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厚岸町議会 平成３１年度各会計予算審査特別委員会会議録

平成31年３月12日

午前10時00分開会

●委員長（大野委員） おはようございます。

昨日に引き続き、平成31年度各会計予算審査特別委員会を開会いたします。

本日は、議案第１号、53ページの19款１項１目一般寄付金から進めてまいります。

19款１項寄附金、１目一般寄付金。

８番、南谷委員。

●南谷委員 １目一般寄附金でお尋ねをさせていただきます。

一般寄付金２億円でございますが、92ページのふるさと支援推進費１億4,110万円を使

いまして、残りを94ページに記載ありました、ふるさと納税基金に5,890万円を積み立て

るという本計画書になっておると理解したんですが、よろしいでしょうか。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） この歳入２億円に対しまして、ふるさと支援推進費はこの経費、

かかる経費でございます。これを差し引いた残りが積立金と、そういうふうになって、

委員のおっしゃるとおりでございます。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 30年度現時点で３億8,810万円となる補正を承認いたしました。恐らく年度末

にはこれからまだあるわけでございますから、４億円に届くのかなと推測をしておりま

す。平成31年度、２億円の計上に至った根拠についてお尋ねをさせていただきます。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） 平成30年度現在でありますけども、これまで今日現在までお金、

入金的には３億9,000万円を超える入金がされております。その申し込みは４億円に到達

している状況にございます。年度末決算においては４億円を超える決算を迎えることが

できるかなという状況でございます。

今年度は新年度においては２億円の計上、これは前年度当初予算額と同じでございま

す。これは今回の４億円という金額は根拠になりません。今年度またふるさと納税制度

も改正されるようでありますし、何とか昨年の取り崩した額まで今年も何とか年度途中

での補正に期待しているわけでございますけれども、当初はまず前年度並みということ

で置かせていただいている、特に根拠はございません。
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●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 そうすると非常に今年度もいい結果に至るということでございますが、２億

円にしたと、国のほうの厳しいという規制もマスコミ等でも聞いておるわけでございま

すから、その辺も十分理解いたします。

ふるさと納税は今日本町にとっては重要な財源となりました。返礼品のトラブルを含

め、業者に依頼をしておるわけでございますが、とかく世の中、マンネリ化してくると

飽きられるというのですか、新たなものに取り組んでいかなければ本町にとりましても、

ふるさと納税の財源というものはこれからもある程度腹づもりをして事業を取り組んで

いるんではないかと、かように思う次第でございます。ですから、業者任せであるだけ

ではなくて、やっぱり町としてしっかり新たな取り組み、ふるさと納税によく理解をし

ていただけるような取り組みが私はしていかなければならないのかなと。業者だけにト

ラブルや、それから今後の取り組みについても任せっぱなしではまずいと思うのですよ。

しっかりと業者さんと連携をとって、厚岸町としてふるさと納税を厚岸町にしていただ

くような施策というものを、考えていかなければならないときにあるかなと思いますが、

いかがでしょうか。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） 返礼品制度を始めて厚岸町はまだ日は浅いわけでございますけ

れども、各事業者、登録事業者においても、今年も昨年度比で２社ほど登録事業者が増

えている事業でございます。そういったことで、事業者にとってもふるさと納税制度、

期待している部分が感じられているところでありますし、この季節ごとの事業者の自助

努力で商品のリニューアルを図っていただいております。それも非常に大変好評をいた

だいているなと、私自身は感じております。

さて、そこで今後の展開でありますけれども、新たな取り込みといいますか、いろい

ろな町でやっているＰＲだけではなくて、お客様を呼んだりいろいろなことをやったり

しています。このことについては、今般、総務省のほうから、いわゆる基金へ積み立て

る額をせっかくいただく寄附で、それを有効に活用していただきたいという趣旨だと思

うのですけども、経費を抑えられないかということが新聞報道でも出ております。総務

省からは具体的に出ておりませんけども、町として経費をこれ以上どう削減するのかと

いうところは非常に難しいところでありまして、その中で今ご質問の新たな取り組みと

いうことは、今、今後の総務省の具体的な内容を見ないと、どういったことができるの

か、そこら辺はちょっと極めて不透明な部分があります。

ただ、現在厚岸町はいただいた寄附金の総額の約３割を何とか積み立て、有効活用さ

せていただいておりますが、それをもう少し上げるべきという総務省の考え方が今後示

されれば、そのＰＲの仕方、経費のかけ方を考えた上で、新たな展開、その中で具体的

な検討が始まるのかなということで、現在のところ、申しわけございません、新たな取

り組みについては何とか厚岸町に来ていただきたいという企画は持っておりますが、今
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般の新年度予算には反映されておりません。そこら辺を見きわめて、できましたら年度

内で補正の中でできるものについて考えていきたいなと、現在はそのように考えている

ところでございます。

●委員長（大野委員） ほか、ございませんか。

６番、室﨑委員。

●室﨑委員 歳出でお聞きしようかと思っていたんですが、今の議論そっちにまで入って

るので、私もここで申し上げますが、総務省が経費を削減せよということは再三再四言

って、また通達が出たようです。ですけど、この趣旨は景品と言われる部分の経費を削

減せよと、景品ですね。いわゆる返礼品というのですか。豪華な返礼品をつけて、いわ

ば釣り上げるような、そういうお客さんを釣るような、そういうやり方は本来の趣旨に

は合いませんよという意味ではないかと私は理解しているんですが、そういう理解でよ

ろしいんですか。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） 今のご質問ですけれども、我々が今把握しているのは、総務省

においては高額な返礼品は制度になじまないといいますか、よろしくないんではないの

かということで、３割以下にしていただきたいというのがまず一つであります。これは

言われてから約２年ほどたっております。以前として、それを少ない町ですけども、以

前として３割を超える高額なもの、それに加えて、その後から地場産品に限った取り扱

いをしてほしいということで、町外でつくったものだとか、地元にかかわりのない商品

はふさわしくないということが第２段目に出てきました。

この辺で大体商品の価値、約３割という、プラス地場産品とか出てきたのですが、実

はそれに加えて、いろいろな私どもは委託業者にお願いしてＰＲと販売、販売でないで

すね。寄附をしていただくこと、行為と、お金の受け入れと、商品の発送全部やっても

らってるんですけども、それにかかる経費、この部分の経費も含めたことを、どうもお

っしゃっているような感じがしております。まだ具体的な通知は来ておりませんので、

あくまでも新聞報道から感じたことで、私ども問い合わせしてませんけども、今までに

ない３割地場産品だけではなく、プラス経費、そこまでおっしゃっているような感じが

し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 先ほど８番さんとの議論の中でも、そういうことを考えてらっしゃるだろう

なということは推測できるので、屋上屋だと言わないで聞いていただきたいんだが。あ

る町では、このふるさと納税というものを、今寄附ですか、これをしてくれたところの

人を町民に準ずる資格のある人という位置づけをしまして、その年に入ってきたふるさ

と納税のお金はこういうものに使う、こういうものに使いましたという報告も全部する。
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それから、何といったかな、何とか株式会社というようなネーミングのものをつくって、

その株主というような形に、そういう人はなっていただいて、年に１回株主総会を行い

ますから、そのときには私の町へ来て出席してくださいというようなことも行う。そう

すると、もし本当にそれで来てくれれば、やっぱりこの町にお金が落ちますよね。ふる

さと納税ではなくね。そういうような形で町となじみをつけていただくということをや

ってきて、たしか昨年は100人を超える道内、道外からのお客様が株主総会に出席するた

めに来てくださったというような話も聞いておりました。

なかなか知恵者がいるんだなと思うのですが、私が申し上げたいのは、立派な景品が

あるから、ここのところにふるさと納税で寄附してみようと。すると、おいしいカキが

来た、サンマが来た、あら、よかったで、これで終わりと。次はどこかなというような

のではなくて、厚岸ということに一旦でも、一時的にでも興味を持ってもらった方は厚

岸となじみがついて、その後、何というのですかね、理想としては第二のふるさとにな

ってもらうというような取り込み方をどうやったらできるだろうかということですよね。

それをいろいろな方策を考えていただきたい。そうすると、ふるさと納税というのは一

つのきっかけであって、その後この我が厚岸町の応援団が全国にできるというところま

で行っていわば理想だと思うので、そのような取り組みをぜひ考えていただきたいと、

そのように思いますがいかがでしょうか。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） 大変貴重なご意見いただきましてありがとうございます。

私どももご寄附者の方には利用させていただいた事業の内容を、全員に郵送で実はお

知らせをさせていただいているところでございます。加えて、ご寄附いただいた後には

アンケートに応じていただくだとか、厚岸町のことを知っていただきたい、つながりを

持っていただきたいというようなことでやってます。

また、札幌圏のイベントでは、ご寄附者を対象にご案内するなど、何とか厚岸町との

つながりを切らせないようなこともやっております。本年は新年度において、厚岸町に

来ていただく、今のご意見のようなことを何とか考えていきたいなと、現在思っている

ところでございますので、総務省の関係もございますけれども、何とかそこら辺を実現

していきたいなと、そういう思いでおりますので、ご理解いだたきたいと思います。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 ふるさと納税のことなんですけども、これを出している業者というか、担当

している方たち、物品を出してくれている方たちに対しての負荷というか、重荷にはな

っていない、これはプラスになっていると判断していいんでしょうか。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） 先ほども８番委員のご質問の中でもお答えしたんですけども、
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事業者も増えているということで、寄附も増えているということで、事業者は大きな期

待があるだろうという実感がございます。ただ、特にカキとかですね、厚岸町では通年

出荷されているという魅力でやはり一番の、何というのですか、返礼品が多いんですけ

ども、そういった中では一時的に12月が実は約９割ぐらい、４億円のほぼ半分以上を超

えるものを12月１カ月に集中いたします。そうすると、その間は非常に過密な事業者の

環境にあるのかなとは思っております。そういった部分

では負担でありますけども、全般的には商業を営む上では事業者の負担には私どもはなっ

ていないと。かえって上向きというか、そういうビジネスチャンスになってるのではな

いか、そのように捉えております。

●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。

20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)

●委員長（大野委員） ３目地域づくり推進基金繰入金。ございませんか。

(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） 11目特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金。
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(な し)

●委員長（大野委員） 21款１項１目繰越金。

(な し)

●委員長（大野委員） 22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。

(な し)

●委員長（大野委員） ２項預金利子、１目町預金利子。ございませんか。

(な し)

●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 これは97万5,000円の収入なんですけど、これはいつまでこの期間が続いてい

くことになるんでしょうか。もう少ししたら何とかなるという見通しはあるのでしょう

か。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） まだ償還の期間が残っている方が何件かいらっしゃいます

ので、今現在は2,300万円くらいの、５件で2,300万円くらいの滞納金があります。それ

にさらに31年度、32年度ということで、また増えていく部分がありまして、その償還期

間はちょっと今ちょっと資料あれなんですけど、まだ5、6年は先まであるようになって

おります。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。
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●石澤委員 これずっと払い続けて、払わなきゃならないことなんでしょうけども、ここ

減算するとか。払っていける、この人たちが払っていける可能性というのは実際どうい

うふうになっ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） ５件借り入れをしておりまして、今４件の方についてはそ

の年の満額にはなりませんけれども、収入を納めていただいております、継続的に納め

ていただいている。今１件はちょっと厳しい状況にあります。引き続き、折衝をしてい

くということで対応をしていきたいと考えております。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 今、伺っておったんですけれども、身ぐるみ脱いで引っ剥がすよとは言いま

せんけれども、やはり担当者としても大変だと思うのですよ、集金活動をしなければな

らない。これあれですよね。最悪の場合、本人が払えない場合は全然保証人もいないし、

厚岸町が負担しなければならないんでしょうか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 保証人はいらっしゃいます。ただ、現実的にはその保証人

の方もそれを代行して支払っていただけるような状況にはないという状況でございます。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 済みません。基本的には今交渉をして支払っていただいて

おりますので、それは引き続きそういう支払いをしていただくということで協議をして

おりますので、そういう債権としてはちょっと残っていくものになります。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 最後には法律問題になっちゃうと思うんですよ。僕は法律のプロでないから

弱いんだけれども、やはり努力していることは分かるんだけど、将来、町としてやるべ

きことをきちんとやっていかないと、いいわ、いいわでは済まないと思うんです。やっ

ぱり当時の担当者どうだったんだろうということになりかねないんですよね。簡単に時

効なんていうのは来ちゃうわけでございますから、やっぱりその辺もやはりそういう専

門家ときちっと町としての、そろそろ相談をしながら債権の処理の仕方というものも検

討をしていかないと、いつまでもこのままでは私はまずいと思うんですよ。担当者段階

レベルで集金に行ってきました、はい、終わりですよと、毎年これの繰り返しではね、

駄目ですよ。
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厚岸町の貴重な財源を使って、負担をしなければならない事態にはならないように、

やはり町としてもしっかりこういうことに法律的に対応しなければ、私はまずいと思う

んですよね。そろそろそういうときに、一遍にそういうことに行かなくても、相談をし

ながらこの債権処理の問題についてはきちっと法律的に基づいて、町としなければなら

ない責任というものを、義務というものをやっぱりきちっととっていかなければならな

いところに来ているのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 今現在４件の方については、引き続き納入をいただいてお

りますので、そういうそれは継続をしていくと。

１件の方については、非常に厳しい状況というのはありますので、そこについてはそ

ういう今後も引き続き、今おっしゃったようなことも含めて考えていかなければならな

いと思いますけれども、基本的には納入をいただくということを原則にして交渉は引き

続きやっていきたいと考えております。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 引き続きやっていくよと、これ何年もやっているんですよ。もうそろそろ足

一歩踏み出さなければならないところに来てると思うんですよね。毎年、毎年こういう

状態ですよ。いやいや、誠意持って払っていただいている方にはね、僕はいいと思うん

です。債権債務の問題はきちんと続いていく。

だけど、やはりいつまでもなかなか応じていただけないとか、そういう問題について

は、町としてもやっぱりしかるべき弁護士さんなり、そういうものときちっと相談をし

てやっていかなければ、私はまずいと思うんですよね。担当者だけが苦労しているよと

いうことにはならないと思うんですよ。やっぱり町としてしかるべき処置に訴えていく、

その上で対応していくとか、そういうことでなければ今後も継続して交渉していきます、

これでいつまでも続いているわけですから、やはりきちっと弁護士さんとかと相談をし

ながら、どうしたらいいのか、町として責任ある対応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） まだ償還期間が残っている方もいらっしゃいますので、そ

この部分と、それから支払いをいただいている部分については、なかなか追いついてい

かないという状況はありますけれども、そういう納入をいただく約束をしながら、遅れ

ながらでも支払いをいただいておりますので、そこについては引き続きということで、

残る１件の方については今おっしゃったようなことも含めて考えてはいかなければいけ

ないと思います。
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●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。

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） 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） 23款１項町債、１目総務債。

８番、南谷委員。

●南谷委員 １目町債ですよね。委員長申しわけないんですけど、町債全体にかかわるも

のですから、10目の臨時財政対策債で総括的に聞きたいのですが、よろしいでしょうか。

●委員長（大野委員） 分かりました。

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、２目民生債。

(な し)

●委員長（大野委員） ３目衛生債。

(な し)

●委員長（大野委員） ４目農林水産業債。

(な し)

●委員長（大野委員） ５目商工債。

(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） ８目教育債。

(な し)

●委員長（大野委員） 10目臨時財政対策債。

８番、南谷委員。

●南谷委員 57ページを見ていただきたいんですが。

57ページ、１項の町債、今年度の数字は31億6,910万円、対前年比よりも20億3,400万

円ほど増額になったという結果になっております。本年度の町債の増大の要因は交付税

措置がされている過疎債や緊防債を、有利な緊防債を借り入れて事業を活発に展開する

結果、こういう町債が大きく伸びた。結果に対しまして、厚岸町としてはいつかやらな

ければならないものを前倒しで事業をやるわけでございますから、トータルでは、長い

目で見ればというのですか、厚岸町としては割安になる。むしろ経費の削減と、そうい

う形になるというふうに考えております。そのことは本町の発展に大きくつながるもの

と考えておるわけでございます。若狹町長の英断に私も賛同する次第でございます。で
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すけれども、350ページを見ていただきたい。

350ページでございます。そこに地方債に関する調書。残念ながら、合計の欄で見てい

ただければ分かると思うのですが、31年度末現在高見込み117億5,000万円、30年度より

も大きく伸び上がってしまいます。過去、地方債に関する関係でございますが、若狹町

長が就任されました平成13年、地方債の残高は133億1,700万円ありました。今日まで頑

張ってこられて、一番減少したのが平成29年でございます。92億6,800万円、ここまで下

がりました。ところが、30年度は95、そして31年度末には117億5,000万円という数字に

はね上がってしまうと、こういう形になるわけでございます。

先般、私、夕張の前市長、鈴木前市長さんのお話を聞く機会がありました。鈴木前市

長さんいわく、この３月まで８年間夕張の市政を、この大きな債務の償還に頑張ってき

た。１年間の年俸が250万円だったそうでございます。ですから、かみさんはコンビニで

アルバイトしないと飯は食えなかったと。そして汗を流して頑張ってきたんだけども、

借金は返してきました。大きくお話をされてたわけでございますので、私もどのぐらい

下がったのかなということで、総務省発表の決算状況を比較をさせていただきました。

地方債の残高でございます。平成27年は360億円、平成28年度末で350億円、約１年間で16

億円ほど減額をしております。ですから８年間ということになれば、多い年もあるんで

しょうけども、かなりの数字を減額をしております。ですけれど、残念ながらまだ350億

円という債務残高あるわけでございます。

何を言わんとするかというと、私は今進めている事業、若狹町長積極的にやっておら

れるし、平成31年度もやる。この後もきっと積極的に事業展開をしていただける、それ

は将来いずれやらなければならないものを前倒しでやる。ですから、一時的に残高は上

がるだろうと。ですけれど、下げることは難しいんです。やはり、税財政課としては、

この辺を見据えて、長期推計、３年、５年、10年、これらについての債務の状況、健全

財政というのですけれども、今日地方交付税も私は２年、３年後には厳しくなってくる

と判断をしておりますし、町長は一生懸命頑張って、前倒しで事業するよと、財務はど

うなるんだろうと危惧をするわけでございます。

私はそういう意味では、やはり非常に計算上つかみにくいかもしれないけど、総合計

画、10カ年の計画の中にはきっとこの辺も盛り込んでくるんだろうと思うんですけれど

も、財政運営についてはやはり外れるかもしれないけど、ある程度のことを想定してき

ちっとした町債についての残高というものもひとつ参考にして、健全経営していだたけ

ればならないと思いますが、町の考え方をお伺いをする次第でございます。

●委員長（大野委員） 税財政課長。

●税財政課長（星川課長） ただいまの起債、町債の部分でございますけども、財政運営

するに当たって、起債の事業をやる上では平準化させていくのが本当は一番ベスト、ベ

ターな状況ではございますけども、ただそういったまちづくりについては、そういった

ことを頭に入れつつも毎年、毎年の中ででこしゃくするというのは自然でございますの

で、その点はご理解いただきたいと思いますけども、ただそういった状況の中で今厚岸

町が置かれている立場、状況というものをまず申し上げさせていただきますと、まず庁
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舎も含めていろいろな公共施設含めて、老朽化が非常に進んでいるということなので、

そちらのほうをもう建てかえるですとか、そういった修理ですとか、そういったことを

やらなきゃならないという、そういうタイミングに今来ているということなので、これ

が今後とも続くだろうとは思っております。

もう１点が先ほど委員のほうからもありましたけども、緊防債という、要は緊急防災

・減債対策事業債、こちらのほうを使ったまちづくりということで、主に防災を主眼に

しておりますけども、それの起債の発行額が今多くなっているという状況になってござ

います。これが今のところ、起債事業の占める割合でいきますと、大体57％ぐらいが緊

防債といわれるものを占めているということなので、この中身につきましては保育所の

建設であったり、あとは防災行政無線のデジタル化であったり、そういったことをやっ

ているということがあって、今そういう状況になってございますけども、ただこの緊防

債と言われるものも使われる年度、発行できる年度が平成32年度までとされております

ので、今はこの期限がありますので、それに向かって今は集中してまちづくりのために

そういった起債事業として展開しているということがございまして、起債額が増えてい

るということになってございます。

あわせて、これと同じように箱物と言われる、要は保育所も建てますし、あとは漁港

施設であったり、そういったものも今、箱物と言われるものも今手をつけております。

なので、これがそういった緊防債のほうも含めた中で、ちょっと集中した中で、今年度

は位置しているということなので、20億円ぐらいが例年よりちょっと、去年より当初予

算ベースでは増えているという状況に相なってございます。そういった部分につきまし

ても、先ほど委員おっしゃいましたとおり、この緊防債と言われるものにつきましては

交付税措置がされている有利な起債と言われるものでございますので、そういったもの

を使わせていただきながら、実質町が負担するというものは約７割が基準財政需要額に

反映されますので、残りの分が実質的な町の負担ということに、今なってございますの

で、そういったことを念頭に置きながら財政のほうとしましても、発行するに当たって

も有利なものをまず発行させていただいて、その負担分を勘案しながら、今後の将来推

計に向けても勘案しながらちょっと発行させていただいているということになります。

ただそういった中で、委員ご心配されますとおり、夕張の件を例にされましたけども、

今こういった厚岸町がこれまで起債発行を抑制してやってきましたけど、今逆に今は設

備投資のほうに今積極的になっているといった状況の中で、問題となるのが財政運営ど

うなんだというご指摘がありました。その資料の中では、健全化判断比率というものが

ございますけれども、それを見据えた中では、今現在こういった多額の町債を発行させ

ていただきながらも、その比率については今のところ夕張市のように健全化になるとい

うようなことには今相なってございませんので、それらを見据えた中で全体的な調整の

中で起債として発行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 今説明を聞いたら、緊防債、平成32年までの時限立法がなくなると、その間

にと、それは私も大いに賛成でございますし、将来やらなければならないことが、その
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残高が今私初めて分かりました。緊防債が総体債務の57％占めているよと。それらも私

ども議員は単年度の予算書、前年度の決算書くらいでは判断できるのですけれども、や

はり将来どうなっていくのかという数字はなかなか私のレベルではつかみきれません。

町民もどうなんだろうと不安を覚えると思うのですよ。

やはり厚岸町としてはこういうことなんだということを、折に触れてやはりきちっと

説明をしていただかなければ、恥ずかしながら私自身も残高だけ見るとおやっと驚きま

す、正直なところ。ですから、折に触れて町民に分かりやすいような、10年後にはこう

なるんだというものを心配ないんだと、こういうことなんだということを、もう少し分

かりやすく町民にも説明をしていただくような方法をとっていただきたいし、先ほど申

しました、やはり今言われるように、私どもは議員の立場では110億円の債務のうち、交

付税処置はまた別にしても本当の厚岸町独自でどのくらいのボリュームで払わなければ

ならない実数字なのか。これらについても非常に分かりにくいんです。ですから、この

辺も今こうなんだというものをやっぱり折に触れて、それから10年後にはその分がこう

なるんだというものも、もう少し開示していただきたいと思うのですが、いかがですか。

●委員長（大野委員） 町長。

●町長（若狹町長） 財政問題で今いろいろと議論、担当課としているわけでありますが、

先ほど夕張の、夕張市でありますが、お話があったわけでありますが、夕張市は財政再

建団体なんです。企業でいうと倒産したんです。しかしながら、国の支援を受けながら、

何とか再建をしたいという、今過渡期にあることであります。夕張市のようなことが厚

岸にあったならば、大変なことです。町民が不幸であります。町政を預かるものといた

しましては、そういうことになったら大変だという気持ちで今日まで頑張っておる、健

全財政を維持しておるつもりであります。

しからば臨時対策債の今、議題でありますので、これは平成13年から始まったんです。

ということは、以前の国の財政も裕福とは言わんけれども何とかやってきた。しかしと

うとうもたないということで、裏で見るという臨時対策債が発行されたわけであります。

今回の予算を見ましても、地方交付税の厚岸予算における全体の構成比、これは30.9

％です。すなわち、国の支援なくして厚岸の財政は成り立っていかない、まちづくりが

できない、そういう状況にあります。そのことはよくご承知のことと思うわけでありま

す。

しかしながら一方、やらなければならない大きな課題。私は今日まで、私が就任した

ときは134億円の借金がありました。地方残高というものが。しかし何とか減らしていか

なければならないという健全財政を維持しながら仕事をやってきたわけでありますが、

しかしながら今日いろいろな建物等が、公共施設等が老朽化をし、そして今日は防災と

いう問題が出てまいりました。昨日、東日本大震災の８年目を迎えたわけでありますが、

やはり住民が安全・安心をした豊かな厚岸の生活をしなければならない。そういう時代

を迎えたわけであります。

そこで国といたしましては、それを建設するための緊防債という新しい制度を目玉で

設けていただいたわけであります。この機会にその制度を利用して、厚岸を安全・安心
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な町、そしてまた子どもたちがより豊かな支援策として喜ぶような施策をしていかなけ

ればならないということで、今回の予算においてご承知のとおりです。かつてない予算

を組みました。総額、当初予算でありますが、一般会計予算117億円です。これは歴代の

町政の中でも最も大きい予算額になっておるわけであります。すなわち、やることはき

ちんとやらなければならないという私の姿勢のあらわれであります。

しからば将来どうなるのかということでありますが、当然起債の問題を考えながら、

これからも行政運営をしていかなければならないことは重々ご承知の中で、現在やらな

ければならないことをしっかりやったということでありますので、どうかこの点ご理解

いただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと存じます。

●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。

以上で歳入を終わります。

次に62ページ、歳出に入ります。

１款１項１目議会費。

(な し)

●委員長（大野委員） 67ページ、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費。

10番、杉田委員。

●杉田委員 済みません。今町長お話ありましたやるべきところはやるとなると、詰める

ところを詰めるということで細かい話なんですが、70ページ、町表彰名誉町民のところ

の食料費というものをちょっとまず詳細といいますか、どういったものだったか教えて

いただければと思います。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） ８万8,000円となっておりまして、これは表彰式、毎年11月３日

文化の日に受賞者、それから来賓の方、おそろいの中で、この議場において表彰式を挙

行させていただいております。そのお帰りに折り詰めをお持ち帰りいただいているとい

うことで折り詰めの料金です。

●委員長（大野委員） 10番、杉田委員。

●杉田委員 大変細かいというか、金額は８万円ですから細かくもない数字だと思うので

すが、正直なところ、その経緯というのが昔は祝賀会というのですか、盛大に開かれた
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という経緯があってのこの来賓も含めての食料費、仕出しの分だと思うのですが、私個

人的に考えまして、来賓の方まで今のところで必要かなというような印象を受けており

ます。こういったところご検討いただけるものなのか。受賞された方に対して何らかの

記念品を改める、よりいいものにしてもらうということはいいことだと思うのですが、

来賓ですとかまでに、私たちまでにあれだけの仕出しをいただくのは、私要りませんよ

と言いたいぐらいです、はっきり言いますと。いかがでしょうか。

●委員長（大野委員） 町長。

●町長（若狹委員） 表彰に当たってのことなんですが、実は私が町長になりましてから

こういう表彰式には、盛大とはいいませんけれども、祝賀会というものを庁内でやって

おったわけであります。しかしながら、これがいい面、悪い面もそれぞれあると思いま

すが、私としてはこれはやるべきことでないだろうと。しかしながら、幾らかもやっぱ

りちょうど昼にかかるものですから、記念品として提供していったらいいだろうという

ことで、今度は簡素から質素なやり方ということでやっておりますので、今後の今ご指

摘にありましたので、課題としては考えてまいりたいと思いますが、やり方を変えたと、

質素になったということだけはご理解をいただきたいと思います。

●委員長（大野委員） ほか、ございませんか。

６番、室﨑委員。

●室﨑委員 もしちょっと目が違うというのであれば、委員長、あれです、指摘してくだ

さい。

この一般管理費でお聞きしたいのですが、今回広報あっけしに各課の配置図が出てお

りますね。これを見せていただきました。それで厚岸町の場合には割とこの考え方は進

んでいるとは思うのですが、今いわゆる先進自治体とでもいいますかね、そういうとこ

ろで取り組んでいるものに、ワンストップ窓口というのがあるんですね。その観点から

ちょっとお聞きするのですが、まずお客様窓口というのが、出納室の隣に、入ってすぐ

のところにありますよね。このお客様窓口というのの働きというのは、そういう観点か

らいってどういうことをやっているのか。

●委員長（大野委員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 現在ワンストップ窓口ということで、町民課の窓口サービス係

の部分におきまして、町の総合窓口という形で業務のほうを取り扱いさせていただいて

おります。取り扱っている業務につきましては、町民課で所管している戸籍住民票等は

もちろんですが、例えば転入をされた方が手続を行うに当たりまして、どのようなこと

を手続をすればいいのかという部分が多課にまたがる部分がございます。そういった部

分については、極力町民課のほうで対応ができるよう行わさせていただいておりますが、

どうしても担当課のほうに行ってデータ等いろいろ機械等を見ないとできない部分等が
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ございます。そういった部分につきましては、担当課に来てもらう、もしくは担当課の

ほうにご案内をさせていただいて対応をするという業務を行っ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 これも前に、議会でほとんど完璧に近いワンストップ窓口をやっている町を

見たときに、その報告をしたことがきっかけになって、こういうものの窓口の改善とい

うのが図られたという経緯もありまして、今の話を聞いていると、相当にワンストップ

窓口に準ずるだけの体制を厚岸町はとっているということが分かりましたので、それは

大変意を強くいたしました。

その上でお聞きするんですが、例えば転入というようなこと考えた場合、今担当者が

例として挙げられましたけれども、やっぱりその窓口だけでできないものがあるわけで

すね。そこの部分に関して、どうなんですか。場合によっては担当者にそっちまで来て

もらって、総合窓口に来てもらってその処置をするというようなことになってるんでし

ょうか。それから、いや、そうでなくて何課に行ってくださいということになってるん

でしょうか。このあたりはどうなんですか。

●委員長（大野委員） 町民課長。

●町民課長（石塚委員） そのケース、お客様のケースによって、かなり異なる部分はあ

りますが、担当者を町民課のほうに、担当者に連絡をとり町民課のほうに来ていただい

て、処理できるというか、用が足りるものについてはそのようにしております。

ただ、どうしても手続上、そこの担当課にしか機械がない部分を見ながらする業務で

すとか、学校関係とかになりますが、そういう部分については担当課のほうに連絡をし

た上で、そちらのほうに行っていただくという場合も多々ございます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 ちょっと危惧するのは、教育委員会なんかということになると２階まで上が

らなきゃならないですよね。

それからもう一つは、福祉課に関連するようなものがくっついてきた場合ですね。あ

みかまで行かなければならないわけですね。ここがちょっとなかなか大変だろうなとい

う気がするんです。それで、一遍に、じゃ、あみかから毎回毎回来てやんなさいと。お

いでになったお客様は動かなくていいですよというのを完璧にしてといっても、これは

なかなか難しい。今、担当者おっしゃったような話だと思います。

あとはやはり来たお客さんの印象だと思うんですよ、大事なのは。こういうところは

自分が行かなければならないけど、随分親切に計らってくれてるなという印象を与える

のとそうでないのとでは、全く違うと思いますよね。そのあたりについて、どのように

申し合わせをして、どのように行っているかということについては、今の担当者の答弁
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の中では十分意を払っているとうかがえるんだけども、そのようにこちらも認識してお

いていいわけですか。

●委員長（大野委員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 全てというわけにはいかない部分あるかとは思いますが、担当

部署におきまして、特に転入された方の場合、転出される場合等については、極力町民

課の窓口で済むような形をとるように努力はさせていただいているところでございます。

ただ、議員言われましたように、保健福祉課に係る部分、特に介護の認定を受けてい

る方とか、そういう部分については、どうしても窓口のほうで処理し切れない部分等が

ございますので、そういった場合はお客様にご足労をおかけしますが、担当課、保健福

祉課、あみかのほうに行っていただくこともございます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 今ので十分なんだということではなくて、この後もまだ改善の余地がないか

ということは、庁舎内で関係ある人たちの間で十分検討をこれからも進めていただきた

いんです。

それともう一つは、届入れ書や申請書で済むのであれば、できる限り窓口一本化にし

てほしいんですよ。ただ、今、介護保険の話が出てましたが、実際に詳しい担当者、部

署の人たちと相談をしなければ前へ進まないようなものですね。詳しく自分のことを、

何というか、担当者は聞いて、そしてそれに対して答えなければならないような問題も

ありますよね。そういう部分についてまで、ぽんと来た窓口で全部やんなさいと、これ

は無理だと思います。ただ、町民課で普通は出すのではないような分でも、届入れだと

か申請を受けるというようなことが可能であれば、そういうものは全部一つの窓口で済

むようにならないかという観点から、やはり検討いただきたいわけです。

厚岸町の場合には、福祉課があみかというところに入って、福祉関係でもって総合し

ているという点では非常にいいんですけども、今言ったような、転入してきたとか、そ

ういうようなときには二つに分かれちゃうわけですね。それも隣の窓口じゃなくてぐん

と建物が違うわけですから、その点は弱いわけでして、その部分についてなお改善、改

良の余地がないか、そこの部分ではなお検討していただきたい。今すぐ私のほうでこう

いう案があって、こうせいということではないですから、よろしくお願いしたい。

●委員長（大野委員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 町民課の総合窓口のほうでは、一応各担当のほうとこれまでも

連携をして、例えば福祉灯油の受付ですとか、児童手当等、臨時給付金ですとか、いろ

いろな部分担当の課と業務の取り扱い方法とか、そういう部分を打ち合わせしながらや

ってきておりますが、この先まだ、まだできてない部分等あるかもしれません。そうい

った部分についてはこれからも改善をしていきたいと考えます。
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●委員長（大野委員） ほか、８番、南谷委員。

●南谷委員 70ページです。050町表彰名誉町民29万1,000円、ここでお尋ねをさせていた

だきます。

説明欄だからいいのかなと、一つの形があって、町表彰名誉町民ということの記載な

んだろうかな、ちょっと疑問に思うんです。というのは、現在名誉町民で支出関係は発

生しないのではないのかなと思います。これがずっと名誉町民の、うちの規約があるか

ら、その間はここにずっと記載になるんでしょうか。変えられないんでしょうか。いか

がでしょう。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） ご指摘のとおり、現在名誉町民という方はいらっしゃらないと

いう状況でございますけれども、私どもこれ一つの町の表彰といいますか、ということ

での一つの事業名として捉えているのですが、そういったこと、現在のところ、これを

分離するだとか、そういった考えは現在特に持っていない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 款項目であれば分かるんですよ。説明なんです、ここね。ちょっと無理さが

あるんでないですかね。そういうことだろうというふうに僕も推測をしました。だから

変えられないんだろうな。でもやはり一考を要するんではないですかね。

●委員長（大野委員） 副町長。

●副町長（會田副町長） どちらかというと今これ事業名という形になってます。事業名

を当初事業予算にする段階で、こういった形で事業名を定めさせていただいたというこ

となんですね、見やすく。今現在名誉町民がおりません。亡くなられておりませんけれ

ども、いつどの段階で名誉町民が年度内になられる方が出てくる場合もあろうかと思い

ます。そうしたときに、この事業名を持つことによって、この町表彰名誉町民のところ

に補正予算を計上することができるということになろうかと思うんです。今現在まだそ

ういった候補者という方がどなたがいるか分かりませんけれど、そういったこともござ

いますので、まずはこの形で事業名を持って執行させていただきたいと考えております。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 その部分は納得しました。その上でお尋ねをさせていただくのですが、以前

に私質問をさせていただきました。名誉町民の、僕が議員になって間もないころだと思

うのですけれども、年金の形で支給してきている金額について、今現在名誉町民の対象
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者がいないときだから、やはりこれらについて検討していくべきではないのかと。その

後検討されたでしょうか。

●委員長（大野委員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 一度、当初の名誉町民の報償の額、これについては町長の給与

額に合わせて支給をしていたと。いろいろと町の財政が大変な時期に、いろいろと予算

上で削るところができないかという調整の中で、この額についてもその町長の給与額か

ら一度減額をさせていただいたと。これは当時の名誉町民の方々にも納得をいただいた

上で、そういう調整をさせていただきました。結果的に今現在おりませんけれども、最

終的に亡くなられるまで、その減額の額を支給させていただきました。

今後、今の財政状況を鑑みますと、改めて名誉町民になられた方がいた場合について

は、その額についてもあわせて検討をさせていただきたいなと思っているところであり

ます。なった場合について、改めてそういった形で、町長の給与に合わせるのか、それ

ともそれ以上なのか、またはそれに近い額なのかということについては、改めて検討さ

せていただきたいと思っております。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 そのとおりだと思うんです。そうすると、今の時点ではそういう時が来たと

きに考えるということですよね。でも、私は案外早い時期にそういうものが、歴代町長

になられた方という認識が多いと思うんですよ。でも世界チャンピオンが出てきたり、

いろいろな世界の状況の中でいろいろ変化してきてますよ。そういうときに慌てなくて

もいいように、やっぱり検討していく、町長だけの、歴代の町長だけしかないんだけど

も、今後はやはり広くやっぱり町民の中から、厚岸町のために大いに貢献をしていただ

いたという人が若くても出るかもしれない。そういうことに対応できるような規則とい

うものもやっぱりきちっと考えていかなければならない時代ではないかなと思いますが、

いかがでしょうか。

●委員長（大野委員） 町長。

●町長（若狹町長） 名誉町民の資格ですが、何も町長だからという、元町長というわけ

じゃありません。厚岸のために功績の多大なる方に対しての名誉町民であります。過去

にも町長以外で名誉町民になった方おります。ですから、町長だからということでござ

いません。今、南谷議員の質問のとおりです。多岐にわたって厚岸の町に貢献をしたと

誰しもが認める人、これは当然それに値するものであろうと、そのように考えます。

●委員長（大野委員） ほか、ございませんか。

５番、竹田委員。
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●竹田委員 町の名誉町民の上に、厚岸警察官友の会とありますけれども、これ年会費１

万円とあるんですけども、まずこの厚岸警察官友の会に入っている理由を聞かせてくだ

さい。

●委員長（大野委員） 休憩いたします。

午前11時07分休憩

午前11時21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（松見課長） 大変申しわけございませんでした。

友の会の規約でもって説明させていただきたいと思います。

名称は、厚岸町警察官友の会ということで、本会は警察官の友となって激励、慰安に

努めるとともに、民主的警察官としての教養の向上に協力し、あわせて警察官と町民と

の間の理解と親睦を図ることをもって目的とするということで、厚岸町の関係経済界、

それから主な企業ですね、そういった方々、町が厚岸町として入っております。これに

は浜中町も入っております。そういう団体、目的で入っているところでございます。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

すばらしい理由があって入ってるわけですよね。でも、友の会に入っていて、厚岸町

の警察官と、これは厚岸町に在住して厚岸町の勤務されている警察官との交流というふ

うになるわけですよね。各町村が入っているわけですから。それは特段問題はないと思

うのですけども、この１万円というのは要するに、町税の中からこの厚岸警察署友の会

に入っているわけですよ。この警察官と、例えば親睦だとかを深めるとなってますけど、

例えばこれ警察官友の会をやめたときに、厚岸町としてのデメリットって何あるんです

か。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） 本会の目的のために、警察官とその家族の、今委員がおっしゃ

いました慰労会だとか、激励会を開催されているところでございます。こういった警察

官と町民各層との間の理解の増進といいますか、これの目的達成のために親睦を必要だ

と、そういったことで形成されている会であります。したがいまして、厚岸町も、厚岸

町代表でありますので、厚岸町もその会員の一員として加入をさせていただいていると

いうことでありますし、脱退といいますか、関係企業もこぞってこの会の理念、目的に

ご理解いただいて一緒に慰労、激励をしていただいておりますので、やはり町としても

同様な立場で加入をする必要があるのではないかということで、やめたときはやっぱり
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厚岸町としての、あれですか、意思というのですか、それを必要でありながら、そうい

った警察官との家族との慰労会、激励ですね。そういったもの、必要とありながら、こ

の会に入れないとすれば、町としての意思が不明確であり、よろしくないのかなという

ふうに思います。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 やめたときによろしくないというのはどういうことなのか、意味よく分かん

ないのですよ。町長が個人的に入るとか、一企業が入るとかといって親睦を深めたりの

はいいと思うんですけど、公の立場として厚岸警察官友の会に親睦を持たなければなら

ないとか、慰労会を持たなければならないというのは、何のためにするのかという理由

がはっきり分からない。やめたときには親睦会、慰労会というのがなくなると、交流が

なくなると、その後の意味がよく分かんないのですよ。もう一度説明してください。

●委員長（大野委員） 副町長。

●副町長（會田副町長） この厚岸警察官友の会に厚岸町として加入をしているという、

まずは理由ですけれども、やはり厚岸警察署の署員の皆様には厚岸町として厚岸町の安

全を守るための日々の業務を行っていただいている。また当然そのご家族の方々にはそ

ういった日夜の警察官としての業務を行う上で、いろいろとしたご苦労もあるであろう

と。そういった意味で、厚岸町としてはこれら厚岸町に来られる署員の方々への慰労、

さらには普段のそういった業務に対する、何というのですかね、激励、さらには感謝を

やはり行わなければならないであろうということで、この年会費を納めた中で厚岸町が

会員として、こういった友の会の活動に賛同させていただいているということでござい

ます。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 したら、やめたら、安全を守るために日夜警察官としてやっているのですけ

ど、安全を守るための業務、ご苦労さまですという意味がやめたらなくなるということ

なのですか。そしてまた、普段の感謝の気持ちを伝えるためと。やめたら感謝の気持ち

が伝わらなくなるということですよね。

僕はそういうことじゃないと思うのですよ。厚岸町議会議員も当初は全員入ってまし

た。ところがね、意味を聞いて、意味はなさらないということが分かったんですよ。銃

剣道大会の終わった後に、みんなで飲み食いするお金に使ってますという、総会に出る

ときそういう返答がありました。何のために我々が年会費3,000円ですけども、払う必要

があるのかなと。我々が結局やめたとしても、何のメリットもデメリットもないです、

今。町側がそんなに必要であれば、議員側にもぜひ入ってくださいというのが、何でや

めたんだという話にならないですか。やめたって何のデメリットもないと思いますよ。

本当にデメリットがあるんだったら、ここなんだというのを教えてください。
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●委員長（大野委員） 町長。

●町長（若狹町長） 警察の役割、民政の安寧のためには極めて大事な役割なんですね。

しかも、北海道警察署の厚岸警察署、これは管轄いたしておりますのは厚岸町と浜中町

なんです。その警察があればこそ、先ほど副町長申し上げましたけれども、安全という

ものが確保されているんです。その役割に対する、支援をするということも、やはり重

要な役割、使命があるんでなかろうかと、そのように考えております。

ただし、加入するにおいては、企業としての団体、さらにはまた今、竹田議員からお

話ありましたとおり、個人としての資格をもって加入する、会員になるとかということ

があろうかと思います。ただ、個人の場合はそれぞれの意思の中で決定することであり

ますので、それは脱会するとか、または加入するとか、それはいいことで重要でありま

しょうけれども、ただ厚岸町という公の町民を守っていただいているという意思を示す

ということも、感謝の気持ちを示すということも大事なことではなかろうか、そういう

ふうに考えますので、厚岸町としての１万円の協力金を支出するということは理解でき

るのではなかろうか。また町民もこれに対する理解があるんじゃなかろうかと思ってお

ります。ですから、個人の会員の問題については、これ別な問題である、そういうふう

に考えますので、厚岸町といたしましてはそういう気持ちで会費を払っているというこ

とでございますので、ご理解いただきたいと存じます。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 納得できないから質問させてもらいますけども、個人であろうと団体であろ

うと、町長が言った気持ちが一緒であれば別だとか、個人の場合は別だとか、団体の場

合とか、厚岸のは違うとかという話にはならないと思いますよ。みんな同じ気持ちだと

思いますよ。

そもそもこの厚岸警察官友の会って誰がいつつくったのか、分かりますか。できた後

にこれ厚岸警察署友の会に厚岸町も加入していると思うんですよ。だから、これについ

て何のために入ったのかというのはそこにあると思うんですよ。もともとこの厚岸警察

官友の会、何のためにできたのか、誰がいつどうやってつくったのか、そこの歴史背景

が分かんないと加入するわけがないんですよ。そこを聞きたいのですけど、お願いしま

す。

●委員長（大野委員） 副町長。

●副町長（會田副町長） この厚岸警察官友の会、昭和46年11月30日、設立年月日となっ

ております。この規約を見ますと、第２条において、警察官の友となる、先ほど総務課

長が申し上げたのが第１項、第２項では、目的を達成するために次の事項を行うとして、

警察官及びその家族を対象とした慰安会、激励会及び後援会等の開催。また２つ目とし

ては、警察もしくは警察関係諸機関の主催する講演会、講習会等に対し、本会役員及び
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会員の出向に関するあっせん。３つ目として、警察官と町民各層との間の理解の増進や

親睦を厚くするために必要なる諸所の会合及び諸事業と。この３つが目的となっており

ます。

友の会の設立年月日は先ほど申し上げたとおり、昭和46年11月30日となっております。

（「誰が設立したの」の声あり）

設立者につきましては、今現在記録としては残っておりません。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 これ設立者大事ですからね。それと目的はそういうふうに書かれているんで

すけども、いずれにしてもこの厚岸警察官友の会、気持ちは分かります。入ろうとして

いる、入っていきたい、そのお金を払っていくという、その姿勢、気持ちは分かります。

だけど、こういった社会の流れというか、今の日本の社会において、こういったおつ

き合いをしなければうまくいかないのかということに、そういう議論にもつながってい

くと思うんですよ。１万円、されど１万円って話にもなると思います。金額の問題では

ないと思います。私はやっぱりこういった公が公に納めるような形のお金の使い道とい

うのは、今この世の中になってやっぱり考えるべき時期なのではないかなと思うので、

その面については、その点については、もう一度やっぱり検討していただきたいなと思

います。それをお願いして、質問を終わりたいと思います。

●委員長（大野委員） 町長。

●町長（若狹町長） 何度も言い返さなければならないと思いますが、やはり警察の役割

といいますのは、厚岸、浜中町民の安全を維持していただく、守っていただくという立

場からしますと、やはりいろいろと我々も協力する点は協力しなければならない。交通

安全はもちろんのこと、いろいろとやはりお金でない、気持ちで協力している点も多々

あるにはあるんです。しかしながら、警察とともにやはり連携とりながら、いろいろな

感謝の気持ちを持って、さらに厚岸、浜中の安全を守っていただきたいという気持ちを

持っておつき合いをするということも、これは今後大事なことでなかろうかと思います。

ですから、そういう意味において、協力金、会費ですね、について、竹田議員の言うこ

とは分かりますけれども、町としてはやはり役割の重要性からしてやはり続けていきた

いと、そういうように考えておりますので、この点はご理解いただきたいと思います。

●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） なければ、進みます。

73ページ、２目簡易郵便局費。
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(な し)

●委員長（大野委員） ３目職員厚生費。

12番、佐々木亮子委員。

●佐々木亮子委員 76ページ、健康診断委託料でお聞きをしますが、当町では健康診断の

中に一定の職種に限られると思うのですけれども、腰部健康診断というのは、腰の健康

診断というのは実施されているんでしょうか。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） 保育所とかそういった現業においての実施をしております。

●委員長（大野委員） 12番、佐々木亮子委員。

●佐々木亮子委員 保育所だけですか、現在実施されているのは。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 予算は各保育所のほうの予算に計上しておりまして、それ

ぞれ職員に実施してもらうようにしております。

●委員長（大野委員） 12番、佐々木亮子委員。

●佐々木亮子委員 保育所だけと、これ保育所全員ですか。常勤、非常勤にかかわらず保

育所に勤務している方は保育士だけに限らず、例えば給食調理員ですとか、そういった

方も全部検査をされているという理解でよろしいですか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 保育士と、それから常勤の臨時保育士です。

●委員長（大野委員） 12番、佐々木亮子委員。

●佐々木亮子委員 それは非常にいいと思うのですけれども、厚労省のほうからは腰部に

著しい負担がかかる作業に常時ついている方ということなんですよね。この常時負担が

かかるというのは保育士だけに限らないんじゃないかと思うんですよね。例えばほかの

自治体では給食の調理員ですとか、そういったところにも拡大をしているんですけれど

も、具体的にどの職種と限定はされていないんですけれども、給食調理員ですとかは常
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に立っている、それから中腰の姿勢が続けているということで、これ一定の負担という

のが常にかかっていると思うのですけれども、こういった職種にもこの健康診断を拡大

するということはできないのでしょうか。

●委員長（大野委員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 今、調理員の方々またその他必要な方々につきましては、全体

の合同安全衛生委員会を持っておりますので、その中で改めてまた検討させていただい

て、その必要性等含めて、あとは予算措置も含めて今後検討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 私はここで人事給与管理でお聞きしたいんですけれども、資料を要求いたしま

した、厚岸町における過去３年間の障がい者雇用の状況に関する資料をいただきました。

28年の６月１日現在では、表の下段ですけれども、必要障がい者数はゼロだったんで

すけれども、29年の６月には２人が足りないよと。昨年の６月１日現在では１人が足り

ないという状況の表をいただきました。また、来る４月１日においても、この不足分が

充足されずに１人足りないままというような状況なんですけれども、これを見て、まず

平成30年度中の障がい者雇用にどのような取り組みを町側としてされたのか、これにつ

いてお聞きしたいと思います。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） 今年度、昨年度から障がい者雇用については充足していないと

いうことで、私ども大きな課題として捉えておりました。平成30年において、職員の募

集させていただきました。１人応募があったところでございます。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 あれですよね、その段階でもまだあれなのかな。そうすると、年度途中で応募

あって採用になったけれども、また４月１日現在ではどなたかがやめたり何かで足りな

くなると、そういう状況だと理解してよろしいんでしょうか。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） 説明不足で申しわけございません。

応募いただいて面接をさせていただきました。私ども面接官との質問等を行って、適

正な仕事を考えながらお話をさせていただいたんですけれども、今回の場合については

常時勤務する状況に、私どもが安全に受け入れる体制がまだまだ整ってなかったという
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ことで、大変申しわけないのですけれども、今回は採用ということには至らなかったと

ころでございます。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 そうはいっても、それ一回切りですよね、募集というか、かけたの。それで結

果的に充足しないから、じゃ、充足するまで募集をかけたほうがいいかなと思うんです

けれども、それ以降の募集は検討されなかったのでしょうか。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） 検討させていただました。引き続き、いかなる方法かの周知方

法等も含めて検討しているところでございます。今の課題としては、町において各課に

どういった業務を、今、正職員あるいは臨時職員等でやっている業務において、障がい

がある方が従事いただける、それの業務ですね。それから、施設等の環境整備、それら

もあわせて具体的に考えて、こういう受け入れ体制があるということを受験者にお知ら

せした中で応募いただくと、そういう方法が実はよろしいかなと考えておりまして、今

般の会計年度任用職員制度にあわせて、そういった職の整理というのでしょうか、そう

いったことも考えた上で引き続き募集を行いたい、現在そのように考えているところで

ございます。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 昨年の秋かな、国のほうの障がい者雇用の水増しが大きく報道されて問題にな

って、でも国のほうは30年度中に障がい者だけの募集をかけて、何か関東のほう、東京

のほうではすごい混乱があったような話も聞こえてはきてたのですけれども。

ただ、国のほうは今現在大企業などの障がい者雇用に満たしていない、１人当たり５

万円ですね、月５万円、年額60万円、これは課徴金といったらいいのか何か、その意味

合いはちょっと不明なんですけれども、５万円を月額徴収しているのですけれども、こ

れを今度は31年度からは国のほうは、国の機関で不足した場合は予算として、予算の減

額を図っていくんだと以前報道にも出ておりました。といったときにはいずれ、31年度

は国でしょうけれども、それ以降になればいずれはやはり地方自治体のほうにも当然そ

ういうような取り扱い、どのような形でその５万円を納めるかというのは出てくるとは

思うのですけれども、やはりそういうような流れを考えたときには、常に障がい者の充

足率は100％じゃなく、少なくても110％ぐらいとか、そのくらいのものを確保するよう

な気持ちを持ってやっていかなければならないと思うんですよ。

課長が確かに職場環境等もいろいろと考えていかなければならないと、本年度検討す

るともされているんですけれども、例えば足りないのであれば、今現在厚岸町内にある

事業所のほうにも出向いていった中で、いろいろと相談した中でこういうような方でど

うでしょうかとか、そういうようなマッチングなどもしていただいた中で、ぜひとも障
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がい者の雇用促進はしていっていただきたいなと思うんですけれども、いかがでしょう

か。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 最後の雇用の促進という部分で事業所等への働きかけの部分で

ございますけれども、学校に入っている方、養護学校等ですね、これは非常に積極的に

町のほうにも訪れていただいております。そういう中では、町としても当然一緒に企業

への紹介だとか、そういうことの関与をさせていただいているところでございます。

なお、この５万円のことについては、いわゆるペナルティーということで罰則金にな

るわけですけど、これは現在民間企業に該当するところでございます。国や地方公共団

体には当てはまらないですが、それはなぜかというと、罰金を税金で払うというのはい

かがなものかということだそうです。国にしても地方自治体にしても。民間は利益から

罰金を払うんですけども、地方公共団体が払うとそれは税金だろうと。どうも性質が違

うだろうということで対象外だそうです。ただ、こういうことがあるものですから、国

はみずからの責任で減額するということなんですね。このことが果たして地方に及ぶの

かどうなのか、不明な部分がありますけれども、先ほど私申し上げたのは、今この資料

では法定雇用率2.5となっております。これは経過措置が働いておりまして、法律では2.6

となっているのですね。これが間もなく平成33年３月でこの率が終わります。33年４月

から2.6となるということで、果たしてこの１というところが、この職員数の動きがあり

ますけども、変動すると動いております。

そういった中で、やはり受け入れる側の責任として、例えば車椅子利用、常時車椅子

利用者の方がトイレをちゃんと利用できる環境にあるのかとかですね、そういう施設整

備のことを先ほど申し上げたのですけれども、そういうことを受験者に優しく教えてあ

げることによって就職活動の促進になるのではないのかと思っております。

以前の議会でも私お話ししたのですけれども、障がい者の多くが企業でもう既に働い

ております。働けない何らかの要因がある方々、そういった方々を地方公共団体あるい

は大企業で受け入れをしようというこの制度でございますので、その背景にはやはり安

全を確保できないと責任持った雇用ができないと考えておりますので、こういったとこ

ろは国のみならず地方公共団体にもそういった環境整備を求められているものだろうと、

その上できちっとした募集をして適正な選考をすべきと、これは今１年、２年で終わる

話でございませんので、今後も続くものでありますから、そういったものをやはり、こ

れは厚岸町だけの問題でありませんけれども、考えていく、いわゆる構築していく必要

があると、そういうふうに考えております。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 それについては重々分かります。ただ、障がい雇用といっても当然肢体不自由

とか、機能不自由といった方々以外の方々も当然いると思うんですよ。それらの方々も

含めての雇用を、考えていかなければならない中では、雇用者側としては大変なのかも
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しれませんけれども、これについてはやはり受け身とならずに募集をして応募が来てか

らというのじゃなくて、やはりむしろ積極的にこちらのほうから、あなたが来てくれる

のであれば、こういう職場でこういうことができますよとか、そのくらいの積極的な雇

用促進をぜひ心がけていただきたい。

そうはいっても一番心配するのは、じゃ、ただ障がいを持っている方々が数合わせ的

にいればいいんだという職場にはやはりなることは、これはやっぱり避けていただきた

いと思います。といった中で、やはりその障がい者一人一人いろいろ状況が違う中で、

それを受け入れた部署だけじゃなくむしろ庁舎全体、役場全体がやはりその一人一人の

障がいの度合いなどもしっかりと十分に把握をした中で、全体としてやはり支えていく

ようにしていかなければ、なっていただかなければ雇用してもまた続かないと思います

ので、そこら辺も重々検討していただきながら、何とか法定雇用率といった中ではやは

りまずは充足。少なくても今後においては、どなたかやめられたときに充足が削れるこ

とのないような、少しでも余裕を持つような雇用の促進を、ぜひ進めていただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） 質問者のおっしゃること重々、私としては理解させていただい

ているつもりなんですが、国においては平成25年に新たな法律をつくって、これは障害

を理由とする差別の解消の推進に関する法律とあるのですけれども、そういった中でや

っぱり事業主の責任として、今委員がおっしゃっていただいたように、障がいの特性、

いろいろな方々がありますので、それぞれに個々の障がいに応じた特別な配慮というの

でしょうか、これを怠ってはならないということであります。

ですから、これの理念を理解、全職員が理解するというのはなかなか短時間では無理

でありますので、いろいろと保健福祉課のほうでもこの方面について、いろいろ進めて

おりますけども、役場全体としてこの理念の浸透を、障がいとは何かから始まるわけで

ありまして、そのための特別な配慮、我々が何をできるか、何をしなければいけないの

かと、こういったことを理解しないと、障がいのある方と面接してもなかなか私どもの

気持ちは理解していただけない、そのように思っておりますので、質問者の意見を十分

生かす形で検討してまいりますので、ご理解をいただきたいと思います。

●委員長（大野委員） ほか、ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ、昼食のため休憩したいと思います。

再開は午後１時といたします。

午前11時57分休憩
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午後１時00分再開

●委員長（大野委員） 再開いたします。

４目情報化推進費。

５番、竹田委員。

●竹田委員 情報化推進費。以前、一般質問でも聞いたことなんですが、その一般質問し

たときは、今のところ全てに使っていないようなことを言ってた話なんですが、ＮＨＫ

の受信料の件なんですよ。昨年の12月、ＮＨＫで裁判が行われてＮＨＫが判決では、判

決の内容では、まず契約者たる契約者と契約書を交わすことが大事であり、契約書を交

わすことが先決で、支払いをするしないというのはその後で発生することであり、その

裁判の結果では契約書を交わすことと。その後に支払いするしないはまたそれは別のこ

とということでありますよね。ならば契約書があるのかないのかという質問でした。そ

のときに、町としては契約書があるかないかは確認してないという返事でした。その後、

ＮＨＫとの契約書については調査をしていただいたのかどうなのかをお聞きしたいと思

います。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） このご質問を受けて、我々の施設を確認しましたら、相当古い、前

の契約で、私どもの保存期限が切れて既になかった状況、これらをＮＨＫさんにお伝えしま

したところ、ＮＨＫさんにおいても古いものはないんですということであります。新しいも

のについて、契約書というものが存在しておったことは確認しております。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 契約書がなければ支払いは応じなくてもいいということの判断なんですよね。

総務省もそういう考えでいます。ならば、契約書のないものについては払わなくていい

わけですから、その支払いについてはどういう形になるのでしょうか。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） 契約書自体は過去にあった、それが継続しているものと、契約

は継続しているものと理解して支払いをしているということになります。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 契約書については、受信設備を置いている箇所、台数、それぞれの契約書が

なければならないと。ということは、その後例えば新しくできた会館、なくなったもの、

その入れかわりが多少あると思うんですよね。ということは古い契約書から基づいて、
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継続されているという認識は町側が勝手に思ってたのか、その契約書の中に継続される

ということで明記されているのかどうか、そこはとても大事なことだと思うんですよ。

そこをやっぱりちゃんと確認しているのかどうなのか。

ＮＨＫもそうなんですけども、契約書がなくても受信設備がついていれば受信料を払

えと言ってます。ところがそういった契約書があってもなくても、払ったり払わなかっ

たりするから、昨年の12月裁判に至って、結果、契約書を結ぶということ、ＮＨＫと受

信契約をすると、これが先ですと。その後払う払わないについては、また別の話ですと

いう結果が出ました。受信設備をされる場所、それと契約者、それぞれ契約書がなけれ

ば払う義務はないという、言いかえればそのとおりになると思うんですね。

その上でもう一度お尋ねしますが、その契約書、各会館、例えば自治会員の会館、コ

ミュニケーションをとるコミュニティーセンター、それら過去からずっとたくさん公共

施設ができてます。そういった契約というのをなされないのであれば、ないんであれば、

直ちに契約がないのでＮＨＫの受信料払うべきでないと私は認識するのですけど、その

辺はどういうふうに認識しているのかお答え願います。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） 毎年ＮＨＫさんから町のテレビの視聴の実態の調査がございま

して、それらを双方確認をしている状況、つまり先般の一般質問だと思いますけれども、

その際に具体的に何カ所あるというようなこともお話ししたと思うのですけれども、例

えば総務課の所管であればロビーにあったり、副町長室にあったりだとか、あります。

つまり役場１個じゃないですね。その一つ一つ契約されているものと私どもは認識して

おります。新しい施設においては、近年の施設については、テレビ視聴の場合は契約書

を保管しているという状況であります。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 新しい施設についてはＮＨＫと契約をしているということですか。

あと、それは一覧になってますか。どこどこの部分については１棟当たりに何カ所テ

レビがついてて、何台以上になると割引が何パーセントあるとか、そういう契約書かれ

ていると思うのですけど、そういった契約全部あるということですね。それが一つと、

それからもう一つは、障がい者とか、それから高齢者等についての割引制度というのが

あるんですけど、それらも障がい者等についてのそういった割引部分についてもちゃん

と明記された契約書というのはなされているでしょうか。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） まず一覧表はございます。その上での、中での社会福祉施設等

に係る免除規定が、どの部分にかかっているか、その一覧表で判明できるかどうかはち

ょっと今その一覧表見ないと分からないですが、ここの部分は社会福祉施設の割引を適



- 77 -

用しているという部分は別に確認はできます。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 先ほど聞いた契約書の継続については、どのように書かれているか、確認し

てますか。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） 申しわけございません。確認していない、私自身が確認した、

明記されている事項を読んだという、ちょっと記憶はございません。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 ということは、切れていれば契約書は要するに無効になるわけですよね、も

しそれ明記がなければ、継続という明記がなければですね。そこはきちっと調べて、そ

の部分については契約書を交わすまでは別に払わなくてもいいということなので、払わ

ないでほしいんですよね。そういう契約ですから、ＮＨＫの。総務省からの通達ですか

らね。厚岸町とＮＨＫがどうのこうのの問題ではないと思うんですよ。その辺ははっき

りしてほしいと思うんですが、いかがですか。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） 一般質問のときは十分な資料、手元に持ってお答えしていたの

ですが、今日は残念ながら持っておりませんけれども、いわゆるＮＨＫの規約であるだ

とか、そういう法に照らして適正な対応をとらせていただきたいと思います。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 最後にしますけど、はっきりした時点で資料等をお渡しすることはできます

か。もしできるのであればいただきたいのですが、よろしくお願いします。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） 後ほど、今ある資料を見ていただいて、どのようにお示しする

のかいいのか、検討させていただいて対応させていただきたいと思います。

●委員長（大野委員） ほか、この目ございますか。

（な し）
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●委員長（大野委員） なければ、進みます。

81ページ、５目交通安全防犯費。

10番、杉田委員。

●杉田委員 済みません、84ページになるかと思うんですが、040番、交通安全施設整備事

業の中になるかと思うんですけども、若竹岸壁が整備されていく中で、松葉町通りの交

通の流れというものも現状総体では問題ないということなんですけれども、やはり東和

さんと鈴木鉄工さんのあの交差点、どうもやはり私危惧するところがあるものですから、

ぜひ警戒、警戒というとあれかもしれないですが、要注意で今後実際に交通の流れとい

うものを見ていただきたいなと思います。いかがでしょうか。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） 番号040番、交通安全施設整備事業。まずこの事業の内容でござ

いますけども、これは町道の区画線、道路のセンターライン、外側線、ドット線、滑り

どめ等を毎年これは継続事業でやっているという事業の内容で、今言われました漁港に

抜ける道路等については、また別の予算で、これ今回市場移転に伴って大型の車が旧東

和家具さんの前を通るということは、建設課のほうも認識してまして、今現在路面の状

況であったり、また交差点について、今こっちのほうでも検討しているという状況です。

●委員長（大野委員） ほか、ございませんか。

６番、室﨑委員。

●室﨑委員 交通安全に関してちょっとお聞きしますが、毎年春になって雪が溶けると一

斉にというか、自転車に乗る人がぐんと増えますよね。児童生徒を含めて、非常に増え

てきます。それで、この町長の行政執行方針でも交通ルールの遵守を求めるとともに、

通学路など現地調査を行いというようなことが書かれてますが、自転車でここが危ない

というような教育委員会では当然マークしていると思うんですが、そういうものという

のは大体何カ所ぐらい特に重点的に考えているところがあるんでしょうか。

それから、これは子どもたちだけじゃなくて大人でも同じなので、そういう点ではこ

このところが非常に自転車では危ないんだというようなものが特にありましたら、お願

いいたします。

●委員長（大野委員） 指導室長。

●教委指導室長（山田室長） まず町立小中学校の状況について、指導室からお答えさせ

ていただきます。

自転車の通学または放課後等の自転車乗降等については、各校においてそれぞれ安全

マップを作成しております。これは教職員または教育委員会とも情報は共有させていた
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だいておりますが、何よりも自転車に乗る子どもたちがその部分を認識している必要が

ありますので、そのマップを利用して各学級単位で指導を徹底させていただいている状

況があります。

●委員長（大野委員） 大人のほうは町民課かな。

町民課長。

●町民課長（石塚課長） 交通安全施設の点検については、教育委員会、それから町民課、

保健福祉課、建設課の４課で、４課会議の中で確認はしておりますが、特に自転車に限

って特化してということはこの中では行ってございません。ただ、事故等多い交差点、

それから歩道の設置がない部分、もしくは舗装が極端に荒れていて通行が危ない部分と

いう意味では、現地を回り、道道であれば北海道、例えば標識であれば公安委員会の窓

口となる厚岸警察署、町道に関することであれば建設課という形で改善の要望、それか

ら急ぐものについては直接話をして修繕等で対応するようにはしてございます。

箇所についてはちょっと押さえておりません。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 前にも、何年か前にも私この件は申し上げたんだけど、要するに関係する各

課でもって情報を共有して、協議をして進めていくという体制はその後できたとは聞い

ておりますので、今の話はそれだと思います。

それで、自転車に関しては被害者としての危険性、すなわち自動車に引っかけられる

とかということですよね。と同時に、加害者としての危険性もあるんですね。特にこれ

が今問題になっているのは、厚岸の場合でいうと、歩道を自転車が走るということが非

常に恐ろしい事故を招く場合もあるわけです。それで、そういう自転車の今のここのと

ころは特に気をつけてくださいという場所だけじゃなくて、自転車の走行の仕方ですね。

これについても、もちろん児童生徒にそういうことの指導は徹底していると思われるん

ですが、それだけじゃなくてやっぱり一般町民に対しても、これは相当に言っていかな

ければならないところだと思うんです。町長の行政執行方針でも町民が悲惨な事故の被

害者か加害者にならないようにというのはまさにそのことなんですよね。

特にと言っていいのかどうかは分からないんだけど、自転車の場合には自動車のよう

な保険制度が充実していません。それで早く言えば抜き身の刀振り回しているようなこ

とになるんです。それで事故が起きたときには、保険対応というがほとんどないですか

ら、これが非常に後の処理に関して悲劇を生む場合も多いんです。これが１点ですね。

それからもう一つは、教育委員会所管のところでは自転車に乗るときはヘルメット着

用ということを指導していると思います。子どもたちが自転車に乗っているのを見ても、

100％とは決して言いませんけども、ヘルメットを着用している姿が見られます。ところ

がこれが大人になりますと、何パーセントあるか。ほとんど要するにヘルメット着用し

てないですよね。この点もやはり強く指導していかなければならない部分じゃないかと

思うんです。現在道路交通法で自転車にヘルメット着用が義務化されてはいないと思う
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んですけどね、努力義務というのかな、努力目標というのかな、その段階であるとは思

うんですけども、やはり転んで頭を打つような事故になったときには、このヘルメット

があるかないかで随分違うと聞いておりますので、このあたりを含めてやはり町民全般

に対する、何というのですか、主導権を、これお願いしたい。

それから教育委員会にお願いしたいのは、今自転車に関しては各学校で自分の校区の

ところで、ここのところがこうというものをつくっていると。それは、何というのです

か、情報共有もしているというのですが、これは父兄のほうにも情報共有がされてます

か。もしそうでなければ、その点も考えていただきたい。いかがでしょう。

●委員長（大野委員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 自転車の事故については、委員おっしゃられますように、被害

者、加害者ともに大変な状況になると認識をしております。

昨年度について、保険については、昨年は２回ほどチラシ等のほうで周知をさせてい

ただいたところでございますが、まだまだ正直浸透はしていない状況ではないかと考え

ております。また、昨年ちょっと町民課の中で、まだ中の話ですけれども、検討させて

いただいて、必要になるという部分では特に高齢者の自転車の走行について、町なかで

見ているところ結構危険な状態があるということで、そちらのほうの高齢者を特に対象

にした自転車の交通安全教室等を行うことを検討をしているところでございます。

今、委員おっしゃられたことで、ヘルメットの着用については、現在ヘルメットを着

用している大人はほとんど、数名しかいないと我々はちょっと認識しているところでご

ざいまして、町民全てを対象にした自転車、交通安全全般になるかと思いますけれども、

指導についてはその方法等について検討はしていかなければならない課題だとは認識し

てございます。ただ、現在交通安全教室自体は行っておりませんので、行う方法につい

てちょっと考えさせていただきたいと思います。

●委員長（大野委員） 指導室長。

●教委指導室長（山田室長） 学校のほうの対応ですが、まず保護者への周知という部分

におきましては、学校だより、さらには学級通信、そして４月に行われます１回目のＰ

ＴＡ総会、これらの中で周知をさせていただいているところがあります。

また、ヘルメットの着用についてです。私たちも前年に比べると増えてきているなと

いうところは感じてはいますが、数値的な状況は捉えてはおりません。この件につきま

しては、子どもたちに関しては保護者の努力義務となっております。そういう部分も含

めまして、保護者の方々にヘルメットの必要性という部分を改めて訴えているところで

あります。（「結構です」の声あり）

●委員長（大野委員） ほか、この５目、ございませんか。

（な し）



- 81 -

●委員長（大野委員） なければ、進みます。

６目行政管理費。

（な し）

●委員長（大野委員） ７目文書広報費。

（な し）

●委員長（大野委員） 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） 10目企画費。

12番、佐々木亮子委員。

●佐々木亮子委員 企画費の中のまちおこし協力隊のところでお伺いをいたします。

まず新年度、国のほうでお試し地域おこし隊というのが創設されたと聞いてます。こ

れ１自治体100万円上限ということなんですけれども、これ当町でも対応できるものでし

ょうか。

●委員長（大野委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） ご質問者おっしゃられてるのは、協力隊に採用する

前に想定している町で数日滞在してどんな町かというのを、その人自身が確認するとい

うのですかね、そういう制度を指しているということで受けとめさせていただきます。

新年度においては、厚岸町においては、その部分を採用するという予定にはなってご

ざいません。そのかわり、できるだけ厚岸町の情報はその方にお伝えするという努力を

しております。細かなお問い合わせに対応するだとか、それから募集に当たっては厚岸

町はこんな町ですというのをお伝えしたり、それから募集に当たって、首都圏だとかで

出向いていって、北海道と共同で募集のセミナーみたいのに参加して、そこに来られて

直接お話しするだとか、そういった対応でその方々に情報を伝えるように努めておりま

す。

●委員長（大野委員） 12番、佐々木亮子委員。
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●佐々木亮子委員 そういう方法もいいんですけれども、せっかくこういう制度ができた

ということで、やっぱり事前に地域の方との交流ということもこの中に含まれているよ

うですから、採用が決定する前に事前に来て、どういうところか実際に見ていただくと

いうことも一つの方法かな、手段かなと思うんですけれども、それに対してはそういう

ことはしなくてもいいよと、きちんと口頭で伝えるからいいよという判断でしょうか。

●委員長（大野委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） 応募される方はいろいろさまざまですね。全く北海道に

も旅行したこともない人もいれば、北海道が大好きで何回も来てると。それから、釧路管内

も根室管内もくまなく回りましたとか、いろいろな方がいらっしゃいます。数日の滞在でそ

の町を全部把握できるかといったら、観光的に滞在するのとそうあんまり変わりはないんじ

ゃないかなと。その地域の方々と交流するといっても、まだ応募するかどうかも分からない

方々がどのくらい来ていただけるのかなということもありますし、これから始まる制度です

から、ほかの町がそういうことをやって効果が上がっているかどうかということも確認させ

ていただきながら、検討課題程度に押さえさせていただければと思います。

●委員長（大野委員） ほか、10目ございませんか。

３番、堀委員。

●堀委員 まずは、道立自然公園の国定公園化促進でお聞きいたします。

道立自然公園の国定化については町政執行方針のほうで、昨年５月に町内における関

係団体との合意が整ったということで、昨年の12月には厚岸町以外の町も含めての24名

での早期指定についての要請活動を行ったとあるんですけれども、その要請活動自体は

いいんでしょうけども、合意に至る根本的なものとして、やはり自然公園の特別地域か

ら普通地域への種別がえが当然その合意の基礎にもなると思うんですけども、こちらに

ついては今現在どのような状況になっているのか。また、その種別がえがいつぐらいに

きちんとなるのかを教えてください。

●委員長（大野委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） ご質問者はいろいろな経緯がご存じの上でご質問さ

れていると思いますから、詳しいことは申し上げません。お答えだけに端的にお答えし

たいと思いますけど、昨年、今まだ今年度ですね、平成30年度において、春のそういう

動きがあって、今道立自然公園の状況の中で、ご質問がおっしゃるエリアについては普

通地域がえという状況が確定したということになってございます。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。
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●堀委員 その種別がえはもう既にされているんでしょうか。（発言する者あり）もうなっ

てるんですか。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 分かりました。それでひとつ安心して、本当にあとは本当国定公園化を早く進

めていただきたいなと思うところであります。

次に、地域おこし協力隊についてお聞きしたいんですけれども、いただいた資料に平

成31年度予算があって、あるんですけれども、本年度で一番最初の地域おこし協力隊員

が、もう３年の期間が途中で終わるかなと思っているんですけれども、この方のその後

はどのような形になるのか、雇用が継続されていくのか。また、それともその人が新た

に自分で事業を起こして町内のほうに在住するようになるのか。ここら辺についてはど

うなってるのでしょうか。

●委員長（大野委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） その件につきましては、先月町長、副町長、理事者

と各隊員個々の面談を行ってございます。その場面で、町としては初期の目的どおり、

おっしゃられる方はその拠点で採用して、今活動していることをそこの場でまた取り組

んでいくということを望んでいると。あなたはどうですかと確認したところ、その方向

性で、方向性というか、それを望んでますという明確な答えがあったところでございま

す。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 厚岸町に愛想を尽かさないで、本当に定住していただける前向きで大変いいか

なと思います。

それで、その隊員が今まで住んでいた住宅ありますよね。そこは協力隊員の住宅なの

で、そうすると今度からは恐らく退去しないとならないのかなと思うんですけれども、

そうしたときの今現在協力隊員の住宅に住んでいる方の代替住宅のあっせん等は、町の

ほうでは考えられているのでしょうか。

●委員長（大野委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） 代替住宅を町であっせんするということは考えてご

ざいません。そのかわり拠点のほうでは、もう既に本人に代替の住宅をあっせんするか

らということは、もう既にお伝えしていると聞いているところでございます。

●委員長（大野委員） ほか、ございませんか。
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（な し）

●委員長（大野委員） なければ、進みます。

５番、竹田委員。

●竹田委員 道立自然公園の国定公園化のことでお聞きしますけれども、うそか本当かは

分かりませんけれども、昨年を含めて３年以内くらいにはこの国定公園化になるだろう

という、僕の勝手な情報なのですけれどもね、厚岸町はどういうふうに捉えているか分

かりませんけれども、そのように聞いております。その件で、２年、３年の間に国定公

園になる。

その上で僕も一般質問してるのですけども、国定公園化に向けての町のイベントとか、

すごい分かりやすい言葉で言えば、お祭り騒ぎみたいような形の企画等について一般質

問させてもらいましたけども、その後についての促進期成会等もありますけども、まず

は中心が厚岸町ですから、厚岸町としてはどのような感じで大体ざっくりでいいんです

けど、このような企画でやっていきたいなと思ってるみたいのはまだ確立されていない

のでしょうか。それとも、ざっくりこんなような感じでやっていきたいなという思いは

あるのか、その辺を聞かせていただきたいと思います。

●委員長（大野委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） 国定公園になった後のというご質問だと受けとめさ

せていただきます。

何年後にまずは国定化になるのかというのは、今の段階では確定はしていない。ただ

し、町政執行方針、町長から申し述べたとおり、申請者である北海道知事は速やかに申

し出をしたいと。髙橋知事自体はこの期成会の、促進期成会の要請の翌週にはもうすぐ

に環境大臣のところまで行かれて、要請されたという、もう本当にスピーディーな動き

をしていただいてます。ただ、事務的な手続はこれからなものですから、そこはまだは

行っていないというのは、まだ今の段階では具体的には示されてない。これは当然だと

思います。

その先にある町で挙げてのイベントということなのですけど、長年町内の主立ったと

ころの関係者が世代を超えて要請活動して、もし国定公園になったという場合は、やっ

ぱりそれなりの、ちょっと私個人的な意見も入るかも分かりませんけど、ある程度のお

祝い的なイベントみたいのはやっぱりあってもいいのかなとは思ってます。ただ、まだ

今の状態ではどういうことをやろうやとか、そういう具体的な企画までには至ってない

と。それは今後の動きの推移の中で、多分いろいろなところからそういう声は沸き上が

ってくるのかなと思いますし、町でも検討は町の立場でどういうふうにできるのかとい

うのは、これから検討していく必要があるかなと思っているところでございます。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。
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●竹田委員 その上で、町挙げて早い話がお祭り騒ぎみたいような形を僕もとるべきだと。

それはなぜかというと、やっぱり北方領土と同じで、誰かがやればいいんだという思い

になると町挙げてというふうにならない。なので、やっぱり持続的に国立公園が一時的

に１年、２年でなった、よかった、はい、終わりというんじゃなくて、可能性があるな

らばいろいろなことを視野に入れて、町の、町長この間言いました観光交流増じゃなく

て、これから観光関係の交流人口ということを初めて僕もその言葉を耳にして、逆に感

動してた自分なんですけども、本当に関係交流人口というのですかね。それを本当に深

めていくことが今後厚岸町において本当に、本当の意味での観光交流人口が増えていく

んだろうかなと思って、町長の意見を聞いておりました。

その上で、今回の久々に厚岸町の大きな進展になっていく、また観光関係交流人口が

付加していけるような、多く付加していけるような、そういう町の取り組みというのは

ぜひとも必要な、大きなチャンスだと自分自身も思っております。その上で、このイベ

ントをもしやるというふうに近づいたときには、各団体もそうなんですけど、町民の皆

様、小学校、中学校、高校生も入れた中で、こういったイベントをやっていこうという

大きな流れの渦をつくっていくためには、町民挙げての推進委員会みたいのを立ち上げ

て、大いに盛り上がっていきたいなと思ってますけど、いかがでしょうか。

●委員長（大野委員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からお答えをさせていただきます。

道立厚岸自然公園は３町にまたがっております。厚岸町だけじゃございません。隣の

浜中、そしてまた釧路町ということに相なるわけであります。その中で、これからの手

続の関係を若干お話しさせていただきたいと思いますが、先ほど堀議員から質問があり

ましたけれども、一番国定公園に向かってのネックは地種区分だったんです。それで、

厚岸の漁業計画をつくった中で、北海道も認めてくれて普通地域になったということが

功を奏しまして、北海道はオーケーをしたということでございます。

そして新年度においては、新年度というのは31年度でございますが、北海道が今度調

査をすることになっております。そして大体１年くらいかかるのかなという気いたしま

すが、その後、北海道から国の環境省のほうへ国定公園にしていただきたいという申請

をいたすことになっておるわけであります。最終的には国の判断ということに相なるわ

けでございまして、先ほど竹田議員のほうから２、３年というお話がありましたけれど

も、国定公園になるためにですね、私もそう願ってます。そういう期間内で国定公園と

いうものは決定いただければなという、私の願いであります。

しからば、それに基づいて、どういうイベント、記念式なりますか、やったらどうだ

という話でありますが、当然お祝い事であります。それに合った式典なり、また町挙げ

てのイベントを開催をするということは、私も必要でなかろうかと思っておりますが、

ただ、国定公園は我々の希望でありますが、最終的には国のほうのものですから、これ

がどうなるのかという町の対する中でイベント等においては対応してまいりたいと、そ

ういうふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと存じます。
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●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 その点については分かりました。

地域おこし協力隊の件なんですけども、地域おこし協力隊が一人一人一つの部署に入

って、いろいろ頑張って成果を上げてやっているのは分かってるんですけども、地域お

こし協力隊一人一人に厚岸町として一つのことを定義し、お願いをしてはどうかという

提案なんですが、地域おこし協力隊が地方から厚岸に来ていただいてます。その中で、

地方から来た人としての厚岸町の魅力、それから極端に言えば厚岸町の駄目なところ、

テレビでよくやっているここが変だよ何とかというのがありますけれども、そういった

厚岸町のいいところ、悪いところを地域おこし協力隊にお願いをして、仕事としては別

に厚岸の魅力的な部分を発見するために個人的に厚岸町内を歩いて、観光のスポット、

それから見どころ、今まで気づかなかったところを発見してもらうと、そういった地域

おこしの皆さん方に協力をいただいて、一つのレポートを半年に１回でもいいからいた

だけないかなと。それが本当の地域おこし協力隊の意味につながっていくのではないか

なと思います。

また、そういうことが自分たちに課せられた一つのテーマであるならば、地域おこし

協力隊がこの町に住んでいる活力にもなるし、意味も深まっていくのではないかなと思

いますので、ぜひ、今後地域おこし協力隊新たに来る方も、今現在住んでいる方も協力

してもらえるような方向性にひとつ流れをつくっていただきたいと思いますけど、いか

がでしょうか。

●委員長（大野委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） 町のいいところ悪いところというのは、悪いところ

を見つけてくださいというのは言った覚えはない、よりも活動を通じて町のいいところ

を見つけて、その情報を発信してくださいというお願いはしております、各隊員に対し

て。それは各隊員の活動を通じてという意味です。ご質問者はそこからは、活動からは

外れてプライベートな時間で町の中を見た状況の中で町のいいところというご趣旨だと

思います。その提案については、協力隊の方々にお伝えして賛同いただければやってい

ただけると思いますので、何か次に機会を設けてそういうお話はしていきたいなとは思

います。

●委員長（大野委員） ほか、この目ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ進みます。

95ページ、１１目財産管理費。

３番、堀委員。
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●堀委員 財産管理費でお伺いします。

まず、地方の公会計制度が変わった中で財産台帳の意味合いというか、その整理も、

この何年かでされてきていたというふうに思うのですけれども、電算化とかいったらば、

何というかな、保守点検とかというものの予算というものがあってもいいのかなと思う

のですけども、そういうものがない中で現在その財産台帳の整理という、公会計制度に

合わせた整理で、どのようになっているのかを、まずはお聞きしたいと思います。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） 今現在の財産の管理の方法ですけども、今現在システムも町自

体で持ってますし、あと紙、要は紙で保管している状態ということで、要はコンピュー

ターと紙、並行に財産を管理しているという状況です。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 それで、公会計制度に合わせた財産台帳の、何というかな、整理、例えば道路

に対して１円の財産をつけるとか、取得費用が、建物であれば取得費用が幾らとか、そ

ういうような整理もされなければならないとなったと、私方は理解していたのですけど

も、そういう作業自体はどのようなことになっているんでしょうか。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） 新年度予算において、備品購入費、これが固定資産台帳を管理

するためのパソコンの購入、それと中に入るシステム、要は新しくパソコンの中で全部

管理できるような状況になるという内容のものとなってます。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 聞いてるのはそういうことじゃなくて、要は公会計制度に合わせた財産、固定

資産じゃないですよね、これは公有財産ですから、それの整理がどのように進んでるの

か。もう既に終わって、全ての財産には取得価格、残存価格などもつけられたようなの

ですね。そういうような台帳整理が、既に完了しているのかどうなのか。これについて

お聞きしていたのですけども。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） 公有財産の整備については既に完了してます。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。
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●堀委員 そうすると、求めれば過去の財産においても取得価格や何年につくられたもの

で、そのときの取得価格、また現在価格が出る資料が常に出せると理解していいと思い

ますので、今後そういう該当質問があったときには、それらの資料なども要求していき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。

あともう１点、財産、債権債務も財産ですから、ここでお聞きするんですけれども、

歳入のほうでウタリ住宅の貸し付け、改良貸付金元利収入でいろいろと議論とかもあっ

たんですけれども、道内ある町では要は税以外の、税は不納欠損処分が法律で決まって

いてそれができるんですけれども、税外と言われる税以外のこのような使用料等につい

ては、不納欠損が時効を受けなければできないという、不納欠損という表現じゃないと

思うのですけれども、といった中でなかなか過去の債権がずっと、要は請求して、請求

行為がある中においてはずっと消えないというような状況の中で、道内のある町村の中

ではそれを条例で、債権整理条例のようなものを、条例でもってつくって、法での根拠

じゃなくて条例を根拠にして、もう既に大分古い、また整理がどう考えてもできないよ

うな債権の整理をする根拠条例をつくっている町村があります。

安易にその条例をつくって、安易に債権の整理を堂々とされていてもそれはやはりい

けない、そこに至る基準はその条例の中でも厳しく整理しないとならないのでしょうけ

れども、やはり今後厚岸町においてもそのような条例の整備は必要になってくるんじゃ

ないのかなと思うんですけれども、この点についてどのようにお考えでしょうか。

●委員長（大野委員） 税財政課長。

●税財政課長（星川課長） 税外ということなので、全般的な管轄をしている私のほうか

らちょっとお答えさせていただきますけども、委員おっしゃるとおり、その債権につい

てはいろいろ私債権の中であったり、公債権であったりということで、債権の種類ごと

にいろいろな取り扱いが変わりますので、そういった部分については今るる、できるも

のについてはいろいろやらせていただいている状況になってございます。

ただそういった中で、委員からご提言あった部分の債権、いわゆる債権管理条例とい

ったものを他の町がつくってやっているということなものですから、そういった情報も

我々も持ちながら、今既にその勉強のほうをさせていただいている状況になってござい

ます。

そういった中で、まさに今いろいろな債権の中で特に私債権の部分の取り扱いが非常

に厳しい状況にあったりですとか、いろいろなとても年限的には古くなってきているも

のだとか、いろいろございます。また、委員のほうから、以前の一般質問でもありまし

たけれども、民法の改正といったこともございますので、そういったことも踏まえた中

で今まさにその債権管理条例を一応つくる方向の中で、今どのような対応を町としてや

ったらいいかというのを今まさに内部で調整している最中でございますので、今後そう

いったものもさらにもうちょっと勉強させていただきながら、そういったものを適切に

管理するためにやっていきたいと思っておりますし、なおかつまたそれとあわせて、た

だ単に債権管理条例をつくって、これがもう焦げついた債権だから捨てると、そういっ

たことじゃなくて、まさにその債権をどうしようかということを含めた中で、条例制定
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ですとかそういったものもちょっと勉強させていただきたいなと思っているところでご

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。

12目車両管理費。

（な し）

●委員長（大野委員） ２項町税、１目賦課納税費。

（な し）

●委員長（大野委員） ３項、１目戸籍住民登録費。

（な し）

●委員長（大野委員） 103ページ、４項選挙費、１目選挙管理委員会費、ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） ２目道知事・道議会議員選挙費。

（な し）

●委員長（大野委員） ４目町議会議員選挙費。

（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） ５項統計調査費、１目統計調査総務費。

（な し）
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●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） ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費。

（な し）

●委員長（大野委員） 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、ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） ４目老人福祉費。

12番、佐々木亮子委員。

●佐々木亮子委員 二点ほどお伺いをいたします。

まずはじめに124ページ、生活管理指導員派遣委託料についてお伺いいたしますけれど

も、派遣の対象となる高齢者、該当する方というのは何人ぐらいいるということで見込

んでいるんでしょうか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 対象の人数は、今３人を見込んでおります。

●委員長（大野委員） 12番、佐々木亮子委員。

●佐々木亮子委員 それで指導をということですから、派遣をして指導をするということ

なんだと思うのですけれども、これ実際どのような指導をされるんでしょうか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 高齢者等及び身体障害者生活支援事業条例というのを定め

ておりまして、その中で規定しております。

要介護状態への進行を防止するため、居宅に生活管理指導員を派遣して、基本的な生

活習慣を習得するための支援、指導等を行うということで派遣をしているものでござい

ます。
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実はこの事業は介護保険制度が始まったときにこの制度をつくっております。そして、

ヘルパーさんの派遣というのは介護保険制度の中でヘルパーを派遣することになります。

その当時はもう既に町としてヘルパーさんを派遣しておりましたので、介護保険制度に

移行できない方をこの事業で救うように対応しているものでございます。

●委員長（大野委員） 12番、佐々木亮子委員。

●佐々木亮子委員 この制度については分かりました。

それで次ですけれども、今回この資料をいただきましたけれども、福祉交通回数費助

成事業の拡充ということで、これ自体はとてもいいと思うんですけれども、ちょっとこ

の説明の中でＪＲ厚岸駅での事前購入を前提にと書いてあるんで、ちょっとここがよく

理解できないんですけれども、これどういうことでしょうか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 回数券につきましては、元高齢者バス券ということでした

けれども、それを昨年デマンドバス、それからハイヤーの利用等にも拡大をいたしまし

た。町内の交通機関でその対応ができないのはＪＲの券、ＪＲではその券を利用できな

いということで、ＪＲの切符を買うこともこの券でできないかということでＪＲのほう

に相談をさせていただきました。ＪＲのほうはＪＲのほうで、その券で買うということ

については、切符を事前に購入していただくことが前提ということで、ＪＲのほうでも

後でその券で支払いという形はＪＲのほうの全国的なルールの中でできないということ

で、その中でＪＲのほうも一生懸命いろいろなこと考えてくれた中で、事前に切符を購

入する部分については何とか対応できるようにしたいと。それもただどこの駅でも購入

できるということはＪＲのルールとしてはできないので、１町村１カ所１駅での対応と

いうことであれば対応できますという話をいただきましたので、厚岸駅で事前に花咲線

の区間になりますけれども、その間の切符を購入することについては対応できるという

方向で調整を今しているところでございます。

●委員長（大野委員） 12番、佐々木亮子委員。

●佐々木亮子委員 厚岸駅で事前購入しか、これできないということで、これ上尾幌です

とか尾幌ですとか、そういったところから乗車するという方は、じゃこれは対象にはな

らないということなんでしょうか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 私どももその部分を何とかお願いできないかなということ

で、釧路駅でも買うことができるようにできないかということで話をさせていただいた

のですけれども、やはり１町村１駅の統一したルールでの対応ということで、厚岸駅だ
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けの対応ということでお願いしたいと。ＪＲのほうからは、私どもも強くお願いはしま

したけれども、そういう全体的な取り扱いの中でのことということで厚岸駅だけの取り

扱いということでお願いしたいという話を受けている状況でございます。

●委員長（大野委員） 12番、佐々木亮子委員。

●佐々木亮子委員 いや、これね、上尾幌、尾幌だって立派な住民ですよ。この人たちは、

じゃこのＪＲについては厚岸駅で事前購入をできない方についてはこれは何も恩恵、恩

恵というのでしょうか、この対象にはならないということなんですか。別な手段という

のは町では何か考えてないんですか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 厚岸駅で事前に購入する部分については対象になるという

ことですので、確かに尾幌、それから上尾幌の方は厚岸駅に来なければ買えないという

ことにはなります。そこの部分は何か機会があるときにということでお願いをしたいな

と思います。それと、糸魚沢の方についてもやっぱりＪＲを利用したいという方の声は

受けておりましたので、その方々にもＪＲの利用ができるということになれば、そうい

う部分では少しでもそういうものの拡充にはなると考えております。

●委員長（大野委員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 少しつけ加えさせていただきますけれども、まず地域について

は上尾幌、尾幌、糸魚沢、全ての地域の住民の方が対象にはなります。まずもって一番

の問題が厚岸駅以外が無人駅であるということなんですね。まず切符が前提ということ

のＪＲからの、この制度を使う上で切符が前提ということが言われましたので、今回今

年度に関しては、来年度に関しては、まずはＪＲ厚岸駅で上尾幌の方にしても尾幌の方

にしても切符を買っていただいて、上尾幌からの乗車になりますけれども、まずはそう

いうやり方しか、とりあえず31年度についてはできなかった。このことを改めてお聞き

をしましたので、先日ＪＲの担当のほうにも上尾幌には、恐らく上尾幌の住民の方が一

番使われる可能性があるだろうと考えております。その上で郵便局が近くに、駅の近く

にございますので、ＪＲとしてそういった郵便局で切符の発行というものができないだ

ろうかということもお願いをさせていただきました。

ほかには、もしそのＪＲを前提として、この福祉交通回数券を使われるのであればＪ

Ｒの切符をあらかじめ、最初からそれを前提にして使われる方については切符を町とし

て配付をするということも可能かと思います。

まずは31年度このやり方しかできませんけれども、それ以降につきましてはまたいろ

いろと使いやすい形での検討というものをさせていただきたいなと思っております。

●委員長（大野委員） 12番、佐々木亮子委員。
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●佐々木亮子委員 内容については分かりましたけれども、これ上尾幌や尾幌の住民の方

にはどんなふうに説明されるんでしょうか。

●委員長（大野委員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 町民課でも公共交通担当してますので、ちょっと私のほうから

説明させていただきます。

今、副町長言われました郵便局での切符の取り扱いについては、ＪＲの切符自体が１

カ月という有効期限もありまして、買いだめをすることがなかなか難しい部分がござい

ます。それと郵便局での乗車券の販売については、まだお願いをした段階でありまして、

ＪＲからすぐできるという回答はまだいただいておりません。ですから、前向きに検討

したいという回答ですので、31年度についてはスタートとしてはちょっと難しいと考え

ております。というのは、先ほど保健福祉課長からも答弁ありましたけれども、ＪＲと

しては１町村１駅の販売としたいというのがございまして、当面は厚岸駅での販売しか

福祉交通回数券でやるときはできないということになります。上尾幌、糸魚沢の方は若

干やっぱりご不便をおかけすることになりますが、厚岸駅での乗車券の購入をしていた

だいた上で各駅から乗車という形にならざるを得ないということになります。これはあ

くまでも福祉交通回数券を使用した場合の話でございます。

ほかの方法としては、例えば根室市で行っている事前に切符を買って配布をしている

と。先ほど副町長のほうからちょっとお話ありましたが、そういう方式しかないと。た

だ、問題となるのはやはり乗る場所が限定されてしまうこと。それと有効期限の問題が

あるということになります。それで、厚岸町としては31年度については福祉交通回数券

の利用ということで、ＪＲの利用促進、それから町民の利便性ということを考えまして、

全ての方に便利という状態にまだなっていませんが、第一段階としては福祉交通回数券

でもＪＲに乗れる形をとろうということで現在の形をさせていただいております。

●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、先ほど質問したんですけれども、上尾幌、尾幌の住民の方に

はこの状況どのように説明するのか。

●委員長（大野委員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 大変申しわけございません。肝心のところがちょっと抜けてお

りました。

今、説明をさせていただいたそのままの形で説明をさせていただくしかないと考えて

おります。これは福祉交通回数券、保健福祉課で券の配布等を行っていますが、町民課

の窓口でも行っていますので、そういうことを説明をした上で利用をしていただきたい

と考えてございます。
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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 これからいろいろ検討していくということですけれども、ただ話を聞

いていて思ったのは、ＪＲの言いなりではないですけれども、やはりＪＲがたとえそう

言っても、できることとできないことというのはありますけれども、やはり住民として

困らない、住民みんなに統一したそういった助成ができるような、そういったことを強

くＪＲのほうに申し入れ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） 町長。

●町長（若狹町長） 高齢者の交通回数券のことでありますが、実は新しくなぜＪＲをお

願いをしたかというと、ご承知のとおり今ＪＲ花咲線の廃止の問題があるんです。その

第一の問題はやはり乗車率の向上なんです。そういう中で、せっかく厚岸が行っており

ます高齢者の回数券を何とか乗車率を上げるための一方法として考えていきたいなと、

私の考えもあったわけであります。しかしながら、ＪＲはオーケーはしましたけれども、

いろいろな条件が、先ほどから議論されてるようになったんです。

しかしながら、私といたしましては乗車率の向上、そしてまた高齢者福祉のことを考

えればそのとおりなんです。尾幌、上尾幌の人方が乗る確率が高いんです。その人方が

利用できないということはまことに利用価値が下がるという中で、今それぞれから答弁

ありましたけれども、最初の今スタートでございますので、今いろいろな課題あります、

確かに。ですから今、実は先般もＪＲの上部のほうにもこの問題を話してありますし、

それから簡易郵便局、もしくはやるとなれば協力できるのかという話までいってます。

ですから、いろいろな課題は残っておりますが、とりあえずスタートさせていただきた

いということでございますので、今後の課題は速やかに解決をしながら喜ばれるＪＲの

利用というようにしたいと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） ほか、ございませんか。

６番、室﨑委員。

●室﨑委員 ここで、キャラバンメイト認知症サポーターということが、町長の行政執行

方針にも出てきてますが、これずっと続けていることだと思います。

今年度１年でどのぐらいの回数で、どのぐらいの受講者がいて、ちょっと私も申しわ

けない、今、認知症サポーターとキャラバンメイトの区別がちょっとおかしくなってし

まってるんですが、どっちかがあれですよね。先生役になれるんですよね。片一方はそ

こから聞くということですよね。だから先生役の人を育て、なおかつみんながその話を

聞いて、特に認知症に関して理解を持ってもらおうという、セットになった制度だと思

うんですが、この１年間どういうふうに進めてきたのかをまず教えてください。

●委員長（大野委員） 休憩いたします。
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午後２時14分休憩

午後２時16分再開

●委員長（大野委員） 再開いたします。

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。

今キャラバンメイトとサポーターの関係なんですけれども、介護保険特別会計のほう

に地域支援事業の中で実施をしておりまして、申しわけありません、ちょっと資料手元

になかったものですから。

キャラバンメイト、教えるほうは今年１人を養成をしたと、研修に行っていただいて

養成をした。それからサポーターの養成につきましては、５回行いまして新たに86人を

養成をしております。今年度からキッズサポーターということで、小学生の子どもさん

にも教育委員会のほうと連携をさせていただきまして、そういう研修の機会を設けまし

て、今回は25人のキッズサポーターということで養成をさせていただいた状況でござい

ます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 分かりました。介護保険のほうの事業なんですね。そうすると、特別会計の

ね。そうすると、委員長、申しわけない。そちらでまた詳しく聞きますので。

ほかへ移ります。

先ほど生活管理指導派遣員ですか、の話が出ておりましたが、町長の行政執行方針読

みますと、生活支援コーディネーターという言葉が出てきますが、これ同じものなのか

どうなのか。

それから、認知症地域支援推進員というのも出てきますが、これらはどういうもので

どういう働きをしているのか、これをちょっと教えてください。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 今言いましたコーディネーター、それから認知症の関係、

全て介護保険特別会計の地域支援事業の中で一応実施をしております。

コーディネーターにつきましては、社会福祉協議会のほうに事業の委託をしておりま

す。そして社会福祉協議会の職員がコーディネーターとなって、地域のいろいろなサロ

ンですとか、いろいろな集まりに顔を出させていただいて、そしてその資源の中からそ

ういう地域のデイサービス的なことだとか、サロン的なものを何とか立ち上げていけな

いかなということで、平成30年度から事業をスタートさせております。

それから、認知症の部分につきましては、包括支援センターの職員がその役割を担っ
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ておりまして、30年度から取り組みを始めている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 分かりました。どちらも介護保険特別会計の問題であるということですね。

委員長、それもそちらでまた詳しく聞きますんで、済みません。

それでちょっと一つ確かめておきたいのが、ここに出てくる生活管理指導員と生活支

援コーディネーターというのは全く別の制度であるということなんですね。

それで先ほど生活指導員でしたか、の話のときに、介護保険の適用にならない人につ

いての救済として、こういう制度をもともと持っているんだという言い方だったんです

が、今日介護保険に入れない人というのは何を指して言ってるんでしょうか。認定でも

って、あなたは元気だから介護保険のいろいろなサービスを受けれる、まだ段階ではあ

りませんよと言われた人に対する何らかの働きかけをしようとするのであれば、これ厚

岸町は介護保険の中の、何たっけな、地域支援かな、密着型何とかといいましたか、何

かありましたよね。総合事業か、の中でもってやってますね。そういうようなものの一

つがここに顔出してきたのか。それとも全く別なのか。そのあたりもう少し説明してく

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） 今ここで先ほど３人と言いましたけれども、その方々は介

護保険の認定を受け、認定が非該当になった方たちを対象にしております。介護保険の

中で今総合事業といいましたけれども、総合事業につきましては要支援の、介護認定の

中で要支援の方々のヘルパーさんの派遣については総合事業で行っております。それか

ら要介護認定を受けていた方は介護保険でヘルパーさんの派遣をと。非該当の方につき

ましては、非該当にはなってるんですけど、やはり生活の例えば料理をつくるだとか、

掃除をするだとか、やっぱり男性の方が多い部分ありますけれども、なかなかそういう

ことがうまくできない方もいらっしゃいますので、その方を何とか救う、この中で救っ

ているという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 分かりました。

非該当であっても生活が十分できるかに非該当であるというには言い切れないわけで

すね。このままいると支援なって、要支援になって要介護になってどんどん急速に落ち

込んでいってしまうおそれのある人については支えなければならないと、そういうこと

でいわば要介護があって要支援があると、国の言い方だとそれで卵の黄身と白身、卵焼

きでいえばね、そこのところが全部でき上がってるんだというんだけど、実はそのへり

にもう一つあると。そこのところについては、これは介護保険と別に町としてそこのと

ころに力を入れましょう、ということなんですよと解釈しておけばよろしいんですね。
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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） 基本的には今委員おっしゃられたとおりでございます。

もう一つその中で、先ほどコーディネーターということで話をしましたけれども、そ

のコーディネーターがそういういろいろな資源の中で地域の中で、あるいはボランティ

ア組織的なものの中でそういうデイサービス的なこと、それからホームヘルプ的なこと、

そういうものができれば、またそういうものも活用してということで、そういう取り組

みを進めている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。

４番、石澤委員。

●石澤委員 ここの何番かな。２つ、済みません、聞きます。

元気いきいき高齢者応援という項目があるんですけども、この中身を教えてください。

170かな、これ。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長

●保健福祉課長（阿部課長） この事業は平成30年度からスタートした事業でございます。

元気で介護認定を受けられていない方に対しまして、元気で頑張っていらっしゃると、

健康に注意して頑張っていらっしゃるということをお祝いをしたいということで、30年

度からこの事業を始めております。

応援の対象の方は、全てということにはならないものですから、満88歳の方、それか

ら満95歳の方、88歳それから95歳で介護認定を受けられていない方に対してこの事業を

対象にして、商品券、３万円相当額の商品券を贈呈をしているという事業でございます。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 そういう事業でしたね、そういえばね。

それでここの中で、ごめんなさい、介護予防の中で、ここに生きがい活動支援通所事

業委託料というのがあるんですが、これはどういう活動になっているんですか。前のほ

うですね。124ページです。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） この事業につきましては、デイサービスセンターがありま

すけれども、デイサービスセンターの奥のほうに木造の建物で接続してつながっている

施設がございます。その施設の委託料でございます。

それはデイサービスセンターのほうに通所をしている利用者がデイサービスセンター
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と、それからあそこつないでおりますので、その奥のほうにある生きがい活動通所支援

施設というのですけれども、一体的に運営をしていただくようにしておりますけれども、

そこに通われる方の対象は先ほど生活管理指導員の派遣事業で介護保険の対象にならな

い方ということで、これも同じく介護保険と総合事業の対象にならない方をそこに通っ

てもらうための施設として、施設を設置しておりまして、それの委託料というのが、こ

の124ページに載っている230万7,000円という委託料がそのことでございます。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 これはデイサービス、社協でやっているデイサービスとか、あるいは別なも

のということになるんですね、委託料払っているということになれば。そういう形でこ

こに出てるということなんですね。この中に、項目の中で生活管理指導短期宿泊事業委

託料というのがあるんですけど、これはそうすると、そういう介護には認定にならない

けどという方の生活指導というのはどういう形なんですか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 短期宿泊のほうは心和園のほうでショートステイをやって

ますけども、その介護保険の認定になられない方をこの短期宿泊事業で救って対応をす

ると。介護保険の対象にならない方を対象にして、これをやっております。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 分かりました。そうすると、リハビリも兼ねているということになるんでし

ょうか。そうではないですね、この部分はね。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） リハビリ、正式なリハビリの指導はこの中ではできません。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 もう一つなんですけど、さっき福祉交通回数券というのがあったんですが、

ＪＲまで広がっていったということなんですけれども、この利用する範囲の中でデマン

ドがあり、それから介護タクシーもありという形でハイヤーも利用できるんですが、町

内、町なかというかな、デマンドでなくて本当に町の中の人たちがどういうふうにして

使い勝手よくしてもらえないだろうか、タクシーを、ハイヤーをどうやったら使えるん

だろうというようなことで相談があるんですけども、例えば梅香の信金の前から乗って

駅前に来た場合に1,000円かかってしまう、１回で1,000円、帰れば2,000円ですよね。そ

うすると、5,000円ですから、すごい負担が出てくるんですが、こういう形で幅は広がっ
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たんですが、この回数券の金額に関しては、今回はまだ5,000円のままということなんで

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） 昨年といいますか30年度、平成29年度までは4,000円で、平

成30年度から5,000円に引き上げまして、合わせてハイヤー等も利用できるようにしたと

いう状況でございまして、金額の増額については現在は考えておりません。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 だんだん高齢の人が増えてきて、今年の冬になってきたときに結局、車が運

転ができないとか、免許を返上するとかという形でそういう人たちが増えてきているん

ですよね。それでこういうのができてきたものですから、これを理由にして、これを機

会にして免許を返上したという方もいるんですよ。それで、これから今度使い勝手が分

かってきたら声が上がってくると思いますので、もう一度皆さんから声を聞き取って、

そして金額に反映していってほしいと思うのですが、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） バス回数券のときの利用率それから交付率というのと、それか

ら今年実際に福祉回数券にして5,000円にして、交付率等なんかも増えるだろうと予想をして

おりました。実際には平成29年度までは70歳以上の皆さんにお知らせをするんですけれども、

実際に券をとりに来られる方は約６割です。そして、その６割のうち、実際に使用をされる

方がそれも大体６割程度という状況でございます。

今回、福祉回数券にしまして、これは８割くらいまで伸びるのではないかなということで

予想を当初しておりました。交付率も、それから使用率も増えるかなということで考えてお

りましたけれども、今現在のところでいうと、交付率もまだ70％までまだいっていないよう

な状況です。それから実際の使用の分というのは、まだ３月の分が出てこないと分からない

んですけれども、それもまだ正確には分からないですけれども、当初思っていた８割という

のまでは全然いかないような数字になっておりますので、実際にもっともっと使われるので

はないかなとは予想しておりましたけれども、意外に使われてないなという状況が今ありま

す。

まだ周知については、皆さんに４月当初にお知らせもしていますので、その部分では周知

不足というのではないなとは思っているんですけれども、それにしてもちょっとまだ使用の

状況が少ないということで、そういった部分、もう少し周知等をやって利用をもっとしてほ

しいなと考えておりまして、そういう状況をもう少し見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。
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（な し）

●委員長（大野委員） なければ、進みます。

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。

８番、南谷委員。

●南谷委員 自治振興費、ここで何点かお尋ねをさせていただきます。

私、自治会のことはよく組織、自治会には加入しておるんですけれども、連合会と組

織等につきましてはよく分からないので、ちょっと恥ずかしい質問なんですけれども、

補助金でございます。自治会連合会のほうに16万円計上になってるんですが、これは毎

年なってる、この内容、どういうものに使われるのか。それから、各自治会助成151万4,000

円の助成でございます。この内容、さらには020、その下の自治会活動活性化助成320万

円がございます。これらについてどのように業務の内容というのですか、教えていただ

きたい。

●委員長（大野委員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） まず自治会連合会への補助金でございますが、これは自治会連合会

の事業、それから運営に係る部分についての助成でございまして、主に連合会の例えば全道

の大会、それから管内の研修交流会、それから町内の自治会交流会等に使用をされておりま

す。

それと自治会運営費補助金につきましては、内容は、補助金の内容が２つございます。自

治会運営事務費に係る分、それから自治会活動事業に係る分で、内容としては例えば自主防

災組織をもって活動をされている自治会ですとか、女性部を設けて女性の活動を活発に行っ

ているような部分に配分というような内容の補助金でございます。自治会については、それ

ぞれの自治会の運営に充てていただいているという内容でございます。

それと320万円の自治会活動活性化補助金につきましては、これは平成27年に一自治会10万

円を上限として、主に道社協等で補助金を行ってます一人の不幸を見逃さない事業、例えば

高齢者のサロンですとか、いろいろな部分を基本として自治会活動を活性化していただくと

いう事業に充てていただいております。例えば自治会ではパークゴルフ大会ですとか、高齢

者の触れ合いサロン、それから世代間と交流を行うような盆踊りですとか、研修旅行、茶話

会等、多岐にわたって使用していただいている内容でございます。



- 101 -

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 助成のほうにつきましては分かりました。ただ１点分からないのが、自治会

連合会に金額は小さいんですけど、出張されるときの助成、交通費なのかなと、参加さ

れるとき、連合会に行ってる16万円なのですけれども、今３つほど説明を受けました。

全道大会とか管内の大会、研修会等に参加のときの費用という説明だったと思うんです

よ。

町民の間には自治会費を上げなければならない、連合会長さんが無報酬だから、何か

しらの報酬を払わないと駄目だと。それを財源をつくるために自治会費を上げざるを得

ないと。自治会、連合会長さんのために、忙しい中働くから大変なんだろうから、その

ために財源を確保するために各自治会に自治会費を上げざるを得ないんだと、こういう

ふうに、こういう話も、真実は分かりませんよ。でも、町としてその辺の問題について、

私は旅費とかも全く出てないのかどうなのかなと。今の説明ですと、そうすると札幌な

り釧路なり、そういう研修会に、連合会に助成の中だから、それらで補っていないんで

しょうか、どうなんですか。

自治会連合会だから、あくまでも自治会の運営団体の中で資金を賄いなさいというこ

と、あとはそっちでやれよと、町のほうは関係ないよと、こういうことなんでしょうか。

この辺の考え方についてお尋ねをさせていただきます。

●委員長（大野委員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 自治会連合会の会長、役員等の研修会の旅費については、町外

の場合については実費支給をさせていただいております。それは自治会連合会から支給

をします。自治会連合会の歳入、収入部分については、各自治会からの取り決めがござ

いまして、先ほどの２番目に説明させていただいた自治会への補助金の中の自治会運営

費事務費の部分の20％を連合会の会費として納めていただいております。その収入を合

わせて自治会連合会では事業の組み立てを行っていると。先ほど申し上げた研修のほか

に管内の交流会、それから研修交流会ですね。それと町内の研修交流会、自治会交流会

というのをやっていますので、それに充てさせていただいていると。

ただ、近年自治会の加入減少等いろいろありまして、自治会連合会の歳入も減少して

きているという状況があります。その中で、これは自治会連合会の総会の中で自治会か

らの提案で、会長はもちろん報酬はもらっていません。町内の旅費、年間、昨年でいう

と78回会議等に出席はされているんですが、そういった旅費も全く支給はしていないと。

それについてがいかがなものなのかというご意見がございまして、平成30年度の総会の

中で、会長の報酬、費用弁償について支払うべきではないかということで議決をいただ

いたところでございます。

現在、その報酬、費用弁償の支払い方については、連合会の専門部会、それから役員

会の中で検討を進めているところでございまして、その内容としては、報酬を支払うの

ではなくて、会議に出た会長、副会長、それから役員の方に対して、少額ではあります
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けれども費用弁償、要は旅費ですね。旅費を、例えばバス代程度を支給すべきではない

かということで話をしているところでございます。

その場合、連合会自体の会計、当然歳入は足りなくなります。この部分について、昨

年度議決をいただいた中で、まずは自助努力として会費を10％ほど上げることを念頭に

置いて、まず案をつくるようにということで、今現在連合会のほうで案を練っていただ

いておりますが、実際に自治会費の負担が増えるという話もございまして、今度は町の

ほうとしての考え方でございますが、町のほうとしては毎年度自治会のほうに運営費補

助金として、先ほどの事務費と活動事業費というところがございますが、その自治会連

合会の会費の積算のもとになっている自治会運営費事務費の補助金の部分を、もう17年

ほど上げてない実態がございました。その辺をちょっと精査させていただいて、ここの

部分を10％当初予算の計上を今回上げてございます。上げることで、実質自治会運営会

にお支払いする会費の負担部分となり得ますので、実際には自治会の負担が増えるとい

うことにはなっていないのかなというふうに考えてございます。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 詳しく今聞いたんでよく分かったんですけれども、町民の皆さんは極端です

よ、中抜けてるんですよね。会長の報酬と、上げる自治会費と、真ん中すっぽり抜けて

るんですよ。やはり自治会連合会、自治会はそれぞれ独立した機関でございますから、

それぞれ会費も違うところもあるし、いろいろだと思うんですけれども、少なからず町

としても自治会と、いつも町長言われるように、議会と理事者と、それから自治会と役

場というのはもっと両輪ではないかと思います。誤解のないように、やはり進めていっ

ていただきたいなと。分からないんですよね、末端の自治会の会員の皆さんが、何で自

治会費が上がるとか下がるとか、極端で、いやいや、連合会長の報酬を、役員の報酬を

上げるために上げないとないんだと、こういう話ばっかり聞こえてくるもんですから、

その実態というものについても、もう少し町としても上げざるを得ない、そういう事情

も含めて、町民にもっと分かるような説明をしてやっ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） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 自治会連合会の会費を上げる説明については町ではなくて、自

治会連合会から各自治会に説明すべきものと考えております。また、自治会のほうの参

加も、例えば総会のときに参加が若干少ない状況にもございますので、その辺の大事な

話もありますので、その参加を促すことについても連合会を通して行っていけるように

したいと考えております。

説明については、これは町側の助成補助金を引き上げた部分を活用していただいて、

役員等が会議に出た場合の報酬、それから事業費、不足している事業費を若干ですけど

も補うために上げさせていただくという内容を、しっかり理解してもらうような説明を、

連合会を通してさせていただきたいと考えてございます。
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●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 次に参ります。

地方公共交通対策費1,500万円、たしかこれ平成30年度944万9,000円の半年分だったと

思います。今年度は、31年度は12カ月分の委託料となるんでこのような数字になるんだ

ろうなと推計をいたしました。1,500万円、倍になるんならもっと大きくなるのかなと思

ったんですけど、その辺も含めてまず数字の説明を求めます。

●委員長（大野委員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 地方公共交通対策のほうでよろしかったですか。

ここに計上させていただいている部分については、主に委託料にあります市町村運営

有償運送業務委託料、要はデマンドバスの運送委託料の部分が主になりますが、現在こ

の委託については町内の交通事業者、それから釧路の乗り合いバスの事業者の２社にス

クールバスと同様委託をさせていただいております。この中で町内の部分については、

通常デマンドバスの委託については運転手の確保する観点から、運行してもしなくても

委託部分がかかります。ただ、釧路の事業者の場合、釧路から運転手を連れてくるとか

なりの行き帰りの時間含む、運転手が足りていない状況でございますので、含む委託料

になってしまいます。

ですが、30年度の委託の契約を行う中で、釧路の事業者のほうとは運行、そこに委託

しているのが一日上り下り２往復、４便になります。その時間で、例えば１便が走った

場合のみの委託料、それから２便まで走った場合の委託料、それから午後も走った場合

の委託料と、３段階に分けた形でちょっとスタートをさせていただいたところでござい

ます。これは恐らく全道でも多分初めての試みではないかと思いますが、こういったデ

マンド特有の契約を釧路の事業者が受けていただけたので、その運行割合等で事業委託

料の積算をしております。

実際に発生する委託料については、単価の契約になりますので、走らなければその分

については下がるということもございますので、運行の割合でいくと、このような委託

料の形になるという形になります。ちょっと分かりづらい説明かもしれませんが、厚岸

町としては比較的有利な契約方法、要は走らなければ、例えば午後の便が走らなければ

午前中の便しか払わなくていいというような手法で契約をさせていただいてまして、30

年度も補正で若干落とさせていただきましたが、新年度予算については最初から稼働率

を考えた金額で予算の計上をさせていただいていると。それで単純に倍にはなってない

ということになります。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 町内の分は余り変わらないけど、釧路の社のほうで一日幾らかかるものが実

態として便数が少なくなったというのですか。同じ、便数は減るんで、減るからその分
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稼働率の分下げたと、こういうことなんでしょうか。ちょっとここのところが理解でき

ないのでもう一度。

●委員長（大野委員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 分かりづらい説明で申しわけございません。

要は稼働率で、稼働の状況によって支払い方が変わると。要は単価契約になりますの

で、主に午前中の便は動くのですが、午後の便が比較的稼働がよくないという部分がご

ざいますので、そういった部分で運行にかかる費用の節約ができるという方法の契約を

させていただいてます。これは運転手のたくさんいる大手で試行的にやりましょうとい

うことで了解いただいたものでございまして、町内の事業者ではやはりちょっと運転手

確保の観点からもできないという現状がございますので、デマンドとしては１路線のみ、

末広、床潭、筑紫恋線のみの契約方法となってございます。単価はどちらも同じでござ

います。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 分かりました。そうすると、一日幾らで試算していたものが、実質半年やっ

て稼働率で計算するとこういう数字になる、だから下がったんだと、こういうことで理

解をさせていただきました。

次に参ります。

040、一番下でございます。地方バス路線維持対策でございます。920万円、平成30年

度たしか私の記憶では1,526万円、約590万円、600万円ぐらい減額になっております。こ

の内容、減額になった、たしか床潭線か何かが廃止になったのかなという気がするんで

すけど、この内容について説明を求めます。

●委員長（大野委員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 委員おっしゃられるように、床潭線の乗り合いバス事業者の行

っている床潭線を廃止してデマンドバスに移行しましたので、その部分の約600万円ぐら

いになりますが、その分の減額になります。（「分かりました」の声あり）

●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 町長の執行方針の中で、夜の要望の多いハイヤーの運行開始再開についてと

いうのがあるんですが、公共交通の代替としての交通事業者への支援策の体で引き続き

行ってまいりますとなってるんですけども、これどういうような提示をしてどういう動

きになっているんですか。
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●委員長（大野委員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 12月の議会でお答えをさせていただいておりますが、夜、現在

ハイヤーが夜８時までの運行ということで、それ以後８時から、要はハイヤーの走って

ない時間、８時から12時までの時間について、バスが７時台でなくなりますので、なお

かつＪＲが11時５分に駅に、11時５分ころたしか最終が着きます。その乗りかえ部分と

いうことで、公共交通の代替路線としてハイヤーを１台何とか動かしてほしいというお

願いをしてございます。

その運行に係る経費が、運行に係る運転手１名、それからオペレーター合わせておお

むね430万円程度かかるということで、それを助成するので何とか運行をしていだたきた

いということを、町内ハイヤー業者のほうにお願いをしている内容でございます。それ

を提示しながら、再度というか、運行を行っていただくよう今後も要請を続けていくと

いうことでございます。12月で一般質問の中でお答えを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。

この目、ほかございますか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ、休憩をいたしたいと思います。

再開は３時半からとします。

休憩いたします。

午後３時00分休憩

午後３時30分再開

●委員長（大野委員） 再開いたします。

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。ございませんか。

３番、堀委員。

●堀委員 歳入のところで、るる保育料の無償化ということで、どうやってもあふれてし

まう人がいるかなということの中では、またここでお聞きしたいのですけれども、例え

ば４月年度替わりといった中での、新たに保育所のほうに入所を申し込みをしますよと

いったときに、当然施設の容量が、収容可能人員が決まっている中で、容量をオーバー
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した申し込みがあったとき、この場合はどのような基準、同じように保育に欠ける児童

が当然前提条件にはなるんですけれども、同じような条件の中であったときにどのよう

にして入所の合否、これについて判断するのか教えていただきたいと思います。

●委員長（大野委員） １目、今は。これ１目でいいです、今の質問。施設型給付費負担

金の、いいですか。保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 今現在保育所、認可保育所が３カ所あって、その中で人数

的に当初の段階で施設の許容を超えるような申し込みというのは、実はありません。年

度途中で増えてくる段階でというのはありますけれども、今現在は年度の初めではほと

んどありません。

ただ一部、ゼロ歳はほとんどないんですけれども、１歳児で職員の配置基準が６人に

１人という状況の中で、７人、そこの保育所に希望が出てきたというような状況はあっ

て、ただほかの保育所では１歳があいているというところで、移ってもらうというよう

な調整は実際にしております。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 それは今までもさほど大きな問題にもなってこなかったのでいいんですけど、

あったとき、今後例えば来年にあったときに、どのような基準で合否判定をするのか、

これについて教えてほしいんですよ。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 基本的には保育に欠ける部分が大きな問題で、そこが、そ

のために保育所に入れるということを認可するわけですから、そこが大事なところにな

りますので、そこの部分を、今はそこの部分というのはある程度就労証明が出てきた方

については、ある程度それでもって受け入れるという状況でございますけれども、当然

委員おっしゃるようにそこが今度人数がすごく多くなるという状況になったときは、そ

この基準を、今までは就労証明が出ていればある程度は受け入れをしましたけれども、

そこのところをもう少し基準的にきちっと確認できる形を整理したいと思います。今ま

だ整理はしておりませんけれども、来年に向けてそういうものの整理もしていくように

考えております。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 でもね、無償化はこの10月から始まるわけであって、例えばこの４月に例えば

真竜保育所だと５人の７人の12人とかといった中で、例えば10人がいたとして２人あい

ているよといったときに、そこに10月から５人も６人も７人も同じような状況で同じよ

うな就労証明も出てくるときは、例えばそういうときの合否判定を当然今から基準を決
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めておかないといけないんじゃないのかなと。これから考えますといって、無償化だけ

するといって、それだけ先行されても非常に混乱を大きくするように思うのですけれど

も、どうなのでしょうか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 今この４月に向けては申し込みを受けて、ほぼほぼ人数も

かたまっているような状況になってます。

今度無償化というのは、６月の定例会に向けてその無償化の分の整理をする予定でお

ります。その中で、そういったものも含めて整理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 ６月の定例会の条例化というときにはもう、当然それはもう検討なりというか

全て終わっていて、当初予算にこのように乗せるというのが、全てそういう検討が終わ

っているもので乗せてもらわなければ、全然どういう扱いになるかも今現在で示されな

い中で予算を審議すれなんていったって、これはちょっと困ると思うんですけれども、

どうなんでしょうか。

例えばくじ引きならくじ引きにするよとか言ってくれるほうが、まだいいのかなとは

思うんですけれども、全然そういうのも決まってない、ただ無償化だけをするよと。い

やいやキャパを、12人なら12人、仮に２人、10月の段階で１人、２人が足りない段階で

５人、６人あれしても、まだ考えてませんじゃ、ちょっとこれは困ると思うんですけど

も、いかがなんでしょうか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 今回のこの予算には無償化の関係は乗せておりません。

歳入で審議をいただいたときに、あそこに数字が三千数百万上がっていたと思います

けれども、あれは基本的に１年間分のやつを乗せております。６月に正式に無償化とい

う形が、整理ができた段階で条例改正、それから予算も含めて提案をさせていただきた

いと思っております。

それから、今も基本的には選考する順番といいますか、そういったものは基本的なも

のはありますので、ただ当町ではそれを実際に使って受かる、入所できるできないとい

うところまでの状況にはなっていませんですけれども、実際に基本的にはそういうもの

もありますので、それらを活用して整理をし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 町政執行方針のほうではもう子育て支援対策ということで、たしか乗っていた

と私思っていたんですけれども、なるほど。そうすると、基準はあるんだと。その基準
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というのはきちんとオープンにできる基準だということでいいんですね。当然６月のと

きに、少なくても条例改正と予算が上げられてくるようなときにおいては、きちんとそ

ういう、こういう基準で選考して、落ちた人はごめんなさいということをきちんと示さ

れるということで、理解してよろしいんでしょうか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） その提案の段階では、そういうものも含めて整理をさせて

いただいて、お示しさせていただきたいと思います。

●委員長（大野委員） ほか、この目ございますか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ、進みます。

２目児童措置費。

（な し）

●委員長（大野委員） ３目ひとり親福祉費。

（な し）

●委員長（大野委員） ４目児童福祉施設費。

４番、石澤委員。

●石澤委員 150ページの子育て支援センターのところで聞きたいのですが、新しく新規の

事業で子育て包括支援センターの設置とありますが、この内容と取り組みについてお願

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） この150ページにある子育て支援センターは、奔渡町のきら

くにある子育て支援センターのものでございます。執行方針の中で子育て世代包括支援

センターと言っておりますのは、今、あみかにある健康づくり係の中にといいますか、

そこに子育て世代包括支援センターという事業をやるということで、そこで子育て世代

包括支援センターという名前を掲げて、その事業をやりたいということで考えているも

のでございます。

その内容については一般質問のときに、南谷議員からも質問をいただいて、子育て、

それから生まれる前からお母さんたちの相談相手、今もそうなんですけれども、それを
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もっと形にして、そしてそういう名前も掲げて相談をしやすい体制、それから受ける私

どものほうも、もっと今よりも充実した形で対応できるようにしたいと考えているのが、

子育て世代包括支援センターということでございます。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 これ、子どもの虐待が、子どもに対する虐待が何度もあり、前回も３歳の女

の子でしたっけ、熱湯をかけられてというか、たまたま熱湯かかったと思うんです、あ

のお母さんにすれば。ラップで巻いてそのまま放置したというニュースになってました

けども、あれもラップをかけるというのは、やけどには大事な治療方法なんですよね。

ラップで息をしないようにして、そしてそこを悪化させないようにするということは、

何かインターネットか何かで見たみたいなのですけど、そういうような形で遊びに、パ

チンコ行ってしまったと、そういう世界なんですけれどもね。その中で言えることは、

今妊娠したとき、母子手帳をもらいに来たときから、ずっとつながっていくということ

なんですが、それは何度もそのお宅に足を運んでつながっていくということになるんで

しょうか。そうではないと。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） その接点というのがいろいろな場合があると思います。電

話なり、窓口なりで相談という場合もあると思いますし、母子手帳をとりに来るという

ような場合もありますし、そういうところで接点ができましたら、基本的には保健師は

それぞれ担当地区を決めておりますので、その保健師を決めてそのお母さんの相談に乗

る、あるいはなかなか１回の接点で終わってしまうような場合も出てきてしまいかねな

い部分もあるので、そこは定期的に、あるいはちょっと時間があいたときに連絡をとっ

たりしてその状況を聞くだとかということを、今までよりももっと対応しやすくしたい

なと思ってます。

その中で心配なお母さんの部分については、お母さんとの相談の中で支援プランとい

うようなものをつくって、そして納得の上でそのプランをつくって、それをもとにいろ

いろな調整をその保健師が図っていくというようなことをやっていくということで、一

回のあれで終わってしまうということではなくて、継続した対応をしていくようにした

いと考えております。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 そういう対策、これから大事だと思うんですけども、自宅に行く、それから

あみかの中にそういう相談できるようなコーナーというか、部屋というかな、そういう

ものはつくっていく予定はあるんですか。

●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） 相談室もありますけれども、そこは高齢者から障がい者か

らいろいろな方いらっしゃる中での部分なので、そこではなかなか難しい部分もあった

りしますけども、健診スペースの中に、奥のほうに２つ部屋があります。それから、場

合によっては２階に視聴覚室という部屋もありますので、それらを活用して、なかなか

オープンなところでの相談ができないという方については、そちらのほうに移動してい

ただいて対応するということは今もやっておりますので、引き続きやっていきたいと思

います。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 それで、支援を必要な方といいましたけど、最初はスタートは全体に網をか

けて始まってほしいと思うんです。全妊婦さんというか、初めての方も含めて、全体に

網をかけた中で人が、人数が足りない、大変かもしれないですけど、専門員を育てると

かそういうふうにしながら、全体に網をかけて、その中でどういう支援が必要だとか、

それはその中にパートナーも一緒に入れて支援をする方法を見つけていってほしいと思

うんですよ。

そういうことで、母はというか、女の人は母になったら母性が生まれるという誤解を

している方もいるんですけど、子どもと一緒に母になっていくんですよね。だからゼロ

歳で、おなかに赤ちゃんがいる、それからゆっくりゆっくりその中でいろいろなことを

思いながら母になっていきます。そのときに、パートナーの方はそうはいかないですよ

ね。生まれてきて初めて子どもの顔見て、あ、俺が父親だとという感じになると思うの

ですが、その最初の時点からパートナーと一緒に支援を受ける、支援をできる体制をつ

くっていってほしいと思うんですが、どうですか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 基本的には今委員おっしゃられたようなことを目指してい

きたいということで、なかなかパートナーも一緒にとかという部分、本当にいろいろな

ケースがあって難しい部分ありますけれども、相談相手のお母さんの状況に応じて対応

をしていくということを、しっかりやっていきたいと考えております。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 どうしても一人の保健師さん担当になったら、その人がその人だけ、うまく

保健師さんと相性が合えばいいんですけども、そうでない場合はこれはチームで対応し

ていくということですよね。それはどうなんですか。

●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） 基本的には先ほど申し上げましたけれども、地区担当とい

うのを決めておりますので、その中で対応ということになりますけれども、当然その保

健師一人で抱えきれる部分でないものについては、健康づくり係みんなで対応をすると

いうことになりますので、任せっきりということはございません。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 それで、最初に母子手帳とか妊婦さんに最初に会うときに、そういうときに。

●委員長（大野委員） 石澤さん、ちょっと拡大していきます、どんどん。

●石澤委員 しません、ここだけです。

●委員長（大野委員） それなら特別認めますけど。

●石澤委員 済みません。ここの部分で２人体制で対応できるとか、そういう形でやって

いってもらえればなと思うのですが、それはどうですか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 基本的にはまず１人から始まります。その中で状況に応じ

て、それぞれ他の上司も係長も含めて対応するということになります。

●委員長（大野委員） ほか、４目ございますか。４目です。

７番、音喜多委員。

●音喜多委員 湖北と湖南に新しい保育所をつくるということで既に決まっております。

現在はその２つの施設について仮称という名前をつけて、湖北と湖南というような言い

方をされております。新しく保育所つくるに当たって、この湖北を例にとれば、上尾幌

から尾幌やら門静やら、多くは真龍側というか、その地区の子どもさんたちが入るとい

うことになる意味では湖北なのかなということでありますが、これはあくまでも仮称と

いう言い方で、正式に今回もう、新年度には具体的に形が見えてくるわけですよね。そ

の場合に、新しい名称として何か考えているのか。いつころなのか。

ある父兄によれば、子どもたちは分からない、今上がる子、小さな子どもたちは分か

らないけども、将来的にそこを出て、出世坂だとは言わないけれども、そういう夢があ

るような名称ができないもんでしょうかねという、そう言われました。今度は２つの、

太田を除けば大きな２つの地域をカバーする形ですから、そういう名称にしてもいいの

かなと個人的には思うんですが、その前に前段に児童館がああいう公募の中で、ちょっ

と大人も分からない当て字でつくられているという名称にされていると。議会でも当て

字だということでの友遊児童館、あるいはこむぎこ、失礼しました。そういう子夢希児
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童館という名称にされています。そんなことから、どのように考えているのか、現時点

ではそういう構想があるのか、その辺をお伺いします。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 湖北地区ということでこれは仮称ということで、２つの保

育所を統合するということで、という名称を呼ばさせていただいております。それから

厚岸保育所については厚岸保育所移転ということなので、そのまま厚岸保育所の移転と

いうことで整理をしております。

今はまだ名称までは決めておりません。ただ、児童館の名前は募集をして、今おっし

ゃられたような形もありますので、今回については秋ぐらいまでには名前を決めたいな

と思っておりますけれども、公募するということは今現在考えておりません。

●委員長（大野委員） ７番、音喜多委員。

●音喜多委員 願望というか希望みたい話になりますけども、その名称はやっぱり子ども

たちというか、その子どもたちが大人になっても親しみやすいというか、思い出せるよ

うな、そういう名称であってほしいなと思います。

以上で、お願いして終わります。

●委員長（大野委員） ほか、ございますか。

５番、竹田委員。

●竹田委員 済みません。

まず１つ目が、真竜保育所計上に日本スポーツ振興センター災害共済金というのがあ

るんですよ。同じく宮園にもありますし、宮園保育所、厚岸保育所、真竜保育所、それ

ぞれスポーツ振興センター共済金というのがあるんですけど、これはそれぞれのスポー

ツ共済金だから分かるんですけど、その上に北海道社会福祉協議会の、これは寄附金か

何かになるのか分からないんですけど、ここは真竜保育所がなくて、ほかの厚岸、宮園

はあるんですけど、これはそれぞれがあるのにここだけないのとあるのというの、これ

は何が意味があるのか、まず教えていただきたいと思います。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 日本スポーツ振興センター災害共済金というのは、けがを

したときに対応する保険のようなものでございます。それと社会福祉協議会、北海道社

会福祉協議会につきましては、これは職員の研修を道社協のほうで研修を実施をします。

そのときに負担金がかかります。一人幾ら、5,000円ですとか、そういう負担金がかかり

ますので、その負担金を計上させていただいております。

札幌のほうで社会福祉協議会が主催する保育職員の研修も、いろいろな乳児の研修か
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ら障がい児の研修から、いろいろな研修がありますので、職員をそれぞれの保育所から

派遣をして研修をしてもらっているという中での、その研修会に出る負担金の積み上げ

でございます。

真竜保育所になくて、宮園保育所にといいますのは、３カ所本当はありますので、北

海道社会福祉協議会のほうに届けをしますけれども、そのときに真龍側には２つありま

すので、どっちか一つ入っていれば、そこに加入をしている状況になります。加入をし

ていれば、加入をすることによって研修の負担金が安くなるというような状況がありま

して、真龍側で１カ所、本町側で１カ所ということで真竜のほうにはついてないという

内容になっております。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 そうしたら２つを一つ、３つを一つにしたらもっと安くなるということはな

いですか。その辺がちょっとよく分かんない。

それと、日本スポーツ振興センター災害共済金、これらも１カ所、１カ所の人数でか

けるんじゃなくて３つ一遍にまとめてかけるということは経費の削減にならないのか、

その辺はどうなんでしょうか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 日本スポーツ振興センターのほうの部分については１カ所

１カ所でなければ、１カ所１カ所の加入ということになりますので、まとめてというこ

とにはなりません。やはり保育所ごとにとなりますので。ただ、道社協の研修を受ける

に当たっての会員の部分では、道社協のほうで真龍側の２カ所を１カ所ということで認

めてくれている部分がありますので、そこは本当はおっしゃられるように、厚岸保育所

もまとめてというふうになればいいんですけれども、そこまではやっぱり認めてもらえ

なくて、真龍側と本町側でそれぞれ１カ所ということで入らせていただいております。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 保育所の建設に当たってなんですけども、最近というか、どこの地方もそう

なんですが、北海道においては暖房費がやっぱり物すごい金額としてかかってくる。そ

れに財政的には逼迫するというか、苦慮している部分があると思うんですが、今回湖北

それから厚岸保育所については、そういった暖房の経費が削減していけれる方法の暖房

のあり方というのについては、どのように検討しているのかお聞かせ願いたいと思いま

す。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） まず暖房につきましては、最初にどの方法を選択するかと
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いうことでもって、基本設計業者と相談をさせていただいております。その中で、地中

熱を使う、それから太陽光を使うというようなことも含めて相談をさせていただきまし

た。最終的に一番暖房費を効率、暖房費それから設備投資も含めて削減できるのは温水

床暖房を主暖房として、床暖と外断熱でもって熱を逃がさないようにするというのを基

本にしまして、あと事務室ですとかの部屋の部分についてはＦＦ式の暖房機を置いて暖

房にするということで、できるだけ費用を安くできるようにということで、保育室部分

については今言ったように床暖房で、あと事務室とそういう子どもに関係ない部分につ

いては、石油ストーブでということで整理をしております。

●委員長（大野委員） ほか、ございませんか。

６番、室﨑委員。

●室﨑委員 ４目ですよね。

144ページに保育所解体事業というのが出てくるんですが、31年はこれについては実施

設計だけですか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 31年度は実施設計だけですけれども、それは真竜保育所と

宮園保育所、２つの解体の実施設計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 分からないことは決して自慢にならないんですが、実施設計というのは実際

に壊すわけではない、その壊し方ですよね。それでこんな540万円もかかるんですね。ち

ょっと何か額にちょっとびっくりしたんですけど、そういうものなんですか。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） 今回の実施設計、要は解体のための実施設計でございますけど

も、簡単に言いますと、どういう材料をどれだけの量があって、それを壊すのに幾らな

んだという見積もりを算定するための基礎となる設計書なんですよ。ちょっと金額、こ

れ今回543万1,000円、これは２件分ということなもんですから、これが高いか安いかと

いわれますと、通常の金額かな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 その知識がないので、それ以上のことは言えません。ただ、ぱっと見たとき

にこれじゃ我が家が建つかなと思ったんですけどね。

それで、今回は実施設計だけだというのは当然だと思います。新しいのができる前に
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壊してしまったら行くとこないですからね。

それで実際に壊して更地にするというのは、いつころの予定なんでしょうか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 今予定をしているのは新年度で実施設計をやって、来年32

年度に取り壊すと。ただ32年度は、引っ越しは今の段階では７月ごろという想定ですの

で、その引っ越しした後に取り壊しをするという予定でございます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 それで、ちょっと気が早いんですけどね、この保育所の建っているところは

町の真ん中で非常にいい場所なんですね。少なくても３つのうちの２つはね。もう一つ

もいいとこか。まとまった土地でもありますしね。この後はどういう使い方をしていく

かということについても検討はしているのですか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 今の段階ではまだ具体的に、その跡地をどのようにという

ところまでは考えておりません。まず更地にして、その整理に向けて検討をすることに

なるかなと思います。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 更地にした後どのぐらいでもって、そういう、何というかな、新しい方向が

決まると考えられるでしょうか。

●委員長（大野委員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 今の段階として、いつまでということははっきりとしたことは

申し上げられないので、大変申しわけありませんけれども、決まったときには改めて皆

さんのほうにお示しをさせていただ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。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ、進みます。

５目児童館運営費。
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（な し）

●委員長（大野委員） 157ページ。４款衛生費、１項保健衛生費、１目衛生予防費。

10番、杉田委員。

●杉田委員 ページ数でいいますと164ページのがん検診、がん予防保健特定健康診査等に

関してなんですが、一般質問とまた６番議員さんからも。

●委員長（大野委員） 杉田委員、今164ページと言いましたか。（「ごめんなさい、２項で

した」の声あり）161ページまでですので、申しわけありませんけど。

１目、ありませんか。

６番、室﨑委員。

●室﨑委員 ちょっと確認なんですが、有害動物対策という、この有害動物というのはス

ズメバチでしたか。それから、病症媒介動物というのは、これエキノコックスの関係で

したか。畜犬登録は見て分かるんですが、この２つちょっとその内容で間違いなかった

かどうか、教えていただきたい。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 有害動物対策事業名については、今委員おっしゃるとおり、

についてはスズメバチが主体、あと野犬の駆除等も入ってまいります。主体的にはスズ

メバチになります。

それと病症媒介動物対策につきましては、キツネの駆除に対します買い上げ金の金額

の予算を計上させていただいております。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 ちょっと異を立てるような言い方して申しわけないですが、病症媒介動物は

キツネの駆除じゃなくて検体をとるんじゃなかったでしょうか。それで、ちょっとそこ

のところもう一度お願いいたします。

それで、検体をとるという私の記憶が正しいとしての話なんですが、毎回たしか４匹

か５匹とってると思うんですね。そしてその中にエキノコックスに感染しているキツネ

がいるかどうかを見て、それをもってエキノコックスがこの地域でどの程度広がってい

るのか、あるいはそうでないのかというのを推定するというような話でなかったかと思

うので、ちょっとそこのところを説明してください。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 私のほうの説明が悪くて申しわけございません。
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まずこの事業につきましては、ご質問者おっしゃるとおり、検体件数につきましては

釧路保健所で実施しておりますエキノコックスの検体調査、毎年12月から２月ころに実

施、保健所に持ち込みを行いまして、保健所のほうでこの状況を、媒介動物であります

キツネにつきまして検体として検査をいただいているといった事業でございます。

ちなみにまだ30年度につきましては、持ち込んだばかりなものですから、この実績等

は届いておりませんけども、29年度で見ますと、キツネごとを検査いただいております。

これは陰性反応だということで、昨年についてはそういうような結果になっております。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 陽性反応というのは要するに感染しているキツネだったと。（「陰性です」の

声あり）

陰性反応ですか。ごめんなさい、よく聞こえなかったもので。

そうすると、29年の検体の中からは出なかったということですね。ただ、だからこの

地域が汚染地域でなくなったとは言えないわけですよね。そのあたりの判断。やはり気

をつけなければならないことであるとは思われるんですけども、そのあたり、何という

のですかね、増減とでもいいますか、そういう流れはだんだん少なくなってきているん

ですか。それとも大体多少、年によって、検体数そんなに多くないと思いますからでこ

ぼこがあるけれども、大体同じような線で走っていると考えたほうがいいんでしょうか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 過去の実績からいいまして、検体を提供できなかったとき

もあったようです。私のほうで持っている資料の中からいいますと、23年度におきまし

て、野犬１頭とキツネ１頭を検査いただきましたけども、そのキツネのほうで陽性反応

があったということでの資料は残っておりますけれども、その後の中では現在までの間

の中では、陽性反応が出たといったような結果は現在のところはございませんが、ただ

しキツネのほうはかなり増えていると、市街地等でも目撃情報が増えているといった中

では、どういった状況の中で出てくるか分からない状況にございますので、今後ともや

はりこういった事業を介した中で注視していきたいと考えておりますので、ご理解願い

ます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 毎年きちんとした広報をして、むやみに恐れる必要はないけれども、こうい

うものに感染しないような生活の仕方というのをきちんとしてくださいということは言

ってますよね。これは今年も続けていただきたい。

それから有害動物に関しては、このスズメバチなんですが、これはその年の気候によ

って非常に増えたり減ったりするんじゃないかと思うんですがね、今年がどういうふう

になるかという予測はちょっとまだできないんじゃないかとは思うんですけれども、こ
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のあたり全体の流れからいって、どんなもんでしょうか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 24年からのデータで言いますと、24年につきましては23件、20

日間の駆除にかかった日数が出ております。翌年平成25年が110件といったことで53日、

この業務に当たっております。また、平成26年についてはまた下がり傾向、31件、24日

というような状況で、27年についても128件、46日にわたるこういうような駆除対応を行

っておりますが、ここ28年から30年にかけましては、28年21件、29年については17件、

極端に減っております。平成30年度についても39件といったような流れになってきてお

りますが、過去の状況からいいましていつどういうような状況で、気候の状況でもって、

要は冷淡な日が続いていて暖かい日が続くといった状況になりますと、スズメバチ等に

ついても巣が拡大していって大きくなっていくといった中では、かなりそういう実態の

中で過去の状況もございますので、これにつきましても毎年ないことはないといった状

況にございますので、その年度にあった中で十分注意をしながら職員実行の中で町民の

生命、財産に係るような状況もございますので、厚岸町の職員ができる範囲の中で精一

杯今後も続け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 分かりました。その年によって随分増減があるわけですね。

このごろテレビなんかでスズメバチハンターとかというような名をつけて、スズメバ

チをとるところが一つのドラマのような番組があったりして、大分皆さんそういうもの

でスズメバチの巣というのが分かってきているとは思うんですが、まだやっぱり私が実

際に話を受けた中でも、何かこんなものがちょっと軒先に出てるんだけど何だろうとい

う程度の話で、それスズメバチだからすぐ役場に連絡しなさいと言ったこともあります。

ですから、こういう巣なのですということで、オオスズメバチになれば何か地面のほう

につくるらしいですが、チャイロスズメバチだか、キイロスズメバチだか、あれは軒下

なんかにつくりますよね。そういうようなときの、こんな形のこんな巣が見えたら、と

にかくすぐ連絡とったほうがいいというようなことを含めた町民に対するＰＲというか、

広報というか、それもよろしくお願いしたいということです。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） まず基本的には町民の皆様から巣があるといった情報があ

った場合については、当然町民の皆様判断できない状況ございますので、できるだけ迅

速に出向いた中でその実態を把握させていただき、駆除等をさせていただいている状況

にございます。

それと小学生向けの中でも、こういったスズメバチについての学習をさせていただい

ている機会もございますけども、サンプル等もとりながら目に見える形での広報を今後
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していきたいと考えておりますので、できる限りこういうものがあったら十分注意をい

ただきたいということを周知できるような体制を、さらに検討していきたいと考えてお

ります。

●委員長（大野委員） ほか、ございませんか。

８番、南谷委員。

●南谷委員 委員長、違ったら勘弁していただきたいのですが、030病症媒介動物対策、こ

こでいいのかなという気するんですけども。

最近、うちの庭にタヌキが１匹出てきたんですよ。うちのかみさんびっくりしまして、

もう感激して、キツネと猫はよく見るんですけども、庭にタヌキが来たのは初めてなん

ですけども、タヌキは近所の人に聞いたら最近いるんですよと、タヌキが徘徊している

という話がありました。皆さん、珍しいから見てるんですけども、人間に対して病気と

かそういうのというのはタヌキは全然何ともないんでしょうか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 大変申しわけございませんけども、私の持っている知見の

中から言いますと、こういった中で特にエキノコックス等含めた中で媒介される可能性

も高いのかなと。ネズミ等を捕食するとすれば、そういったことも可能性が高いのかな

と考えております。さらには、やはりタヌキも毛並みがいいタヌキではなくて、なかな

か皮膚病にかかったようなタヌキを見受けられるということもお聞きしております。そ

ういった中では、やはり自然界にいる動物ですので、いろいろな傷病を持っている可能

性というのは高いという状況にあると思いますので、特に餌づけ等を含めた中での対応

というのは、餌をあげたりといったような対応はしないような中でいただくような形で

お願いしたいと考えておりますし、機会がありましたら、そういった中で今キツネ等の

中での話ですけれども、タヌキについてもさらに我々も勉強させていただきながら対応

の必要性があれば、どういった対応ができるのか検討させて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 大野委員長いわく、タヌキは１カ所にうんこを垂れるそうなんです。相当た

まるそうなんですよ。私は全然一瞬見ただけで分からないんですけれども、少なくても

町内に徘徊するに至っていると。そうしましたらやっぱり担当課としては、タヌキの生

態等について大丈夫なのかどうなのか、調査する必要は私はあると思うんですよ。いか

がでしょう。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） タヌキもその場所にずっと居座るといったこともない状況
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にございます。場合によって、我々もキツネの捕獲等に当たっては箱わなをかけた中で

対応するということもございます。そういったことも活用しながら、捕獲して、さらに

は研究機関等があれば、そういったところでの知見をさらに深めていきたいというふう

に考えております。今現状の中で、さらにこういったことに対する情報もしっかりと我

々も研究、勉強しながら対応を図ってまいりたいと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） ８番、南谷委員。

●南谷委員 何ともなければいいんですよ。かわいいなと、それで済むのであれば、私は

いいと思うんですよ。でも少なくても町の中でタヌキが徘徊する時代にあって、やはり

町としても、タヌキの対応がどうなのかというものを、やっぱりしっかり取り組んでい

かなければならない時代に入っちゃったんだなと思います。折あればではなくて、やっ

ぱり今年度中にでも、新年度に入って、タヌキの生態等について、町としてしっかり取

り組んでいくべきだと考えますがいかがですか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） まず我々にとっては取得情報がなければ、まず行動が起こ

せないという状況もございます。いろいろな面で情報をいただきながら、それに対して

どういった対応ができるのか考えていきたいと思いますので、ご理解願います。

●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。

２目健康推進費。

先ほど10番の杉田さん。

●杉田委員 済みません、僕が間違えて先に手を挙げてしまったわけですから。

●委員長（大野委員） いいですよ。

●杉田委員 済みません、失礼しました。

といったことで、164ページなのですが、特に私は特定健診についてちょっとお伺いし

たいのですが、ことしは特に受診率向上のために取り組みされるのかなというところか

ら、まずお教えお願いしたいと思います。

●委員長（大野委員） 町民課長。
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●町民課長（石塚課長） 特定健診の受診率向上ということで、国保の保険者としての立

場から申し上げさせていただきます。

31年度の受診率向上対策としては、電話による受診勧奨と保健指導の利用について、

これは業者委託、昨年まで行っている部分でありますが、この部分で内容について少し

強化していきたいと考えております。

また、これは職員による受診勧奨として、年度途中にまだ受診されてない方に関して

は、ダイレクトメールで受診のお願いを文書で、電話番号が分からない方もおられます

ので、文書で受けてない方全員に対して行いたいと。それと、特定健診を行うと同時に

健診を受けて運動するという魅力づくりの部分ということで、今年度も参加者がちょっ

と当初より減ってきている状況ではありますが、健康教室を引き続き行いたいと考えて

おります。

それと、これはまだ準備段階ではございますが、みなし健診について31年度の準備段

階として取り組んでいければと考えてございます。まだ実施時期については、個別の医

療機関との対応等ございますので、職員の問題等もございますので、実施期間について

は明確に申し上げられませんが、そういった取り組みを始めたいと思っています。ただ、

これは特定健診の受診率の向上であって、受診者を増やすというものではないので、受

診者を増やすという意味では、特定健診の重要性について被保険者の、対象となる被保

険者の方、40歳以上になりますが、そういった方について周知を行って、さらに行って

いきたいと考えております。

●委員長（大野委員） 10番、杉田委員。

●杉田委員 ありがとうございます。

そういった受診率向上に向けた取り組みをしていただくことで、何でしょう、支援と

いうか、国からですね、厚生省のほうから支援なりそういったものがあるんだとうかが

っておりますので、もし仮にの話なんですけども、今施策として行っていただいている

そういった受診率向上のための取り組みを仮にしていなかったとしたら、どういったこ

とになるのかなというのを参考までに教えていただければと思います。

●委員長（大野委員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 現在、先ほど述べさせていただいた受診率向上については、北

海道の交付金の特別分として、今歳入を国保会計のほうで受けている状況でございます。

現在の流れとしましては、特定健診の受診率はこれも結果でございますけども、向上

が図られない場合、30年からの保険制度、国保制度の改革の中で保険者努力支援分とい

うのが交付金がございます。特別分でございますが、こういった部分が、こういった部

分に差がかなり大きく生じることになります。

これについては、国保税、国民健康保険事業費納付金の算定というか、支払い財源と

して、受診率が向上して努力している結果が見えているとなった場合は、大きな額が入
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ってくる可能性がございます。現在厚岸町は大きな額ではございません。

ですから、受診率向上をするということは、保険税の標準保険料率の抑制にもつなが

ってくるものとなりますので、その辺も被保険者の方には一応国民健康保険だより等、

それから特定健診の受診券の交付をするときなど、受けないと保険税が高くなる可能性

がありますということは、この制度が始まった20年から周知のほうはさせていただいて

おりますが、被保険者の方も昨年の特定健診の実施計画を策定時のアンケートでは、比

較的その辺の状況は全てではございませんが、理解されているという部分、アンケート

の結果はありますが、回答されてない方もおりますので、そういった部分はさらに周知

をしていかなければならないと考えてございます。

●委員長（大野委員） 10番、杉田委員。

●杉田委員 ありがとうございます。

私もその一般質問等で、何というのでしょうね、議題にさせていただいて、町民の皆

様にもお伝えしているつもりでおりますので、大変受診率向上なかなか難しいというこ

と、大変悔しく思っているところでございます。町民課の担当課としても悔しい、悔し

いというのかな、尽力されているのを重々承知しておりますが、一朝一夕に効果が出る

かどうか、無料化していただいたりもしてるので、それでも効果がなかなか出ないとい

うところ、大変悔しい思いでおりますが、一朝一夕に出る、効果の出るものではないと

思いますので、今後ともよろしく継続して向上に努めていただきたいとお願いして終わ

ります。

●委員長（大野委員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 受診率、数字だけでなくて、健康という意味で特定健診の受診

率向上は目指したいと、より多くの人に受けていただきたいという努力は、引き続き担

当も願っているところでございますので、行っていきたいと考えてございます。

●委員長（大野委員） ほか、12番、佐々木亮子委員。

●佐々木亮子委員 まず162ページ、産婦健康診査についてお伺いをいたしますが、これ具

体的に実施の、例えば生後何カ月から何カ月ぐらいまでの期間だとか、あるいは一人の

診査に対する助成の回数の制限は、まず設けら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） 産婦健康診査ということで、新年度に新しく始める事業で

ございますけれども、産婦さん、産後１カ月以内で２回を上限にこの健診を予定をして

おります。
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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 １カ月以内で２回ということですよね。そうしますと、これ本当の初

段階というのでしょうか。これ読ませていただくと、鬱ですとか、児童虐待ですとか、

そういったものを発見というのですか、予防するための診査ということになりますけれ

ども、これ１カ月以内でこういうことというのは、この診査で分かるんでしょうか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 鬱ですとか、そういう部分というのは非常に長くかかる部

分というのはあると思うんですよね。まず、今までは生まれる前の健診というのは、14

回までだったと思いますけども、健診をやってもらうと。元気な赤ちゃんを産んでもら

って、その後、病院で産婦さんの健診というものに対してのものはなかったものですか

ら、これについて今回こういう形で実施をすると。

そういう中で、それと保健師は子どもさん生まれた後に全部のところを、ちょっと時

間はかかりますけれども回って、お母さんと子どもに会って、そしていろいろな話を聞

いてということをやりますので、これはこれで病院のほうで病院の先生ので健診をして

いただいて、そういうものがあれば、私どものほうにつないでいただければフォローを

していくようになりますし、それとはまた別に保健師のほうが、保健師の活動の中で全

戸訪問もやっておりますので、そういう中でそういう方が確認できれば継続的な支援と

いうことで、先ほどお話ありました、子育て世代包括支援センターという取り組みの中

で、その対応をしていくと考えているところでございます。

●委員長（大野委員） 12番、佐々木亮子委員。

●佐々木亮子委員 分かりました。

それで次ですけれども、これも新しく風疹の予防接種、これが新年度導入されますけ

れども、１回助成となってますけれども、たしか風疹とかはしか、風疹ワクチンという

のは２回、１回でもいいのかもしれませんけど、抗体ができているかどうかという、１

回では抗体ができてない方もいるかもしれないということで、２回接種が理想とされて

いたと思うのですけれども、これなぜ１回、２回にはならないんでしょうか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） この風疹の予防接種につきましては、国が実施を決めた取

り組みの中で実施をするということで、今回対象にしているのが、39歳から56歳までの

男性を主に対象にしておりますけれども、この世代が１回も接種できる期間がなかった

ということでこの世代が空白になっていると。その世代の女性は１回の接種の機会があ

ってやっているということで、今回の国の制度の中では、そういう39歳から56歳までの

男性と。子どもさんを予定しているお母さんですとか、そういう方たちはまた別ですけ
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れども、主なところでいうと、男性の39歳から56歳までということで、国で決めた内容

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 それは分かってるんです。それで、大人の場合でもやはり抗体ができ

ない可能性があるということで、大人の男性の場合でもやっぱり２回接種が望ましいと

されているのではと思うんですね。例えば１回やって抗体がつかなかったという場合で

すね、そういう場合はもし２回目する場合はこれは、あとはもう１回やったんだから自

己負担で、自分で払ってくださいとなるのでしょうか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 基本的にはそういうことになるかと思います。

これも基本的にまず抗体検査をやると。全部に風疹の予防接種をやるのではなくて、まず

抗体検査をやって、その抗体がないという方にこの風疹の予防接種をするという形になって

おりますので、これも検査をやってからの話となりますので、そういう決め事の中で示され

ているもので、２回目についてはそういう、２回目のことは示されておりませんので、基本

的には自己負担になると思います。

●委員長（大野委員） 12番、佐々木亮子委員。

●佐々木亮子委員 国では示されてはいないかもしれませんけれども、これ１回じゃ駄目

な場合もあるから２回しなさいよとされているんですよね。それで、１回は補助します

よと、だけどあなた抗体つきませんでしたと。だけど、１回しか補助できませんから、

あとは自分でやってくださいよといった場合に、それだったら２回目予防接種受けない

かなという方も出てくる危惧もありますよね。これ確実、２回やったから確実というわ

けではないと思うんですけれども、１回より２回のほうが確実というところでは、町独

自に多分なるんでしょうけれども、２回接種可能な助成をすることは考えられないんで

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） １回の接種というのは、今現在、28歳８カ月の前の方とい

うのは２回接種となっておりますけど、それ以降は39歳までは男女とも１回接種でござ

います。女性は39歳から56歳までは１回接種でございまして、１回の接種の方が、28歳

以上の方は56歳までは１回の接種の方がほとんどで、そこの空白の部分の男性を今回と

なっておりますので、それをさらにということは町単独では考えておりません。

●委員長（大野委員） ほか、３番、堀委員。
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●堀委員 私も風疹対策費用助成についてお聞きしたいと思います。

39歳から56歳の男性ということで、まさに私も対象になるものですから、そういった

中でお聞きするところもあるんでしょうけども。

まず、費用負担は、風疹抗体検査及び予防接種の１回まではかからないんだと。こち

らでは何か風疹対策費用助成となっているものですから、そうすると自己負担があるの

かどうなのかがちょっと心配になったものですから、それがとりあえずないのかなと今

の議論の中で出たのかなと思うのでいいんでしょうけども。といったときに、風疹抗体

検査をまず受けなければならないよといって、その検査結果はすぐ出て、その場で予防

接種を受けれるようになるんでしょうか。それとも医療機関のほうに１回は抗体検査を

受けに１回受診して、抗体検査を受けて一回家に帰って、あなたは抗体がありませんよ

という通知を受けてから、再度もう一度医療機関のほうに行って予防接種を受けるよう

になるのか。ここら辺はどのようになるんでしょうか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） まず助成という形ではなくて、医療機関にかかっていただ

いたものは、私どものほうで医療機関と契約、医師会等との契約になると思いますけど、

結ぶことによって、町のほうからそれを支払うという形になりますので、ご本人の分は

ありません。

検査結果の話、については１週間、検査機関によってはもう少しかかるかもしれませ

ん。そういう期間がかかりますので、それの結果が出て、またそれをお知らせをして、

また改めてという形になると考えております。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 すぐに結果が出て、１回の来院だけで済んでくくれれば一番いいんでしょうけ

ども、なかなかそうもならないときに、ただやはり39歳からというとちょうど働き盛り

の男性で、仕事を持ちながらのこういう検診や予防接種は、１回目はいいんでしょうけ

れども、実際の予防接種をまでに動機づけというか、意欲が維持できるのかということ

が、とかく男性は面倒くさがり屋というところもありますので、維持できるのかと心配

になるんですよね。といった中では、やはりしっかり抗体検査をまずは全員が受けても

らうのが前提ですけれども、そういった中で抗体のない人方にはやはりしっかりと保健

福祉課のほうでケアした中で、何とかそれを予防接種にまで確実につながるような対策

をしていただかなければいけないと思うんですけれども、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） 検査を受けていただく段階で、もしそういう部分について

抗体がないよということになった場合には、その医療機関からきちっと説明をしてもら
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うというのは、今、委託契約を結ぶに当たっても、これは国が基本的には医師会含めて

やっていることですので、そういう説明をきちっとしてもらうことは当然だと思います

し、その状況を今度うちのほうでどういう形でつかめるかという問題もありますけれど

も、そこはもう少しその契約の内容ですとかというのが整理できた段階で、できるだけ

積極的にそういう方にアプローチできるようには検討をしていきたいなと思っておりま

す。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 だから、本当に医療機関だけに任せておいたらば、その通知だけで終わってし

まう可能性が往々にしてあるのかなと、医療機関大変患者さんだってほかにもいっぱい

患者さんがいるものですから、やはりそこのケアはやっぱりしっかりやっていただきた

いと。せっかくおじいさんになられる年代の、お父さんにもなられる可能性はあります

ね、自分の子どもや孫に対しての風疹の感染をやはり予防しようということでやるもの

なので、やはりそこら辺はしっかりと、ぜひとも医療機関と保健福祉課のほうが情報を

密にした中で、できるだけの漏れのないような形をとっていただきたいと思いますので、

お願いいたします。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 医療機関から請求書を含めて町のほうに通知があるという

のにはやっぱりちょっと時間がかかるものですから、すぐという対応はなかなか難しい

かなとは思いますけれども、そういうのが確認できた段階では、どういった形になるか

はもう少しちょっと検討になりますけれども、できるだけ受けてもらえるように周知を

していくということに心がけていきたいと思います。

●委員長（大野委員） ほか、この目、ございますか。

６番、室﨑委員。

●室﨑委員 一つはワクチンの話です。

前に私、風疹じゃなくてはしかのほうだったと思うんですが、お聞きしました。はし

かは日本では撲滅されたと言われてるんですけども、海の向こうでは随分とはしかがは

やっている国があるわけですよね。そういうところ旅行したときにかかってしまう。そ

の保菌者になって日本に帰ってくると。発症するまでに時間がありますから、その間あ

っちこっち歩く。飛行機の中でもそう。それで、いろいろな人に分けちゃうわけですね。

そういう事案が時々起きるので、今の風疹と同じような谷間、空白の、何というのです

かね、年代の人がいたりするわけですよ。私たちぐらいの年代のところはもうワクチン

じゃなくて、はしかそのものにかかってますので、ほとんど。だから抗体を持ってるん

だというような話がありましたよね。

そのときに私、町民皆さんにとまでは言わないけれども、例えば乳幼児と接する、あ
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るいは医療、介護、保健というような衝にある人、救急なんかもそうかな。そういうよ

うな人たちがインフルエンザなんかを普通の人より早く、そして制度として本人負担じ

ゃなく受けれるように、同じようなものを町内でつくるべきでないかという提言したん

です。それに対して、福祉課はいつもに似ず返事が消極的で、腰が重かった。変だなと

思ったんですよ。そして、いろいろお聞きしたら、定期制のワクチンでさえ足りなくて

困っていると。そのときに勧奨なんかをしたら、もうワクチンがもう全然足りなくなっ

てしまうのが現状なんだと。厚生省のホーム見れば足りてる、足りてると書いてるんだ

けど、あれはもう全然実態に合わない話だという話があったんですよ。

今回、風疹の何のといろいろ出てきてますが、恐らく２種混合になれば風疹と麻疹一

緒でしょうけど、こういう状態の中で、さあ、きちんと抗体検査受けてください、谷間、

空白の人についてはなるべく早くワクチンを打ってくださいということを言ったときに、

今回はワクチンについてそんな心配をする必要がないと考えていいんですか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 今、そのワクチンの関係で聞いている部分では、こういう

国の取り組みに基づいて増産をしているということのようです。ただ、そこにはもう一

言書いてありまして、もし足りなくなる場合は子どもの定期の予防接種を優先をしてく

ださいという通知が来ている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 そんな注釈がついているんなら恐ろしくて額面どおり受け取って、さあさあ、

皆さん受けてくださいなんて勧奨できないですね。このあたりやはりきちんとそういう

話は表に出してください。そうでないと真に受けてわっと行ったら、ありませんよと言

われるんでは、これ一遍行った人がもう一度待機していてまた行こうなんていうことは

ないですから。何だと、まあいかにも国の言うことらしいな、町の言うことらしいなな

んて思われたら大変なんです。もう一度、そのあたりはどう考えているか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 今回の取り組みでは、真っすぐ予防接種という状況ではご

ざいませんので、まず抗体検査をやってということがありますので、一気になくなると

いうよう状況はちょっと考えづらいかなとは思っておりますけれども、ただ、もし本当

にそのようになった場合には、その方はもう二度と行ってもらえないというのは、もう

そのとおりだと思いますので、そういう可能性もきちっと明記した上で周知をしていき

たいと思います。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。
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●室﨑委員 これ風疹に関してだけですか、まずは抗体検査をというのは。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 今回の国が新たに取り組むものはこの風疹に限って、この抗体

検査をやって、その後予防接種をという内容でございます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 はしかについても技術的には同じことですか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 麻疹についても抗体検査をやって、その上でやるという方

法があります。去年のお話のときも、結局抗体検査をやらないで真っすぐその予防接種

をするということでもいいワクチンなので、そういう部分では抗体検査をやって、また

費用をかけて、また改めて予防接種をやってとなるとまた費用の問題もかかりますし、

そういう面では真っすぐということになりかねないという状況が心配をされております。

病院のほうからはやはりまず抗体検査を受けていただいて、その上でという形が望まし

いと言われております。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 まず抗体検査をして必要な人だけやるというのが、無駄にならないというの

は変な言い方ですけども、効率はいいですよね。同じ100本のものを使うんでもね。

それで、今こうやって国のほうがこういうことを言い出してるわけですから、ワクチ

ンの状況に関しても、あのころよりは緩和されているのでないかとは思われるわけです

よ。そうしたら、今言ったはざまの世代、そういう人が麻疹とか風疹とかを人に、自分

が罹患して人にうつしてしまう、そういう可能性のある人たちは、そういう町の、ある

いはそれに準じるところの仕事をしている人ですよ、一般の人ではなく。そういう人だ

けでもやはりこれは町のお金で、本人負担じゃなく、そういうものをきちんと対処する

ということは考えるべきではないですか。ほかの、例えばインフルエンザだとか、そう

いうときにはそういう方式がとられているわけでしょう。ですから、要するに抗体がな

い、もし入ってきたら、その人がかかって、それをほかの自分が仕事で接するような人

にうつしてしまうおそれがある。そういうような部分については、やはりこれは一般の、

今国が言っているような一般の話とは別に町として考えるべきものじゃないかと思うん

ですが、いかがでしょう。

●委員長（大野委員） 病院事務長。
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●病院事務長（土肥事務長） 予防をつかさどる町立病院としましては、早くからこの問

題に感染対策委員会のほうで調査なりをまずやろうと、まずは町立病院の中で職員に全

員に調査をしていろいろなウイルス系の病気がありますので、それに罹患した可能性と

か、予防接種をした時期ですとか、もう調査表できました。それで今とりあえずは医療

機関としての感染を受けない、感染を受けない、それから広めないという責任を医療機

関独自で負担をして４月からこれを取り組みをしようという今準備段階といいますか、

もう実施段階ということで進めております。医療機関ですから、第一にこれを優先した

いということで、もう１月の段階から検討を進めておりました。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 今、町立病院の事務長さんから非常にいい話をお聞きしました。そういうも

のをモデルにして、例えば町立病院の場合には病人、患者さんというものを接しますか

ら、そこの病気になって治そうと来た人がまた別の病気うつされたんじゃたまったもん

じゃないですからね。そこのところはきちんと手当するんだということで大変心強い。

それと同じように、例えば乳幼児ともろに接する保母さんだとか、あるいは免疫力や

体力がぐんと落ちている高齢者を相手にする介護の方だとか、そういう人たちは、それ

から何というのですか、救急の仕事をしている方だとか、そういうような人たちという

のはやっぱり別に考えて、町立病院と同じような発想でそういう手当をするべきじゃな

いかと思うんですが、いかがでしょうか。

●委員長（大野委員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 町職員に対するそういった部分での町としての支援ではないですね、

町費負担の中でということだと思います。このあたりにつきましては検討を、前向きに検討

をさせていただ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 至急検討して具体化するようにお願いします。なお、町職員ということでい

うと、厳密にはそうじゃないんですけども、指定管理者になっている社協もそういう衝

に当たる人もやはり同様に考えられるんじゃないかと思いますので、そのあたりを含め

てよろしくお願いいたします。

それから、もう一つなんですが、先ほど私、１目で病症媒介動物の話をお聞きしまし

たが、２目のほうにもエキノコックス症対策というのがあるんですよ。だから、私混同

して答弁者を苦しめたんじゃないかなと思って、もしそうであれば申しわけないと思い

ますが、こっちのエキノコックス症対策はこのエキノコックスの検査に関する費用で、

その検体を買い上げて保健所に届けるほうですね。それが１目というふうにこれなるん

でしょうか。そのあたりをちょっと。

それから検体が何体ぐらいを保健所に持ち込むことになっているのか。そのあたり、
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さっきちょっと私先走って四、五体かななんて勝手なこと言ったんですけども、それ正

確に教えてください。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 済みません。このところに載っているエキノコックス症対

策につきましては、保健福祉課のほうで子どもの、小学校３年生、それから中学２年生

を対象にエキノコックスの検査をやっているのと、それと18歳以上の成人の方の特定健

診ですとか、そういうときにあわせて５年間に１回ですけども、検診をやっていただく

という経費をここに計上しております。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 何だか早とちりして申しわけないです。１目が動物で、２目は人のほうの話

だったということですね。分かりました。

それで、前にはエキノコックス症が発見されて、そして肝臓ですか、手術して何分の

一かをとったというような方もいたという話を昔聞いたことがありますが、このごろで

はそういうエキノコックス症が発症というのか、そういう状態になって治療を必要とし

たというような例はありますか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 検診で経過観察が必要という方はいらっしゃるということ

ですけども、発症した方については近年は聞いておりません。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 分かりました。いずれにしても、やはり本当にがっちりかかってしまうと恐

ろしい病気なので、そのあたりの啓発、啓蒙、これはよろしくお願いしたいということ

です。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 検診に当たってはなかなか５年に１回ということで、忘れ

てしまう部分があったり、なかなか難しい部分はありますけれども、できるだけその辺

はしっかりお知らせ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、本日の会議はこの程度にとどめ、あす10時からまた審

査を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）

●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、これにて閉会いたします。

午後５時13分閉会
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以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。
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