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厚岸町議会 平成２９年度各会計予算審査特別委員会会議録

平成29年３月９日

午前10時７分開会

●委員長（大野委員） ただいまから、平成29年度各会計予算審査特別委員会を開会いた

します。

●委員長（大野委員） 初めに、議案第１号 平成29年度厚岸町一般会計予算を議題とし、

審査を進めてまいります。

予算書１ページ、第１条、歳入歳出予算から審査を進めてまいります。

32ページ、33ページは、事項別明細書です。

34ページ、歳入から進めてまいります。進め方は、款、項、目により進めてまいりま

す。

１款町税、１項町民税、１目個人。

８番、南谷委員。

●南谷委員 １款１項１目個人、それから委員長、２目法人もあわせてお尋ねしたいので

すがよろしいでしょうか。

●委員長（大野委員） はい。

●南谷委員 ありがとうございます。

町民税は、昨年度と比較いたしまして、昨年度の当初予算対比でございますが、536万

9,000円、両方合わせて、個人と法人合わせまして増額となっております。個人が400万

円、そして法人のほうが136万9,000円となっておるわけでございますが、この要因につ

いてお尋ねをさせていただきます。

初めに、個人につきましては収納率が95％で同じでございます。調定額については、

昨日の説明で、若干好調だというお話もありました。内容についてはわかりましたが、

平成28年度の調定額は平成27年度を上回っていることから、上乗せをしているのかなと

推測をさせていただきましたが、29年度に入って予断を許さないのではないかと考えら

れますが、この辺についての見解を求めます。

それから、滞納の分でございますが、個人は現年、滞納いずれも13％、１％ダウンと

なっております。

この辺についての考え方、１％ダウンした原因について説明をしていただきたいと思

います。

まずこの２点について。

●委員長（大野委員） 税財政課長。
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●税財政課長（星川課長） お答え申し上げます。

まず、全体的な個人の部分でのご説明になりますけれども、去年の当初予算と比べて、

個人のほうでは400万円、法人のほうでは130万円ほどの増ということで、この内容につ

きましては、基本的には当初予算を編成する上では、その前年度の状況を加味した中で

予算を出させていただきます。

なので、28年度の当初については、27年度の実績をもとに推計をして、28年度予算を

組むということになります。

今回の場合は、28年度の実績調定額を大体加味しまして、29年度の予算を作成すると

いう手順になりますけれども、そういった中で昨日も補正予算の委員会の中で申し上げ

ましたけれども、全体的には順調な伸びを示しているというところもございますけれど

も、実際的にはこれがそっくりそのまま29年度も移行するとは思えませんので、そういっ

たことも加味しながら、伸びる部分はあらかじめ見させていただきますけれども、ある

程度は厳しく見るところもあるということなので、実際的にはこの程度の予算になって

いるという状況になります。

いずれにしましても、予算を見る段階で町税のほうを過度に見ては、これからの財政

運営に支障を来しますので、ある程度、これくらいは大丈夫だろうという想定のもとで

予算を計上させていただいております。

そういった中で、今回増になっているわけでございますけれども、そういったことも

踏まえてということになります。

滞納繰越分の徴収率の分ですけれども、１％減ということで、これは今年度の状況を

加味した中で、先ほどの当初予算の説明と同じように、27年度の状況を踏まえて28年度

をつくって、28年度の状況を踏まえて29年度の予算となりますので、その段階で、この

滞納繰越分の徴収の実績見込み、この部分が27年度と28年度ではその分、若干下降して

いるというか、収納率が下がっているというよりは、個々に滞納繰越分に該当する方々

と日々、折衝させていただいておりますけれども、その日々の折衝の中で徴収の部分が

スムーズに行く方とそうでない方ということもおりますので、そういったことも踏まえ

て、収納率のほうは見させていただいているということなので、１％減ということです

けれども、大体同じような推移で来ていますので、そこをちょっとみさせていただいて、

今回はちょっとかたく見させていただいているというような状況になってございます。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 収納率は実際、決算時期になるともうちょっと上がりますよね。ですからそ

れでクリアするのかなと僕も推測するのですけれども、経済の状況というのはなかなか

つかみきれないものがあります。

しっかり、今まで以上に徴収に努力をしていただきたいと思います。

その上でお尋ねをさせていただくのですが、法人のほうでございます。収納率が98％

と同率なのです。この積算に当たっての法人のほうの考え方につきまして、概略でいい

ですから説明を求めます。
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●委員長（大野委員） 税財政課長。

●税財政課長（星川課長） 法人のほうでございます。

法人につきましては、基本的には収納率98％ということで、これもちょっとかたく見

させてはいただいておりますが、基本的には法人のほうはほぼ順調に入ってきておりま

すので、こういった見方を例年させていただいているということもございます。

あとは、こういった法人の動きの中で、調定額自体のほうが変動する部分もございま

すので、そういったことも総体的な関係の中で、今回は98％ということで、これはずっ

と例年なのですけれども、その中で見させていただいて対応していくと考えております。

●委員長（大野委員） ほか、この目ありますか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ進みます。

２目法人。

（な し）

●委員長（大野委員） ２項、１目固定資産税。

（な し）

●委員長（大野委員） ２目固有資産等所在市町村交付金。

（な し）

●委員長（大野委員） ３項、１目軽自動車税。

（な し）

●委員長（大野委員） ４項、１目たばこ税。

（な し）

●委員長（大野委員） ５項、１目特別土地保有税。

（な し）
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●委員長（大野委員） ６項、１目都市計画税。

（な し）

●委員長（大野委員） ２款地方譲与税、１項、１目地方揮発油譲与税。

ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） ２項、１目自動車重量譲与税。

（な し）

●委員長（大野委員） ３款、１項、１目利子割交付金。

（な し）

●委員長（大野委員） ４款、１項、１目配当割交付金。

（な し）

●委員長（大野委員） ５款、１項、１目株式等譲渡所得割交付金。

（な し）

●委員長（大野委員） ６款、１項、１目地方消費税交付金。

（な し）

●委員長（大野委員） ７款、１項、１目ゴルフ場利用税交付金。

（な し）

●委員長（大野委員） ８款、１項、１目自動車取得税交付金。

ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） ９款、１項、１目国有提供施設等所在市町村交付金。
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（な し）

●委員長（大野委員） 10款、１項、１目地方特例交付金。

（な し）

●委員長（大野委員） 11款、１項、１目地方交付税。

12番、佐々木亮子委員。

●佐々木亮子委員 地方交付税のところでお伺いをいたします。

昨年もお聞きしたのですけれども、ちょっとまだよくわからないということだったの

ですが、地方交付税の算定に基準財政需要額に反映されるトップランナー方式というの

が27年度から導入されましたね。

それで、直接的に新年度予算の中に反映というか影響というのは出ているのか。まず

お聞きいたします。

●委員長（大野委員） 税財政課長。

●税財政課長（星川課長） お答え申し上げます。

昨年の交付税のときのトップランナーの部分はまだ不透明ですよということでお答え

申し上げましたけれども、今回28年度の算定事務をやった上で、そこで影響額というも

のが出てきまして、試算需要額ベースで申し上げますけれども、今現在、28年度の影響

額は700万円程度の需要額として、要はマイナスになっているということでございます。

これが28年度ですけれども、今度29年度、今年度にいく場合は、この額が全ていくの

ではなくて、そのうちの何科目かが継続して５年であったり、３年であったりというふ

うに順序立てていかれるものもありますので、その分はその分でまた再度計算しながら

いきますけれども、700万円よりも圧縮されるのは間違いない状況なのですけれども、ま

たそれについてはまだ算定事務をやらないと、細かいところは出てきませんので、今の

ところはちょっと、29年度の額はわかりませんけれども、去年７００万円ですのでそこ

からさらに圧縮されたものとは押さえております。

●委員長（大野委員） 12番、佐々木亮子委員。

●佐々木亮子委員 それで、幾つかの対象となる業務があるわけですけれども、現在、当

町で対象となっている業務というのはこの中のどれでしょうか。

●委員長（大野委員） 税財政課長。

●税財政課長（星川課長） トップランナー方式の部分で、28年度のほうで申し上げさせ

ていただきますけれども、こちらで該当してくるのが学校用務員、こちらの事務につい
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て。それと道路維持補修関係。それと役場の庁舎管理関係。あとは情報システム整備関

係。これらが対象となっておりまして、このほかに体育施設の管理のほうも入っていま

すけれども、基本的には施設管理をする上で直営管理から民間委託というのが基本になっ

ておりますので、そこがトップランナーとして今回は反映されているというような状況

になってございます。

●委員長（大野委員） 12番、佐々木亮子委員。

●佐々木亮子委員 それで３年から５年かけてと先ほどおっしゃいましたけれども、29年

度もそうですけれども、今後予定している業務と、対象とする業務というのは今考えて

いますか。

●委員長（大野委員） 税財政課長。

●税財政課長（星川課長） 今、これらが申し上げたトップランナー方式の部分ですけれ

ども、基本的にはトップランナー方式のこの民間委託の部分は、先例的な自治体のもの

を参考としながらやりますよというのが基本なのですけれども、その中で我々厚岸町と

して導入できるものとそうでないものといろいろ、やはりその町々でやり方があります

ので、そこは違うのかなとは思いますけれども、基本的にはこちらの管理業務が資本と

なりますので、そこは今の体制の中でそれが変わっていくということになれば民間委託

ですとか、そういったものも可能な限りできるのであればそちらにシフトしていくとい

うのが基本になると思いますけれども、今現在、この部分はほとんどが先ほど言った例

えば体育施設とか、そういった部分については我々職員も追った中で、あとは一部を民

間委託させながらとなりますので、そういった職員との状況ですとか、今後の部分を踏

まえて、それは個々の問題として一つ一つ検討していかなくてはならないのかなとは考

えておりますけれども、基本的には国がそういった方向で今、動いていますので、民間

にできることは民間になっていただいて、直営でやらなくてはならないことは直営でき

ちんと管理するということでやっていきたいなと私どもは考えているということです。

●委員長（大野委員） 12番、佐々木亮子委員。

●佐々木亮子委員 民間委託を進めるためのものと私は押さえているのですけれども、民

間委託をしていいものも悪いものもあるという両方の面があると思うのですけれども、

やはり民間委託ということになるといろいろな問題も出てくるということで、慎重に一

つ一つ検討ということでしたけれども、慎重に検討していっていただきたいと思います

がいかがでしょうか。

●委員長（大野委員） 税財政課長。

●税財政課長（星川課長） 基本的には、交付税がこうなっているからこうしなきゃなら



- 17 -

ないというというのは一切考えてございません。

基本的には、やはり町民サービスが低下してはなりませんので、そこは基本となると

ころは押さえておいた中で、そこはやれることとやれないことがあると思いますので、

それは一つ一つの中で検討していくということで、基本的にはサービスの低下を招かな

いようにやっていくというのが必要ではないかと考えております。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 単純なことからお聞きしますけれども、今年は昨年に比べて約3,000万円、当

初の地方交付税の収入の見積もりと言っていいのかな、それを減らしているのですね。

去年は逆に、3,530万円くらい増やしているのですよね。その前の年より。

これは何か地方交付税を取り巻く状況が変わってきたのでこうなったのか。それとも、

単なると言っては悪いのだけれども、いわゆる予算編成のためのテクニックとして、こ

れだけ入るだろうと思っても、満額当初から載せておいて、穴が開いたら大変ですから

ね、絞っていると思うのですけれども、そういうためだけのものなのか。そのあたりを

ちょっと説明していただきたい。

●委員長（大野委員） 税財政課長。

●税財政課長（星川課長） お答え申し上げます。

交付税の見方の部分ですけれども、基本的に委員がおっしゃいましたとおり27から28

に行ったときの、まず基本的には交付税の交付額、決定額ですね。こちらを踏まえた中

で予算を組んでいきますけれども、そのときに28年当時、予算編成をしたときの見方と

しては、その前の年よりも交付基準額のほうが予定を、我々の想定を上回る交付があっ

たということで、これはいい方向で来たということがあって、それがベースになってい

きますので、それと今回、予算計上させていただいたのは、そういったことを踏まえた

去年の交付額を見た中でやってはいきますけれども、ただ去年の中では申し上げました

とおり国勢調査の人口が反映されるということで、交付税は多分厳しいだろうという見

方はしておりましたけれども、結果的に地財の伸び率が0.3％減にとどまったということ

もあって、そこは総体的な交付税の額はとりあえず確保されたということがあっての話

になります。

今回の見方とすれば、地財の伸び率はマイナス2.2％ということですけれども、それを

踏まえて私どもで国からいただく情報をもとに、交付税の算定を仮試算をした段階で、

その額が今年度は見込みとして今現在、35億8,000万円程度ということを見込んでおりま

すので、そことのバランスを見ながら当初予算を組まさせていただいたということです

ので、決して財政上のテクニックを使ってどうのこうのとかではなくて、基本的には交

付決定額がある程度積み重なってきますので、そこと地財の伸びとか、そういったもの

を全部ひっくるめて予算の中で調整させていただきながら当初は組んでいるということ

でございます。
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●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 いわゆる実績やらこれからの動きやら、そういうものを入れて、この程度に

見ておかないとということなわけですね。

それが結果において、昨年よりも約3,000万円、その前の年はプラス3,000万円、今回

はマイナス3,000万円ということになるということは、地方交付税を取り巻く状況も決し

て甘いものではないと考えなければならないということなのですね。

●委員長（大野委員） 税財政課長。

●税財政課長（星川課長） 委員おっしゃるとおりで、実はその部分は非常に、去年の場

合は地財の伸び率自体が0.3％ということで、ほぼそんなに下がらないだろうというよう

な国の考え方だったのですけれども、今回の場合は2.2％の減ということで、これは全国

的な話ですけれども、そういった中で今回、私どものほうで試算させていただいた交付

税の額は、人口も減ってきております。去年の交付税の基礎となる国勢調査人口が減っ

たということを踏まえて、その中の総務大臣のほうは、それを数値急減補正と言います

けれども、その中で圧縮をかけて減らすことを圧縮したという表現をしております。

これが、今年度も順次行きますので、我々の見方とすれば人口減の部分がこれからさ

らに算定事務として減っていくという見方をもう既にしておりますので、そういったも

のも含めて減ということで、総体的には委員がおっしゃるとおり厳しい状況が続くであ

ろうという想定の中で、今回予算措置しております。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 非常に複雑な計算をして、計算式も難しいと思うのです。

それで、そんな細かな話をお聞きする気はないのですが、人口が減っていくと交付税

はどんどん減るということよく言われますよね。よく聞くのは、大体人口１人に対して50

万円くらいは変わるよというようなことを言うのですけれども、大ざっぱに言うとやは

りそれくらい人が減っていくということは交付税には影響があると考えていいのですか。

●委員長（大野委員） 税財政課長。

●税財政課長（星川課長） 交付税の１人当たりの交付額というのですか、需要額ベース

で申し上げますけれども、そういった部分については実は、交付額の算定事務をする上

で、今の算定項目、いろいろな項目があるのですけれども、それのベースとなるものが

人口に置き換わってきているものが多々あります。今まではそうではなかったものが、

新たな費目として出てきたときに、人口が基礎となるということがございますので、そ

ういった意味を含めますと、以前は昔の状況からすると大体20万円とか20万円ちょっと

というような言われ方をしてはあったのですけれども、それが先ほど申し上げた算定事

務の根拠の部分が費目のほうで変わってきたので、今現在はそれを上回って30万円まで
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はいきませんけれども、それだけの額が影響してきているということで、今は去年の試

算の段階ですけれども、需要額ベースで大体27万円程度かなということなので、そういっ

た状況にはなっていると思います。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 50万円はいくらなんでも大げさすぎるということですね。わかりました。

それで、もう一つこの地方交付税の基礎知識的なことばかり聞いて悪いのですけれど

もお聞きしたいのは、地方交付税というのは先ほどから担当課長のほうから言葉が出て

いる基準財政需要額の項目を全部足したものから、基準財政収入額でしたか。それを引

くのですね。そして、その残り。基準財政需要額のほうが上回りますから。それに調整

率を掛けて、そして配分額が決まると聞いています。

ところが、私どもそんなに詳しくは知りませんが、個々のいろいろな話がぽんぽんと

出てくるときには、基準財政需要額の項目額しか聞こえてこないわけですよね。そうす

ると、基準財政需要額の項目では100万円つけましたよと言っても、今のような計算をし

ますから、実際には100万円が来ていないわけですね。

そこらが、地方交付税というのは項目が増えても来る総額が増えないというような話

になるわけでしょう。

それで、大体厚岸町の場合、基準財政需要額の項目としてこれらを合算したものの、

大ざっぱに言って今のような基本財政収入額を引いて、調整率を掛けてというような計

算をすると、７割程度が来ているのではないかということはもう随分前に聞いた記憶が

あるのですが、現在もそのあたりをめどにしておけばよろしいのでしょうか。

●委員長（大野委員） 税財政課長。

●税財政課長（星川課長） 委員がおっしゃりますその割合ですか、そういったものにつ

いては基本的にはさほど変わりはないのかなと考えております。

基本的には、税収が伸びて来ればその分だけ収入額が伸びますので、その分が差っ引

かれるというか、基礎となる額が変わりますので、そこは一概には言えないのですけれ

ども、ただこれまでの税収の状況を加味したときに、厚岸町の税収というのがいい状況

だと思うのですけれども昔から大体10億円が大体維持されてきているということがござ

いますので、基準財政収入額を考えたときにはそこの部分がさほど大きな変動はないよ

うな状況に来ておりますので、そういった見方ができるのかなということで、先ほど委

員がおっしゃった７割程度ということになりますけれども、実際的には個々の部分でい

きますと、もうちょっと今は下がってきているのかなという状況には押さえております。

●委員長（大野委員） この目、ほかございますか。

（な し）
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●委員長（大野委員） なければ進みます。

次ページ。12款、１項、１目交通安全対策特別交付金。

（な し）

●委員長（大野委員） 13款分担金及び負担金、２項負担金、１目民生費負担金。

４番、石澤委員。

●石澤委員 この中で、生きがい活動支援通所事業負担金というのは減っていると説明を

受けたのですけれども、これは事業所が減ったのですか。それとも通所する人が減った

ということなのでしょうか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） この生きがい活動通所支援事業というのは、デイサービス

センターの奥のほうにある施設でやっておりますけれども、利用者が減ったという状況

で、やるところが減ったということではございません。

●委員長（大野委員） ほかございますか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ進みます。

２目衛生費負担金。

（な し）

●委員長（大野委員） ３目農林水産業費負担金。

（な し）

●委員長（大野委員） 14款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用料。

（な し）

●委員長（大野委員） ２目民生使用料。

（な し）

●委員長（大野委員） ３目衛生使用料。
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（な し）

●委員長（大野委員） ４目農林水産業使用料。

ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） ５目商工使用料。

（な し）

●委員長（大野委員） ６目土木使用料。

（な し）

●委員長（大野委員） ７目教育使用料。

（な し）

●委員長（大野委員） ２項手数料、１目総務手数料。

（な し）

●委員長（大野委員） ３目衛生手数料。

（な し）

●委員長（大野委員） ４目農林水産業手数料。

ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） ６目土木手数料。

（な し）

●委員長（大野委員） ７目教育手数料。

（な し）
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●委員長（大野委員） ３項１目証紙収入。

（な し）

●委員長（大野委員） 15款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金。

（な し）

●委員長（大野委員） ２目衛生費国庫負担金。

（な し）

●委員長（大野委員） ２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金。

（な し）

●委員長（大野委員） ２目民生費国庫補助金。

（な し）

●委員長（大野委員） ３目衛生費国庫補助金。

（な し）

●委員長（大野委員） ４目農林水産業費国庫補助金。

８番、南谷委員。

●南谷委員 15款２項４目、この中で４節ですか。防衛施設周辺整備事業補助金５億3,154

万2,000円の計上でございますが、ここでお尋ねをさせていただます。

いただいた資料の19ページにもこの内容について詳しく説明があるのですけれども、

ここに記載があるのですけれども、19ページの上の欄、矢臼別演習場周辺農業用施設整

備事業、この事業の概要。それから、町営牧場の関係について、説明を求めるのですけ

れども、この補助金の計上をしている数字なのですけれども４億2,100万円なのですよね、

矢臼別のその畜産業の関係で。これは、浜中町に近いほうの関係だと思うのですけれど

も、この算出基礎の部分ですけれども、事業費が４億2,158万6,000円の計上で、施工事

業で６億3,230万8,000円になっているのですよ。それで、補助の基礎額が６億3,216万4,000

円ということになっているのですけれども、ここに計上されているのは実際、事業費と

いうのはどんなふうになっているのか、まずお尋ねをさせていただきます。ちょっと、

ここの数字が、本当の事業費が幾らで、この６億円というのは何なのか。この辺も含め
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て説明を求めます。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） お答えをさせていただきます。

ここの資料、19ページにもありますけれども、この搾乳牧場の建設につきましては、

平成28年、それと平成29年、２カ年で整備を進めているものでございます。

これは、防衛省の補助事業を求めて整備を進めておるものでございますけれども、平

成28年については、国において全体の２割、29年度において残りの８割という補助金の

配分をいただいて、それに見合った形で浜中町農業協同組合が事業主体となって行って

いるものでございます。

浜中町農業協同組合のほうで行う平成29年度の全体事業としては、ここの資料にある

施工事業とあります６億3,230万8,000円の事業費になります。

そのうち、防衛からの補助金、これが３分の２でございますので、４億2,144万2,000

円、残りが農業協同組合。それと事務費という部分が一部入ってございますが、これは

間接補助事業者として、厚岸町が防衛のほうに行って補助申請、あるいは実績報告を行

うための旅費相当分でございます。

ですから、厚岸町のほうの予算としては、国の補助金が厚岸町の会計に入ってくると

いうことでございますので、町の予算としては国からの歳入分、４億2,144万2,000円。

それと歳出のほうでは、それにプラスして14万4,000円見ているというものでございます。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 この６億円がちょっと理解できなかったものですから。わかりました。

その上でお尋ねをさせていただきます。その下の町営牧場の関係でございます。確か、

説明のときに、搾乳、牧場の関係とラッピングマシーンで１億1,000万円という補助でご

ざいますけれども、この事業費とこの内容についてお尋ねをさせていただきます。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 歳入のほうでいきますと、特定防衛施設周辺調整交付金、

今度は交付金のほうになります。

この中で、町営牧場の、この資料でいきますと19ページ、資料二つ目になりますけれ

ども、町営牧場の整備事業。これは、28年度でこの隔離牛舎の建設に伴って実施設計と

いうのを行わせていただきました。それの建設工事を平成29年度で行うと。

それと、隔離牛舎の前に、牛が運動する場所ということでパドックを整備しなければ

ならない。このパドック整備については、平成30年度で実施予定となってございますけ

れども、その実施に向けた実施設計を平成29年度に行いたい。この隔離牛舎の係る事業

費全体として、１億1,379万8,000円。これに対する防衛の交付金、防交金を１億210万円

見させていただいているというものでございます。
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それと、もう一つは同じく調整交付金でございますけれども、町営牧場の管理用機械

整備事業ということで、これは昨年もいろいろな高温多湿ということで、町営牧場の牧

草、特に二番草でしたけれども、そちらのほうでかなり良質な牧草を確保できなかった

と。その対策をどうするということでいろいろと検討をした中で、平成29年度において、

今町営牧場はほとんど二番草につきましては、ロールにして巻いて、そのまま山積みを

して、それにブルーシートをかけるという方法を取ってございましたけれども、そういっ

た良質な粗飼料を確保するという意味で、平成29年度においてラッピング、ビニールを

こうぐるーっとロールに巻くための機械、これを２台増強させる。それと、そのロール

を積むために、下にあるベールグラブというのがありますけれども、挟んで積み重ねる

と。移動させるとき、あるいは積み重ねる機械でございますけれども、そういった機械

を整備するということで、896万8,000円を要すると。

それに伴って、調整交付金を800万円見させていただいている。あわせて１億1,010万

円というのがここの防交金の総体の額となってございます。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 ２番目のほうについては、こういう事業で取り組むのだというのが、必要性

というのはよく理解できたのですけれども、改めてお尋ねをさせていただきます。

今回、隔離牛舎、どうして今年やらなければならなかったのかなと、この要因につい

てお尋ねをさせていただきます。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） この隔離牛舎というのをどういうふうに使うのかというこ

とになると。

（発言者あり）

隔離牛舎というのは、皆さんもご承知のとおり厚岸町内、大分鎮静化はしてきたので

すけれどもＢＶＤといって、牛の下痢粘膜症という病気がございます。これが、かなり

町内、厚岸町だけではございませんけれども、牛の病気として広がったという状況にあ

りました。

町営牧場というのは、町内の各農家皆さんから集まってくるのですね。そうすると、

その集まった牛の中に、そういった牛がいれば町営牧場の中でそれが蔓延させるという

ことになってしまうのですね。

ですから、農家さんからお預かりした牛を一旦、検査をするまでこの牛舎のほうで隔

離をして、その間に検査して陰性と、その病気にかかっていないといったときに、従前

からお預かりした牛と一緒に同居させて保育するというための施設ということで、これ

は年次的な計画を持って整備を進めてきておりましたので、その部分については28年、29

年、30年にわたって３カ年の中で隔離牛舎全体の整備をしていこうというものでござい

ます。
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●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 ３カ年計画を見ると載っているので、それはそれで理解を私はさせてもらっ

たのですけれども、なんせ本町の産業の一役を担っている酪農業でございます。町とし

ての支援拠点、町営牧場の施設整備は私も大変大事なことだと理解をしております。

ですから、しっかり取り組んでいただきたいなと思うわけでございますが、特に施設

整備に当たりましては、何となく場当たり的のような金目が来たからこれをやるよとか、

そういう感じを受けないわけではないのですよ。去年の乾燥舎一つ取ってもね。金額に

見合って、前から予定しているというものの、施設整備、将来の本町の酪農業のあり方

を見据えた中で３カ年立てているのでしょうけれども、やはり大きな将来に向けての施

設整備というものは私は必要ではないかなと、そういうものが私は感じられないのです

よ。もう少し長期にわたった町営牧場の施設整備というものの展望というものが見えな

いものですから、これらについてしっかりこのどこから順番に改修していくとか、そう

いう大きなビジョンというものをやはりきちんと、酪農業も大きく変化してきている時

代と思うのです。そういう意味では、一部一部ということではなくて、トータルであそ

この施設をどうしていくのかというものを踏まえた中で、再構築、再検討が必要ではな

いのかなと思うのですが、これらについて私は考えていくべきではないのかと思います

が、町としてはその辺の考えについて、見解をお伺いしたい。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） ご質問者が言われるような場当たり的にこういう施設をす

るということではなくて、担当課としても当面、どういった施設が必要かということで

毎年、項目立てをしながら３カ年計画の中で調整をしていただいているというものでご

ざいます。

ただ、町営牧場自体、建設からかなりの年数が、供用を開始してからたっている部分

があるわけでございますから、既存の施設の中でも老朽化が進んできている施設があり

ます。

これは、農家の施設というか牛舎一つとっても、かなり１棟を整備するということに

なれば高額な金額がかかります。

今、質問者が言われたようなことは、私どもの課としても当然必要だと思っていまし

て、町営牧場の担当において、少なくとも10年を見越した中でどういった整備が、耐用

年数等も考慮しながら更新が必要なのか。あるいは、農家さんの需要、要望に応えるた

めには、新たな施設整備として必要なものはどういうものがあるのかというのも一旦洗

い出した中で、長期計画的なものは整備が必要だということで、その作業については既

にもう取りかかっております。ただ、その洗い出しをした中で、産業振興課として長期

計画の素案をつくって、固めた上で次年度以降の３カ年の計画検討の中で調整をしてい

ただくというような形に向けて、取り組んでいただきたいと考えているところでござい

ます。
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●委員長（大野委員） ほか、この目ございますか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ進みます。

６目土木費国庫補助金。

（な し）

●委員長（大野委員） ７目消防費国庫補助金。

（な し）

●委員長（大野委員） ８目教育費国庫補助金。

（な し）

●委員長（大野委員） ３項委託金、１目総務費委託金。

ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） ２目民生費委託金。

（な し）

●委員長（大野委員） ４目土木費委託金。

（な し）

●委員長（大野委員） 16款道支出金、１項道負担金、１目民生費道負担金。

（な し）

●委員長（大野委員） ２目衛生費道負担金。

（な し）

●委員長（大野委員） ２項道補助金、１目総務費道補助金。
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（な し）

●委員長（大野委員） ２目民生費道補助金。

ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） ３目衛生費道補助金。

（な し）

●委員長（大野委員） ４目農林水産業費道補助金。

（な し）

●委員長（大野委員） ５目商工費道補助金。

（な し）

●委員長（大野委員） ７目消防費道補助金。

ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） ８目教育費道補助金。

（な し）

●委員長（大野委員） ３項委託金、１目総務費委託金。

（な し）

●委員長（大野委員） ３目衛生費委託金。

（な し）

●委員長（大野委員） ４目農林水産業費委託金。

（な し）
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●委員長（大野委員） ５目商工費委託金。

（な し）

●委員長（大野委員） ６目土木費委託金。

（な し）

●委員長（大野委員） 17款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入。

（な し）

●委員長（大野委員） ２目利子及び配当金。

（な し）

●委員長（大野委員） ２項財産売払収入、１目不動産売払収入。

（な し）

●委員長（大野委員） ２目生産物売払収入。

６番、室﨑委員。

●室﨑委員 生産物売払収入のしいたけの部分での未収金の問題です。

何度も同じようなことを言うようで申しわけないのだけれども、この前の議会で町長

の行政報告もありました。

それで、これについては二度とこういうことのないようにということで、いろいろと

改革もしているということもおっしゃいました。

ただ、どうも町民にはそういう、きちんとこういうこと起きないように制度から考え

ていこうというような基本姿勢が伝わっていないのではないかという気がいたします。

今回の町長の行政報告を見ても、こういうような轍を踏まないようにどこがよくなかっ

たのかというのをよく考えて、そしてそのようなことがない体制をつくるのだという話

はここには一言も出てこない。そういうつもりでここの文章を書いているのだろうと、

こちらは理解するつもりでありますが、町民はそういうふうには見れない。何だ、役場

の中ではもう終わった過去のことだということなのかという印象を与えてしまっている。

これは大変残念であります。

そこでお聞きするのですが、いろいろな文章で、それはミスがあったりいろいろなこ

とがあるわけですよ。だけども、今回の状況を見ているとその範囲ではないのですね。

行政執行方針、町長の。これも28年、27年、26年と過去のきのこ菌床センターに関する

部分を読ませていただきましたが、ほとんど同じ文面。てにほはがちょっと変わってい
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る程度と言えば多少言い過ぎですが、同じことしか書いていない。今年がらっと変わり

ましたけれどもね、文章が。

そうすると、去年の引き写しを続いて、執行方針を町長がここで述べている間に、裏

では取り込み詐欺の片棒を担いだのかと町民に言われるようなことが行われていたとい

う言い方をされても、これに対しては私は弁解ができない。議会も何をやっているのだ、

面と向かって言われました。そうです。決算も認定しているし、予算も通しているわけ

です。知らなかったとは言えません。

また、こういう言い方もされました。厚岸でも監査委員制度をつくったらどうだ。わ

かって言っているわけです。強烈な嫌みですね。

これに対して、やはり事あるごとに町民に対して、こういう形で改革をして、今後は

このようなことを起こしたくても起きないような行政を行っているのだ、そのためにこ

この部分が弱点だったからそれを補強したのだ、ここは改革したのだということを町長

を初め、その章に当たる人は町民に説明をしていかなければならないですね。伝えてい

かなくてはならないです。

今、町の中でどういう声が出ているのか。こんな町に税金を払えるか、こういうとこ

ろに結びついてしまうのです。これは、決していいことではありません。

そして、厚岸町の町長以下皆が放置しているわけではないのですよ。一生懸命それを

改革しようとしているのだけれども、それが伝わっていないということが残念です。そ

の点、いかがお考えですか。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） この部分につきましては、昨年12月の第４回定例会の中で、

町長のほうから行政報告ということの中で、この再発防止に向けた取り組み、チェック

機能をどう強化するのかというような具体的な内容についても説明をさせていただきま

した。

そして、このようなことが二度と引き起こらないように取り組んでいくと。この原因

は、何度も言いますけれども菌床を渡す前に代金を受け取らなければならなかったとい

うことを行っていなかったということが、何よりも大きなポイントです。こういったチ

ェック機能を強化するという中では、産業振興課だけではなくて他の課の職員にチェッ

クをしていただく。きのこ菌床センターにある契約、あるいは支払い、台帳、そういっ

たものを他の課の職員にチェックしていただいて、間違いなく出荷前に支払いを受けて

いるのだねという確認を年に少なくとも１回は行っていただくという取り組みを今後

行っていくということを昨年の12月に町長のほうから報告があったところでございます。

その取り組みというのは３月31日までの部分を、４月上旬にはそのチェックを行って

いきたいと考えてございます。

そういった実務的な担当者の再発防止に向けたチェック機能も強化しながら、こういっ

た過ちが二度と起きないように行うということを行政報告でもさせていただきました。

その内容というのは、やはり広報のほうで本当は詳しく書ければ一番いいのかもしれま

せんけれども、どうしてもその部分だけで大きく紙面を取るということが、全体として
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調整がつかないものですから、限られた文面の中で町民の信頼を損ねたことを深く反省

しながら、再発防止に向けたチェック機能の強化を図っていますという報告をさせてい

ただいたところでございます。

●委員長（大野委員）６番、室﨑委員。

●室﨑委員 この件に関しては、今の問題が一つですね。前金でもらわなくてはいけない

ものをズルズルと後払いにして、しかも一銭も払わないところに15カ月もほいほい運ん

でいたということで皆怒っているわけですね。

それともう一つ。果たしてその業者は、厚岸の人だったと言えるのかという疑問が町

の中に渦巻いているのです。工場は他町にあった。厚岸には何があった。会社の住所が

登記簿に厚岸町内に記載されていただけではないのか。その実態は本当にあったのかと、

これについては、私は議会で正しました。調査をしていないですね。文面を見ただけで

すね。このことについても、やはり厚岸の税金を使って、他町の人に便宜を図って、し

かもまるで取り込み詐欺のような目にあったのだと、こういう形になって町に流れてい

るのです。

こういう点については、どのように今後、こんなことがあり得ないやり方をしようと

考えていますか。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 会社の部分という部分では、あそこは合同会社でございま

したけれども、当然法務局のほうには登記というものも行われております。

私どもも、この部分については職権のほうで入手しながら会社の所在地というのも確

認をさせていただきました。

ただ、実態はどうだったのかということで、その場所まで実際に行って、会社的な事

務的な行為も含めて行われているかというまでの調査はしておりません。

指摘のある部分については、そこまでしか行っておりませんから、それ以上のことは

私どももお答えすることはできませんけれども、そういったことも含めて再発防止に向

けて、そういった部分についても取り組んでいきたいと思います。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 そういうことについても取り組んでいきたいという話は幾らでもできるので

す。どうするのかということなのです。町民の信頼を取り戻すには、どうするのかとい

う話がなかったら、申しわけありませんでした、そのようなことについては今後ないよ

うにいたします、これでは今、町に渦巻いているこのやり場のない町民の怒り、これに

応えることはできないのです。そのことを私は言っているのです。

法人に対しては実態調査をするのですか、このあとは。もしそういうのがあったとき

は。それとも、登記簿に厚岸町内に本店として書かれてさえいればいいのですか。登記
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されている団体には、俗にペーパーカンパニーと言われるものだってありますよ。だか

ら、法務局では何年かに一度、本来なすべき登記をしていないところに対しては通知を

出して、そして期間内に登記しなかったら職権で抹消しますよ。それだけペーパーカン

パニーは世の中にたくさんあるのですよ。

そういうものに対応して、どうするのだということを聞いているのです。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 現状、今は上尾幌に住所のある方だけということで、それ

については菌床センターの職員はもう現地で張りついておりますから、その部分は確認

できますが、法人に対する販売というのは、実は今回のこの件が初めてでございました。

そういった部分で、工場が隣町にあるという部分もありましたけれども、特に法人の

部分につきましては、こういう町民からの信頼が損なわれることのないように、同様な

法人客からのそういうものがあった場合については、事実上現地確認をさせていただく

ということにしたいと思います。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 そのあたりの基準をきちんと決めるべきだと思います。

例えば、工場が厚岸町内になければだめなのか、他でもいいのか。個人だって同じ問

題が出ますよ。住所として、住民票は厚岸にあるけれども、ほとんどこちらでは暮らし

ていない。そういう人が他町に工場を置いて、やることだって理屈としては考えられな

いわけではないのですよね。そういうようないろいろな実態が想定されると思うので、

そういうものについてやはりきちんとした、こちらとしては基準を持つと。そして、こ

ういう実態があるから認めたのだと、形式ではなく。それをやはり決めるべきだと思い

ます。

そうでないと、また妙なことを考える人は大体こちらより頭がいいですから、いろいろ

なことを考えていろいろな手を使ってきます。それに乗せられてしまったのでは大変な

ことになりますからね。その点は、早急に取りかかっていただきたい。

●委員長（大野委員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えをさせていただきます。

今回の事案については、本当に行政の立場から申しわけないと、襟を正してさらにま

た町民のために頑張っていかなければならない。これは私を含めて町職員、行政の遂行

に当たっての姿勢が大事であります。

信無くば立たず、これは孔子の言葉であります。やはり町民との信頼関係なくして、

行政は推進できません。そういう意味において、今度の事案については、本当に反省を

しなければならない。しからば、反省をしてどうするのかということであります。

今、それぞれご質問がございました。今回の件につきましても住所は厚岸、生産地は
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町外ということも事実であります。

そういう面について、今ご指摘を受けたいろいろな条件等々、改めて反省をしなけれ

ばならない、そのように私も今、感じました。

さらにまた、生産者自体も、ただ生産をするというだけではなくて、行政と相携えて、

やはり地域の振興が目的でございました。キノコ生産としての上尾幌の炭鉱閉山後の地

域振興です。そういう意味において、今お願い致しておりますとおり組織化をお願いし

たいということで、菌床の価格も下げておるわけであります。

そういうことで、行政はそのように考えますし、生産者においても今回の議案につい

てのいろいろな課題もやはり考えながら、清算をお願いを申し上げていかなければなら

ないと考えておりますので、いろいろな今回の事案についての反省点を踏まえて、改善

策を早急に考えていかなければならない、そういうふうに考えておりますのでご理解を

いただきたいと思います。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 もう１点提言をさせていただきます。

それは、今回、代表監査委員が再任されました。町長はこの人をおいてないというこ

とでもって再任ということで推薦なさいました。議会においても私は彼が非常に優秀な

能力を持っていると判断しておりますので、その提案に賛成いたしました。

ですから、厚岸町において監査委員お２人がいらっしゃいますが、この方たちの能力

や資質が悪くて今回、監査制度が機能しなかったということではないと、そのように私

は思っております。

それで、審議の中でも監査委員の答弁で、今は会計監査だけではなくて業務監査も入っ

ていますから、監査委員の業務というのは非常に増えているわけですよね。そういう中

で手が回りきらない、それで見落としが出たと、その非常に悪い形で今回の問題が出て

しまったのだという、早く言うと不可抗力であるという答弁がありました。

私は、さもありなんとそのように解釈いたしました。これからも業務量は減ることが

ないと思うのです。そうすると、監査制度の充実ということをやはり組織的、機構的に

強化していかなくてはならないのではないかと、そのように思うのですがいかがでしょ

うか。

●委員長（大野委員） 町長。

●町長（若狹町長） 監査委員の役割、極めて重要になっております。今日の複雑多岐の

行政の中では、監査委員は極めて責務が重くなっておるわけであります。

その中で、行政監査というものも当然あるわけでありますので、ただ監査委員は行政

委員会としての独立機関であります。やはり、行政の行う行為に対してのチェック機関

でもございます。そういう面において、今回の事案についても、監査委員もそれなりの

監査をしたかと思いますが、結果的にはこういうことになってしまったということでご

ざいますので、監査委員の独立機関としての役割、十分に果たしていただくように心か



- 33 -

らお願いを申し上げたいと思うわけであります。

また、今回の代表監査の再任についても、やはり人格、執権、ともに立派な方である

という立場から提案をいたし、議会の議決をいただいたわけであります。どうか、そう

いう面も含めながら、お２人の監査委員については、これからの公正な監査業務が行わ

れるように私からもお願いを申し上げたいと思います。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員委員 いや、そういう話を聞いているのではないのです。それは前もって言っ

たように、町長の提案に私は大賛成をしたのですから。

そうではなくて、監査制度の強化というものが必要なのではないかということです。

監査委員の数を増やせないのだったら、監査事務局を強化するとかね。町によっては、

監査事務局を非常に強化して、それによって監査委員の仕事の負担を減らしているとこ

ろもあります、現実に。

ですから、そういう形で監査委員制度を強化しなければ、また何かが起きたときに監

査委員が汗を拭きながら、そこまで目が届きませんでしたという話になったのでは、こ

れはかわいそうですよ。

そういう意味で、監査制度の強化ということを検討する必要があるのではないかとそ

のように思って提言しているわけです。

町長が、監査委員は独立しているのだから頑張ってくれ、それはそのとおりです。そ

れは私も同じです。ただ、制度としての強化ということになると、町長は設置者として

やはり十分にそれに関与しなければならないと、そのように思いますので提言している

わけです。

●委員長（大野委員） 町長。

●町長（若狹町長） 監査委員の強化について、地方自治法に規定をされている中の監査

委員であります。

そういう面において、やはり今後とも法の規定に基づいて、しっかりと監査を公正に

して執行をしていただきたい、そのように考えておりますので、強化、現在の監査制度

の中での厚岸町における監査委員の強化についてどうするのか、これは定数も決まって

おります。そういう面において、いろいろなご指摘がございましたので、いろいろとま

た検討をさせていただきたいと思いますのでご理解をいただきたいと思います。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 これで最後にしますが、最後に町長は非常に自らを厳しく反省しているのだ

ということをおっしゃいました。そうだと思うので、それがやはり町民に伝わるように、

やはりいろいろな機会を見てお願いしたいということと、それからもう一つ、これは全

職員に対する問題というか問題提起なのですが、私が議員になったとき、役場の書類を



- 34 -

何かのことで見せていただくことがありました。そのときに、書類の上に欄があって、

たくさんの人が判を押しているのですね。民間ではあまりないことだと思います。それ

でちょっとびっくりしたのです。

そのときに、そんな感想をちょっと言ったら、当時のもうはるか私より年上の職員の

方が教えてくれました。それは、役場というところは仕事をするとき全部、自分の金で

はなくて人の金なんだと。人の金で仕事をしているのだ。だから、何か間違いがあった

りしては困るのだと。それで、誰が何をやったかという跡を全部たどれるように、ここ

の上に判を押す欄があるのだよというのを教えてくれまして、ああなるほどなと納得し

たのです。

ひっくり返して言いますと、役場の職員の仕事というのは、人の金を使って仕事をし

ている。一つ間違ったら背任が横領が後ろから追いかけてくる。そういうものだという

緊張感を持って、ものを進めていただきたいということです。

今回のこの事件について、一番私が強く感じるのは、そういう商に当たる人の緊張感

が欠けていたのではないかと、そのように思いますので、これはあえて全職員に対して

の苦言を呈しておきたいと、そのように思います。

こういうことがあってから大騒ぎするのでは大変ですから、そういうことを未然に防

ぐための緊張感というのは必要であろうと、そのように思いまして、あえて憎まれ口を

叩かせていただきます。

●委員長（大野委員） 町長。

●町長（若狹町長） 町職員の件でありますが、町職員は町長の補助機関であります。

また、町民のために仕事をするのが町職員であります。

町職員になる場合、宣誓をいたします。極めて町職員としての姿勢を示す宣誓であり

ます。

そういう中で、やはり公僕ということです。民間と違うのです。民間の職員と違う、

今言われたとおりなのです。そういう姿勢を持ちながら、職務の遂行に当たっていただ

きたい、これは私が町長になってからもいろいろと直接職員にもお話をさせていただい

ております。

さらにはまた、研修という立場で私も講師になって、いろいろと職員の姿勢について、

あり方について考案をいたしておるところでございます。

そういう意味において、職員の役割、姿勢、責任、極めて大きいものがあるわけであ

ります。そういう面において、ご指摘がありましたとおり、二度と起こさないと事件が

あるたびに言うわけでありますが、絶対にないように今後とも気をつけて行政を執行し

てまいりたいと思いますのでご理解をいただきたいと思います。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 本定例会におきまして、しいたけの関係で一般質問、補正予算、新年度予算、

３回目の質問をさせていただきます。
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しいたけ菌床売払代金4,673万1,000円について、お伺いをさせていただきます。

昨年度、平成28年度の当初予算は5,876万8,000円でございました。これに対しまして、

ことしの計上は79.5％に抑えられております。新規就農を初め、しっかり地元業者の育

成に取り組んでおられる、地元生産者の生産増を私は期待をしておったのですが、いざ

予算書を見てみますと79.5％の計上となっております。この内容について、まずお伺い

をさせていただきます。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） お答えさせていただきます。

平成28年度当初予算におきましては、これは菌床の個数、平成28年当初は一つ当たり

の単価が132円84銭でして、29年度については減額を措置した中で111円24銭と見込んで

おりますので、単価に差があります。ですから、個数で説明をさせていただきます。

個数で説明させていただきますと、平成28年度当初予算におきましては、地元生産者34

万8,200個を見させていただきました。

今回は、新年度においてはその個数29万6,900個ということで見させてもらっています。

こうなると、５万菌床ほど少なくなるということになりますけれども、これにつきまし

ても現在の生産者の方々に購入予定をお聞きをして、そして見積もりをしているところ

でございます。

その中では、実は１件ですけれども、ちょっと体をずっと患っている方がいたのです

けれども、その方がとうとう、やはり新年度につきましては継続するのは困難になると

いうような見通しがあって、この部分を29年度の中では購入計画の中に入れてございま

せん。そういったものがございます。

それと、各個々の精算予定ですから、人によっては増えたり減ったりしてございます。

ただ、全体として収穫量自体を抑えようという形でのそういう試算はしていないようで

ございますが、これはどうしても年度のまたぎの部分で３月の末に納めたりするものも

あります。あるいは、製造を２月に行っても、出荷が４月以降になるものもございます。

そういった形で、年度によってこういったばらつきが出てくるという部分がございます

のでご理解いただきたいと思います。

また、町外の部分では、これは種菌会社のほうでございますけれども、当初では２万

3,200玉を見込んでございました。29年度の当初予算においては、12万3,200玉というこ

とで見させていただいております。

ただ、この町外のこの会社につきましては、今オーダーをいただいているのは４月ま

での計画なのです。８月以降についての計画はまだいただいておりません。同じ形で８

月以降も出荷というか購入をするという予定になれば、これからさらに20万菌床くらい

増えるだろうというような見込みもできるわけでございますが、それについてはまだ不

透明でございますので、そういった部分では当初予算の中では見ておりません。

あわせて全体でいきますと、昨年の当初予算では全体で37万1,400玉見ているというこ

とになります。

今年は、平成29年度はということになりますと、当初で42万100玉ということでござい
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ますから、玉の個数からいけば平成28年度よりはふえているという状況でございます。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 大体内容についてはわかりました。

残念ながら体調を崩されてという方もおられるし、新規就農にしてもすぐその方たち

が携われるわけではないでしょうから、一変には伸びないのでしょうけれども、やはり

しっかり少なくとも町としてのできるだけの支援をしているわけでございますから、少

しでも生産につながるような町としても一層の努力をしていただきたい。

もう１点伺いをさせていただきます。

６番委員が質問しておられました。私も気になるのは、地元業者ではない種菌業者で

すか。販売金額の半分くらいを占めているのですよね、実際。それも、総務産業常任委

員会でここに販売する単価も減額して出していると、こういうことで、それがだめだと

いうことでは委員会で、やはりやむを得ないだろうという結論に至ったわけでございま

すが、ただ現実、地元業者以外との取引をしております。しているわけですよね、販売

しているわけですから。これらについての、最低保全。普通は現金で取引をということ

なのでしょうけれども、やはり常に私も現状、地元の生産者以外、厚岸町の住民以外の

企業と取引をしているのですよ。こういう現実があります。

これらにつきましては、現状の法的な手続等は私はそのプロではございませんから、

手落ちはないと思うのですけれども、やはり商取引な部分がありますから、再度確認を

して、今年度以降につきましても改めて検証をしていく必要はあると思うのですがいか

がでしょうか。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 町外の部分でございますけれども、種菌と言って菌のもと

ですね、もとになるもの。これは、著作権というかそういった部分がありますので、そ

こから購入したものをほかの第三者のほうに引き渡すというのは、本来できないことに

なっているのです。今、うちはきのこ菌床センターのほうで使う種菌を入れさせていた

だいていますけれども、そこに戻すことは、これは製造元ですから全然問題はないので

す。

ただし、厚岸菌床センターでつくったものを、また違うところに、町内の生産者であっ

ても本来はだめなのです。ただ、その種菌の会社と厚岸町において覚書を交わして、厚

岸町内の生産者に限っては売ってもいいですよという契約をさせていただいた中で、今

現在あるのです。

今、その種菌の会社はどこもそうなのですけれども、提携会社のほうに種菌を出して、

そして菌床をつくらせたものを、今度はその種菌会社がマージンをかけて生産者が販売

するという形をやっています。

ですから、そういうことになりますと、菌床を買って生産をするという方々は生産コ

ストが高くなるのですよね。その部分を軽減させるという意味での菌床センターの役割
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は大きいわけでございます。

一方、その菌床センターの経営からすれば、町内の生産者だけでそこのセンターの能

力を十分に活用して製造できれば、製造単価もコストも抑えられて、安価で出すことに

よってセンターもうまく成り立つのですけれども、そこまでの町内の生産者が育ってい

ない、あるいは規模拡大がされていないという中では、そこだけでやってしまうとセン

ターの計上がやはり苦しくなってしまうということで、種菌製造元を通じてそちらのほ

うでも買っていただいているという現状があります。

ですから、質問委員が言われる部分を解決するためには、いかに地元の生産者を増や

して、地元の方々に提供する菌床数を多くしていくか。こうしないと、今言われた部分

は解消しないと思っております。

そういった中では、補正予算の中でもご説明させていただきましたけれども、上尾幌

の振興策、あわせて生産が伸びるような取り組みをさまざまな部分で進めていきたいと

考えているところでございます。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 そういうことを聞いているのではないのですよね。今、やっている手続が間

違いないのかどうなのか。そういうことが起きないために検証する作業をしたほうがい

いのではないですか。必要がないならないでいいのです。そこのところの答弁は、全く

ずれているのですよね。かみ合っていないのですよ。今、言っている課長の答弁を聞い

ているのではないのです、僕は。

今、契約を結んでいると思うのです。実質、手法は別です。間違いの起きないように

検証して、間違いなければそれはそれでいいのです。起きないようにしてもらうための

努力というものをきちんとしてくださいと、こういう確認をしているのであって、どう

ですか。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 申しわけございませんでした。

実は、その収入未済が生じさせたということで、いろいろと対応もさせていただきま

したけれども、そうしたときに前金で払っていただかなければならないということも、

会社のほうにもいろいろとお伝えしたのです。

ですが、そういった部分では、やはり会社というのはそういった物が来る前に払うこ

とは難しいということで、いろいろとやって、規則の中を改正してございます。規則で

改正したときに、個人の場合には必ず前金になりますけれども、厚岸町に債務がある者

については、その債務の中であればあとからでも支払いがいいような規則改正をしてご

ざいます。

実は、その町外の会社というのは種菌、あるいは栄養体、おが粉、それから袋という

ことで、かなり厚岸町は原材料として購入してございます。ですから、その会社に払わ

なければならない部分というのはかなりあるのですね。その範囲内で販売しているとい



- 38 -

うことですから、万が一が生じた場合にはそれで相殺もできるということで、担保は取

りながらこういった会計処理をしているということでございます。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 そういうことを言っているのではないのです。手続上、問題のないようにしっ

かり検証しろということを言っているだけで、検証しますと言ったらそれでいいのです、

僕は。その中身がどうだとかこうだとかというのは、さっきの６番さんのそういう質問

があったわけだから、それに対して現存としてそういう会社と取引をしているから、そ

ういう問題がないよ、固定しているからいいのですよと言えばそれはそれですけれども、

少なくても私は商取引の中で、そういう落ち度のないようにきちんとやってください、

検証してくださいと、こういうことを言っているので、それに対してどうなのですかと

聞いているのです。いかがですか。

●委員長（大野委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） ご指摘のとおりでありまして、今回こういうような事案が生じ

たということも踏まえて、我々にとって、あるいは要するに歳入未済と、あるいはそう

いう不利益をこうむるような事態が再び惹起することのないように、その相手方の法人

の状況等々を勘案して、今担当課長から答弁したような対応をさせていただいていると

いう状況であります。

今後も行ってまいります。

●委員長（大野委員） ほか、この目ございますか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ進みます。

18款、１項寄附金、１目一般寄附金。

（な し）

●委員長（大野委員） 19款繰入金、１項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金。

（な し）

●委員長（大野委員） ２目減債基金繰入金。

（な し）
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●委員長（大野委員） ３目地域づくり推進基金繰入金。

（な し）

●委員長（大野委員） ４目まちおこし基金繰入金。

（な し）

●委員長（大野委員） ５目老人福祉基金繰入金。

（な し）

●委員長（大野委員） ６目環境保全基金繰入金。

（な し）

●委員長（大野委員） 10目ふるさと納税基金繰入金。

（な し）

●委員長（大野委員） 次ページ、20款、１項、１目繰越金。

（な し）

●委員長（大野委員） 21款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金。

（な し）

●委員長（大野委員） ２目加算金。

（な し）

●委員長（大野委員） ３目過料。

ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） ２項預金利子、１目町預金利子。

（な し）
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●委員長（大野委員） ３項貸付金元利収入、２目ウタリ住宅改良貸付金元利収入。

４番、石澤委員。

●石澤委員 すみません。このウタリと十勝と東北と全部合わせて聞きたいのですけれど

もいいですか。

●委員長（大野委員） はい。

●石澤委員 この元利収入なのですけれども、同じような金額が挙がっているのですが、

これはどういうふうな経過になっているのですか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） ウタリ住宅改良貸付金元利収入、それから十勝沖地震の際

の貸付金の元利収入、それから東北地方太平洋沖地震の元利収入ということで、その際

に元利均等で貸付金の年度の収入額の設定をしております。

ただ、この予算に計上させていただいておりますのは、そのうちの毎年、貸付金の元

利収入として年度の収入額というのはあるのですけれども、現実的にそのウタリの貸付

金の収入につきましては滞っている状況が続いております。

今現在、その方たちと毎月収入をいただく約束などを取って対応をしておりますけれ

ども、それを約束の状況を勘案してこの金額を、今年の収入見込み額を算定をして計上

させていただいているという内容でございます。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 金額が同じですよね、勘案してということで。同じなのですけれども、それ

はもとの部分が減っていっていないということになるのですか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） その償還の期間というのが、それぞれの方で違いまして、

そのうち29年度は幾らというのがあります。

そのうちの収入を、実際には昨年の収入額なんかも勘案して、約束の状況も勘案して、

金額を計上させていただいております。

ただ、収入になったものは減っていきますけれども、追いついていない状況がウタリ、

貸付金の状況については続いている状況でございます。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。
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●石澤委員 これは、ウタリの問題は相当昔からなっていますよね。借りた本人よりも、

その家族の方がずっと引きずっていっているのかなという気がするのですが、その辺、

無理がかかっているのかなと、そんな気がするのですが、その辺はどうなのですか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） ウタリの貸付金については、６件の方に対して貸し付けを

して、その収入をしておりますけれども、そのうち実際に当時、借りた方がお亡くなり

になっている方も。すみません。５件の貸し付けをしておりますけれども、そのうち、

当時借り入れをされた方で亡くなっている方は３人いらっしゃまして、その方たちの家

族の方が返済をしていただいておりますけれども、ただ、その中でもなかなか予定どお

りの実際に年度の償還金額というのは毎年、決まっておりますけれども、それに、その

５件とも追いついている状況ではありません。

ただ、それぞれの方と約束を取り付けをして、それに基づいて納入をいただいている

という状況でございます。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 わかりました。

そしたら、いやでも大変な思いをして納めているのかなという気がします。減らすと

いうことはできないのでしょうね。そこを軽減するようなことは無理だということです

よね、これは。

次に、十勝沖の問題なのですがそれはどうなのですか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 十勝沖の部分につきましては、３件の方が今、残っており

ます。

その中で、２件の方につきましては、遅れている部分もございますけれども約束を取

り付けることができておりまして、支払いを続けていただいているという状況でござい

ます。

１件の方については、今、厚岸町内にいないということで、町外にいるということで、

そちらのほうに対応をしている状況なのですけれども、なかなか本人と接触ができてい

ない状況でございます。それについても、引き続き対応を続けているという今、状況で

ございます。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 これ、十勝沖ですから12万円ですよね。３件ですから４万円くらいですか。
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元々の金額はどのくらいだったのか、それ減ってこの金額になったのですか、十勝は。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） その貸し付けの償還の最終年次というのは平成22年に、本

来であれば終了する予定でございます。

ただ、なかなか償還が追いついてこないということで残っている部分、滞納になって

おりまして、その滞納の分を分納の約束を取り付けさせていただいて、収入をしていた

だいているという状況でございます。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 この東北のこれは何年なのですか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） これにつきましては、あと29年度で終了する予定でおりま

す。今、ここに計上している分が収入になりますと終了するという状況でございます。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 それならいい、29年度で終了できればいいと思いますけれども、上の二つの

場合はやはり生活的にも大変な方たちなのかなとは思いますが、やはり一応、町民の大

事な税金なので、少しずつでもいいですからお話をしながら一応、納めてもらうという

ことを続けてください。

お願いします。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 税外担当のほうとも協議をさせていただきながら、その本

人との接触というのを続けておりますので、引き続き本人とよく相談をしながら納入を

していただくように進めていきたいと思います。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 多分、ちょっとした想像ですけれども、いろいろな意味で困っている可能性

もありますので、その辺も含めて納税、徴収する場合も含めて相談に乗りながらやって

いただきたいなと思いますがいいでしょうか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。
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●保健福祉課長（阿部課長） それぞれ厳しい状況ではあります。

ただ、その中で納入いただける金額を分納誓約という形で誓約いただいておりますの

で、それの履行をきちんとしていただくようにお願いをしていきたいと思います。

●委員長（大野委員） ほか、ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） 進みます。

６目十勝沖地震災害援護資金貸付金収入。

（な し）

●委員長（大野委員） ７目東北地方太平洋沖地震災害援護資金貸付金収入。

（な し）

●委員長（大野委員） ４項受託事業収入、３目衛生費受託事業収入。

（な し）

●委員長（大野委員） ５目土木費受託事業収入。

（な し）

●委員長（大野委員） ６項雑入、１目滞納処分費。

（な し）

●委員長（大野委員） ２目過年度収入。

（な し）

●委員長（大野委員） ３目雑入。

（な し）

●委員長（大野委員） 54ページ、22款、１項町債、４目農林水産業債。
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（な し）

●委員長（大野委員） ６目土木債。

（な し）

●委員長（大野委員） ７目消防債。

（な し）

●委員長（大野委員） 10目臨時財政対策債。

（な し）

●委員長（大野委員） 以上で歳入を終わります。

次に歳出に入るわけなのですけれども、切れがいいので昼食のため休憩いたします。

再開は午後１時といたします。

午前11時51分休憩

午後01時00分再開

●委員長（大野委員） 再開いたします。

次に、歳出に入ります。

56ページからです。

１款、１項、１目議会費。

（な し）

●委員長（大野委員） ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費。

（な し）

●委員長（大野委員） ２目簡易郵便局費。

（な し）

●委員長（大野委員） 68ページ、３目職員厚生費。

（な し）
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●委員長（大野委員） ４目情報化推進費。

３番、堀委員。

●堀委員 ここで、75ページの厚岸情報ネットワークについてお伺いしたいと思います。

共聴巻き取り事業なのですけれども、昨年の３カ年などには確か、29年度からの実施と

いうことで、巻き取り事業が載っていたかなと思うのですけれども、その後10番委員も

この巻き取り事業で質問などもされていたのですけれども、どうもその今年度は巻き取

り事業が行われないような予算となっているのですけれども、まずこの辺の経過につい

てどうなっているのか教えていただきたいと思います。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 厚岸情報ネットワーク、共聴巻き取り事業でございますけれど

も、第８次の実施計画をごらんいただいた上でも、29年度からの事業開始ということで

第７次については掲載をさせていただきました。

１年、30年度からということで、今回の第８次でずらしたわけですけれども、これは29

年度から事業を実施すべく、28年度当初から関係する共聴組合の皆さんを集めて、また

はその会議等々で要請があった場合に、こちらのほうから出向いた中で説明をさせてい

ただいておりました。

その説明の内容というものにつきましては、昨年の議会の一般質問でもお答えをさせ

ていただきましたけれども、そのＶ－ＯＮＵという機器、これはテレビの受信の機器に

なりますけれども、この分については、それぞれの個人の中で御負担をいただきたいと。

その配線の部分については、厚岸町の負担の中で行わせていただきたいということで、

数度にわたって共聴組合の皆様に御説明をさせていただきました。

ただ、なかなか当初、この厚岸情報ネットワークを整備した際、これら共聴組合に入っ

ていない部分で、方々等を含めて、厚岸町の負担の中で整備を行ったと。その負担をし

なかった中で整備を行った。今回については、その機器の部分であったとしても、負担

をいただくというところで、なかなかその共聴組合の皆さんから御理解をいただけなかっ

たということであります。

29年度からの事業実施に当たって、今の状況では29年度からの事業実施は難しいだろ

うという判断のもと、30年度から、まずは１年間ずらさせていただいて30年度から実施

をすべく、29年度、できれば早いうちにこれら共聴組合の皆様に御理解をいただいて実

施をしたいということでありますけれども、幾つか整備を計画している共聴組合はあり

ますけれども、既に御理解をいただいているところも中にはございます。ただ、その回

収が、要はＮＨＫの共聴の回収が迫っているところの共聴組合の御理解をいただけない

ということだったものですから、今回、１年先延ばしにさせていただいて御理解いただ

けるよう、さらに話し合いを持っていきたいということでございます。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。
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●堀委員 そうすると、なかなか幾つかある共聴利用組合の中の幾つかが、なかなか納得

ができないということなのですけれども、ただ、当然厚岸情報ネットワーク、当時やっ

たときは確かに町民負担というものはない中でやられたのですけれども、その後、例え

ば新築であるとか移築であるとかといった場合には、当然、その人たちからは料金とい

うのをいただいているのですよね。

ですから、その当時がどうだったと言っても、今現在では既に新築、移築の人たちか

ら料金を取っている以上は、なかなか今度はそちらとの整合性もつかないと思うもので

すから、全額負担がないようなものというものは難しいと私も思います。

多くの共聴利用組合の中では、そういうことも踏まえて御承知いただけているのだと

は思うのですけれども、例えばその承知している共聴利用組合を先に、29年度からやる

ということはできなかったものなのか。これについてはどうなのでしょうか。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 委員おっしゃるとおり、この厚岸情報ネットワーク整備以降、23

年度以降、28年度までに約100件強の方が新築であったりだとか、未整備であったなどと

いう理由で、ほとんどが新築工事ということでの新たな設置というところで御負担をい

ただいております。

ですから、この方々に御負担をいただいた以上、やはり町としては、私どもとしても

御負担をいただく中で整備を図っていきたいということで、早急にまた共聴組合の皆さ

んに御理解をいただくよう説明をさせていただくということで考えておりますけれども、

もし、例えば今、整備の優先順位の中で整備を考えているところに御理解をいただけな

い場合については、そういった他の共聴組合との中でやりくりが必要になってくるのか

なと思っております。

29年度、その中で行えなかったのかということでありますけれども、まずはその整備

の年度が迫っているところからという中で、それを優先する中で町としては整備をして

いきたいという考えがあったものですから、まずは１年先送りした中で整備を行ってい

きたいという考えは、今のところ変わっておりませんけれども、今委員が言われたとお

り順番が今後、変更をしなければならないということになるかもしれないということで

あるかと思います。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 Ｖ－ＯＮＵという機器の部分だけが個人負担だよといった中では、一般に新築

などにかかる個人負担よりも恐らく安い金額というものの中で、この事業というのは組

まれているのかなと思うのですよね。

そういった中では、何とか納得のいっていない共聴組合へも今回を逃すとというもの

だとやはり思うのですよ。そういった中では、何とか理解を得るような努力というもの

をしていただきたいと思います。
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また、今回この１年間延びるということで、その共聴組合の中の人の中では、町のほ

うでやらなくなったというような不安というものが持っている人たちもいるのですよ。

やはり、しっかりとその地域の共聴組合のほうにも説明をしていただきたいと、こう

いうことで１年延びるのだ、またそのあとの年次計画というものをしっかりと示した中

で、着実に31年までに事業計画に載っているところはやっていくのだというものを、しっ

かりと示して町民のほうにも安心を与えていただきたいと思うのですけれどもいかがで

しょう。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 実は、先日も今計画に載っていないところの共聴組合の代表の

方からも、どうなっているのだろうかと。また、できればその代表の方の地区もこの事

業の中で行っていただきたいと要望もいただいております。

町としては、30年度からの実施に向けて、さらに御理解いただけるよう協議を持って

いきたいと思いますけれども、まずは事業実施に向けて説得を続けていきたいと考えて

おります。

●委員長（大野委員） ほかございますか。

10番、杉田委員。

●杉田委員 今の質問に対して確認させていただきたいのですけれども、共聴組合の中で

ご理解いただいているところと、されてないところをちょっと教えていただけますか。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 今あえてその部分については、はっきりとした形での御答弁を

避けさせていただきました。

今後、御理解いただけるよう説得を続けていくということで、そこは申しわけないの

ですけれども、それぞれの都合もございますので差し控えさせていただきたいと思いま

す。

●委員長（大野委員） 10番、杉田委員。

●杉田委員 先ほどの答弁の中で、大半が御理解いただいているようにお答えされたよう

に私は思えたのですけれども、どのように、割合で結構です。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 御理解をいただいているところもあるということで、大半がと

いうことは私はお答えしたつもりはないのですけれども、御理解をいただいているとこ
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ろもありますし、御理解をまだいただいていないところもあるということでございます。

●委員長（大野委員） 10番、杉田委員。

●杉田委員 私の推測ですけれども、大半が御理解されていないと私は思います。

なぜかというところなのですけれども、そもそもの当初のこのネットワークを整備し

たときの段階が、国の施策から始まってきたものだと私は理解しているのですけれども、

当初、無料でその共聴組合に入っていない方のところに無料で整備されたのですよね。

であれば、その当時、共聴組合を解体させて、全町民に対して整備されますよという仕

方ができたのではないかと私は思っているのです。難聴地域に対してだけですよという

国の制度だったと思うのですけれども、それであるならば、自ら自主的、自助的に地域

の自分たちの取り組みとして共聴組合を組まれていた方が、ちょっと表現は悪いのです

けれどもばかを見た感じだと思うのですよね。

共聴組合に入っていないで、難聴地域であった方々が、何もしなかった方々が無料で

できたということなのですよ。と、私は理解しているのですけれども、その思いだけは

伝えさせていただきたいと思います。

現状、国、今のＮＨＫさんの巻き取りの事業が進んできていて、時期が迫っていると

いうことも理解していますし、私個人的にはやむを得ないのかなという心情です。ただ、

そういった思いが共聴組合で理解されてない組合の方には、それがあるということを理

解いただいた上で事業を進めていただきたいと思います。

●委員長（大野委員） 杉田委員。質問内容をきちんと絞って、思いではなくて、きちん

と質問に変えて質問していただきたいと思います。

●杉田委員 すみません。そういった思いがあります。

なので、その思いを組んでいただいた上で、承知理解した上で事業を進めていただき

たい、いかがお考えと言いますか。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 共聴組合の中には既に整備をしてしまったということもありま

した。

このような状況になったのは、その補助対象が共聴組合に加入をされている部分につ

いては補助対象にならないというところが一番の問題だったと思いますけれども、ただ

厚岸町の当時の情勢を考えますと、状況を考えますと、この国がせっかく補助対象を拡

充した中で、今厚岸町がこの事業に乗らなければ、今のこういったほとんどの皆さんが

普通にテレビを見れている状況にはなっていないということを考えれば、そのときに厚

岸町が事業に乗ったことは、私はこれは当然だったのだろうと思います。

ただ問題は、その共聴組合の部分だけが補助対象になっていなかったということなの

だろうと思います。
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ただ、先ほど３番委員にもお答えしましたけれども、既に事業以降100件以上の方から

御負担をいただいているということを考えますと、今、厚岸町としてその部分について、

厚岸町が全て負担するということは今の状況としては困難であろうと考えています。

ただ、今後これから、各共聴組合とまた膝を突き合わせた中で話し合いを持っていか

なければならないと思いますけれども、その辺の意も組みながら御理解いただけるよう

に今後、協議を進めていきたいと考えております。

●委員長（大野委員） 12番、佐々木亮子委員。

●佐々木亮子委員 77ページ、通知カード個人番号カード関連事務委託料なのですけれど

も、ちょっとこれが自分でどんな事業なのかなということを調べても理解できなかった

ので、これの具体的な事務内容と何のための目的で行うのかということについて説明を

お願いできますか。

●委員長（大野委員） 休憩いたします。

午後01時18分休憩

午後01時20分再開

●委員長（大野委員） 再開します。

総務課長。

●総務課長（會田課長） 大変申しわけありませんでした。

この個人番号カードはマイナンバーですね。これの事務全体を仕切っている総務省か

らの直轄の団体がございます。

この団体が、全て逆に総務省のほうから委託をされて行っている。それに対する委託

料、これを全ての地方公共団体が支払うことになっておりまして、厚岸町が負担する29

年度については111万4,000円ということになってございます。

全てのこのマイナンバーに関係する事務、関連する事務を取り扱っている団体に対す

る委託料ということで考えていただければと思います。

●委員長（大野委員） ほかございますか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ進みます。

５目交通安全防犯費。

４番、石澤委員。
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●石澤委員 79ページの、この中に交通安全施設整備事業というものがあるのですけれど

も、ちょっと内容が聞くのを忘れてしまったのかもしれないので教えてください。

●委員長（大野委員） 税財政課長。

●税財政課長（星川課長） 私のほうから説明させていただきます。

この交通安全施設整備事業は、区画線等そういったものを整備するための事業費と。

道路の区画線がありますよね。それを引いたりするための事業費となっています。

すみません。白線です。申しわけございません。白線です。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 これは毎年載っていましたか、ここに。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 大変申しわけございません。

79ページ、交通安全施設整備事業、交通安全工事費250万円は町道の舗装との区画線の

線引きの工事費で、毎年この予算ベースで継続的に実施させていただいている内容でご

ざいます。

●委員長（大野委員） よろしいですか。

ほかございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） 進みます。

次ページ、６目行政管理費。

（な し）

●委員長（大野委員） ７目文書広報費。

12番、佐々木亮子委員。

●佐々木亮子委員 広報あっけしのことでお伺いをしたいのですが、これ配付件数という

のはまず何件配付されているのかというのは、その月によっても違いはあると思うので

すけれども教えてください。

●委員長（大野委員） 休憩します。
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午後01時24分休憩

午後01時25分再開

●委員長（大野委員） 再開いたします。

総務課長。

●総務課長（會田課長） 今、配付件数ですけれども、自治会では3,498件。町内、自治会

とは別に配付している部分が341件。町外が179件。合計で4,018件ということでございま

す。

●委員長（大野委員） 12番、佐々木亮子委員。

●佐々木亮子委員 4,018件ということで、１月31日では世帯が4,433件だったと思うので

すけれども、この配付されていない世帯というのですか、ところというのはどういうと

ころに配付がされていないのでしょうか。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 入っていないところを申し上げますと自治会未加入の方。この

町内に配付している部分につきましては、本人の希望で配付をさせていただいている部

分もありますので、配付というのは郵送になりますけれども。

未加入の方で、広報を購読したいという希望のない方ということで理解していただけ

ればと思います。

●委員長（大野委員） 12番、佐々木亮子委員。

●佐々木亮子委員 その未加入の方のことでお伺いをしたかったのですけれども、自治会

に未加入なので、うちには届かないので、毎回湖南出張所なりどこなりに取りに行って

いるのだよという、うちには配ってくれないのだよという声が実は出ているのです。

そういう、やはり声が届いていないけれども、実際には配付をしていただきたいとい

う方もいると思うのですけれども、この自治会未加入の方にも広報あっけしですから、

全部配付をするというような方法というのですか、ことにはならないのでしょうか。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 私どもとしては、全町民の皆さんに広報を購読していただきた

いという思いはありますけれども、基本的には自治会への加入者、皆さんへのまず配付。

それと、購読のご希望があれば役場のほうにお電話をいただいて、購読希望ということ

で言っていただければ、こちらのほうから毎月送付をさせていただくことができますの
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で、そういう方がいればこちらのほうに問い合わせていただければと思います。

●委員長（大野委員） ほか、ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ進みます。

８目財政管理費。

（な し）

●委員長（大野委員） ９目会計管理費。

（な し）

●委員長（大野委員） 84ページ、10目企画費。

ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） 11目財産管理費。

（な し）

●委員長（大野委員） 12目車両管理費。

（な し）

●委員長（大野委員） ２項徴税費、１目賦課納税費。

（な し）

●委員長（大野委員） 94ページ、３項、１目戸籍住民登録費。

（な し）

●委員長（大野委員） ４項選挙費、１目選挙管理委員会費。

（な し）
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●委員長（大野委員） ３目町長選挙費。

（な し）

●委員長（大野委員） ６目参議院議員選挙費。

（な し）

●委員長（大野委員） ８目海区漁業調整委員会委員選挙費。

ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） ５項統計調査費、１目統計調査総務費。

（な し）

●委員長（大野委員） ６項、１目監査委員費。

（な し）

●委員長（大野委員） 106ページ、３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費。

４番、石澤委員。

●石澤委員 民生委員のことなのですけれども、民生委員の数はどういうふうに今なって

いるのでしょうか。全地域にちゃんと網羅しているのですか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 民生委員、児童委員でございますけれども、厚岸町では33

人の定員を持っておりまして、実は昨年の12月に３年に１回の一斉改選だったのですけ

れども、３地区が委員を求めることができなくて、３地区で欠員になっております。

そのほかに、主任児童委員が湖南地区と湖北地区に１人ずつ、２人おります。ですの

で、合わせて35人の民生委員、児童委員、それと主任児童委員なのですけれども、３地

区が欠員という状況になっております。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 その３地区は全くいないということになるのでしょうか。それとも、１人は

いるということなのでしょうか。
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●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 民生委員、児童委員の選任に当たりましては、民生委員推

薦会という町長から委嘱をされた委員会がございまして、そこで適任者を選考をしてい

ただくという作業をしていただいております。

そこにかけるに当たりまして、その地区の自治会長さんですとか前任の民生委員さん

ですとか、そういった方からいろいろとお話を聞きながら適任者を求めているのですけ

れども、なかなかそういうお話の中で当たっても、ちょっと辞退させてほしいというよ

うなことがありまして、その３地区は求めることができなかった状況でございますので、

引き続き、その３地区の選任については、地域の方と相談しながら求める作業を続けて

いきたいと思っております。

●石澤委員 全くいないのですか。

●委員長（大野委員） ちょっと答弁の漏れが。

●石澤委員 全くいないのですか。１人はいるのですか。

●堀委員 例えば兼務というか、ほかの地区の人がそこの地区の人を見るとか。

●保健福祉課長（阿部課長） 一応、担当地区というのは決めております。自治会単位と

いうことにもなっておりませんし、ちょっと人数ですとかそういうのを勘案しながら担

当地区を決めております。

その地域の中には３地区がいないという状況になっておりますけれども、隣の地域の

方に相談というのも当然できますし、そういう面ではいない地域の方には不便をかけな

いようにはしておりますけれども、何とかやはり全地域に配置をしたいということで、

去年の一斉改選後、引き続きいろいろな方に適任者をお話は聞きながら今進めていると

ころでございます。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 ということは、厚岸町全体でそのいないところの部分も網羅して、今はいっ

ているということなのですね。

民生委員の人たちの仕事って、今は高齢者の見守りとか、それから子供たちのという

ので、ある意味とても大変な仕事だと思うのですけれども、そういうのがあってなり手

がいないということなのでしょうかね。大変でなり手がいないのか、本当に地域的にい

ないのか、その辺はどうなのですか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。
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●保健福祉課長（阿部課長） その地域の自治会長さんなり、前任の民生委員さんなりか

らお話を聞いている中では、あの人がいいのではないかというようなお話はいただいて

おりますけれども、実際に当たったときに、ちょっと今、いろいろな家庭の事情ででき

ないというようなことなどで了解をいただけないというような状況が３地区ともありま

して、同意がいただけなかったということでございますので、また新たにどなたか適任

な方がいらっしゃれば何とか委嘱の手続を進めていきたいということなのですけれども、

なかなかその方が、同意をいただける方が見つけられないという状況でございます。

●委員長（大野委員） ほか、この目ございませんか。

12番、佐々木亮子委員。

●佐々木亮子委員 委員長、大変申しわけございません。ちょっと見過ごしてやり過ごし

てしまったのですが、許可いただけるでしょうか。

●委員長（大野委員） もう民生費に入っているので、民生費の中にかかわるのでしたら

認めたいと思いますけれども、無理でしょうか。

●佐々木亮子委員 かかわりません。ではいいです。

●委員長（大野委員） では、最後に総体的があるので、そのときにお願いいたします。

ほか１目ございますか。

６番、室﨑委員。

●室﨑委員 ちょっと委員長に教えていただきたいのだけれども、包括ケアシステムに関

してここでお聞きしてもよろしいでしょうか。皆入ってくるのですよね。そんなに時間

は取りませんから。

●委員長（大野委員） ちょっと休憩します。

午後01時38分休憩

午後01時38分再開

●委員長（大野委員） 再開いたします。

６番委員、老人福祉費のところでお願いいたします。

ほか、この目でありますか。

（な し）
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●委員長（大野委員） なければ進みます。

２目心身障害者福祉費。

（な し）

●委員長（大野委員） ３目心身障害者特別対策費。

120ページまで、ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） ４目老人福祉費。

６番、室﨑委員。

●室﨑委員 まず最初に、今委員長を指示を受けたところでお聞きしますが、包括ケアシ

ステムというものが、介護保険の政策の中で国は各自治体のほうに出してきたのですが、

この考え方は高齢者にだけ適用されればいいというものではありませんよね。

だから、障害者に対する部分でも同じようなことが必要であろうと、そのように思う

のです。

それで、厚岸町も平成18年でしたか。包括支援センターという組織は立ち上げて、担

当者も非常に努力なさって効果を挙げてきています。それは私も高く評価しています。

ただ、そのときに、その包括支援センターと両立して、この関連機関部署が皆集まっ

て一同に会して、そしてそれぞれの担当している中の困難事例と言われる難しい問題で

すね。それを持ち合って、お互いが知恵を出し合う。そこからまた、Ａという部署とＢ

という部署が協力することによって、この事案が解決できるというようなものが出てく

ると言われています。

この包括ケア会議というのかな、行政上の名前は。そういうその関連部署皆が集まっ

て一つの問題について解決していこうという考え方ですよね。これは、障害者福祉でも

同じことですよね。高齢者のときだけやって、あとはいいよというものではないわけで

すね。そんなこともあって総務費のほうで聞いたのですけれども。

これは、厚岸町ではどういうふうに進められておりますでしょうか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 実は、その包括ケア会議というのは課題として残っており

ます。まだその設置には至っていない状況でございます。何とか新年度で、その体制を

整えたいと考えているところでございます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 包括支援センターができて約10年ですよね。道なお険しいということだと思



- 57 -

うのですが、今回、包括ケアシステムに関して原文は、広島県の尾道市御調町といとこ

ろ。かつては、平成の大合併までは独立した御調町というところですが、ここの御調総

合病院というのが実は、包括ケアシステムというのを日本で確立したところで、厚生省

はそれを見習って包括ケアというのをやりなさいと全国に流したと言われているところ

ですが、それをつぶさに見せてもらってきました。

そのときに、最後にいろいろなことをお聞きしました。ざっくばらんにやり取りをし

た中で、なかなか担当者は苦労しているという話も出ました。厚岸町がですよ。そした

ら、それに対して、大北と言ったかな、そこの副院長、実質的にキーマンですね。その

方が言っていたのは、どこの町でも大きな壁が二つあるという話もしていました。

一つは医師の意識。もう一つはセクト主義。うちの課の問題ではない。それは福祉課

何とか係がやればいいことだ。この二つでどこでもあえいでいるのはわかっていますと。

だから、行政の内外を問わず、関係者が一同に会して、それぞれの困難事例や悩みを

ぶつけ合って、そして皆の知恵で一つを解決していくということをとにかく進めなさい

と。その一同に会して話し合うことで、初めていろいろな知恵が出てくるからという助

言を受けて来たわけです。

それで、厚岸町において、そのケア会議がどうなっているのかなということをお聞き

した次第なのですけれども、早急にそれを進めていただきたいと思います。

いかがでしょうか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） それぞれの専門職が集まっての担当者会議というようなも

のでもって取り進めている部分はあるのですけれども、今おっしゃられたようなちょっ

と大きな部分でのものというのはやはり課題として持っておりまして、それについては

何とか早目に設置をしたいということで進めていきたいと考えております。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 わかりました。

ここに何項目かあるので続けさせていただきます。

125ページに高齢者等通院交通費助成というのが出ております。これは、町長の行政執

行方針の中でもこれの説明が出ていたと思うのですが、昨年度から開始した車椅子利用

者が町外に通院する場合においての助成であると。具体的にどんなことをやっているの

か。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 高齢者等通院交通費助成ということで、昨年度から今おっ

しゃられたように町外に行く、車椅子等で行かなくてはならないという方に対しての助

成ということで、昨年から進めさせていただいております。
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これにつきましては、やはり車椅子ですとかストレッチャーですとか、そういったも

のでなければ町外、釧路の専門家にかかるですとかというときに、それに行くという場

合に介護タクシー等で行くしか方法がないわけでございます。その方たちに、今、厚岸

町ではその介護タクシーということで２事業所でもってやられておりますので、そうい

う資源がありますので、そういったものを使って行ったときに、ただ費用は高額になり

うますので、１回行ってくるとやはりその距離によりますけれども１万5,000円から２万

円というような状況にもなってしまいますので、そういう部分で助成をさせていただこ

うということで、その半額の助成ですけれども、そういう制度を昨年からつくらせてい

ただきました。

それで、今年につきましては４月以降、町内で医療機関にかかるなどという方につき

ましても、今までは外出支援サービスでもって高齢者の方、それから障害者の方につい

てもそれぞれの制度でもって、社会福祉協議会に委託をして、その外出支援サービスで

もって病院等に行っていただいております。

それについては無料で実施をしておりますけれども、その外出支援サービスでは釧路

までということが、行くと町内利用の方が対応できないなどという問題が起きていて、

やはり業者さんを活用をすべきだなということで以前から課題にしていたものでござい

ます。

それで、昨年から町外を始めまして、今年は高齢者の方についてはその制度のほう移っ

ていただこうということで、今までは介護タクシーの事業所は２社でしたけれども、４

月以降は３社になる予定でございます。それを活用していただくことによって、今まで

は外出支援サービスですと１台の利用ですので制限がいろいろとあって使えない場合も

あったりというようなことがありますので、今度はその３事業所の中で使えるような形

になりますので、そういう面での利便性は図れるという形でございます。

ただ、費用につきましては、町外の分と同じく半額程度のものを助成をさせていただ

くということで、有償にはなってしまいますけれども、そういったほうに移っていただ

こうと考えております。

ただ、障害者の方につきましては、ほとんど毎日リハビリですとか病院に通うという

状況がございますので、その方たちに毎日というような状況になりますと、かなり経費

も費用もかさんで自己負担も大きくなるものですから、その方の部分につきましては外

出支援サービスを残して、今までどおり社協のほうに委託をした中でやっていただこう

と考えているものでございます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 大変丁寧に説明をいただいて、聞いているうちにちょっとわからなくなった

ところがあるので、こちらで理解した範囲で整理して言わせていただきますので、違っ

たら違うと言ってください。

町外に通院する車椅子利用者に対して、この高齢者等通院交通助成という制度を去年

からつくった。それで今度は、町外に限るのではなくて、町内においてもこの通院支援

サービスというものの枠を広げますと。ただそれは高齢者の人が使ってもらいますと、
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そういう話だったと思うのです、今の。そして、その基準としては半額助成というのは

同じですと。町外というと、大体通院というと釧路でしょう。それまで行くのに比べて、

町内だと大分費用はかからないけれども、それも半額ですよと。

そうすると、そちらに移ってもらいますと言われた高齢者の通院の方は、町内でも今

度は今までの外出支援サービスは使えなくなると、まずそういうことなのですか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 高齢者の方、障害者の方はその障害者手帳を持っておられ

る方については残しますけれども、介護認定を受けている方、それからそれに準じるよ

うな高齢者の方につきましては、有償のほうになってしまいますけれども、こちらのほ

うに移っていただきたいということで進めて考えております。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 そうすると、外出支援サービスというのはいわば障害者専門になってくると

いうことになるのではないかと思うのですね。

なぜそこまで制限をかけるのか。恐らく数が多くて回りきれないからということかも

しれないのですが、そのあたりをまず説明してください。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 介護タクシー事業者、そういう車椅子ですとか、そういっ

た車を使ってそういう業務を営んでいる事業所が実際に町内にはございます。

一方で、その外出支援サービスということで、無償でもって利用をしていただいてい

ると。それは高齢者の方も障害者の方についても、社会福祉協議会のほうに委託をして

実施をしていただいておりますけれども、車は１台の車でもって実施をしております。

そういう中で、当然１台の車ですので利用にどうしても制限が出てます。当然、釧路

などには行ってきてしまいますと、ほかの方については対応できない状況が出てきてし

まいますので、今は町内の利用しかできないというような状況になっております。

それと、そういう無償で利用されている方と、かたや実際にそういう営業としてそう

いうものをやっている利用者の方にすると、やはり均衡が図れないと言いますか、その

かたや無料でかたやそういう営業の事業ということで進めているという部分では、そこ

に均衡性が欠けると部分もあって、以前からその辺の話は聞いているところでございま

す。

今回、その高齢者の方については、実際にその介護保険でもその病院までの部分では、

100円の負担をしていただいて利用をしている状況もありまして、そういう方法を今回、

取らせていただいたということでございます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。
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●室﨑委員 何かちょっとよくわからないのですよね。

まず、現在その社協の車で行っている外出支援サービスというのは、とても１台では

対応しきれないだけの人が次から次へと申し込んでいるのだと聞こえるのですよね、今

の話を聞いていると。年間何人くらい申し込んでいて、そのうち実際に利用できる方は

その何割で、それからそれを非常に混んだ状態にしている高齢者は何割でと、何人でと

いうような形で言っていただかないと、今の話はまずわからないのですよね。いかがで

しょう。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 外出支援サービスの利用者でございますけれども、登録さ

れている方については高齢者の方では約50人くらいおります。その中で、実際に今、28

年度使われている方というのが15人くらいでございます。

それと、障害のほうで利用されている方につきましては４人でございます。この障害

の方につきましては、全員が使われているということで、その中でその障害の方ではほ

とんど毎日使われる方が２人いらっしゃいます。それから、高齢者の方でも、ほぼ毎日

に近い形で使われている方が１人、そのほかに週２回程度使われている方も何人かいらっ

しゃるということで、車の稼働についてはどうしても時間的には、病院などは集中する

部分もありまして、新たに入れるというのが難しいような状況になっております。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 今のお話を聞いていると、一つには外出支援の車が非常に混み合いますと。

したがって、要するに障害者優先にしていきたいから高齢者の方はちょっとご遠慮くだ

さいということになると。

もう一つは、その車は無料、業者のほうは有料。それでは商売の邪魔になると、そう

いうこともあるものだから高齢者を全部移したと聞こえるのですけれども、やはり半額

助成で事足りりということになるのかどうか。その高齢者の中にだって毎日必要として

いる人もいるわけでしょう。わがままで毎日使っているわけではないですよね。そうい

う人たちが皆有料のほうに、半額であろうと毎日乗ったら結構な額になるということは、

今答弁している担当者も言っているわけだけれども、そういうもの対する手当というも

のが、この分考えようによっては希薄になるのではないかと思われるわけで、このあた

りはやはり、もう少し検討をしてみ必要があるのではないかと、そういうふうに思いま

すけれどもいかがでしょう。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 今まで無料だった方が負担になるという部分では、やはり

きちんとした理解を得る必要があると考えております。
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今現在、まだこれがこういう方向で今考えているのだというようなことで、利用され

ている方、１件１件についてお話をさせていただいている最中でございます。そういっ

た中で、できるだけ理解を得る努力をしていきたいと考えております。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 どうかよろしくお願いします。

徹して行政の方のご理解してくださいというのは、さよう心得よということになるこ

とがあるものですから、そのようにならないように一つよろしくお願いします。

その上でまた別なことをお聞きしますが、129ページに老人福祉施設第三者評価委託料

というのが出まして、これは指定管理者でもって心和園と、並びにその附帯する事業に

ついて、社協に指定管理者委託をしました。そのときに、いろいろな町民の中の声もあっ

て、こういう第三者評価というものも入れて、事業のレベルを高めていこうということ

で始めたものだと。それをまた今年もやりますよということでよろしいのですね。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 今、おっしゃいましたとおりでございまして、３カ所３年

に分けて実施を予定しております。平成27年にユニットの部分を実施をしまして、昨年

の一般質問でちょっとお叱りを受けていた部分もございますけれども、何とか好評にも

なりまして、今、デイサービスセンターの部分を実施をしております。平成29年度につ

いては、多床室の部分、50床側のほうの部分をやらせていただこうと考えているところ

でございます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 それで、出てきた第三者評価をいただきまして読ませていただきました。

その中で、冒頭に、ほとんど冒頭と言っていいところに厳しい指摘がありましたね。

それは、その第三者評価をした範囲の中ででしょうけれども、従業員がこの施設あるい

は団体の理念、あるいはマニュアル、あるいはその人権擁護意識、そういう基本となる

部分、それの理解が甚だ希薄であると、そういう書き方をしているのですよね。

思うに、調査員が入ってきて、無差別にそこで働いている人を捕まえて、この施設の

理念は何ですかということを聞くのではないかと思うのです。そのときに、まともに答

えられなかった。そんなものは上の人に聞いてくださいということになったのではない

かということが伺われるような報告書なのですよ。

それで私は、いろいろとあります。この点はＡランクでした、この点はＢランクでし

た。自分たちではＡランクだと思っていたものがＣランクでした、いろいろとあります、

それはね。そういう個々の話をちょっと置いて、最も根幹はここかなと思ったのです。

それは何かというと、この評価のやり方は非常にユニークなのですね。まず、働いてい

る人１人１人が、自分の持ち場を自分で評価する。自分の仕事を。そして、この点はい
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いけれど、この点はよくないと思うという自己評価を出させるのですね。それが今度、

チームでまた同じことをやって、それから施設で同じことをやって、それを評価機関に

提出するのです。評価機関はそのあと、書類審査ももちろんあるのでしょうけれども現

場に入って、今度は第三者の目で見るわけです。そうすると、自己評価と第三者の評価

はぴたっとなんか合うわけがないのです。それが非常に勉強になると、厚文でもって去

年か一昨年か札幌に行ったときに、この評価を受けたところでその実体験を聞いてきま

したけれども、そのときにそういう話を受けていました。

ところが、今回の昨年の第三者評価を初めて受けたときのやり方を聞いていると、施

設としての自己評価は出しているのですけれども、その規定になる従業員１人１人の自

己評価というようなことは全然やっていないのです。そうすると、悪くとれば偉い人た

ちがゴジョゴジョと集まって、第三者評価機関に自己評価なるものをこしらえて出した

だけだったのではないか。これでは、高いお金をかけてせっかくやる、その第三者評価

が非常に意味が希薄になってしまう。このあたりはきちんとやはり助言なり指導なりを

してただきたいと。そして、今年はそんなことのないように実のある第三者評価という

ことにしていただきたいと思うのですがいかがでしょうか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 結果の中でもやはり、自分たちの評価と、それから自分た

ちの評価はＡで、実際の評価がＣだというような部分があって、そこの部分につきまし

ては、非常に自分の評価と違うというというところが、ああいった部分ではきちんと出

てまいります。

それで、そういうようなところも含めて、非常にこの取り組みというのは職員にも勉

強になる部分だと考えておりますので、今おっしゃられたことを含めて、施設のほうと

も相談をよくして進めていくようにしたいと思います。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 時間をとって申しわけありません。もう１点あります。

その第三者評価のすぐ下に、補助金の話が出ている。社会福祉協議会（老人福祉施設）

補助金として、1,166万2,000円というのが出ているのですが、これは議員協議会で資料

が配られて簡単な説明を受けたのですが、いわゆるそこの指定管理者としての経営をやっ

ているのだけれども、それが大変なので1,000万円ちょっと、これを補助してくれという

ことだと受け取られるような話だと。

まあ何でそれだけ大変なのかという話になったときに、ちょうどこの指定管理移行期

に発見されたというか表に出たのだけれども、払うべき人件費を払っていなかったと、

厚岸町が。ということが出たわけです。その社会福祉協議会に年にこれだけかかるとい

う算定の基準はもちろんその前に渡してありますから、受け取った社会福祉協議会とし

ては人件費が思ったより、１割か２割か知りませんがかかることになってしまった。そ

れで経営が大変なのだというお話でしたが、大体そういうようなことでよろしいのです
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か。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 大枠としてはそういうような状況でございます。

ただ、実際にその社会福祉協議会のほうとしては、その26年から指定管理を受けて始

めて進めておりますけれども、その申請の段階ではそういった部分については考慮され

ていなかったものが、26年に指定管理と同時にそのものが出てきて、町が支払いした分

については、町が実施をしていた24年、25年分ということでございますので、26年以降

については、その勤務形態などを実際に適切な対応をとって、そのかかる人件費の部分

についての縮減は社協としても実際にやっておりますけれども、その中でも実際１年間

に町が払った分、２年間で4,700万円、１年間にすると2,300万円以上の金額になります

けれども、それを適正な勤務形態を整理をしてやった上でも、社協としては１年間に1,200

万円程度の費用の負担が増えてしまったというようなところから、厳しい状況が続いて

いるということで今回の要望になったという状況でございます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 今の担当課のお話を聞くと、非常に理路整然としていてなるほどなと一応思

うわけです。

ところが、解せないのはその不足分というのは指定管理業務を受けたときからそうだっ

たのではないでしょうか。それが29年度からですね、これは。になってから初めてこう

いうものが出てくるというところについての説明は今ないのですよ。

それで、そのいわゆるタイムスケジュールと言うのかな。時間の経過というものを入

れて説明をしないと、今の話は理解できたことのならないのではないかと思うので、そ

のあたりを説明していただきたい。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 平成26年から、社会福祉協議会で給与の未払いの部分に関

連して、その増えた人件費というのを算出しておりますけれども、これが平成26年度は

1,246万、端数はちょっと切らせていただきますけれども、1,246万8,000円。それから27

年度は1,273万2,000円。28年度が1,237万8,000円という状況でございます。

これが社協として増えた分として、毎年その分を支払いをしてきたという状況でござ

います。

それを今回、平成29年度の分を算定をして、1,166万2,000円ということで算定をして

要望をしてきたものでございます。

そして、その26年から28年度の３カ年分、約3,700万円くらいになりますけれども、こ

の分につきましては、社協がその今までの経営の中で何とか吸収をしてやってきたとい

う状況でございます。
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それにあわせて、社協の趣旨としましては、平成26年度につきましては、26年、27年、28

年ということで移行補助金という補助金を社協のほうに補助しております。これにつき

ましては、今までの話の分とは全く別に、当初から町の職員の正職員が社協のほうに移

るというところでもって、その人件費分を補助するということで決めていたものでござ

います。これが、平成26年に2,000万円、それから27年に1,100万円、28年1,200万円とい

うことで、そういう移行補助金を３年間に限ってということで出してきております。

それらの経費も補助も合わせて、その社協のほうでは実際の収支でいきますと、26年

度については何とか1,200万円くらいの黒字ということで、その収益を出しておりますけ

れども、平成27年度につきましては280万円のマイナスという状況でございまして、その

補助も受けながら厳しい経営状況が続いているというところでございます。28年度につ

いてはまだ出ておりませんので算定をしておりませんけれども、そういうような状況の

中で社協としてはやはり、当初26年に移ったときに４月５月６月、３カ月分の収入がな

いというようなところがずっと引きずっている状況でございまして、その４月に働いた

分というのは６月末にならないと入ってこないというようなことで１カ月2,000万円ずつ

くらいの収入が後ろのほうにならないと出てこないというようなところから、そういう

運転資金に非常に急遽苦慮しているような状況がございまして、今回、このどうしても

今まで３年間分は未払いに関係した給与の分というのは、その中で何とかやりくりをし

てきたのだけれども、来年以降については非常に厳しい状況があるのでということでの

要請という状況でございます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 余りしつこくやりたくないのですけれども、今の話を聞いていると、甲乙丙

丁ＡＢＣ、皆ごっちゃになって話をしている。

まず、その一番最後に今担当課長がおっしゃった実際にやったものが２カ月あとにな

らないと入ってこないと、それで約何千万円だったかな。それは移行のときに、そこの

ところは議会で議論になっていますよ。そのときは、その分は町が面倒を見ますと言っ

ていたのです。それが、いざふたをあけてみたら、社協の持っている福祉基金とかいう

積立金でそれを賄うからいいのですということになった。そのときは議場でびっくりし

た声が出ましたよ。だから、そんなことは最初からわかっていることだ。

その次に、今度は移行補助金ですね。これについては、町職員だった方が、広い意味

でですけれどもね、それが社協になることになっていろいろな差額が出るわけでしょう。

そこのところは手当しなくてはならないだろう、少なくとも３年間はがたんと減ったり

するようなことがないように、ボーナスだとかいろいろなものがあるでしょうから、そ

このところで移行補助金というものを支出して、その穴埋め、いわゆる町が面倒を見ま

すと言ったのですよね。

議員協議会の説明資料を見ますと、移行資金が切れますと、28年で終了しますと。そ

うすると経営が大変になるので補助してくださいという話になっていますと読める説明

なのです。そうすれば、そういうものに使うだけの余力のある金があるということは、

移行補助金というのは本来の意味を超えた額だったのかと。だって移行することによっ
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て、職員の方のいろいろな給与やそういうものを手当しなくてはならないから、その分

は厚岸町が出しましょうと言っていたわけでしょう。それがほかの目的に使えるのだっ

たら、これは移行補助金というものは本来の使い方をされていなかったと、こういうふ

うに受け取れるのですよ

この２点いかがでしょう。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 申しわけありません。

その補助金の部分につきましては、補助金の色がないものですから収入報酬、それと

町からの補助金ということでプラスをさせていただいた上で、その人件費についてちょっ

と差し引きをさせていただいたというところでございますので、そういう意味合いで考

えているものではございませんのでご理解いただきたいと思います。

それから、当初の収入がなかったという部分での話につきましても、実際に介護報酬

が当初、計画をしたときから見ると稼働率が悪かったという部分もありますし、デイサ

ービスの部分では介護報酬が下がったというような部分もございまして、介護報酬トー

タルとしての数字の中からの差し引きをさせていただいた上で、そういう収支を出すと

赤になっている部分があるという話でございますので、それについては基本的には収支

で、今現在の収支を見させていただいた上で結果としてそういうような状況になってい

るというようなことでお話をさせていただいておりますので、ご了解をいただきたいと

思います。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 話にいろいろなオーバーだとか外套を着ているのですよね。

まず、職員移行補助金というのは必要経費なわけでしょう。だから、必要経費分が出

ているのだから、必要経費に使われたらプラスマイナスゼロなのですよ。だから、それ

によって赤になったり青になったり黒になったりするものではないということですね。

それから、そのお金が入ってくるのにタイムラグがあると、２カ月ね。それについて

は、そういう基金で手当しましたということをはっきり言っているのだから、これだっ

て２カ月たてばちゃんと入るわけで、最初の空白が埋まればそれでいけるわけですよね。

そうすると、これもここで言う今、どうしても必要なのですという話とは別のものだと。

それはお金に色はついていないから全部プールすれば、桶いっぱいになるかどうかは決

まるでしょうけれども、その性質を見ていくというとこれらは違うのですよ。

そうすると結局、経営状況が悪くなったというだけではないですか。それならそうい

うふうに言ったらどうですか。

何かいろいろな話を出してきて、何となくああそうなのかと思わされるような説明と

いうのは決して褒めたものではないですよ。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。
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●保健福祉課長（阿部課長） 実際には、おっしゃられるように今まで３年間は何とか経

営努力の中で頑張ってきたけれども、この４年以降、やはり厳しくということでの要望

でございますので、実際に端的におっしゃられたとおりの内容になります。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 その上で申し上げるのですけれども、ここから始めて本論です。

厚岸町は移行したときに、社協を指定管理者としたときの基礎算定が間違っていたわ

けでしょう、人件費の。払うべきものを払っていない状態で人件費計算をしていたわけ

ですね。その資料を相手方に渡しているわけです。

そしたら、いやいやそこの部分は労働委員会か何かから指摘されて、そして是正した

わけでしょう。是正するのにお金がかかりますよね。年に幾らだったか、ちょっと今あ

れなのですけれども、結構な額かかりますよね。受け取ったほうは100万円で済むと、人

件費は100万円で済むよというから100万円で予算をたてたのだが、実は150万円だったの

だと言われたら、これは50万円完全に差額ですよね。そのときに、その分、やはり経費

として、ちょうど移行のときにこう差額が出たのと同じような考えで、経営努力をして

うまくいっていようといまいと、町としてはその分見なければならなかったのではない

ですか。それがどうも話を聞いていると、移行資金を３年間出してあるからそれでうま

くやってくださいと、そういうふうに考えていたように邪推されるのですよね。

基礎算定が違っていたなら、それは是正しなければならないでしょう。その点は何を

やっていたのですか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 社会福祉協議会のほうから、その指定管理者指定申請書と

いうのを受理したのが26年１月15日でございます。

そのときに、当然その人件費などの計算もした上で、その収支を考えてやれるという

ことでの申請だったと思います。

その未払いの分の話は、その26年の４月以降、５月になってそういったお話が出てき

たということで、その申請をいただいたときには当然、加味されていなかったという状

況で、３月の末に協定を結んだというところでは、実際その分というのはその中には入っ

ていないということでございます。

それがわかったあと、９月の議会で4,700万円の予算をそこで議決をいただいて、支払

いになっていきますけれども、その前段社協のほうとそういう内容について協議はさせ

ていただいた中で、何とか社協のほうもその協議をした上ではその中で何とかやってい

ただけるものということで、その段階で補助という話にはならなかったというような状

況でございます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。
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●室﨑委員 どうもそのあたりがはっきりしないのですね。

そうすると4,700万円というのが、言わば未払い差額なのですね。その4,700万円につ

いては、社協はそんなものはいいからと、ちゃんとやっていけるからと言ったのですか。

今の話を聞いているとそういうふうに聞こえますよ。

そのあたり、きちんと双方でもって打ち合わせをしているのですかということなので

す。そこはどうなっているのですか。

●委員長（大野委員） 休憩いたします。

午後02時30分休憩

午後02時39分再開

●委員長（大野委員） 再開します。

保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 時間を取らせてしまって大変申しわけございません。

その未払いの分を補正予算をいただいて支払いしたのは、それぞれの職員に対して支

払いをしております。

そういう関係から、それに当たっての社会福祉協議会のほうとの具体的な協議という

のは、社協に対して支払いをするというようなものでもないものですから、直接協議を

したということはなかったということでございます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 移行資金というのはまず掴みではないわけでしょう。だから、こんなところ

に移行資金のせいにするというのはおかしいです。

それから、そういう必要な経費というものが抜けていて経営を圧迫するということが

わかれば、それを手当することはやらなければならないですよね。委託した側の責任と

して。それが抜けている。そういうことではないですか。

また、今度社協の立場のほうから見れば、契約でどれだけかかるかということの調査

をするときに、それがわからなかったのかという論理もあると思います。それから、わ

かったときに、なぜすぐ町との折衝に入らなかったのかという問題もあるでしょう。今、

社協の問題については、それは今ここで私は言いません。そういう考えも当然出てくる

と思います。

ただ、こういうやり方をしますと、社協さんは非常に迷惑をしているのですね。それ

は、今町の中でどんな噂が出ていると思います。社協がいよいよ経営が大変になって町

に泣きついたそうだ。その大きな要因の一つは、幹部の高額な給料にあるそうだ。こう

いう噂が町の中を走って歩いているのですよ。とんでもない誤解ですよね。でも、そう
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いうことを言われてしまうのですよ。これはやはり、厚岸町のほうがきちんと手を打た

なかったことも一因になると言われても仕方がないですよね。

そういう点でどうお考えですか。

●委員長（大野委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 仮にそういう噂があるとしたら、私のほうに届いていないもの

ですから、ちょっと誤解があるのかなと思います。

今まで、担当課長がご説明させていただきましたけれども、指定管理者に指定をさせ

ていただく段階で、町から出させていただいた給与費にかかわる数字、これに実際の支

払わなければならない数字との乖離があったと。その乖離はどこにあったのかと言いま

すと、当時問題になりました夜間勤務手当でありますとか休日の代替の手当であります

とか、本来支払わなければならなかったものを出していなかったと、それが２年間分、

約4,700万円と記憶しておりますけれども、そういうものがあったと。それが、ご質問者

が言われているとおり、その払わなければならないものの給与の支払いは、指定管理者

に担っていただいた平成26年から実は発生をしているだろうというご指摘は全くそのと

おりであります。

今回、社会福祉協議会と今までじゃあ1,200万円何某という当初予想されていなかった

給与費の増額部分をどうされてきたのですかというお話をさせていただきました。これ

は担当者がお聞きしたという話でありますけれども、あの当時収支の計画書も出させて

いただいて、一定の条件を満たせば数百万円ないし数千万円の黒になっていくだろうと

いう計算をお示しをさせていただいて、議会の同意もいただいたわけでありますけれど

も、そういう経営努力の中でやりくりができたというお話でございました。

新年度は、どうもそうやって頑張ってきたけれども、夜間勤務手当、深夜割増、それ

から時間外の勤務、それから休日の振替の部分、それらを全部合わせますと1,180数万円、

これがどうしても町から補助をいただかなければやりくりができないというお話があっ

たものですから、平成29年度の予算で措置をさせていただいたという内容でございます

のでご理解をいただきたいと思います。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 わかりました。理解できました。

それで、町の中に流れている幹部の給料云々の話はちょっとこっちへ置いて、経営努

力を一生懸命やるということが下手をすると現場の人たちの給与を絞り上げるというこ

とにつながる場合もあるわけですね。特に、この仕事の業界と言うのかな、そういうと

ころは給与が低い、仕事がきつい、それでなかなかいつかないということが言われてお

りますだけに、そのあたりはやはり町としても十分意を払っていただきたいと。

これは、この補助がどうのこうのという問題とはまた別の要素ですけれども、よろし

くお願いしたいと思います。
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●委員長（大野委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 委員おっしゃるとおり、介護に携わる職員、相当ハードな作業

をしていただいているということであります。

そういう方たちに対する給与の保障。それから、休暇代替に伴う職員の増強。これら

も含めて、相手方にきちんとした対応をしていただくように町のほうからもお願いをし

てまいりたいとそのように考えます。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 私もこの老人福祉施設施設補助金1,166万2,000円で質問をさせていただきます。

資料のほうはありがとうございました。いろいろと見させていただいたのですけれども、

先ほど６番委員がいろいろと質問をされて、大体の経緯、経過というものはわかったの

ですけれども、26年１定のときに、要するに今まで心和園、そしてデイサービスセンタ

ーの管理費6,000万円かかっていたのだと。それがゼロ円で指定管理ができるのだよ、だ

から、そういう財政的なメリットもあるから指定管理をするのだ。大見えを切って言わ

れました。

それが、実際には、実際契約期間はあと今年29年と30年、２年ですから、じゃことし1,166

万2,000円。そしてまた来年も大体変わらなければこのくらいの金額を請求されるのだと

したら、2,300万円かかるのだということですよね。前提条件がまるっきり違うのですよ。

ゼロ円でやってもらえるのだよと言ったものが2,300万円、もし次、更新というものが同

じところでやって、やはり同じ金額が必要だと言われて出さなければならないといった

ときには、つまり6,000万円のものが1,200万円相当くらいは毎年かかるのだよと。まるっ

きり本当に町民に対して説明していたものが変わる。ただ、その理由としてはわかりま

した。この24年、25年の未払い分というものがあるといった中では。

ただ、それにしてもあのときあれだけ大見えを切って、議会の中でも喧々諤々といろ

いろと反対意見等も出た中で、採決した中で結果的に可決になってといった前提条件が

大きく変わってしまう。これはやはり再度、町民に対してきちんとした説明というもの

をしていただかなければならないと私は思うのです。

そういった中で、29年度の1,166万2,000円なのですけれども、先ほど６番委員が質問

されて、大体その中身としては了承したのですけれども、ただ、当然厚岸町が26年の移

行前の算定基礎資料というものを出しましたよと。そして受託者側が当然、それを算定

基礎資料をもらって、自分たちで経営判断をしますよね。といったときに、じゃどんな

経営判断、計算をしたのだということになりますよね。

そんな労務管理、賃金管理もできないようなところなのかと思われます。そんなとこ

ろにこれだけの重要な施設を委託しておくことが大丈夫なのかという大きな不安にはな

ります。

そうは言っても、今現在も受けているわけなのですから、それを今すぐどうのこうの

とはならないと思うので、また２年後のときには管理委託者の選定といった中では、や

はりそこは大きな問題にはなるのではないかなと私は思います。
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要はこの1,166万2,000円、厚岸町からの基礎算定数値が間違っていたために、今まで26

年、27年、28年は本来はもらわなければならない向こう側が請求はしなかったのですけ

れども、今回払うのだよと。でも、請求額に対して、これは100％なのですよね。でも厚

岸町だけが、それじゃ全部悪いのかと。基礎算定数値を出した、間違いを出した厚岸町

が全部悪いから、向こう側からの請求を100％全部出すのだよというような今回の予算要

求ですけれども、私はそれはちょっと違うと思うのです。

当然、受託者側もきちんと計算というものをした中で、またもう既に３年たっている

わけですから、26年の実績の中で何でこんなに当初の想定よりも下がってしまったのだ

ろうという、当然検証は受託者側もできたはずなのですよ。そういうものをしない、請

求もしない中で、いきなりこういう金額を、まともに見える数字を出してきて、それを100

％出すのだよと、100％厚岸町が悪いと認めているのですよね。

そういうものでしょうか。私は違うと思うのですよ。受託者にも当然責任はあるわけ

ですから。少なくとも委託側と受託者側での責任を考えたときにはフィフティフィフテ

ィなりというものをやはり持った中でやっていかなければ、まるっきりこれだと相手方

には瑕疵というものがなく、厚岸町だけが瑕疵があるように見えるのですけれども、こ

の点について、全て厚岸町が悪いのだということでの今回の予算要求なのでしょうか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 社協からいただいている数字は、当初示した分からはみ出

る部分ということでございますので、100％の部分を今回、出していただいた、要望があっ

た100％の部分を町として計上をさせていただきました。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 そうすると厚岸町側は、全て厚岸町が悪いのだよと。来年もその計算の中で、

例えばそれが1,100万円ではなくて2,000万円になろうとも厚岸町が全額払うのだよと。

残り２年間は、やはり厚岸町が全額悪い、瑕疵があるのだということを認めると。そう

いうことでよろしいのでしょうか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 実際に社協は、26年度に1,240万円、それから27年度に1,270

万円、それから28年度に1,230万円ということで、平成28年度までの３年間で3,750万円

強の負担を実際にしております。

そういう中で、今回、29年度についてはということでのお話でございますので、それ

については100％補助させていただこうということで判断をしたものでございます。

●委員長（大野委員） 副町長。
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●副町長（大沼副町長） 補足をさせていただきたいと思います。

可否があるとかないとかいうことで、この予算を上程させていただいているわけでは

ありません。

先ほども６番委員に説明をさせていただいたとおり、当初お示しをした給与費の中に

盛り込まれていなかった部分、この部分については、当初の計算から漏れていたわけで

ありますから、これがこの部分について町から補助するのは適当であるということで判

断をさせていただきました。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 私はやはり受託者側にも責任というものを求めたいと思うのですよね。100％厚

岸町が、確かに３年間は申告をしなくて、事業者側が被ったような形にはなっています

けれども、それもそれなのですよ。それも事業者側の責任なのです。

ですから、事業者側がそれじゃ過去にさかのぼって請求できるかと言えば、やはりそ

れは年度協定などもありますから、それもやはり難しいと思うので、それもやはりでき

ないのだろうなと思うのですけれども、でもやはり相手方にも幾らかの負担というもの

は発生するはずなのですよ。100対ゼロなんてあり得ないですよ。というふうに思います。

今回のこの1,166万2,000円というのが、管理基準外補助金ということでなっておりま

すよね。社協、受託者側と厚岸町と心和園とデイサービスとの基本協定、並びに仕様書、

年度協定などを見ても、確かに契約の変更に係る部分というものをどうするのだという

ものが、最後のほうの疑義のある場合というものでしか載ってきていないような協定な

のであれなのですけれども、でも少なくともその疑義においても、38条であれば甲及び

乙は管理業務の前提条件の変更等の特別な事情がある場合に限り、協議の上、この協定

を変更することができるというものであるのです。

今回は、これに当てはまると思うのですよ。そうですよね。特別な事情ということで。

であれば、協定の結び直しなり、そういうものをきちんとしないとだめなのではないで

すか。

管理基準外の補助金を出すのだ。それだけでこの５年間結んだ協定を超えてしまって

もいいのかと思うのです。はっきり言って補助金と言いますけれども、要は指定管理料、

不足している指定管理料を払うということですから、この協定においてやはり重大な変

更が生じていると私だと理解しますので、やはりこの協定の変更なりをきちんとしなけ

ればならないと思うのですけれども、この点についてはいかがでしょう。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） この協定につきましては５年間の協定ということで、今おっ

しゃられた第38条のところでもって、その管理業務の前提条件の変更等の特別な事情が

ある場合に限り、協議の上、この協定を変更することができるということで、これに基

づきまして、協定の一部変更をさせていただきたいと考えております。今回、予算の議

決をいただきましたら、社会福祉協議会のほうとこの基本協定の一部変更の協定を結ば
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せていただいた上で、年度協定というのもございますので、その年度協定に補助金の金

額を明示をしまして、協定を結ぶ手続をしていきたいと考えております。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 その場合、例えばこの予算協議、審議の中で、案なりというのは示すべきだっ

たのではないでしょうか。

先ほどの一般議案のほうで指定管理のやつがありましたけれども、協定の案というも

のがちゃんとつけられておりました。中身がちょっとというような話はあったようです

けれども。

一部変更をするのだというのであれば、きちんとどういうもので一部変更をするのか

を示してほしいのですけれども、それは今すぐ出せるのでしょうか。

●委員長（大野委員） ちょっと休憩します。

午後03時02分休憩

午後03時35分再開

●委員長（大野委員） 再開します。

保健福祉課から資料が来ておりますので、それを配ります。

それでは、３番堀委員の答弁から進めてまいりたいと思います。

保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） お手元に２枚、提出をさせていただきました。大変申しわ

けございませんが、急遽だったものですから抜けている部分もございますし、１枚目の

一部変更協定書でもって、変更事項につきましては第24条の次に、次の２条を加えると

しておりますけれども、申しわけございません、次の１条を加えるということで変更を

お願いします。

それで、第24条の２につきましては、老人福祉施設補助金の交付ということで、甲は

乙に対して平成24年度に限り老人福祉施設補助金を交付するものとし、老人福祉施設補

助金の金額、交付方法及び交付期日等については年度協定で定めるものとするとしてお

ります。

24条の３につきましては、削除をお願いします。

それで、変更年度につきましては29年４月１日ということで、基本協定についてはこ

のように一部変更をさせていただきたいと今、考えております。

２枚目につきましては、年度協定書の案でございます。これにつきましては、第１条

で平成29年４月１日から30年３月31日までとするということで１年間の期間としており

まして、第４条でもって老人福祉施設補助金としまして1,166万2,000円を交付するとい

うことで年度協定を結ばせていただきたいと考えているところでございます。
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●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 一緒に資料を出していただきましてありがとうございます。

ただ、24条自体は老人福祉施設職員移行補助金の精算という項目なのですよね。ここ

にこれを入れて適当なのかと思います。

また、きちんと協定が変更になるのであれば、議員協議会のときに示されました管理

基準外というものの補助金だというものではないのだと。きちんと管理協定を結んだ中

での補助金ですよということの表現になるのかなと思います。

ただ、補助金ではなくてやはりこれは委託金なのだろうなと。きちんと管理協定の中

でやった場合。そこら辺の整理というものは必要ではないのかなと思います。

あと、２項の中に29年度に限りとなっているのですけれども、それでは30年度のとき

にはまた30年度での当初での一部変更というものをかけるのか、それとも今回のこの

1,166万2,000円というものが最後で、もう来年度以降は発生しないのだということで捉

えておいていいのか、そこら辺説明をお願いします。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 今回、社会福祉協議会から要望を受けておりますのは29年

度分ということで要望を受けております。30年に係るものについては、改めて30年度に

社協のほうからの要望も踏まえて協議をさせていただきたいと考えておりますので、今

回の変更につきましては、29年度に限るとさせていただきたいと思っております。

それから、今前段おっしゃいました条文の関係につきましては、もうちょっと精査を

させていただきたいと思います。この24条のとしておりますけれども、ちょっとここが、24

条でいいですか。

すみません。

●委員長（大野委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 条の枝番を振っているという手法につきましては、別の条だと、

別の条。そういうふうに解釈をしていただきたいと思います。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 それは理解できますけれども、ただここで条の説明のところでその老人福祉施

設職員移行補助金の精算という前振りがあるわけですから、その中でどうなのかなとい

う。それであればきちんとそのようにやったほうがいいのではないかということです。

いずれにいたしましても、心配するのは、この５年間はしょうがないにしても、来年

度が終わって再来年度の５年間、契約が切れて新たな指定管理者を選定しなければなら

ないといったときに、受託者側としての技量、また経営としての妥当性というものが大
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丈夫なのと。

例えば、説明を受けると、今回例えば受託者側は26年、27年、28年と合わせて約3,600

万円くらいの穴を、受託者側の経理として穴をあけたような形にもなるような中で、そ

れらが何もなしでまかり通ってしまうようなところに、果たして委託することが適当な

のかというような非常に心配を覚えます。まだ２年後の選定ですから、実際には選定委

員会なども開かれて、しっかりと審査をされるのでしょうけれども、厳しい目で見なけ

ればならないというふうに思いますので、その点を踏まえた中で、町のほうからも受託

者のほうに指導をしていただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。

●委員長（大野委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） まず前段のほうですけれども、再三になりますが枝番を振られ

ている24条の２、これは新たな条であると解釈をしていただきたいと思います。法制執

務でもそのように解釈できると。したがって24条の2条については、見出しも振って改定

をするということでご理解をいただきたいと思います。

後段のほうにつきましては、相手方とも十分連絡を取りながら、対応を図ってまいり

たいとそのように考えます。

●委員長（大野委員） この目で、次に８番南谷委員。

●南谷委員 ３款１項４目老人福祉費ですよね。

ここで、127ページですか。中段に成年後見推進182万9,000円、ここでお尋ねをさせて

いただきます。

平成28年度、昨年は本年度になりますが権利擁護体制構築で計上をなさっておられま

した。これが、今回29年度では行政業務委託料となり、社協のほうに委託となるという

ことで、この社協のほうにこの業務は委託となる背景、それから実際に社協に業務委託

するわけですけれども、どのような業務内容なのかお尋ねをさせていただきます。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 成年後見推進ということで182万9,000円を計上させていた

だきました。これはおっしゃられたとおり、新規のものでございます。去年、権利擁護

体制構築ということで、この成年後見を推進するために、昨年この権利擁護体制構築と

いうところで体制の構築を進めていたものでございます。

成年後見制度につきましては、認知症であるとか知的障害の方、精神障害などによっ

て判断能力が十分でない方の権利を守る制度ということで、その守るために相談機関で

すとか、それから市民後見人という制度がございまして、町民の方から市民後見人とい

うことで、その後見業務を担える方を要請をするということが今、課題としてあります。

そういうのを実施をする機関として、社会福祉協議会で昨年、「あんしんサポートセン

ターあっけし」というのを11月に設立がされております。
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その中で、その相談業務ですとか、そういう市民後見人の養成をする講座などの実施

を町のほうから委託をして、社会福祉協議会のほうで実施をしていただくという内容で

今回、この委託料179万2,000円を計上させていただきまして、普通旅費につきましては、

研修等の含めて３万7,000円を計上させていただいているものでございます。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 そうしますと、新しい制度なのですから今までやってきていないわけですよ

ね。そういうような仕事としてはあみかのほうである程度進めてこられたのですけれど

も、その持ち分というのですか。社協にこの業務を委託するので、企画立案も全て社協

のほうで補うのでしょうか。あみかとの関係というのは、もうちょっとどのくらいまで

あみかのほうで主体性を持ってやって、どこまでが社協で業務としてやっているのかと

いう部分がちょっと僕、かなり疎いものですから、もう少しわかりやすくお願いします。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 社会福祉協議会のほうでは、まず相談窓口を設置をしてい

ただいております。いろいろな相談を受ける体制をまず整えていただくということが第

一でございます。

うちのほうの地域包括支援センターでも当然、その高齢者含めた相談業務というのは

受け付けておりますので、そのそれぞれ相談などがあったものを共有をするようにして

おります。

そして、その上で成年後見の制度を使ったほうがいいという判断をする方が出てきた

場合には、今度その一緒になって会議を専門家も交えて開きまして、その成年後見に結

びつけたほうがいいのかどうなのか、結びつけていくためにどういうふうにしたらいい

のかというようなことを連携して進めていくということになりますので、相談窓口的に

は社協には当然、第一次的にあんしんサポートセンターというところで受けるようには

しておりますけれども、町のほうの支援センターについても当然、連携をしてやってい

くことになります。

その上で、成年後見の部分では町長申し立ての案件も出てまいりますので、それは今

度、地域包括支援センターが実際にそういう手続を取っていくということになりますし、

社協のほうは独自に法人後見というのも実施をする方向でおりますので、そういった法

人後見という取り組みに結びつけるということも出てまいります。

それと、市民後見人の養成ということで、３年前に１度やっておりますけれども、平

成29年度に新たにその養成研修をやっていくということで、その業務の委託もこの中に

入れております。

そういう業務の委託の内容でございます。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。
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●南谷委員 次にまいります。129ページでございます。

これの社会福祉協議会補助金1,166万2,000円、ここでお尋ねをさせていただきます。

先ほど来、６番、３番委員が質疑をなさって聞かせていただきました。何点かわから

ない点がありますので、改めて聞かせていただきます。なるべく委員長は復唱しないよ

うにやるつもりですが、３番目なものですから勘弁してください。

経緯、経過につきましては、おおむね先に説明がありましたので大体理解をさせてい

ただいたのですけれども、初めにまず僕も気になった３番委員が言っていましたこの協

定書の関係で今回、1,100万円計上になってどう処理されるのかというのは非常に僕も気

になりました。ですから、全く３番委員が言うのと、それで確認をしたいのですけれど

も、始め課長のところにこの関係で聞きに行ったら、38条で協定書は変えないで単年度

でというお話でありました。ですけど、先ほどの説明では、この24条に追加するという

のですけれども、先ほども聞いていたのですけれども、24条のところに別建てで条とし

て突っ込むよと。もう一度加えるよということですけれども、３番委員も言っていたの

ですけれども、頭に冠に、老人福祉施設職員移行補助金の精算とがんとうたっているの

ですよね。そこのところが何となく引っかかったのです。

そうすると、あとでお尋ねするのですけれども、職員の補助金ではないのですよね。

ですから、見出しもはっきりつけるとかつけないとか聞き取れなかったので、まずこの

確認をさせていただきたい。

●委員長（大野委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 新たな条を加える手法として、これは法制執務上の手法であり

ますが、条の途中に新たな条を加える場合には、条の枝番をつけるか、中に持ってくる

場合はそれ以降の後ろの条を１条ずつ繰り下げて改正するという二つの方法があります。

今回は、新たな条として24条の２という条を加えるという手法を取らせてもらいたい

ということで、先ほど基本協定書の変更ということで、その基本協定書の条立ての中に

枝番を付した新たな条を加えると。そして、その条には新たな見出しも付しているとい

うことですから、24条に付随した条ではない、別の独立した一つの条であるという解釈

をお願いしたいと思います。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 その関係については理解できました。新たにということで、手法上で、僕の

勉強不足で再質問になったような関係で申しわけありません。

僕も、やはりきちんと協定書に明示すべきだと思うのですよ。年度の協定書だけで、

基本協定書をちょさないのではなくて。僕もそのようにすべきだと思います。

次にまいります。

経緯につきましては、ある程度理解をさせていただいたのですけれども、先ほど一番

最初に６番委員が言っていました平成26年度に指定管理を実施されました。その原因等

についても、金額等についても散々質疑をした中でございますが、私も何としても頭が
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整理できない部分があります。

町として、管理委託する条件が違っていたと、この責任はあるのではないかなと。こ

れに対して最終的には、町はこのように補塡をするというふうに、責任を感じてこうなっ

たということで理解をすればいいのかどうなのか。

それからもう一方、指定管理を受ける側。これにつきましても３番委員が言っていま

した。私も同感でございます。指定管理を受ける側も企業として企業展開の中で、普通

一般の企業というのは、受けたらこれは人件費です。ですから、企業展開の中である程

度クリアをしていかなければならない責任はあるのではないのかなと、私はそう思うの

です。条件が違っていたよと言われても、そうかそうかと町民は納得するでしょうか。

そういう意味では、もう少しこの両者に対する考え方、ずっと聞かせていただいてい

たのですけれども、今一つ私の理事者の答弁ではすっきりしません。もうちょっと明快

にこの２点について答弁を求めます。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 先ほど副町長からも、その責任、瑕疵があったというよう

なことでの判断ではないということで、当初の計画の中に入っていないものと、計算上

のものに入っていなかったものということで、その分については、今回社会福祉協議会

との協議の中でそういう要望を受けて、補助金として計上をさせていただいたというこ

とでございますので、ちょっとそれ以上の答弁にはならないのかなと思います。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 僕は法律的な問題は詳しくないのでよくわからないのですけれども、管理協

定を結んでいる中で、厳密にそういう部分でどうなのかなという疑念はあります。

ただ、先ほどから議論している中で、最終的には町も管理責任があるからということ

で、指定管理を任せているこういう関係上、やむを得ずそこに心和園の皆さんの勤務状

態や、利用されている皆さんや、働く皆さんのこれらを守っていかなければならない責

任があるという観点からそうせざるを得ないのかなと私なりには理解をさせてもらった

のですけれども、実際に法的にどうなのだろうと。この辺については、全く何もないの

ですか。

●委員長（大野委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 法的にというご質問でありますけれども、法的にどうするこう

するという問題ではなくて、先ほどから説明をさせていただいたとおり、指定管理者を

受けていただくその条件として、町側から提示した人件費の積算、それが当時4,700万円

にも及ぶ乖離があったということが原因であります。

そのことについては、職員皆さんのほうに給与という形であとになりましたけれども

措置をさせていただいたということで、一定の整理はついたのかなと思っております。
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何度も言いますけれども、26年度から指定管理を受けていただいて、今日までその乖

離のあった部分について、先ほど来、数字を示させていただきましたけれども、各年度

1,000万円に及ぶ当初の積算との乖離のある支出を社会福祉協議会のほうでしていただい

てきたということもあります。それは、社会福祉協議会自体の診療報酬の改定があって、

減額改定がありながらも、社会福祉協議会自体の経営努力でもってそういう努力をいた

だいたということも評価をさせていただいて、平成29年度については1,166万円の予算措

置をさせていただいているということでご理解をいただきたいと思います。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 平成28年第２回６月の定例会でございます。私は一般質問をしてございます。

このときに、心和園の老人ホームとデイサービスの関係の稼働率表をいただきました。

これでございます。決して平成23年、24年、25年、この３カ年の実績より落ちています

よ。努力されたと言っているけれども、結果落ちていますよ。数字はうそを言いません

よ。違いますか。

私は先ほど３番委員が質問をなさっておりました29年度以降どうするのだと。やはり

企業としての努力、1,100万円、こういう計上をなさっているけれども、こういうものも

やはり受ける側としての努力というものも必要ではないのかなと。だから５年間このと

おりいきますよということにはならないと思うのです。

やはり、きちんと稼働率なり社協としての努力、こういうものもしっかり管理させる

側として指導も調整も必要だと思うのですよ。その上で、29年度はこれはこれでやむな

しとしても、30年度以降についてもやはり、これは29年度の推移をしっかり私は見守ら

なければならないのではないかと、かように思いますがいかがですか。

●委員長（大野委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 心和園の稼働率につきましては、その議会でどういう状況であっ

たのかということを説明させていただいております。入園されている方が病院等に入院

されて、その間すぐに埋めてしまうということは帰る場所をなくしてしまうわけですか

ら、すぐに埋めてしまうわけにもいかないということもあって、そういう稼働率になっ

てしまったということであります。

そういう理由等もあるにせよ、引き続き今、８番委員がおっしゃるように経営努力と

いうものをしっかりしていただくということと同時に、その職員の待遇、これについて

も先ほど来、ご指摘ご審議をいただきましたけれども、その辺もあわせてきちんと対応

をしていただくように相手方にお話をさせていただきたいとそのように考えます。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 ６番委員も非常に懸念をされておりました。このような、私は企業努力せよ

ということは、人件費を下げろとかそういうことを決して言っているわけではないので
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す。やはり、国の介護報酬が下がってきた、こういう実態もあります。ですけれども、

働く人、それから利用される人、それぞれ心和園やデイサービスを利用することでよかっ

たなと、感謝される施設でなければならないと思うのです。

ですけれども、経営努力というのは、働いている人が一生懸命汗を流しているだけで

はだめなのですよね。そういう意味では、運営というのはやはり、ある程度は、100％で

はないでしょうけれども任せていますよ。あみかのほうとしてもやはり、ともに頭を悩

ませながら経営体質というものは改善できるものは指導していくなり、今までやってき

たわけですから、このノウハウはあると思うのです。

それともう１点、私なりに調べさせていただいたのですけれども、平成23年、24年、25

年、この一般会計からの心和園の繰り入れでございます。大体6,000万円から7,000万円

つっ込んでいますよ。この単年度で。26年以降、社協に委託管理しました。この後、繰

り入れがなくなりましたね、町としては。26年度以降。繰り入れがなくなっているので

すけれども、町として社協のほうに維持管理費なり何らかの支出というのはあるのでしょ

うか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 社協に対して、その心和園のほうに係る費用につきまして

は、今まで３年間の移行補助金というのが補助金として出しております。

それ以外には、ベッドの入れ替えですとか、施設の改修関係、そういう部分のみの支

出でございます。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 今まで心和園の運営に関して、デイサービスも含めた総体収支の中で、一般

財源からつっ込んでいますよ。この多くは、私なりに試算をさせてもらったのですけれ

ども、その多くは人件費だったと思うのです。実態として。いかがですか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 管理費と言いますか、施設の維持のための費用ですとか、

それから入所されている方に係る費用というのはそんなに変更、変動はないものと思い

ます。町でやっていたときと、指定管理になった以降で、そんな大きな変動はない状況

ですので、多くは人件費と考えられます。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 何を言わんとしているのかわかると思うのです。

私は、少なくとも心和園の運営については、問題が起きないように頑張ってほしい。

働いている人にも、やはり気持ちよく働いていただかなければならないと思うのです。
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ですから、しっかりそういう問題も３番委員も６番委員も言っていました。やはり問

題が惹起したら、当然今回、今まで努力されたのでしょうけれども、ここで計上してき

た。これらについて、やはり単年度、単年度で収支を見ているわけでございますから、

もうちょっと早くてもよかったのかなと、もうちょっと精査、議会とすれば挙がってこ

ないほうが平穏でいいのですけれども、問題が発生しているわけでございますから、お

互いに出す、出さないは別にしても、厚生文教常任委員会等でもありますから、この辺

に声をかけるとか、やはり議会にも声がけをしていただきたかったなとかように思う次

第でございます。

介護の介はたすけるという字を書きます。ですけれども、今のままでは崩壊の壊です

よ、壊れるほうのかいごです。やはり少なくとも心和園を運営していくほうは、働く人、

それから利用される方々が快い、爽快の快のほうのかいごにしていただきたい、そのよ

うな運営をしていただきたいと思いますがいかがですか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） もう少し早くというお話につきましては、今回の社協から

の要望というのが、新年度予算に係る状況でのものということでございますので、今回

の条件になったということでご理解をいただきたいと思います。

施設の運営につきましては、社会福祉協議会のほうともそういった内容については伝

えながら、相談をしていきたいと思います。

●委員長（大野委員） 次に、12番、佐々木亮子委員。

●佐々木亮子委員 私は125ページの老人福祉電話貸与のところでお聞きをいたします。

この福祉電話、これは何台分の計上でしょうか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） ３台分の予算でございます。

●委員長（大野委員） 12番、佐々木亮子委員。

●佐々木亮子委員 ３台分ということで、これは待機されている方はいるのでしょうか。

いらっしゃったら人数と、その待機されている期間についてお伺いいたします。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） この電話につきましては、電話を保有していない世帯に対

してのものでございまして、今、３台の貸与ということで待機している方はいらっしゃ

いません。
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●委員長（大野委員） 12番、佐々木亮子委員。

●佐々木亮子委員 そうですか。

私がお聞きしたところでは待機者がいるとお聞きをしていたのですがいないというこ

とですので、これについてはいいですけれども、満度に多分３台使っているということ

だと思うのですけれども、例えば申し込みがありました、当然優先順位というものはあ

りますよね。全部ふさがっていると。でも、直ちにそういう福祉電話をつけなければな

らない、そういう緊急性があった場合というのはどういうふうにされているのでしょう

か。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 今、おっしゃられている部分については、緊急通報という

ことで、ボタンを押すと消防につながる電話のことでしょうか。

すみません。今、お答えしていた電話につきましては、電話持っていらっしゃらない

方に、町が電話を設置をして基本料を支払いをするというものでございまして、その方

については３台ということで待機はいらっしゃいません。

緊急通報装置のほうにつきましては、今75台設置をしております。75人の方に設置を

しておりまして、実は３人今、要望がありましてその３人の方については、設置をする

手続を進めているところでございます。

ただ、その３人の方については、協力員が必要になります。第１協力員、第２協力員

ということで、緊急時に何かあったときに、すぐに確認をしていただくというようなこ

とをしていただく協力員の方が必要なのですけれども、その方の確保が今、調整がまだ

ついていないようでございまして、今その調整を進めているという状況でございます。

●委員長（大野委員） 12番、佐々木亮子委員。

●佐々木亮子委員 待機されていると、そして緊急に本当に今すぐにこのシステムをつけ

ないと命にもかかわるような状態にあるのかなという方がいらっしゃいましたと。その

ときに、電話は全てふさがっていますよと。それは今つけられませんと言った場合に、

どういう対応を取っているのですかということをお聞きしたい。

つけられないから、それでそのまま順番が来るまで待っていてくださいということに

なるのでしょうか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 待機と言いますか、今その手続中ということで、すぐつけ

るのにも今言ったその協力員も必要ですし、それから実際につけるための電話会社のほ

うでの手続もありますので、そういう手続をしているというところでもって、全くその
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今は台数がなくて入れませんということではございませんので、今手続中ということで

ご理解をいただきたいと思います。

●委員長（大野委員） 12番、佐々木亮子委員。

●佐々木亮子委員 それでは手続が終了すれば、電話をつけられるということで理解をし

てよろしいのですね。

それで、皆さん緊急通報システムというのは、ほとんどの方が周知されているのです

ね。

●委員長（大野委員） 佐々木亮子委員、先ほどはちょっと関連があるので聞いていたの

ですけれども、それは目が違うと思うので。

すみません。よろしいです。

●佐々木亮子委員 周知しているのですけれども、何人かに聞かれたのが、固定電話をつ

けていない場合は通報システムは使えないのですね、つけられないのですね、というこ

とを聞かれました。固定電話がない方に対して福祉電話があるということだと私は理解

しているのですけれども、固定電話がなくてつけられないと、何もそういった手だてが

できないと思っている方へ福祉電話というのがありますよというような周知というのは

どうされているのでしょうか。

●保健福祉課長（阿部課長） 福祉電話というのは、固定電話なものですから、その固定

電話はちょっと当時電話を持てない方に設置をしていたものでございます。

今の緊急通報のものとは、それは設置をしてその費用を助成をしているということで

すので、緊急通報のものとはちょっと違います。緊急通報装置の分とその福祉電話とい

うのは全く別物ということで考えていただきたいと思います。

今、おっしゃられているのは例えば、固定電話を持っていなくて携帯電話だけを持っ

ていらっしゃる方がというようなことのお話。そのことについては、ちょっと具体的な

対応というのは今の段階ではできておりません。

●委員長（大野委員） 12番、佐々木亮子委員。

●佐々木亮子委員 対応ができていないということで、ただそういう福祉電話というのが

あるのだよということを知らない方がいらっしゃるというところで、固定電話がなくて

も何らかのそういった、何が何でも固定電話をつけないと緊急通報システム、それが理

想ですけれども、福祉電話というものがあるのですよということを、やはり固定電話の

ない方もこれから増えてくるのかもわかりませんから、周知をしていただきたいなと思

いますがいかがでしょうか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。
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●保健福祉課長（阿部課長） 福祉電話につきましては、当時電話加入権が必要で、そう

いう費用も結構高いものでしたので、その加入権を町が持って、その加入権でもって電

話を設置をして、基本料金を町が払っていた、要はそういう低所得の方で、その持てな

い方に対しての設置ということでしたものですから、今の携帯電話の代わりに緊急通報

装置とあわせてというようなところでの検討というのはちょっとしたことがございませ

んので、それについては少し検討してみたいと思います。

●委員長（大野委員） ほか、この目ございますか。

４番、石澤委員。

●石澤委員 123ページの介護予防・生活支援のところなのですけれども、ここに生活管理

指導員派遣委託料というのがあるのですが、これは生活予防ですからどういう町内の業

者なのでしょうか。それとも今までどこで対応していたものなのでしょうか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） この生活管理指導員派遣委託料につきましては、介護認定

を受けられている方については、介護保険の制度の中でホームヘルパーさんを派遣をお

願いをしてきてもらうということで実施をしておりますけれども、介護保険の認定に至っ

ていない方について、けがをしたり、認定までいかないのだけれども日常生活に支障が

あるというような方について、ホームヘルパーさんを派遣をする事業でございます。

社会福祉協議会のほうに委託をして実施をしておりましたけれども、平成29年度から

は他のホームヘルプをやっている事業者にもお願いをしてそういう派遣をしようとして

おります。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 これは、そしたら総合事業に移っていくための措置ですか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 今まで介護保険の方については、要支援の方と要介護認定

を受けられてホームヘルプの派遣を受けておりましたけれども、今おっしゃられたよう

に29年度からは、要支援の分については総合事業に移ります。要支援まで行かない方に

ついて、この生活支援事業でもって救う事業でございます。そういう介護認定まで行か

ない方、要支援まで行かない方に対して、まだ支障があるというような方については、

生活管理を指導するという名目でもって、そのホームヘルパーさんを派遣して支援をし

ているという内容のものでございます。
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●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 そうすると、ここに生活管理指導短期宿泊事業委託料など、幾らかあります

よね。こういうことを受ける際の対象者のニーズは何人くらいになるのですか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） この生活管理指導派遣、これはいわゆるホームヘルプ。そ

れから生活管理短期宿泊というのはいわゆるショートステイです。そして、下のほうに

あります生きがい活動というのがいわゆるデイサービスです。

介護保険が始まったときに、その介護認定を受けられない方たちが、認定が受けられ

ないために今までそういうものを使っていたのが使えなくなるという方が出てまいりま

すので、その方たちを救うためという部分と、実際にその介護認定が出ない方、出ない

のだけれども、予防のためにデイサービスに生きがい活動通所支援事業、生きがいの事

業でもってデイサービスに来ていただいて、介護予防につなげてもらう。あるいはその

ヘルパーさんに行ってもらうことによって、日常の生活を維持してもらうということで

やっている事業でございまして、人数的には生活管理指導員の派遣事業については５人

前後です。新たに入ったり、介護保険のほうに移られたりという方がいらっしゃいます

ので５人程度。それから、ショートステイにつきましては、最近は余り実績はございま

せんけれども、もしそういった方が出られた場合に対応できる対応を取っております。

それから、生きがいのほうにつきましては６人から10人くらいが利用をされていると

いう状況でございます。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 そうすると、この人たちの介護保険から外れますよね。ということは、料金

としては、負担は結構多いのですか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 料金も当時の介護保険ができた段階で、介護保険の１割負

担の部分を参考にして、１割分の料金を設定しておりますので、若干介護報酬の変動に

よってイコールではないかもしれないですけれども、ほぼ同じ１割相当でもって料金設

定をしております。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 これを決めるときと言うか、その対象者を選定、相談に乗るというのは、こ

こにある福祉相談実施委託料になっていますケアマネージャーも入ってこういう問題、

その辺の措置をするということになるのですか
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●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） この部分については介護保険から外れておりますので、う

ちの包括支援センターのほうで対応をいたします。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 何か不思議な、介護保険がどういう形になってくるかなと思うし、介護予防

ということですから、いつまでもお金が続くのかなという、予算措置がどうなるのかな

というのがちょっと不安ですけれどもわかりました。

それで次に、この下の欄で、老人保護措置費なのですけれども、これの内容はどうい

う形なのでしょうか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） この老人保護措置費といいますのは、特別養護老人ホーム

ですとかも、元々は措置制度の中で町が決定をして入所というような形になっておりま

したけれども、それが介護保険のほうに移行をしております。

ただ、介護保険の利用とかができない方がいらっしゃいます。それを、町がそういっ

た方については町が措置という形で養護老人ホームに入所をしていただいて、町がその

費用負担をしております。この分だけが高齢者の分では措置制度が残っておりまして、

その町が措置している方については、釧路の老人ホームに４人。それから、根室の養護

老人ホームに１人と。そして、今もう１人出てくる可能性がありますので、もう１人分

ということで６人分の費用を今回計上させていただいております。

●委員長（大野委員） ほか、この目ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ進みます。

128ページ、５目後期高齢者医療費。

（な し）

●委員長（大野委員） ６目国民年金費。

（な し）

●委員長（大野委員） ７目自治振興費。
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６番、室﨑委員。

●室﨑委員 スクールバスの話をちょっとお聞きしたいのですが、スクールバスそのもの

というよりは、スクールバスの副次的利用というところですが、スクールバスの動いて

いるところでは、それに空きがあればということでしょうけれども、町民利用というの

を行っていますよね。それで大変助かっている方もいるわけですよね。

ところが、このあと協議会も開かれて、そこでも議題にというかな、一つの検討要素

になっていくと思うのですが、スクールバスというのは学校に通うお子さんがいなけれ

ば動かないのですね。今まで１人、２人いたところの地域の子供さんが学校を卒業して

しまうと、スクールバスはなくなってしまう。既にそういうところで、いわゆる空白域

になってしまった地域もありますよね。そのあたりは押さえていますか。

●委員長（大野委員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 地域としては、近々委員がおっしゃられたような状態になる地

域が発生する予定でございます。

地域の中でも、子供のいなくなった場所については、そういう部分もあると聞いてお

ります。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 今はその地域がどこかということが主題ではないからいいのですけれども、

こういうところでは、スクールバスというのはやはり非常にいいのです。それが動いて

いるのは助かるのですけれども、やはり副次的な利用方法であって、主たるというか本

来のというか、そういうものではないですよね。

したがって、それによって今、子供さんがどんどん減っていますから、平成28年50人

とか何とかという話も聞こえてくるのだけれども、そういう中で学校に通っている子供

のいない地域というのが、やはりこれからはどんどん出てくる可能性があると思うので

す。

ですから、現在スクールバスで利用しているから、そこが空白域でないとは言えない

という問題はやはり出てくると思うのです。

そのあたりはやはり、今後の協議会の中での検討課題として捉えているのかどうか。

その点についてご説明いただきたい。

●委員長（大野委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 特に、僻地と言われる地域、今一部委託をしてスクールバス、

あるいは患者輸送バスなどを走らせております。

これは27年の実績なのですが、患者輸送バスにつきましては2,600人くらいのご利用が

ある。それから、スクールバスの一般利用は880、890くらいの方がご利用いただいてい
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ると担当のほうで押さえておりまして、今おっしゃるようなところで、結局そういう諸

事情でもって足の確保が困難になる。あるいは困難になることが予想されるというよう

な場所について、どういったあり方が適当なのかというようなことも、皆さんのご意見

を伺って対応を協議してまいりたい、そのように考えております。

●委員長（大野委員） ほか、この目ございませんか。

３番、堀委員。

●堀委員 地域公共交通対策でお伺いいたします。

地域公共交通活性化協議会、早々に立ち上げるということは一般質問の中でも答弁の

中であったと思うのですけれども、その中でメンバーというものが答弁の中でありまし

た。

ちょっと気になったのが、その運行事業者やお役人さんですね。町のほうも含んで、

北海道や国のほうも含んでのメンバーなのですけれども、気になったのがその地元の一

般のメンバーというものが、答弁の中では自治会と自治会連合会くらいしかいないよう

な感じで聞こえました。ちょっとそこら辺のメンバー的に、地元関連するメンバーとい

うものが何人くらいいるのかというのを教えていただきたいと思います。

●委員長（大野委員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） お答えをさせていただきたいと思います。

一般質問の答弁では、委員がおっしゃられるようにちょっとまとめて言わせていただ

いたのですが、具体的に考えて進めておりますのは、自治会連合会のほかに団体として

は老人クラブ連合会、それから女性団体連絡協議会、厚岸町商工会、厚岸町観光協会、

そのほかに地域を代表する自治会として６団体を予定しているところでございます。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 わかりました。安心しました。

余りにも地元の人が少なさそうな答弁だったものですから、周りがお役人さんばかり

の中に、本当に地域の切実な声というものがうまく出せるのかなと心配したものですか

ら。

何とか、本当に地域の切実な声というものをこの協議会の中でうまく拾い上げた中で、

いい方向性というものを出していただきたいと期待しますのでよろしくお願いしたいと

思います。

●委員長（大野委員） ほかございませんか。

４番、石澤委員。

●石澤委員 同じ問題なのですけれども、今声を聞くという形で集まってくださるメンバ
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ー以外にアンケートを取ると言っていましたけれども、そのアンケート対象者に子供た

ちも入るのかどうなのか、その辺が聞きたいのですが。

●委員長（大野委員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 最終的には、協議会を今月立ち上げる予定でおりまして、それ

の中でということになりますが、その前段として一般質問でも申し上げさせていただい

た町内の対策連絡会議の中で検討しているのは、現在高校生以上について、全町民にな

るとちょっと金額的にも難しい部分等もございまして、全世帯で高校生以上を対象にと

いう形で行いたいと考えてございます。

●委員長（大野委員） ほか、ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ進みます。

８目社会福祉施設費

（な し）

●委員長（大野委員） ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費。

６番、室﨑委員。

●室﨑委員 139ページのところに、子育て支援対策というのが出ています。計上経費になっ

ています。

今回、お聞きしたときに、ここの保育料助成というところで枠が増えて、第一子も対

象になると聞いたのですが、間違いではないかと思うので、その内容含めてお教えくだ

さい。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 139ページの子育て支援対策の補助金の欄に保育料助成とい

うことで1,023万9,000円を計上させていただいております。

これにつきましては、今おっしゃられたように第一子からの子供の保育料を助成をす

るということでございまして、第一子に係る分につきましては、今予定しておりますの

は111件で341万8,000円を予定しております。

それをプラスして1,023万9,000円となっております。対象につきましては、認可保育

所、へき地保育所、それから地域の認可外の保育所、それから幼稚園ということで、保

育料を完納された方に対しての２割を助成をさせていただくという内容でございます。
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●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 最後のところがちょっと声が小さくなってしまって聞き取れなかったのです

が、保育料の完納をした人に対して２割の助成をするとちょっと聞こえたのですが、そ

れでいいですか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） そのとおりでございます。

保育料を３月25日が認可保育所であれば納期にしておりますので、それまでに保育料

を納めていただいた方に対して２割ということでございます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 そうすると、２人子供がいても３人子供がいても、それから１人の子供でも、

要するに第一子から皆同じく２割と考えればいいのですね。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 19年からは３人目以降、27年からは２人目以降、そして今

回からは１人目からということで、全ての保育所に通われている子供さん、全てを対象

にしております。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 それで、その保育所というのは、何種類かありますよね。その地域で行って

いる私設保育所もありますよね。それを全部包含して保育所というところは全部そうす

ると。そういうことですね。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 認可保育所、それから僻地保育所、それから認可外保育所、

それから私立幼稚園ということでございます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 幼稚園も入るのですね。最初それがちょっと聞こえなかったから。

それで、現在そういうふうにして、保育所や幼稚園に通われているお子さんというの

は全体の何割くらいでしょう。100％ではないと思うのですね。

なければいいですよ。
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●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） ちょっとその数字は申しわけありません。手元にございま

せん。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 何でそんなことを言い出したかと言いますと、幼稚園が入っていますからな

のですが、保育所に通うためには厚岸町の場合には非常に恵まれていまして、今「保育

所落ちた。日本死ね」というような非常にきつい言葉で、しかし問題点を正確についた

ブログの言葉が出て、国会でまで取り上げられているように、都会では保育所に入りた

くても入れない。幼稚園に入るにしても朝の６時から抽選を受けるための申込書を手に

入れなくてはならないというような事態が続いているということは聞いていますが、そ

の点厚岸は非常に恵まれていますよね。

それでも、保育所に入るためには保育に欠けるという要件がなければなりませんよね。

それで、そういうこともあるし、またやはり親御さんの考えで、そういう保育所に入

るのはせめて学校にあがる前、１年くらいにして、あとは自宅で育てたいという方もあ

りますね。小学校あがるまではずっと自宅に置くという家もあるでしょう。

そういう自宅での子育ての人たちに対する子育て支援というのが、ちょっと何か一つ

の盲点というか、穴になっているような気がするのです。大抵の町は子育て支援という

と保育料の軽減とか、厚岸のように幼稚園まで含めているというところはあるのですが、

自分の家で養育している人に対する支援というのは余り聞いたことがない。このあたり

は、検討課題として今後、今すぐどうしろこうしろではないですよ。検討課題としてや

はり見ていかなくてはならない部分ではないのかと思うのですが、そのあたりいかがで

しょう。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 子育て支援センターというのを厚岸町では設置をしており

まして、その子育て支援センターに通って来られる子供さんとお母さんというのは非常

に増えております。要は、保育所ですとか幼稚園に行っていない、小さい子供のほうが

多い部分もありますけれども、非常に多く利用をしていただいております。その状況を

見ますと、やはりそういうその保育所だとかそういうところに行っていない方、それか

ら子供も多くいるのだなということは、そういうのを見ても思って承知をしております。

そういう部分では、やはり検討課題としてよく注意をしていきたいなと思います。

●委員長（大野委員） ほか、この目ございませんか。

（な し）
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●委員長（大野委員） なければ次、２目児童措置費。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ３目ひとり親福祉費。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ次に進みたいところですけれども、時間ですのでここで

切りたいと思いますけれども、本日の会議はこの程度にとどめ、明日審査したいと思い

ますがこれにご異議ございませんか。

（異議なし）

●委員長（大野委員） 異議なしと認めます。

よって、本日の委員会はこれで閉会いたします。

午後４時56分閉会

以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。

平成２９年３月９日

平成29年度各会計予算審査特別委員会

委員長


