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厚岸町議会 第３回定例会

平成29年９月13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３回定例会を開会いたします。

●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、５番、竹田議員、

６番、室﨑議員を指名いたします。

●議長（佐藤議員） 日程第２、議会運営委員会報告を行います。

委員長の報告を求めます。

５番、竹田委員長。

●竹田委員長 議会運営委員会報告をいたします。

９月11日午前10時から、第３回議会運営委員会を開催し、平成29年厚岸町議会第３回

定例会の議事運営について協議しましたので、その内容について報告いたします。

議会側からの報告として、議会運営委員会報告、諸般報告、例月出納検査報告があり

ます。

議会からの提出案件は、会期の決定、意見書案第１号林業木材産業の成長産業化に向

けた施策の充実・強化を求める意見書、意見書案第２号ＥＵとの経済連携協定に関する

万全の対策と、その確実な実行を求める意見書、２常任委員会及び議会運営委員会から

各委員会閉会中の継続調査申出書、議員の派遣についてであります。

これらはいずれも、本会議で審議することに決定いたしました。

次に、町長提出の議案等についてであります。

認定第１号から認定第９号は、平成28年度の各会計決算認定９件であります。

審査方法は、議長と議会選出監査委員を除く11名をもって構成する平成28年度各会計

決算審査特別委員会を設置し、これに付託し、閉会中に審査を行うことに決定しました。

報告第７号、平成28年度厚岸町一般会計等における健全化判断比率及び公営企業会計に

おける資金不足比率の報告であります。これ及び報告第８号専決処分事項の報告は、本

会議で審議することに決定しました。

議案第63号から議案第68号は、平成29年度の各会計補正予算６件であります。審査方

法は、議長を除く12名をもって構成する平成29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、会期中に審査を行うことに決定しました。

議案第69号から議第78号までは一般議案10件であります。本会議で審議することに決
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定しました。

議案第79号は条例の一部改正でありますが、本会議で審議することに決定しました。

一般質問は、６人であります。

本定例会の会期は、９月13日から15日までの３日間に決定しました。

以上、議会運営委員会報告といたします。

●議長（佐藤議員） 委員長に対する質疑を省略し、以上で報告を終わります。

●議長（佐藤議員） 日程第３、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。

本定例会の会期は、ただいまの議会運営委員会報告にありましたとおり、本日から15

日までの３日間といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本定例会の会期は、本日から15日までの３日間とすることに決定いたしまし

た。

なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付いたしました予定表のとおり

でありますので、ご了承願います。

●議長（佐藤議員） 日程第４、諸般報告を行います。

まず、本定例会に提出され、受理されております議案等は、別紙付議事件書のとおり

でありますので、ご了承願います。

次に、平成29年６月28日開会の第２回定例会終了時から本日までの議会の動向は、お

おむね別紙報告書のとおりでありますので、ご了承願います。

また、今般、釧路東部消防組合及び釧路公立大学事務組合の各議会報告書が提出され

ております。関係資料は、別途、議員控室に備えておりますので、ご了承いただき、閲

覧の上、参考に供してください。

以上、諸般報告といたします。

●議長（佐藤議員） 日程第５、例月出納検査報告を行います。

今般、監査委員より、別紙のとおり例月出納検査報告がなされております。参考に供

していただきたいと思います。

以上で、例月出納検査報告を終わります。

休憩します。

午前10時06分休憩

午前10時17分再開
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●議長（佐藤議員） 再開いたします。

●議長（佐藤議員） 日程第６、認定第１号 平成28年度厚岸町一般会計歳入歳出決算の

認定について、認定第２号 平成28年度厚岸町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認

定について、認定第３号 平成28年度厚岸町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について、認定第４号 平成28年度厚岸町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、認定第５号 平成28年度厚岸町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、

認定第６号 平成28年度厚岸町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、

認定第７号 平成28年度厚岸町介護老人保健施設事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、認定第８号 平成28年度厚岸町水道事業会計決算の認定について、認定第９号

平成28年度厚岸町病院事業会計決算の認定について、以上９件を一括議題といたします。

職員の朗読を省略し、本９件の提案理由の説明を求めます。

町長。

●町長（若狹町長） おはようございます。平成28年度各会計決算書提出に際し、その執行

状況等について説明をいたします。

当年度は、「厚岸町第５期総合計画」の「後期行動計画」を着実に推進するとともに、

新たに策定した「厚岸町未来創生総合戦略」に基づく、人口減少対策を最重要課題とし

て位置づけ、将来の厚岸町の姿を見据えた施策を実施してまいりました。

重点施策のうち、子育て支援対策では、小学生までの医療費無料化実施のほか、保育

料の第２子以降への助成を継続し、特定不妊治療費の助成や産後ケア教室の実施など子

どもを安心して生み育てられる施策を強化してまいりました。

産業振興対策では、ロシア200海里水域におけるさけ・ます流し網漁禁止に係る緊急対

策として、厚岸漁業共同組合が事業主体となり整備するカキ人口種苗生産施設や貯氷・

冷蔵施設等への支援を行い、基幹産業の振興を進めてまいりました。

また、本町への交流人口を増加させ地域経済の活性化を図る取組みとして、ご当地キャ

ラクター「うみえもん」を活用し、本町の魅力を全国的に広くＰＲするとともに、都市

地域の人材を活用して地域活性化に結び付く活動をしていまいりました。

このほか、ふるさと納税による寄附者への返礼品制度を開始し、厚岸町の特産物のＰ

Ｒと地場産品の需要拡大を図ったほか、住宅新築支援、住宅リフォーム支援など中小企

業の振興を推進させ、自治会活動の活性化に対する助成制度を実施し、町民要望の多い

町道の改良舗装・補修や公共下水道などの生活基盤整備を進め、予算執行したのが主な

施策成果の特徴となっております。

当初予算では、一般会計が83億7,251万3,000円、国民健康保険、簡易水道事業、下水

道事業、介護保険、後期高齢者医療、介護老人保健施設事業の各特別会計を合算します

と、124億7,808万9,000円の総体規模でありました。これに、年度内にそれぞれ所要額の

補正を行い、最終予算は、一般会計においては、平成27年度繰越明許費22億1,899万8,000

円を含め118億9,417万5,000円、各特別会計では、42億939万2,000円となり、総体におい

ては１億356万7,000円となりました。
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これらの内容は、次の表のとおりとなっておりますのでご承知を願いたいと存じます。

この最終予算に対しまして、各会計別の収支執行実績を申し上げますと、一般会計で

は、歳入で118億8,744万7,351円、執行率で99.9％、歳出では114億3,483万9,671円、96.1

％の執行率となり、歳入歳出差し引きで４億5,260万7,680円の残額となりました。この

うち、繰越明許費繰越額として1,000円、財政調整基金に２億5,000万円を積み立て、実

質２億260万6,680円が翌年度、繰り越しとなったところであります。

一方、特別会計でありますが、国民健康保険特別会計については、一般会計からの繰

出１億2,242万3,986円を繰り入れ、歳入歳出差し引きでは1,143万6,316円の残額となり、

これについては、翌年度に繰り越し、清算の上、国庫負担金等の返還金に充てるほか、

同会計の収支均衡を保つ財源に充てるものであります。

簡易水道事業特別会計については、歳入不足となった237万6,816円を一般会計から繰

り入れ、収支の均衡を図りました。

下水道事業特別会計については、歳入不足となった３億8,864万64円を一般会計から繰

り入れ、歳入歳出差し引き５万6,000円の残額となり、これについては、繰越明許費繰越

額として翌年度へ繰り越すものであります。

介護保険特別会計については、歳入で介護保険に係る負担分等として一般会計から繰

出１億7,343万3,584円繰り入れ、歳入歳出差し引きで3,676万4,549円の残額となり、これ

については、翌年度に繰り越し、国庫負担金等を清算の上、返還金などに充てるほか、

介護給付費準備基金に積み立てるものであります。

後期高齢者医療特別会計については、歳入で保険基盤安定分等として一般会計から

4,413万4,164円を繰り入れ、歳入歳出差し引きで減年度保険料の４月と５月の収入分45

万7,600円を翌年度に繰り越し、広域連合納付金に充てるものであります。

介護老人保健施設事業特別会計については、歳入歳出差し引きで2,524万1,825円の残

額となり、この残額はすべて翌年度へ繰り越すものであります。

以上が平成28年度決算報告による計数面での概要でありますが、より具体的な成果と

実績等につきましては、別冊で配付いたしました「決算書」及び「決算資料」に基づき、

ご検討いただくこととして内容説明を省略させていただき、順次、ご質問等に応じて各

担当課等より、詳細なご説明をいたしますので、よろしくお願いをいたします。

●議長（佐藤議員） 水道課長。

●水道課長（遠田課長） 続きまして、認定第８号 平成28年度厚岸町水道事業会計決算

の内容について説明申し上げます。

決算書の構成は事業報告書、決算報告書、財務諸表、附属明細書の順としております。

これに沿って説明いたします。

それでは、１ページをお開き願います。

１ページから８ページまで、事業報告書でございます。

１、概況については、（1）総括事項として業務状況及び経営状況の概略を記載してお

ります。

ア、業務状況、（ア）業務量の状況であります。平成28年度末の給水人口は8,872人と
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なり、前年度に比べ144人、率で1.6％減少しました。給水戸数については5,170戸で、前

年度に比べ９戸、率で0.2％の増加となりました。年間配水量は128万6,030立方メートル

で、前年度に比べ1,096立方メートル、0.1％増加し、有収水量は91万4,365立方メートル

で、前年度に比べ3,350立方メートル、0.4％増加しました。この結果、有収率は71.1％

で、機動的な漏水調査を行い、漏水量の抑制に努めたものの給水管などの少水量の分散

した漏水の抑制には至らず、有収率はほぼ横ばいとなりました。

引き続き、機動的な漏水調査などにより、漏水の早期発見と早期修繕に努め、有収率

の向上を図ってまいります。

（イ）建設改良事業の状況であります。

①送・配水管等整備事業では、床潭末広間道路の道路改良工事に伴い、送・排水管１

件の布設替工事と、集合住宅新築に伴い、排水管２件の新設工事を行いました。

②機器更新事業では、老朽化した機器の整備２件の工事を行いました。

③メーター設備事業では、新規に46台のメーターを設置し、有効期間が満了した441台

を取りかえました。

１ページ下段から３ページは経営状況であります。

収益的収支であります。税抜きで申し上げますが、収入の総額、水道事業収益は、２

億6,489万2,348円で、前年度に比べ322万5,359円、1.2％の増収となりました。一方、支

出の総額、水道事業費用は２億6,050万353円で、前年度に比べて519万1,916円、２％の

増となりました。

この結果は、水道事業収益が水道事業費用を下回り60万8,005円の準損失、赤字となり

ました。収益的収支の内容については、後ほど収益明細書で説明させていただきます。

人口の減少や節水意識の定着により、家事用の使用水量は減少し続けていますが、業

務用での使用水量が増加し、給水収益が見込みより増加しました。

老朽化した施設の更新や災害に強い施設整備を計画的に実施し、将来にわたり安全・

安心な水を安定的に供給するため、平成28年度は料金改定に取り組み、平成29年度から

の新しい料金案が町議会第４回定例会で可決されました。料金改定に当たっての町議会

の付帯決議を勘案しながら、今後もより一層の経営改善に取り組み、健全な事業運営に

努めてまいります。

次に、資本的収支であります。税込みで申し上げます。

収入の総額は、2,703万423円で、前年度に比べ847万6,708円の増となりました。

主な収入である企業債は2,260万円で前年度に比べ470万円の増、水道管の移設補償費

は443万423円で、前年度に比べ377万6,708円の増となりました。

支出の総額は、１億3,500万9,998円で、前年度に比べ956万9,161円、6.6％減となりま

した。

建設改良費は、配水管布設替工事、新設工事、施設の整備などで6,885万7,968円とな

り、前年度に比べ504万７円の増、企業債償還金は6,615万2,030円で、前年度に比べ1,460

万9,168円の減となりました。

収支の不足額１億797万5,154円の補填については後ほど９ページからの決算報告書で

説明いたします。

訂正させていただきます。収支の不足額ですが、１億797万9,575円であります。
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４ページは、（2）議会議決事項、（3）行政官庁認可事項、（4）職員に関する事項でご

ざいます。内容は記載のとおりであります。

２、工事については、５ページで先ほど説明いたしました工事の内容を記載しており

ます。

３、業務については、６ページ(1)は業務量、(2)は事業収入に関する事項、７ページ

（3）は事業費に関する事項でありますが、後ほど、別紙認定第８号説明資料の収益的収

支説明書の方で説明させていただきます。

８ページ（4）給水装置工事の状況、（5）委託調査業務、４の会計、（1）企業債の概況、

（2）議会の議決を経なければ流用できない経費の決算については、記載のとおりでござ

いますので、説明を省略させていただきます。

以上が、事業報告であります。

次に、９ページをお開き願います。

平成28年度厚岸町水道事業決算報告書であります。

初めに、収益的収入及び支出の収入でございます。

１款水道事業収益は、予算２億8,197万8,000円対し、決算では、２億8,443万3,987円と

なり、予算に比べ235万5,987円、0.8％の増となりました。内訳は、１項営業収益が、予

算２億6,011万1,000円に対し、決算では２億6,246万4,110円となり、予算に比べ235万3,110

円の増。２項営業外収益は、予算2,186万7,000円に対し、決算では2,186万9,877円となり、

予算に比べ2,877円の増でした。

次に、支出であります。１款水道事業費用は、予算２億8,252万9,000円に対し、決算

では２億7,860万7,038円の執行で、392万1,962円、1.4％の不用額となりました。内訳は、

１項営業費用が、予算２億4,868万5,369円に対し、決算では２億4,496万3,407円の執行で、

372万1,962円の不用額となりました。２項営業外費用は、予算3,364万3,631円に対し、決

算は同額の執行で、不用額はありません。４項予備費については、予算20万円に対し、

執行はなく、全額不用額となりました。

10ページの資本的収入及び支出でございます。

収入ですが、１款資本的収入は、予算2,703万円に対し決算では2,703万423円の執行で、

423円の増となりました。内訳は、１項企業債が予算2,260万円に対し、決算では同額と

なりました。６項補償金は予算443万円に対し、決算では443万423円の執行で、423円の

増となりました。

次に、支出でございます。

１款資本的支出では、予算１億3,513万5,000円に対し、決算では１億3,500万9,998円で、

12万5,002円、0.1％の不用額となりました。内訳は、１項建設改良費が、予算6,898万2,000

円に対し、決算では6,885万7,968円で、12万4,032円の不用額となりました。２項企業債

償還金が、予算6,615万3,000円に対し、決算では6,615万2,030円で、970円の不用額とな

りました。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額、１億797万9,575円は、過年

度分損益勘定留保資金762万5,154円、当年度分損益勘定留保資金9,525万3,832円、当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額510万589円で補填するものであります。

棚卸資産の購入限度額1,711万2,000円に対し、執行額は1,666万3,975円で、これに伴う

仮払消費税は123万4,365円であります。
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11ページは、損益計算書でございます。右側の数字をごらん願います。

営業収益から営業費用を差し引いた営業利益は、312万5,502円、これに営業外収益を

加え、営業外費用を差し引いた60万8,005円が当年度純損失、赤字となります。当年度末

未処分利益剰余金は、前年度繰越利益剰余金2,941万5,430円から当年度純損失60万8,005

円を差し引いた2,880万7,425円となります。

12ページは、剰余金計算書でございます。剰余金のうち資本剰余金は出資金からその

他資本剰余金までを合わせた当年度末残高は当年度変動額が生じなかったため前年度末

残高と同額の2,454万9,641円となりました。

利益剰余金は、減債積立金と建設改良積立金、未処分利益剰余金を合わせた前年度末

残高が１億1,497万4,665円でしたが、当年度純損失60万8,005円を地方公営企業法第32条

の２に基づき、前事業年度から繰り越した未処分利益剰余金で補塡し、その額を当年度

変動額とするため、平成28年度末残高は１億1,436万6,660円となりました。

13ページは剰余金処分計算書案でございます。

11ページでご説明しました当年度純損失60万8,005円を減じた当年度末未処分利益剰余

金2,880万7,425円をそのまま未処分利益剰余金とするものであります。

14ページと15ページは、貸借対照表であります。

14ページ、資産の部では、平成29年３月31日現在の固定資産が20億4,647万6,685円、

流動資産が２億4,146万5,619円で、資産の合計が22億8,794万2,304円でございます。

15ページの、負債と資本については、負債の合計は17億3,380万9,991円。資本の合計

は５億5,132万313円。負債と資本の合計は22億8,794万2,304円でございます。

16ページから17ページは、注記であります。

財務諸表を作成するに当たり、採用した会計処理の基準及び手続きを注記として記載

しております。１重要な会計方針から、４リース契約により使用する固定資産まで記載

と とおりであります。

18ページは、現金の収入支出に関する情報を記載したキャッシュフロー計算書でござ

います。内容は記載のとおりであります。

19ページからは収益費用明細書でありますが、別紙認定第８号説明資料、平成28年度

厚岸町水道事業会計決算に係る収益的収支説明書(税抜き)により説明いたします。

まず、収入でございます。

１款水道事業収益は、２億6,489万2,348円で、前年度に比べ322万5,359円、1.2％増収

となりました。１項営業収益は２億4,302万2,324円で、前年度に比べ286万7,102円、1.2

％の増収です。１目給水収益は２億4,168万324円で、前年度に比べ0.8％の増収、家事用

と浴場営業用を合わせて138万436円の減額となったものの、業務用で162万6,955円、臨

時用で162万1,231円の増など、全体で196万5,102円の増となりました。

２目受託工事収益は134万2,000円で、前年度に比べ90万2,000円の増、これは道路改良

工事に伴い、一般会計が負担する消火栓の移設工事費が主なものでございます。２項営

業外収益は、2,187万24円で、前年度に比べ1.7％増。

１目受取利息及び配当金では、１万9,713円で、前年度に比べ24.5％減、これは貸付利

息の減でございます。２目他会計補助金はございません。

３目長期前受金戻入は、2,049万3,055円で4.4％の減、償却試算に対する補助金等の減
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価償却見合分を収益した額の増によるものであります。

４目雑収益は135万7,256円で131万3,828円の増、３年に一度清算される北海道退職手

当組合納付金の精算還付金と排水管破損補償費が主なものであります。

次に、支出でございます。

１款水道事業費用は、２億6,550万353円で、前年度に比べ519万1,916円、２％増とな

りました。１項営業費用は２億3,989万6,822円で、前年度に比べ674万63円、2.9％増とな

りました。１目原水及び浄水費では5,636万4,973円で、前年度に比べ4.6％増であります。

平成28年度に大雨で被災した箇所を、平成29年度に復旧するため、計上した修繕引当金

繰入額が257万円の皆増、修繕費141万7,111円の増、動力費120万2,699円の減などであり

ます。２目配水及び給水費では1,338万8,680円で、前年度に比べ2.1％増、主に漏水修理

に対応するための調査委託料27万4,100円の増、修繕費12万2,000円の増などであります。

３目受託工事費は87万円で皆増。道路改良工事による消火栓の移設に伴うものでありま

す。４目総係費では3,342万5,755円で、前年度に比べ15％増、主に退職給付引当金389万720

円の増、賞与引当金繰入額22万5,678円の増、法定福利費21万3,437円の減など、人事異

動に伴う増減などであります。５目減価償却費では１億3,200万4,035円で、前年度に比

べ1.9％減。構築物で388万2,467円の減、機械及び装置135万2,835円の増で、償却資産の

増減によるものでございます。６目資産減耗費では、384万3,379円で、前年度に比べ50.3

％増、主にメーター器などの機械及び装置が93万8,543円の増などでございます。

２項営業外費用は、2,560万3,531円で、前年度に比べ154万8,147円、5.7％減となりま

した。これは１目支払利息及び企業債取扱諸費で、企業債利息の減でございます。４目

雑支出では、前年度と同様に支出はございません。

以上、水道事業収益から水道事業費用を差し引いた当年度純損失は60万8,005円となり、

料金改定時の財政推計や３月補正で見込んだ純損失の額と比べると、少ない額とはなり

ましたが、平成24年度から５年間の料金算定期間で、初めての純損失、赤字の決算とな

りました。

ここで、決算書の22ページへお戻り願います。

固定資産明細書でございます。

（1）有形固定資産明細書、（2）無形固定資産明細書、ともに記載のとおりであります。

23ページから24ページにわたり、企業債明細書でございます。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決算書の内容でございます。ご審議の上、認定

くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

●議長（佐藤議員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 続きまして、認定第９号 平成28年度厚岸町病院事業会計

決算について、その内容をご説明申し上げます。

決算書、1ページをお開きください。平成28年度厚岸町病院事業報告書から説明いたし

ます。

１として、概況。（1）は総括事項です。読み上げます。
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初めに、医師体制についてであります。町立病院は地域医療の充実に加え、近年では

高齢化に伴って介護を支える役割が強まる中、依然として医師不足の課題が続いていま

す。本年も大変厳しい状況にありましたが、常勤５名体制を年度初めから維持できたこ

とで、昨年度と同様に病院運営を継続できたところでございます。

また、病気の初期段階から診療科を問わず幅広く対応する「かかりつけ医」としての

役割とともに、本年度も常勤医師による消化器検査を継続できたことで、診療と健診に

おける疾患の早期発見や治療を行えたところです。

あわせて、町立病院が担う大きな役割として休日・夜間の救急医療の維持、継続があ

ります。昨年に引き続き常勤医による内科、外科、小児科の基本診療科を常設できたこ

とで、公立病院の使命でもある初期診療体制と24時間の救急医療体制の維持・継続を測

ることができ、住民の安心につながったところです。

また、本年度も週末や休日には自治医科大学や北海道大学医学部など関係機関から医

師派遣を受け、切れ目のない診療体制を維持できたところであります。

このことは、同時に常勤医師の負担の軽減となり、医師確保対策にもながっていると

ころであります。

なお、専門外来として消化器検査診療、釧路赤十字病院から週１回の整形外科診療、

釧路労災病院から隔週１回の脳神経外科診療を継続できたところであります。

しかし、地域医療の提供には安定した常勤医師の確保はもとより、看護師など医療技

術者の充実が不可欠です。今後も一層の取り組みを進め、体制の確保・継続を図ってま

いります。

次に、経営状況であります。患者数や収益が大きく増加した前年度に比較し、入院患

者数が減少、外来患者数が増加となりました。加えて入院・外来ともに一人当たりの診

療単価が下がったことによる減収となりましたが、予防接種、退職手当組合負担金精算

と補助金を含む医業外収益の増加により、総体では3,582万2,155円の黒字決算となりま

した。

なお、一般会計繰入金は、制度改正による不良債務の算定見直しに係る充当額を含め

前年度総額対比で1,647万8,000円の増となったところです。

続いて、アは患者数、イは収益的収支、ウは資本的収支についてでありますが、内容

につきましては後ほど資料によりご説明いたします。

続いて２ページです。

（2）は決算、予算等の議会議決事項です。

（3）の行政官庁認可事項では、上２件は防災監視盤非常放送設備更新工事の財源とし

て過疎対策事業債と病院事業債の借入同意、下１件は医療機器等購入に関する補助金の

認可となっています。

（4）は職員に関する事項についてです。正職員数では年度途中での職種ごとの増減が

ありますが、年度初めと年度末では同数の62人であります。正看護師が２名の減、准看

護師では１名の増となっています。また、長期の病気療養補充として管理栄養士１名の

増員であります。

３ページです。

２の工事（1）では資産取得の概況でありますが、医療器械等の取得で３種、３台で全
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てが更新によるものです。内容については記載のとおりであります。

（2）は建設改良工事の概況です。防災監視盤・非常放送設備更新工事で、施行内容と

して防災監視盤、主監視盤１式と副監視盤３式、非常放送設備１式の交換です。工事費

等は記載のとおりであります。

３、業務のうち（1）アは患者数です。本年度の患者数のうち入院患者数は、年間１万1,838

人、１日平均32.4人、前年度に比較して1,723人、12.7％の減、１日平均では4.7人減で

あります。

外来患者数は年間４万9,753人、一日平均204.7人、前年度に比較して414人、0.8％の

増、一日平均で1.7人の増となりました。

これにより、イの病床利用状況は、昨年度が5.7ポイントの上昇に対し、本年度は59.0

％、8.4ポイントの減となっております。

続いて、４ページ、５ページは、企業収入と企業費用の科目ごとに上段括弧書きは消

費税込み、下段が税抜きでの前年度との比較となっております。

続いて、６ページ。４の会計では、（1）企業債の概況、本年度は先に説明の防災監視

盤・非常放送設備更新工事財源として、財務省資金運用部及び地方公共団体金融機構か

らそれぞれ事業費の２分の１、550万円、２件合わせて1,100万円の借り入れであります。

（2）では一時借入金の概況、（3）では議会の議決を経なければ流用することのできない

経費となっています。それぞれ記載のとおりであります。

以上が事業報告書内容の説明であります。

７ページからは、平成28年度厚岸町病院事業決算報告書となります。

最初に、収益的収入及び支出から説明を申し上げます。

収入でありますが、１款病院事業収益では、予算12億6,139万6,000円に対し、決算で

は12億4,187万7,878円となり、予算に対し1,951万8,122円、1.5％の減となっております。

これは１項医業収益、予算８億7,976万5,000円に対し、決算では８億6,124万8,125円とな

り、予算に対し1,851万6,875円、2.1％の減となったものであります。２項医業外収益で

は、予算３億8,163万1,000円に対し、決算では３億8,062万9,753円となり、予算に対し100

万1,247円、0.3％の減となったものであります。

次に支出でありますが、１款病院事業費用では、予算12億1,645万7,000円に対し、決

算では12億365万3,397円の執行で、1,280万3,603円、1.1％の不用額となっております。

これは１項医業費用で、予算11億4,126万2,000円に対し、決算では11億3,223万2,186円の

執行で、902万9,814円、0.8％の不用額であります。２項医業外費用では、予算7,489万5,000

円に対し、決算では7,142万1,211円の執行で、347万3,789円、4.6％の不用額であります。

３項予備費では、予算30万円に対し支出がなく全額不用額となったものであります。

8ページです。

資本的収入及び支出です。

収入では、１款資本的収入、予算１億6,833万3,000円に対し、決算では１億6,833万2,232

円の執行となり、予算に対し767円の減となっております。これは１項企業債で、予算1,100

万円に対し、予算も同額の1,100万円です。２項補助金では、予算１億5,733万3,000円に

対し、決算では１億5,733万2,233円と、予算に対し767円の減であります。

次に、支出であります。
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１項資本的支出では、予算１億6,833万3,000円に対し、決算では、１億6,833万2,233円

で、767円の不用額となっております。内訳では、１項建設改良費、予算4,205万8,000円

に対し、決算では4,205万7,256円、744円の不用額であります。２項では企業債償還金、

予算１億2,627万5,000円に対し、決算では１億2,627万4,977円で、23円の不用額となった

ところです。

次に、（3）たな卸資産購入限度額では、予定限度額１億8,041万1,000円に対し、執行

額は１億5,101万2,337円となりました。これに伴う仮払消費税は1,118万6,098円となった

ところであります。

９ページは、平成28年度厚岸町病院事業損益計算書。最位下段から３行目収益から費

用を差し引いた当年度純利益として3,582万2,155円の計上となったところです。

これにより10ページ、平成28年度厚岸町病院事業欠損金計算書です。右から３列目、

未処理欠損金欄、中断下の当年度変動額として、当年度純利益3,582万2,155円を計上し、

当年度末残高は当年度未処理欠損金として７億4,229万9,653円となりました。

11ページは欠損金処理計算書となっています。処理後の繰越欠損金を７億4,229万9,653

円とするものです。

12ページから13ページは、平成28年度厚岸町病院事業貸借対照表であります。平成29

年３月31日現在の財産状況を示すものであります。内容につきましては記載のとおりで

あります。

続いて14ページには、注記事項を記載しています。記載内容はこれまで予算提案で説

明してきた趣旨、内容と変更ありませんので省略させていただきます。

次に、15ページはキャッシュフロー計算書であります。

１年間の資金の動きを項目、使途別に表記したものであります。

次は、16ページから19ページの収益費用明細書につきましては、別に配付させていた

だいております。

認定第９号説明資料その１、平成28年度厚岸町病院事業会計収益的収支説明書、消費

税抜きで説明いたします。

款、項、目により前年度対比で、主な増減を説明いたします。

まず、収入であります。

１款、１項、１目入院収益では、２億9,359万5,137円で、前年度対比3,425万2,776円、10.4

％減、２目外来収益では３億8,253万942円で、前年度対比1,786万2,413円、4.5％の減で

あります。入院では、患者数の減によるもので、外来は患者数は増となっておりますが、

単価の大きな減によるものでございます。３目その他医業収益では6,133万7,995円で、

前年度対比415万3,473円、7.3％の増、内訳は説明欄記載のとおりであります。４目負担

金では、１億1,922万4,000円で皆増となっております。これは一般会計負担金で、１億720

万4,000円、浜中町からの合併診療救急医療各負担金1,202万円、いずれも皆増です。一

般会計負担金については、当初予算の際にもご説明しておりますとおり、従来は２項医

療外収益、５目他会計補助金でまとめて計上しておりましたが、地方公営企業法の改正

を受けて、順次行ってきた資本負債を中心とした会計基準の見直しとあわせ、地方公営

企業決算状況調査、いわゆる決算統計に準じた勘定科目の改正を行った上で、一般会計

からの負担金、補助金の繰出金についても、使途別に再区分したものとなっております。
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次に、２項医業外収益のうち、主なものとして３目長期前受金戻入では9,058万9,232

円で、前年度対比1,229万6,244円、15.7％の増となっています。これは、企業債元金へ

の補助金額対応分の収益化額が増加したことが要因であります。４目その他医業外収益

では、2,945万2,646円で、前年度対比2,162万8,201円、276.4％の増。これは３年ごとに

清算される退職手当組合の還付金が主な要因であります。５目他会計補助金では、6,083

万767円で、前年度対比２億6,422万4,946円、81.3％の減であります。これは１款、１項、

４目負担金の際にもご説明したとおり、これまで他会計補助金で一本化して計上してい

ましたが、使途別に再区分し、他の科目に振り分けたことで減額となったものでありま

す。６目他会計負担金では、１億7,558万3,000円皆増です。こちらも先ほどの他会計補

助金でまとめて計上していたものを使途別に再区分したことで皆増となったものであり

ます。７目負担金交付金では、2,124万5,153円、前年度比較598万8,175円、39.2％増です。

老健ここみからの負担金交付金611万3,175円の増であります。

これにより、病院事業収益合計の前年度対比で2,252万5,219円、1.9％の増であります。

次に支出です。

１款、１項、１目給与費では７億580万6,264円で、前年度対比3,984万791円、6.0％の

増、退職給付費で2,298万4,000円、賃金で690万円、給料で597万円の増が主な要因です。

２目材料費では１億2,677万7,713円で、前年度対比1,205万2,653円、8.7％の減、外来

患者数は増となったものの、入院患者数の減による薬品費、診療材料費がともに減となっ

ています。３目経費では、１億9,943万5,743円で、前年度対比1,200万8,650円、6.4％の

増であります。主な増減として燃料費で約100万円増、Ａ重油など単価引き上げによる増、

修繕費で約810万4,000円増、レントゲン室の空調設備故障による交換で253万8,000円、

駐車場オート改修整備で128万円、その他、灰煙窓の修理、トイレ改修などの施設修理が

主な要因です。使用料で約93万円減、患者貸付診療機器の借上料減、委託料で約189万円

増、臨床検査委託料、医事業務委託料の増が主なものであります。

次に、２項医業外費用に移ります。１目支払利息及び企業債取扱諸費で、4,687万2,258

円、前年度対比473万4,224円、9.2％の減。２目医療技術員（対策費892万7,488円）、前年

度対比802万2,411円、886.4％の増、看護師派遣による手数料の増が274万6,000円、負担

金では看護師派遣料2,599万円増、薬剤師の派遣料で2,344万円増が主な要因であります。

３目雑損費1,397万503円、前年度対比764万1,915円、35.4％の減で、４条資本的支出控除

対象外消費税の減が大きな要因であります。

これにより、病院事業費用合計での前年度対比では2,854万814円、2.4％の増となりま

す。この結果、平成28年度決算では、収益的収差引で3,582万2,155円の黒字決算となり

ました。

次に、資料その２により、資本的収支の説明を行います。

収入の１款資本的収入、１項企業債、１目企業債で1,100万円皆増です。防災監視盤・

非常放送設備更新工事に係る企業債２件であります。２項補助金、１目他会計補助金で

１億5,133万2,233円、前年度対比208万4,054円、1.4％の減。２目国庫補助金600万円、前

年度比較6,790万円、91.9％の減。それぞれ建設改良及び企業債償還金への補助金であり

ます。１億5,341万6,287円、前年度比較5,455万5,287円、55.2％増、２目国庫補助金7,390

万円、前年度比較5,573万6,000円、6.8％増、それぞれ建設改良及び企業債償還金への補
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助金であります

次に、支出です。１款資本的支出、１項建設改良費、１目固定資産購入費、571万円、

前年度比較3,512万8,000円、86.0％減。先に説明の医療機械など全３台の更新でありま

す。２目建設工事費1,025円、前年度比較2,385万3,463円、69.9％の減、説明欄記載の工

事１件であります。２項１目企業債償還金１億2,627万4,977円、前年度比較455万220円、3.7

％増。企業債４件分の当年度償還金であります。

以上が資本的収支の内容説明であります、

決算書にお戻りいただきます。20ページをお開きください。20ページは、固定資産明

細書です。

続く、21ページは企業債明細書であります。今年度は新たに２件が追加となっており

ます。詳細は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、大変、雑駁な説明でありますが、認定第９号平成28年度厚岸町病院事業会計決

算の説明を終わらせていただきます。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） ここで、監査委員に対し、審査結果の意見を求めます。

監査委員。

●代表監査委員（黒田監査委員） ただいま上程されました平成28年度厚岸町一般会計及

び各特別会計の歳入歳出決算認定並びに水道事業会計及び病院事業会計の決算認定につ

いて、監査委員として決算審査の概要を述べさせていただきたく存じます。

まず、最初に、平成28年度一般会計並びに各特別会計の決算状況でありますが、議員

の皆様のお手元に配付済みの、この厚い決算書本体の１ページから４ページに記載して

ございますが、各決算総括表のとおりでございますが、1,000円単位で申し上げますが、

総額では、歳入が160億1,808万9,000円、歳出では154億9,152万5,000円となりまして、歳

入歳出差引５億2,656万4,000円、歳入増の全体的な決算と相成っております。一般会計

初め各会計ごとの決算状況につきましては、ただいま町長のほうから報告があったとお

りの内容でございまして、細部につきましては、これも皆様のお手元に配付をいたしま

した決算審査意見書、こちらのほうをごらんいただきたいと存じますが、地方自治法の

規定により、町長から、審査に付された平成28年度一般会計並びに各特別会計の歳入歳

出決算書に表示された計数については、適正であり何ら誤りがないものと認められたと

ころでございます。

次に、決算審査の中で今後特にご留意いただきたい個別事項について何点か申し述べ

させていただきます。まず、歳入関係についてでありますが、一般会計における自主財

源の根幹をなす町税、これについては、ここ数年以上にわたりまして、順調に推移をし

てきておりまして、現年分と滞納繰越分も合わせた全体収納率が本年度も着実に向上し

ており、それに連動して滞納繰越者の数、滞納繰越者数と、滞納繰越額、そのものの減

少も顕著となっておりまして、本年度におきましても、担当部署の努力と、その実績を

高く評価をさせていただくとともに、国保税等も含めながら、引き続き、自主財源の増

収確保と収入未済額の解消について、なお一層の努力を望むものでございます。
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また、税外収入の中では、ふるさと納税による寄附金の増額がとりわけ顕著でござい

まして、過疎対策債の特別分などの有効財源もあわせて、今後のソフト施策への活用を

期待させていただくとともに、各種、税外収入未済額の解消に向け、さらなる努力を傾

注していただきたい。

次に、歳出関係になりますが、本年度も一般会計を含めて、不用額が若干、増加をし

ているものの、前年度同様、数字的にも、あるいは事務手続き的にも、ずさんな予算の

管理による不良な事例とか、予算流用事例は見あたらず、全体としておおむね良好であっ

たと判断するところでございます。今後とも、適切な公金予算管理と法律的な執行に万

全を期するよう、行政組織内部の総合チェック体制の構築と、内部統制力の強化に努め

ていただきたい。

最後に、平成28年度の決算全体といたしまして、町長先頭に歳入財源の獲得努力と歳

出経費の削減努力によりまして、多様な行政成果と事業実績を上げられる一方で、安定

的に実質収支と備荒資金を含めた各基金の残高をしっかりと確保をしたことに対し、そ

の行財政運営を高く評価をさせていただくとともに、今後におきましても、若狹町政５

期目の中で、健全財政を顕示しつつ、これらの基金等の積極的な活用と町民還元により、

町民誰もが心からこのまちに住んでよかったと思えるような、暮らしに豊かさを実感で

きるまちを目指して、実行性のある行政施策の展開を期待をさせていただきながら、一

般会計及び各特別会計の決算意見報告とさせていただきます。

続きまして、平成28年度厚岸町水道事業会計及び病院事業会計について申し延べさせ

ていただきます。

初めに水道事業会計から申し上げますが、先ほど、各担当課長の説明されました。そ

れと若干、重複すること、誠に恐縮かと存じますが、お許しを賜りたいと存じます。

水道事業会計、第３条予算の収益的収入及び支出でありますが、消費税抜きで、収入で

は２億6,489万2,348円、支出では２億6,550万353円。差し引き60万8,005円が当該年度の

純損失、いわゆる赤字決算なってございます。

次に、第４条予算の資本的収入及び支出、税込みでありますが、収入の2,703万423円

に対し、支出では１億3,500万9,998円となりまして、差し引き１億797万9,575円の不足額

につきましては、過年度及び当年度分の損益勘定留保資金と当年度分の消費税及び地方

消費税資本的収支調整額で補填処理をしているところでございます。

続きまして、病院事業会計について申し上げます。第３条予算の収益的収入及び支出

でありますが、消費税抜きで収入では12億3,667万183円に対しまして、支出では12億84

万8,028円、差し引きで3,582万2,155円、こちらのほうは黒字決算と相なっております。

次に、４条予算の資本的収入及び支出でありますが、税込み、収入の１億6,833万2,233

円に対し、支出も収入と同額であり、差し引き収支ゼロということになります。

以上、平成28年度の水道事業会計及び病院事業会計の決算について、その概要を申し

述べさせていただきましたが、地方公営企業法第30条第２項の規定に基づき、町長より

審査に付されました平成28年度厚岸町水道事業会計決算並びに病院事業会計決算にかか

わる各諸書類は、いずれも関係法令に準拠して作成をされており、また、表示された計

数についても適正であり、何ら誤りのないものと認められたところでございます。

なお、水道事業につきましては、平成24年度からの料金改定以来、前年度までの４年
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連続の黒字決算となるも、本年度は一転して赤字決算を余儀なくされ、平成29年度から

の料金改定に水道料金改定に至った由縁であろうかと思いますが、人口動向からも使用

水量の大幅な増加は、今後は期待できず、事業自体の独立採算性が低下している状況に

あって、後年になって同様の問題が周期的に発生することも十分に想定されることから、

今後においても収益性、採算性に重点を置く余りに、何よりも寛容な町民サービスと町

民生活満足度を著しく低下をさせることのないように、厚岸町一般会計と経費分担の適

正化と相互連携関係の強化も含めて、公共の目的を有する企業として、企業の方向性を

生み出していっていただきたいと思います。

また、病院事業につきましては、26年度からの会計基準の改定への対応に非常に苦慮

しつつも、本年度は昨年度に引き続き、黒字決算と相なりました。これは、常勤医師が

年度当初から安定的に確保され、外来患者数が増加をし、収益的収入も堅調に推移した

ことに加え、平成30年度からの会計基準改定の激変緩和措置の解除にともなう、不良債

務発生を防ぐための一般会計からの補助金の増額や、浜中町からの救急医療負担金の確

保などが主な黒字要因となってございます。

町立病院は町民の生命と健康を守る公的医療機関として今後とも重要な使命を全うい

たすべく、常勤医師の安定的確保のほかにも、他の医療機関との連携による診療体制と

医療サービスの充実等を図るとともに、厚岸町の一般会計からの補助･支援を確保をし、

将来にわたり不良債務及び資金不足を生じることがないように、連携関係を密にして、

町民から信頼される病院事業の運営に鋭意努力されることを期待するものでございます。

以上で、公益医療会計決算審査にかかる口頭報告を終わらせていただきます。

●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、議長及び議会選出監査委員を除く11人の委員をもって構成

する平成28年度各会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託し、閉会中に審査する

ことにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） ご異議なしと認めます。

よって、本９件の審査については、議長及び議会選出監査委員を除く11人の委員をもっ

て構成する平成28年度各会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託し、閉会中に審

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16分休憩

午前11時20分再開

●議長（佐藤議員） 本会議を再開いたします。
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●議長（佐藤議員） 日程第７、報告第７号 平成28年度厚岸町一般会計等における健全

化判断比率及び公営企業会計における資金不足比率の報告についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

税財政課長。

●税財政課長（星川課長） ただいま上程いただきました報告第７号 平成28年度厚岸町

一般会計等における健全化判断比率及び公営企業会計における資金不足比率の報告につ

いて、その内容をご説明申し上げます。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び同法第22条第１項の規定

により、平成28年度厚岸町一般会計等における健全化判断比率及び公営企業会計におけ

る資金不足比率について、別紙監査委員の意見をつけて報告するものであります。

議案書11ページ。

平成28年度厚岸町一般会計等における（1）健全化判断比率につきましては、①実質赤

字比率、黒字のため、比率なし。②連結実質赤字比率、同じく黒字のため、比率なし。

③実質公債費比率12.1％、④将来負担比率64.6％であります。

厚岸町に適用される早期健全化基準は右欄のとおりであり、いずれもその基準を下回っ

ております。

次に、平成28年度厚岸町公営企業会計における（2）資金不足比率であります。

いずれの会計も資金不足なしのため、比率なしであります。

厚岸町に適用される経営健全化基準は右欄のとおりであり、いずれもその基準を下回っ

ております。

各比率の内容につきまして、お手元に配付しております報告第７号説明資料によりご

説明させていただきます。説明資料１ページをごらんください。

初めに、実質赤字比率であります。この比率は、一般会計の実質赤字が標準財政規模

に対してどのくらいの割合なのかを示す比率であります。表の上段右側太枠で網かけし

ているところですが、比率はマイナス黒三角8.53％。この表記は、実質収支が黒字のた

めマイナス黒三角で表記しているところであります。公表の際には比率なしとなります。

次に、連結実質赤字比率であります。厚岸町の一般会計と公営企業会計以外の特別会

計への実質赤字と地方公営企業法が適用されない公営企業会計である特別会計の実質赤

字と、地方公営企業法が適用される公営企業会計の資金不足剰余額の合計額を標準財政

規模に対する割合で示す比率であります。比率は表の右下、下段のとおりマイナス14.74

％。この表記につきましても、収支が赤字ではなく黒字のためマイナスで表記している

ところであります。公表の際には比率なしとなります。

表の下に前年度の比率を表記しておりますので、参考としてください。

２ページをごらんください。

実質公債費比率であります。この比率は、その年度の歳出の中で借金の返済に充てた

額がどの程度であったのかを見る指標であります。一般会計の公債費と債務負担行為支

払額、特別会計等公営企業会計の公債費のうち、一般会計負担額などを標準財政規模に

対する割合で示す比率で、過去３か年間の平均値で表記いたします。資料には各項目ご

との金額を記載し、右下段に計算式を記載しております。表の右中央に記載のとおり、
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本年度の比率は12.1％で、前年度との比較では0.5ポイント減であります。

３ページをごらんください。

将来負担比率であります。この比率は、一般会計が、今後、将来にわたって負担しな

ければならない実質的な負債額を標準財政規模に対する割合で示すものであります。資

料には各項目ごとの金額を記載し、下段に計算式を記載しております。表の右下段に記

載のとおり、本年度の比率は64.6％で、前年度との比較では6.5ポイント減であります。

４ページをお開きください。

資金不足比率であります。この比率は、公営企業会計ごとの資金不足額がそれぞれの

事業規模に対してどのくらいの割合なのかを示す比率であります。

比率でありますが、水道事業会計マイナス95.1％、病院事業会計マイナス3.0％、簡易

水道事業、下水道事業会計ともに収支ゼロのため比率はゼロ％であります。４つの会計

とも資金不足額がないことから、公表する際には比率なしとなります。

なお、下水道事業会計の歳入決算額について、１ページの数字と、このページの数値

が一致しておりませんが、資金不足比率を算定する際には、翌年度繰越財源を除くこと

とされているため、一致してございません。

以上をもちまして、報告第７号の内容説明とさせていただきます。

●議長（佐藤議員） ここで、監査委員に対し、審査結果の意見を求めます。

監査委員。

●監査委員（黒田監査委員） ただいま議題となりました報告第７号 平成28年度厚岸町

一般会計等における健全化判断比率及び公営企業会計における資金不足比率の報告につ

いて、厚岸町財政経営健全化審査の概要を申し述べさせていただきます。

審査した結果につきましては、お手元に配付をした別紙意見書のとおりでありますが、

一般会計における健全化判断比率として示されました実質赤字比率、連結実質赤字比率、

実質公債費比率、将来負担比率、これらの全４項目とも、早期健全化基準以下というこ

とになっておりまして、また、水道、病院の２事業会計並びに簡易水道、下水道の２特

別会計における資金不足比率につきましても同様に基準内におさまり、いずれも係数的

には健全な範囲内での財政運営が維持・確保されております。

なお、先ほども申し述べさせていただきましたが、とりわけ、病院事業会計において、

平成26年度からの会計基準の改定に伴う激変緩和措置が来年度から解除されることにな

りまして、資金不足比率を算定する際には、引当金などが控除されなくなるために、流

動負債が流動資産を上回って、資金不足比率がプラスに転ずる、つまり資金不足となる

可能性があります。その自体を回避するための町補助金増額協議を含めて、１年間ござ

いますので、その１年をかけて、その対策をしっかりと講じていっていただきたい。

ともあれ、本年度の厚岸町につきましては、財政健全化法第３条第１項の規定に基づ

いて、町長から審査に付されました健全化比率等の算定と、その算定の基礎を記載した

書類は、いずれに適正であり、誤りがないものと認められましたことを申し上げまして、

監査委員としての口頭報告とさせていただきます。
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●議長（佐藤議員） これより、質疑を行います。ございませんか。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●８番（南谷議員） 今、代表監査のほうから監査報告がございましたが、健全化判断比

率、資金不足比率、それぞれ平成28年度の示された数字、若干でございますが、それぞ

れ改善されているということに対しましては、私は個人的には評価すべき、努力をされ

てきたなとに理解をさせていただき、敬意を表するものでございます。

その上で、お尋ねをさせていただくのですが、それぞれの比率、改善されているので

すけれども、平成28年度の実質単年度収支というのはどうなのでしょうか。ここにはな

いのですけれども。これについて、もし現時点での数字の判断があれば、教えていただ

きたいし、その結果、どのような捉え方をされているのか、お尋ねをさせていただきま

す。

●議長（佐藤議員） 税財政課長。

●税財政課長（星川課長） お答えさせていただきます。

ただいま、平成28年度の実質単年度収支ということでお問い合わせがありましたので、

その部分につきまして、数字で申し上げますと、今回、単年度収支は、実質の部分につ

きましては４億5,260万6,000円ということでございますけれども、これから基金の積立

金であったり、そういったものを差っ引きで計算します。なので、数字だけ申し上げま

すと、最終的には単年度の実質収支については、マイナス１億1,683万7,000円となって

ございます。これにつきましては、前年度の実質単年度収支との兼ね合いがございます

ので、こういったマイナスの表記になっていますけれども、そういったことになってご

ざいます。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●８番（南谷議員） 数字はわかったのですけれども、答弁漏れあるのです。この数字に

どのように捉えておられるのか、税財政課としては、ということについてお尋ねさせて

いただきます。

●議長（佐藤議員） 税財政課長。

●税財政課長（星川課長） この数字の部分につきましては、それぞれの年度で、基金か

ら繰り入れる額ですとか、積み立てる額、この辺が出てきますので、一概にはその単年

度実質収支が、実際にその数字が適正かどうかというのは、この段階では見えづらいと

言いますか、ということなのですけれども、ただ我々が考えている部分につきましては、

あくまでも実際の単年収支、実質ではなくて、この実質収支の部分、４億5,000万円、今、

数字申し上げましたけれども、ここの数字が大事でありまして、ここの部分をもって判



- 23 -

断しているということなので、ここは可能な限り、この数字をできれば維持したいと考

えておりますけれども、ただいかんせん、この部分につきましては、歳入の見込みより

多い、少ないですとかあったり、あとは歳出のほうで予算組んでおります、例えば除雪

対策費が、その執行額そのまま出てしまうと、その部分が、例年出ていたものがでなく

なるということがありますので、そういったことも加味しながら、我々は考えながら財

政運営をさせていただいているという状況にございます。

●議長（佐藤議員） 他にございませんか。なければ、質疑を終わります。

これをもって、報告済みといたします。

●議長（佐藤議長） 日程第８、報告第８号 専決処分事項の報告についてを議題といた

します。

職員の東独を省略し、提案理由の説明を求めます。

税財政課長。

●税財政課長（星川課長） ただいま上程いただきました、報告第８号 専決処分事項の

報告について、その内容をご説明申し上げます。

議案書12ページをお開きください。

去る８月28日厚岸町名誉町民でありました菅原邦男元厚岸町長がご逝去されたことに

より、厚岸町名誉町民に関する条例に基づき、速やかに厚岸町葬を執り行うため、緊急

執行を要した平成29年度厚岸町一般会計補正予算を地方自治法第179条第１項の規定によ

り、別紙専決処分書のとおり専決いたしましたので、同法同条第３項の規定により、報

告し、議会の承認を求めるものであります。

次ページをごらんください。

総総専第４号。

専決処分書。

地方自治法第179条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。

平成29年８月30日付けであります。

平成29年度厚岸町一般会計補正予算（２回目）。

平成29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が、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ457万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ89億4,888万9,000円

とする。

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

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

14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が、記載のとおり、歳入歳出ともに１款１項にわ

たり、それぞれ457万4,000円の増額補正であります。事項別により、ご説明いたします。18

ページをお開き願います。

歳入であります。
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20款、１項、１目繰越金、１節前年度繰越金457万4,000円の増で、補正財源の計上で

あります。

20ページをお開き願います。

歳出であります。

２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費457万4,000円の増、町表彰名誉町民50

万円、厚岸町名誉町民に関する条例に基づく弔慰金の計上であります。町葬執行407万

4,000円、告別式の導師への謝礼、祭壇設営経費、香典返し、町葬広告料、会場使用料な

ど、説明欄記載のとおり、町葬にかかる経費の計上であります。

以上で、報告第８号の説明とさせていただきます。ご審議の上、ご承認いただけます

ようよろしくお願い申し上げます。

●議長（佐藤議員） これより、質疑を行います。ございませんか。

３番、堀議員。

●３番（堀議員） このたびの元厚岸町長、菅原邦男様の逝去に伴う町葬の執行について

は、今回の専決処分がなされているのですけれども、これ自体は弔慰金にしても、町葬

というものも、現行の名誉町民といったものの中で規定がされているので、それについ

てどうのこうのとはならないのですけれども、ただ少なくても町予算を使って執行する

町葬等については、より町民のほうにも、しっかりと情報というものがなければならな

いと思いますので、その点について、若干質問をさせていただきたいと思います。

まず、資料をいただきました。報告第８号議会運営委員会要求資料というものをいた

だきました。20ページに掲げているものの内訳としてなっているのですけれども、こち

らのほうで質問させていただきますけれども、まずそこでちょっとわからないのが、導

師というものが一人、また僧侶のお布施というもので４人ということになって、計５人、

あと僧侶の車代というのが謝礼金として、ここではあるのですけれども。まずこの人数、

それとお布施の金額、これらの人数の規定、それとお布施の規定というものがどのよう

になっているのかを教えていただきたいと思います。

さらには、消耗品のところでは香典返し400個となっております。専決予算が26万円で

すから、割り返すと１個当たり650円となっております。この基準、当然香典返しという

もの、私は香典返しという表記は余りよくないのではないかとは思うのですけれども、

香典返しですから、当然香典というものがもらっての返しとなりますから、ちょっとこ

こは会葬者御礼とか、会葬者返礼品というような形とか、そういう表記をしたほうがよ

ろしいのではないのかなと、私は思うのですけれども、それについてはいいのですけれ

ども、400個を650円の基準というものがあるのかどうなのか。時価、高いものから安い

ものを言った場合、ちょうど、厚岸町の平均的なお通夜等での香典返しの場合であれば、

当然300円から、高いものでは1,000円、2,000円というものまでもあるのでしょうけれど

も、300円からある中で、どうしてこの650円なのかというものを教えていただきたいと

思います。

また、ここでは個数が400個となっております。実際にこの400個というものは、実数

として出たものなのか、それを教えていただきたいと思います。
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さらには役務費、広告料です。お悔やみとして、北海道新聞、釧路新聞に対して、合

わせて60万5,000円となっております。北海道新聞が幾らなのか、釧路新聞が幾らなのか、

これについて教えていただきたいと思いますし、またお悔やみを入れた範囲、厚岸町だ

けのものなのか、それとも道東釧路管内のものなのか、道東のものなのか、北海道全体

に対してのものなのか、そこら辺についても、しっかりとお示しいただきたいと思いま

す。

また会葬御礼なのですけれども、これは香典返しのところでは、会葬御礼はがきとい

うものが印刷しているのですけれども、それ以外になぜこのようにして会葬御礼という

ものを別に載せなければならないのか。これらの基準についても教えていただきたいと

思います。

以上です。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） まず、一つ目のご質問、僧侶の人数の基準、特にあるものでは

ありません。これまでの町葬の執行の例にならい、町内の同宗派の僧侶をお願いしたい

ということでの、今回の後任ということであります。それに対する謝礼等につきまして

は、これまでの町葬の例にならい、同額をもってお支払いをさせていただいたというこ

とであります。

その後の香典の返礼でありますが、これは結果として400個で計上しておりましたが、

最終的には300個での決算という形になっております。その香典返しの額でありますけれ

ども、これも３年前の町葬の例にならった形で行わせていただいたということであって、

特に基準は設けているものではございません。

そのほか、道新の広告、釧新の広告につきましては、新聞は管内の広告、それとその

ほか町内へのチラシの折り込みという形でございます。会葬御礼につきましては、管内

等々の関係機関、または地方公共団体等々に来賓の通知をさせていただいております。

その方々に対する御礼ということも含めて、町葬終了後に会葬の御礼を、これも、これ

までの町葬の例にならい、広告をさせていただいているということでございます。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●３番（堀議員） わかりました。ただ全部が、これまでの例にならいなのです。しっか

りとここら辺を何か決めるなりをしていかなければならないと思うのです。これまでの

例にならいと言っても、それが例えば10年前とか20年前、物価の上昇もあるでしょうし、

いろいろなものというのがあります。そういったときに、それが本当に正しいのかどう

なのかというものは、現行においては、非常に判断しづらい、どんぶり勘定でやること

も十分可能なものですから、そうならないためにも、例えば町内同宗派の僧侶というも

のに対して、この導師が10万円、あと僧侶お布施といった中では、伴僧や役僧などとい

うふうにも言えると思うのですけれども、20万円ですから、一人当たり５万円というよ

うな、お布施の多価というものについても、やはりどうなのかというものも、しっかり
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とわかるようにしていかなければならないでしょうし、いずれにしても全てについて、

何かどんぶり勘定すぎて、しっかりわからないと。なおかつ専決処分でやるものですか

ら、今回のようにやっているものですから、どれも急に予算を立ててやることはできな

いので、全て専決処分でやらないとならないのですけれども、だからこそ、なおさら、

しっかりとした基準というものを設けなければならないのではないのかなと思うのです。

そうしなければ、町民に対しても、しっかりとした説明ができないのではないのかなと

思うのですけれども、この点については、どのようにお考えなのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 厚岸町名誉町民の方が亡くなられたと。これまでのご功績等を

考えれば、やはり町葬をもって送るということであれば、厚岸町としてきちんとした形

で送り出さなければならない。

ただし、決して華美なものではないと、町としては考えております。どうしても町葬

を行うに当たっては、短い期間の中で、この町葬の準備、執行をしなければならないと

いうことを考えれば、たまたま今回の場合は、３年前の町葬の例がございましたので、

その決算に従って、予算を組ませていただいたと。

結果としては、既に決算終えておりますけれども、407万4,000円の中で執行をさせて

いただいておりますし、結果として残額も残しているということであります。この僧侶

に対する謝礼につきましても、それほど金額の高い設定ではないと。他の一般の寺院等

での葬儀に比較して、決して高いものではないと考えておりますし、またできるだけそ

の町葬の執行に当たっても、経費を抑えるよう、執行してきておりますので、今後もや

はり、こういう形での、前回の例にならいながら行っていくことしかないのかなと思っ

ております。また、全体的には、先ほども申し上げましたが、決して華美なものではな

いと、町としては考えております。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●３番（堀議員） 基準を設けるべきではないのかという問いに対して答えていないので

すけれども。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） これまで行ってきたものが基準ということで、私どもは、その

例にならいながら執行してきたということでありますので、ご理解をいただきたいと思

います。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●３番（堀議員） ですから、これまでの例にならってやったというのは、それはわかる
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のです。ただ、これからもといったものを考えたときに、しっかりとした基準を設ける

べきではないのかなと、私は聞いているのです。

今現在のやつが、基準がどうだから、ないからどうなのと私も言いません。当然、３

年前にも町葬というものはあったわけなのですからいいのですけれども、ただこれから

を考えていったときに、どうなんだと。謝礼で払う導師というものは、町内の同宗派と

いうものであれば、それをきちんと明記すべきでしょうし、会葬返礼品といったもので

出す場合についても、その予算というものは幾ら以内のものでと決めるべきでしょうし、

また道新や釧路新聞に対してのお悔やみといったものも、どういうような形でやるべき

だというもの、それら非常にわかりづらいものといったものは、しっかりと今後のため

にも設けていくべきではないのかと言っているのです。それについて答えていないので

すけれども、３回目ですので、最後、今後についてどのように考えていくのかというも

のを教えていただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） これから、この後、いつ町葬が行われるかわかりませんけれど

も、まずはそのとき、そのときの、議員言われたとおり物価の変動もあるでしょうけれ

ども、今後のためとして、ある程度の基準は設けた中で、今後の執行に当たっていきた

いと思います。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からも、この町葬のことにつきまして、実は名誉町民という基準

はありますが、しかし、遺族の考えもあるわけであります。いかに町葬で行いたいと言

いましても、いや、遺族はこの際失礼いたしますと。家族葬なり、また何々家の葬儀で

終わらせていただきたいということもあるわけでありまして、遺族とも十分に相談の中

で、厚岸町としては、執り行っております。しかしながら、今言ったように、基準、華

美な町葬ということはやるべきではない、そのような認識もあるわけであります。ただ

し、今回は近年の例があったと、３年前、これが10年前、20年前のものが参考になるの

かと言えば当然、物価等を考えれば、またいろいろな時代の流れを考えれば、前例とい

うことは、果たしてなるのかということにも相成るわけでありますので、今の議員の質

問がありましたとおり、今後どのようにするのか。当然、今これで名誉町民というのが

いなくなったわけでありますので、今後、そういう自体になったらどうするのかという

ことについても検討しなければならないものでもなかろうかな、私はそのように考えて

おりますので、尊重をさせていただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） 他にございませんか。

８番、南谷議員。

●８番（南谷議員） １点だけ、今回の町葬の予算の関係については意義ございません。
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ただ、今、町長、答弁されました。名誉町民はこれで今は厚岸町にいなくなりました。

厚岸町の名誉町民制度というものを、今だからこそ、これから一つ一考していくべきで

はないのかなと、そういうときにきているのではないのかなと、その制度について、検

討をしていただければなと思いますが、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議長） 休憩します。

午前11時51分休憩

午前11時51分再開

●議長（佐藤議員） 再開します。

町長。

●町長（若狹町長） 今、葬儀の問題で質疑をしているわけでありますが、関連といたし

まして、お答えをさせていただきたいと思います。

名誉町民のあり方については、今後検討していかなければならない。今の質問に対し

まして、今後考慮しながら検討をさせていただき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） 他にございませんか。なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は原案のとおり承認することに、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、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。

昼食のため、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52分休憩

午後１時00分再開

●議長（佐藤議員） 本会議を再開します。

●議長（佐藤議員） 日程第９、議案第63号 平成29年度厚岸町一般会計補正予算、議案

第64号 平成29年度厚岸町国民健康保険特別会計補正予算、議案第65号 平成29年度厚

岸町簡易水道事業特別会計補正予算、議案第66号 平成29年度厚岸町介護保険特別会計
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補正予算、議案第67号 平成29年度厚岸町後期高齢者医療特別会計補正予算、議案第68

号 平成29年度厚岸町介護老人保健施設事業特別会計補正予算、以上６件を一括議題と

いたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

税財政課長。

●税財政課長（星川課長） ただいま上程いただきました、議案第63号 平成29年度厚岸

町一般会計補正予算から議案第68号 平成29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63号、議案書の１ページであります。

平成29年度厚岸町一般会計補正予算（３回目）。

平成29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ございます。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ8,753万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ90億3,641万9,000円とする。

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

入歳出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。

２ページから３ページまで、第１表、歳入歳出予算補正であります。

歳入では８款８項、３ページ歳出では10款21項にわたってそれぞれ8,753万円の増額補

正であります。

事項別によりご説明いたします。８ページをお開き願います。

歳入であります。

13款分担金及び負担金、２目負担金、３目農林水産業費負担金、１節農業負担金、62

万1,000円の増、歳出計上の道営尾幌第２地区装置整備事業の実施に伴う受益者負担金で

あります。

14款使用料及び手数料、１項使用料、４目農林水産業使用料、３節水産業使用料、11

万9,000円の増、厚岸漁港若竹第２埠頭における汚水管新設工事に係る仮設事務所及び資

材置き場などとして町有地使用に伴う専用料の計上であります。７目教育使用料、４節

保健体育使用料、19万7,000円の増、港町海洋公園使用料6,000円の増は、道路工事に係

る仮設事務所などの設置、宮園公園使用料19万1,000円の増は、展示会開催に伴う公園使

用としての使用料の計上であります。

15款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、１節総務管理費補助金、724

万2,000円の増、番号制度システム整備補助金、124万2,000円は、歳出計上の総合行政情

報システム整備事業、番号制度システム整備に対する補助金として、社会資本整備総合

交付金、財産管理600万円は、湖北地区の統合保育所建設に伴う宮園地区旧教職員住宅解

体について、事業採択を受けての新規計上であります。２目民生費国庫補助金、１節社

会福祉補助金、21万6,000円の増、障がい者総合支援事業費補助金として、障がい者福祉

システムの解消に伴う補助金であります。４目農林水産業費国庫補助金、２節林業費補

助金1,558万4,000円の減、きのこ菌床センター設備整備事業について、国庫補助不採択

となったことによる減であります。なお、当該事業の振替財源につきましては、後ほど
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ご説明いたします。４節防衛施設周辺整備事業補助金、800万円の減、町営牧場隔離牛舎

建設及び管理用機械購入について入札執行確定に伴う特定防衛施設周辺整備調整交付金

の充当減額であります。なお、当該交付金の振替事業については、後ほどご説明いたし

ます。６目土木費国庫補助金、５節住宅費補助金、社会資本整備交付金住宅建設、594万

1,000円の増、町営住宅建設に係る用地取得について事業採択を受けての新規計上であり

ます。６節防衛施設周辺整備事業補助金、710万円の増、ともに特定防衛施設周辺整備調

整交付金の補正でありますが道路橋梁維持470万円の減は、交付金の充当事業費確定に伴

う減額補正。道路新設改良、1,180万円の増は、先にご説明した町営牧場整備分の減額補

正をあわせて振替充当するもので、対象事業は歳出でご説明いたします。なお、交付金

の最終的な充当配分については、今後の交付決定額を踏まえ、補正対応いたします。な

お、交付金の最終的な充当配分については今後において補正対応をいたします。

16款道支出金、２項道補助金、４目農林水産業費道補助金、１節農業費補助金、15万1,000

円の増、主に青年就農寄附金事業補助金、450万円の減は、先に新規就農された方につい

て取得制限について、所得制限により給付対象外となったこと及び新規就農予定であっ

た方が、就農見送りとなったことによる減額補正であります。地域づくり総合交付金、

農業水道、472万5,000円の増は、歳出計上の農業水道施設整備について、当該交付金の

事業内示を受けての補正計上であります。３節林業費補助金、1,500万円の増は、新エネ

ルギー導入支援事業費補助金として、きのこ菌床センター設備整備事業について、同補

助金の事業採択を受け、国庫補助金から財源を振り替えて、新規計上するものでありま

す。８目教育費同補助金、３節保健体育費補助金240万円の増、歳出計上の宮園公園施設

整備事業として、勤労者体育センターの照明設備のＬＥＤ化について、地域づくり総合

交付金の事業内示を受けての補正計上であります。

18款１項寄附金、４目衛生費寄附金，２節環境政策費寄附金2,000円の増、イオン北海

道株式会社様からの寄附金、５目農林水産業費寄附金、２節林業費寄附金、２万9,000円

の増、厚岸漁業協働組合様からの寄附金であります。

20款１項１目繰越金、１節前年度繰越金、7,740万2,000円の増、補正財源調整のため

の計上であります。

21款諸収入、６項３目３節雑入、529万4,000円の増、主に釧路産炭地域活性化事業費

補助金、食文化振興、490万円は、厚岸味覚ターミナル整備事業に係る補助金の計上で、

詳細は歳出でご説明いたします。

その他説明欄記載のとおりであります。

22款１項町債、４目農林水産業債、２節林業債730万円の増、６目土木債、６節住宅債、590

万円の増、それぞれ説明欄記載の事業について、充当事業債の増であります。10目１節

臨時財政対策債2,380万円減、発行可能額確定に伴う減額であります。

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１項１目議会費、61万6,000円の増、主に総務産業常任委員会及び厚生文教常任委

員会の道内視察研修に係る経費の計上であります。

２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、424万3,000円の増、主にふるさと支
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援推進406万6,000円の増は、次ページにわたり、ふるさと納税返礼事務を行う臨時職員

２名分の賃金のほか、パソコンの購入費等であります。４目情報化推進費527万9,000円

の増、総合行政情報システム運営76万4,000円の増、主に北海道自治体セキュリティーク

ラウド接続のためのＷｅｂサーバー等の利用料の計上であります。厚岸情報ネットワー

ク11万6,000円の増、主に職員旅費であります。厚岸情報ネットワーク整備事業158万円

の増、道路改良などによる電柱移転に伴う光ケーブル移設委託料の増額及び住宅の新築

に伴うＩＰ告知端末等の新規設置工事費の増額計上であります。総合行政情報システム

整備事業111万2,000円の増、委託料の増は、新クライアント端末の増設及び障がい者福

祉システム及び給与システム等のシステム改修の増によるもので、賃借料の減は、自治

体情報セキュリティー強化対策借上料の執行額確定による補正であります。総合行政情

報システム整備事業、番号制度システム整備170万7,000円の増、次ページ、主に番号制

度の導入に伴う国民健康保険介護保険システム等のシステム改修経費の計上であります。

11目財産管理費、1,813万4,000円の増、財産管理一般76万8,000円の増は、主に町有施設13

箇所の煙突用断熱材のアスベスト含有調査委託料として新規計上、旧教職員住宅解体事

業1,736万6,000円は、湖北地区の統合保育所建設に伴う宮園地区旧教職員住宅の解体工

事に係る実施設計委託料及び解体工事費の計上で、社会資本整備総合交付金の事業採択

を受けての新規計上であります。なお、実施設計委託料につきましては、先の６月補正

予算にて、湖北地区保育所建設事業で補正計上しておりましたが、このたびの交付金事

業採択となったことから、この事業予算へ振替計上するものであります。12目車両管理

費75万4,000円の減、公用車管理64万2,000円の増は、公用車の冬用スタットレスタイヤ

購入に伴う増額補正、公用車整備事業139万6,000円の減は、事業費確定に伴う減額補正

であります。

４項選挙費、１目選挙管理委員会費、13万4,000円の減、次ぺージにわたり、主に選挙

管理委員会、連合会総会に伴う委員報酬、費用弁償の減であります。３目町長選挙費568

万4,000円の減、選挙事務執行確定に伴う減額補正であります。３款民生費、１項社会福

祉費、１目社会福祉総務費、118万6,000円の増、主に保健福祉総合センター・健康広場121

万2,000円の増は、次ページにわたりますが、施設修繕料として103万7,000円の増のほか、

執行見込みによる補正増減であります。２目心身障害者福祉費1,047万6,000円の増、主

に平成28年度に交付された障害者自立支援給付費国庫負担金等の清算に伴う返還金の計

上であります。４目老人福祉費24万9,000円の増、主に福祉バス車両修繕料の計上であり

ます。５目後期高齢者医療費３万5,000円の増、後期高齢者医療特別会計繰出金の増であ

ります。６目国民年金費2,000円の増、次ページ、職員旅費の増であります。７目自治振

興費１５５万4,000円の増、主に地域公共交通活性化協議会の予算計上科目について、補

助金から負担金へ組み替え計上のほか、協議会が実施する実証運行試験の路線増に伴う

経費が増額となっております。８目社会福祉施設費56万2,000円の増、次ページにわたり

ますが、主に集会所、生活館の施設修繕料の増のほか、コミュニティセンター、集会所、

生活館の各集会施設に、新たに火災報知器を設置するとして13万3,000円の補正計上であ

ります。その他は執行見込みによる補正増減であります。

２項児童福祉費、１目児童福祉総務費56万円の増、主に昨年度執行した児童手当、子

ども手当、子どものための教育・保育給付費、子ども・子育て支援交付金等、それぞれ
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の給付に係る事業費が確定し、既に収入済であった負担金等を清算により返還するもの

であります。４目児童福祉施設費295万2,000円の増、真竜保育所206万2,000円の増は、

主に保育士の退職に伴う臨時保育士の賃金のほかの増額計上、宮園保育所338万7,000円

の増は、次ページにわたり、主に障がいのある児童の入所による臨時保育士の賃金ほか

の増額計上であります。湖北地区保育所建設事業250万円の減は、旧教職員住宅解体につ

いて、社会資本整備総合交付金の事業採択を受け、２款総務費、１項総務管理費、11目

財産管理費へ係る事業費を計上したことにより、当該事業予算を減額するものでありま

す。５目児童館運営費、16万3,000円の増、友遊児童館は、職員研修旅費ほかの増、子夢

希児童館は冷蔵庫の更新として備品購入費の増であります。

４款衛生費、１項保健衛生費、３目墓地火葬場費２万7,000円の増、斎場の修繕料であ

ります。４目水道費20万8,000円の増は、簡易水道事業特別会計繰出金の増であります。

２項環境政策費、１目環境対策費、10万円の増、次ぺージにわたり、環境保全基金につ

いて、寄附採納とあわせて積立金の計上であります。４目ごみ処理費375万2,000円の増、

ごみ焼却処理場の施設修繕料であります。５目し尿処理費269万7,000円の増、本年度４

月本稼働したミックス施設について、汚水等処理量が当初見込みを上回ったことによる

施設電気料と汚泥除去委託料の増であります。

５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、41万6,000円の増、臨時職員賃金

として新規計上であります。２目農業振興費650万円の減、歳入予算でもご説明いたしま

いたが、先に新規収納された方について、所得制限により受給対象外となったこと及び

新規収納の予定であった方が収納見送りとなったことによる減額補正であります。３目

畜産業費1,958万3,000円の減、次ページにわたりますが、それぞれ説明欄記載の事業に

ついて、事業費確定に伴う減額補正であります。５目農地費62万1,000円の増、説明欄記

載の事業について、昨年の台風により、施工できなかった部分を受益者との協議を経て、

本年度施行するための補正計上で、全額、受益者負担金であります。７目農業施設費、43

万4,000円の増、尾幌酪農ふれあい広場16万3,000円の増は、主に施設修繕料の増のほか、

施設周辺整備用草刈り機の購入、上尾幌ふれあい体験農園27万1,000円の増は、主に施設

管理のための管理人賃金及び施設修繕料の増であります。８目農業水道費1,048万3,000

円の増、農業水道施設60万5,000円の増は、主に別寒別牛及びトライベツ浄水場の発電機

修理の増、検満及び新設メータ整備事業42万8,000円の増は、次ページにわたり、トライ

ベツ地区の新設メータ設置による増、トライベツ浄水場整備事業345万円、新規計上。配

水ポンプの更新であります。別寒別牛浄水場整備事業600万円、新規計上。監視用テレメー

タ装置の更新で、いずれも地域づくり総合交付金の事業内示を受けての新規計上であり

ます。

２項林業費、１目林業総務費、２万円の増、全国森林環境税創設連盟負担金として新

規計上であります。５目特用林産振興費、きのこ菌床センター設備整備事業として677万

6,000円の増。歳入予算でもご説明いたしましたが、国庫補助事業から北海道の補助事業

採択を受けるため、熱応答試験調査実施設計委託料の計上と事業実施が冬期間となるこ

とから、工事費が増となったものであります。

３項水産業費、３目漁港管理費９万3,000円の増、厚岸漁港休憩施設の修繕料でありま

す。４目漁港建設費80万円、新規計上、次ページにわたりますが、床潭漁港の静穏度対
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策などについて、北海道が行う漁港施設整備に対する地元負担金の計上であります。５

目養殖事業費254万8,000円の増、カキ種苗センター203万1,000円の増は、餌料藻類培養

槽等の施設修繕料の増のほか、館内の電話設備の老朽化に伴う設備更新としての備品購

入費の計上であります。水産増養殖調査研究51万7,000円の増は、主に植物プランクトン

及び付着生物に対する調査分析委託料の計上であります。なお、この経費につきまして

は、北海道市町村振興協会のいきいきふるさと推進事業助成金を申請中で、交付決定を

踏まえ、今後、補正対応いたします。６目水産施設費11万4,000円の増、主に施設修繕料

の増であります。

６款１項商工費、３目食文化振興費、608万円の増、味覚ターミナル道の駅60万4,000

円の増は、主にコンキリエの施設修繕料の増、厚岸味覚ターミナル整備事業547万6,000

円、新規計上、本年リニューアルオープンしたコンキリエのオイスターバルについて、

新たな食事メニューなどを展開するに当たり、現施設ではカキ及び排煙設備がないこと

から、釧路産炭地域活性化事業補助金を財源に整備しようとするものであります。次ペー

ジ、４目観光振興費６万8,000円の増、職員旅費ほかの計上であります。５目観光施設費

４万6,000円の減、それぞれ説明欄記載の事業について、執行見込みによる補正でありま

す。

７款土木費、１項土木管理費、２目土木車両管理費、170万5,000円の増、主にダンプ

トラックの冬タイヤ購入及び車両管理のための高圧洗浄機購入費の計上であります。２

項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費、565万1,000円の増、次ページにわたりますが、道

路橋梁管理571万3,000円の増は、主に町道の修繕料及び道路補修用原材料費ほかの増額

補正で、建設機械等整備事業６万2,000円の減は事業費確定による減であります。２目道

路新設改良費、太田２号道路防雪柵整備事業として1,116万7,000円の増、歳入予算でも

ご説明いたしましたが、この事業は特定防衛施設周辺整備調整交付金の対象事業であり、

当該交付金の充当事業について、他の交付金事業の執行額が確定し、減額となったこと

から、この事業へ振り替え充当するため、事業費を増額するものであります。これによ

り、当初、防雪柵77メートルの整備から、35メートル増の112メートルを整備する内容で

あります。

５款公園費、１目公園管理費、29万9,000円の増、次ページまでわたりますが、それぞ

れ説明欄記載の事業について、事業費確定による補正であります。なお、公園施設遊具

等整備事業につきましては、事業執行段階における執行科目の振り替えによる補正であ

ります。

６項住宅費、２目住宅管理費、14万8,000円の減、町営住宅23万9,000円の減は、主に

事業費確定による補正、きのこ生産者住宅９万1,000円の増は修繕料であります。３目住

宅建設費1,189万2,000円、新規計上、松葉地区における町営住宅の建設について、地権

者との協議が整い、社会資本整備総合交付金の事業採択を踏まえ、用地購入費ほか必要

経費の計上であります。

８款１項消防費、２目災害対策費、48万6,000円の増、次ページにわたりますが、新築

の住宅及びアパート建築に伴う防災行政無線機購入費の増であります。

９款教育費、２項小学校費、２目学校管理費15万6,000円の増、太田小学校屋内消火栓

ホースの取替修繕であります。３目教育振興費42万4,000円の増、就学援助について、国
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の基準単価改定に伴う増額補正であります。３項中学校費、２目学校管理費、144万7,000

円の増、主に厚岸中学校の事務生の中途退職に伴う臨時職員賃金ほかの計上であります。

３目教育振興費42万4,000円の増、就学援助について、国の基準単価改定に伴う増額補正

のほか、高度へき地就学旅行の増は、対象者数の増によるものであります。

５項社会教育費、１目社会教育総務費、75万1,000円の増、次ページにわたりますが、

主に真龍中学校吹奏楽部の北海道吹奏楽コンクールの参加による文化振興助成の計上で

あります。２目生涯学習推進費６万円の減、生涯学習講演会の開催に当たり、講師派遣

について当初では、所属事務所からの講師派遣を予定しておりましたが、個人依頼となっ

たことから、当該予算科目を振り替え計上するほか、事業費確定に伴う補正であります。

３目公民館運営費３万4,000円の増、主に各集会施設と同様に公民館への火災報知器設置

費の計上のほか、施設修繕料の計上であります。６目情報館運営費８万9,000円の増、図

書館バスの車両修繕料であります。

６項保健体育費、２目社会体育費、466万6,000円の増、体育施設は、財源内訳補正、

宮園公園施設整備事業466万6,000円の増は、勤労者体育センターの照明設備をＬＥＤ化

するもので、地域づくり総合交付金の事業内示を受けての補正計上であります。

12款１項１目給与費、補正額ゼロ、次ページ、財源内訳補正であります。

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、地方債の補正であります。

地方債の変更は「第２表 地方債補正」による。

４ページをお開きください。

第２表地方債補正、変更であります。

過疎対策事業730万円の増、公共用地先行取得等事業590万円の増、臨時財政対策債2,380

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。

５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28年度末現在高95億5,844万4,000円、平成29年度中、起債見

込額６億8,260万円、平成29年度中、元金償還見込額９億7,517万1,000円、補正後の平成29

年度末現在高見込額は92億6,587万3,000円となるものであります。

以上で、議案第63号の説明を終わります。

次に、議案第64号であります。

議案書１ページであります。

平成29年度厚岸町国民健康保険特別会計補正予算（１回目）。

平成29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に、歳入歳出それぞれ1,735万3,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ17億2,832万7,000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。

２ページをお開き願います。
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第１表、歳入歳出予算補正であります。

歳入歳出ともに３款３項にわたって、それぞれ1,735万3,000円の増額補正であります。

事項別によりご説明いたします。６ページをお開き願います。

歳入であります。

４款国庫支出金、２項国庫補助金、１目１節財政調整交付金311万4,000円の増、交付

見込み分の計上であります。３目１節国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金231万

9,000円、新規計上、国民健康保険の標準事務処理システムの構築に対する補助金であり

ます。

７款道支出金、２項道補助金、２目１節財政調整交付金48万4,000円の増、交付見込み

分の計上であります。

11款１項１目繰越金、１節前年度繰越金、1,143万6,000円、新規計上、平成28年度決

算による繰越金の計上であります。

以上で歳入の説明を終わります。

８ページをお開き願います。歳出であります。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、６万円の減、国保システムに係る委

託料の補正については、当初予算の段階においては、国の標準システムの導入を予定し

ておりましたが、現システムの開発元において、システム移行のための対応がされてい

ないことから、現行システムの改修により制度改正の対応を図るものであります。その

ほかは執行見込みによる補正増減であります。

８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費23万4,000円の増、主に特定健診、特

定保健指導実施計画等策定に伴う先進地視察研修に伴う職員旅費であります。

９款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目一般被保険者保険税還付金、200万円の増、

先の６月定例町議会において、行政報告した国民保健税の軽減判定誤りに伴う国保税の

還付金のほか、今後における申告などによる還付見込みを勘案しての補正であります。

３目償還金1,517万9,000円の増、前年度交付の療養給付費等国庫負担金などの清算返還

金であります。

以上で、議案第64号の説明を終わります。

続きまして、議案第65号であります。

議案書の１ページであります。

平成29年度厚岸町簡易水道事業特別会計補正予算（１回目）。

平成29年度厚岸町の簡易水道事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条第１項、歳入歳出予算の補正であります。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,402万5,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ7,622万2,000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。

２ページをお開き願います。

第１表 歳入歳出予算補正であります。

歳入では３款３項、３ページ歳出では１款１項にわたってそれぞれ1,402万5,000円の

増額補正であります。
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事項別により説明いたします。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、894万7,000

の増、太田地区及び片無去地区の計量使用料の見込み増によるものであります。

４款道支出金、１項道補助金、１目水道費道補助金、１節水道事業費補助金487万円、

新規計上、歳出計上の事業について地域づくり総合交付金の事業内示を受けての補正計

上であります。

５款繰入金、１項１目１節一般会計繰入金20万8,000円の増、補正財源調整のための増

であります。

以上で、歳入の説明を終わります。

８ページをお開き願います。歳出であります。

２款水道費、１項１目水道事業費1,402万5,000円の増、簡易水道施設74万7,000円の増

は、太田浄水場の薬品注入施設ほか施設修繕料であります。検満及び新設メーター整備

事業53万8,000円の増は、メーター器の口径改良による増、片無去浄水場整備事業は、老

朽化した水質の監視機器を更新するとして594万円の計上。太田浄水場整備事業は、老朽

化した非常用発電設備を更新するとして380万円の計上で、この二つの浄水場整備は地域

づくり総合交付金を財源に整備するものであります。太田地区排水管整備事業は、配水

支管の道路横断工事として300万円の計上であります。

以上で、議案第65号の説明を終わります。

続きまして、議案第66号であります。議案書の１ページであります。

平成29年度厚岸町介護保険特別会計補正予算（１回目）。

平成29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3,785万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億4,365万円とす

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ページをお開き願います。

第１表 歳入歳出予算補正であります。

歳入では３款３項、３ページ歳出では３款４項にわたってそれぞれ3,785万円の増額補

正であります。

事項別によりご説明いたします。６ページをお開き願います。歳入であります。

２款サービス収入、３項介護予防・日常生活支援総合事業費収入、１目１節介護予防

ケアマネジメント事業費収入、98万1,000円、新規計上、歳出計上の総合事業サービスに

対する事業費収入であります。

５款1項支払基金交付金、２目１節地域支援事業支援交付金10万5,000円の増、前年度

の地域支援事業に対する追加交付であります。

９款１項１目繰越金、１節前年度繰越金3,676万4,000円の増、平成28年度決算による

繰越金の計上であります。

以上で、歳入の説明を終わります。

８ページをお開き願います。歳出であります。
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４款地域支援事業費、２項包括的支援事業・任意事業費、１目包括支援事業等事業費、

補正額ゼロ、財源内訳補正であります。３項介護予防・生活支援サービス事業費、１目

総合事業サービス費、98万1,000円の増、本年４月から開始した介護予防日常生活支援総

合事業における地域包括支援センターが作成するケアプランに対する事業費の計上であ

ります。

５款１項１目介護給付費準備基金費1,572万2,000円の増、平成28年度実質収支額のう

ち、返還金を除く金額及び過年度介護給付費負担金として精算交付分を合わせて基金へ

積み立てるものであります。

７款諸支出金、１項償還金及び還付金、２目償還金2,114万7,000円の増、前年度の介

護給付費国庫負担金等の清算返還金であります。

以上で、議案第66号の説明を終わります。

続きまして、議案第67号であります。議案書１ページであります。

平成29年度厚岸町後期高齢者医療特別会計補正予算（１回目）。

平成29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49万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１億3,696万円とする。

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ページをお開き願います。

第１表歳入歳出予算補正であります。

歳入歳出ともに２款２項にわたってそれぞれ49万2,000円の増額補正であります。

事項別によりご説明いたします。６ページをお開き願います。歳入であります。

３款繰入金、１項１目１節一般会計繰入金、３万5,000円の増、補正財源調整のための

増であります。

４款１項１目繰越金、１節前年度繰越金45万7,000円、新規計上。平成28年度決算によ

る繰越金の計上であります。

以上で歳入の説明を終わります。

８ページをお開き願います。歳出であります。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、３万5,000円の増、郵送料の増であり

ます。

２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金45万7,000円の増、平成28年度決算におけ

る出納整理期間の４月と５月の保険料収入分を本年度の後期高齢者医療広域連合へ納付

する負担金の補正計上であります。

以上で、議案第67号の説明を終わります。

続きまして、議案第68号であります。

議案書１ページであります。

平成29年度厚岸町介護老人保健施設事業特別会計補正予算（１回目）

平成29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、次に定めるところい

よる。



- 38 -

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121万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ8,111万7,000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。

２ページをお開き願います。

第１表歳入歳出予算補正であります。

歳入歳出ともに１款１項にわたってそれぞれ121万6,000円の増額補正であります。

事項別により説明いたします。６ページをお開き願います。歳入であります。

８款１項１目繰越金、１節前年度繰越金、121万6,000円、新規計上、平成28年度決算

による繰越金の計上であります。

以上で、歳入の説明を終わります。

８ページをお開き願います。歳出であります。

１款サービス事業費、１項施設サービス事業費、１目施設介護サービス事業費、121万

6,000円の増、修繕料97万2,000円の増は、男子用和式トイレを洋式へ改修するもので、

備品購入費24万4,000円の増は、談話室に設置している大型液晶カラーテレビが故障した

ため、これを更新するほか、老朽化した冷水機ほかの購入費であります。

以上をもちまして、議案第63号平成29年度厚岸町一般会計補正予算から議案第68号平

成29年度厚岸町介護老人保健施設事業特別会計補正予算の提案説明とさせていただきま

す。

ご審議の上、ご承認いただきますようよろしくお願い申し上げます。

●議長（佐藤議員） 本会議を休憩します。

午後１時37分休憩

午後１時43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） 本６件の審議方法についてお諮りをいたします。

本６件の審議につきましては、議長を除く12人の委員をもって構成する平成29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、会期中に審査をいたしたいと思

いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本６件の審査については、議長を除く12人の委員をもって構成する平成29年
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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。

午後１時44分休憩

午後１時49分再開

●議長（佐藤議員） 本会議を再開します。

日程第10、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含め60

分以内となっております。５分前にはベルを鳴らし合図をいたします。

初めに、６番、室﨑議員の一般質問を行います。

６番、室﨑議員。

●６番（室﨑議員） 先に通告いたしました一般質問通告書により、質問をさせていただ

きます。

質問事項は、いわゆる核のごみについてであります。国は、科学特性マップなるもの

を発表し、厚岸町もその適地、最適な場所として色分けされております。現在までの、

この核のごみ埋設地区に、厚岸町が候補として上げられているという経緯を含めて、こ

の問題に対して町長の考えをお聞きいたします。

また、今後の厚岸町の対応についても、お聞かせいただきたい。よろしくお願いいた

します。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） ６番、室﨑議員のご質問にお答えをいたします。

核のごみについてのうち、初めに、国は科学特性マップなるものを発表した。厚岸町

もその適地とされる。現在までの経緯を含め、この問題に対する町長の考えをお聞きす

るについてでありますが、まずは、これまでの経緯を申し上げますと、平成23年12月26

日に、北海道新聞などが、平成６年８月の原子力政策研究会において、当時の東京電力

副社長が、低レベル廃棄物処理については、厚岸町が本命の候補だったが、漁港の反対

で泊原発建設に影響が及ぶのを恐れた北電の意向で段念したとの記事を掲載したのが始

まりです。

この新聞報道を受けて、町では直ちに、北海道新聞社に問い合わせ、文部科学省が開

示した島村原子力政策研究会の議事録の一部を入手するとともに、過去における町や厚

岸漁業共同組合への打診等の有無を調べたところ、そのような事実は確認されませんで

した。

また、平成24年の町議会、第１回定例会において、室﨑議員が行われた、この報道に
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関する一般質問の中で受けた、厚岸町を候補地として申し入れがあった場合、条件次第

で受けることもあり得るのか、またいかなる条件であっても絶対に断るのか、との問い

に対し、私はもちろん、受ける気持ちはないとお答えをいたしました。

その後、町民をも巻き込んだ反対の署名運動が起き、町と議会に対して、その署名が

提出され、これを受けて、議会では平成26年の町議会第３回定例会において、全会一致

で厚岸町に核廃棄物最終処分場はいらない宣言を決議されました。町も、この決議を受

けて、町民広場に設置している宣言等に、当該宣言を明記いたしました。

さらに、平成27年の町議会第２回定例会では、室﨑議員から最終処分場については、

自治体の応募を待つ公募方式から、科学的有望地を国が提示して、自治体に協力を申し

入れ方式に変えた、厚岸町において、この問題に対する姿勢に変更はないかとのご質問

があり、私はもちろん受ける気持ちはない、私の考えにまったくもって変更がないとお

答えしたところであります。

そして本年７月28日、国から科学的特性マップが公表されました。このマップで厚岸

町でも好ましい特性が確認できる可能性が相対的に高い地域で、かつ予想面でも好まし

い地域に含まれております。

また、マップが公表される前の北海道新聞の記事では、過去の経緯があったとはいえ、

厚岸地域が他の地域とは違う扱いをされておりました。私としては、これまでにも述べ

てきたとおり、受け入れには何があっても反対であります。

また加えて、報道において本町の基幹産業に影響を及ぼす風評被害が起きかねないよ

うな取り扱いを行っていただきたくないということを、改めて申し述べさせていただき

ます。

次に、今後の厚岸町の対応についてでありますが、国は、この科学的特性マップの提

示を契機に、今後、全国各地できめ細かな対話活動を丁寧に進めていくとのことであり

ますので、町としては、そうした国の動向を注視していくことになりますが、仮に何ら

かの通知があったとしても、それに応じる考えは一切ありませんし、これまで同様、反

対の意思を貫いてまいります。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●６番（室﨑議員） この問題を改めて取り上げることを大変町長には申しわけなく思っ

ております。何回同じこと言わせるんだと、うんざりなさっているのではないかと、そ

のように思います。また、マスコミも聞くところによると、町長のところに同じことを

何回も聞きに来るというような状況も見えているようですし、その中で私がこういうこ

とを言うのは、大変申しわけないのですけれども、やはり町民の中に漠然として不安が

漂っているわけです。ですから、改めて町長の今のお話を聞きたかったということでご

ざいますので、真意のあるところ、どうかご理解をいただきたい。

それで、今、町長は断言してくださいましたので、全く私としても心強い限りなので

す。それで、質問という形をとっておりますので、多少、私も補足しながら申し上げま

すので、くどいと言わないでください。

今回、科学的特性マップなるものが出てきて、ここのところなら安全なのだというと
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ころを抽出しましたという言い方をしているのですが、実は日本の国土の３分の１が大

丈夫な場所ですよとして色分けされているのです。ということは、言ってしまえば、ど

こにつくっても科学的見知から検討した最も合理的な場所でございますと言えるような

話なのです。ところが、これに疑問の声も上がっております。いろいろ難しい話はある

のですが、私レベルで簡単にわかることは、日本列島の形成という点から見ますと、日

本列島が今日の形になったのは、約１万5,000年前なのです。それまでは、日本列島とい

うのは、こういう形ではなかったわけです。あるときは、大陸の一部であったりしてい

るわけです。そうすると、１万5,000年前に大体、今の形になったものが、あと1万5,000

年たったらどうなるかわかりません。ところが、この高レベル放射性廃棄物というのは、

何か近づくと20秒で死んでしまうような、非常に恐ろしいもののようですが、これが今、

１万8,000トンあるので埋設処分をしなくてはならないんだという話ですが、それが無害

化するのに10万年かかるというのです。１万5,000年前にやっと今の形になった列島のど

こに埋めて、10万年後まで安心だなんてことが言えるのかというのが、これ素人の素朴

な疑問であります。

それからもう一つ、科学的考察なるものを信用できないのです、我々は。原発くらい

安全なものはないと。原子力政策はどんどん進めるべきだと。あそこでは事故なんか起

きないんだって、耳にタコができるぐらい聞かされました。テレビのコマーシャルでは、

宇宙からやってくる宇宙船、これも放射能の１種ですが、原発から出てくる放射能とい

うのは、それよりも遥かに低いレベルです、なんて言うコマーシャル流していました。

そして、安全の上にも安全だったはずの福島原発が311でああいうことになりました。と

ころが、東電を初め、原子力村の住人や原子力政策推進に走った政治家、太鼓持ちの科

学者や評論家、それを取り巻いて太鼓を叩いていたマスコミ、誰一人、責任をとる者は

いませんよね。そうすると、我々としては、この人たちの言う科学的考察というのは、

こういうものなんだという勉強をさせられたわけです。その経験に基づいて見たとき、

信用性といわれて、誰が信用できますか。結局、原発推進のために、どれだけの税金が

使われているか。いわば、原発というのは、利権の塊であろうと。それに巣食っていた

連中が、「いやいや１万8,000トンの高レベル放射性廃棄物が出ているのだから、何とか

しなければならない、お前も考えろ」と言われて、「はい、はい」となんか言えるわけが

ない。それが今の現状だと。

それで、今も町長おっしゃったように、幌延のことについて、えらい人たちが、平成23

年12月26日に道新やその他の新聞に出たのですが、原子力政策研究会というところの報

告書というのが開示されました。これがまた非常におもしろくて、文科省で開示したの

です。そうしたら、今の東京都知事になられた方が言って、のり弁状態なのです。とこ

ろが、別の団体が、やはり同じものを開示しているのです。それで、墨で消してあった

ところに何書いてあったかが全部わかるのです。そうすると、文科省は、ここのところ

だけは見せたくなかったというのがはっきり逆にわかってしまった。それの中の一つに、

東電の副社長という人が、これ町長の答弁の低レベル放射能と断言していますけれども、

この文面の読み方では、どうもそうとも言えない読み方もできるのではないかと思いま

す。そうでないと、私は言うわけではないですけれども。その中で、厚岸案が１番いい

のだと。幌延は地下水位が高くて、掘ると水がじゃぶじゃぶ出てくるから、なかなか難
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しい。それで、厚岸が最適であるということを言っているのです。これが約20年たって

から表に出てきた。そこへもってきて、今度は、平成26年の１月29日に自民党エネルギー

戦略調査会というところで、日大の教授である高橋という先生が、北海道根釧海岸地域

は最適地であるということを明言しているのです。

そして、自民党エネルギー戦略調査会というところに所属している議員先生は、非常

に興味を示したという記事が出ております。また、その前に、平成24年の10月７日の道

新に、このことに関する記事が出ておりまして、そのときに1980年代電力業界が最終処

分場の適地として検討し、当時の北電首脳に打診していた。厚岸町はいいよということ。

だから、厚岸町が全然知らないうちに、厚岸町の地質調査やっているわけです。こうい

うのが、人の腹の中に手突っ込んでかき回すというのでしょう。そういうような今まで

の流れがある中で、日本の国土の３分の１を最適地ですという地図をつくって、その中

に厚岸町が入れられていたら、これはいろいろなカバーかけながら、ここねらっている

なと。我々は思わざるを得ない。そういう状態で、やはり町民の間にも不安な気持ちと

いうものが、今薄墨のように流れていることは事実なのです。そういう中で、厚岸町が

そんなものは受け入れませんと言っても、殿下、国家のためなのだからといって、踏み

つぶされるかもしれないけれども、やはり厚岸としては、お断りですということを明言

しておく必要がある。その問題意識から議会も、この宣言決議というのをやりましたし、

町長もまた、再三再四、そんなものは受け入れないということをおっしゃってくださっ

ている。そのように私は理解しております。

その上で、お聞きいたしますが、まずちょっと横道に逸れますが、厚岸町では宣言と

いうのを10個行っています。昭和37年から平成26年の核廃棄物最終処分場に関する宣言

まで、十の宣言が出ております。これは、資料としてお願いしたので、議員さん皆さん

の机にも回っているかと思います。まず形式的な話なのですが、この宣言というのは、

厚岸町の施策の上で、どのような位置にあるのかということをお聞きいたします。時間

もないので、私はこう考えるのだがというのを申し上げるので、そうなのかどうかとい

うことでお答えいただきたい。私は、これは厚岸町の基本的理念や意思を公表したもの

であって、町はこの宣言というものに従った施策を行っていきますという、非常に重要

なものだと、そのように考えていますが、それでよろしいでしょうか。

●議長（佐藤議長） 町長。

●町長（若狹町長） 私からお答えさせていただきます。

宣言とは、地方自治法第96条で、議決事件とはされておりません。宣言とは、地方自

治体としての自己の意思・主張・方針を内外に表明することであり、法的拘束力等はな

く、その方法も今回の場合の議会の議決や首長の証明等々、さまざまであり、必ずしも

議決が必要とされていない、住民の代表者である議会の議決があることが好ましいと思

います。最終的には自治体の判断に委ねられておるわけでありますが、行政執行上にお

いては、これを巡視することが基本ではなかろうか、私はそのように思っております。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。
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●６番（室﨑議員） それで、地方自治法で決議案件等は決められていないけれども、厚

岸町では、この宣言10個とも、議会の議決というものを使って行っているわけですね。

それで、これについては、内容はもちろん、一つずつ違うのですが、今、町長がおっしゃっ

た、これを非常に大事なものとして町政に生かしていくと、そうなるとなれば、厚岸町

の意思を宣明したからだという点については、この十、全部変わりませんね。

●議長（佐藤議長） 町長。

●町長（若狹町長） そのとおりでございます。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●６番（室﨑議員） それで、ちょっと疑問に思いましたのは、前回の６月議会、この核

のごみ最終処分場については、杉田議員が質問をしてくださっております。その中で、

平成26年９月に町議会において、厚岸町に核廃棄物最終処分場はいらない宣言をする決

議を行っており、執行者としても、これを重く受け止め対応してまいりますという言い

方で、これはまとめてあるわけですから、一字一句同じとは言いませんけれども、いう

言い方をなさった。

要するに、あのとき私も議場におりましたから、私の記憶も入れて言うならば、議会

がそういう議決を行ったと。執行者としても、これを十分尊重するという言い方だった

と思うのですが、今の話から言うと、宣言というのは、厚岸町の宣言ではないのですか。

いかがでしょう。

●議長（佐藤議長） 町長。

●町長（若狹町長） それは、議会提案であっても、町がその意思を示すということにつ

いては、法的には団体意思になります。ということは、厚岸町の宣言であります。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●６番（室﨑議員） それであれば結構です。何か、このときの答弁が、ちょっとこう、

違うように聞き取れるようなニュアンスもあったものですから、確認いたしました。こ

れは厚岸町の宣言ですよね。

それで、この後、町内で、町長がここまで、非常に強い決意とその明確な態度を示し

ているということが、案外、町民みんなに伝わっていないのではないかというような懸

念を覚える場面に何回か私はぶつかっております。新聞報道当たりは、いろいろなまち

のことを一緒にして書きますので、何かほかのまちの話が厚岸の話と新聞やテレビ見て

いる人が重なってしまうということは、何もこの問題に限らず、よくあるのです。それ

で、この厚岸町の決意表明、意思の表明ということを、やはりこうやっているんだよと
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いうことの町民に対するＰＲは、まだまだ明確に行うべきだと、このように思いますが

いかがでしょう。

●議長（佐藤議長） 町長。

●町長（若狹町長） 第１回目の答弁でお答えをいたしましたけれども、ご承知のとおり、

宣言等にも明記をさせていただいております。さらにはまた、町の広報誌も通じて、報

道をいたしているところであります。しかしながら、今の質問がありましたとおり、町

民にまた明確に理解されておらないということでありますので、その点も心得て、これ

からの行政の中で執行してまいりたい、そのように考えます。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●６番（室﨑議員） これは、この問題でっていう話ではなくて、何か厚岸町がやる場合、

どんな問題でもいいのですけれども、町民の中に妙に冷めた印象を持たれてしまうとい

うことが、往々にしてあるのです。せっかくそれを進めてくる担当部署にすれば、泣く

に泣けないというようなことになるのですが、それは、「いや、あれは役場がやっている

ことだ」と、「あれは町がやっていることだ」と、「俺たちのことではない」というよう

な距離を置いた見方というのが、よくあるのです。この問題に関して、そんなふうな見

方をされたのでは、この町執行者としては、泣くに泣けないということだと思います。

私も同様であります。

それで、町挙げて、このようなものにはお断りだよと、その町長だけが、町だけが、

議会だけが反対、反対言っているのではないんだよということを内外にきちんと示して

いくことが必要ではないかと思うのです。それで、例えば漁港、農協、商工会だとか、

そういう町内の団体が同じ趣旨の宣言をしてもらうと。お断りだよと。そういうことを

町として、そのようにしていかないかと諮っていただきたいのですが、いかがでしょう

か。

●議長（佐藤議長） 町長。

●町長（若狹町長） 今回の科学的特性マップ、ちょっと長くなりますが、４色の色に分

けて発表をいたしておるわけであります。しかし、大変わかりづらい、私はそのように

科学的ということであるのでしょうけれども、反対に私は心配しております。と言いま

すのは、ご承知のとおり、４色の色分けはいいわけでありますが、最適地が含まれてい

ると、要するに最適地であるということです。その道内の179ある市町村の中でも86市町

村なのです、適地は。もっと縮めて言いますと、釧路管内では釧路町、白糠、鶴居、浜

中、標茶の６町村。それともう一つは、釧路市の合併いたしましたので、音別地区の沿

岸というのは適地となっているのです。

それから、もう一つ、お読みになったと思います、室﨑議員も。４月の19日付けの北

海道新聞であります。北海道新聞の、これは独自の調べです。少なくとも道内の３割以
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上が不適地として除外されることがわかった。かつて、電力業界や火山学者が適地と指

摘した厚岸湾周辺など、釧路管内の沿岸部の一部が、油田や炭田火山などの存在のため、

不適地となった、という報道なのです。20年前に、室﨑議員の例の今言った、研究政策

から北海道新聞に載ったことから、そういう事実が明快になり、我々も宣言をいたした

経緯があるにもかかわらず、その道新が、こういうことを記述したということなのです。

どういうことかわかりませんけれども、要するに新聞の記事ですから、そのように読ま

せていただいたところであります。

しかしながら、何回も答弁いたしておりますとおり、私といたしましては、受け入れ

ないという気持ちは変わりません。そういう意味も含めて、今、ご指摘がありましたと

おり、もっと広報活動を通じて、町民皆さんに周知できるように、やはり厚岸は風評被

害が怖いのです。漁業のまちであります。そういう面においては、十分にこれからの動

きを注視しながら、町民に理解を求めてまいりたい、そういうように考えておりますの

で、ご理解いただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●６番（室﨑議員） その道新の記事、厚岸町が全部抜けたというわけではないのです。

それから経産省が出した図面で、厚岸町が完全に抜けているとは、どう見ても思えない

のです。だから、やはり厚岸町の一部は抜けたかもしれない、あるいは厚岸湾といって、

それがどこまで言っているのか、全然わからないのです。そうすると、我々としては、

やはり最悪の場合を考えていくより仕方がないだろうと思うわけです。それで、敢えて

もう一度お聞きしますが、町長として、やはり各団体にも働きかけていただきたいと、

私は思うのですけれども、その必要はないということですか。

●議長（佐藤議長） 町長。

●町長（若狹町長） 団体よりも、町民全体に周知することが必要であると思います。そ

のことによって、各団体にもつながってくるわけであります。団体は団体として、私は

あくまでも町民に、一人一人に周知すべきものである、そのように考えます。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●６番（室﨑議員） わかりました。ぜひ、それは強くやっていただきたい。言葉だけで

はなくて、行動として示していただきたい、そのように思います。

その上で、もう一つお聞きいたします。厚岸町は平成26年９月10日に核廃棄物最終処

分場はいらいない宣言をしました。前の年の３月25日に釧路市議会は、最終処分場受け

入れ拒否に関する意見書というのを出しております。ところが、自分たちはこういうこ

とやったから、あなたたちも一緒になってやらないかと、あるいは自分たちはこういう

ことをやったよという情報提供、あるいは一緒にやらないかというような指揮の話、一

切なかったですね。我々は、そんな決議を釧路市議会がやっているということすら、知
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らなかった。26年の４月に、こういう宣言を出そうと思って、各議員さんたち、いろい

ろ調べました。そうしたらわかった。

それで、ほかのまちをどうのこうの言うわけではないのですが、平成26年の11月に厚

岸町議会は、釧路町村議町会の会長宛にこういう文書を出しています。「根釧地域に高レ

ベル放射性廃棄物の最終処分場を受け入れない取り組みについて」という題で、ルール、

その経緯を書きまして、「つきましては、本事案については、一つの自治体として限定さ

れる事案ではないと考えますので、本町議会の取り組みについて、関係資料を添えて情

報提供させていただきます」と、こういう文章を出しております。ここに、この本件に

関する問題点が実に明確に書かれていると思うのです。

例えば大別の峠を越えて下りると、厚岸町ではないです。中学校の前に行くと、厚浜

橋という小さな橋がありますが、その対岸、向こう側は厚岸町ではないです。厚岸町は

絶対お断りだよと言っているときに、そういう町境の向こう側につくられたのでは、た

まったものではないです。先ほど、町長答弁の中で、そういう問題意識をちょっとおっ

しゃってくださいましたが、そういうことなのです。もっと言うならば、自民党の何と

か部会で、高橋という教授が言っているときには、根釧海岸地域だというようなことを

言っています。

今、函館市が訴訟を起こしていますが、原子力関係の施設が、津軽海峡の向こう側に

つくっている。それについて、函館市の意見を何も聞かないということはないだろうと

いうことで訴訟を起こしています。と同じように、実は厚岸町反対しているから、厚岸

町にはつくらないけれども、すぐその隣のそばにつくったんだでは、これはたまったも

のではない。これは、お互いのまち、全部そうですよね。そうすると、やはり管内町村

会や、いろいろ町長が近隣の、これは釧路管内だけではなくて、根室管内も含めての話

になると思います。ところの首長さんと、いろいろと交流や意思の疎通をする機会が幾

つもあるかと思います。そういうところで、ぜひリーダーシップを発揮なさって、管内

挙げて、あるいは根釧地域挙げて、こういうものはお断りだという意思の表明をしない

かという、そういう気運といいますか、あるいは体制をつくっていただきたいと、その

ように切に願うところなのですが、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議長） 町長。

●町長（若狹町長） 実は、その辺、私も科学者と称する方々の意見、極めて重く感じ、

またその結果において大きな影響を与えるのです。ですから、第１回目の答弁でいたし

ましたけれども、20年前の東京電力の副社長、当時である豊田という人です。厚岸町が

反対の理由に、わかめの産地だから漁民は反対するだろう、それだけを見ましても、い

い加減とは言いませんけれども、科学者ですから、それだけの知識があってのことであ

りますけれども、まるで状況もわからない中での発言。それと、自民党の研究会での発

言、釧根地区が適地であるという、これは日大の高橋教授です。しからば、現地を確実

に調査をして、そういう結果、そうだったという発言をしているのか、全く我々は調査

をしたとか承知しておりません。そういうことを堂々と、胸を張って発言をする。大変

なことなのです、地元としては。そういうことで、一自治体で、この宣言をしても、周
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りの影響も当然あるわけであります。そういう意味で、釧路管内、とりあえず７町村、

ただし、今回、色分けした中で、釧路市は不適地なのです。ただ、先ほどもお話いたし

ましたけれども、音別の海岸の一部は適地ということになっておるわけでありますので、

この点、科学的特性マップの根拠というのは、私ども素人でありますので、その出した

掲載書のことを信じないといけないかもしれませんけれども、そういう実例をお話、捉

えて出したわけでありますが、私は何と言いましても、このことについては、受け入れ

ませんという気持ちは変わりませんし、近隣の町村にも、そういう点においてはご理解

いただくように、さらに強くお話をさせていただきたいと思っております。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●６番（室﨑議員） ぜひお願いします。そのマップで、「俺のまちは不適地になっている

からいいんだ」と言ったって、すぐ隣のまちが最適地になっていて、つくられたら、も

ろにその危険はかぶるわけです。だから、この地域全体が、やはり同じ意味で、そんな

ものがこられては困るという点では変わりかわりないのです。ですから、そういう観点

から、管内一丸となって、こういう問題に対処していくことが非常に大事だろうと思い

ますので、町長から、強く働きかけていただきたい、そのようにお願いいたします。

●議長（佐藤議長） 町長。

●町長（若狹町長） 重ねて、私の考えを含めて、今の答弁にお答えをさせていただきた

いと思いますが、国は今回のマップの提示につきましては、調査の受け入れを自治体に

求めるものではないとしているところであります。厚岸町では、先ほどから議論いたし

ましたとおり、平成26年に厚岸町に核廃棄物最終処分場はいらないとする決意をしてお

るところであり、さらに北海道では北海道における特定放射性廃棄物に関する条例にお

いて、受け入れがたいことを宣言しているところであります。結論をお話いたします。

私といたしましては、厚岸町の決議並びに北海道の宣言を遵守してまいります。そうい

う気持ちで、これから近隣町村の含めて、また町民の各位の皆様たちにも周知するよう

に徹底してまいりたい、そのように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） 以上で、室﨑議員の一般質問を終わります。

次に、８番、南谷議員の一般質問を行います。

８番、南谷議員。

●８番（南谷議員） 第３回定例会に当たり、通告に基づきまして一般質問を行います。

初めに、松葉津波避難階段整備事業について伺います。現有階段は、当初、観光目的

に整備され、これを非難階段として活用されております。現状、この階段は一部、地す

べりが発生しており、さらには踏み板も朽ちており、早期改修が必要な状況にございま

す。平成29年度から31年まで整備計画では、今年度はまずは実施設計と地質調査を実施
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いたしますが、避難階段としての整備事業、ルートや構造をどのように想定されておら

れるのかお尋ねをいたします。

この場所は、傾斜がきついところに設置され、避難階段の幅でございますが、幅はもっ

と広く、誰もが登りやすい整備をすべきではないでしょうか。また、登り口、倉庫の陰

となり、松葉通りから見えません。いざ避難というとき、誰もがわかりやすい登り口、

観光面でもお供山展望台、頂上にあるのですけれども、非常に風光明媚でございます。

ここまでの距離、当初は観光目的で、この階段が設置されました。最近では、少しこの

ＰＲがすたれてきていると思いますが、もっと階段をしっかりつくっていただいて、お

供山展望台に行ってみたくなるような、そんな登ってみたくなるような階段の整備事業

が必要とは考えますが、いかがでしょうか。

２点目でございます。監査制度について伺います。平成29年度地方自治法改正で、監

査制度の充実強化についての改正があり、今回の改正で本町にかかわる影響と、その対

応についてお尋ねをいたします。特に、現行の監査基準との整合性はどのようになりま

すか。また、監査制度の充実強化が求められている中、監査事務局長が併任となってお

りますが、業務に支障はないのでしょうか。お尋ねし、１回目の質問といたします。

●議長（佐藤議長） 町長。

●町長（若狹町長） ８番南谷議員のご質問にお答えいたします。

１点目の松葉津波避難階段整備事業についてのうち、初めに、避難階段整備にかかわる

ルートの想定についてでありますが、階段を含む、避難路のルートについては、実施設

計を進めていく中で、保安林や市有地を横断する必要が生じ、現在、保安林を管理する

北海道や地権者との間で調整を行っているところであることに加え、地質調査について

も現在、その結果を解析中であることから、現時点において想定するルートが確定でき

ていないため、要求資料を含めた詳細についてお示しすることができないことをご理解

願います。

なお、基本的な考え方としては、最短の時間で避難場所に到達することができるよう、

最短のルートを選定することとしております。

次に、避難階段整備にかかわる構造の想定についてでありますが、階段の構造は耐久

性のある構成とし、高さ３メートルごとに1.2メートル以上の踊り場を設けるとともに、

安全確保のため、高さ1.1メートルの転落防止柵と手すりを設け、蹴上げと言いますのは、

階段の段差でありますが、150ミリメートル、踏み幅300ミリメートルの２割勾配、約27

度とするほか、鋼管杭は斜面表層崩壊などを考慮して、構成の大きい鋼管杭、基礎とし、

耐震設計構造にすることとしております。塗装は溶融亜鉛メッキによる防さび処理を行

い、景観に配慮して焦げ茶色の系統の色調にすることを考えております。また、階段を

登り切った箇所から、避難場所までの歩道は、全体をアスファルト舗装し、緩斜面の一

部に手すりを設けるほか、階段と歩道に沿ってソーラー照明灯を設置することとしてお

ります。

次に、避難階段の幅員は、広く誰もが登りやすい整備をすべきについてでありますが、

階段の幅員は人一人の幅を0.75メートルとして、二人が並んで通行可能な1.5メートルで
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設計することとしております。

次に、避難階段の登り口についてでありますが、ご指摘のとおり、現在の登り口につ

いては、松葉町通りにお供山展望台入り口の看板が設置されているものの、登り口が建

物の陰になっているため、松葉町通りからは見えない状態になっております。このため、

今回の整備に当たっては、松葉町通りから見える位置に登り口を設置することとしてお

ります。

なお、２点目の監査制度については、代表監査委員からお答えをいたします。

●議長（佐藤議長） 代表監査委員。

●代表監査委員（黒田監査委員） ８番、南谷議員からのご質問に対しまして、代表監査

委員である私がお答えをさせていただきます。

ご質問の２、監査制度についてでありますが、一つ目の地方自治法の一部改正により、

監査制度充実強化策としての改正があり、今回の改正で、本町にかかわる影響と対応は、

特に現行の監査基準との整合性はどのようになりますかとのことでありますので、去る

６月９日に交付されました地方自治法の一部改正の中の監査制度の充実強化に関する部

分から触れさせていただきます。

この制度の一部改正において、一つ目に監査基準の策定、二つ目に勧告制度の創設、

三つ目に合議不調時における各監査委員の意見の公表、四つ目に議選監査委員の選任の

義務づけの緩和、五つ目に監査専門委員の創設などが上げられます。

今回の改正による当面の影響はないものと考えておりますが、とりわけ影響のありそ

うなものとして、監査基準の策定と議選監査委員の選任の義務づけの緩和が上げられま

す。まず、監査基準の策定につきましては、ご承知のとおり、当町では既に監査基準を

平成18年３月９日、監査委員規定第１号により策定をされており、それに沿って監査の

実施をしてきておりますので、特に問題はないと考えておりますが、平成32年４月１日

からの施行までに、国から指針が示されるということになっておりますので、これと照

合の上で、必要に応じて見直してまいりたいと思います。

次に、議選監査委員の選任の義務づけの緩和でございますが、これは任命権者である

地方公共団体の長が議会の同意を得て決めていくことに変わりはないために、監査委員

としてはお答えをする立場にないことからお許しをいただきたいと存じます。

監査委員といたしましては、今回の改正を踏まえ、全国町村監査委員協議会等の情報

収集、研修等を経て、監査制度の充実強化に向け、努力してまいりますので、ご理解を

願います。

二つ目の監査事務局長が併任になりましたが、業務に支障はないのですかについてで

ありますが、正直なところ、監査委員としては、今回併任となった時期が、決算審査の

時期と重なったことや、定期監査も並行して行わなければならない、それらの状況の中

で、局長本人も事務事業内容の異なる二つの部局を担当し、どちらも片手間でできない

中で、立場の切り替えが大変であろうと、多様に察しておりますが、しかし、併任辞令

が発せられた以上、最善の努力で、双方に支障が生じないよう、取り進めているものと

認識をしております。
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以上でございます。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●８番（南谷議員） まず、津波避難階段についてお尋ねをいたします。

資料要求をしておりました。ルート及び構造がわかるような資料要求をしております

ので、まずルートにつきましては、説明がありましたのですけれども、この資料をいた

だきました。せっかくでございますが、資料の説明をまず求めます。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 町長の１回目の答弁でも、若干の説明あったかと思いますけれ

ども、改めて私のほうから説明をさせていただきます。

まず、階段工の標準図ということで、左の上の部分になりますけれども、階段の幅で

ありますけれども、これは一人の幅を75センチ、0.75メートルとして、二人が並んで通

行可能な幅員1.5メートルということで考えております。また、安全確保のために、高さ1.1

メートルの転落防止柵及び手すりを設ける予定であります。さらに、高齢者等の利用に

考慮をして、２段手すりとして、利き手、昇降方向に応じて、左右どちらでも利用でき

るよう、両側に手すりを設置することを予定しております。また、階段の勾配等につき

ましては、高さ３メートルごとに1.2メートル以上の踊り場を設ける。また蹴上げ、階段

の段差でありますけれども、これは15センチ、踏み幅を30センチで、勾配は２割勾配、

約27度になりますけれども、この形で設置を考えております。また、鋼管杭については、

斜面表層崩壊などを考慮して、合成の大きい鋼管杭基礎として、耐震設計構造としたい

というふうに考えております。また、左側の施工事例でありますが、これは道内の、こ

ういった形での避難階段を設けているところの事例を参考として、記載をさせていただ

きましたけれども、塗装は、ここが保安林等に指定をされているということもございま

すので、色は茶色で、さらに防錆処理を行うということで、できるだけ景観にも配慮し

た形で塗装を考えているところであります。

これらの基準でありますけれども、基本的には、北海道の建設部が定めます、急傾斜

地崩壊防止工事における階段工、斜路工の技術指針に基づいたものということで、これ

らの基準、指針を守りながら、今回の階段を設計してまいりたいと考えているところで

ございます。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●８番（南谷議員） 私、以前に大津波対策として、奔渡１丁目若竹の皆さん、そして松

葉の住民の皆さんの避難場所、早期整備について一般質問をしております。そのときに

は、この階段の活用をという答弁で終わっております。しかしながら、あの一体に住む

地域の皆さんは、現状の避難階段だけでは十分満足できるとは、なかなか理解が得れま

せんでした。あの地域に住まわれる住民の皆さん、今回、このような松葉津波避難階段
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に着手されるということにつきまして、情報を知れば、非常に大きな期待をされると思

います。ですから、住民の皆さんの十分期待に応えれるような、せっかく事業を着手さ

れるわけでございますから、期待に応えれるような整備をしていただきたいな、そんな

思いで一般質問をさせていただきました。

その上で、お尋ねをさせていただくのですが、構造につきましては、しっかりしたも

のだなと理解をさせていただきました。ルートなのですが、ルートは現状、入り口は、

登り口は倉庫の陰で見えないのですけれども、非常に展望台までの距離というのは、非

常に登って、私も何回か書類を出してからも、現地行って登ってみたのですけれども、

避難階段としての活用、観光面での活用、両方できるよな、コンキリエから見る景観に

負けないぐらいの展望台の景観だなと、そのアクセス道路、誰もが見えるような位置に

あるな、そういう意味では現状の階段のルートを余り変えないで、地質調査をするでしょ

うけれども、大まかでいいのですけれども、現行のルートと大きく変わるのでしょうか。

その辺については、まずルートについてなのですけれども、いかがでしょう。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 実は、まだ調査の段階なのですけれども、実は、今、現在の散

策路の登っていく、急斜面を登っていくところが、実は急傾斜地に入っているというこ

ともあって、ここにそのままの形で同じ場所に階段を設置することは、非常に厳しい状

況にあります。ですから、登り口は、今よりも道路から見える形にしますけれども、実

は反対側、右側のほうに階段工を設置せざるを得ないような状況になっております。た

だし、最終的には、今、避難場所としているところに、防災の小屋を一緒に倉庫を建て

ておりますので、ここを最終的な避難地点として、階段工、さらには歩道工を設置する

ということであります。ただし、先ほど説明したとおり、町長からの答弁にもありまし

たとおり、今回は避難階段として、避難路としての整備でありますから、これまでより

もさらに最短のルートでの選択をしながらの設計になろうかと考えております。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●８番（南谷議員） 本年度の事業費が2,649万3,000円、３カ年、事業費総体で２億4,649

万3,000円、大きな事業費でございます、これから。ただ、あの現状を避難階段として大

きなものをつくっていくということになると、非常な急斜地でもありますし、しっかり

とした、この数字よりも、もっと大きくても、私はそれぐらいのがっちりした、あの地

域住民に期待されるような避難階段をつくっていただきたいなと思います。

その上でお尋ねをさせていただくのですけれども、登り口は、確かに道路から見えな

いので、今、言っていただけたように配慮していただけるというものは、あそこに住ん

でいる人はある程度わかるかもしれないですけれども、観光客や外来船、多くの町外の

皆さん、今では国外の人も、厚岸町に観光面で来られるだろう、そういう意味では新た

な場所の観光地の発祥というか、魅力のある場所という意味では、先ほど上り階段が茶

色と言われたのですけれども、むしろ赤くてわかるようなぐらい、観光面も配慮しては
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いかがなのかなと、そんなふうにも考えておりました。これから、まだ実施設計に係ら

れるのでしょうけれども、そういう面もいろいろと配慮して、ぜひ立派な避難階段をつ

くっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 休憩します。

午後２時52分休憩

午後２時54分再開

●議長（佐藤議員） 本会議を再開いたします。

総務課長。

●総務課長（會田課長） 申しわけありませんでした。

色の関係ですけれども、とりあえず、町長の答弁の中では、焦げ茶色ということで、

お答えをさせていただきました。やはり、景観を余り損なうものではいけないと考えて

おります。その中で、選択可能な色を今後、設計の中で考えてまいりたいと思っており

ます。

それと、１回目の答弁で、ちょっと申し上げてなかったのですけれども、設計、ルー

ト、これらが決まった段階で、その地区に避難をすべき住民の方々を対象にした説明会

等も、町として行っていきたいという考えもございますので、ご理解いただきたいと思

います。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●８番（南谷議員） 色については、突然聞いたから、当然だろうなと。でも僕は目立っ

たほうがいいのかなと、観光面も。観光面でも一つ言うと、途中でエプロン、いきなり

展望台まで、避難階段としても使えるだろうし、何メートルかごとにそういうところが

あるから、それはそれでいいのだろうけれども、せっかくの景勝地でもございますから、

ある程度途中で休めるような、このエプロンみたいなような、椅子で座れるようなとこ

ろも設置可能か、できれば考える意向を要していただければなと思いますが、この辺も

含めて、検討していただければなと思います。できないものはできないでしょうから、

答弁はいりません。要望でございますから。

２点目にまいります。監査制度についてお伺いをさせていただきます。

先ほどの答弁、非常に簡潔にまとめていただきました。いろいろ変わっている中で、

私がお尋ねしたい部分、ちゃんと三つとも、二つなのですけれども、網羅されておりま

した。平成29年度地方自治法改正で、監査制度の充実強化についての改正あったわけで

ございますけれども、１番気になった部分なのですけれども、今回の改正では、監査委

員はより独立性や専門性を発揮した監査を実施するとともに、議会は議会として監査機

能に特化していくべきものということは、議会選出の監査委員だと、私は理解をさせて
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いただいたのですけれども、これが議会はむしろ選ばないで、議会として監査機能に特

化していくべきであると、こういう意見。それから議会選出監査委員は、実行性もある

監査を行うために有効であると、意見が反しているわけでございますが、この二つの、

二通りの意見が選べると理解をさせていただきましたが、本町はこれに対しまして、先

ほどは的確な答弁ではございませんでした。それで敢えて、これは町長サイドのお考え

かと思うのですけれども、現時点ではまだ見えない部分もあるのですけれども、町長の

所見を伺いたいなと思いますが、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議長） 町長。

●町長（若狹町長） お答えをさせていただきます。

地方自治法第196におきましては、監査委員は普通地方公共団体の長が議会の同意を得

て選任するということになっておりますので、私から答弁をさせていただきたいと思い

ます。

この改正につきましては、平成30年４月１日から施行されることになっております。

現職の議選監査委員におきましては、私は平成31年４月30日までの任期となっておりま

すので、任期を全うしていただきたい、そのように思っております。

なお、それ以降のことにつきましては、改正法の交付にあわせて発出された総務大臣

通知では、当該条例を制定するかどうかは、監査委員と議会の監視機能における役割分

担の観点等を踏まえ検討されたいとの技術的な助言も行われていることもあり、私とし

ては、議会や監査委員の意見、あるいは他自治体の動向を注視しながら検討してまいり

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思います。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●８番（南谷議員） 次に、監査基準の関係でございます。本町は既に、先ほどの答弁で

もありました。作成をしております。正式には伺ったところ、法務省からは、まだ正式

な標準監査基準というものが、改正の部分がまだ町には来ていないと伺ったのですけれ

ども、もう既にいろいろな本なんかでは出ているのです、その基準例が、それぞれの解

釈の仕方もあるのでしょうけれども、いずれにいたしましても、監査基準について、お

おむね、うちの監査基準と比較をさせていただいたのですけれども、95％全く同じです。

ただ、言えることは、どちらかというと、今の監査体制をより積極的に監査をするよう

な体制をとれ、それから事務職員に当たっても、細部にわたって若干突っ込んでいるの

かなと捉えております。そういう意味では、現行の監査基準につきまして、もう少し精

査をする。先ほどの答弁でもありました。精査の必要があると、現行の監査基準と新し

いものと比較検討をしなければならない作業が発生するだろうなと、斯様に思うのです

が、改めて確認をさせていただきます。いかがでしょうか。

●議長（佐藤議長） 代表監査委員。
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●代表監査委員（黒田監査委員） 私のほうからお答え申し上げます。

まさしく、おっしゃるとおりでございます。要は、監査基準、ごらんになっておわか

りかと思いますが、当たり前の根本原則、それらをうたっております。それに基づいて、

それぞれ監査をするということで、いろいろ本なんかでは思案的な学者の人とか、いろ

いろな方が、いろいろなものが出ているのですけれども、基本的には今、平成18年です

から、11年前につくった、その監査基準というものが、その後、財政健全化比率とか何

とか、いろいろな検査項目が増えることによって、３回、４回、そのたびにアップトゥー

デートなものというか、どんどん新しいそのものに切り替えたり何なり、変更をかけて

おります。

ですから、そういう意味で、今ある厚岸町の監査基準は、少なくてもいろいろな監査

必携とかいろいろな本にあるのですけれども、いわゆる全国町村監査委員協議会という

全国組織があります。全道組織もあれば、管内の組織もございますが、その全監協、全

国のレベルの中から標準町村監査基準というものを発表して、それに基本的には準じて、

ただ厚岸町が該当しない外部監査とかは適用しておりませんので、そういうものは恐ら

く外していると思いますが、おおむねはそのひな形どおりに今の監査基準がきちんとで

きていて、それに沿って毎年監査を実施させていただいているのかなという部分では問

題ありませんが、中にはまだ基準をつくっていない町村があったり、あるいは一部事務

組合とか、そういう団体が、そういうものをまだつくっていない部分もありますので、

それらがやはり、この際、きちんと法的に、そういう強制力をつけましょうということ

で、総務省のほうがやったのだと思いますが、これから、いずれにしても標準町村監査

基準にほぼ近い、そういう指針が示されるはずでございます。平成32年までに示される

はずですので、それらが発表され次第、双方しっかりと照合しながら、その直す必要が

あるということであれば、その必要に応じて見直してまいりたいなと、斯様に存じてお

りますので、ご理解を賜りたいと存じます。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●８番（南谷議員） 事務局長の併任についてお尋ねをさせていただきます。

先ほどの答弁では、辞令が発せられた以上、最善の努力で双方に支障がないよう、取

り進めているものと認識しているということで、そのとおり頑張っていただけるのだろ

うなと、大変だろうなと推察をする次第でございますけれども、原因がどうのこうのと

いうことではないのです。私は、管内にも局長の併任しているところはあります。私も

町村の、理解はしておるのですけれども、先ほどの答弁にもありました。決算時期にも

重なる。そういうときに、そして先ほどからの答弁でもあります。基準が変わろうとし

て、精査をしていかなければならない。今まで以上に、監査のその体制。私は以前にも

監査の体制については、お尋ねをしたことがあります。監査の強化というものは、やは

り職員の職務に、やはりきちんと、少し気合いを入れるくらいでなけれなだめだと。私

はそう思うものですから、監査の体制の強化というものは、積極性、責任というものは

非常に大きいものがあると、理解をしておりますので、それがこの大事なときに、併任

体制になられたということは、非常に私自身、残念に思うし、危惧をして、乗り切って
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いかれるのだろうと期待をしておるわけでございます。そういう意味では頑張っていた

だきたいなと思いますが、今後はどうされるのでしょうか。他の町村のように、併任で

やっていくのか。なるべく、時期が来たら解消されて、従来のように、むしろ増員をさ

せてやりたいなくらいに考えておるのですが、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議長） 町長。

●町長（若狹町長） お答えをさせていただきます。経過等も踏まえてお答えをさせてい

ただきたいと思います。

南谷議員もご承知のことと思うわけでありますが、前任の事務局長が健康上の理由に

より、７月31日付けで退職したいとの申し出があり、議長より受理した報告があり、後

任人事について相談を受けたところであります。厚岸町議会事務局設置条例では、事務

局長は必須と規定されており、このポストを欠員のままにしておくことはできないこと

から、直ちに執行人事を行うべきであると考えましたが、局長の退職にあわせて、人事

異動を行うことは、堪え及ぼす影響を考えたとき、極めて困難でありました。私として

は、私の町長、５期目に当たり、10月１日から新たな執行体制で臨みたいと考えていた

ところでもあり、その中で専任の両機関の選任の事務局長を置くべきことを考慮すべき

ものと認識しているところであります。このことは、代表監査委員とも協議し、ご理解

をいただいているところでございます。本当に併任の人事につきましては、事務局長に

対しましては、大変ご苦労をおかけをいたしていること、大変申しわけなく思っており

ますが、10月１日付けで事務局長を専任にいたしたい、そのように考えておりますので、

ご理解をいただきたいと思います。

●議長（佐藤議長） 以上で、南谷議員の一般質問を終わります。

休憩いたします。

再開は３時40分といたします。広報委員会があるそうです。

午後３時09分休憩

午後３時40分再開

●議長（佐藤議員） 本会議を再開します。

次に、４番、石澤議員の一般質問を行います。

４番、石澤議員。

●４番（石澤議員） 先に提出した、通告書に従って質問いたします。

最初に日欧ＥＰＡについてです。日欧ＥＰＡが大枠合意に達しました。８月２日に畜

産関係者に限って、北海道ブロックの説明会が行われました。この大枠合意が具体的に

発効されたら、乳製品チーズの関税撤廃によって、本町の基幹産業である酪農は壊滅的

な打撃を受けることが予想されます。この大枠合意及び説明会の内容について、町長の
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所見を伺います。

アとして、道、国に対して、影響の調査、対策の具体化を求めていくべきと思います

が、どうですか。

イとして、情報開示を一切せずに進められています。結果だけを知らせるやり方に、

生産現場からは、多くの不満の声が上がっていますが、今後についても、行き先不透明

であり、大枠合意全体像の開示を求めるべきと思いますが、どうですか。

次に、子育て支援についてです。

少子化、定住化対策として、乳幼児医療給付事業を中学生まで拡充すべきと思います

が、どうですか。ほかの市町村では既に始まっているところも多くありますが、経済的

に苦しい家庭に支給する新小中学生への入学準備金について、支給時期を前倒しするこ

とを検討することになっていましたが、その後どうなっていますか。

それから、非正規雇用労働者について、地方公務員法及び地方自治法の改正による臨

時・非常勤職員の採用、労働条件が変わることになると思いますが、町としてはどう対

応していきますか。専門性や経験の積み重ねが必要な職員に対して、早急な待遇改善が

必要だと思いますが、どうですか。

これで、１回目の質問を終わります。

●議長（佐藤議長） 町長。

●町長（若狹町長） ４番、石澤議員のご質問にお答えいたします。

１点目の日欧ＥＰＡについてのうち、初めに道、国に対して影響の調査、対策の具体

化を求めていくべきと思うがどうかについてでありますが、ご質問者は日欧ＥＰＡとい

う言い方を使われておりますが、国が示した方針等においては、日ＥＵＥＰＡという言

い方を使っておりますので、私もそれにあわせて日ＥＵＥＰＡという表現で答弁をさせ

ていただきますことをご了承願います。

日ＥＵＥＰＡについては、平成25年４月から交渉を開始し、本年７月に日ＥＵ定期首

脳協議において、大枠合意に至ったことを首脳レベルで最終確認されたところでありま

す。農業分野における主な内容では、脱脂粉乳、バターについては、国家貿易を維持し

た上で、民間貿易によるＥＵ枠を設定し、その数量も最近の追加輸入量の範囲内に抑え、

生乳概算で初年度は１万2,857トン、以後、段階的に引き上げ、６年目に１万5,000トン

とする内容であります。牛肉については、長期の関税削減機関と輸入急増に対する政府

ガードを確保した上で、現行38.5％の関税を段階的に削減し、16年目には９％まで削減

するという内容であります。ソフト系チーズについては、ＴＰＰで関税撤廃や関税削減

等となったものも含めた横断的な関税割当とし、枠数量を製品重量にして、初年度の２

万トンからは段階的に、枠内税率を引き下げ、16年目には無税として３万1,000トンとし、

17年目以降の枠数量については、国内消費の動向を考慮して設定するという内容であり

ます。また、ハード系チーズにおいては、関税を段階的に削減し、16年目には撤廃する

内容であります。このため、本町における農業や地域経済への影響が懸念されるところ

であります。

政府は本年７月にＴＰＰ等総合対策本部を設置し、秋までに総合的なＴＰＰ関連政策



- 57 -

大綱を改定し、特に日ＥＵＥＰＡにより必要となる施策等について盛り込んだ上で、11

月にも日ＥＵＥＰＡの大枠合意内容による影響試算と対策をまとめる考えを示しており

ます。

また、北海道においては、９月５日、日ＥＵＥＰＡ交渉の大枠合意に伴う、北海道に

おける影響と必要な対策の中間報告を行ったところであります。

本町としては、国や北海道の動向を注視しつつ、内容によってどのような対応が可能

か、またどのような措置が必要かを、関係機関、団体等と協議し、連携して進めてまい

りたいと考えております。

また、酪農畜産業の体質強化に資する効果的な対策や制度等の一層の充実を機会ある

ごとに国や北海道に要請してまいりたいと考えております。

次に、情報開示を一切せずに進められている結果だけを知らせるやり方に、生産現場

からは多くの不満の声が上がっているが、今後についても先行き不透明であり、大枠合

意全体像の開示を求めるべきと思うがどうかについてでありますが、政府は平成29年７

月14日、日ＥＵ経済連携協定交渉の大枠合意を踏まえた総合的な政策対応に関する基本

方針を打ち出し、今回の合意内容や異議等について、国民への説明を丁寧に行うことと

していることから、本町としては、政府全体で責任を持って対応するとしている、この

たびの基本方針が確実に実行されるよう、国に強く求めてまいりたいと考えております。

続いて、２点目の子育て支援についてのうち、少子化、定住化対策として、乳幼児医

療給付事業を中学校卒業まで拡充をすべきと思うがについてでありますが、これまでも

お答えしているとおり、厚岸の未来を担う子どもたちが健やかに成長することは、私は

最も望むところであり、少子化が進む中、子どもを生み、育てやすい環境づくりを進め

ていくことは、大切な施策の一つして認識しております。昨年、策定した厚岸町未来創

生総合戦略において、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。町が単独で実施している小学生

までの医療無料化の実施状況については、分析可能な９カ月分から推計をすると、従来

から実施している未就学児童への医療費助成については、やや減少傾向にあるものの、

町単独で無料化を行った小学生への医療費助成については、ほぼ当初予算の額となる年

間約1,500万円の助成額が必要になることが予想されております。

ご質問にあります中学生まで制度を拡充した場合は、さらに年間約550万円の財源が必

要になることから、現段階においては、今後における子ども医療費のあり方について、

国や道の医療制度の動向を見極めながら、子育て支援策全体として、限られた財源の中

で、何を優先して行うべきかということも含めて、中学生までの医療費無料化の実施に

ついて、前向きに検討を進めていきたいと考えております。

続いて、３点目の非正規雇用労働者についてのうち、初めに地方公務員法及び地方自

治法の改正により、臨時・非常勤職員の採用、労働条件が変わることになると思うが、

町としてはどう対応していくのかについてでありますが、本年５月17日に地方公務員法
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及び地方自治法の一部を改正する法律が交付されました。国は地方公務員の臨時・非常

勤職員の総数が、平成28年４月現在で、約64万人と増加しており、また保育、教育、子

育て等、さまざまな分野で活用されていることから、現状において、地方行政の重要な

担い手となっている中、臨時・非常勤職員の適正な任用、勤務条件を確保することが求

められております。今般の改正を行ったものとしております。

この法律の内容は、一般職の会計年度任用職員制度を創設し、任用、服務規律等の整

備を図るとともに、特別職、非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化を行い、

会計年度任用職員制度への必要な移行を図るものであり、あわせて会計年度任用職員に

対する給付について整備したものであります。

新たに制度化された会計年度任用職員には、この法律による改正後の地方公務員法上、

一般職に適用される各規定が適用されることから、各地方公共団体においては、これま

での臨時・非常勤職員制度の運用を抜本的に見直す必要があります。

具体的には、服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失意行為

の禁止、秘密を守る義務、職務に専任する義務、政治的行為の制限、営利企業への従事

等の制限などの服務に関する規定が適用され、かつ懲戒処分等の対象となることを踏ま

えて、公務運営の適正確保の観点から、適切な運用が求められることになります。

また、募集、採用に当たっては、改正後の地方公務員法第13条の平等取扱の原則を踏

まえ、年齢や性別にかかわることなく、均等な機会を与える必要があり、給付に関して

は、改正後の地方公務員法第24条に規定する職務普及の原則、均衡の原則等に基づき、

適切に支給することが求められます。

このほか、勤務時間及び休暇、健康診断、研修、社会保険及び労働保険、人事評価等

においても適切に取り扱う必要があります。

従来は、制度が不明確であり、各地方公共団体によって任用、勤務条件等に関する取

り扱いが区々であったものを今般の改正によって統一的な取り扱いを定め、今後の制度

的な基盤を構築することにより、各地方公共団体における臨時・非常勤職員制度の適切

な運用を確保しようとするものであります。

今般の改正により、臨時・非常勤職員を任用する全ての地方公共団体では、初めに臨

時・非常勤職員の実態の把握、次に、臨時・非常勤職員全体の任用根拠の明確化・適正

化としての特別職・非常勤職員の任用と、臨時的任用の適性確保と臨時・非常勤の職の

再設定、次に会計年度任用職員制度の整備としての任用・勤務条件等の設計、職員団体

との協議等、条例、規則等の制度改正を行う必要があります。

町としては、国から示された事務処理マニュアルに基づき、法律が執行される平成32

年４月１日から新たな制度で執行することができるよう、準備を進めてまいります。

次に、専門性や経験の積み重ねが必要な職員に対して、早急な待遇改善が必要と思う

がどうかについてでありますが、厚岸町定数外職員取扱規則に定める臨時職員・非常勤

職員の賃金体系については、資格を有するときの専門性の高い職種や屋外等での労務を

主とする職種、主に公金を取り扱う職種で任用する職員の賃金については、有資格者で

あることや職員確保の観点から、一般事務と比較して、相当高い金額を設定しておりま

すし、経験が必要な職種についても、その経験年数に応じた賃金体系を設定していると

ころであります。また、これまでの最低賃金の改定にも対応してきましたが、今年も10



- 59 -

月１日の最低賃金の改定にあわせ、一般事務と同様の引き上げ率をもって、臨時職員・

非常勤職員の賃金を改定すべく準備を進めているところであります。

なお、２点目の子育て支援についてのうち、入学準備金に関するご質問は、教育長から

答弁があります。

●議長（佐藤議長） 教育長。

●教育長（酒井教育長） 私からは、子育て支援についてのご質問のうち、２点目の他の

市町村では既に始まっているところも多くあるが、経済的に苦しい家庭に支給する新小

中学生への入学準備金について、支給時期を前倒しすることを検討することになってい

たが、その後どうなったのかについてお答えいたします。

新入学となる児童生徒の場合は、他の学年より学用品等を多く購入する必要がありま

す。このことから、教育委員会といたしましても、経済的に苦しい家庭、いわゆる準要

保護世帯の児童生徒が入学前に学用品等を購入するための入学準備金の支給については、

理解するところであります。入学準備金の支給実施に向けて、既に入学準備金を支給し

ている道内の市町村及び来年度支給を予定している管内の町村から、支給時期及び実施

上の課題を情報収集し、それらを参考としながら検討してまいりました。

検討の結果、厚岸町においても、平成30年度に入学する準要保護世帯に対して、入学

準備金として学用品等の購入経費を入学前に支給する方向で検討しておりますので、ご

理解願います。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●４番（石澤議員） まず最初にＥＰＡのことです。町長にずっと書いて、答えてもらい

ましたが、正直、私たちにとっては、前が見えない、そういう世界です。ここで、初年

度が１万2,857トン、合わせて３万トン近いチーズが輸入されるということなのですが、

これは牛乳換算にすると、30万から40万トンの牛乳、生乳換算になるのです。そうする

と、北海道の生乳は300万トンですから、約１割近いものがヨーロッパから入ってくると

いうことなのです。

しかも、ヨーロッパというのは、ＥＵから入ってくる品物というのは、アメリカとか、

それからオーストラリアと違って、ある意味、安全なチーズなのです。アメリカやオー

ストラリアは、乳量を増やすための遺伝子組換え成長ホルモンの使用や、えさに成長ホ

ルモン添加物を入れているのですが、ＥＵのほうは遺伝子組換えのえさも使用していま

せん。そういう意味でも安全性の面でも、国内のチーズ工房とか、それからチーズとか

ちあうのです。

しかも、ヨーロッパのチーズというのは、私もそうですが、チーズの基本というか、

中心になるところですから、チーズ自体の味もいいですし、そんな心配はないというよ

うな政府が言いますが、国民にとっては、安いチーズが入ってくるということは、そっ

ちに置き換わるということなのです。今でさえ、0.6％ぐらいが、チーズの消費が増えた

のですが、そのうちの0.3％は、多分、輸入物に置き換わっていくと思います。
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この辺の酪農は加工乳です。生乳を売るというよりも、加工乳が専門の酪農ですから、

それに対しての追い打ちというのは、すごい大変な量だと思います。それに対して、前

を見て、新規就農に入りなさいとか、後継者が帰っておいでとか、それから規模拡大す

れとか言われても、正直、前が見えないというのが、私たちの思いです。

農水省の説明では、今、公表されていない品物については、どうなるかわからないと

述べています。裏を返せば、公表されていない品目は、全て関税撤廃という可能性が高

いということです。その意味では、ＥＵとのＥＰＡは、北海道農業だけでなくて、日本

全体に影響を及ぼすと思います。

政府は、輸出も増えるからいいという言い方をしますが、ＥＵは、日本の豚肉、鶏肉、

乳製品の輸入を禁止しています。その要因は、検疫等動物福祉で、輸入解禁をするため

には、生産工程を明らかにし、審査を受けなければならない、しかし日本の多くの家畜

が遺伝子組換えのえさを使っていることから、解禁につながる見通しはありません。そ

ういう意味でも、日本の物を輸出するということは、まず不可能なのです。そういう中

で、どういう影響があるかという、そういう試算をしないで、まずこういうものを政府

が手立てをするから、影響がないのだという、ＴＰＰと同じなのですが、そういうよう

なやり方で来ても、一切、私たちの生産現場が安心して生産ができるということにはな

らないと思うのです。

それで、農家がちょっと少し楽になってきたのは、乳価が上がったということと、仔

牛の値段が上がったというこということで、私たちの経営が少し楽になってきました。

でも、今は仔牛の値段が下がってきていますので、国に求めることとしては、価格保証

を求めていってほしいと思うのです。その辺、どういうふうに考えていますか。

●議長（佐藤議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） このたびの日ＥＵＥＰＡについては、ＴＰＰの際に、やは

り合意したという際には、大筋合意という表現を使われておりましたけれども、今回の

日ＥＵＥＰＡについては、大枠合意ということで、本当に外枠だけを固めて、まだ詳細

の部分については、これから詰めるという説明がされております。

ただ、先ほども町長の答弁にもありましたとおり、数字として明確にされてきている

部分もございます。そういった部分では、ご質問者言われるとおり、どのような影響が

あるのか、早急に把握をして、それに対応した対策を国等にお願いをするというのが一

般的なとり進め方となるわけでございますけれども、北海道も先般、中間的なとりまと

めをしたところでございますが、まだまだその全体像が見えないという中で、影響度合

いをつかみきれていないという状況でございます。

そういった部分では、町長の１回目の答弁でもありましたとおり、秋にはその影響、

あるいは対策というものも11月にも示していきたいという国の考え方が示されておりま

すので、それを見て、地元であれば関係の農協等と相談をする。あるいは管内、北海道

内ということで、進めていかなければならないだろうなと思っております。

また、ご質問者言われるような、そういう心配事、漠たる不安ということで持ってお

ります。そういった意味では、北海道、町村会、あるいは農協関連の団体、それから水
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土里ネットと言われる土地改良の団体等々と、国に対して、そういった詳細な開示をし

ていただきたいと、そして明確な対応策を早急に示してほしいという要望も行っている

ところでございます。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●４番（石澤議員） ぜひ、そういうふうにしていただきたいと思います。すぐ言うのは、

自由化の影響は軽減だから、抜本的対策はしないとか、むしろ日本の農業は過保護だか

ら、ＴＰＰやＥＰＡやＦＴＡや競争にさらせば輸出産業になると、そういう言い方をし

ます。でも、本当にこういうことを言っていたら、ほかの国は、農業生産額に対する農

業予算の割合ですけれども、日本は38.2％に対して、フランスは44.4％、イギリスは63.2

％、ドイツは60.6％、アメリカは75.4％です。日本の場合は、農業所得に占める補助金

比率と同じ４割弱で、主要国の中で最も低く、特出すべきは補助金比率は35％の米国が

予算比率では75％という、最も高い。これは、鈴木宣弘先生のデータで示されています

が、欧州諸国で言えば、フランスは94.7％、さっき言いましたけれども、44と言いまし

たけれども、これ農業所得に対する支援は、欧州諸国は、フランスは94.7％です。英国

が90.5％、スイスに至っては104％。ほとんど補助金でまかなっていると。それだけ農業

生産物を大事なものとして扱っています。国民の命を守るという、命のもとである食料

を、それを生産する、この農産物を守るということは、どれだけ大事かというのを国の

中心に据えているところと、競争すれば何となるという、この国で、私たちが競争させ

られるという、この大変さというのを、そうなると、私たちつくれなくなるのです。農

家がいなくなってから、つくってほしいと言われても、その技術は伝わりません。です

から、その辺も含めて、所得補償の部分も含めて、強く求めていってほしいと思います

が、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） 国は、方針の中において、万全な対策を講じるという明記

がされております。ただ、その方針に基づいて示される対策がどういうものなのかを見

極めた上で、必要な手立て等については検討をさせていただきたいと思っております。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●４番（石澤議員） 安部首相のモデルとする場所はオランダなのです。オランダの国の

農業が規模拡大ですばらしいところであるから、オランダをモデルとして、そういう農

業をやりなさいというようなことも、何かで読んだことがあります。だけど、そのオラ

ンダで何が起きているかというと、あそこ小さな国土ですよね、水もあるのですけれど

も、大量に畜産を拡大したために、農地に過剰な窒素やリンが蓄積されたと。そのため

に、ＥＵから今年末までに達成する必要があるという目標が数十万トンの牛を処分しな

ければならないと、そういうことに追い込まれています。
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ですから、自然に持続可能な酪農経営をしていくことが、どれだけ大事かというのは、

このオランダの実態を見ても、単純に規模拡大をすればいいというものでもないし、本

当にその地域にあったものを続けていく、それに必要な乳価の補償、そういうものをし

ていくということが大事だと思います。それも含めて、もう一度、お願いいたします。

●議長（佐藤議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 北海道というのは酪農大国と言われますけれども、牛乳の

生産量からすると、全国的にも断トツのシェアを占めているわけでございますが、その

牛乳というのも、飲料用ではなくて、冒頭、質問者言われたような加工乳が多いと。今、

全国的に心配されているのは、新聞でも一部出ましたけれども、過去にあったような南

北戦争がまた勃発するのではないかという危惧までもされております。というのは、北

海道の農業者自身が、酪農家が自分を守るためには、そこまで追い詰められてきている

のではないかという危機感もあって、そういうようなことも出てきているのかなと思っ

ております。

先ほどとの答弁の繰り返しということになりますけれども、全国一律の対応というこ

とではなくて、北海道、特にそういった酪農の部分、チーズという部分では、国内の中

でも最も影響が懸念される地域でございます。そういったことも十分踏まえた中で、関

係団体等とも協議しながら、十分な対策を講じていただけるような取り組みを進めてい

きたいと思っております。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●４番（石澤議員） 南北戦争なんていうのはもってのほかで、南北戦争によって、向こ

うの農家がつぶれてしまったら、私たちの仔牛が売れないということもあります。だか

ら、そういうことがないように、よろしく、いろいろな意味で、手立てをよろしくお願

いいたします。

それでは、次に子育て支援に移りたいと思います。医療費の助成の問題なのですけれ

ども、おかげさまで小学生卒業までとなったことで、お母さんがとても助かったと言っ

ています。早いうちに歯医者に行こうとか、いろいろなことをやろうという話をしてい

ますが、やはりいろいろなまちが近くにありますから、親戚もあれば親もいます。そう

いう人から聞く話によって、「いや、何で厚岸は小学生までなの」というのが多いのです。

浜中、高校生まで、標茶、高校生まで、鶴居、高校生まで、弟子屈、高校、白糠、高校、

釧路町と釧路はちょっと横に置いておいてもいいですけれども、そういうふうにして高

校生までいく。

これ見ましたら、中学生まで拡大した年間550万円の財源が必要になりますということ

ですよね。今回の決算委員会で予算の中で、すごく頑張って、積立金も２億260万円、そ

れから調整基金に２億5,000万円の積み立てができると。この中の、あと550万円、子ど

もたちのために割くということはできないのでしょうか。未来の子どもたちです。厚岸

町で子育てをしたいなと、今、子どもたちが中学生だった子どもたちが、そういう恩恵
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を受けて、親、子どもはそんな恩恵と思わないかもしれないですけれども、親が「いや、

厚岸も、なかなかやるよ」というような、そんな思いをしたところに、子どもたちは帰っ

てくると思うのですが、あと少しです。たくさんのお金かもしれないですけれども、そ

れを子どもに返すということは、未来に対する投資だと思うのですが、その辺はどうで

しょうか。

●議長（佐藤議員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 町長の答弁でもあったかと思いますが、町としては、子育て支

援については、大切な施策の一つとして考えてございます。中学生までの医療費無料化

につきましては、現在、昨年８月から実施させていただいております小学生までの医療

費の無料化の実施状況、どういった部分で医療費が伸びているとかいう部分を、ちょっ

と分析中でございます。

まだ実施可能な分析が、町長の答弁にもありましたが、９カ月分ということで、１年

分まだ揃っておりませんが、そういった中で分析をさせていただいております。それで、

町としては、子育て支援全体の中で、物ごとを、子育て支援策がどうあるべきかという

部分を考えておりますので、その中で、今、はっきりしたお答えはできませんが、中学

生までの医療費の無料化の実施につきましては、町長の答弁にもありましたが、前向き

に検討させていただきたいと考えてございます。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●４番（石澤議員） 本来なら、国がやる仕事なのです、これは。地方自治体に押しつけ

ないで、国が、大事な子どもを、子どもが足りない少子化だと言うのだったら、国が先

頭を切ってやれという、そういうことなのですけれども、そうも言っても、子どもたち

はどんどん上がっています。ここに、限られた財源とありますけれども、子育て支援の

部分は、もうちょっと幅を広げて、ぜひ検討してほしいと思います。それをお願いした

いと思います。

●議長（佐藤議員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 繰り返しの答弁になりますが、前向きに検討を進めさせていた

だきたいと考えております。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●４番（石澤議員） 次に移りたいのですが、経費を入学前に支給する方向で検討してい

るということでしたが、何月に支給すると考えていらっしゃいますか。

●議長（佐藤議員） 教育委員会管理課長。
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●教育委員会管理課長（髙橋課長） 現在、認定方法も含めて検討しておりますが、３月

に給付する予定でおります。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●４番（石澤議員） ぜひ、３月、本当は２月くらいという声があるのです。でも、税金

の関係からいっても、２月、でも２月15日に、たしか認定が出るはずなので、それの方

法でなるべく前倒しをよろしくお願いしたいと思います。

それと、これを知らせる方法なのですが、９月の就学援助の健康診断のときに、９月

に申請書を渡すというところもあるのですが、厚岸の場合、どういうふうにして申請書

をわたすつもりでしょうか。

●議長（佐藤議員） 教育委員会管理課長。

●教育委員会管理課長（髙橋課長） 10月に小学校１年生に入学される方は、健康診断が

あります。本来であれば、その時期にお渡しできればいいのでしょうけれども、まだそ

の段階では予算繰りをしておりませんので、今、考えておりますのは、１月に入学通知

書、町学校、中学校のご家庭に送付されます。その際に、この制度の支給を始めたいと

いうようなお知らせを一緒にしたいと考えております。

１月に保護者のほうに文書、各世帯にそれぞれ配られますので、それから周知をして

受けつけると、１月末ぐらいから受付を開始して、今、おっしゃったように２月の中ぐ

らいには、所得が確定して、始まりますので、確定申告も始まりますので、その際を、

機会を逃さないで、確定申告をして、申請していただくという考えでおります。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●４番（石澤議員） どのくらいの所得だったら、私たちは大丈夫なんだろうと、そうい

うようなものを受ける人が迷っている場合もあるのです。だから、それも詳しく内容的

に、きちんと知らせていただければ、そこで大変な思いをしている人たちが大丈夫なの

かなと思いますので、ぜひ、その辺は徹底してやってください。

それと、ランドセルのことなのですが、これはここの地域、ちょっと地域忘れたので

すが、ランドセルを、今は全部ランドセルを使って、最後まで使うのかな、前は小学校

１年生か２年生ぐらいでランドセルが使わなくなったということがあるのですが、その

ランドセルをバンク、ランドセルのバンクというのをつくって、そしてきちんとしたラ

ンドセルであれば、それを集めて、そしてそれを給付するというやり方もあるようなの

です。だから、人の使ったランドセルで、どうのこうのとあるかもしれないですけれど

も、そういうようなこともできると思いますので、何だかんだ言っても、ランドセルが

１番高いので、それができればいいかなと思うのですが、いかがでしょうか。
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●議長（佐藤議員） 教育委員会管理課長。

●教育委員会管理課長（髙橋課長） まず１点目の保護者への、この就学援助制度の関係

ですけれども、お知らせ、通常、該当になる、判定基準の所得とか、あとどういう書類

が必要だとか、そういう部分をチラシにしてお配りをしております。それも、通知の際

に入れて、わかりやすく通知をしたいと考えます。

それと、ランドセルのバンクなのですけれども、今、初めて聞いたものですから、ど

ういうものか調べて対応していきたいと考えます。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●４番（石澤議員） よろしくお願いします。

次、非正規労働者の雇用についてなのですけれども、ここに書いてあります、教育、

子育て、さまざまな分野で活躍されていることからということで、臨時・非常勤職員の

活用となっていますが、ちょっと気になったのですけれども、会計年度任用職員制度と

いうのができるようなのですが、これはどういう範囲で、どういうふうにして、やって

いけるのでしょうか、任用していくことができるのでしょうか。会計年度制度を創設し

となっていますけれども、この内容はどういうことなのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） １番わかりやすく申し上げさせていただきますと、今、厚岸町

で非常勤職員、さらには臨時職員、法的には臨時的任用職員と言いますけれども。この

臨時的任用職員の任用について、これがこのたびの地方公務員法の改正に伴って厳格化

をされたと。どういうことかと言いますと、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合の

みしか、この臨時的任用職員を任用することはできないというふうになりました。

ですから、基本的には、今現在、臨時的任用職員と、臨時職員として任用をしている

職員の皆さんについては、この会計年度任用職員に移行をされるということになろうか

と思います。まだ、今現在の、先ほど町長からの答弁にもあったとおり、制度が全く、

抜本的に見直しをしなければならないということでありまして、しかも、５月に地方公

務員法と地方自治法が改正をされ、その後、国からもマニュアル等も示され、また法律

的な概要も示されているところですけれども、余りにも32年４月１日の施行に向けて行

うことが多岐にわたっております。

私たちも今、勉強中と、その32年４月１日施行に向けて、勉強中というところであり

まして、わかりやすい説明は、ちょっと今現在、難しいのですけれども、まずはこの会

計年度任用職員というものに移行をさせると。

先ほど、町長の答弁にもありましたとおり、その代わり、賃金体系、給与体系です、

これも今よりも可能性として、決まった金額を支給することができるだろうと思ってお

りますけれども、その分、今、正規職員に義務づけられている服務の宣誓であるとか、

また上司の職務上の命令に従う義務とか、信用失墜行為の禁止だとか、正規職員のそう
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いった義務の部分も、今度、その会計年度任用職員には義務づけられるということもあ

りますし、また人事評価制度というものも、その会計年度任用職員に適用をさせなけれ

ばならないということで、かなり多岐にわたった形で、今後その制度改正を行っていか

なければならない。当然、条例、規則等の改正や制定も必要になってまいります。です

から、もう少し、時間をおかせていただいて、明確な形で示すことができるまで、まず

は、大変申しわけないですけれども、待っていただきたいと思います。

ただし、いずれにしても厚岸町としては、この会計年度任用職員に全般的には移行を

していかなければならないだろうと思っております。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●４番（石澤議員） そうすると、今、臨時で働いている方たちがいますよね。保育所も

含めて、それから牧野とか、そういう人たちの、臨時の人たちの働き方はどういうふう

に変わっていくのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 働き方がどういうふうに変わるのかということですが、与えら

れた、その職務については変わらないものと思っております。ただし、会計年度任用職

員に移行することによって、これまで、もう少し厳格な形で給与制度も含めて、厳格化

されるものと思っております。ただ職務に関しては、基本的にこれまで行ってきていた

だいた職務とは変わりないものと思っております。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●４番（石澤議員） ごめんなさい、何か言い方があれだったかもしれないです。結局、

臨時職員で保育士もそうですし、それから牧場の職員もそうですけれども、臨時から上

がっていくことができないというようなことも、何度か質問の中で、臨時は臨時しかな

いようなことを言われていたのですけれども、そうすると、今度は会計年度任用職員と

いう形の中に、そういう人たちも含まれると理解してもいいのでしょうか。今、会計年

度任用職員、嘱託職員と言われている方たちは、そうすると、どういう形になるのでしょ

うか。あと、この人たちが、会計年度任用職員になった人たちが、５年とかたってから、

希望すれば正職に移ることが可能なのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 今回の抜本的な改正と言われている部分については、臨時・非

常勤職員制度、これが一部、臨時職員の任用も残しながら、一般的には会計年度任用職

員に移行を行うということであります。その制度ができたと。これまでも申し上げてき

ましたけれども、正規職員の採用に当たっては、あくまでも試験を行った中で、採用を
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行ってきていると。ですから、必要な正規職員の正職員の採用は今後も行ってまいりま

すけれども、この方々が一様に正職員にできるという制度の改正ではないということを

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。

●４番（石澤議員） 途中任用の人たちが、受けることができるということだと思うので

すけれども、試験を。途中任用であっても、そういう項目もあったように思うのですが、

それは私の考え違いなのかな。それと、付帯決議が何ぼか出されていますよね。これは、

参議院での付帯決議ですけれども、よりよい人材を確保し、安定した雇用を実現するた

め、引き続き正職員とともに公務を担うにふさわしい賃金労働条件を検討する旨のとい

う付帯決議が採択されましたという形でありますよね。私が気になっているのは、本当

に臨時職員で専門性を要求され、それから技術も、それから経験や技術が必要な職場の

人たちが、こういうことになって、どういうふうに変わっていけるのか。その人たちが

将来に希望を持っていくことができるのか。それから、今のその臨時の人たちの悩みと

いうのは、まず生活の保障がないということと、身分の保障がないという不安をたくさ

ん聞くのです。そういうことに対しては、どういうふうな対応になっていくのでしょう

か。それはどうでしょう。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 今、国から示されたのが、この直前でありますので、私どもも

今、これら精査をしている段階でありますけれども、先ほど、町長から答弁ありました

とおり、これまでの臨時・非常勤職員制度よりも、さらにここで示されているとおり、

勤務時間、休暇、これは厚岸町でも、これまでも同様に行ってきている部分はございま

すけれども、健康診断、研修、社会保険及び労働保険、さらには人事評価等、この部分

も新たに加えられる部分もありますし、また職務給の原則であるとか、さらには均衡の

原則等に基づいて、適切にその給付の部分についても支給をすることが求められている

ということでありますので、全てまだ、これら精査をしている段階ではありませんけれ

ども、少なくとも、これが統一的な、全ての地方公共団体がこれに従って、統一的なも

のとして、その制度に移行をするということになっておりますので、いずれにしても、

今よりかは、その部分について、厚岸町としては、この部分については、相当、他の地

方公共団体に比べて努力はしてきているつもりでありますけれども、それよりも、さら

に厳格化されるものと思っております。

ただし、先ほど申し上げたとおり、一般職員、正規の職員にも求められる、いろいろ

な義務も、それに不随してくるということ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。

●４番（石澤議員） 今でも臨時職員で働いている人にとっても、守秘義務とか、そうい
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うのは発生しているのではないですか。今までよりも強くなるという言い方しましたが。

それと、ただ、これから改正されること、一部改正なのですけれども、それに移行する

ことによって、厚岸町における臨時職員の採用はないということなのですか。それとも、

ここの部分は臨時職員があると捉えていいのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 今、臨時的任用職員として任用している人たちを、今度は会計

年度任用職員という形で移行をすると。恐らく、ほぼそういう形になるかと思いますが、

会計年度任用職員という名称にあるとおり、基本的には年度ごとの任用になります。た

だし、法律の解釈の中では、年度をまたいで、またいでと言うか、引き続き任用するこ

とを妨げるものではないとなっておりますので、毎年の任用試験の中で、面接等の任用

試験の中で、再任用という形になっていくものと考えています。

ですから、全く募集をしないというものではなくて、32年４月1日からの会計年度任用

職員制度の中で、当然、その募集も考えながら、今後のスケジュールになるように進め

ていかなければならないと思っております。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●４番（石澤議員） そうすると、今いる臨時職員の人たちというのは、そういう意味で

は、今は６カ月ごとですよね、半年ごとで臨時職員です。それは１年ごとの臨時職員だ

と嘱託職員ですか。やはり非正規なのですけれども、名前が変わっただけだから、非正

規なのですけれども、少しはいろいろな意味で、今までよりは少しはよくなると思って

いいのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 会計年度任用職員の給付についても確保を図るという町長の答

弁ありましたけれども、一つ例にとれば、これまで厚岸町におきましても、その任用の

年数に応じて、加給金という形で、非正規職員であれば、手当的な支給はしてきており

ますけれども、一つ例をとれば、期末手当というものをきちんと支給をしなさいという

ような、これが地方自治法のほうで定められておりますので、それらに従った形になり

ますから、まだ精査をしてみなければわかりませんし、賃金体系がどのようになるかと

いうことも、これから決定をしていかなければならないということになりますけれども、

それを確立するための今回の改正ということで考えておりますので、今よりはよくなる

と考えております。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●４番（石澤議員） すみません。国からの財源措置というのは、これに変えるための財
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源措置というのは補償されていないのですよね。そのことによって、正規の職員の人た

ちが削られるということのないように、それを求めて、質問を終わります。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） それにつきましては、今後、定年制の延長ということも国は検

討されているようでありますので、今、ここでそのことについて、できる限り、町とし

ては努力はいたしますけれども、そのことについて明確な答弁は控えさせていただきた

いと思います。

●議長（佐藤議員） 以上で、石澤議員の一般質問を終わります。

●議長（佐藤議員） 本日の会議は、この程度にとどめ、明日に延会したいと思いますが、

これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって本日はこの程度にとどめ、明日に延会いたします。

午後４時38分延会

以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。
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