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厚岸町議会 第１回定例会

平成29年３月７日

午前10時00分開会

●議長（佐藤議員） ただいまから、平成29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、１番、大野議員、２

番、中屋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28年度厚岸町一般会計補正予算、議案第11

号 平成28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28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28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28年度厚岸町介護保険特別会計補正予算、議案第15号 平成28

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28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28年度厚岸町水道事業会計補正予算、

議案第18号 平成28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） おはようございます。ただいま上程いただきました、議案第10

号 平成28年度厚岸町一般会計補正予算から、議案第16号 平成28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申し上げます。

はじめに、議案第10号 平成28年度厚岸町一般会計補正予算（６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28年度厚岸町一般会計補正予算（６回目）。

平成28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８億2,965万6,000円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ96億7,517万7,000円とする。

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

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。



- 86 -

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16款30項、歳出では11款28項にわたって、それぞれ８億2,965万6,000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。

12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、１節現年課税分、4,394万2,000円の増。２節滞納

繰越分、83万1,000円の増。

２目法人、１節現年課税分、1,872万1,000円の増。２節滞納繰越分、４万9,000円の増。

２項１目固定資産税、１節現年課税分、638万3,000円の増。２節滞納繰越分、27万6,000

円の減。

３項１目軽自動車税、１節現年課税分、９万4,000円の増。２節滞納繰越分、8,000円

の増。

６項１目都市計画税、１節現年課税分、31万5,000円の増。２節滞納繰越分、３万3,000

円の減。

町税全体では7,003万4,000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、１項１目地方揮発油譲与税、467万1,000円の増。

２項１目１節自動車重量譲与税、145万6,000円の減。

４款１項１目１節配当割交付金、75万8,000円の減。

６款１項１目１節地方消費税交付金、1,159万2,000円の減。

７款１項１目１節ゴルフ場利用税交付金、19万8,000円の減。

それぞれ12月交付分までの実績によるほか、交付見込みによる増減であります。

11款１項１目１節地方交付税、３億5,035万円の増。

普通交付税、本年度確定額37億4,124万円、全額の計上であります。

12款１項１目１節交通安全対策特別交付金、５万5,000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、19

万円の減。

２目衛生費負担金、１節保健衛生費負担金、42万8,000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。

３目農林水産業費負担金、１節農業費負担金、587万3,000円の減。事業費確定による

減であります。

次ページ。

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、補正額

ゼロ。２節児童福祉使用料、74万1,000円の減。３節老人福祉使用料、１万6,000円の増。

３目衛生使用料、１節保健衛生使用料、43万8,000円の減。２節環境政策使用料、7,000

円の増。

４目農林水産業使用料、１節農業使用料、109万3,000円の減。

５目１節商工使用料、4,000円の減。
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６目土木使用料、１節道路橋梁使用料、8,000円の増。２節河川使用料、6,000円の増。

３節住宅使用料60万9,000円の減。

７目教育使用料、３節社会教育使用料、４万9,000円の減。４節保健体育使用料、30万

2,000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項手数料、１目総務手数料、１節総務管理手数料、7,000円の減。２節徴税手数料、3,000

円の減。３節戸籍住民登録手数料、40万5,000円の減。

次ページ。

３目衛生手数料、１節保健衛生手数料、１万8,000円の減。２節環境政策手数料、11万

8,000円の増。

４目農林水産業手数料、１節農業手数料、９万8,000円の減。２節水産業手数料、２万

円の増。

６目土木手数料、５節住宅手数料、19万7,000円の減。

７目教育手数料、１節教育総務手数料、1,000円の減。

３項１目１節証紙収入、122万3,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込

みによる増減であります。

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、842

万1,000円の減。２節児童福祉費負担金、286万4,000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、216万9,000円の減。

それぞれの事業費に応じた補助金の減であります。２節防衛施設周辺整備事業補助金、350

万円の増。これ以降の科目の計上分を含めて、特定防衛施設周辺整備調整交付金の補正

額につきましては、充当事業の確定に伴う調整増減であります。

２目民生費国庫補助金、１節社会福祉費補助金、1,451万4,000円の減。２節児童福祉

費補助金、17万3,000円の増。それぞれの事業費に応じた補助金の増減であります。

４目農林水産業費国庫補助金、１節農業費補助金、9,254万9,000円の増。歳出計上の

畜産クラスター推進事業に対する補助金であります。

６目土木費国庫補助金、１節道路橋梁費補助金、379万3,000円の減。５節住宅費補助

金、25万円の減。６節防衛施設周辺整備事業補助金、828万5,000円の減。

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、274万8,000円の増。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、５万円の増。

次ページ。

３節中学校費補助金、２万3,000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、44万4,000円の減。

４目土木費委託金、１節河川費委託金、347万1,000円の減。それぞれ説明欄記載のと

おり、執行見込みによる減であります。

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、656万8,000

円の減。２節児童福祉費負担金、46万4,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおり、執行

見込みによる増減であります。
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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、315万9,000円の減。２

節児童福祉費補助金、３万8,000円の減。

３目衛生費道補助金、１節保健衛生費補助金、53万9,000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、27万3,000円の減。２節農業費交付金、11

万4,000円の増。３節林業費補助金、149万2,000円の増。４節林業費交付金、12万1,000円

の減。

次ページ。

５目商工費道補助金、１節商工費補助金、16万8,000円の減。

７目消防費道補助金、１節消防費補助金、10万円の減。

８目教育費道補助金、３節保健体育費補助金、10万円の増。それぞれ交付決定を受け

ての増減であります。

３項委託金、１目総務費委託金、２節徴税費委託金、23万9,000円の増。３節戸籍住民

登録費委託金、１万5,000円の増。４節選挙費委託金、２万3,000円の増。

４目農林水産業費委託金、１節農業費委託金、97万6,000円の増。

５目１節商工費委託金、2,000円の減。

６目土木費委託金、２節河川費委託金、１万4,000円の増。３節住宅費委託金、4,000

円の増。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、47万3,000

円の減。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、２節その他不動産等売払収入、917万円の増。

石材売払代の減は、石材採取量の減、立木売払代の増は、売却単価の増によるものであ

ります。

２目１節生産物売払収入、113万3,000円の増。主にしいたけ菌床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、3,000万円の増。３月までのふるさと納税を見

込んでの増額計上であります。

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。

５目１節老人福祉基金繰入金、５0万円の減。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、９万３,000円の減。

２項預金利子、１目町預金利子、１節預金利子、17万7,000円の減。

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、73万6,000

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

載のとおりであります。

６項３目雑入、３節雑入、4,193万9,000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負担金10万8,000円、ＩＰ告知端末の再設置費用

に係る受益者負担金であります。過年度水産物供給基盤機能保全事業（床潭漁港）還付
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金、17万7,000円。当該事業について、平成27年度の事業完了に伴う地元負担金の返還金

であります。町有建物災害共済金（社会体育）、46万4,000円。昨年８月の台風７号によ

り被災した海洋センター艇庫及び勤労者体育センターの災害復旧修理に対する災害共済

金であります。総合賠償補償保険金（訴訟事務）、3,835万円は、平成22年の損害賠償請

求訴訟事件に対する損害賠償金等に対する保険金収入であります。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。

次ページ。

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分への過疎対策事業債

総額１億1,260万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、390万円の増。

２目民生債、１節社会福祉債、3,250万円の増。２節児童福祉債、690万円の増。

３目衛生費、１節保健衛生債、1,230万円の増。２節環境政策債、210万円の増。

４目農林水産業債、１節農業債、320万円の減。２節林業債、150万円の減。３節水産

業債、１億670万円の増。共同利用漁船整備事業の詳細は、歳出でご説明申し上げます。

５目１節商工債、4,340万円の増。

６目土木債、２節道路橋梁債、790万円の減。４節都市計画債、40万円の増。６節住宅

債、380万円の増。

次ページ。

７目１節消防債、20万円の減。

８目教育債、１節教育総務債、240万円の増。５節社会教育債、100万円の増。６節保

健体育債、100万円の増。

以上で、歳入の説明を終わります。

28ページ、歳出であります。

１款１項１目議会費、14万5,000円の減。説明欄記載のとおり、執行見込みによる調整

増減であります。

２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、3,649万8,000円の増。

次ページ。

主に、ふるさと支援推進、2,480万7,000円の増は、ふるさと納税による寄附金収入見

込みを勘案しての返礼品及びふるさと納税支援サービス委託料等の増。次ページ。ふる

さと納税基金、1,100万円の増は、ふるさと納税による寄附金収入見込みを勘案しての基

金積立金の増のほか、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目簡易郵便局費、１万1,000円の減。

３目職員厚生費、35万1,000円の減。説明欄記載のとおり、執行見込みによる調整増減

であります。

４目情報化推進費、189万5,000円の増。次ページにわたり、総合行政情報システム運

営、厚岸情報ネットワークは、それぞれ執行見込みによる調整増減。個人番号カード等

交付事務については、交付枚数の減に伴う減でありますが、補正後の計上のうち、一部

については歳入歳出ともに次年度へ繰り越し、執行する予定であります。厚岸情報ネッ
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トワーク整備事業、285万4,000円の増は、主に電柱移転架線整備委託料の減のほか、Ｉ

Ｐ告知端末等の新規設置数の増による工事費の増であります。総合行政情報システム整

備事業、225万8,000円の増は、次ページ、新クライアント端末機の増設による増及び平

成28年度決算から適用される新公会計制度に対応したシステム整備費の計上であります。

その他は、事業費確定による減であります。

５目交通安全防犯費、２万9,000円の減。

６目行政管理費、14万3,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込みによる

減であります。

次ページ。

８目財政管理費、４億4,143万7,000円の増。財政管理、共通物品調達は、執行見込み

による調整増減のほか、基金への積立金として、減債基金に２億円、地域づくり推進基

金に２億4,421万3,000円の計上であります。また、基金につきましては、年度当初で６

億1,200万円、年度途中では１億150万円の取り崩しをいたしましたが、本年度末残高は

約18億4,496万3,000円となる見込みで、平成29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。

10目企画費、175万7,000円の減。

次ページ。

地域おこし協力隊、71万5,000円の減は、主に隊員２名の採用時期の変更による報酬の

減のほか、補助金、43万円の計上は、隊員の活動費について予算計上科目を報償費から

振替計上するものであります。その他は、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。

次ページ。

11目財産管理費、３万７,000円の減。

12目車両管理費、１,000円の増。

２項徴税費、１目賦課納税費、35万3,000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増減であります。

３項１目戸籍住民登録費、11万3,000円の減。次ページにわたり、それぞれ執行見込み

による減であります。

４項選挙費、１目選挙管理委員会費、5,000円の減。

８目海区漁業調整委員会委員選挙費、２万3,000円の増。

５項統計調査費、１目統計調査総務費、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、505万6,000円の減。

次ページ。

保健福祉総合センター・健康広場、59万9,000円の増は、主に燃料費及び施設修繕料の

増。次ページ。国民健康保険特別会計、765万円の増は、特別会計での収支調整による増

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、2,125万2,000円の減。
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次ページ。

障害者（児）介護・訓練等給付、2,041万1,000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、54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目心身障害者特別対策費、194万5,000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、８万2,000円の減。60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、122

万5,000円の増は、特別会計での収支調整による増であります。

５目後期高齢者医療費、68万8,000円の減。特別会計での収支調整による減であります。

７目自治振興費、９万8,000円の増。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。

８目社会福祉施設費、16万7,000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であります。

２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、351万8,000円の減。主に児童福祉一般、施設

型給付費負担金、326万1,000円の減で、このほかは、執行見込みによる調整増減であり

ます。

２目児童措置費、55万円の増。

次ページ。

３目ひとり親福祉費、43万7,000円の減。

４目児童福祉施設費、235万8,000円の減。

68ページ。

５目児童館運営費、18万9,000円の増。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。

70ページ。

４款衛生費、１項保健衛生費、１目衛生予防費、56万8,000円の減。主に、公衆浴場経

営助成の減であります。

次ページ。

２目健康づくり費、796万7,000円の減。主に、各種予防接種委託料、399万2,000円の

減。次ページ。各種がん検診委託料130万1,000円の減のほか、76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、23万8,000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。

４目水道費、62万8,000円の減。水道事業会計、49万7,000円、新規計上、消火栓修理

費に対する繰出金であります。次ページ。簡易水道事業特別会計、112万5,000円の減は、

特別会計での収支調整による減であります。

５目病院費、4,595万8,000円の増。病院事業会計への収支補てんとしての増額計上で

あります。負担金は、繰出基準分として1,210万4,000円の増。補助金は、繰出基準外と

して3,385万4,000円の計上であります。

６目乳幼児医療費、259万8,000円の減。執行見込みによる減であります。
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２項環境政策費、１目環境対策費、986万円の増。主に、次ページ、環境保全基金積立

金、1,001万8,000円の増で、資源ごみ売払代及び立木売払代を原資に基金へ積み立てる

ものであります。このほかは、執行見込みによる減並びに財源内訳補正であります。

２目水鳥観察館運営費、12万9,000円の減。

３目廃棄物対策費、30万円の減。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。

４目ごみ処理費、145万6,000円の増。主に、ごみ処理場管理、電気料、修繕料の増で、

そ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、436万円の減。次ページにわたり、説明欄記載のとおり、執行見込み

による調整減並びに財源内訳補正であります。

５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、６万円の減。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目農業振興費、9,239万8,000円の増。次ページ。畜産クラスター推進事業、9,255万

円の増は、釧路太田畜産クラスター協議会への補助金で、事業内容は、家畜飼養管理施

設の建設であります。なお、この補助金につきましては、次年度へ繰り越し、執行する

予定であります。このほかは、執行見込みによる調整増減であります。

３目畜産業費、149万3,000円の減。

次ページ。

５目農地費、903万5,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込み、事業費

確定による調整増減であります。

６目牧野管理費、691万9,000円の減。主に、臨時職員賃金の減のほか、時ページにわ

たり、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、43万8,000円の減。

８目農業水道費、３万6,000円の減。

次ページ。

９目堆肥センター費、62万7,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込みに

よる調整増減であります。

２項林業費、１目林業総務費、17万5,000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であります。

２目林業振興費、346万1,000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。

３目造林事業費、22万2,000円の減。

次ページ。

４目林業施設費、５万7,000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、300万6,000円の減。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、15万2,000円の減。次ページ。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、１億223万4,000円の増。漁業近代化資金利子補給ほか、減額となる

事業は事業費確定による減。共同利用漁船整備事業、１億630万円、新規計上。事業内容
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は、ロシア200海里さけ・ます流し網漁業の禁止を受け、代替魚種の対応等を図るとして、

厚岸漁業協同組合が新たに建造する漁船の事業費のうち、国庫補助金を除いた地元負担

分の一部を、過疎対策事業債を財源に補助する内容であります。

３目漁港管理費、11万1,000円の増。

次ページ。

５目養殖事業費、25万6,000円の増。

６目水産施設費、２万8,000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。

６款１項商工費、１目商工総務費、18万8,000円の減。

次ページ。

２目商工振興費、324万6,000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。

次ページ。

３目食文化振興費、21万8,000円の増。主に、味覚ターミナルコンキリエの修繕料の増

のほか、執行見込みによる調整増減であります。

４目観光振興費、51万円の減。

次ページ。

５目観光施設費、64万6,000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。

110ページ。

７款土木費、１項土木管理費、２目土木車両管理費、11万円の減。

３目土木用地費、４万9,000円の減。

４目地籍調査費。44万2,000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、958万1,000円の減。次ページにわたり、事業

費確定による減であります。

２目道路新設改良費、1,239万9,000円の減。116ページにわたり、各事業、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目除雪対策費、8,200万円の増。次ページにわたり、年度末までの執行見込みを勘案

した補正計上で、総額２億2,550万円の計上となります。

３項河川費、１目河川総務費、341万9,000円の減。次ページにわたり、説明欄記載の

とおり、各事業費の確定及び執行見込みによる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、591万8,000円の減。事業費確定による減であ

ります。

３目下水道費、191万2,000円の減。下水道事業特別会計での収支調整による減額であ

ります。

次ページ。

５項公園費、１目公園管理費、３万4,000円の減。

６項住宅費、１目建築総務費、160万8,000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。
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２目住宅管理費、80万9,000円の増。次にわたり、主に町営住宅の修繕料の増でありま

す。

８款１項消防費、１目常備消防費、73万6,000円の減。

２目災害対策費、22万7,000円の減。

次ページ。

３目消防施設費、20万円の減。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、補正額ゼロ。

次ページ。

２目事務局費、3,782万3,000円の増。訴訟事務、3,827万8,000円の増は、さきの行政報

告にありましたとおり、損害賠償請求訴訟事件について、最高裁において結審となった

ことから、これに係る損害賠償金等の計上であります。このほかは、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。

３目教育振興費、56万6,000円の減。次ページ。主に、高等学校教育支援に計上の通学

バス定期券購入助成の減であります。

４目教員住宅費、162万2,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込みに伴

う調整増減のほか、財源内訳補正であります。

次ページ。

５目就学奨励費、１万3,000円の減。

６目スクールバス管理費、6,000円の増。

２項小学校費、１目学校運営費、63万9,000円の増。次ページにわたり、各小学校の執

行見込みによる調整増減であります。

２目学校管理費、45万5,000円の増。学校管理に計上のアスベスト測定分析等委託料は、

高知小中学校の煙突用断熱材の劣化点検の結果、断熱材の剥離が確認されたことを受け

て、速やかにアスベストの含有等の測定を行った委託料であります。なお、この調査測

定の結果、アスベストの含有等は確認されておりません。次ページ。このほかは、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。

３目教育振興費、165万1,000円の減。主に、臨時職員賃金の減であります。

次ページ。

３項中学校費、１目学校運営費、202万1,000円の増。次ページにわたり、各中学校の

執行見込みによる調整増減であります。

２目学校管理費、92万9,000円の増。修繕料の増は、主に真龍中学校体育館の暖房設備

の修理費ほかで、このほかは執行見込みによる調整増減であります。

３目教育振興費、44万6,000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。

次ページ。

５項社会教育費、１目社会教育総務費、３万4,000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のほか財源内訳補正であります。

次ページ。

２目生涯学習推進費、８万5,000円の減。



- 95 -

３目公民館運営費、４万2,000円の減。

４目文化財保護費、９万7,000円の減。

次ページ。

５目博物館運営費、７万6,000円の減。

６目情報館運営費、３万1,000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増減のほか、財源内訳補正であります。

６項保健体育費、１目保健体育総務費、35万7,000円の減。

次ページ。

２目社会体育費、37万3,000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増減のほか、財源内訳補正であります。

３目温水プール運営費、133万3,000円の増。主に、プールの循環ポンプ修理費であり

ます。

４目学校給食費、294万9,000円の減。次ページにわたり、主に、非常勤職員賃金の減

のほか、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。

11款１項公債費、１目元金、１億円の増。平成27年度に借り入れ実行した臨時財政対

策債、２億6,680万円のうち、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。町債は、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替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年度末では町債残高の約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、この臨時財政対策

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

付税をはじ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、繰り上げ償還の財

源とする財源とするものであります。

12款１項１目給与費、230万1,000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。

以上で、歳出の説明を終わります。

１ページにお戻り願います。

第２条、繰越明許費であります。

地方自治法第213条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経

費は、「第２表 繰越明許費」による。

６ページをお開きください。

第２表、繰越明許費であります。

歳出予算でご説明した記載の３事業について、国の繰り越し承認を得て、平成29年度

に繰り越して執行するため、総額２億1,131万1,000円の繰越明許費を設定するものであ

ります。

再び１ページへお戻り願います。

第３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３表 債務負担行為補正」による。

７ページをお開きください。
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第３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４条、地方債の補正であります。

地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。

８ページをお開きください。

地方債補正、変更であります。

緊急防災・減災事業、20万円の減。辺地対策事業、790万円の減。過疎対策事業、２億1,810

万円の増。草地開発事業、320万円の減。公有林整備事業、320万円の減。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。

９ページごらんください。

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27年度末残高、100億6,415万9,000円、平成28年度中起債見込

額、６億3,980万円。平成28年度中元金償還見込額、10億3,791万6,000円。補正後の平成28

年度末現在高見込額は96億6,604万3,000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、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28年度厚岸町国民健康保険特別会計補正予算（４回目）。

平成28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5,742万7,000円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ17億408万3,000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。

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12項、次ページ、歳出では６款13項にわたって、それぞれ5,742万7,000

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、3,465万2,000円の増。

２目退職被保険者等国民健康保険税、413万9,000円の減、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、24万6,000円の減。

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、808万6,000
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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、27万3,000円の増。標準高額医療費拠出金の確定

による増であります。

２項国庫補助金、１目１節財政調整交付金、4,082万6,000円の減。一般被保険者の所

得の増及び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、673万4,000円の減。社会保険診療

報酬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、69万3,000円の増。

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、27万3,000円の増。

標準高額医療費拠出金の確定による増であります。

２項道補助金、２目１節財政調整交付金、392万5,000円の増。保険財政共同安定化事

業において交付金より拠出金が多いことによる調整交付金の増であります。

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、874万72,000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、5,329万4,000円の減。それぞれ国保連合会

からの交付額確定による増減であります。

10款繰入金、１項１目１節一般会計繰入金、765万円の増。収支不足額の補てんとして

の増で、補正後額は１億7,902万円であります。

12款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、１目一般被保険者延滞金、１節延滞金、1,000

円の増。

３項雑入、３目一般被保険者返納金、１節返納金、30万2,000円の減。

５目１節雑入、１万3,000円の減。それぞれ、見込み額に基づく補正であります。

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、23万6,000円の減。

２項徴税費、１目賦課徴収費、５万7,000円の減。

３項１目運営協議会費、９万4,000円の減。

５項１目特別対策事業費、6,000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。

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、2,926万8,000円の減。

２目退職被保険者等療養給付費、125万3,000円の減。

３目一般被保険者療養費、26万1,000円の減。それぞれ医療費見込みによる減でありま

す。

４目退職被保険者等療養費、補正額ゼロ、財源内訳補正。

５目審査支払手数料、17万4,000円の減。執行見込みによる減であります。

２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費、財源内訳補正。

２目退職被保険者等高額療養費、194万1,000円の増。対象医療費の見込みによる増で
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あります。

次ページ。

３目一般被保険者高額介護合算療養費、５万2,000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。

３項移送費、１目一般被保険者移送費、２万円の増。

２目退職被保険者等移送費、補正額ゼロ、財源内訳補正であります。

４項出産育児諸費、１目出産育児一時金、42万1,000円の減。それぞれ執行見込みによ

る調整増減であります。

３款１項後期高齢者支援金等、１目後期高齢者支援金、補正額ゼロ、財源内訳補正。

次ページ。

６款１項１目介護納付金、補正額ゼロ、財源内訳補正。

７款１項共同事業拠出金、１目高額医療費拠出金、109万2,000円の増。

２目保険財政共同安定化事業拠出金、2,551万6,000円の減。それぞれ、国保連合会か

らの通知額の確定に伴う調整増減であります。

８款保険事業費、１項１目特定健康診査等事業費、250万円の減。主に特定健康診査に

係る委託料の減であります。

２項保健事業費、１目保健衛生普及費、61万7,000円の減。次ページ。主に予防接種委

託料の減であります。

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28年度厚岸町簡易水道事業特別会計補正予算（３回目）。

平成28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から歳入歳出

それぞれ21万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,859万5,000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２款３項、次ページ、歳出では２款２項にわたり、それぞれ21万5,000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。

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、86万2,000円

の増。

３節過年度収入、4,000円の増。

２項手数料、１目水道手数料、１節給水工事手数料、４万4,000円の増。それぞれ収入

見込みによる増であります。
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５款繰入金、１項１目１節一般会計繰入金、112万5,000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、５万2,000円の減。

２款水道費、１項１目水道事業費、16万3,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおり、

執行見込みによる減であります。なお、太田・片無去地区地下水調査事業は財源内訳補

正であります。

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号であります。

議案書の１ページであります。

平成28年度厚岸町下水道事業特別会計補正予算（３回目）。

平成28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から歳入歳出

それぞれ37万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11億8,559万7,000

円とする。

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

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１款２項にわたり、それぞれ37万4,000円の減

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。

10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、172万6,000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、191万2,000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、１万2,000円の増。

７款１項町債、１目下水道債、１節下水道事業債、20万円の減。起債事業の執行見込

みによる減であります。

以上で、歳入の説明を終わります。

12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、２万円の減。

２目管渠管理費、48万4,000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。

３目処理場管理費、63万7,000円の増。執行見込みによる調整増減でありますが、修繕
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料の増は、終末処理場汚泥脱水機の修理費であります。

４目普及促進費、23万7,000円の減。次ページにわたり、それぞれ執行見込みによる減

であります。

２項下水道事業費、１目公共下水道費、27万円の減。執行見込みによる調整でありま

す。なお、公共下水道事業の補助、経済対策については、実施設計委託料の事業費が確

定したことを受けて、この予算残分を同額、工事費へ振替するものであります。

以上で、歳出の説明を終わります。

１ページへお戻り願います。

第２条、繰越明許費の補正であります。

繰越明許費の変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。

４ページをお開き願います。

第２表、繰越明許費補正。

変更であります。

既に設定しております公共下水道事業（補助・経済対策）について、その額を131万2,000

円増額し、9,051万2,000円とするものであります。

再び１ページへお戻り願います。

第３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３表 債務負担行為補正」による。

５ページをお開き願います。

第３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２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４条、地方債の補正であります。

地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。

６ページをお開きください。

第４表、地方債補正。

変更であります。

公共下水道事業、20万円の減。起債の方法、利率、償還の方法については変更ありま

せん。

７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27年度末現在高、39億293万1,000円、平成28年度中起債見込

額、３億3,060万円。平成28年度中元金償還見込額、３億168万2,000円。補正後の平成28

年度末現在高見込額は39億3,184万9,000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。

続いて、議案第14号であります。

議案書の１ページであります。
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平成28年度厚岸町介護保険特別会計補正予算（３回目）。

平成28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に歳入歳出そ

れぞれ886万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億3,037万2,000

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12項、次ページ、歳出では５款10項にわたり、それぞれ886万1,000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。

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、639万

4,000円の増。２節滞納繰越分、18万3,000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、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、61万5,000円の減。

３款分担金及び負担金、１項負担金、１目１節地域支援事業負担金、７万3,000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、48万1,000円の減。

２項国庫補助金、１目１節財政調整交付金、523万3,000円の減。

７目１節地域支援事業交付金、７万8,000円の減。

５款１項支払基金交付金、１目１節介護給付費交付金、７万3,000円の減。

２目１節地域支援事業支援交付金、９万1,000円の減。それぞれ利用状況に応じた補正

であります。

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、17万5,000

円の増。負担金確定に伴う増であります。

２項道補助金、３目１節地域支援事業交付金、３万9,000円の減。利用状況に応じた補

正であります。

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、１万円の増。

８款繰入金、１項１目１節一般会計繰入金、122万5,000円の増。給付費の増に伴う繰

り入れ分の増であります。

２項基金繰入金、１目１節介護給付費準備基金繰入金、763万5,000円の増。介護給付

費の増に伴う基金からの繰入金の増であります。

10款諸収入、２項雑入、３目１節雑入、７万8,000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。

歳出であります。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、３万3,000円の増。それぞれ説明欄記
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載のとおり、執行見込みによる調整増減であります。

２項徴収費、１目賦課徴収費、５万円の減。

３項１目介護認定審査会費、22万3,000円の減。

２目認定調査等費、33万6,000円の増。次ページにわたり、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、893万8,000

円の増。

２目施設介護サービス給付費、57万4,000円の増。

４目居宅介護住宅改修費、47万円の減。

５目居宅介護サービス計画費、127万3,000円の増。

６目審査支払手数料、17万4,000円の減。

次ページ。

３項１目高額医療介護合算介護サービス費、119万1,000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、152万2,000円の

減。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、４目二次予防事業費、７万円の減。執行

見込みによる減であります。

５目総合事業費精算金、25万8,000円の減。利用見込みゼロのため、予算額全額の減で

あります。

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、10万7,000円の増。

次ページ。

２目任意事業費、56万8,000円の減。それぞれ執行見込みによる調整増減であります。

５款１項１目介護給付費準備基金費、１万1,000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、26万7,000円

の減。執行見込みによる減であります。

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28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28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に歳入歳出そ

れぞれ11万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億3,379万8,000

円とする。

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

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

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11万7,000円の

増額補正であります。
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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、28万3,000円の

増。

２目普通徴収保険料、１節現年度分、18万2,000円の増。２節滞納繰越分、34万円の増。

それぞれ収入見込みによる増であります。

３款繰入金、１項１目１節一般会計繰入金、68万8,000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、５万6,000円の減。

２項１目徴収費、１万7,000円の減。それぞれ執行見込みによる減であります。

２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、19万円の増。主に保険料の増に伴う負

担金の増であります。

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28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28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296万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,694万7,000円

とする。

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

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４項、次ページ、歳出では１款１項にわたって、それぞれ296万2,000円

の減額補正であります。

事項別により説明させていただきます。

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、1,457万

6,000円の減。

２項１目１節自己負担金収入、517万8,000円の減。それぞれ補正予算に合わせた調整

減であります。

８款１項１目繰越金、１節前年度繰越金、1,686万円の増。平成27年度の決算剰余金全

額の計上であります。
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９款諸収入、１項１目１節雑入、６万8,000円の減。それぞれ執行見込みによる減であ

ります。

以上で、歳入の説明を終わります。

８ページをお開きください。

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、296万

2,000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。

以上をもちまして、議案第10号 平成28年度厚岸町一般会計補正予算から議案第16号

平成28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、よろしくお願いいたします。

●議長（佐藤議員） 水道課長。

●水道課長（遠田課長） 続きまして、議案第17号 平成28年度厚岸町水道事業会計補正予

算（２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28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。

年間総配水量は7,573立方メートル増の129万9,729立方メートル。

１日平均給水量は21立方メートル増の3,561立方メートルとするものであります。

主な建設改良事業について、配水管布設替等事業を17万3,000円減額し2,146万円に。

メーター設備事業を36万9,000円増額し、3,852万2,000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324万2,000円増額し２億8,197万8,000円とす

るものであります。

１項営業収益は293万円の増。

２項営業外収益は31万2,000円の増であります。

支出につきましては、１款水道事業費用を360万2,000円増額し、２億8,252万9,000円と

するものであります。

１項営業費用は340万4,000円の増。

２項営業外費用は19万8,000円の増であります。

第４条、資本的収入及び支出の補正であります。

２ページをお開き願います。

支出について、１款資本的支出を19万6,000円増額し１億3,513万5,000円とするもので、

１項建設改良費が19万6,000円の増であります。

ここで、１ページへお戻り願います。

第４条の括弧書きです。

資本的収入額が資本的支出に対し不足する額、１億810万5,000円について、過年度分
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損益勘定留保資金762万5,000円、当年度分損益勘定留保資金9,537万円、及び、当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額511万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。

６ページをお開き願います。

はじめに、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238万1,000円の増で、家事用で9473

万5,000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54万9,000円の増で、消火栓整備工事費に対する繰入金のほか、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１万9,000円の階増で、病院事業会計への

貸し付けによる利息であります。

５目雑収益は29万3,000円の増で、配水管破損に対する補償費であります。

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238万6,000円の増で、修繕

引当金繰入額が257万円の階増。昨年９月の低気圧による大雨で発生した宮園配水池敷地

内の法面の崩壊を翌年度復旧するため、それに要する費用を発生した当年度の費用で準

備するため引当金として計上するものであります。動力費は129万9,000円の減で、使用

見込みと電力単価を勘案した減。薬品費は127万5,000円の増で、これまでの使用実績と

融雪期に必要な水処理薬品の使用を見込んだ増が主なもので、その他執行見込みによる

計数整理であります。

２目配水及び給水費は58万8,000円の増、修繕費で配水管漏水修理の増であります。

７ページをごらんください。

３目受託工事費は49万7,000円の増で、消火栓移設工事で新たに消火栓本体の修繕が必

要になったことによる増であります。

４目総係費は６万7,000円の減で、各節、執行見込み確定による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19万8,000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。

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17万3,000円の減。配水管敷設替工事で、工事

費が確定したことによる計数整理であります。

３目メーター設備費は36万9,000円の増。新設メーターの設置見込み及び検満メーター

の取りかえ台数の確定による計数整理であります。

３ページへお戻り願います。

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、飛んで８ページと９ページは予定貸借対照表、10ページと11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28年度厚岸町水道事業会計補正予算（２回目）の内容であります。

ご審議の上、承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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●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28年度厚岸町病院事業会計補

正予算（２回目）について、その内容を説明いたします。

１ページです。

はじめに、第１条、総則です。

平成28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、187万1,000

円を減額し、総額616万7,000円とするものです。内容については、後ほど説明いたしま

す。

次に、第３条、収益的収入及び支出、並びに、次ページ、第４条、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７ページから説明をいたします。

はじめに、収益的収入であります。

１款病院事業収益で4,885万8,000円の増。

１項医業収益では118万1,000円の減。

そのうち、２目外来収益では320万1,000円の減。患者１人１日当たり診療単価で約60

円の減による減額補正であります。

次に、３目その他医業収益では528万9,000円の増。１節室料差額収益、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、主に訪問リハビ

リ対象者の減によるものであります。

４目負担金、１節一般会計負担金では326万9,000円の減。それぞれ決算を見込んだ中

での計数整理となっています。

次に、２項医業外収益では5,003万9,000円の増であります。主に、他会計補助金では180

万9,000円の減、医師研究研修費補助、142万円減のほか、決算を見込んでの整理。

６目他会計負担金では、5,190万7,000円の増で、主に、不採算地区病院運営費補助で

2,420万9,000円、制度改正による不良債務補填額、2,500万円の増につきましては、12ペー

ジの貸借対照表をごらんください。

負債の部、４、流動負債をごらんください。

平成26年度からの公営企業会計制度改正に伴う不良債務額の算定計算において、地方

公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則の附則に経過措置が定められ、流動負債

総額から除外できる項目が３項目設定されています。除外される項目の一つ目は、(2)の

次年度分の企業債償還額、１億3,100万1,000円。二つ目は、(3)の次年度分のリース債務

額、2,372万7,000円。三つ目は、(5)、イの次年度６月支払い分の賞与引当金、3,502万円

であります。しかし、この算定から除外できる項目のうち、一つ目の(2)企業債償還額は

今後も除外されますが、それ以外の２項目については、除外できる経過措置期間が３年

とされ、平成30年３月31日までに処理しなければならないこととされています。この経

過措置が終了した場合に想定される不良債務の発生額は、現時点ではおおよそ5,300万円

前後と見込まれ、その場合は町全体での資金不足比率等に影響し、病院における企業債
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発行の制限や事務量の増大が危惧され、病院運営に大きな支障となります。このことか

ら、財政との協議を経て、単年度の負担を軽減するため、今年度と来年度の２カ年で手

当てしようとするもので、今年度については2,500万円を、残りについては新年度の会計

収支の状況を十分に見定め、経過措置期間終了までに必要な措置を行うものであります。

ページを戻っていただきます。

次に、７目負担金交付金、70万8,000円の減。説明欄記載の負担金の減。

９目道補助金、28万4,000円の皆増。子育て介護職員等就業定着支援事業補助として、

院内託児所への運営費補助金が今年度も該当する見込みとなりましたので、補正計上す

るものです。

次に８ページ、収益的支出であります。

１款病院事業費用、739万6,000円の増。

１項医業費用では858万円の増。

１目給与費では957万1,000円の増。主に、４節退職給付費では549万8,000円の増、退

職予定者増加による退職給付引当金の増額見込みによるもののほか、５節賞与引当金繰

入額213万7,000円、次年度引当金の増、６節賃金、140万円、出張医賃金ほかの増額、そ

の他決算を見込んだ整理となっています。

３目経費では27万7,000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

な科目では、13節修繕費で97万8,000円の増、施設修繕費、118万6,000円の増であります。16

節委託料で268万1,000円の減は、給食業務委託料のうち食材料費の減が主な要因であり

ます。そのほかにつきましては、説明欄記載のとおりであります。

５目資産減耗費では70万6,000円の増。

６目研究研修費では142万円の減。それぞれ、節、説明欄記載のとおりであり、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、118万4,000円の減。

そのうち、２目医療技術員確保対策費で11万9,000円の減。

３目雑損費、106万5,000円の減では、医薬品など貯蔵品に係る仮払消費税、４条予算

の控除対象外消費税などの減額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説明であります。

続いて、10ページ。

資本的収支です。

１款資本的収入、２項補助金で187万1,000円の減。

１目他会計補助金、１節一般会計補助金で87万1,000円の減。医療機械購入の事業費確

定による減となっております。

２目国庫補助金、100万円の減であります。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。

１款資本的支出、１項建設改良費、１目固定資産購入費、187万1,000円の減。１節機

械備品購入費で、それぞれ事業費確定による減額であります。

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。
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中段の第５条は、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です。

職員給与費で957万1,000円の増であります。

続いて、３ページ。

第６条は、他会計からの３条予算、４条予算合わせた補助金の補正であります。３月

期は収入不足補塡として、不採算地区病院運営補助金の増額補正、制度改正による不良

債務補塡額のほか、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４億9,495万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ページは補正予算キャッシュフロー計算

書、11ページから14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。

以上で、議案第18号 平成28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28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、これにご異議ありませんか。

（「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28年

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

定いたしました。

本会議を休憩します。

午前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。

はじめに、８番、南谷議員の一般質問を行います。

８番、南谷議員。
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●南谷議員 平成29年第１回定例会に当たりまして、本年初の定例会であり、日ごろ、議員活

動の中で特に懸案事項であります６項目について一般質問を行います。質問の６項目につき

ましては、昨日の若狹町長の執行方針、おおむね取り組まれることを理解をさせていただき

ました。町長の積極的な取り組み姿勢に敬意を表します。その上で、細部にわたっての質問

をさせていただきます。

１点目でございます。門静前浜道路整備でございますが、前浜の漁業者や地域住人にとっ

て長年の悲願でありました海岸と平行な道路はおおむね完了しているものの、東側、国道44

号の交点から踏切を含めた町道は、毎年春先に大きな穴があき、通行に支障を来しておりま

す。早急な舗装工事が必要と考えますが、いかがでしょうか。

２点目です。奔渡川護岸工事の早期完成について質問をいたします。この川の東側45メー

トルは、平成28年度当初予算に計上されるも、松葉町通の舗装補修が優先となってしまいま

した。漁業者は早期完成を待ち望んでおりますが、この奔渡川の護岸工事は今後どうなり

ますか、お尋ねをさせていただきます。

３点目、第一種床潭漁港整備計画について質問いたします。本年２月８日に床潭漁村

センターにおきまして、町、漁組が出向きまして、漁業者に整備計画の説明と整備要望

を受けておられますが、漁業者の皆さんの要望はどのようなものなのか、お尋ねをさせ

ていただきます。また、それを受け、北海道の動向と、町はどう対応されるのか、お伺

いをいたします。年次計画について、予算等を含め説明を求めます。

４点目でございます。きのこ菌床センターの関係でございますが、平成29年度の生産

者への販売価格と施設整備はどのようなものなのか、お尋ねをさせていただきます。

５点目でございます。町立保育所についてでございます。湖北地区の市街地に宮園と

真竜保育所がございます。双方とも老朽化や耐震に問題があります。補助率の高い緊防

債が有効のうちに、早期に建てかえをすべきと考えます。昨日の町長の執行方針で、こ

れに着手と伺い、安堵いたしました。そこで、お尋ねをさせていただきます。統合を考

えた場合、場所の選定、規模、スケジュールはどのようになりますか。また、統合の際、

保護者の理解は得られますか。

６点目でございます。厚岸町の子育て支援策についてでございます。これについて、

二つお尋ねをさせていただきます。一つ目、保育料は第１子から支援すべきと考えます

が、いかがでしょうか。二つ目です。昨年の９月、第３回定例会におきまして、保育所

運営について一般質問をしております。このとき、保育時間の延長と土曜日の保育時間

の延長について質問を行いました。内部協議を進めているという答弁がありましたが、

私は、しっかり取り組むべきだと考えますが、その後どうなったのかお尋ねをし、１回

目の質問といたします。

●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点目の門静前浜道路整備についてでありますが、本路線については、線路沿いに漁

港側から田崎踏切付近まで延長502メートルの改良舗装工事を平成22年度に着手し、平成

27年度に終えておりますが、国道44号から踏切を通る区間につきましては、わだちや水
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たまりが発生していることから、平成29年度当初予算案に工事請負費1,820万円を計上し、

延長158メートルの改良舗装を行い、門静前浜道路の全区間の道路整備を終了する計画で

あります。

続いて、２点目の奔渡川護岸工事の早期完成についてでありますが、奔渡川護岸工事につ

いては、計画延長282メートルのうち237メートルが完了し、現在の進捗率は84％となってお

ります。平成28年度は工事を実施できませんでしたが、平成29年度当初予算案に工事請負費

2,500万円を計上し、東側護岸延長15メートルの工事を実施する計画で、平成31年度の完成を

目指しているところであります。

続いて、３点目の第１種床潭漁港整備計画についてのうち、はじめに「漁業者の皆さん

の要望はどのようなものですか」についてでありますが、床潭地区の漁業者の皆さんか

ら要望は大きく分けて四つで、一つとして、港内の西側泊地の静穏を確保するため、西

側間口沖合海上に西外防波堤と北外防波堤を新設するとともに、越波対策として第１西

防波堤と北防波堤の嵩上げが要望されております。二つ目として、西側と同様に東側泊

地の静穏を確保するため、東側間口沖合にある外防波堤に新たに南外防波堤を加え、鉤

状の外防波堤として機能させるというものであります。三つ目として、小型漁船を係留

できるよう、第１南防波堤の胸壁を撤去する要望。四つ目として、西側泊地の浚渫の要

望が挙げられております。

次に、「それを受けて北海道の動向と町はどう対応されますか、年次計画について予算

等を含め説明を求めます」についてでありますが、既に北海道においては、西側間口沖

合の西外防波堤及び北外防波堤の新設、東側間口沖合の南外防波堤の新設、第１西防波

堤と北防波堤の嵩上げ、第１南防波堤の胸壁の撤去について、公共事業として新規採択

を受けるべく作業が進められているところであります。本年２月８日には地元の意向を

考慮しつつ、北海道が行っていた静穏度解析が終わり、地元に対して外防波堤の形状や

今後の想定スケジュールなどについての説明があったところであります。説明では、平

成29年度に国の事業評価を経て、早ければ平成30年度から実施設計に入り、平成31年度

からの工事着手を想定しているとのことであります。なお、事業費については、実施設

計前であり、積算されていないとのことでありますのでご理解願います。

次に、西側泊地の浚渫については、平成28年度から着手していただき、本年の棹前昆

布漁が始まる前までに完了する予定と伺っております。なお、本事業費については、北

海道から現時点では示すことができないとのことでありますので、ご理解願います。

続いて、４点目のきのこ菌床センターについて、「平成29年度の生産者への販売価格と

施設整備はどうなりますか」についてでありますが、平成27年12月４日に町内のきのこ

生産者から菌床椎茸生産支援に関する陳情書が厚岸町と厚岸町議会に提出されておりま

す。その内容は、経営安定のため、当分の間、シイタケ菌床価格を早急に値下げしてい

ただきたい、年間を通して良質なシイタケ菌床を安定的に提供できるよう、より一層努

めていただきたいとする２項目でありました。陳情書を受領後、直ちに担当部署に検討

を行わせ、町議会での採択結果も踏まえ、きのこ菌床料については、平成28年度出荷分

に限り、税抜きで20円の減額措置を行うとともに、年間を通した良質な菌床製造に関し

ては、施設改修など必要な手だての検討を行わせておりました。なお、陳情書にある菌

床価格の値下げの当分の間とは、町内のきのこ生産者全員で構成する組織づくりに必要
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な３年間ということであり、きのこ菌床料の額の減額措置は、生産者組合の立ち上げを

助長する意味から、平成29年度以降は、組織化に向けた取り組み状況を勘案した上で、

最長平成30年度まで継続することとしておりました。こうした中、町内のきのこ生産者

においては、昨年10月から、これまで４回にわたり会合を開催し、生産者組織の必要な

どについて確認した上で、組織化に向けた準備を進めている状況であることから、町と

しては、平成29年度においてもきのこ菌床料の額の減額措置を継続したいと考えており

ます。

また、きのこ菌床センターの施設整備についてですが、菌床づくりにおける培養温度

は摂氏22度が適温とされておりますが、きのこ菌床センターの開設時においては、秋冬

期間に菌床を製造する施設整備がされており、現在のように一年を通して菌床を製造す

るには十分対応できる状況にはなく、摂氏30度近くにもなる高温期には菌床の成長が抑

制され、発生不良や発生時期のずれが生ずることなどがありました。このため、良質な

菌床を季節を問わず生産者に提供するため、平成29年度において国の補助金の確保を前

提に、きのこ菌床センター内にある培養室４室の冷暖房設備の改修工事を実施すること

として新年度予算に計上しているところであります。

続いて、５点目の町立保育所についてのうち、はじめに「宮園保育所と真竜保育所に

ついて統合を考えた場合、場所の選定、規模、スケジュールは」についてでありますが、

真竜保育所と宮園保育所については、施設の老朽化や耐震性の問題、人口減少などに伴

う出生数の減少などを踏まえて統合することとし、湖北地区に新たな認可保育所を建設

したいと考えております。スケジュールについては、平成29年度に基本設計、30年度に

は実施設計と地質調査、31年度に建設工事を行い、32年度中の開設を予定しております。

建設場所については、基本設計において、子供の安全を十分考慮しながら検討すること

としております。規模、定員については、現在、真竜保育所が70人、宮園保育所が60人、

計130人でありますが、将来を見据え、適切な規模、定員となるよう、基本設計に合わせ

て調整したいと考えております。

次に、「統合の際、保護者の理解は得られますか」についてでありますが、各保育所に

おいて、平成27年11月に父母会役員との懇談会、平成28年９月に全保護者対象の懇談会

を開催し、統合に関する説明を行ったところ、反対意見がなかったことから、保護者の

皆さんの理解は得られているものと考えております。なお、今後も、建設場所や規模等

において保護者等に説明を行いながら検討を進めてまいりたいと考えております。

続いて、６点目の厚岸町の子育て支援策についてのうち、はじめに「保育料は第１子

から支援すべきでは」についてでありますが、保育料の２割助成については、平成19年

から平成26年度までは第３子以降を対象として、27年度と28年度は第２子以降に対象を

拡大して実施してきたところでありますが、29年度は、子育て世帯のさらなる負担軽減

のため第１子以降に対象を拡大することとしており、本年度予算において第１子分の341

万8,000円を加え、1,023万9,000円を計上しているところであります。

次に、「保育時間の延長もしっかり取り組むべきでは」についてでありますが、保育時

間については、延長保育の時間を含めて、現在、平日について朝は午前７時45分から始

まり、帰りは午後５時45分までとしておりますが、４月からは、これを朝は15分早め、

７時30分から、帰りは30分おくらせて午後６時15分までとし、45分の延長を予定してお
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ります。また、土曜日については、帰りの時間は変更しませんが、朝は平日と同様に15

分早めて午前７時半からとする延長を予定しており、現在、実施に向けた調整を進めて

いるところであります。

以上でございます。

●議長（佐藤議員） 休憩します。

午前11時43分休憩

午前11時43分再開

●議長（佐藤議員） 再開します。

南谷議員。

●南谷議員 簡潔にお願いいたします。１点目からお尋ねをさせていただきます。門静前浜道

路整備でございますが、平成29年度予算計上されたことはよく分かっておりました。理解を

させていだきました。ですけれども、この道路なんですけれども、両側、素掘側溝なんです

よ、真ん中だけ舗装してるんですよね。ところが、この道路、国道44号線の交点と、それか

ら踏切側が高くて、ちょうど真ん中、旧道っていうんですか、Ｔの字に、旧門静の浜側の道

路が生きてるんですけれども、交差点の部分、ちょうど真ん中がすり鉢の底のようになって

おります。ですから、毎年、ここに雨が降ると水がたまるし、春の雪解け水も下がってまい

ります。そんなことでですね、この辺の、ですから、毎年うんでしまうというかな、これら

についての対応というものを、この整備の中でひとつ考えていければなと思うんですが、こ

の辺の対応について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） 現在の道路につきましては、国道側に立ちまして、国道から海

を向いて立ちまして右側にはですね、トラフの側溝が入ってございます。左側のライン

は、一部素掘間あるようですけども、側溝という形態が明らかになっているものはちょっ

と少ない状況であります。今般の工事で考えているのは、その排水処理についても含め

ておりまして、現在のトラフの再整備に合わせて、左側のライン、これの側溝について

もどのようにしていくかを含めてですね、現在、概算設計でありますので、今後、現地

調査をしながら、実施段階において適切な水処理、具体的には、国道への接続、ただ、

鉄道がちょっと高いもんですから、その下に通過はちょっとできません。国道につなぐ

かどうかの検討を含めてですね、今後、対応を検討していくところでございます。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 ２点目に参ります。奔渡川の護岸工事、平成29年、今年度は15メートルぐらい。
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そうすると、先ほどの町長の答弁で、もう何年かかかるよと、こういうことで浜も理解をす

ればよろしいですね。できるものであれば、せっかくだから早くやってほしいんですが、予

算の関係もあるんでしょうから、極力これが遅れないように、ひとつ努めていただきたいと

思いますが、いかがですか。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 十分な予算要求をしていきながらですね、計画的な事業を実施

できるように努力してまいりたいと思います。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 ３点目でございます。床潭漁港の整備計画についてでございます。さけ・ます

の流し網、ロシア海区からの撤退２年目でございます。厚岸町としてですね、よく見え

るのは代替施設づくり、形となって見えてきて、町民の多くの皆さんも、しっかり取り

組んでいるということが見えるんですが、一方ですね、床潭の浜の皆さんにすると、こ

れから本当に大事なのは沿岸漁業ではないのか、ところが、床潭の漁港整備っていうの

は形になって見えてこない。取り組んでいることは私も理解していますよ、担当課、町

長も陳情を一生懸命やっておられるんですが、実際に、なかなかですね、形になって見

えてこない、予算の額も大きくて、国絡みで進まなければならない、この辺についてで

すね、ジレンマもあると思うんですが、私もよく言われるんですよ、さっぱり見えない、

本当に大事なのは沿岸でないのか、これからそっちに目を向けなければならないときに、

もっと見えるようにしっかりやってほしいと、こう要望されております。ですから、しっ

かり取り組んでいくべきだと思いますし、浜への周知もしっかりしていかなければなら

ないと思うんですが、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えさせていただきます。

私と同じような意見でございます。これから厚岸の漁業振興は、沿岸漁業の振興なく

して漁業の発展はない、そのように考えておりますし、漁業協同組合もそのようにも考

えておるようであります。ともども連携を図りながら、しっかりと頑張ってまいりたい

と思います。さらにまた、床潭漁港の整備についても、早急に地元の要望に応えれるよ

うに、私自体も力を入れて頑張ってまいりたいと考えております。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 町長の力強い答弁ありがとうございます。

きのこ菌床センターに参ります。総務産業常任委員会、付託されまして、３回、委員会を

開きました。内容につきましては、町長の答弁でよく理解をさせていただきました。１点だ
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け質問をさせていただきます。委員会でも随分議論があったところでございます。生産者の

意思の疎通、組織づくりにつけて、なかなか見えてこない。少なくとも、大きな負担、未済

金の発生、いろいろとこの事業に対してですね、町もてこ入れしてきているわけでございま

すが、残念ながら、内部での組織というんですか、生産者の皆さんが一枚岩になってないん

でないのかと、こういう意見が多々ありました。これから取り組んでいかれると、３年間と

いうことでございますから、この辺についての指導の徹底、ひとつよろしくお願いしたいと

思います。

それでですね、もう１点だけ、20円の下げ、質問で、29年度は分かったんですけれども、

３年間ということで並行して捉えているということで、今後も、30年、31年まで、３年間に

ついてということなんでしょうか、この年限というんですか、およそ目処としてどのように

捉えているんですか、この単価の下げというものを。助成をしていくよという考え方につい

て、改めて確認をさせていただきます。

●議長（佐藤議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 生産者組織づくりに向けて取り組みの状況でございますけ

れども、先ほど町長の答弁にもありましたけれども、４回ほど、生産者、団体で会合を

開いております。なおかつですね、その生産者組織をつくるための今検討をしている代

表者というのは、既存の生産者組合に入っていない方がですね、中心となって、皆さん

で今議論をしていると。お聞きしますと、先月にはですね、たたき台となる規約のです

ね、素案まで着手をしているという状況をお聞きしてございます。着実に生産者組織立

ち上げに向けた取り組みが行われているということを、町としても確認をさせていただ

いております。そういった状況で、平成29年においてもですね、20円の減額措置は継続

するという方向性を町長のほうも示していただいたところでございます。

その減額措置、３年間までと、最大ということでご答弁させていただきましたけれど

も、こういった３年間というのは、生産者組織のほうが立ち上げて、自分たちの経営を

よりよくするために、きのこの菌床代金を、コストを下げたいと、自分たちが生産者組

織を立ち上げて、そして町から製造委託を受けることができればですね、そういった価

格軽減もできると。そういった方向に向かっていくためには、組織を立ち上げて、その

準備をするまでに３年はかかるだろうという趣旨で要望が上がったということも踏まえ

てですね、その動きを注視しながら、平成30年度についてもですね、検討をさせていた

だくということでございます。確定しているのは、28、29、減額措置するというところ

でございます。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 ５点目、６点目あわせてお尋ねをさせていただきます。

町立の保育所でございます。説明が、答弁がありました。しっかり取り組んでいただきた

いと思います。特にですね、場所の選定におかれましては、津波や大きな災害に対応できる

ような場所の選定、十分配慮をして選定をしていただきたいと思いますし、それから、統合
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に至っては、十分、この場所の選定も大きく影響すると思いますので、保護者の意見を十分

聞いて取り進めていただきたい。

６点目でございます。本町の子育て支援、保育料でございますけれども、平成28、27と実

施して、２子までやってるんですよね。今回は１子から助成していただけるということで、

町独自の対策というのは、やはり子育て支援というのはやっぱり、まちの産業、働く若いお

母さんたちも安心して働ける、職場に出ていける、社会に出て進出できる、そういう環境づ

くりが、厚岸町のまちづくりには私は大事だと思います。そういう意味では、今回１子から

ということで取り組んでいただける、そのことについては評価をするものでありますし、保

育時間につきましても、今年から取り組んでいただけるということで、しっかり取り組んで

いただきたいと思いますが、いかがですか。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 場所の選定に当たりましては、やはり子供の安全が大事で

ございますので、十分考慮しながら検討をさせていただきたいと思います。それから、

その検討に当たりましては、保護者への説明も行いながら、ポイントで行いながら進め

ていきたいと考えております。

それから、第１子からの助成につきましては、第２子から始めたと同様に、町内の保

育所、幼稚園、認可外の保育所も含めて実施をさせていただきたいと考えております。

それから、延長の部分につきましても、平日は朝15分、夕方は30分延長、それから土

曜日につきましても、朝のみですけれども、延長を進める方向で今調整を進めている段

階でございますので、ご理解いただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） 以上で、南谷議員の一般質問を終わります。

昼食のため、本会議を休憩いたします。再開は午後１時からといたします。

午前11時56分休憩

午後１時00分再開

●議長（佐藤議員） 午前中に引き続き、一般質問を行います。

１番、大野議員の一般質問を行います。

１番、大野議員。

●大野議員 本定例会におきまして、通告書に従い質問をさせていただきたいと思います。

１点目、次期町長選についてであります。町長の任期が７月までとなっていますが、この

４年間、どのようなことを重点に町政を進めてきましたか。６月予定の町長選挙への出馬に

ついて、どうお考えですか。また、出馬するとしたらどのようなことを重点に町政運営を進

めていきますか。

２点目であります。道路整備についてであります。太田小学校、中学校のスクールバス路
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線で、大別地区の子供たちを乗せた後、北片無去５号道路を通らないのか。この道路の整備

が早急に必要と考えるがどうか、この２点をお聞きしたいと思います。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） １番、大野議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の次期町長選挙にかかわるご質問でありますが、ご承知のとおり、私の４期目

の任期も残すところ４カ月余りとなりました。私は、今期、公約のテーマに掲げた「もっ

ともっと元気なあっけしへ」を創造するため、「地方分権の時代に応える町政の展開」「、

諸課題に対して果断に立ち向かう町政の推進」「町民から信頼される町政の実現」を基本

姿勢に、「命を守る防災・減災対策の強化と安全・安心なまちづくり」「厚岸の産業・経

済の成長に向けた対策の強化」「少子高齢化、人口減少社会を見据えた保健・福祉・医療

政策の充実」「人と自然にやさしい環境と快適に暮らせるまちづくりの推進」「厚岸町の

未来を担う人材育成と芸術文化・スポーツの振興」「厚岸町と北海道を結び、国を動かす

政策課題の着実な推進」「町民から信頼される親切な行政の推進」の七つの公約を実現さ

せ、「誰もが住みよい、住みたくなる、来たくなるまち」厚岸の建設を目指すとともに、

その時々の課題に対して、町民並びに議員各位のご理解とご協力をいただきながら全力

で取り組んでまいりました。

また、町政を進めるに当たっては、厚岸のあるべき姿を見据えた第５期厚岸町総合計

画をはじめとする各種計画を踏まえ、町政の主役である町民の皆様の声を直接伺いなが

ら、各種の施策を積極的に展開して、町政を一歩一歩着実に進展させました。

その主な施策としては、防災・減災について、厚岸消防署、釧路東部消防組合本部庁

舎の高台への改築移転のほか、避難場所や避難路、避難階段、防災資機材の整備、自主

防災組織への支援など、産業・経済の活性化について、漁業協同組合や農業協同組合が

行う施設整備や各種事業に対する支援、町営牧場の機能強化に向けた施設設備の整備、

新規就農者への支援の拡充、町の公式キャラクターの制作、ウイスキー蒸留所の誘致と

支援など、保健・福祉・医療の充実について、子育て支援策の継続実施など、快適に暮

らせるまちづくりについて、まちなか団地の建設などを行ったところであります。

しかしながら、今、人口減少という一大危機があり、まちの予算の大宗を占める地方

交付税が削減されるなど、厚岸町を取り巻く環境はかつてない変化に直面しております。

また、私が手がけた第５期厚岸町総合計画が残り３年、昨年策定した厚岸町未来創生総

合戦略も実質２年目を迎えたばかりであります。

このような中、私の後援会や各方面から、次期町長選挙への出馬の要請を受け、今日

まで培ってきた政治家としての経験と、今持っている自らの気力、体力を勘案して、こ

れらに掲げた施策や取り組みを最後までやり遂げること、そして、残った課題に引き続

き全力で取り組んでいくことが現職の町長である私の責務であると考え、６月１８日に

予定される町長選挙に５選を目指して挑戦することをここに表明をいたします。皆様の

ご理解、よろしくお願いを申し上げます。

また、５選に向けては、第５期厚岸町総合計画に掲げた施策や取り組みを残り３年で
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着実に実行することはもちろんでありますが、厚岸町未来創生総合戦略に掲げた「漁業

と農業の活力で地域経済が元気になるあっけし」「子どもを安心して産み育てられるあっ

けし」「地域の魅力で人を呼び込むあっけし」「誰もが安心して暮らせる・暮らしたくな

るあっけし」の四つの目標で示す施策、取り組みを総合的に推進することを基本としな

がら、特に、まちの元気の源である第１次産業の振興と、将来を担う子供たちへの支援、

さらには安全・安心なまちづくりのための防災・減災対策を重点施策に位置づけるとと

もに、喫緊の課題である地域公共交通に関する取り組みや高速道路の延伸整備について

も、重要な施策に位置づけて取り組んでまいりたいと考えております。

続いて、２点目の道路整備について、「北片無去５号道路の整備が早急に必要と考える

がどうかについて」でありますが、この道路は全長3,596メートルのうち、平成26年度ま

でに573メートルの改良舗装工事が完了しておりますが、残りの3,023メートルが砂利道

となっております。これまでに地域からも同様の要望が上がっており、スクールバスの

運行状況なども確認しながら、優位な補助事業を模索し、道路整備に向け検討している

ところであります。なお、平成29年度には大別地区から小学校へ入学する児童もおりま

すが、当面、当該路線がスクールバス運行路線となる予定がないことなどから、これま

でどおり砂利道の路面整正を主体に、通常の維持管理で対応していく考えでおりますの

で、ご理解いただきます。

●議長（佐藤議員） １番、大野議員。

●大野議員 ただいま町長から明確な答弁をいただいたわけですけれども、再度、１点目のほ

うから質問をさせていただきたいと思います。

町長が今４期目、あと４カ月で終わろうとしているんですけども、この４年間、どんなこ

とを重点的にやってきたか、ただいま答弁でもありましたし、先月の町政報告会でも具体的

におっしゃっていたとおり、誰もが、このやってきた実績というのは誰もが分かっておられ

る、町民みんなが分かっていることだと思います。

目に見えているのが、本当に、近々では、さけ・ます200海里の禁止での漁組主体の建物で

すとか、消防庁舎の移転ですとか、それから、あちこちの避難路の階段とか、いろいろ施策

を講じて、年々やっておられるんですけれども、私もやっぱり、まずはここ、やはり海に面

している土地柄もありまして、やっぱり災害に強いまちづくりがまず１点に挙げられるのと、

それとやはり、この町は漁業と酪農が基幹産業のまちですので、やっぱりその振興施策と、

それから、近々の人口減少問題に対して、やはり子供を育てる、今年から第１子にも保育所

の助成が始まる計画でありますけれども、そういったのをやっぱり、これからももっともっ

とやっていかないと、やはりこの人口減少というのは食いとめられないなと。

それから、どんな産業界でも、すごい課題がいっぱいあります。そういうのを町長も議長

も一緒になって地方要請等々行ってますけれども、やはりこの４期目で果たせなかった課題

解決のために、５期目も挑戦すると表明されましたから、本当にしっかりとやっていってい

ただきたいし、我々もそのような勇気ある行動に感謝するといいますか、一緒になって、本

当にこのまち全体を盛り上げていきたいなと、そんなふうにも思う次第でございます。

そこで、僕なりに、今後の課題としては、まずやはり、第１次産業の振興は欠かせない問
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題で、それにやはり就業する人が、やはり所得をきちっと得られなければこのまちには住ん

でくれない。それと、このまちに住むからには、若い人たちですと、やはり子供を産み育て

る環境が整っていなきゃならない。

それと、最近問題になっております高齢者の運転の事故等々、もう八十何歳、90歳の方が

運転しておられる方、数多くいますけれども、免許返納するにも、足の確保がないのででき

ない、やっぱりこういった点を克服していかないと、やはり厚岸町は駄目なんじゃないかな

と、そんな気がするんですよ。それで、いろいろこの答弁書にも書いてありますけれども、

最も本当に大事なことだと思うんですけど、私は今言ったことを重点に考えているんですけ

ど、町としてはいかが思っているか、お聞きしたいと思います。

●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。

先ほど答弁いたしましたとおり、あとわずかに４期目、最後を迎えるわけであります。

私は、まず、なぜ私は町長になったのか、そのことを常に忘れることなく、町民本意の

町政を推進してきたところであります。

そういう中で、やはり何といいましても厚岸町は１次産業のまちであります。農業、

酪農に元気なくして厚岸町の経済の活性化はないわけであります。大野議員からの質問

のとおりであります。そういう意味におきましては、厚岸町には本当にすばらしい、他

にない資源がたくさんあります。これをどう生かしていくかということがこれからの大

きな課題でもあろうと、そのように考えておるわけでございまして、そのためには、山

も海も厚岸のブランド化を確立し、厚岸町の魅力を高めていく、厚岸の経済力をつくり、

雇用を創出していかなければならない、そのように考えます。

さらにはまた、お話がありましたとおり、今日、少子高齢化を迎えております。これ

にどう対応し、かわいい子供さん方が、さらにはまたお年寄りが、この厚岸町に生まれ

育ってよかった、そういうまちづくりをやってまいりましたけれども、これからも全力

を尽くして頑張っていかなければならない、そのように考えます。

また、執行方針でも申し上げましたけれども、これは厚岸町のみならず、全国の自治

体全てそうでありますが、人口減少の時代を迎えておるわけであります。この人口減少

をどのように歯どめをきかすか、これも大きな課題と認識をいたしておるところであり

ます。

さらにはまた、１次産業のまちでありますが、私も今まで何とか観光を厚岸のもう一

つの産業として、起爆剤として施策を講じなければならない、そういうことで、いろん

な考えを持ってやってまいりました。これからもさらになお一層、観光振興に力を入れ

て、交流人口の増加を図っていかなければならない。

このように、主たる課題を申し上げましたが、そのほかに、いろいろと大きな課題が

あります。そういう意味において、このように厳しいときだからこそ、町長の役割、さ

らに大きくなっておるという認識を持ちながら、今日までの経験と人脈を生かしながら、

大きな政治力を持って厚岸町の発展に尽くしてまいりたい、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存じます。
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●議長（佐藤議員） １番、大野議員。

●大野議員 力強い答弁をどうもありがとうございます。今まで町長が培ってきた人脈と経験

と、それに新しい気持ちでの第５期目を挑戦すると言っておられますから、本当に、多分、

命をかけてやってくれるものと私は信じておりますので、ぜひ一緒になって頑張っていきた

いものと思います。

また、観光面でも力を入れなきゃならない、これは本当にそのとおりだと思います。阿寒

インターチェンジまで高速道路が延びて、その後、別保インターから根室までの区間を要望

活動しておりますけども、本当にこれがつながると、もっともっとやはり観光客の人が来て

くれるんじゃないか、また、だけど、まちから遠いところにインターチェンジをつくっては

寄ってくれないという可能性もありますから、そういった面を気にしながら、そして、この

厚岸町の大事な、豊富な資源を有効活用しながら、まちづくりをどんどん進めていっていた

だきたいなと思います。

次の質問に移らさせていただきます。

北片無去５号道路なんですけど、以前も何回かご質問させてもらったことがあるんですけ

れども、片無去小中学校が閉校となって、太田小学校、中学校に統合して、スクールバスが

増車されて、今、路線というか、２台で多分運行しているんですけれども、以前は１台でし

たので、この北片無去５号道路を必ず通っていたわけですけれども、答弁には、三千何メー

トル、ぐるっと回れる道路なんでそうなんですけれども、私言っているのは、全てはもちろ

んいいんですけれども、多分１.何キロの、大別から片無去に抜ける道路、途中まで舗装になっ

ておりまして、そこから先、民家に抜ける道路があるんですけど、多分、１.何キロ、ちょっ

と明確には分からないんですけど、そこの整備を僕は早急に行っていただきたいという質問

なんですけれども、当面、スクールバス路線ではないので、砂利を補強しながら何とか維持

をしていきたいと言っていますけれども、この時期になりますと、すごい泥濘化というのか、

うんでくるというのか、ぐちゃぐちゃな道路になっているんですね。堆肥センターに行くと

きも通る道なんですけれども、やはりこの時期から、酪農家の堆肥が、もう施設に入り切れ

なくなって、そろそろ搬入しだす時期なんですけれども、そういった面においてもこの道路

を通らなきゃならないんで、スクールバス関係なく、早く整備を進めていただきたいという

ことなんですけれども、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） この道路、太田側が起点でありまして、片無去側が終点になって

おります。その終点側のほうの北側の約500メートル付近にはですね、釧路太田農協の堆肥セ

ンターがございまして、そこまでの間は何とか、一昨年でしたか、整備を終えさせていただ

いていると。そして、起点から北に上って約950メートルの地点に、右折のＴ型交差点がござ

います。この間のことを多分ご指摘されてるんだと思います。これまでは、砂利道の維持管

理でいるということであります。答弁も、今後は、当面そのような状況だということなんで

すけども、まずは、やはり交通量ですね、実際に利用されているのは重々承知しているつも
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りでございますけれども、それにやっぱり交通量がどうなのかということ。それから、道路、

基本的に、舗装になればほこりは飛びませんし、水も飛ばさない、ぬかるむこともないとい

うことで、丈夫な道路になるわけなんですけれども、砂利道であってもですね、ほこりを立

てないことにはなりませんけども、ぬかるみをできるだけ防ぐ維持管理はしていけるのかな

と思っています。

それで、もしこの路線を本格的に整備しようとした場合ですね、二通りございます。１点

目は、二車線道路で一定の道路敷地を確保する方法、これには、補助採択の要件が満たされ

ることになります。ただ、用地幅が12メートルで、それ以上の幅が必要となってきますので、

用地買収、用地測量等の経費もかかってくる、約9,500万円、9,783万円という総事業費にな

ります、950メートルで。これは補助採択可能な要件となります。もう１点は、一車線道路で

いいかなとした場合には、現状の道路のままの舗装整備となりますと、約5,700万円というと

ころまでは真剣に考えてみました。

それで、いろいろ補助採択を目指して検討してきたわけなんですけれども、なかなか難し

い、一旦、町道を廃止するだとかですね、そういうようなことを経て、時を待ってですね、

計画路線にしてですね、それから具体的な予算が配置検討されると、そういった長い年月が

かかるようでございます、補助採択を目指す場合ですね。そういったところまでも検討して

いるんですけども、それ以上の有効な財源がまだ見つかってない状況であります。ですから、

財源だけで言うのは申しわけないんですけれども、まずは全町的に見てですね、交通量とい

うものもやっぱり考慮しなければならないと考えますと、直ちに整備しなければならない緊

急性には少し足りないのかなとは、私ども原課、建設課のほうでは判断しておりますので、

ご理解いただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） １番、大野議員。

●大野議員 以前にも質問したときにも、財源がない、そして、以前なら農道整備事業とかあっ

たんですけど、今はそれもない、なかなかいい補助の対象にならないんだと、やるんなら単

費でしかないと言われて、今、課長おっしゃったとおり、950メーターで9,500万円相当のお

金がかかるよと。でも、それも多分、第１次産業の振興につながるべく施策じゃないかなと

私は思うんですよね。確かに交通量から言うと、多分そんなんでもないのかなと、長い目で

見て、本当に何かいい補助事業がそのうちあるかもしれない、ないかもしれませんけど、や

はり町全体としては、まち中でもまだまだ道路整備必要な場所が数多くあると、私もそうは

思っているんです。だから、一年でも早くまちの中を全部きれいにしていただいて、それか

ら山のほうに上がってきていただきたいなと、そんなふうにも考えるところでもございます。

どうせ、だけど、ここ、そうやって試算したんなら、ぜひ、ちゃんと、対向車がすれ違え

れる道路にしていただきたい。今のまんまで、単線ではやはり、すれ違うのに、大型トラッ

ク、やはり最盛期になりますと、すごい台数走りますんで、ちゃんとセンターラインのつく

道路にしていただきたい。これ、実現するまで、私議員やっている間は何回か質問していき

たいなと思いますんで、どうか、ここでその検討をやめることなく、ずっと頭の片隅にとい

いますか、太田はいろいろ、今年は防雪柵の事業も始まります、そういうほうが優先であり

ますから、ちょっと課長の頭に入れておいて、何かいい事業が来ましたら、ぜひ乗っけてい
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ただきたい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） 実際に私もこのご質問を受けて、現地に連れてってもらってで

すね、新しいお子さんがどういったふうに通うのかな、というイメージしながら走らせ

ていただきました。そうするとですね、片無去側から標茶町へ抜けるためにはいいルート

なんだと思うんですね。これがないと迂回していきなゃならないということで時間を要しま

すので、そんなことも考えると、必要性はやっぱりあるんだろうなと思っておりますので、

１回目の答弁のとおりですね、現在も検討しているところでありますので、ご理解いただき

たいと思います。

●議長（佐藤議員） よろしいですか。

以上で、大野議員の一般質問を終わります。

次に、４番、石澤議員の一般質問を行います。

４番、石澤議員。

●石澤議員 さきに提出した通告書に従って質問いたします。

最初に、基幹産業の担い手育成についてです。１、漁業、農業を基幹産業として発達して

きた本町にとって、これらの１次産業を持続させていくことが厚岸町の経済を支えるために

重要であると思います。

まず、ア、農林水産業の後継者対策はどうなっていますか。

イ、町内で就業を目指す新規卒業者やＵターン者に対しての支援を行うことができません

か。

次に、子育て支援についてです。厚岸町でも小学校卒業まで子供の医療費無料化が拡大さ

れましたが、子供の貧困はまだまだ大きな問題になっています。子供を安心して育てるため

にも、中学校卒業までの拡充をすべきと思いますが、どうですか。それから、小中学校での

父母負担軽減費の拡充をすべきと思いますが、どうですか。

次に、就学援助についてです。要保護・準要保護世帯への新入学準備費の入学前支給

についての取り組みはどうなっていますか。道内において入学前支給を行っている自治

体もあるが、厚岸町でも実践できないですか。今回、要保護世帯への補助単価が引き上

げられますが、準要保護世帯援助費の拡充も必要と思いますが、どうですか。

これで、１回目の質問を終わります。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） ４番、石澤議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の、基幹産業の担い手育成についてのうち、はじめに、「農林水産業の後継者対

策はどうなっているのか」についてでありますが、まず、農業については、本町の酪農

経営において、一昨年は３戸の農家が離農し、昨年はいなかったものの、ことしは３戸
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の農家が実質的に離農する予定であると釧路太田農業協同組合から伺っており、今後も

こうした傾向が続くのではと懸念しております。このような状況は、酪農地帯としての

将来、あるいは地域自体の存立の危機を招くものとなるため、後継者や新規就農者といっ

た新しい担い手の育成はより重要な課題となっており、関係機関一体となって進めなけ

ればならないと考えております。後継者問題としては、基本的には親子による経営承継

が主体であり、女性後継者のケースもふえてきております。結婚や経営方針の相違など、

スムーズな経営移譲にはさまざまな問題があると考えられますが、釧路太田農業協同組

合によると、近年、本町では後継者への経営移譲が順調に行われているとのことであり

ます。

現在、担い手対策として取り組んでいる内容としては、厚岸町農業担い手育成支援協

議会が酪農後継者と女性との出会いの機会をつくる取り組みを行っております。しかし

ながら、現状では結婚までに至るケースが少なく、今後も地道な活動を継続的に取り組

んでいくことが重要であると考えております。

また、跡継ぎとなる子供がいない、高齢や病気を理由に離農しなければならない場合

においては、まず、各農業協同組合において経営継承支援対策を行っており、新規就農

希望者との調整を図っているところであります。町といたしましても、平成26年度に厚

岸町新規就農者誘致条例の支援内容を拡充し、就農準備金の助成や固定資産税相当額の

助成、農用地などの賃貸料の２分の１の助成、農業協同組合が行うリース事業への助成

や制度支給に係る利子補給金の交付を行うなど支援体制を拡充し、対策に取り組んでお

ります。また、釧路太田農業協同組合では、酪農の基礎研修から実践研修、就農に至る

までの各種の調整や生活支援、資金貸し付けの支援など、全面的なバックアップ体制を

とり、さらに農業改良普及センターや北海道ひがし農業共済組合が、それぞれの立場で

担い手に対するサポート体制をとっております。

いずれにいたしましても、後継者や新規就農者といった担い手対策を進めるためには、

町内の関係者が総合的な情報交換や支援体制について話し合い、方向性を決めて、それ

ぞれの機関が担うべき役割の中で最大限の支援を行う必要がありますので、今後も厚岸

町農業担い手育成支援協議会の中で、必要な対策について検討してまいりたいと考えて

おります。

次に、漁業については、厚岸漁業協同組合に近年の担い手の傾向を伺ったところ、組

合数は減少傾向にあるものの、後継者としては、学校を卒業後、または、一度、他業種

へ就職した後、家業の漁業を継ぐ者も少なくないとのことであり、ある程度代がわりが

進んでいるものと考えております。ただし、一方では跡継ぎとなる子供がいない漁業者

がいるのも事実であり、これらについては、新規就農を含めた担い手対策が必要となっ

てまいります。しかし、漁業の場合、資源の保護や管理、漁業権、漁場調整などの問題

があり、漁業関係者の間では、ある程度後継者問題を意識しつつも、既存漁業者の経営

安定化が優先されているのが現状であります。

新規で漁業者となる場合、厚岸漁業協同組合の準組合員として１年間経験を積み、正

組合員の資格を取得することとなっておりますが、その後、コンブやカキなどの主要な

漁業権を得るためには、さらに１年間の正組合員としての経験が必要とされております。

しかし、実際は漁業種別の承認枠に空きがなかったり、空きがあったとしても、選考基
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準として水揚げ実績が重視されたりすることから、新規就農者にとっては狭き門である

のが実情であります。

町といたしましては、漁業生産体制の強化により、漁家経営の安定化を図ることが後

継者対策にとって最も重要であると考えており、まずは漁業を魅力ある職業として感じ

てもらえるよう、漁業近代化資金利子補給金や昆布漁場改良等の資源増大対策への支援

を続けるとともに、厚岸漁業協同組合と連携し、北海道の地域づくり総合交付金を活用

したコンブ選別機やカキばらし機の導入などによる省力化を進めてまいりたいと考えて

おります。

林業の後継者対策については、一般社団法人北海道造林協会の北海道森林整備担い手

センターにおいて、森林整備や素材生産の担い手の育成と確保を図るため、林業就業を

希望する人への就業相談のほか、就業に必要な森林、林業の基礎的な研修や林業作業員

の能力向上に必要な知識や技術を習得する研修を行っております。また、本町において

は、造林事業の安定的な事業量の確保などにより、林業作業員の雇用の安定化を図って

おります。さらに、冬期間の雇用を確保するため、森林資源利活用事業などを行い、林

業作業員の通年雇用の確立を図っております。

次に、「町内で就業を目指す新規卒業者やＵターン者に対して支援を行うことができな

いか」についてでありますが、現在、厚岸町においては、新規卒業者やＵターン者を対

象とした支援制度はありませんが、新年度から近隣のまちでそのような制度を創設して

運用するとの情報を得ております。本町としても、道内外の先進事例の情報収集をしつ

つ、その実質的効果を検証しながら、当該制度の有効性や必要性について研究してまい

りたいと考えておりますので、ご理解願います。

続いて、２点目の子育て支援についてのうち、「厚岸町でも小学校卒業まで子供の医療

費無料化が拡大されたが、子供の貧困はまだまだ大きな問題になっている、子供を安心

して育てるためにも中学校卒業までの拡充をすべきと思うがどうか」についてでありま

すが、これまでお答えしているとおり、厚岸の未来を担う子供たちが健やかに成長する

ことは、私が最も望むところであり、少子化が進む中、子供を産み育てやすい環境づく

りを進めていくことは大切な施策の一つであると認識しております。

また、昨年策定した厚岸町未来創生総合戦略では、「子どもを安心して産み育てられる

あっけし」の中で、子育て支援の推進に関する施策の一つに位置づけ、乳幼児等医療費

の助成に関する制度などを拡大し、昨年８月から小学生までの医療費無料化を開始した

ところであります。この制度は、ご質問者もご承知のとおり、北海道医療給付事業の助

成制度を受けて実施しているもので、事業費の２分の１を北海道が負担する一方、医療

費助成の拡大部分については町が単独で助成しているものであります。

当町において昨年８月から実施している小学生までの医療費無料化では、これまでの

実績から推計すると、町単独分として年間約1,550万円の財源が必要となる見込みであり

ますが、実施されてからの期間も短く、医療費無料化の状況について十分な検証ができ

ていないことや、中学生までの医療費無料化を実施した場合に、町単独分としてさらに

年間約550万円の財源が必要になると見込まれることから、現段階においては、今後にお

ける子供医療費のあり方について、国や道の医療制度の動向を見きわめながら、子育て

支援策全体の中で限られた財源で何を優先して行うべきかということも含めて、引き続
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き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。

次の、父母負担軽減費の拡充と３点目の就業援助については、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（酒井教育長） 次に、子育て支援についてのうち、「小中学校での父母負担軽減

費の拡充をするべきと思うがどうか」の質問にお答えいたします。

教材購入の父母負担を軽減するための経費については、保護者負担軽減費として毎年

度予算措置を行っていますが、平成29年度は、小学生１人当たり400円増の3,500円、中

学生１人当たり800円増の7,000円に拡充し、本定例会の新年度予算に計上させていただ

いております。また、従前からの施策として、小学校入学時は鍵盤ハーモニカを、中学

校入学時にリコーダーを贈呈し、教育費の保護者負担軽減を図っているところでありま

す。各学校では、教材の購入についてはその必要性及び内容について十分検討し、安易

に保護者負担に依存しないよう努めておりますが、今後においても保護者負担の状況を

検証しながら、負担の軽減に取り組んでまいります。

次に、就学援助についてのご質問にお答えいたします。

１点目の、「要保護・準要保護世帯への新入学準備費の入学前支給についての取り組み

はどうなっているのか、道内において入学前支給を行っている自治体もあるが、厚岸町

でも実施できないのか」についてであります。新入学の児童生徒の場合は、他の学年の

児童生徒より学用品等を多く購入する必要が生じることになります。教育委員会といた

しましても、早期の支給については理解するところですが、準要保護世帯として認定す

るためには課税情報が必要となる場合もあり、現段階では入学前の認定は困難でありま

すので、入学前支給を実施している他町村から、実施方法や実施上の課題、問題点など

を情報収集し、それらを参考としながら検討してまいりたいと考えております。

２点目の、「今回、要保護世帯への補助単価が引き上げられるが、準要保護世帯援助費

の拡充も必要と思うがどうか」についてであります。国は、要保護児童生徒援助費補助

金のうち、入学時にランドセルや制服代などの費用として支給される新入学児童生徒学

用品費等が実際に必要となる費用に対して十分な金額でないということから、小学校で

２万470円から４万600円へ、中学校で２万3,550円から４万7,400円へ、それぞれ単価の引

き上げが予定されております。厚岸町としても、平成29年度において、準要保護世帯に

対し、国の基準に準じ、支給について検討してまいります。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 まず、最初の基幹産業の担い手ということで質問いたします。町長から、今やっ

ているいろいろな取り組みのことを話していただきましたが、後継者対策で大事な、新規就

農者に対する誘致条例などで、新規就農者に対する支援は、ある意味、少しずつ厚岸も整っ

てきたと思うんですが、親元に就農する子供たちに対しての就農支援というのが、実際は本

当にないんですよね。子供たちが、これは漁業者も一緒だと思うんですが、親元に帰ってき
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たときに、昔であれば、家の手伝いをしながら、中学生ぐらいまでになりますと、いろんな

仕事を覚えて、跡継ぎとして、まあ大体80％ぐらいまでは育っていってるのかなと思うんで

すが、今は、やっぱり大学へ進むとか、それから、いろんな仕事に、家の仕事しないで大学

に進む、それから都会に出ていくという子供たちがたくさんふえています。その子供たちが

帰ってきて、家を継ぐということになると、はい、すぐできますということにならないよう

な気がするんですよね。ですから、その子たちに対してどういう支援をするかというのと、

あと、今、まちに出ていった子供たちが、昔ならちゃんと就職できる、安心して生活できる

ということはあるんですけども、今は、都会へ憧れて出た若者が、安い賃金で働かせて一人

前になれず挫折する子供たちも多いと。であれば、厚岸の、それぞれ１次産業でありますか

ら、そこに帰ってきやすいような場所をつくるということも大事だと思うんですよ。

今、この答えの中でありましたが、多分浜中町で今回から始まることなんですけども、こ

れは、全ての産業です、ですから、農業、林業、漁業だけでなくて、全ての、商工業者も含

めての新規卒業者Ｕターンという、それに対する施策なんですが、３年間研修をするという

目的で、月５万円を36カ月、３年間支給するという、こういう事業を今年４月からやるとい

うことなんですが、厚岸町の場合、さっき、検討すると言っていましたけども、その辺はど

うですか。

●議長（佐藤議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 町長の先ほどの答弁の中でですね、近隣のまちでという表

現をさせていただきましたが、今、ご質問者のほうから浜中町の取り組みでというお話

もありました。そういった情報を私どもも入手をしております。言われたとおりですね、

隣のまちでこういう制度をつくるに当たっては、お話を聞きますと、農業サイドからの

ですね、要請があったということなんですけれども、町としては、そのまちとしてはで

すね、後継者対策というのは農業だけではなくて、漁業であるとか商工業であるだとか、

さまざまな産業の中で後継者問題というのがあるということで、産業後継者就業交付金

というものを創設をして、新年度から運用していくということだそうでございます。

ただですね、実際にこういう制度を運用するに当たって、当然、新年度予算で措置を

するということで、事前にその該当者を見込みますと、農業関係では１名、商工業関係

では１名、漁業が５名という予定だそうです。実際、農業、商工業は、もともと、高校

を卒業した後に自分の家を継ぎたいという思いを持っていたようでございます。漁業の

５名のうちの３名については新卒者だと、２名は、一旦町外に出たんだけれども、家を

継ぐために戻ってきたいという思いがあって、対象が２名ほどいるとお聞きしておりま

す。

ただ、町長の答弁にもありましたけれども、実質的なその事業の効果、この制度が、

こういった制度があることによって、卒業しても家を継ぎたい、あるいは、一旦厚岸町

から出たけれども、厚岸町に戻って後を継ぎたいと思ってくれるような制度であるのか

どうかも含めてですね、隣のまちだけではなくてですね、違った方法で行っている道内

の市町村もございますし、当然、全国で見るとですね、さまざまな取り組み、後継者対

策の確保ということでですね、取り組みを行っていることの事例があると思いますので、
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そういった情報を入手してですね、どういった制度が行われているのが実質的に効果が

あるんだと。厚岸町にあっては、そういった制度を、それじゃあ、導入すべきかどうか

というものも含めて、新年度から研究をさせていただきたいと考えておりますので、ご

理解いただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 検討してくださるということですからいいですけれども、この事業目的の内容と

いうのがあるんですけど、多分ご存じだと思うんですが、町内で就業を目指す新規卒業者や

Ｕターン者に対して支援を行うことで、新規卒業者、Ｕターン者の増加を図り、高齢化、後

継者不足に悩む地場地域産業の維持発展に資すると思うということで、浜中町で始めた事業

です。全道で言えば、はじめてのようでないかという話も聞きました。

それで、どうしても、漁業でも農業でもそうなんですけども、まちに出てしまった子供た

ちがどういう状況になっているかというのも少し考えるべきでないかと思うんです。今は、

いつリストラされるかも分かんないし、そういうときに帰ってくる場所があるという、それ

も大事なことなんでないのかなと思うし、それから、新しく厚岸産業をつくって誰かを引き

込むよりも、自分の家の後継者が帰ってくるというほうが、まちの後継者が帰ってくるとい

うほうが、確かな道ではないのかなと思うのでこの質問をしました。

人口減少をどうするのかというのも大事な問題だと先ほど町長もおっしゃっていましたけ

れども、子供たちが帰ってきやすいというか、厚岸町に帰ってきたいという子供たちがいる

という話も調査の中であったと聞きましたが、それが帰ってきやすいような受け入れ状態を

つくるというのも大事なことだと思うので、それを対応してほしいと思います。

島根で行っていることですが、定住率を１％増加していけば、そのときに必要な所得とい

うのは１％増加させるだけでいい、それで、そういう取り組みを過疎化対策としてやってい

る、島根としてやっている地域もあります。ですから、それだったら、地域の産業、うちは

漁業とか、それから農業とか酪農とか林業とかありますから、そのある産業を、大事な資源

ですから、それをいかに生かすかということを考えてほしいなと思います。いかがでしょう

か。

●議長（佐藤議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 農業、漁業、産業、商工業も含めですね、林業も全部です

けれども、後継者問題、根幹となっているですね、原因というのは大きく三つあるのか

なと。

一つは、子供がいるけれどもという家族、そういう家庭ですね、例えば農家でいけば、

子供がいるけれども、農家の今の経営状況が悪い、これであれば、自分の子供に後を継

がせたくないと思う親、あるいは子供さんもいると、こういったことが一つあります。

それと、子供がいても、そのお子さんが後を継ぎたいと思えるような魅力を感じさせ

れない、自分の親のやっている仕事に。そういった部分に対する対策も必要だと思いま

す。
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幾ら経営状況がよくても、子供に恵まれなくて、後を継がせる子供がいないというと

ころも原因としてあります。そういったところには、事業を継承していただく、あるい

は新規就農で入っていただくという対策もあろうかと思います。そういったそれぞれの

原因もあろうかと思いますので、それに見合った対策、そういったものをですね、先進

事例を勉強させていただきながら、研究していまりたいと思いますので、ご理解いただ

きたいと思います。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 やっぱりどういう産業を育てていくかということは大事なことだと思いますので、

それも含めて、そして、やっぱり後継者を、大事な後継者ですから、帰ってきた子供たちを

どうやって育てるかということも大事なことだと思いますので、それも対応してほしいと思

います。

それで、次に移ります。まず、子供の医療費の問題です。それで、中学校までできないか

とお願いしたんですが、まだ、小学校のほうが、小学校卒業までですので、今のところ検証

もされていないんですが、それでもやっぱりまちの中で若いお母さん方の声を聞いてみると、

助かる、これが最初の声です。入学前で、小さいうちに終わると思ったんだけども、卒業ま

でやってもらえるから助かるから、今のうちに歯医者に行こうとか、それから、受けれなかっ

た病院に少し早目にかかれるかなというのを話しして、すごく喜んでました。

そんなときに、いろんな、ほかの、浜中にしてもそうですけど、これ、浜中、それから標

茶、弟子屈、白糠、釧路町は別として、鶴居もそうですけども、そこではもう高校生まで無

料になっていっています。それほどお金がかかってない、そういう話も聞きました。大事な

子供たちだし、今、少子化対策というのであれば、やっぱり、今そこに住んで子育てしたい

と思えるような形をすべきだと思うんですよ。せっかく小学校卒業までって行ったんですか

ら、もう少し前へ進んでね、中学生までの無料というのを是非やってもらいたいと思うんで

す。

今、地域協力隊で入ってきています、そういう方たち、いろんなところに住んでいたり、

それが今全国的に子供の医療費の無料化が広がっていますので、その中で、体験をした人た

ちが入ってきます、その人たちがどういう発信をするかで若い方たち戻ってくるということ

も関係してくると思うんですが、その辺はどうですか。

●議長（佐藤議員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 昨年８月から小学生の医療費の無料化をさせていただきまして、

ご質問者おっしゃられますように、窓口に来たお客様等からですね、ありがたいという

お言葉をいただいております。

他の市町村でお金が余りかかっていないということはございましたが、以前、ご質問

者のご質問にもお答えさせていただきましたが、子供の人数等でですね、かかる費用等

が変わってきます。管内では確かに、浜中、それから鶴居については高校生まで、標茶、

弟子屈については、一旦支払いをして、後の申請で地域で使える商品券を交付するとい
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うやり方で高校生までの実質無料化、白糠については中学生までという形で、次いで厚

岸町が小学生までという形にはなっておりますが、町長の答弁でもありましたように、

現在まだ、先ほど示させていただいた数字はほとんど、１年間行ったらとしての、まだ

４カ月の、請求が２カ月少しおくれで来ますので、４カ月の状況を見て、大きな医療費

が発生していない中での金額でございます。それで1,550万と。まだ４カ月では検証はし

切れない部分等もございますので、もう少し研究をさせていただきたいと考えていると

ころでございます。

それと、管内の状況といたしましては、釧路町が来年度から未就学児童までで行うと

いう情報もいただいております。そういう管内の状況の中で、だんだん道内においても

拡大を、市町村間の競争みたくなって拡大がされているところではありますが、厚岸町

としてはその子育て支援全体、今年度も保健福祉課のほうの施策として新しいのが三つ

出てきておりますが、そういう部分も含めてですね、子育て支援全体の中でもう少し研

究をさせていただきたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたしま

す。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 それでは、研究のままでおさまらないように、これからも検討してほしいと思い

ます。この部分についてはこれからも質問させてもらいますので、よろしくお願いします。

それでは、次に移ります。父母負担軽減ですね。そもそも、義務教育は無償ですよね、本

来は。それでもやっぱりいろんなものがかかるので、小学生あたり、今までは3,100円でした

が、それが400円上げて3,500円と。それから、中学生が800円上げて7,000円に拡充したとい

うことです。それだけすごくお金がかかって、子供たち、かかってきてるんですけども、小

学校１年生に上がるときに、裁縫とか、そういういろんなものを買う、準備するときにはやっ

ぱり6,500円ぐらいかかるし、中学生であれば１万何がしのお金がかかってると思うんです。

ですから、今回400円と800円の値上げをしてもらいましたけども、これをもっと、父母に対

しての負担をもう少し軽減するということは、やっていく必要があると思うんですが、その

辺はどうですか。

●議長（佐藤議員） 教育委員会管理課長。

●管理課長（高橋課長） 保護者負担軽減費でございますけども、これにつきましては教

材費ということで児童生徒に支援している部分でございますけども、これは、実は平成16

年のときに3,000円、小学校で3,000円、中学校で6,000円支給しておりまして、平成26年

度から小学校が3,100円、中学校で6,200円と、今の金額になっております。このときに

は、消費税の関係もございまして、このような金額にしております。

今回、小学校400円、中学校800円を上げさせていただきましたけども、毎年ですね、

これにつきましては、幾らかかってるかというような調査をさせていただいております。

学校のほうでもですね、ずっと努力をしていただいて、例えば、安易に、すぐプリント

を買うとかでなくて、自分でできるものは、先生がつくれるものはつくるというような
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形でも努力をしていただいてましたけども、今こういう時代ですので、そういう部分の

努力も大体もう出尽くしたというか、やっているということで、今回、少しでも軽減を

するということで増額をさせていただいた状況でございます。

特に中学校なんですけども、中学校についても結構やっぱり金額がかかっております。

現在でいきますと、その年によって違うんですけども、中学校は１万円ぐらいかかって

いると、小学校でいくと5,000円以上かかっているということですので、今後におきまし

てもですね、その辺も検証しながらですね、この金額が適正かどうかということも含め

てですね、検討していきたいと考えております。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 今、本当に父母のね、給料というか、全然上がらない時代に来てますし、働き方

もすごく大変なので、どうしても子供たちの教育にかけるお金の格差がついてくるというこ

ともありますので、やっぱり学校で、義務教育の間は、やっぱりお金をかけないで学ぶ、そ

ういう条件をつくるというのも子育て支援の中の大事なことだと思いますので、調査しなが

ら検討してほしいと思います。

次に、要保護に移ります。入学準備金の前倒しなんですけども、前にも、去年の９月だっ

たかに質問したと思うんですが、すごい高いというか、大変になっていますよね、子供たち

の状況がね。そもそもが、入学する時期、だから、この入学準備金が支給されるのが７月だっ

たり８月だったりしますよね、入学するための準備をするのは３月、２月、早ければ早いほ

どしやすいんだと思いますが、中学生で言えば、制服をつくるとか、そういうお金もかかっ

てきます。

そういうときに、要支援、それから準要保護支援のお願いする、対象になっている方たち

というのは、生計もすごく大変なところにありますよね、大変な生活していると思うんです。

その中で、どうしても、厚岸の場合はないと、どうなんでしょうかね、でも、大変な思いし

ている、それでも頑張って準備していっていると思うんですが、このときに、ランドセルと

か、それからさっき言った通学用服とか通学用靴、それから上履き、帽子等のね、そういう

準備がせめて３月にできればね、違うと思うんです。

そういうこともあって、通達が出てると思うんですけども、出てるんですが、国から各都

道府県に出てて、就学準備事業を充実するためにというので、これ、16年の９月30日に出て

ると思います、道教委から出てるんですけども、児童生徒が援助を必要する時期、新入学学

童生活用品、修学旅行費等に速やかに給与することができるよう十分配慮する必要がありま

すと、援助が必要と認められている者に対して年度の途中においても必要な援助を行うなど、

柔軟な対応をお願いしますという、これ、道教委から出てるんですけども、このことに対し

ての対応はどういうふうにしたんですか。

●議長（佐藤議員） 管理課長。

●管理課長（高橋課長） 昨年もご質問いただきました件でございますけども、その後、

実は管内の教育委員会の担当者会議がございまして、その際にもその議題が出ておりま
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した。入学前の支給をどうするかというようなことで、確かに、新入学の場合は事前に

お金がかかるということは十分理解できますし、早期支給について実施したいというよ

うなこともありましたけども、その段階では、各管内の町村、入学前の支給については

実施しないというようなことでございました。今回もですね、確認をしたところ、今年

度はしないというような回答でございました、どこの町村もしないと、管内では。実際

に今やっている状況を確認させていただいて、釧路教育局を通じて道教委のほうにも確

認をさせていただきました。大体どれくらいの市町村が実施しているのかというような

ことも調べておりましたけども、道教委からはですね、まだ把握してないということで

ございました。というのは、道教委からですね、２月付で調査が参りまして、道教委自

体もまだ調べているような最中と、実施がまだそれほど多くないということで、早く実

施するということで、何らかのまた通知を出したいということだと思うんですけども、

そういうことで、今、道教委も調査を進めているというような状況であります。

道教委で分からなかったので、直接今度、ホームページとかを調べさせていただきま

した。その中では、道内ではですね、平成28年から実施しているのが室蘭と苫小牧と札

幌と、29年度から実施予定が士別市、平成30年度が函館、小樽というような、大きい市

がまずやるようでございます。28年度から実施している室蘭の担当者のほうに聞いたと

ころ、今やったばかりということで、やはりちょっと、課題というかもあると。入学前

に支給するということになると、転出した場合に、当然、市から出てしまいますので、

その回収とか、そういう部分の事務も出てくると。あるいは、２月、３月に支給すると

なると、やはりその事務的な部分の混乱も結構あったということでございますので、た

だ、国とか道の通知文にもありますけども、その意義はですね、十分に理解できますの

で、それにつきましては、その実施方法とかを検証しながらですね、課題もある程度見

えていますので、その辺もクリアしていきたいと。その辺が見えました段階で検討した

いと考えております。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 今、何か、いかにしてやらないかって考えているのかなという、そんな感じに聞

こえたんですが、実質、私が知っている間では、実施済みは夕張市ですね。実施約束、さっ

き言いましたけど、もう、札幌市、苫小牧市、室蘭市、江別市、士別市、それから美幌町、

豊浦町、それから奈井江町、長沼、新冠とかと実施約束をしたところが出てます。そして、

実施検討が北見、釧路、北斗、栗山、鵡川、八雲、羽幌、この辺で言えば弟子屈です、実施

約束をしています。

それで、検討してやると言いますけども、実際、子供たちは入学してくるんですよね。そ

のときに、お金がかかってとっても大変な思いしてますよ。それは、検討してる間にその子

たち大きくなってきますよ、次が出てきます。こういう大きな市で、もうやってるところは

やってるんですよね。とすれば、厚岸の場合は、それほど転出するとかというような可能性

も少ないと思うんです。ですから、取り組むつもりがあればすぐ取り組めることじゃないか

と思うんです、所得はずっとわかります、準要保護、要保護受けている方たちの人たちにとっ

ては、ずっと受けてますからね、中学生であれば、小学校から受けていれば、どのぐらいの
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所得であるかというのは分かると思います。それで、中学生なんかすごくお金かかるから、

今、国の要保護、準要保護のお金が２万何がしから４万何がしに上がりました。それは、そ

れだけお金がかかるということで国のほうで予算をつけたんだと思うんですよ。だから、そ

れだけかかるんですから、12月に予算措置をして、中学生の入学準備金をやったというとこ

ろもあります。ですから、それは、どうやってやるかで迷うんでなくて、きちっとやるとい

うのを確約してほしいと思うんですけども、どうでしょう。

●議長（佐藤議員） 管理課長。

●管理課長（高橋課長） 確約をということですけども、確約はちょっとあれなんですけ

ども、やらないという方向ではなくて、できればやりたいというような方向で検討した

いと考えております。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 できればでね、それで済めばいいんですけども、そうはいかないんでね、神奈川

県大和市ですね、入学前の12月支給ですって、年内に制服が注文できてすごく喜んでいると

いうところもあります。ですから、大事な子供たちです、その子たちが安心して厚岸の学校

に進める、厚岸で子育てできるって、これ、就学援助のことも大事なことだと思うんです。

ですから、やっぱりここは、未来の子供たちのためなんですから、ぜひとも検討というか、

前向きというか、前進のある検討をお願いして質問を終わります。

●議長（佐藤議員） 以上で、石澤議員の一般質問を終わります。

少しの間、議長席を交代いたします。

午後２時23分休憩

午後２時23分再開

●副議長（大野議員） 再開いたします。

次に、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 平成29年厚岸町議会第１回定例会におきまして、通告に従って質問を行っ

ていきます。

１件目は、除雪、排雪についてです。

１点目として、住民の皆さんから、除雪車が置いていく雪の塊が重く、除雪が大変だとい

うような声が聞こえています。

そこで、アとして、業者との契約状況というのがどうなっているのかお伺いいたします。

イとして、家の前に残さないような工夫ができないのか、お伺いをいたします。
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２点目は、公営住宅入居者から、高齢化などにより、除雪、排雪が困難になっているとい

う声が聞こえてきます。

そこで、アとして、これらの困難さをどのように捉えているのか。

イとして、入居者の皆さんとの話し合いはされているのか。

ウとして、管理者である町が除雪、排雪を行えないのかお伺いをいたします。

２件目は、学校で発生をするけがなどに対する事故に対する対応と安全対策についてお伺

いをいたします。

１点目に、授業中や部活中など、学校管理下での事故の発生状況について伺います。

２点目は、未然に防ぐための対策はどのようにしているのか。

３点目に、事故が発生した場合の対処はどのようにしているのか。

４点目に、事故が発生した場合に、その原因などを検証し、今後の事故予防のために第三

者を含んだ事故検証の場を設ける必要はないのかお伺いをして、１回目の質問といたします。

●副議長（大野議員） 町長。

●町長（若狹町長） 12番、佐々木議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の除雪、排雪についてのうち、はじめに、「住民から除雪車が置いていく雪の塊

が重く、除雪が大変という声がある、業者との契約はどのようになっているのか」につ

いてでありますが、町が行う除雪業務につきましては、町の直営及び町内事業者への委

託により実施しているもので、道路及び公共施設を対象としております。除雪業務は車

両及び歩行者の安全確保を目的に行うものとし、除雪出動は積雪量10センチメートルを

基準としているものの、地域によっては雪の降り方や風の強さなどでその量が変わって

くるため、各地域を道路パトロールした上で総合的に状況を判断し、午前３時または午

前４時に出動するよう各業者に指示をしております。車両が安全に通行できるよう、全

幅員の確保を原則とし、歩道の除雪は学校付近等の通学路を優先的に行っています。

次に、「家の前に残さないような工夫ができないのか」についてでありますが、積雪や

吹雪は自然災害の一つであり、除雪は、町民の皆様が通勤、通学の時間に間に合うよう

緊急的に行う作業で、町内447路線、延長248キロメートル、歩道は120路線、延長65キロ

メートルを対象としております。限られた時間と限られた除雪機械によって全ての道路

を安全に機能させるためには、町民と町の役割分担が必要と考えており、町民の皆さん

にも、広報あっけしなどを通じて、道路に雪を捨てない、道路に物を置かない、除雪車

に近づかない、路上駐車はしないというお願いに加え、玄関先に残った雪の除雪に対し

ては、それぞれの家庭で処理していただくよう協力もお願いしているところでございま

す。除雪作業は道路の中心を境に除雪機械で雪を押し出すことにより、あふれた雪を歩

道側に寄せる方法としており、寄せられた雪を片づけながら除雪を行うことは時間的に

困難であります。なお、都市部では家の前に残さないような工夫として、除雪をせずに

圧縮させたり、除雪を省略して排雪作業に入るなどの方法をとっている地域もあるよう

ですが、当町では、緊急的な道路の確保に必要な事業者数は確保できているものの、今

以上の事業者を確保できない現状から、家の前に雪を残さない除雪体制をとることがで

きないことをご理解願います。
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次に、「公営住宅入居者から、高齢化などにより除雪、排雪が困難になっているとの声

を聞く、これらの困難さをどのように捉えているのか」についてでありますが、公営住

宅入居者には、団地内の清掃や除雪作業などの公益活動には積極的に参加をいただくよ

うにお願いをしております。町内の各地では、高齢化などにより、除雪、排雪が困難と

なっている状況が見られますが、公営住宅においても例外ではないと考えております。

次に、「入居者との話し合いはされているのか」についてでありますが、町では、町営

住宅入居者の説明、チラシを配付し、駐車場周辺の草刈りや除雪などについて、お互い

に協力し合って行っていただくよう説明しておりますが、その協力度合いに対する苦情

があった場合には、その都度、対応することとしているところであります。なお、公営

住宅入居者の高齢化により困難であるという除雪に関することについては、それぞれの

団地で対応していただきたいと考えており、公営住宅入居者との話し合いは、これまで

行っていないところであります。

次に、「管理者である町が除雪、排雪を行えないのか」についてでありますが、先ほど

申し上げたとおり、町内の各地域においても、高齢化などにより、除雪、排雪が困難と

なっている状況が見られますが、それぞれに対応されている部分もあり、公営住宅にお

いて町が除雪、排雪を行うことはできないと考えておりますので、ご理解ください。

２点目の、学校における事故に関する質問については、教育長からお答えをいたしま

す。

●副議長（大野議員） 教育長。

●教育長（酒井教育長） 次に、学校で発生する事故に対する対応と安全対策についての

ご質問にお答えいたします。

１点目の、授業中や部活中など、学校管理下での事故の発生状況についてであります。

学校の管理下における児童生徒の事故に対しては、町内の全児童生徒は日本スポーツ振

興センターの災害給付制度に加入しており、負傷、疾病等を負ったとき、療養に要する

費用の額が5,000円以上の場合は災害給付金を受けております。この災害給付件数による

事故発生件数ですが、平成27年度は、授業中が23件、休み時間が11件、通学中が２件、

部活動中が14件で、合計では50件となっています。また、平成28年度は、12月末までの

件数となりますが、授業中が17件、休み時間が10件、通学中が４件、部活動中が11件で、

合計では42件となっています。

２点目の、未然に防ぐための対策についてですが、各学校では、安全教育と安全管理

を定める学校安全計画を作成しており、この計画に基づき教育活動が進められています。

安全教育では、児童生徒がとるべき安全な行動や知識、技能を習得させる学習を行うと

ともに、安全に係る指導上の配慮事項等についても、教職員の共通理解のもと、学習活

動が展開されています。安全管理では、施設設備の安全管理、点検等の方法や時期を定

めるとともに、家庭や地域とも連携し、事故の未然防止に努めております。

３点目の、「事故が発生した場合の対処はどのようにしているのか」についてですが、

各学校では事故発生時の対応マニュアルを作成しており、事故が発生した場合は、傷病

者への対応、学校内での報告、指示、保護者及び医療機関並びに各関係機関への連絡体
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制を定めており、万が一、事故が発生した場合には、速やかな対応に努めております。

４点目の、「事故が発生した場合に、その原因などを検証し、今後の事故予防のために、

第三者を含めた事故検証の場を設ける必要はないのか」についてでありますが、当然、

事故が発生した場合は、事故後の安全性の向上や、より効果的な対応、対策をとるため

に、施設の不備はなかったか、対応が適切だったのかなど、学校内での検証を行ってい

ます。また、状況に応じて教育委員会もその検証に加わり、再発防止に努めていますが、

現在まで、第三者を含めた事故検証の場を設けた事例はありません。しかし、重大な責

任を伴う事故や、検証のために専門的な知識、技能を必要とする事故の場合には、第三

者を含めた検証の場を設けることも必要と理解しております。学校管理下において事故

が発生した際、学校及び教育委員会は迅速かつ適切な対応が必要であることから、これ

からも学校施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実に努めてまいりますので、ご理

解願います。

●副議長（大野議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 １件目のほうから質問をさせていただきます。前提として、住民の皆さん

は、今年は12月に大雪が降ったということも踏まえて、町や業者の方が大変ご苦労されて、

夜中も通しながら除雪、排雪をしていただいているということは十分理解をしていますし、

それに対してはありがたいという認識を持った上での質問になりますけれども、個人で、ど

この自治体でもそうなんですけれども、ただですね、やはり住民の方からは、ただ降った雪

だとすごく軽くて処理がしやすいと、ただ、除雪車が置いていく雪は、時間がたつほど重く

なって、腰だとか膝だとかに負担がすごくかかると、そちらの除去をするほうが大変だとい

う声なども出ています。

それでですね、一つとして、除雪車もいろんな種類、いろんなタイプがあると思うんです

けれども、10年ほど前ですか、排雪板に金属製のサイドシャッターというものを取りつけて、

家の前に残す雪の量を、全く残らないわけではないですけれども、減らすという工夫がされ

た除雪車、これも開発がされているということなんですけれども、例えば除雪車の更新時期

などに合わせて、こういった形のものに除雪車自体を更新できないのか、そういった検討は

できないのか、お伺いをいたします。

●副議長（大野議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 車が一般的に前方に走行する際に雪を取り除いていくというこ

とで、前方にプラウという鉄の大きなもので、すうっとよける、サイドというのは、車

の下からですね、横にぎゅっと出てくる、一般的には、夏で見ると、よく国道とかで草

刈りをやっているようなものが除雪板としてやっている、それも前方に向いて行きます

ね。これらは、厚岸町は道路で言えば町道でありますので、そういう国道とか道道のよ

うにですね、相当なスピードで道路脇を走っていくような部分については、山間部では

あるんですけども、山間部でもですね、雪が多くて、多分そのサイド板は使えないだろ

うなと思います。
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そうすると、市街地で使えるのかなと思いますが、私は、ちょっと議員が言っている

車の大きさのタイプとかというのもありますので、私は大型ダンプのイメージでしゃべっ

ていますけども、これはちょっと危険でないのかなと思います。まちじゅうは、電柱だ

とかそういったものがありますし、また加えて、歩道と車道には段差がありますので、

そういった部分では、余り市街地向きではない機械ではないのかなと、ちょっと、一致

する機械であるかどうかは分かりませんけども。

ただ、除雪車の更新に当たっては、そういったものが必要と判断できればですね、使

い道があれば除雪車等の更新の際には入れることができます。ただ、今おっしゃってい

るのは、多分市街地の場合のことですので、果たしてそれを導入できるか、少し、今言

われた、新しく開発されたような除雪機、もう少し詳しく調べさせていただく必要があ

るのかなと今聞いて思ったところでございます。

●副議長（大野議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 是非ですね、除雪車自体も検証していただいて、必要であれば更新をして

いただきたい。全ての雪を持っていけというのではなくてね、少しでもやっぱり町民の方の

負担を軽くしてあげる、そういった工夫ができないのかということで質問しましたので、是

非これについては検証のほうをよろしくお願いをしたいと思います。

それで、次、公住の問題なんですけれども、今現在、公住で、それも棟によって、やっぱ

り除雪、排雪の仕方って、それぞれ違う。それから、それにかかわっている棟の人数も違う

と。ある棟では、高齢者が二、三人しか、出て、若い人たちはもう早く仕事に行ってしまう

ということで、高齢者が二、三人で、残って、除雪をしているんだというような状況という

のもあるんですよね。分かるんです、分かるんですけれども、やはりそういったことに対す

る対処というんでしょうかね、やっぱり何らかの対処がとれないのかと思うんですね。

それで、やはりここでやっていただきたいのが、入居者の方とやはり一度この問題につい

てお話をしていただきたい。私が話したときでも、いろんなやっぱり思いというのが出てき

てますんでね、これまでやっていないということなんですけれども、やはりその入居の時期

とは、年齢だとか、環境だとか、そういったことにも違いも出てきていると思うんで、まず

ですね、入居者の方たちと一度懇談をしていただきたいなと思うんですが、いかがでしょう

か。

●副議長（大野議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 厚岸町も高齢化という波にはやっぱり現在勝てずですね、少し

ずつ高齢化率も上がってきて、公営住宅入居者にも、多くの高齢者が現在も住まわれて

いるということでございます。

それで、除雪に限らずですね、いろんな苦情等もあります。そういったこと、特に高

齢者だけではない問題も、問題といいますか、課題ですかね、困っているようなことも

あるかもしれません。そういったことをですね、除雪について、町が今後こういうふう

に考えている、皆様を少し楽にすることができるというですね、前向きな解決策でもあ
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ればですね、ぜひ懇談してですね、すぐ取り組んでいきたいなと思うんですけども、せっ

かくお会いして、なかなか今いいお返事ができないのかなという状況ではですね、かえっ

て、ちょっと申しわけないなと。懇談して、そういった困ったことをたくさん聞くのは

いいんですけども、それに対してお答えすることがですね、多分相当時間を要すること

ですし、期待感を与えてしまうかなという、ちょっと前向きなお答えを持った上で、是

非させていただければないという考えでいる状況でございますが、ご理解願えませんで

しょうか。

●副議長（大野議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 課長の言っていることも分かるんです、解決策を持って話したいというの

も分かるんですけれども、なかなか解決策って難しいですよね。じゃあ、解決策を持って話

し合うよって、じゃあ、それ、いつなのということになりますよね。何年待てばいいんだ、

何十年待てばいいんだということになりますよね。やっぱりそうであるならば、やはり一度

ですね、入居者の方たちの、皆さん、いろんな思いを持って、当然持っていますよ。本当は、

そこの棟で、自体で除雪ができれば、除雪、排雪ができれば、そこの公住でそれに対する対

応がとれれば問題はないんですよね。

ただ、いろいろこれまでやってきても、なかなかそういった対応策が見つからないという

ようなこともあるんですけれども、入居者の方からね、町に一度思いを聞いてほしいと、町

は除雪に対する話し合いとかをやってくれてないんだよねと、自分たちの思いも聞いてほし

いんだよねというような声も実際あるんですね。解決策を持ってというのも分かるんですけ

れども、一度やはりそういった声を聞いていただくことっていうのはできないんでしょうか。

●副議長（大野議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 町がそういった対応をする、それは公住だけに限らずですね、

他にもあるかもしれないと私は思います。そういった部分では、公住というのは一つの

コミュニティーでありますから、それぞれ皆さん協力し合ってですね、助け合って生活

しているんだと思います。そういった中の課題の一つでありますので、何とか、公住の

中で無理であれば自治会に相談をしてみるとかですね、そういうような進め方はどうな

のかなと。

ただ、現実に、この雪の除雪に対してですね、高齢者の負担を少しでも解消してあげ

たいという思いから、除雪に取り組んでいる自治会が現にあるんですね。これは公住単

位ではございませんけども、そういった部分で、多少のお金も要しているんだと思いま

す。ですから、それは、その自治会が取り組もうとした計画でありますから、私どもが

とやかく言う問題ではないんですけれども、それが一つ一つの事情があるかもしれませ

んけども、何とか乗り越えられる話し合いをぜひ公住の中で一度、多分公住の中でもし

てないんだと思うんですね、私の聞いている範囲では。ですから、できないとすれば、

自治会に相談してみるだとか、そういうことで、私は先が見えてくるのかなという思い

でおりますけども、ご理解願えませんでしょうか。
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●副議長（大野議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 これ以上言っても、多分答弁は同じだと思うんです。この除雪、排雪の問

題というのは、今年、去年始まった問題じゃなくて、ずっと、必ず毎年冬になると出てくる

問題でもあると思うんですね。難しい問題ではあるんですけれども、入居者の方たちの思い

というのは分かってほしいという思いもありますけども、これ以上、やってくれと言っても、

多分答弁同じですので、これについては、いろんなやり方があると思うんで、地域でも、ま

た担当課のほうでもさらに検討していただきたいと思いますが、どうでしょうか。

●副議長（大野議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 私どもですね、毎年、自治会長とか自治会の方とお話しする機

会とか、例えば要望をいただく機会だとか、そういうことがありますので、何か困って

いることがございませんかと、そういった投げかける形で、こういった除雪に関する問

題も投げかけていけるのかなと思います。ですから、そういった機会を考えながら、何

とか前向きに対応できるような形で心構えしていきたいと思っております。よろしくお

願いいたします。

●副議長（大野議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 ぜひお願いをしたいというふうに思います。

それで、次、２件目のほうに移りますけれども、小中学校での事故などに対する対応とい

う……。

●副議長（大野議員） 佐々木さん、ちょっと、多分、かなり、まだ時間もあるんですけど、

２点目に入るなら、休憩して、その後でどうでしょうか。（「いいです。」のあり）

いいですか、申しわけございません。

休憩いたします。再開は３時半とします。

午後２時51分休憩

午後３時30分再開

●議長（佐藤議員） 再開いたします。

12番、佐々木亮子議員の一般質問を続けます。

12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 それでは、２件目の安全対策について質問をいたします。それで、休み時

間、授業中、通学中、部活中ということで、それぞれ件数を出していただきましたけれども、
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これは、それぞれね、どういった事故が起きているのかという、その具体的な内容というの

は分かりますでしょうか。あと、その怪我が、大体平均で何日ぐらいかかっているのかとい

うことも分かればお伺いいたします。

●議長（佐藤議員） 管理課長。

●管理課長（高橋課長） 事故の内容でございます。28年度分でご説明したいと想います。

まず、授業中ですけども、授業中はほとんど体育の授業中になります。中には理科の実

験ということもありましたけども、ほとんど体育の時間中で、多いのが、やはり跳び箱、

マット運動、これらが大半を占めております。

部活動中につきましては、部活動ですので中学校が対象になります、これにつきまし

ては、球技、サッカー、バスケットが多くて、野球が１件だけでございました。

休み時間になりますと、これは、先ほどの授業中はほとんど中学生で、部活動は中学

生だけ、休み時間中につきましては逆に小学生が多くなっております。内容ですけども、

休み時間中に、例えば体育館に肋木という木があって、ぶら下がって、そこから落下し

てねんざをしたとか、あるいは、雲梯から落下して打撲をしたと。あと、鬼ごっこをし

ていた際に自分でひねったと、あと転倒したとかいうような事故が多い内容になってお

ります。

あと、通学中でございますけども、これらは小学生が多いです。自転車で、自分で転

倒した事故が１件と、あと、自転車同士で接触が１件、あるいは歩行中に転倒して骨折

をしたというような内容であります。いずれも、通学中につきましては打撲が２件と骨

折が１件という内容でございます。

それと、全治までの日数でございますけども、日数、詳しくはちょっと承知してない

んですけども、長い方で、治癒までに半年かかっている方もいらっしゃいます、これは

骨折事故であります。短い方ですと、一月だけで治ると、何回か通院して治るというよ

うな内容になっております。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 それで、通学中なんですけれども、今出てはこなかったんですけれども、

スクールバスでの送迎ってありますよね、例えば、スクールバスの中に教師とかそういった

方は、もし何かあった場合にすぐ対応できる方というのは同乗とかはされているんでしょう

か。

●議長（佐藤議員） 管理課長。

●管理課長（高橋課長） 通常、スクールバスにつきましては、学校の先生は同乗してお

りませんが、新しい年度になったときに、特に小学校の低学年、新１年生とか乗るとき

には、先生がスクールバスに乗って通学指導という形をとっております。
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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 それでは、もし、ないにこしたことはないんですけれども、通学中にね、

何らかのそういった事故が起こった場合の対応というのは、誰がその場で責任を持って対応

をして、どういった処置をするんでしょうか。

●議長（佐藤議員） 管理課長。

●管理課長（高橋課長） 当然、スクールバスを運転している運転手が対応することにな

ります。すぐ、そういう事故があったときには、教育委員会、学校に連絡をしてもらう

ような体制をとっております。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 もう１点ですね、中学校の部活動中の事故もありますけれども、部活動と

いうと、大抵、顧問の先生が付いていたりとかとはなっていると思うんですけれども、休日

中、休日にそういった部活動での事故が起こった場合ですとかね、そういったときに、もし、

急にその怪我をした子を病院とかにね、連れていかなきゃいけないといった場合に、多分先

生も付き添うんだと思うんですけれども、そうなった場合、部活というのはそこで、先生が

抜けるということになっているんですけれども、こういった何らかの事故が起こった場合に、

対応できるだけの職員ですか、部活顧問なりコーチなりという配置はされているんでしょう

か。

●議長（佐藤議員） 管理課長。

●管理課長（高橋課長） 基本的に、部活動は主担当と副担当、２名の先生で対応してい

ますし、あと、事故が起こった場合につきましては、当然、軽微というか、病院に付き

添っていく程度のものについては、１人の先生が付き添う、あるいは保護者の方に連絡

をして来ていただくことになりますし、事故によりましては、例えば落下をして頭を打っ

たとか、危ないというか、そういう重症が考えられる場合には、当然、救急車とかを呼

ぶような体制をとっております。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 それで、それぞれで事故が起こっているんですけれども、安全点検という

んでしょうか、学校内外での安全点検と、もし危険な箇所があったよという場合の、まず職

員への周知というのはどのようにされていますか。

●議長（佐藤議員） 管理課長。
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●管理課長（高橋課長） 教育長の答弁の中でもお話ししておりますが、学校安全計画と

いうものを作成しておりまして、その中では、学校事故につきまして準備対策、事後対

策、緊急時の対策と、そういうマニュアルというか、ものがあって、こういう場合はこ

うしましょうという形で職員に周知をしております。当然、何か起こったときには、何

が原因かということを、その中でもですね、記録を残して、処置方法ですとか原因、そ

れらを残して分析をするというような形になっております。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 分析をするんですから、当然そういった危険場所というのは減らしていく

という方向だと思うんですけれども、実際に検証をして、危険場所があった、その対応とい

うんですか、その場所を、またそういう事故が起こらないようにだとか、そういった具体的

な対応というのはどのようにされていますか。

●議長（佐藤議員） 管理課長。

●管理課長（高橋課長） 当然、施設ですとかの不備とかにつきましては、学校のほうか

ら教育委員会のほうに連絡が来て、その対応をしなければなりませんので、その辺は、

そのままにするということはございません。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 職員については対応をとられているということで、あと、児童生徒ですよ

ね、児童生徒に対しても、やっぱり危険箇所ですとか、安全教育ですとかというのを行わな

ければいけないと思うんです。児童生徒の年齢によって、例えば小学校の低学年とか、高学

年になったら、また内容などもきっと変わってくるのかなと思うんですけれども、それぞれ

の年代に応じた安全教育というのは、どのようにされているんでしょうか。

●議長（佐藤議員） 指導室長。

●指導室長（滝川室長） 今ご質問者ありましたように、課長から答弁があったのが安全

管理、今、ご質問者がおっしゃられたほうは安全教育と押さえております。その安全教

育なんですけれども、ここにあるように、子供たちが自分の安全を守るという、そうい

う教育活動があります。それは学級活動であったり、特に有効なのは、朝の会、帰りの

会というのがきちんと全ての学校で確保されていますので、１年間に１回ぽんとやるん

ではなくて、日々、その危険の状況というのは変わってきます、それに対して、ここは

危ないからねというのは、朝、または教育委員会から通知があったらすぐ対応できると

いうことが学校の場合はできていますので、子供たちについては年間を通した危機管理

の指導、それから、朝、帰り、その都度に応じた指導ということができる、そういう体

制になっております。
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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 職員に対しても児童生徒に対しても、安全教育というんですか、そういっ

た安全点検や安全教育がされていると理解をさせていただきました。

それでですね、答弁のほうでは、今まで第三者を含めた検証の場を設けることはしていな

かったみたいですけれども、やはり当事者だけじゃなくて、物事を何か冷静に判断をする、

そういった場合には、第三者の目というものがね、必要なのではないかと思うんです。当事

者だけできちんと判断ができてないというわけではないんですよ。ただ、そういった多面的

に物事を見る目というのも必要なのかなと思います。是非ですね、当事者だけじゃなくて、

第三者を含めた検証の場というのをつくっていただきたいなと思うんですが、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） 教育長の答弁の中でもお答えしておりますが、重大な事故です

とか、あと、専門的な知識が必要な部分、あるいは、内部だけでは正当な評価というか

検証ができないだろうということが想定されたときには、そのような第三者を含めた検

証の場についても設置することが適当ではないかと考えます。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 課長が言っている第三者の目が必要だということは、例えばどういったこ

とが起きたときに第三者を入れるとお考えですか。

●議長（佐藤議員） 管理課長。

●管理課長（高橋課長） 具体的な例は示せませんけども、漠然な言い方なんですけども、

重大事案というような表現をさせていただいたんですけども、何といいますかね、例え

ば、いじめ問題ですとか、いじめなんかの事件が起こったとか、そういう場合について

は内部だけでは当然処理ができないと思いますので、それらの部分を想定しております。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 学校においては、児童生徒の安全を確保するというのがやはりとても大事

だし、最優先されるべき課題であると思います。今の答弁をお聞きしますと、生死にかかわ

るようなね、重大事故というのは起こってないのかなとは思うんですけれども、やはり普段

からの積み重ねというのが、万が一、事故が起きた場合にきちんと対処ができる、そういう

方法だと思うんで、引き続きまして、やはり危険箇所の撤去ですとか点検、あるいは児童生

徒に対する教育というものをですね、しっかりやっていただきたいと、継続していただきた



- 142 -

いと思いますが、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 教育長。

●教育長（酒井教育長） 学校管理下における事故、これにつきましては、いつでも、ど

こでも、誰にでも起こるということをまず前提にしている、するということがまず大事

であろうと理解しております。

各それぞれの学校におきましても、そういったことを前提に、日ごろから事故を起こ

さない事前の取り組み、児童生徒への指導を含めた取り組み、それから、万が一起こっ

てしまった、そのときにどう対応するのかということについての取り組み、これについ

ては、校内で教職員の意思疎通を図りながら、体制をきちっと整備しながら進めており

ますし、今後もそのことについては、機会あるごとに学校と協議をしてまいりたいなと

思っております。

特にですね、近年、一つの例を挙げさせていただきますけれども、最近聞かなくなり

ましたが、ポケモン何とかというのがはやったとき、あのときなどは、それまでの学校

の計画、マニュアルの中にないような状況が想定されると、そういったこと、日々動い

ている状況をアンテナ高くしてキャッチしながらですね、その都度その都度、先ほど室

長からありましたけれども、朝の会、帰りの会、あるいは学級活動の時間、そういった

ところで子供たちへの意識啓発、指導といったものをやっておりますし、繰り返しにな

りますが、今後も、起こさないということ、そのためにアンテナを掲げるということ、

そして、組織で対応するということ、もちろん教育委員会への報告、連絡、相談も含め

てですね、そういう体制の整備、これについては、繰り返しになりますが、学校と教育

委員会と意思疎通が途切れることのないように努めてまいりたいと思っております。

●議長（佐藤議員） 以上で、12番、佐々木亮子議員の一般質問を終わります。

次に、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 さきに提出いたしました一般質問通告書に従いまして質問申し上げます。

高齢化著しい中でのまちづくりについてということをお聞きいたします。

１点目としては、高齢者の孤立を防ぐための施策はどのようなものを行っているか、その

現状と課題についてお聞かせいただきたい。

２点目は、まちづくり施策を進める上で大きな役割を果たしているのは地域の力だと言わ

れております。自治会の活性化を促進するため、どのような施策を行っているか、ご説明を

いただきたい。

以上でございます。よろしくお願いします。

●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。
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高齢化著しい中でのまちづくりについてのうち、はじめに、高齢者の孤立を防ぐため

の施策、現状と課題についてでありますが、厚岸町における高齢者世帯の状況は、平成29

年２月１日現在において、ひとり暮らしが734世帯、高齢者夫婦が606世帯となっており、

このうち、介護保険の要支援、要介護認定を受けて介護サービスを受けている方につい

ては、相当する介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーが相談を受け、生活環境や心

身の状況等に応じて必要なサービスの利用調整を行い、毎月訪問していることから、高

齢者の孤立という観点においては一定のかかわりがある対象者と考えております。また、

認定を受けていない方のほとんどは、みずから隣近所など地域との交流を持ち、生きが

いを持って生活をしておられる方でありますが、心身の衰えや疾患などにより、地域や

親族などと疎遠となり、孤立した生活を送る方もいるものと考えております。

町の孤立を防ぐための施策としては、緊急通報装置やハートコール事業、配食サービ

スなどに加え、社会福祉協議会と連携した災害時要支援者登録票を容器に入れて冷蔵庫

に保管する事業を地域自治会単位で行っておりますが、これらの事業は周知が行き届か

ない面もあって、一定の利用にとどまっており、事業を必要とする高齢者がまだいるも

のと考えております。また、町では介護予防事業の対象者を把握する目的で、平成23年

度と平成25年度に、65歳以上の方を対象に、要介護、要支援認定を受けている方を除い

た全世帯に、郵送により心身等の状況を確認するアンケート調査を行いました。この事

業では、７割程度の方からの返信をいただきましたが、返信がなかった方には、地域の

民生委員の協力をいただきながら、地域包括支援センターが電話や訪問による状況確認

を行い、最終的には調査時点での全件の安否が確認できております。この結果、何らか

の支援やかかわりが必要な状況であった方が数名確認でき、福祉サービスなどにつながっ

ております。なお、平成27年度では、70歳以上のひとり暮らしの方と75歳以上の夫婦世

帯を対象に同様のアンケートを実施し、返信がなかった方への確認も行い、対象者の全

件の状況を確認しております。

現在の課題でありますが、町が行う事業の利用だけで孤立化を防ぐことはできません

ので、孤立を防ぐには、日ごろからの地域の方とのかかわりや交流を持ち、一定頻度で

の福祉サービスの利用も必要であると考えております。特に、他者とのかかわりを好ま

ない方や介護保険サービスを含む福祉サービスの利用を拒否される方、認知症などによ

り昼夜を問わず行動が想定できない方もあり、地域においてかかわりを持つ機会や見守

り体制が不可欠であると考えております。これまでも地域から情報をいただいた中で、

近くに親族がいない方や、認知症が進んだ方など、地域で不安視された経過から、隣近

所の方などが丁寧なかかわりを持ち、福祉サービス利用にもつながり、継続してかかわ

りを持っていただいている事例も幾つかありますが、この場合においても、地域の方の

負担は大きく、この負担の軽減または解消という課題があります。現在、水道検針員が

検針の際に、異変があれば情報提供をいただく見守り事業を実施しておりますが、今後

は、現在検討している新聞販売店や宅配業者、コンビニエンスストアなどとの見守りに

関する協定の締結を平成29年度の早い時期に行ってまいりたいと考えております。

次に、「まちづくり施策を進める上で大きな役割を果たすのは地域の力だと言われる、

自治会の活性化を促進するため、どのような施策を行っているのか」についてでありま

すが、近年、高齢化の進行が著しい中で、高齢者が安心して生活していくためには、地
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域のコミュニティー活動を担っている自治会の果たす役割は非常に大きいものがあると

認識しております。厚岸町の自治会活動は、32の自治会と自治会間の連携を図る役割を

持つ自治会連合会により、さまざまな活動が行われております。しかしながら、近年多

くの自治会において、地域の連帯感の希薄化が起因となる加入戸数の減少や、高齢化な

どにより財政面や人材の確保など、自治会活動を維持していく上で問題を抱える自治会

も多数出ている状況にあります。このため、町では自治会などの地域組織の育成強化や

地域の連帯意識の高揚を図り、組織の自主的活動を促進するため、従来より実施してい

る自治会及び自治会連合会の運営費に対する支援に加えて、平成27年度に北海道町内連

合会が行っている、地域で一番身近な自治会での見守り、声かけ、助け合い活動の実践

から成る「ひとりの不幸もみのがさない、住みよいまちづくり全道運動」を参考とした、

自治会活動活性化のための助成制度を創設し、町内の自治会が実施する健康づくりや福

祉活動、高齢者との交流活動、声かけ訪問、地域の連帯感を高める活動に対し支援を行っ

てきたころであります。また、同じく地域コミュニティー活動の重要な活動の一つであ

る自主防災組織の活発化を図るため、自主防災組織活動活発化のための助成制度をあわ

せて創設し、組織が行う避難、救助、救護用具などの防災資機材の整備や研修会、講演

会の開催、防災訓練の実施などの活動について支援を行ってきたところでもあります。

以上でございます。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●室﨑議員 今回は、この高齢者社会と言われている今日の状況の真っただ中にある厚岸町に

おいて、その具体的に出てくる問題にどのように対処していったらいいのかということにつ

いてお聞きしようと思って、このようなことを質問させていただいたわけです。

それで、まずですね、高齢者の孤立という問題なんですが、まず、これに関してはですね、

単に人口統計でもって何割の人が高齢者と言われる65歳以上になるという数字では分からな

い部分がありますよね。すなわち、全く孤立状態に陥っている高齢者という方がもし存在し

たら、そこにいろいろな問題が出てくるということは、これは誰でも言えると思う。

そうすると、その実態の調査ということが非常に大事だということで、平成23年からです

か、調査を行ってますね。これの説明が町長の答弁の中にあったんですが、まずちょっと確

認しておきたいのは、要介護、要支援認定を受けている人はいいんだと、それ以外の人と言っ

ているんですが、この要支援、要介護認定っていうのは、一遍受けたら、本人が申請しない

限りずっとそのままになってしまうんですか。それとも、３カ月とか半年に一遍ずつ認定の

し直しというのをやっているんですか。そこらはどうでしょう。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 認定につきましては、１年間ですとか２年間ですとかとい

うことで、認定の期間があります。その要支援の方が、実際にそのサービスを受けられ

る方につきましては、ケアマネジャーが訪問をしてプランをつくるというようなことに

なりますので、定期的にそういう訪問活動が出てまいります。ただ、サービスを使わな
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い方につきましては、その認定期間が切れるまでは、その間があくという状況になりま

す。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●室﨑議員 ちょっと私の聞き方も悪くて、全部説明しなきゃなんなかったと思うんだが、要

するに、一遍認定受けますね、それっきり何の音信もないということになるというと、１年

間程度は、その後どう状況が変わったかは分かんないということですね。

それで、今回の23年からずっと行われている、何回か行われた中で、まず、認定を受けて

る人でも、一番最悪の場合を考えると、１年前の話であって、それから１年間の状況は分かっ

てなかったということになりますね。それで、とにかく要介護、要支援を受けている人を除

いて、高齢者全部やったんですね。

ところが、この27年では、70歳以上の人についてしかやってませんね。これ、65歳から70

歳までの中には、何回かアンケートというか調査したんだけど、全く問題のある人はいなかっ

たと、だから、70歳以上だけやれば十分であるというお考えでこういうふうになったんです

か。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 認定につきましては、認定をして、サービスを受けられな

い方は、その間アプローチすることがないものですから、その間はあきますけれども、

切れる段階で確認はするということになりますけれども、どうしてもその期間はあいて

しまうという状況にあります。

調査ですけれども、確かに、毎年やっているわけではございません。23年、25年、27

年ということで、隔年でやっておりますので、その間はあくという状況は起きておりま

す。それで、27年に70歳以上の単身の世帯と、それから75歳以上の夫婦世帯ということ

に絞ってやらせていただいたということで、この調査自体が、実は介護予防の必要な方

を見つけるための調査ということもあって、そういうような中で対象を絞っているとい

う状況があります。

ただ、23年、25年に65歳以上の方全員、これは、若い人もいる世帯でお年寄りが65歳

以上の方もいるという方全てを対象にして実施をしましたけれども、実際にその確認作

業をやっていく上では、65歳以上といいましても、元気な方がかなりおりまして、その

調査を送らせていただいたんですけれどもというようなことで、仕事忙しくて忘れてた

わ、というような方もいらっしゃるような状況がございまして、そういう中で、23年、25

年に全件の確認をさせていただいた中で、やはり何らかのサービスなりが必要だという

方は抽出をされております。そういう方につきましては、実際に、23年に４人、25年に

９人ぐらいいらっしゃいましたけれども、その方たちは全て70歳を超えているというよ

うな状況もございまして、27年には対象を絞らせていただいたというような状況でござ

います。
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●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●室﨑議員 答弁、端的にお願いします。

分かりました。何でここのところに私こだわるかといいますとね、介護保険とか国民健康

保険という日本の制度は、世界に誇るべき非常にいい制度であると私は伺っておりますし、

私自身もそう思います。ただ、介護保険というのには致命的な欠点があるわけですね、弱点

と言ったらいいのかな。それは、申請主義だということですね。申請しない人については介

護保険は縁がないんですよね。だから、そこをどうやって補うかというのは、まさに行政担

当者の腕だということになるかと思います。

それで、そのときに、この介護保険制度やそういうものによって行政と直接つながってい

ない人、その中に、もしかすると非常に大きな問題を抱えている人がいるかもしれない。だ

から、実態調査をきちんとやるんだというのが23年にこれを始めたときの話だったですよね。

ですから、70歳以上に限定して全く大丈夫なんですというのであればそれで結構なんです。

それともう一つは、認定を一遍受けているから、１年間放置されてても大丈夫なんだって

いうのであればそれでいいんです。国が介護保険の中でどういう枠を決めたかとか、そうい

う話はちょっとこっちへ置いて、厚岸町として、この申請主義である介護保険の、いわば弱

点を補うためにこういう調査を始めたのであるならば、後ろのほうで町長の答弁にもありま

したよね、道が言っている、「ひとりの不幸もみのがさない」と、まさにその精神でですね、

何といいますかね、救い残しのない調査を今後も続けていただきたい。それによって、この

後町がいろいろ行う施策の実効性が出てくるであろうと、そのように思うわけです。

それで、私はあえて高齢者の孤立と言いました。今、新聞等では、特に都会で孤立死とい

うのが随分目にします。亡くなられて１週間、ひどいときには十日、二十日もたってから発

見されるというような、非常に悲しい話が随分と見えます。厚岸では、そういうことは絶対

に起こしてならないというのが、担当者のやはり強い決意であるということは何度も伺って

おります。ただ、ひとりで、誰も気がつかないところで亡くなったという事例をゼロにする

ことは事実上不可能ですよね。１週間も気がつかなかったなんていう話じゃないですよ。ひ

とり暮らしの人がいる以上、朝になって気がついたということは、これ、あり得るわけです

から、私は、一件でもあったらけしからんなんて言ってるんじゃないんです。それをどうやっ

て、日常からそういう極端なことが、一つの極限状況ですが、そこに至るような孤立をどう

やって防ぐかということだと思っております。

それで、見守りということが答弁の中で出ておりました。これについてはですね、いろい

ろな、宅配業者の方だとか、あるいは新聞配達の方だとか、郵便もそうでしょうね、そうい

う方に何か異変があったら、異変を感じたら、すぐ知らせてほしいということについての申

し合わせというんですか、協定というんですか、それを進めていくとおっしゃっていました。

まさにそのとおりだと思います。これについてはですね、どの程度の率の業者の方を網羅し

てますか。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 今、その業者さんとお話を進めている部分では、新聞販売



- 147 -

店、それから、一つのコンビニ、それと、宅配をやっている業者さん、ここの３者とは

今話を進めております。できるだけ、その３者については早い時期に協定を結べるよう

に進めていきたいと考えております。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●室﨑議員 ここで、要するに、ご近所の方たちに、あるいはその地域の方たちに、なるべく

かかわりを持ってもらって孤立に陥らないようにしていかなきゃなんないんだけども、それ

は大変負担をかけることになると、その軽減ということは非常に大事なことだとおっしゃっ

ているんですが、このあたりについては何か、こういう施策を行っている、または、これか

ら行っていきたいということについては、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） ご近所の方が気がつきまして、私どものほうに連絡をいた

だきまして、一緒に対応をするケースというのはあります。そういう中で、やはり近所

の方にばかり負担をかけるような状況にはなりませんので、そこはできるだけ私どもの

ほうで、その対応できる分については対応するように、その方たちと協議をさせていた

だきながら進めているという状況でございます。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●室﨑議員 町長の答弁の中でですね、一つちょっと気になったのは、民生委員という言葉が

全然出てこないんですよ。この地域の見守りや、そういうような仕事というのは、民生委員

の範疇には入らないんですか。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 町長の答弁の中で、その調査で回答がなかった方につきま

しては、民生委員さんの協力をいただきながら進めているという状況でございます。前

段、近所の方たちとの協議という部分でも、民生委員さんも当然入っていただきながら、

そういった対応をしているという状況でございます。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●室﨑議員 そういういわゆる見守りといいますかね、そういう部分では、やはり民生委員さ

んの果たす力というのも非常に大きいと思うんです。ですから、そのあたりとどう協力して

いくかということも、また非常に大事だと思いますよね。そのときに、民生委員は民生委員、

福祉課は福祉課、自治会は自治会というのは駄目ですよね。それをどううまく連携して、そ

してみんなで支えていくかという体制、これをつくるのはやはり町の仕事ですよね。そのあ
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たりについては、いかにお考えですか。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） いろいろ問題があって困っているという方につきましては、

民生委員さんからお話をいただく場合もありますし、それから、気のついた方からいた

だく場合もございます。そういう中で、関係する方に集まっていただきまして、やはり

協議をしながら対応をしていくということは必要なことだと思っておりますし、今そう

いうような形で、できるだけ関係する方と一緒に進めているという状況でございます。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●室﨑議員 お年寄りのそういう見守りとかそういうことを考えていくと、必ず出てくる問題

の一つに、消費者被害防止と言われる範疇のものが出てくるんですよね。これはちょっとま

た別の論点が多くありますので、ここでは深入りはしませんけれども、現在、厚岸町に、こ

このところ数日の間に見られる現象としては、振り込め詐欺、押し売り、押し買いなどとい

う特殊詐欺ですね、それに類するものが入ってきてるような気配がありますね。こういうも

のというのは、どうしても判断力が衰弱しているお年寄りが狙われやすいですよね。こうい

う場合にですね、どうも妙なのが出入りしているようだというのを、非常に早くキャッチで

きる立場には、実は、家庭に訪問しているヘルパーの役割は非常に大きいのではないかと思

うんです。それで、こういう、家庭に、直接に高齢者に向き合っているヘルパーの方たちに、

こういう情報はすぐ入るし、また、そういう家庭を訪問していたときに妙な者が出入りして

るというような情報はすぐ上がってくる、そういう体制になってますか。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） そういう情報が、まち課のほうの所管から私どものほうに

も流れてまいります。その流れてきた情報につきましては、そういう介護事業所にもそ

ういう情報があるということで流しております。そういう体制は整えております。

ただ、その中で、その情報に対して、何かあったというようなことは聞いておりませ

んけれども、そのヘルパーさんがその家庭に行ったときに、ちょっと心配な部分がある

という部分につきましては、うちの包括支援センターのほうに連絡をいただいて、協力

してその確認をするという作業をし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 こういうものについても、ヘルパーさんのほうにもそういう感覚を持って見てい

ただかないと、見過ごす可能性があると思いますので、そのあたりの連絡といいますか、そ

れはよろしくお願いしたい。

それからですね、一、二、ほかのまちでやっている例を挙げますと、これは現在行われて
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いるかどうか分からないんですが、ある時期、町長の手紙というものをですね、高齢者の方

に出すと。その手紙に対して、アンケートのようなものでしょうけども、ご返事をもらうと

いうことでもって安否確認をやっているわけですね。そういう例もあったんですか、町では

そんなことは考えているでしょうか。

それからですね、これも道内のあるまちなんですが、訪問ボランティアとでも言いますか、

そういうものを組織してるんですね。高齢者のお宅を訪ねるんです。この場合には、二つの

大きな効果を狙っているそうですが、一つは、介護というか、見ている方のレスパイトとい

うんですか、一時休暇、それをとれると。それからもう一つは、昔話を本人とすることによっ

て、本人も、それからそのボランティアの仕事をしている、これも割とお年寄りの方がやる

そうですが、元気になるというようなことをやっているというものもありますが、こういう

ようなものを、いわゆる先進地実例をですね、調査をして、取り込めるものであれば取り込

んでいただきたいなと、そのように思うんですが、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 以前、郵便局と見守り協定を結んだときに、町のほうから

定期的に郵便を出してその安否を確認するというようなことをやっておりましたけれど

も、民営化になった段階で、それがなくなってしまったというような状況があります。

そういうのも含めまして、今お話しいただいた部分については、いろいろ事例を集めて

検討してみたいと思います。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●室﨑議員 よろしくお願いします。いずれにしても、放っておいてくれという方が結構の率

であると思うんですよね。だけども、こういう問題については、しつこくしつこくお節介を

焼くということが非常に大事だと思いますので、放っておいてくれ、ああ、そうですかには

ならないと思います。そういうわけで、いろいろな手を打って高齢者の孤立化を防ぐという

ことを、なお一層強く進めていただきたいと、これは要望しておきます。

それで、次に参ります。自治会の活性化ということですが、今の問題と相当にダブるとこ

ろもありますが、厚岸町でこの自治会の活性化というために、町長の答弁にも出てきており

ます、自治会活動活性化のための助成制度というのをつくりましたですね。１自治会に対し

て10万円。使い方に厳しい枠がついてないので、その自治会その自治会でいろんなことがで

きるわけですね、この10万円を使って。それで、非常に私の知っているいろいろな自治会で

はありがたいという話で、これは私も高く評価しております。それから、自主防災活動活発

化のための助成制度、こういうものがあって、それなりの効果を上げているというのもよく

見ております。

ただですね、いずれも金銭的な助成というか支援なんですよね。ところが、このですね、

施策に全部の自治会が乗っかっているわけではないんですね。使ってない自治会もあるんで

す。そういうようなところの、なぜなのか、お金があふれていて、人さんからもらう必要が

ないという自治会はないと思うんですけどね、結局、こういう施策を打ったことによって、
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どれだけの効果が上がっているかということについての実態調査、あるいは施策効果の調査、

それは行っていますか。

●議長（佐藤議員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 平成27年度から行わさせていただいております自治会活性化補

助制度、それから自主防災組織への活発化の補助制度につきましては、制度を新しくつ

くらせていただいたのが27年度の５月１日からということで、年間のどのような事業が

行われているという部分の、補助申請、それから実績報告がありますので、そういう部

分では押さえておりますが、効果の実態調査という形では、大変申しわけありませんが、

まだ現在は行ってはいない状態でございます。

それと、議員言われますように、例えば自治会活性化補助金につきましては、全ての

自治会が利用しているわけでは、確かにございません。今年度の状況、昨年度の状況を

申し上げますと、32自治会中、27年度については24自治会、今年度については25自治会

が利用して、残りは利用してないということで、その主な利用してない理由につきまし

ては、自治会によっては、本当かどうかはちょっと確認はできてませんが、もらわなく

てもいいという、当時、昨年度の状況は２件程度、そういうご回答をいただいたところ

もありますが、基本的には、事業を申請してないという部分では、自治会として人材の

確保等、さまざまな問題がありまして、事業が実施できないという回答もいただいてい

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 担当者は、そこのところが分かってると、ですから今のような答弁が出てくると

思うんですが、実はですね、それなりに私の知っているごくわずかの範囲ですけれども、こ

れを利用している自治会、利用しなかった自治会の会長さんや、あるいは役員の方ともお話

をしております。ただ、これは私の見えるごくごくわずかの範囲ですから、これを持って全

体だなんて言う気はありませんけどね、そこで出てくるのは、今回使わせてもらったけども、

来年使えるかどうか分からない。それから、使いたいんだけど使えなかった。それは何かと

いうと、担い手がいないということなんです。手がない。簡単に言うと、そういうことなん

ですね。高齢化の波っていうのは本当に著しいんですよ。去年まで、おととしまで会長さん

として一生懸命やってくれた方は、具合が悪くなって施設に入っちゃった、あるいは、ほか

のまちの息子のところに行っちゃった。次の方、誰もなり手がなくて、みんなでもっていろ

いろ相談した結果、あんたやってくれということになって、やる人は、まとめ上げるだけの

体力もないと。よしよし、それなら俺がやってやるっていう人はもちろんいないから、あん

たやれ、あんたやれになるんでしょうけどね。それから、今、何とか、例えば、食事の会やっ

たりいろんなことやるみたいですが、やっているけど、もしこの人がいなくなったらどうな

るだろうという自治会は結構あるようなんです。

それで、結局、力のある自治会はどんどんやっていけるわけです。ですから、その力のあ

る自治会と、支える人が弱っている自治会の差が物すごく大きくなってきている、というこ
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とは言えると思うんですね。住民票を調べて出すというと、若い人だって結構いるじゃない

かということになると思うんですが、若いからやれるっていうわけでもないようです。

それともう一つですね、見てますと、これは教育委員会が悪いんじゃないんですけども、

子供がどんどん少なくなっていって、閉校が相次いできましたね。それによって、学校が目

の前になくなったところでは、どうしても地域のまとまりというものが弱ってくる。すなわ

ち、子供がたくさんいてですね、子供盆踊り大会でも何でもやれるような時代は、その地域

ではですね、自分のうちに子供がいなくても、子供のためにみんな出て何かやるわけです。

それから、本当の小規模校のある周辺地域なんかでは、運動会をやるったって、その地域の

運動会なんですよ。それから、学校にみんなで協力してやるということで、学校を中心にし

たコミュニティーというものがそこにはできてるんですね。

あるいは、現実には、その地域の自治会の庶務係は、そこの校長先生や教頭先生が、どら

どらって言って手伝ってくれる。子供の教育相談以外のいろんなその村の話についても相談

に乗ってくれる、そういうものがあったんだけども、学校がなくなってしまって、そういう

方がいなくなる。学校がなくなるということは、子供の数だけじゃなくて人口も減ってるん

ですけどね。そういうことで、自治会というものに象徴される地域の活力がそがれていると

いうことは、これは間違いのない事実だと、そのように思います。そういう中でですね、学

校としても、そこから、学校のなくなった地域、要するに、学校が見えない山の向こうに行っ

てしまった地域に対して、どのように学校と地域を近づけるかということは考えていただか

なきゃなんない問題だと思います。ある意味で、地域の活性化に助力していただきたいと、

そのように思うんです。本題でないですからその程度にしますけども。

それで、こういうようなことを考えていきますとね、やはり町として人的な支援、自治会

に対する、そういうものが必要になってきたんではないかと、そのように思います。

これは、道内のあるまちで行っている制度なんですが、地域担当職員制度というのをつくっ

ています。ここに至るまでは随分紆余曲折があったと、このまちの町長さんも言ってました

がね。町内の各自治会にその地域を担当する職員を配置してるんです。自治会の大きさが大

きいの小さいのありますから、人数とか何とか、それは微調整はあると思いますが。課長職

を除いた全職員がチームを組んで各地域を担当する。課長職はというと、その地域幾つかを

まとめた、いわば相談格になると。自治会から要請があると対応すると。自治会の総会や親

睦交流会、あるいはごみ拾い、花植え、いろいろありますよね、そういうときに出てくれと

いうと、これは公務になるそうです。それと、もう一つは、その地域の要請に関係なく行わ

れる業務は、見守りのための高齢者宅の訪問であると、こういうふうに言っています。ちょっ

とおもしろいなと思ったのが、葬儀の手伝いはこの中に入っていないと。自分の住んでいる

ところの葬儀の手伝いをするのは当たり前だということで、これは入れてません。ただ、特

別事情のある場合は、これ例外ですよという話でした。

これを行った結果、効果がありましたと。それは、一つは、町民の行政に対する理解が非

常に深まった。それまでは、役場の人というと、後ろに判で押したように「働かない」って

いうふうに町民の言葉はついたんだそうですが、それが「頑張ってるね」という言葉に変わ

りましたと。それから、今度、役場職員のほうにも変化があらわれて、住民と直接顔を合わ

せることによって成長してきたと。そして、自分の住んでいる自治会の庶務だとかそういう

のを進んでやる職員がふえてきた、というようなことを言っていました。同じものをすぐや
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れと私は言ってるわけじゃありませんが、こういう事例が既にあるということです。こうい

うものは、調査して、取り入れれるものなら取り入れていこうというようなことは、お考え

になってはいかがかと思うんですが、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からお答えをさせていただきます。

職員の各自治会における担当職員といいましょうか、それを活用したらどうかという

ご意見。実はですね、以前、厚岸町も考えたことあるんです。やはり職員と地域との連

携を密にしなければ、いいまちづくりはできない、地域の声を大事にしていこうという

ことで、いろいろと検討はしたこともあるんです。しかし、自治会の自主自立というこ

とも大事でなかろうかという等々のご意見もございまして、結果的には、自治会の独立

性を尊じていこうという結果で終わっておるわけでありますが、今さらにお話をお聞き

いたしまして、確かにですね、32ある自治会の中でも、活動ができないような、という

のは、ほとんど自治会はですね、役員になってるのは高齢者なんです、若者が参加しな

いんです、これはどこの自治会もそうであるようでありますが、そこで、だんだん高齢

化とともに活動ができなくなってしまう、という形に相なっているかと思うわけであり

ます。

実は、私は、常に協働のまちづくりというお話をいたしております。やはりそういう

協働のまちづくりは、今日、おかげさまで、住民も理解をいただいておると。行政だけ

がまちづくりをするんじゃないと、我々も協力する点は協力をして、ともにまちづくり

をしなければならないという考えが湧いてきたような気がするわけであります。そうい

う中で、今日、大変財政的にも厳しい時代を迎える中で、自治会の役割、私は極めて大

きい、また、自治会にも大変助けられております、まちづくりについては。

そういう意味において、私は平成27年に、今お話ありましたとおり、10万円の活動費

をですね、交付させていただいておるところでございます。これについては、本年度の

予算にも既に提案をさせていただいておるところでございまして、確かにお金だけでは

ありません、やはりそういう点における人的支援といいましょうか、そういうこともで

すね、今、昔に返って、また研究、検討してみようかなという気持ちに相なりました。

特に、今は限界集落という極めてあってはならないような言葉もはやっているような

時代でございます。やはり厚生労働省の白書、2016年でありますが、それにおける結果

を見ますと、やはり、その場所で健康で暮らしたいという結論がその白書になっており

ます。そういう点を考えますと、先ほどの孤立の問題等々あるわけでありますが、やは

り職員もですね、積極的に、もちろん自治会に加入すること、さらにはまた連携を密に

すること、これが大事だろうと思っておりますので、改めて研究、検討させていただき

たい、そういうふうに思っておりますので、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 大変力強い言葉いただいて、私も、言ってよかったなと今思っております。町長
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おっしゃるようにですね、非常に悪い状態になってしまうと、役場が来て、全部自治会のや

れやということに地元がなる、役場のほうは、おまえたちの仕事、何で俺がやらなきゃなら

ないんだということになる、これでは駄目ですよね。だから、自治会の自主独立性を促進さ

せる形でもって、役場のというか、行政の職員がどのように手伝えるかというところで、細

かな話では、いろいろと検討しなきゃならない部分は多いかと思います。ただ、こういう先

進地事例もありますのでね、十分にご検討いただいて、よろしくお願いしたいと、これは要

請しておきます。

以上で、私の質問は終わらせていただきます。

●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、７番、音喜多議員の一般質問を行います。

７番、音喜多議員。

●音喜多議員 平成29年第１回定例会に当たり、さきに通告してあります町民の移動手段であ

る交通事情について伺ってまいります。

まずはじめに、１点目として、ＪＲ花咲線についてであります。この問題については、昨

年７月末から経緯がございまして、北海道がこの問題に対処するため鉄道ネットワーク・ワー

キングチームを立ち上げ、検討させ、その結果の報告書が去る２月７日に知事に提出されま

した。今回の質問は、この報告から始めさせていただきたいと思います。

鉄道ネットワーク・ワーキングチームの報告書は、北海道の鉄道網全体について、これか

らの鉄道のあり方について、その位置づけを明確にし、進め方の指針ともなったとも報道さ

れております。

質問のアとして、私たちが利用する花咲線は、その報告書に書かれた重要度や位置づけか

ら、厚岸町は率直にどのように捉えているのかお伺いします。

次、イとして、鉄道事業者や利用する沿線自治体など、路線の維持か否かについて、地域

で早急に検討を求めてもいます。厚岸町は、基本的にどのような考え方、方針を持って臨も

うとしておりますか。

ウとして、花咲沿線自治体全体で、この報告書に対し、考え方、とるべき姿勢は、どのよ

うな状況かと伺うものであります。

エとして、今後、この花咲線を存続させるとしたら、地元での利用促進や増収のための施

策等に協力し、町がその運動の先頭に立たなければならないものと思います。これに対する

町の考え方をお伺いいたします。

２点目に、町民の移動手段としてハイヤーの問題についてお伺いします。

一つ目に、ハイヤーの午後８時までの営業となったことで、昨年末に商工会青年部が飲食

店とタイアップして、ボランティアで代行を実施しました。取り組まれたその実績と課題に

ついて、商工会を支える町はどのように把握されているか、この取り組みをどう検証し、町

としてこれからの施策を何かを考えておりますか、お伺いします。

二つ目に、新年度、今年度ですが、外来船誘致に伴う乗組員への支援策をどう考えている

かということであります。

３点目に、町内の公共交通について伺ってまいります。昨年９月に、地域公共交通の活性
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化及び再生に関する法律に基づく協議会を立ち上げると表明しました。協議会の活動を始め

るに当たって、構成や時期、計画の具体的な内容について、どのように考えておりますか。

以上、よろしく対応をお願いし、はじめの質問といたします。

●議長（佐藤議員） ちょっと休憩します。

午後４時44分休憩

午後４時45分再開

●議長（佐藤議員） 再開いたします。

●議長（佐藤議員） ここで、会議時間の延長を行います。

本日の会議時間は、音喜多議員に対する町長の１回目の答弁が終了するまで、あらかじめ

会議時間を延長いたします。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） ７番、音喜多議員のご質問にお答えをいたします。

１点目のＪＲ花咲線についてのうち、はじめに、「鉄道ネットワーク・ワーキングチー

ムの報告書に書かれた重要度や位置づけを厚岸町はどのように捉えておりますか」につ

いてでありますが、２月７日に北海道へ提出された北海道運輸交通審議会・地域公共交

通検討会議・鉄道ネットワーク・ワーキングチームによる、将来を見据えた北海道の鉄

道網のあり方についての報告書の概要は、鉄道網のあり方として、ＪＲ北海道は危機的

な経営状況にあるが、これまでの経過を踏まえれば、巨額の赤字を線区の見直しのみで

解消したり過大な負担を自治体に転嫁することであってはならないとする一方で、ＪＲ

北海道が将来にわたって全ての線区を現状のまま維持することは困難であり、線区ごと

に公共交通網の中で果たす役割が異なることから、それぞれの特性に応じた対応が行わ

れる必要があるとしております。また、具体的な線区の名称には触れていないものの、

北海道の将来像や交通環境の変化を踏まえ、鉄道網を形成する路線を六つの類型に区分

し、それぞれについて将来を見据えた方向性を検討したとしているものであります。こ

のうち、国境周辺地域や北方領土隣接地域の路線については、我が国の国土形成等の観

点から政策的な振興を図っていくことが必要があり、地域における可能な限りの協力、

支援のもと、適切な対応が必要であるとしているが、宗谷地域については、「今後のロシ

ア極東地域と本道とのさらなる交流拡大の可能性を踏まえ、引き続き鉄路の維持を図る

必要がある」と明記されているのに対し、北方領土隣接地域については、「鉄道の役割を

十分考慮する必要がある」との記述にとどまっております。これについて、町としては、

町民の生活路線の確保はもちろんのこと、花咲線及び釧網線の沿線自治体全体の問題と

捉え、釧路地方総合開発促進期成会と協議をし、根室地方総合開発期成会と共同で、北

海道及び北海道議会各会派に対し、今後、北海道として取りまとめる報告書について、
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当該路線の位置づけを補強するよう、本年２月に要請活動を実施したところであります。

次に、「報告書では路線の維持に向けて地域での検討を早急に求められている、厚岸町

では基本的にどのような考え方、方針をもって臨もうとしていますか」についてであり

ますが、当町の基本的な考え方は、町民の重要な生活路線として沿線自治体とともに路

線を維持するための活動をしていく姿勢に変わりはなく、路線の廃止やＪＲ北海道が提

案している上下分離方式など、地方に負担を求めるような内容では根本的な解決にはな

らないと考えるため、現段階においては、ＪＲ北海道との協議を行うことはできないも

のと考えております。

次に、「ＪＲ花咲線沿線自治体でこの報告書に対し、考え方、とるべき姿勢はどのよう

な状況でありますか」についてでありますが、前段でお答えした内容と同様となります

ので、省略をさせていただきます。

次に、「今後、鉄路を存続させるとしたら、地元での利用促進や増収のための振興策に

協力し、町が先頭に立たなければならないと思うが」についてでありますが、質問者が

言われるとおり、ＪＲ花咲線の維持存続のため、利用促進対策については町としても取

り組んでいかなければならない課題であると認識しており、町と今後組織化される地域

公共交通の活性化及び再生に関する法律、いわゆる地域公共交通活性化再生法に基づく

協議会においても検討を進める必要があると考えております。

続いて、２点目の町民の移動手段についてのうち、はじめに、「ハイヤーの午後８時ま

で営業となったことで、昨年末に商工会青年部が飲食店とタイアップして取り組み、そ

の実績と課題、問題についてどのように把握されておりますか、この取り組みを検証し、

町としてこれからの施策を考えておりますか」についてでありますが、まず、ご質問の

取り組みは、組織としての商工会青年部ではなく、同青年部所属の有志がボランティア

で行ったものであります。内容は、忘年会シーズンで飲食店やスナック利用がふえる12

月２日から30日までの金曜日と土曜日の九日間、午後８時から11時に、登録店16店から

の帰宅や他の登録店への移動に利用できるよう予約を受け付けて、１台の車両に二人が

乗車して無料運行を行ったものであります。利用実績は、９日間で16件、利用ゼロが２

日あったと伺っております。このたびの試みは、午後８時以降のハイヤー運行の取りや

めによる飲食店などの利用減を少しでもカバーするとともに、利用需要がどのくらいあ

るかなどの基礎情報を集める目的で行われたものであります。このボランティア運行の

課題として、夜間の運転手確保の困難さ、運行車両の確保と維持費の捻出、酔った客を

乗せることと交通事故のリスクへの対応、ボランティア運転手が事故により負傷した場

合の所属企業等での本来業務への支障問題、他人を乗せて乗車させて事故が起きたとき

の責任と補償のほか、営業運行を維持できるほどの利用がないことなどが挙げられると

のことであります。こうしたことから、現在のところ、有志ボランティアをはじめ、商

工会などの組織が同様の運行に取り組む状況にはなく、町としては、今後、組織化され

る地域公共交通活性化再生法に基づく協議会での調査や議論を踏まえて、対応を検討し

てまいりたいと考えております。

次に、「新年度における外来船誘致に伴う外来船乗組員への支援策を考えておりますか」

についてでありますが、厚岸町では、外来漁船誘致にかかわる取り組みを漁業協同組合

や水産物買受人組合、商工会など、町内関係機関で組織する厚岸町水産業対策協議会の
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主要な事業の一つとして進めてきております。町内のハイヤー会社による営業が午後８

時までとなったことを受け、外来漁船乗組員の移動手段について、昨年９月21日にこの

協議会を開催し、現状の把握と対策の必要性について協議したところであります。その

中で、外来漁船誘致策として行っているハイヤー助成券の利用実態を検証したところ、

市場関係者によると、助成券の利用のほとんどはイカの外来漁船の乗組員であり、水揚

げが午後６時30分ころから始まり、30隻程度であれば午後７時ごろには終わるため、特

段の影響はないものの、50隻を超えるような場合は、まれに午後８時過ぎまで水揚げ作

業がかかる場合があるとのことでした。このため、イカの水揚げ作業がハイヤーの営業

時間内に終わること、実際に乗組員等から苦情や相談が寄せられていないことから、追

加支援策については、現段階では必要ないとの結論に至ったところであり、新年度にお

いても同様の対応としたいと考えております。

続いて、３点目の、町内の公共交通について、「地域公共交通の活性化及び再生に関す

る法律に基づく協議会の活動を始めるに当たって、構成や時期、計画等の具体的な内容

についてどのように考えておりますか」についてでありますが、地域公共交通活性化再

生法に基づく協議会については、同法により構成する者の区分が定められており、その

構成は、地域公共交通網形成計画を策定しようとする地方公共団体、関係する公共交通

事業者等、道路管理者、港湾管理者、その他地域公共交通網形成計画に定めようとする

事業を実施すると見込まれる者、関係する公安委員会、及び地域公共交通の利用者、学

識経験者、その他の当該地方公共団体が必要と認める者となっております。具体的には、

厚岸町、くしろバス株式会社、北海道旅客鉄道株式会社厚岸駅、さくらハイヤー株式会

社、各道路管理者、北海道釧路方面厚岸警察署、地域を代表する自治会、自治会連合会

などの団体、国土交通省北海道運輸局釧路運輸支局、北海道釧路総合振興局地域創生部、

公共交通事業者等の労働組合とし、その代表または代表が指名する者で協議会の委員を

構成し、本年３月に協議会を設立する日程で、現在作業を進めているところであります。

また、計画等の内容については、協議会が設立され、事業計画及び予算の決定がされ

てからとなりますが、協議会を設立し、事業を実施するための町内部で設置した地域公

共交通対策連絡会議において検討を行っており、その内容は、町内全戸を対象とした公

共交通に関するアンケート調査、現在運行しているバスの乗降調査、今後の公共交通の

あり方に関する協議、実証運行試験及びその乗降調査、町内公共交通網形成計画案の策

定を行う内容となっております。

以上でございます。

●議長（佐藤議員） 本日の会議はこの程度にとどめ、あすに延会したいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。

（「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。
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午後４時59分延会
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以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。

平成29年３月７日

厚岸町議会

議 長

署名議員

署名議員


