがありますという

情報はいただいています。ただ、これについて、個々具体的に、それが犯罪に結びつくとい

うか、そういったところまでいくかどうかというのは別にして、通常であれば必要でないも

のがやっぱり買われてしまっているというのは、これはやっぱりどう考えても普通ではない

という状況があるようでございます。

ですから、そういった部分については、ご質問者がおっしゃられるように、対象が非常に

多岐にわたって把握しづらい状況でありますから、そこに出向いている、例えば介護サービ

ス業者、それからヘルパーの方々、具体的に言いますと、そういった方々等を通じて情報を

いただいた上の中で、こういった事案が発生していますよというのを速やかに伝えるような

工夫がもっと必要であろうというふうに思っています。

それから、この組織の中には、もう少し幅広く、役場の行政の担当をもう少し入れる

必要があるのではないかということも感じているところでございますから、このあたり

も含めまして、今後検討して、対応するように、もう少し努力させていただきたいと思

いますし、そういったことには、未然防止についてはさまざまな機関と連絡をとりなが

ら対応させていただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●室﨑議員 この１年を見ても何もやっていなかったけど、これからはちゃんとやるよと、そ

ういうことですな。

それで、最後にもう一つお聞きします。何かあったときに、すぐ電話なり何なりをして相

談にのってくれる窓口がみんなほしいんです。相談窓口とでもいうんですかね。そうすると、

警察へ行ってくださいということになると、やっぱり警察というのは、お年寄りでも何でも

二の足を踏むんのですわ。うんとひどい状況は別ですけどね。犯罪と言えるかどうかはっき

りしないような、今まさに課長おっしゃったように、微妙な話はあるんですよね、向こうに

も理屈がありそうな。そうすると、やっぱり一番最初に厚岸で親身にのってくれる身近な存

在というのは役場だと思うんですよ。役場にぽんと電話して、実はこういうことがあったん
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だけどと言えるような窓口をつくってほしい。ところが、これに限らず、いろいろなご連絡

くださいというとき、広報あっけしあたりを見ても、必ず書いている書き方は、厚岸町役場

何々課何々係までご連絡くださいと書いているんですね。それでみんな引いてしまう。何々

課だったっけと、電話をかけたときにまたわからなくなる。何々係に至ってはまだそうです

よね。オレオレ詐欺係なんていうのがあるんだったらわかりますけどね。そうすると、とに

かく役場に電話くださいと。かけたら、電話を受けた人がぱっと回すような体制を役場の中

でつくればいいだけのことでしょう。その負担を町民に与える必要はないんです。そうする

と敷居が高くなってしまう。これを考えてください。

それともう一つは、９時－５時というのは障壁ですよ。９時－５時でないときにどうする

かということも考えていただきたい。そうでないと、真の意味で対応できる窓口ではないと

いうふうに言わざるを得なくなります。この点についてはいかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） 16年にこの組織を立ち上げてから、何もやっていないと

いう厳しいご指摘でございますが、この組織の中に入っている方々、個々の中ではいろいろ

な努力をされておりますし、今までも連携を図ってやってきたつもりでございます。そのこ

とについてはご理解いただきたいなと思います。

なお、それを前提にした上で、もっとやり方があるのではないかということは、ご質問者

おっしゃられる部分は非常によく理解できますし、関係する皆さんにもそのような思いを共

有できるように、今後進めていきたいと思います。

それから、相談窓口の件につきましては、防犯協会のほうで電話のところに、これは怪し

いと思ったときにはすぐ連絡してくださいというポップ、これを全世帯に配らせていただい

たり、そういう対応はしておりますが、その連絡先が警察であるということもあって、ちょっ

とそこは敷居が高いなということも感じられる人がいるかもしれません。そういった場合に

は役場に連絡をくださいということは申し上げることはできると思いますし、それから、５

時を過ぎてからの連絡についても、役場には当直の職員が必ずおりますので、そこを通じて

の連絡というのも検討させていただければというふうに思います。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●室﨑議員 お願いなんだけども、結局、町の消費者被害対策ですから、何とか協議会だとか

何とか連絡会だとかというものに全部押しつけるような言い方はやめていただきたい。

それから、個々の皆さんがそれぞれやっているのは本当にわかっているんですが、私が聞

いているのは体制づくりなんです。ネットワークなんです。それがさびているんじゃないか

ということを指摘しているんです。その点、間違えないでいただきたい。

その上で、明確に進めるべきものを進めて、消費者被害予防、消費者被害対策の実を上げ

ていただきたいと、これを切にお願いするところであります。

●議長（佐藤議員） まちづくり推進課長。
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●まちづくり推進課長（小島課長） ご質問者の趣旨、ごもっともな部分が多々あろうかと思

いますので、そのような方向性で努力させていただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） 以上で、室﨑議員の一般質問を終わります。

次に、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 平成28年第１回定例会に当たりまして、通告してあります３点について一般質問

を行います。

まず１点目でございます。

厚岸町未来創生総合戦略についてお伺いをいたします。

まち・ひと・しごと創生法第10条第１項の規定に基づき、厚岸町未来創生総合戦略を

今月中に策定されますが、策定に当たり、国や北海道の長期ビジョンを勘案し、本町の

第５期総合計画を冠に、厚岸町における人口の現状を分析するとともに、人口の将来展

望を踏まえ、５カ年、2015年から2019年の戦略で、その基礎となる厚岸町の人口ビジョ

ンを策定されました。厚岸町未来創生総合戦略策定に当たっての町長の所見と、最重点

目標についてお尋ねをいたします。

次に、計画策定のスケジュールと、策定後の町民への周知方法はどうなりますか。

さらには、人口ビジョンの2060年における厚岸町独自推計は6,083人となっており、こ

の推計の根拠と、キノコ産業の位置づけについてお尋ねをさせていただきます。

２点目でございます。

町内の保育所に係る保育料について伺います。

国や本町における総合戦略で、少子化対策をうたっておりますが、現在の保育料がど

うなっているのか、お尋ねをさせていただきます。

私は以前から、子育て支援の観点から、保育料に特に第３子への支援をと考えており

ましたが、今回、議案第33号と34号も関係がございますが、厚岸町立保育所条例の改正

が上程されております。この上程に当たっての考え方と、保護者の負担はどうなるのか、

お尋ねをさせていただきます。

３点目でございます。

ランニングマシンの復旧について伺います。

あみか健康増進室に２台設置のうち、１台が１月７日以降、故障し、利用できません。

貼り紙がありました。２月中旬に、利用している皆さん、本当にしびれて、どうなって

いるんだろうという、だんだんその声が多くなってきております。もう既にそれから３

カ月たっております。いつ直るんだろうか。利用者は、冬期間の運動に、健康増進にと、

今までも一生懸命利用されてきたんですけれども、利用時間を、例えば20分のものを10

分にするとか、お互いに譲り合って、我慢をし合って利用しておる実態にございます。

私は、この早期対応が必要と考えますが、いつ改修できるのかお尋ねをさせていただき、

１回目の質問といたします。
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●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） ８番、南谷議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の、厚岸町未来創生総合戦略についてのうち、初めに、「策定に当たっての私の

所見と、最重点目標」についてでありますが、厚岸町未来創生総合戦略では、産業と雇

用分野である漁業と農業の活力で地域経済が元気になるあっけし、移住と観光分野であ

る地域の魅力で人を呼び込むあっけし、出産・子育ての分野である子どもを安心して産

み育てられるあっけし、さらには、暮らしに関する分野の、誰もが安心して暮らせる・

暮らしたくなるあっけしの四つの基本目標を掲げております。

これらの目標のうち、これまで漁業と農業を基幹産業として発展してきた本町にとっ

て、将来も元気なまちであり続けるためには、第１次産業の活力が最も重要と考えます。

第１次産業の振興によって、制御や卸売、小売業などの第２次産業、第３次産業の関

連産業も活力を維持でき、雇用の維持・創出にもつながると考えており、総合戦略にお

いても、第１次産業を重点の一つとしてとらえております。

さらには、将来も続くことが見込まれる厚岸町の人口減少を少しでも抑制するために

は、厚岸町が子育てしやすい環境であることも重要であります。

このため、子育て支援も重点ととらえ、不妊治療費の助成や保育料の助成、小学生ま

での医療費の無料化など、子供を産み育てる世代への支援を充実したいと考えておりま

す。

次に、「計画策定のスケジュールと策定後の町民への周知方法」についてでありますが、

別に資料でお示ししているとおり、昨年５月15日に、私を本部長とする厚岸町未来創生

推進本部を立ち上げ、総合戦略策定に当たっての基本方針を決定し、人口ビジョンと総

合戦略の策定作業に取りかかったところであります。

総合戦略の策定作業に当たりましては、推進本部を、産業・雇用、移住・交流、出産

・子育て、暮らしの４部門に分け、四つの部会のもとに、主に係長職で構成する総合戦

略素案検討スタッフによって検討を進め、町内の関係団体などとの意見交換も行いなが

ら作業を進めてまいりました。

また、関係機関、団体に所属される方や、町民からの公募による方など、19名で構成

する厚岸町未来創生会議を設置し、自由闊達な意見交換のほか、素案のたたき台を示し

た上での意見交換など、これまで４回の会議を行ってきたところであります。

さらに、厚岸町の地域経済を支える第１次産業や、関連業種などの団体の長６名と私

との意見を交わす場として、厚岸町未来創生懇話会をこれまで４回開催し、地方創生に

向けて大局的な見地で意見交換を行ってまいりました。

町議会議員の皆さんに対しましては、議員協議会の場をお借りし、事前に人口ビジョ

ンと総合戦略の素案とする前の段階の資料を配付させていただいた上で、説明させてい

ただき、ご意見を伺ったところであります。

こうしていただいた意見を踏まえて、内容の調整を行った上で、人口ビジョンと総合

戦略を素案としてまとめ、現在は素案を公表して、意見をいただく手続を進めていると

ころであります。

今後は、公表によっていただいた意見を踏まえ、内容の調整作業を行い、厚岸町未来
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創生会議で再度意見を伺った上で、厚岸町未来創生推進本部を開催し、今月末に人口ビ

ジョンと総合戦略を確定させる予定であります。

策定後の町民への周知につきましては、町のホームページでの公表や、各町有施設へ

の配布のほか、広報誌で取り組みの概要をお示しする予定でおります。

次に、「人口ビジョンの2060年町独自推計、6,083人の推計根拠」についてであります

が、国立社会保障・人口問題研究所の推計に準拠した厚岸町の将来人口は、2060年で4,172

人になる推計であります。これは、複数の仮定値を設定して推計されたもので、この仮

定値のうち、人口総数に対する社会増減数の立である純移動立については、2020年まで

一定の割合で縮小し、その後は縮小した純移動率が継続するとして推計されたものであ

ります。

一方、人口の将来展望として示した町の独自推計においては、国立社会保障・人口問

題研究所の推計をもとに、総合戦略による施策効果が反映され、１人の女性が一生の間

に産む子供の数に相当するとされる合計特殊出生率が、現在の1.44から、2020年に1.5に

上昇し、その後は５年ごとに0.1ポイントずつ上昇して、2050年には人口置換水準と言わ

れる2.07に達すると想定しております。

加えて、社会増減につきましても、これまで転出超過で推移してきましたが、施策効

果によって転出超過が徐々に緩和され、2040年に転出と転入がおおむね均衡するとの見

通しにより推計いたしました。

この推計結果から、2060年には、おおむね6,000人を維持することを展望したものであ

ります。

この独自の推計人口は、国立社会保障・人口問題研究所の推計と比較すると、約1,900

人の人口減少を抑制するとの展望であり、数字だけを見ると過大な推計との見方もある

かもしれませんが、将来の厚岸町を展望するに当たっては、現実的な数字だけをとらえ

て目標とするのではなく、夢と希望の持てる将来の厚岸町を展望することが肝要との考

えで、独自に推計した、おおむね6,000人を2060年の人口の将来展望としております。

次に、「キノコ産業の位置づけ」についてでありますが、現在の素案においては、ご質

問のあったキノコ産業に関する記述が欠落しております。

総合戦略は人口減少対策に主眼を置き、今後５年間の基本目標や施策の方向、具体的

な施策、取り組みを数値目標とともに示す性格のものであることから、キノコ産業に関

する項目は欠くことのできないものであり、このため、素案の修正案を作成した上で、

現在、上尾幌自治会や、キノコ生産者の皆さんからの意見集約を行っているところであ

り、策定する厚岸町未来創生総合戦略には、キノコ産業の活性化に向けた項目を登載す

べく進めておりますので、ご理解願います。

続いて、２点目の、町内の保育所にかかわる保育料についてのうち、初めに、「現在の

保育料」についてでありますが、保育料については、従来、児童福祉法第56条第３項の

規定において、本人またはその扶養義務者から徴収した場合における家計に与える影響

を考慮して、保育所における保育を行うことに係る児童の年齢等に応じて定める額を徴

収することができるとされ、昭和51年の厚生省の通知である児童福祉法による保育所運

営費個々負担金についてにおいて、保育所徴収金・保育料基準額表が定められており、

当町では、この基準額表を参考として、現行の保育所徴収金額表、いわゆる保険料を定
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めております。

この国が示す基準額表は、国庫負担金の精算基準としての位置づけとなっているもの

で、公立の保育所の運営費については、平成16年度からの一般財源化により、国庫負担

金の精算は行う必要がなくなったものの、保育料算定に当たっては参考としております

が、町独自の保育料算定を制限しているものではないため、当町では、平成12年以降、

保育料自体の改正は行っておらず、階層区分の国が進めた８段階への区分の統合につい

ても、負担能力に応じた保育料に配慮するため、17階層を維持した保育料としてきたと

ころであります。

次に、「厚岸町立保育所条例改正の考え方と、改正による保護者負担」についてであり

ます。

子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律が平

成24年８月に成立し、子ども・子育て支援にかかわる新制度が推進されることになり、

平成27年４月１日から、子ども・子育て支援法や児童福祉法の改正が本格施行されてお

ります。

子ども・子育て支援新制度では、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付

である施設型給付が創設され、公立の保育所については、自動的に新制度へ移行するこ

ととされ、当町の保育所についても新制度での位置づけがされております。

新制度への移行に伴い、利用者負担金について、世帯の所得の状況その他の事情を勘

案し、実施主体である市町村が定めることになります。

昨年４月からの新制度への移行に際し、保育料の改正については、利用者負担額の階

層区分の設定が、市町村民税額と所得税額の併用から、市町村民税額へ一本化されたこ

とや、年少扶養控除のみなし適用がなくなること、給付単価の設定が年度末の３月31日

であったことなどから、不透明な状況や改正による影響を見きわめる必要があるため、

改正を１年間見送ってきたところ、今般、改正案を本定例会に提出させていただいたも

のであります。

主な改正の概要でありますが、請求資料をごらんいただきたいと思います。

下段に改正概要を記載しております。

①として、階層区分について、、国基準では８階層でありますが、現行Ａ階層からＤ12

階層までの17階層について、引き続き負担能力に応じて配慮した保育料とするため、国

基準を参考に、Ａ階層からＣ13階層までの15階層に改める。

②として、階層区分の右側、定義について、現行ではＣ階層が市町村民税、Ｄ階層が

所得税の額で定めていたものを、夫婦と子供２人の４人世帯を基準に算定した市町村民

税の額に置きかえた階層に改める。

③として、保育料については、３歳未満児と３歳以上児に分かれており、各階層にお

いて、現行の保育料額が国の基準額を下回っているＡ階層からＣ７階層までの九つの階

層と、Ｃ９階層及びＣ11階層からＣ13階層までの三つの階層については、現行の保育料

に据え置く。また、Ｃ８階層、Ｃ10階層については、国の基準と同額に引き下げる。

④として、現行、児童の年齢の根拠を月単位としていたものを、年度を通して年度当

初の満年齢を入所年齢とする。
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⑤として、同一世帯において２人以上の児童が入所している場合に、現行では階層に

より半額となる児童と10分の１になる児童が定められているものを、一律、最年長の子

供から順に２人目を半額、３人目以降を無料に改める。

⑥として、４人世帯を基準とした市町村民税の額について、子供２人を基準としてい

るため、３人目以降の子供の年少扶養控除分は加味されず、３人以上の子供を扶養して

いる世帯では高い階層になる場合があることから、当分の間、３人以上の子供がいる世

帯へ年少扶養控除を適用し、影響が出ないように改正しようとする内容であります。

これらの改正により、現在と同じ収入で、年齢も同じ場合の保育料は、全て同額もし

くは引き下げとなり、影響額は全体で178万7,000円の減額と試算しておりますので、今

後の子育て支援対策にも資するものと考えております。

続いて、３点目の「ランニングマシンの復旧についての早急な対応」についてであり

ます。

保健福祉総合センター２階の健康増進室には、開設当初から２台のランニングマシン

を都度更新しながら常設しておりましたが、このうち１台が、ことしの１月７日に故障

し、使用できない状況となりました。

早速、修理依頼を行ったところ、電子基板の故障が疑われ、２月18日に調達できた部

品により修理を行ったところ、電子基板の故障に加え、電源部分の安定器の故障も判明

しました。この交換部品の製造、供給が終了しているため、調達ができず、修繕ができ

ない結果となりました。

このランニングマシンは、平成17年度に115万円で購入した機器であり、平成27年３月

をもって部品供給が終了し、修繕ができないため、新たに整備する必要があります。

健康増進室の利用は、特に冬期に屋外での運動がしづらい状況から、一定の利用者が

あり、最も混み合う朝の時間帯では、順番待ちで利用している状況となっているため、

早急な整備に向け、財源の確保について検討を進めている状況となっております。

以上でございます。

●議長（佐藤議員） 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58分休憩

午後３時30分再開

●議長（佐藤議員） 再開いたします。

８番、南谷議員の再質問から行います。

８番、南谷議員。

●南谷議員 未来創生総合戦略についてお伺いをいたします。

本町の人口減、児童生徒数の激減、本当に顕著なものがございます。まちは人がいて

まち、人が減少すれば衰退の一途をたどります。この課題に対応すべく、未来創生総合
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戦略はしっかり取り組むべきだと私も考えます。

昨日、町長は執行方針で、１次産業の元気なくして厚岸町の発展はあり得ない、漁業

と農業を持続的に発展させることが町民の幸せな将来を守ると明言されました。同感で

ございます。１次産業を起爆剤として、関連産業、そして商工業への波及、不可欠だと

思います。

しかしながら、厚岸町にはいろいろな職業に従事されている方、職業のない方、職に

ついておられない方、そして、幼児から高齢の方まで、いろいろな障害のある方も含め

て、いろいろな立場の人が住んでおられます。

町長におかれましては、先ほど申されました四つの基本的な目標を掲げられましたが、

この目標遂行に向けてしっかりと取り組んでいただきたいと存じます。

そこで、改めてお伺いをさせていただきます。

この今回の戦略の政策立案に当たりまして、初めは国が掲げました。これをつくると

いう法律をつくりました。国がつくったから、単に総合戦略をつくればいい、つくらざ

るを得ない、総合戦略と丸写しでは困るんですよね。やっぱり少なくても本町の人口減

に対応する措置というものは、私は不可欠だと思います。そういう意味で、改めてお伺

いをさせいただきます。町長の決意のほどを伺います。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えをさせていただきます。

今日の我が国の人口減少の中で、今ご指摘がございましたとおり、厚岸町が独自で今

つくっております総合戦略については、国がまち・ひと・しごと創生法というものを作

成いたしまして、それに基づいて人口ビジョン並びに総合戦略というものを各自治体に

おいて独自に策定をいたしておるところでございます。

やはりご指摘がございましたとおり、人口の減少といいますのは、まちの活力が失わ

れるわけであります。そういう意味において、国におきましても、今、１億2,000万人お

るわけでありますが、人口減少はするであろうということで、2060年には１億人をキー

プしようという考えを示しておるところでございます。

先ほども答弁いたしましたけれども、国の社会保障・人口問題研究所におきましては、

2060年には我が国の人口は9,000万人台になるだろうということでありますが、国は１億

人をキープしたいという考えを持っておるわけであります。

そういう中で、ご承知のことと思いますが、今、厚岸町は、第５期総合計画の後期計

画の２年目を迎えたわけであります。これは、今までは地方自治法においては必置であっ

たわけでありますが、私といたしましては、国が必置でなくしても、将来の厚岸を見据

えた計画は必要であるということで、総合計画の行動計画を策定いたしたわけでありま

す。これを目指して、将来の厚岸を活力ある厚岸にしよう、厚岸の発展にしようという

考えでおったわけでありますが、そういう中で、国の総合戦略というものが出てきたわ

けでありまして、これからの５年、１年過ぎたわけであります。今後の４年間の厚岸は

どうあるべきかということを、先ほど来からお話ありましたとおり、第１回目の答弁に

ありましたとおり、それぞれの機関を通じてご意見を伺っておるところでございます。
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それに基づいて、人口減少に歯どめをきかせ、そして厚岸町をよりよいまちにいたそう

ということで、その総合戦略がつくられるわけであります。私といたしましては、しっ

かりと取り組んでまいりたい、そのように考えておりますので、ご理解をいただきたい

と思います。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 計画のスケジュールと町民への周知方法についてお尋ねさせていただきます。

けさ、議会に来ましたら、厚岸町過疎自立促進市町村計画参考資料、さらには、地域まち

おこし協力隊推進要領が配付されておりました。これを見ますと、議案第21号と、それから32

号の参考資料でございますよね。総合戦略、いろいろこのほかにもあります。ビジョンに始

まって、素案、これは資料をつくるのに、職員の皆さん、大変な苦労をされたと思いますが、

少なくとも、私は一般質問しているんですけども、町長の執行方針みたいなものはわかるん

ですよ。けさというのは、議会に対してちょっといかがなものかと私は思うんですよね。せっ

かく配付していただけるんであれば、これらだってこの総合ビジョンに関係のないことでは

私はないと思うんですよ。大いに影響あると思うんですよ。せっかく担当課の中でそれぞれ

の課から集約して、ここに提出するまでには相当な事務作業があると思うんですが、これら

についても、できれば半時でも早く見せていただければ、せっかくつくっている内容がより

詳しく私もわかる、議員のほうも理解できると思うんのですが、こういう資料は、以前から

私は言っているんですけれども、早目にお願いをしたいなと思います。

さらには、資料要求をしております資料でございますが、本当に総合戦略のスケジュール

表、懇切丁寧に、このように会議を開かれたなどというのがよく理解できました。

それと、もう１枚の、この資料、平成27年６月２日火曜日、第６回議員協議会において配

付された資料でございます。ということは、約１年前なんですよね。そして、人口ビジョン

とこれらの資料については、ことしの２月18日木曜日、第１回議員協議会において、素案で

すよということで説明を受けました。

ところが、この資料も、一番下、厚岸町議会議員協議会と書いてあるんですけれども、こ

の策定方針の説明、先ほど申しました、６月２日にこの資料が渡されました。その後ろなん

ですけれども、進捗状況に応じて人口ビジョンや総合戦略の素案等を随時説明し、意見を伺

うとなっているんですよ。１回でもありましたか。そして、２月18日に、最初にもらって、

この間、１回もアクセスないんですよ。さっきの町長の答弁にもありました。議員の皆さん

の意見を議員協議会で聴取して、これに基づいてこれをつくったとあります。いかがですか。

●議長（佐藤議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） 昨年の６月２日に議員協議会において総合戦略の策定ス

ケジュールについてはご説明させていただきました。ご質問者おっしゃられるとおりでござ

います。

その後、このスケジュールを想定した上で作業を続けてきたわけでございますが、非

常に作業としては難航いたしました。と申しますのは、ご質問者も、策定に当たっては
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職員も苦労されたであろうとおっしゃっていただきましたが、相当な苦労でございまし

た。言いわけにはなりますけど、ほかのまちでは業者委託をかけたり、それから、人員

の増を図ったり、それから、専用のポストをつくったり、図っているわけでございます

が、我が町は一切その対応はしておりません。なおかつ、対応する職員は、採用２年たっ

た職員が専属で人口ビジョンを解析、数字の分析等をはじめ、させていただきましたが、

非常に複雑多岐、総合計画の後期行動計画をつくるときも、人口がこれほど減ったとい

う分析は一切しておりません。子供がなぜ生まれる数が減っているのかというのは分析

していないわけでございます。ゼロからのスタートということでございまして、まず、

人口がこれまでどのように減ったということをきちんと分析する必要がある、それが人

口ビジョンになるわけでございますが、その作業に時間を要したということで、最初、

示させていただいたスケジュールは大幅におくれてございます。これはスケジュールの

これまでの経過の中にもお示しさせていただいているとおりでございます。

それと、各方面から議論をいただくために、未来創生会議も設置させていただいてお

ります。それから、懇話会も設置させていただいております。ここの中でもご意見を伺っ

ているわけでございますが、最終的に、いわゆる人口ビジョン素案案と総合戦略の素案

案をお示しするタイミングは、最終的には議員協議会にお示しするタイミングとほぼ同

じころになったということでございます。これは内部的にも、町長、副町長の理事者と

の協議においても同じような状況でありました。議員協議会のときには、もう役場では

素案ができているんじゃないかというご意見もありました。その素案があったほうが意

見を言いやすいというご議論もありました。我々としては、総合戦略というものはこう

いうものをつくるんだということを、ある程度の形になったものをお示ししたほうがご

意見をいただきやすいのではないかなと思った次第であります。これは創生会議や懇話

会の中でも同じような話の中でありました。ただ、話し合いは持ってきてまいりました

が、そういった状況の中で、議員の皆様に素案案をお示しするのは、このスケジュール

よりも遅くなったということでございます。

ただ、議員協議会を開催させていただくに当たっては、６日前にその資料は配付させ

ていただきました。これは議会のほうと相談させていただいて、議員協議会でご意見を

伺うには、事前にやっぱり配付するのが当然の話であろうということで、早目に配付さ

せていただいたつもりではございます。

こういった経緯もございまして、推進本部も四つの部会を設けて、それぞれのところ

でいろいろな議論を重ねてまいりましたが、作業がやっぱりおくれたということでござ

います。ただ、自前でやったことによって、自分たちが直接それにかかわるということ

で、いろいろなかかわった職員にとっては非常に自分のまちを見直すいい勉強になった

のではないかなと思います。若い職員も非常に前向きにいろいろなことに取り組んでい

ただきました。その経験はこれから生かされるものと思いますので、こういった事情の

中で、議員の皆様にこの総合戦略の素案をお示しする時期が遅くなってしまったという

状況でございますので、この辺はご理解いただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。
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●南谷議員 僕はそういう大変苦労しているというのは何となく推察はつくんです。町報あっ

けしにも、町民の声をと、３月の頭の町報あっけしに。ですけれども、３月中につくるよと。

もうでき上がっているんですよね、はっきり言って、素案の素案だと。今回、我々議会とし

ては、議員協議会で意見を聴取しましたよと言っているけど、私が一般質問しなければ、こ

れはもうでき上がりですよ。どこで意見調整するんですか。そういう意味では、せっかく苦

労して、ここまでこれだけ立派なものをつくったんだから、内容がどうのこうのと言ってい

るんでないですよ。やっぱり姿勢として、常々町長は、議会と両輪だと言っているけれども、

こういう状況なんですぐらいの話は、委員会もあることだし、そういう部分では何らかのア

クセスがあってもよかったんではないでしょうか。このことに限らず、私はまちづくり推進

課で非常にいろいろなものを取り組んでいるんですけれども、まちの動きというものは、結

果的にでき上がってから、途中半端なものは見せられないということなんだろうけども、途

中が全然来ないんですよね、いろいろな問題でも。今回のこれらの資料に基づいてもそうで

すよ。会議の２日前に出てくるなんていうことは、やはり姿勢として私はおかしいと思うん

ですよ。お互いに意見交換をして立派なまちをつくりましょう、元気なまちをつくりましょ

うと言っている姿勢として、もう少しアクセスがあってもいいんではないですか。いかがで

すか。

●議長（佐藤議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） 議員協議会の場では、ご質問者はご意見としてはなかっ

たわけでございますが、ほかの議員の皆様からは、ありがたいご意見をいただいたものと、

私としては受けとめてございます。

それから、今の段階では、まだ確定ではございませんので、パブリックコメントというこ

とで、広く皆さんにご意見を伺っております。議員協議会の中でも、自治会にもやっぱりご

意見を伺ったほうがいいのではないかという貴重なご意見もありまして、今、直接各自治会

に、今、パブリックコメントをしているものも、そっくり提出させていただいて、ご意見が

あれば役場のほうに届けてくださいというやり方もしております。それから、それ以外にも、

気づいた部分についてはまだ修正の余地があるというふうな今の段階でございますので、全

くこれで動かしようのない内容であるというふうにはしておりませんので、その辺はご了解

いただきたいというふうに思います。

議案の審議に当たっての資料の配付でございますが、お配りしているのは、一般議案の中

での資料でございますので、そのあたりは今までの例にならって配付させていただいており

ますけど、できるだけ早く配付することについては、努めさせていただきたいというふうに

思います。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 キノコ産業の関係についてお尋ねをさせていただきます。

どの資料にもキノコのキの字もなかったんですよ。先ほどの町長の答弁で、これについて

も記載をしていくということなので、理解をさせていただきました。
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次にまいります。

保育料について。時間が押していますんで、簡潔に答弁をお願いします。

私は以前から、子育て支援策の強化が必要と考えておりました。特に保育所に入所される、

利用される幼児の第３子、本来、１子、２子、３子、４子となるんですけれども、負担が所

得によってぐんと大きくなるんですよね。むしろ３人目、４人目といく場合には、保育料が、

町としてもむしろ無料にしていくくらいの対策を考えていただきたいなと、そんな思いでい

たんですけれども、今回については、これらにメスを入れていただいて、国の基準以上のも

のを、国の基準を参酌しながら、今回も優遇措置をとられるということでございますから、

今後もこれらに向けて取り組んでいくということでよろしいんでしょうか。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 要求資料の部分でちょっと見ていただきたいと思いますけれど

も、下段のほうに書かれている部分で、⑤番でございます。保育所に入所している児童が２

人以上いる場合、ＢからＤの５階層までは……。

（「議長、議事進行」の声あり）

●議長（佐藤議員） ８番。

●南谷議員 時間押していますので、取り組むかどうかということだけ答えてください。

●保健福祉課長（阿部課長） その部分で、３子は無料にということで進めております。

それと、この改正とは別に、３人目の子供の２割の助成というものを、平成27年度、交付

金のものを、28年度、町の独自施策ということで進めたいと考えております。

それと、３人目の子供がいる世帯については、年少扶養控除の適用がされないというよう

な状況がありまして、その分については、今後もそれを適用することによって、国の基準よ

りも、その基準で高くなる階層が少なくなるということを進めていきたいと思います。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 ランニングマシンについてお伺いをさせていただきます。

改善する方向で検討中だというご答弁がございました。検討するということは、いつにな

るかわかりません。これでは納得できません。どう対応していくのか、もっと明確なご答弁

を求めます。

●議長（佐藤議員） 税財政課長。

●税財政課長（星川課長） 町長の１回目の答弁でございました、財源の問題ということもあ

りますので、私のほうからご答弁させてもらいます。
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このランニングマシンは、平成17年に特定防衛施設周辺整備調整交付金というものを

使わせていただいて整備したということでございます。なので、本来でありますと、そ

ういった財源をやっていますので、定期的な交換の部分については、この防衛調整交付

金を使ってやるというのが基本的な考え方なんですけども、いかんせん、平成28年度に

ついては、この調整交付金の額が少ないということがあって、そういった部分では、そ

の執行状況を見据えながら、本来は、財源がそこで充用できた段階に、これを充てて購

入するというのが通年のやり方なんですけども、そういった部分が28年度は見えないと

いう状況になっております。

ただ、そういった中で、まだ確定ではございませんけども、ある団体様のほうから、

寄附のほうで、こういったある程度の額のものを、もので町に寄附したいんですという

申し出が、実はついこの間、あったばかりでございますので、その部分を活用させてい

ただくかどうかというのを、今ちょっと詰めている最中でございますので、もしそれが

可能であれば、そちらのほうをあてがって、この機械のほうを更新するということも検

討しておりますので、その辺、いましばらく時間をいただければなと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 私も、今の答弁のとおり、そこまで調べました。防衛交付金であれば、もう既に

平成28年度分は予算の要望が終わったと。そうすると、28年度に要望して、29年度、防衛予

算というのは秋でないと実施ができない。そうすると、まる１年以上不可能だと、修理不能

だと、こうなってしまうなと、そういう思いでいました。ですから、今のご答弁ですと、あ

る程度めどが立ちそうだということで理解してよろしいんですね。

●議長（佐藤議員） 税財政課長。

●税財政課長（星川課長） まだ正式には、はい、そうですとは申し上げられないんですけれ

ども、今それで調整中ということですので、よろしくお願いいたします。

●議長（佐藤議員） よろしいですか。

（「はい」の声あり）

●議長（佐藤議員） 以上で、８番、南谷議員の一般質問を終わります。

次に、３番、堀議員の一般質問を行います。

３番、堀議員。

●堀議員 私は、さきに通告いたしました、次の２点について質問をするものであります。

大きな１点目は、電線共同溝整備についてであります。

国土交通省は、昨年11月19日、緊急輸送道路で電柱の新設を禁止する方針を公表しま



- 150 -

した。道路上に設置されている電柱は、地震や津波、台風、突風などで災害が発生した

場合に、倒壊して、緊急車両などの通行や地域住民の避難に支障を来すおそれがあると

いうのが理由であります。

厚岸町においても、地震、津波襲来時の車両による避難や、迅速な災害対応を考えた

とき、電線共同溝による無電柱化は、まちの防災力を高める上でも必要と考え、次のこ

とを質問するところであります。

ア、災害等発生時において、車両による避難及び消防車や救急車等、緊急車両の通行

を最低限確保すべき道路延長は何メートルか。

イ、現状、アの道路において、電柱が倒れ、車両による避難や緊急車両の通行が妨げ

られたとき、町民はどのように対処をすればよいのか。

ウ、無電柱化は、防災力を高めるだけでなく、まちの景観をよくしたり、歩道通行路

の十分な確保ができるなど、観光や私たちの生活の向上につながると思われるが、どう

か。

エ、まちは電線共同溝整備による無電柱化を進める考えはあるかであります。

大きな２点目は、塾費等への助成についてであります。

子供たちが学びたい、習いたい、何かをしたいと言ったときに、経済的な理由により

断念せざるを得ないというのは非常に残念なことであります。保護者の経済的格差が子

供たちの大学進学などの差にあらわれてきている今、もっと早くから、子供たちみずか

らが将来に向け努力をする、その努力への手助けとして、学習塾、舞踊、茶華道、スポー

ツなど、手習い事に対して助成をしていくべきで、代表的な実践都市としては、東京都

や大阪市などの大都市が挙げられます。このままでは、都市部と地方の差が一層広がっ

てしまうと考え、次のことを質問するところであります。

アとして、中学の３年間において、町内で開催されている学習塾、舞踊、茶華道、ス

ポーツなど、手習い事、どれか一つへの費用助成として、月額5,000円を上限に支給して

はどうか。

以上であります。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） ３番、堀議員のご質問にお答えいたします。

１点目の、電線共同溝整備についてのうち、初めに、「災害発生時において、車両によ

る避難及び消防車や救急車等、緊急車両の通行を最低限確保すべき道路延長は何メート

ルか」についてでありますが、ご質問については、地震直後から発生する緊急輸送を円

滑かつ確実に行うために、北海道緊急輸送ネットワーク計画に位置づけられている緊急

輸送道路に関するものとさせていただきます。

緊急輸送道路の指定を受けている道路は、町道では、真栄大通り、味覚ターミナル通

り、真栄１条通り、松葉町通りほか３路線の計1.4キロメートルと、国道44号、道道別海

厚岸線、道道厚岸標茶線及び道道根室浜中釧路線であります。

次に、「現状、アの道路において電柱が倒れ、車両による避難や緊急車両の通行が妨げ

られたとき、町民はどのように対処すればよいか」についてでありますが、前段で申し
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上げた緊急輸送道路が電柱の倒壊などによって通行不能となった場合に、車両で避難し

ている人の対処法としては、直ちに車両からおりて、いち早く徒歩で最も近い避難場所

または安全な高台へ避難するしかありません。

また、どうしても車両で避難しなければならない要介護者、障害者または乳幼児を持

つ家族等については、他の道路を迂回するなどして避難することになるものと考えます。

次に、「無電柱化は防災力を高めるだけでなく、まちの景観をよくしたり、歩道通行路

の十分な確保ができるなど、観光や私たちの生活の向上につながると思われるが、どう

か」についてでありますが、道路上の電柱、電線は、通行空間の安全性、快適性、良好

な景観形成や観光振興、道路の防災など、阻害要因となることをできるだけ避けなけれ

ばならないものと考えております。

次に、「町は電線共同溝整備による無電柱化を進める考えはあるのか」についてであり

ますが、現在、厚岸町では、無電柱化を行ったところはなく、電力会社に伺ったところ、

無電柱化には、これまでの架空配線の10倍から20倍程度の初期費用を要するということ

もあり、他の道路管理者の取り組みなどの情報交換を進めてまいります。

２点目の、塾費への助成については、教育長からお答えがございます。

●議長（佐藤議員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 次に、私からは、２点目の塾費等への助成についてのご質問にお答

えいたします。

子供たちの学習に対する意欲や学力の向上を図るための学校外での学習活動は、現在、多

くの子供たちが学習塾という形で受けており、また、知識や技能を身につけ、豊かな感性を

培い、心と体の健全な発達を目的とした稽古事についても、その意義は大きいものと考えて

おります。

ご質問にあるとおり、東京都では、一定所得以下の世帯の子供たちの学習意欲をサポート

するために、受験生チャレンジ支援貸付事業を行っており、中学３年生、高校３年生を対象

として、塾の費用や高校及び大学の受験料を保護者に無利子で貸与しています。

貸与額につきましては、学習塾の受講費は年額で上限20万円、受講料については、中学校

３年生、２万7,400円、高校３年生が10万5,000円を上限としています。

次に、大阪市の制度についてですが、一定の所得以下の世帯の子供に対し、学力や学習意

欲、個性や才能を伸ばす機会を提供できるよう、学習塾や家庭教師、文化・スポーツ教室や

出稽古などで利用できる塾代助成カードを交付する塾代助成事業を実施しております。

塾代助成カードとは、あらかじめ登録された学習塾や家庭教師、文化・スポーツ教室など

で授業やレッスンを受ける際に使えるカードで、月額１万円までが利用の上限となっており

ます。

厚岸町の中学生の現状についてですが、本年度に実施した全国学力・学習状況調査のアン

ケート結果によると、中学２年生で、家庭教師を含む学習塾で勉強をしているかという問い

に、していないと答えた割合が79.5％となっています。

厚岸町の各中学校では、生徒の学力や学習状況を的確に把握し、授業改善や指導方法の工

夫改善を図るとともに、放課後学習会や長期休業中における補充学習を実施し、子供たちに
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対して学習環境を整えております。

また、舞踊、茶華道、スポーツなどの手習い事をしている中学生の数は、正確には把握で

きていませんが、それほど多くないものと認識しております。理由としては、中学校に入学

後は、体育会系や文化系の学校の部活に入り、その活動が中心となるためと考えております。

塾の費用などの助成については、制度的には新しく、全国的にも実施している事例は少な

いものですが、その実施状況や効果を検証し、さらに厚岸町の実態を把握した上で、検討し

なければならないものと考えており、現段階では支給することは考えておりませんので、ご

理解願います。

以上でございます。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●堀議員 それでは、まず１点目の電線共同溝整備についてから、２回目の質問をさせていた

だきたいと思うんですけども、北海道緊急輸送ネットワーク計画に位置づけられている町内

の町道が1.4キロメートルといって、真栄大通り、味覚ターミナル通り、真栄１条通り、松葉

町通りほか３路線。この３路線というのは、いずれも町道だと思うんですけれども、それぞ

れ一応教えていただきたいなというのがまず一つ目です。

私の２点目の質問のときに、緊急車両の通行が妨げられたとき、町民はどのように対処す

ればよいのかといったことで、答弁の中では、これは地震による避難だけを想定して答弁さ

れているんですけれども、そうじゃなくて、例えば救急車を呼んだときに、当然、救急車が

表通りというか、メイン通りは来れませんから、といったときに、救急車がすぐに来れない

といったときに、町民はどうしたらいいのかというものも含めての質問だったんですけれど

も、そこら辺が答弁にないものですから、それについてはどのような考えがあるのかという

ものをまずは教えていただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） ご答弁で申し上げた町道のほかの３路線でありますけれども、真竜

中学校通り、これは旧真竜中学校の通りであります。それから、宮園公園１の通り、それか

ら、真栄大通りであります。

それから、救急車両のご質問でありました。日ごろ、消防署と意見交換する中でお聞きし

ているのは、消防署としては、例えば、こういう話はしたくないんですが、湖北と湖南を結

ぶ道路は１カ所であります。橋であります。その橋が緊急輸送通りに指定されておりますの

で、これがもし落ちた場合はどうするのかという、究極な質問になるわけでありまして、い

ずれの道路においても、その代替道路は常に、地震があったときですから、一遍に全部が通

れないおそれもあるわけでありますけども、速やかに迂回路、そういったことの作業になる

ということで、現実的には、緊急道路で指定しても、必ずしもそれは絶対的な安定ではない

ということで、常に代替道路の検討が必要だというふうにお聞きしております。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。
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●堀議員 そこでなんですよね。要するに救急車とかが行けない、絶対大丈夫な道路というの

が、今現在、厚岸町の中にはないんですよ。もしかしたら、救急車が行っても、そこには電

柱が倒れてしまっていて、残り100メーター、200メーター先の家までも行けないという場合

だって当然あり得ちゃうんですよ。だから、質問の中で、せめてやはり緊急車両が、ネット

ワーク計画で定められている緊急輸送道路については、これについては、やはりどこかの段

階で自治体は進めていかなければならない。この路線だけでも進めておくことによって、救

急車なりが、まずはそこだけは十分に通れる、安全でとは言いませんけれども、いろいろな

状況があるので、ただ、少なくともほかの路線よりも通行ができるだろうという予測の中で、

そこを走ることができるんですよ。現状の中では、どこも安全、安心して行けない。行って

も、電柱が倒れていて、迂回してもまた電柱があって、家までいつまでたっても行けないと

いうことになってしまう。そうなってしまうと、やはり町民の命というものがどれだけ危険

にさらされるかということにもなると思うんですよね。

ですから、この無電柱化というものを、最近、国では、11月19日の方針を出して、たしか12

月25日だったかには、既に道路法第37条の改正に伴う道路の占用の禁止または制限に係る取

り扱いについてという通達も出して、国道については、今後、新設というものは原則だめだ

よというようなものを既に出し始めているんですよ。やはり地方としても、この国の方針、

国の考え方というものにのっかっていった中で、やはりもう整備というものをしていかなけ

ればならない、そういうときに来ているんだというふうに私は思うんです。

そこで、今度、３点目のウのほうにも入るんですけれども、無電柱化は防災力を高めるだ

けでない、まちの景観をよくしたり、歩道の通行路ができるということであって、阻害要因

となることをできる限り避けなければならないという、行政側としても、もう既に阻害要因

となるという認識というものは十分にある。あるんであれば、やはりここは対策というもの

をどうしていくかというものは立てなければならないんじゃないでしょうか。これについて

はどうなんでしょうか。

４点目、まちは電線共同溝整備による無電柱化を進める考えがあるかというほうにもつな

がっていくとは思うんですけれども、やはり阻害要因だと、もう既に認めているんですから、

この阻害要因を何とか早期に解消すべく手立て、そういうものを考えていく、そういう考え

というのはないんでしょうか。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 国のほうから、27年12月15日に道路法の改正、いわゆる道路占用の

考え方でありますけども、インターネット上からこの情報を入手したところでありますが、

それらに関連した国土交通省のホームページを見ますと、データは古いんですけども、国の

場合、高速道路を除くと書いているんですが、緊急輸送道路の延長、平成23年度のデータな

んですけども、8.4万キロメートル、そのうち、緊急輸送道路の無電柱化率は８％だったとい

うことであります。そのような情報があるだけで、具体的に私ども、地方公共団体に対する

期待感とか、そういったものはございませんでした。

それで、この問題、平成22年に、12歳の女性の町民から、町長へのポストで貴重なご意見
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をいただいたということであります。12歳の女性が、道内のあるまちに旅行したら、びっく

りしたといったことであります。電柱が埋まっているというんです。要は電柱、電線がない

ということにびっくりしたということで、きれいで清楚な感じがすると思うということと同

時に、何かと大量な資金が必要になると思いますということと加えて、地震が起きたときな

どということで、やっぱりそういったことまで12歳の女性が考えていることでありました。

こういったことに対して、当時、平成22年ですけども、私どもは、大変残念ではあります

けれども、そのときのお答えは、工事には相当な時間と多額の費用がかかりますと。ご意見

を言っている方も、それはわかってのご意見だったんですけども、また、そこで、その当時

の問題として、地中では、例えば電線が切れた、何か故障があった場合に、今のシステムは、

ちょっと勉強不足でわかりませんけれども、その当時は、地中での事故等に、探すのに時間

がかかり、復旧にも時間がかかってしまうということが書かれておりました。そういった問

題があるので、非常に難しいんですという、実はお手紙でお答えをさせていただいたという

ことが、探してみたらございました。

そういったことで、今回、これと若干似たような部分のご質問でありましたので、私ども

いろいろと調べてみたんですけども、やはり冒頭言った工事費の費用の前に、今、北海道の

耐震計画の中にも、緊急避難路、いわゆるこれは地震を想定しているんですけども、既計画

の中に想定されております。厚岸町でも同じように耐震計画の中で想定しています。これは

何を想定しているかというと、高さの何メートルまでは、ちょっと今、資料がないんですけ

ども、建物にある前面の道路が緊急輸送道路である場合に、その建物が一定の高さを有する

ものについては、きちっと行政で点検しなさいと、耐震化がどうなのか。それが町民の方の

所有物でしたら、耐震化の話もしていただきたいということであります。

実際にこのときに、これは2014年ですから、平成26年の７月に、具体的に北海道から厚岸

町に、該当する物件の目視点検をしていただきたいという要請がありました。このときは、

奔渡町に１軒の倉庫、それから、松葉町に２軒の飲食店が基準の高さを超えるということで、

加えて、このとき、札幌の看板落下事故等もあって、そういったところも中心に見ていただ

きたいということで、実はこのときは電柱まで入っておりませんでした。いわゆる建物です。

そういう概念の中で、北海道耐震改修促進計画の中に盛り込まれていて、それがちょうど今

年、年度末をもって、耐震改修計画が終了して、次期耐震計画がスタートするところとなっ

ております。たしか今現在、パブリックコメント中であります。同時に、厚岸町の耐震計画

も今年度で終了いたします。次年度以降、また４月から着手するとは決めていないんですけ

ども、北海道の内容を見て、その対策を講じる必要があると考えておりますが、いわゆる今

お話ししているのは、現在、そういう耐震化という観点の中には電柱は入っていなかったと

いうことを述べたかったところでございます。

それで、松葉町通りを例に考えますと、既にもう何十年も経過している中で、いろいろな

工事で歩道の下、あるいは車道の下、いろいろなものがもう入って、入り混じっている状況

であります。ですから、既にそういうふうになっている状況を一たん掘り起こして、一束に

して管の中に入れるという作業が非常に多額な費用がかかるということで、私がイメージし

ているのは、今、車道等の中に下水道管が入っておりますけども、それは下水道管のような

ものが車道の下か歩道の下に入って、いろいろな電線や、そういったものがその管の中に入っ

て、地上から取り除くというイメージなんですけども、それらのインターネット上のリーフ
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レット等を見ると、非常に立派な絵しか載っていないんですけども、相当な工事費がかかる

んだなと。実際には積算しておりませんけども、そんなことで、電力会社にも聞いてみまし

たら、具体的な方法はわからないんですけども、いわゆる電線の共同溝の建設、当然、建設

費用がかかります。これで共同して利用したい方にも建設費用の負担を求めるという内容な

ものですから、まだ私ども、具体的にどのぐらいの割合でお願いするのかもわからない状況

では、例えば北電さんにもお話できませんでしたし、そこまで今回、ちょっと準備できなかっ

たんですが、いずれにしても相当な費用がかかるなということで、これは直ちに検討すると

いうことは非常に難しいのかなと思いまして、そうは言いながらも、過去にもそういったご

意見も寄せられていましたし、答弁のように、やはり道路上に阻害するものがあってはなら

ないという考え方がありますので、今後、国、北海道も、町内道路管理者としておりますの

で、そういった状況も聞きながら、将来展望を持てればいいかなとは考えているところでご

ざいます。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●堀議員 既に道内でも、これは観光景観とかが主な目的だったとは思うんですけれども、例

えば当別町で言うと、スウェーデンヒルズというところとか、江差町であればいにしえ街道

と言われているところ、旭川市ではウッドタウン緑ヶ丘というところが、まちづくりを兼ね

て無電柱化を図っているところとして、私も調べた中では載ってくるんですけれども、江差

は私もわかっていたんですけども、大正レトロチックな建物の中が無電柱化になっていて、

非常にずっと昔に行ったときに比べると、いいまちになったなというのは本当に率直な意見

として言えたんですけれども、それは一つなんですよね。観光要因として、また、まち並み

の景観をよくする、また、通行路をよくする。これらを含んでいた中で、やはり進めていた

だきたいというものを考えてほしいんですよね。

最後のほうでは、無電柱化にはこれまでの架空配線の10倍か20倍、確かに課長が言ったと

おり、水道管とか下水道管とか全てが、人も入るような共同溝というのは、よく外国のほう

のものでは目にするんですけれども、今さら厚岸町とかであれば、例えば水道管だと１メー

ター50以上も深く入っているようなところを、全て１メーター50を掘って、しかも人道溝を

設置して、そこの中に全てを入れるというような、これはさすがにどんなに頑張っても、や

はり何百年かかってもできないというのは、私も想像はつくんです。ただ、やはりだからこ

そ今、電線共同溝という、もっと小さい、四角いボックスが歩道に設置されるような、そう

いうものの中に、だから入るものも限られちゃうんですよ。下水道管とかは入りませんけど

も、電線であろうし、電話線であろうし、例えば厚岸町の情報ネットワークの光ファイバー

ケーブルとか、そういったもの関係、それらが入ってくるというものが電線共同溝としての

考え方になると思うんです。ただ、これもやはりいろいろまだ技術的な問題というのはある

のかもしれません。厚岸町のような寒冷地の場合、雨水が入って、それが冬期間、凍ったと

きに、線に影響がないのかどうか、いろいろな技術的に解決しないとならない問題はあるの

かもしれませんけども、でも、やはりそうは言っても、それを克服しながらでも、やはりや

る価値というものがある。事業費がたくさんかかるのは、これは何年も何十年も前からわかっ

ていることなんですよ。だから一遍にやれとは私も言いません。まちの財政を考えても、や
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はりそれは無理だというふうに思います。でも、毎年100メーターずつでも進めていってもら

いたいんですよ。

例えば今年、消防署、国道、宮園の上のほうにできますよね。あの消防署の出入り口のと

ころにも電柱というものがある。でも、地震で万が一、その国道の電柱が倒れてしまったら、

消防車、救急車が出動できない。じゃ、どうするんだ。まずはこういう建設事業にあわせて、

こういうところから進めていってはどうなのかなと。国道の管轄ですから、当然、開発局の

ほうとも調整しなければならない。また、そして共同溝の負担方法としては、ＰＦＩ方式と

かといった中で、出資をしながらとかというような方法もあるみたいですけれども、といっ

たときには、電力会社もやはり巻き込んでいかなければならないのかもしれませんけれども、

でも、まずあのように消防庁舎のような移転というものにあわせた中で、まずは進めていく、

そういうものを取っかかりにしながら、緊急輸送道路だけでもまずは毎年毎年100メーター、

200メーターぐらいずつ、本当に少しずつの事業費しかかけられないといった中でも、ただ、

これらについても補助事業というものもあるし、起債としての裏財源というものも確保でき

るような事業というものは、今既にあるんですから、やはりそういうものを活用しながらで

も、ただ、一遍にやるには、この小さいまちの中での財政的には大変厳しいと思うので、100

メーター、200メーターでも進めていただきたい。その取っかかりとして、まずはやはりこの

消防庁舎の移転に伴う国道前の電線の地中化、このあたりから取り組んではいかがかなと思

うんですけれども、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 今後、厚岸町の耐震化計画の策定に当たる中で、今のご意見もあわ

せ検討していきながら、しかる時期にきちっとしたお答えができるように考えてまいりたい

と思います。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 消防庁舎の前は、実は国道44号ということで、道路管理者が違うと

いうこともありますので、そこらを含めて、北海道、国とお話を進めていくということでご

理解いただければなと思います。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●堀議員 では、大きな１点目はこのあたりにさせていただきまして、２点目、塾費等への助

成についてをお伺いします。

質問の中で、先進的な例として出したので、答弁の中でも、当然、東京都と大阪市のやつ

があって、いずれも所得制限があるみたいなんですよね。これが非常に私、残念だなと思う。

子供たちというのは、やはり一人一人みんな同じだと思うんですよね。といったときに、こ

の所得制限というものがどうなのかなというのを思ったものですから、一律、大阪市だと月

額１万円ですけども、それより低い5,000円ならばどうなのかなと。所得制限もない中でやっ
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たらどうなのかなというのが、質問としてさせていただいたんですよね。

本当に教育委員会の中では、学校教育の中で、やはり放課後教育とか、長期休業中の学習

とか、一生懸命やっている、これはわかるんですよ。これは本当によくわかるし、よくやっ

てもらっているなというふうには思うんですよ。ただ、やはりそれ以上のことを、既にそう

いう、この田舎よりもずっと大学に行きやすいような子供たち、もっといろいろな文化とか

にふれあいやすいようなところにいる子供たち、都会の子供たちというものは、これ以上の

ことを既にやって努力しているんですよ。厚岸の子供たちが全然努力をしていなとは私は言

いません。本当にできる限りの中でやっているだろうし、親としても、やっぱり子供たちの

成長のためにいろいろな協力というものはしているとは思うんですけども、でもやっぱり何

かきっかけがなければ、学習塾で勉強しているかという問いに、していないと答えた割合が

79.5％と。ですから、８割の子供たちは学校の授業プラスアルファの部分だけで終わってし

まっているんですよね。ただ、これが大都市圏だと、恐らく反対までは行かないでしょうけ

ども、大きな割合の中で変化してくるんだと思うんです。ここはやはり考えなければならな

いところではないのかなと思うんですよね。

塾代だけを主に言ってしまうと、例えば中学３年生の公立高校を目指すような場合だと、

大体２万5,000円から３万円くらい、一月にかかるような塾代。これを親が負担していくとい

うものが、本当に大変なときなんだろうなと私だと思うんですよね。でも、子供の中では、

当然、勉強したい子供、そうじゃない、スポーツをしたい子供、例えば柔剣道とか、そういっ

たスポーツだとかというものを一生懸命やりたい子供、いろいろな子供がいる。まず勉強だ

けを例にとったときに、塾代、平均で約２万5,000円ぐらいかかるような時代の中において、

やはり子供としても、もう中学生ですから、やはりふだんの生活の中とかでもいろいろ考え

てしまうとは思うんですよね。といったときに、なかなか塾に通って勉強したいと言い出せ

る家庭は確かにいいのかもしれませんけれども、言い出せない家庭というものもあると思う

んですよ。逆に、こういうような支給、補助する制度というものがあったときには、親のほ

うから、こういうものがあるけども、どうだいという声かけができる。そのときに、子供と

しては、学校以外の中で勉強して、そして将来の中で自分のなりたいところ、自分の進みた

い進路というものを目指そうという、そういう意識というものが芽生えてくると思うんです

よね。現状の中で、やはり子供も、私も子供３人いるんですけれども、結構やはり遠慮して、

親に100％の甘えというものは、やはり中学生以上にもなれば、100％の甘えというものはも

うありません。当然、親のことも考え、周りの状況とかも考えた中で、いろいろな行動、発

言というものをされるようになってくる、思春期の子供たち、そういうような子供たちでも、

本当にいろいろなことを考えた中でやっていくといったときに、「お母さん、塾に通いたいん

だ、月額２万円か３万円ぐらいかかってしまうんだけども、出してくれるかい」と言えると

ころはいいけれどもというものなんですよ。やはりそこを一押しするために、やはり何かを

考えてほしいなというものがあるんですよね。

答弁の中でも、現段階では支給することは考えていないということの中で、余りしつこく

もできないんですけれども、でも、やはりそういうような思いの中で、既に大都会、都市部

のほうではやってもきている。例えば大学進学だけを見ても、そうやって都市部の塾に通っ

ている子供たちのほとんどは国公立をねらってくる。今までは違うんですよね。地方の子供

たちが国公立に入って、都市部の子供たちは私立のほうに結構行っていたんですけれども、
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都市部のほうがそうやって国公立に行くので、どんどんどんどん地方の子供たちが国公立か

らあふれてしまって、私立のほうにも行かざるを得ないとか、ますます経済的なものという

のが、大学の進学というものにも影響しちゃっているような状況なんです。全ては、やはり

動機づけが必要なんだなと、私だと思うんですよね。すぐにやれとは言いませんし、やれる

とも思いませんけれども、もっとやはり各自治体、既に進めている。できれば、私だと、こ

ういうのは、例えば隣のまちがやっているから、厚岸町もやり始めるんだじゃなくて、厚岸

町が率先して、この北海道内でも率先してやっていくんだといったものを、やはり子育て対

策としても考えて実施していくぐらいのことを、ぜひ教育委員会で考えてほしいなというふ

うに思うんですけれども、これについて、支給しないと言いながらも、何とか考えられない

のかなということをお願いしたいと思うんですけども、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 管理課長。

●管理課長（高橋課長） お答え申し上げます。

今回、ご質問をいただいてから、実は私たちも不勉強で、このような制度があるというの

は承知しておりませんでした。

今回、いろいろ調べてみますと、東京都が貸し付けで、大阪市が給付という形になってい

まして、あと、南房総市、そちらは小学校５、６年生、全員対象にして塾代を給付するとい

うような取り組みをしている自治体もございました。

ただ、教育長の答弁の中でも話したとおり、委員会の立場として、今の段階では、授業改

善、あるいは放課後の学習ですとか、長期休業中の部分で対応してまいりましたし、早急に

これができるかなという部分については、ちょっと時間をいただいて、研究させていただき

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。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●堀議員 もう既にやっている都市では、校外の学習といったものに対してやっているという

ものの中で、どんどんどんどんこれから研究していってほしいなと思うんです。

そして、私が町内の学習塾、また、武道、スポーツといったものに限定させてもらったの

は、やはりそうやって子供たちが、塾であり、また、文化活動、スポーツ活動、それにより

一層町内で参加することによって、まちとしてももっともっと活性化しやすくなるんじゃな

いのかなと。例えばスポーツだと、なかなか指導者がずっと続けるといった中では、やはり

ほとんどボランティアの指導ですから、なかなか大変なところがある。そういったところに、

例えばクラブ費、部費というような制度をつくった中でやって、報酬みたいな形のものをしっ

かりと指導者に出せるようにでもなってくれば、やはりそういった中では、しっかりとした

指導者が確保できる。また、茶華道とか舞踊関係とか、そういったもので、よりそこに入る

子供たちがいれば、より一層、まちの文化向上というものにもつながってくると思うんです

よね。そういった中では、やはりそういうものも含めた中で、ぜひとも今後の課題としても

考えていってほしいと思います。できれば釧路管内だけでなくて、北海道は、私もほかにこ

の制度をやっているかどうかというものを調べきれなかったんですけれども、もしあれでし
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たらば、北海道で一番にでもやっていただけるような制度設計というものを考えていただけ

ればなと。そうやって子供たちを元気づけて、勇気づけてあげる、そういうまちとしてなっ

ていただきたいと思うんですけれども、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） ただいまご意見いただきました。実際には、確かに塾へ行く率、20

％ということですから、決して高い数字ではないなと感じます。

ただ、いろいろな習い事、あるいは文化的なことを含めると、ダブっているかもしれませ

んけど、40％近くが何らかの学校外の活動をしているということも事実ですので、一つのきっ

かけには、なかなかいい発想かなというふうにも考えます。いろいろな公平性とか、いろい

ろなことも含めて考慮して、少し研究をさせていただければと思います。

●議長（佐藤議員） よろしいですか。

（「はい」の声あり）

●議長（佐藤議員） ちょっと休憩します。

午後４時43分休憩

午後４時43分再開

●議長（佐藤議員） 再開いたします。

以上で、堀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、明日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。

よって、本日はこの程度にとどめ、あすに延会いたします。

ご苦労さまでした。

午後４時43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。

平成28年３月８日
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