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厚岸町議会 令和３年度各会計補正予算審査特別委員会会議録

令和３年６月25日

午前10時01分開会

●委員長（大野委員） ただいまから、令和３年度各会計補正予算審査特別委員会を開会

いたします。

早速、審査を始めてまいります。

始めに、議案第41号 令和３年度厚岸町一般会計補正予算を議題といたします。

審査方法は、款項目で進めてまいりたいと思います。

１ページ、第１条は、歳入歳出予算の補正です。

２ページ、３ページは、第１表歳入歳出予算補正です。

７ページ、８ページは、事項別明細書です。

９ページ、歳入から進めてまいります。

16款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金。

２目民生費国庫補助金。

３番、室﨑委員。

●室﨑委員 内容に至る前の話なのですが、ここで事業費補助金690万円と、それから事

務費補助金47万3,000円となっていますね。これに該当する歳出での16ページの２款６

項諸費、このところにある060、070とナンバー打っていますが、この事業であるという

ことで間違いないですね。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） 委員おっしゃるとおりでございます。

●委員長（大野委員） ３番、室﨑委員。

●室﨑委員 それで、具体的内容は歳出でお聞きしますが、提案理由説明書を見ますと、

そこでこの新型コロナウイルス、２ページですね、新型コロナウイルス云々と、三行ほ

ど書いていて、なお２事業の内容については歳出予算で説明するとなっていますが、こ

れがその歳出の諸費のところに出てくる事業と考えてよろしいですね。

●大野委員長 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） 議員おっしゃるとおりでございます。

●大野委員長 ほか、この目ありますか。
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（な し）

●委員長（大野委員） なければ、進みます。

３目衛生費国庫補助金。

４番、音喜多委員。

●音喜多委員 今回、新たにというか、聞き慣れないロタウイルスという予防接種事業を

国の補助で、これを町がやっていくと。町にも保育所で幼い子どもを預かっています。

このロタウイルスってあまり聞いたことがないので、ちょっと調べてみたらば、赤ちゃ

んというか、幼い子ども含めて、胃腸炎というか、そういう流行の兆しというか、そう

いうのが流行るそうで、それに伴って今回こういう補助事業をつけて対応すると。過去

にこういった形では厚岸町であるのか。あるいは、これを構築してどのような使い方を

していくのか。その辺についてお伺いしたいと思います。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） ３目衛生費国庫補助金の疾病予防対策事業費等補助金のと

ころの部分でございまして、ロタウイルスにつきましては、昨年から定期予防接種とい

うことに構築されまして、それで委員おっしゃるとおり、乳幼児の急性の胃腸炎がその

ロタウイルスによって引き起こされるということで、幼児期の０歳から６歳頃に罹りや

すい病気だということで、昨年から定期予防接種化になりました。

そこで、予防接種につきましては、生後６週から約14週頃に１回目を打って、トータ

ル２回接種しなければならないとなっておりまして、２回目につきましては、その後１

回目から約１か月ほど空けて、32週ということで、約７か月半くらいの期間の中で２回

目を接種するという予防接種となっております。

それと付け加えさせていただきますけれども、ロタウイルスワクチンの接種について

はそういう事業概要でございまして、この102万円計上させていただいております補助

金でございますが、そのロタウイルスワクチンの接種を管理する健康管理システムとい

うものがございます。これがマイナンバーに連携させるために従来あるシステムを改修

させていただいて、その３分の２が国庫のほうで補助されるということで計上させてい

ただいております。

加えて、もう一つ、新型インフルエンザ予防接種の今後あり得る予防接種の同じく健

康管理システムを改修するための補助金となっております。

●委員長（大野委員） ４番、音喜多委員。

●音喜多委員 今回の補助金には、今言われたように、ロタと新型インフラの２種類のそ

ういう予防接種の管理、国もこれに絡んで今マイナンバーの話が出たから当然そういう

形で管理していく、管理というか関与してくるのだろうと思うのですが、厚岸町では今
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これに該当するような子どもも預かっていますよね。生後３か月なりから、産後明けか

ら保育所で数限られていますけれども。過去にこういう形での発生というか、そういっ

たことがあったのかどうなのか。特に今、現在、小さい子どもも預かるようになったの

で、かなり注意していかなければいけないというか、現場では大変混乱というか、気を

遣うところではないかと思うのですが、その辺はどうなのですか。

●委員長（大野委員） 休憩します。

午前10時10分休憩

午前10時11分再開

●委員長（大野委員） 再開します。

保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） 貴重な時間を費やしていただきまして、申し訳ございませ

んです。

ロタウイルスでございますけれども、若干聞き慣れないところ、名称ではございます

が、従来からロタウイルスというものが存在しまして、年に、子どもたちの中でも一

人、二人ということで感染している状況がございます。

おっしゃるような集団的な感染になったですとか、そういうような状況は保育所内で

は過去ございませんでした。それが昨年から定期的な予防接種の制度になったというこ

とで、ご理解願いたいと思います。

●委員長（大野委員） ４番、音喜多委員。

●音喜多委員 いずれにしても、ロタウイルスに関しては、ロタのみならず、新型もそう

なのですが、子どもを預かる保育所、特に両保育所においてゼロ歳児から預かっていま

して、産後から預かっていますので、十分注意されていただきたいなと思います。終わ

ります。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） お答えさせていただきます。

委員おっしゃられるとおり、日々、保育所につきましても消毒、感染防止対策には努

めておりますので、引き続き、留意して保育に努めてまいりたいと考えております。

●委員長（大野委員） ３番、室﨑委員。

●室﨑委員 今、ロタウイルスの話なのですが、ノロウイルスについては町民の皆さんも
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十分に知識があると思うのですけれども、ロタウイルスに関しては名前は聞いたことが

あるけれどもという程度の認識の方が非常に多いのではないかと思うのです。それで、

これが定期制のワクチンとして接種が町でもって積極的に行っていくわけですから、当

然このロタウイルスというのがどんな病気なのか、どういう危険性があるのか、感染に

関しては空気感染なのか、それとも吐瀉物やそういうものによる感染なのか、いろいろ

あると思うのです。その基礎知識のようなものが。それについては、やはり町民みんな

が分かるように周知する必要があるのではないでしょうか。

それによって、このワクチンを受ける、受けないの判断もきちんと親御さんのほうが

できるようになると思うので、その点はどのように進められるのか。それが一つ。予算

だから、一つずつやっていきましょう。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） 周知につきましては、個別のご案内とともに、町広報誌な

どにも掲載させていただいております。今後におきましても、そのような、委員おっし

ゃるような細かな内容を盛り込んだ形で、いろいろな形で周知していきたいなと思って

おります。

●委員長（大野委員） ３番、室﨑委員。

●室﨑委員 分かりました。

それから、先ほどの議論の中で新型コロナウイルスについてもロタウイルスと同じよ

うに、この後マイナンバーと紐付けをするというような話がありましたね。そのための

システム改修なのだということになりますと、今接種しているコロナのワクチンの問題

を超えて、これからの問題のように聞こえたのです。そうすると、今いろいろな方がい

ろいろなところでいろいろな話をしているのですけれども、このコロナウイルスに関し

ては、一遍というか、今回、２回で一遍ですが、それをやることでもって、この抗体が

自分の体の中でできて、私個人でいうと抑え込むことができるようにずっとなるのでは

なくて、また来年になったら同じようにやらなくてはならないのかというところがある

かと思うのです。初めてのことですから、断言はできないでしょうけれども、可能性と

してはそういうものがあるから、今回こういうシステムをつくらなくてはならないのだ

ということなのでしょうか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） お答えさせていただきます。

今現在、皆さんにご案内させていただいている新型コロナウイルスワクチン接種とは

また別に、これから新型インフルエンザ等の予防接種でこれからあり得るであろう接種

のための、あらかじめマイナンバーと連携するシステムに構築しようとするものでござ

います。
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●委員長（大野委員） ほか、ございませんか。

２番、石澤委員。

●石澤委員 今ちょっとマイナンバーのことで気になったものですから聞きたいのですけ

れども、マイナンバーにシステムを構築するためにシステム変えていくということなの

ですが、これは受ける人が、本人が望む、望まない関わらず、マイナンバーの形でシス

テムに構築されていくということなのですか。

●委員長（大野委員） 危機対策室長。

●危機対策室長（田﨑室長） いずれも、先ほど保健福祉課長のほうから説明ありました

二つの予防接種に対してご説明いたしますけれども、法的にマイナンバーと連携する情

報として、今回のロタウイルスと新型インフルエンザ予防接種の接種状況をシステム上

で管理するといったようなことになっております。ですので、ご本人さんの特に、例え

ば希望云々かんぬんではなくして、町としてはこの方にこういう予防接種をしましたと

いったようなものを記録すると。それがマイナンバーと連携して、例えば転出した他の

自治体でも厚岸町の前住地でこの方が、例えばロタウイルスの予防接種を済んでいる方

だとかというような状況が見ることができる。また、ご本人さんはインターネット上の

ご自分のマイナポータルというサイトにおいて、自分なり子どもの予防接種の履歴状況

が管理できる、見ることができるというような仕組みになっておるものですから、今回

このようなシステム改修を行って、マイナンバーと紐付けがされているといったような

状況になります。

●委員長（大野委員） ２番、石澤委員。

●石澤委員 それは、そうしたら本人の希望とかは関係ないのですね。そういうものがあ

って、マイナンバーが本人が持って、あるのですけれども、そういうカードを持ってい

ようがいまいが関係なくそういうふうになって、それはもし転出すれば、それがそのま

ま移っていくということなのですね。分かりました。なんか、すごく気持ちが悪い感じ

がしたものですから。

●委員長（大野委員） よろしいですか。

●石澤委員 いいです。

●委員長（大野委員） ほか、ございませんか。

（な し）
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●委員長（大野委員） なければ、進みます。

17款道支出金、２項道補助金、５目商工費道補助金。

18款財産収入、２項財産売払収入、１目不動産売払収入。

20款繰入金、１項基金繰入金、４目まちおこし基金繰入金。

ございませんか。

21款１項１目繰越金。

22款諸収入、６項３目雑入。

23款１項町債、１目総務債。

６目消防債。

ございませんか。

以上で、歳入を終わります。

次に、13ページ、歳出に入ります。

２款総務費、１項総務管理費、４目情報化推進費。

10目企画費。

５番、南谷委員。

●南谷委員 ２款１項10目企画費でお尋ねをいたします。

まず、084、まちおこし補助金100万円でございます。これについてお尋ねをさせてい

ただきます。

たしか、当初予算200万円計上でございました。この事業は、各種団体から事業実施

計画に基づいて実施、このそれぞれの団体の計画に基づいて要請があり補助をされてい

るという認識をしております。今回の計上で300万円になるのですよね。Ｒ３年度、当

初200万円の補助。説明資料を見ますと、コロナ禍で各事業が中止になっているという

中でというものですから、それで気になったものですから。当初予定していた200万円

計上されていますよね。既にきたものもいろいろあろうかと思うのです。今回、総体と

して担当課としては総体事業費予算が300万円いるなと、こういう予定で補正計上され

たと思うのです。その辺の背景について、まずお尋ねをさせていただきます。

●委員長（大野委員） 総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） お答えいたします。

このまちおこし補助金でありますが、当初予算200万円でありました。この当初予算

の200万円でありますが、例年でいきますとこのまちおこし補助金、申請が来て、そし

て内定委員会を経て、決定いたしましてから補正予算に計上させていただきました。た

だ、この令和３年度からは、やはりこういった申請が来た際に、迅速に対応できるよう

にということで、当初予算200万円、これは１団体でいきますと上限額、これが200万円

でありますので、１回分の予算を当初予算に計上させていただいたということでござい

ます。

今回の100万円につきましては、この当初予算の200万円のうち、一つの団体から要望

がありまして、これは内定委員会通じまして決定をして交付いたしました。これは100
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万円であります。この当初予算の200万円と、この既に決定しております100万円、この

差額分の100万円と、今回補正予算で計上させていただく100万円、これ合わせた200万

円を今回のこのまちおこし補助金で申請ありましたあっけしでたのしまないと実行委員

会のほうにこの200万円を交付するという内容でございます。

●委員長（大野委員） ５番、南谷委員。

●南谷委員 そうすると、先に100万円の要望があったと。差し支えなければ、その要望

というのはどんなものなのか。それと、今回のあっけしでたのしまないと実行委員会、

この事業、説明書はあったのですけれども、もう少し詳しく説明をしてください。

●委員長（大野委員） 総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） お答えいたします。

まず、最初のご質問の100万円、この最初に決定した部分でございますが、こちらの

ほうは厚岸観光案内の達人認定事業、これでありますが、こちらはＮＰＯ法人厚岸ネッ

トこれからの町を語る会ということで、こちらのほうからの要望、そして決定をさせて

いただいたところでございます。内容といたしましては、観光案内の達人認定の試験の

ための問題集の作成だとか、それに合わせるＰＲポスターの作成に要するということ

で、こちらのほうの100万円を内定委員会で決定して交付したということでございま

す。

それと、２点目のあっけしでたのしまないと実行委員会、こちらのほうの事業内容で

あります。こちらのほうは、趣旨、目的は簡単に書かせてもらっておりますが、あっけ

しでたのしまないと実行委員会というのは商工会青年部が主体としております。こちら

のほうからの来てる内容といたしましては、やはりそのコロナの中、この厚岸のイベン

ト、例えば桜まつり、今年もやはり夏まつり、これが２年続けて中止になっていると。

そういった中では、やはり子どもが楽しめるイベントが町内または釧路管内でもなくな

っていると。そういった中では、この実行委員会が中心として、このコロナの中ではあ

りますがイベントを実施したいということでこちらのほうの要望が来ております。

まず、このイベントが二つありますが、まず一つ目が、これは７月開催予定ではあり

ますが、こども縁日たのしまないとということで、仮の名称でございますが、内容とい

たしましては、やはり子どもを中心としたこども縁日だとか、例えばドリンクだとか食

べ物だとか、そういう販売をしたりだとか、あとステージイベントで獅子舞をというこ

とでずっと考えているそうでございます。あと抽選会だとかということでございます。

それに対しまして、まちおこし補助金として80万円を交付するということでございま

す。

それともう一つが、これは２点目でありますがあっけしウインターフェス2022という

ことで、これは今年の２月もこの実行委員会のほうでこの補助金を使って花火を打ち上

げております。それと同じような内容でございますが、これも令和４年の２月に開催予

定ということでございます。
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また同じく、花火大会、それとやはりこども縁日だとかを実施したいということで、

こちらのほうはまちおこし補助金を120万円、これの先ほどの80万円と120万円を合わせ

て200万円を今回このあっけしでたのしまないと実行委員会に交付するといった内容で

ございます。

●委員長（大野委員） ５番、南谷委員。

●南谷委員 次にまいります。

510ですか、コミュニティ活動備品整備事業250万円なのですけれども、厚岸夏まつり

団体消防会への夏まつりの備品関係の購入助成となっているのですけれども、どういう

ものをどういうふうに買って、どういうふうに買って活用するのか、この辺の内容につ

いてもう少し詳しく説明してください。

●委員長（大野委員） 総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） お答えいたします。

このコミュニティ活動備品整備事業でございますが、歳入でコミュニティ助成事業助

成金250万円があります。これは北海道市町村振興協会、これは宝くじのお金でありま

すが、この助成金を活用して今回これは内定いたしまして、厚岸消防会のほうから申請

がありまして、これが内定したということで今回こちらのほう予算計上させていただい

て交付することでございます。

内容でありますが、こちら厚岸消防会、こちら厚岸夏まつりの団体であります。そう

いった中では厚岸夏まつり用の備品整備をしたいということで、こちらのほうの申請が

あることでございます。

内容といたしましては、山車の鉄骨制作、祭り団体の車に乗せる山車のこれの骨組み

を新しくしたいということの部分と、あと太鼓、こちらのほうの購入、それと獅子、椎

頭の部分を購入すると、それと山車に今度乗せますスピーカーだとかアンプだとか、そ

ういったものを新規に購入したいということで、こちらのほうが250万円厚岸消防会の

ほうに交付するといった内容でございます。

●委員長（大野委員） ５番、南谷委員。

●南谷委員 520です。若竹第２埠頭付近倉庫等解体事業についてお尋ねをさせていただ

きます。

総体事業費１億600万円という大きな数字になっております。町民も漁港もこの解体

工事をきっと切望されていると思います。現状のまま放置することは景観もよくなく、

危険であります。町としても率先して解体工事に関わるべきと私も考えます。

６月３日開催、議員協議会での説明、そして提案説明資料及び参考資料で事業費関係

については、ある程度理解をさせていただきました。ですけれども、何点かお尋ねをさ

せていただきます。
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改めて伺います。厚岸町が漁組が解体事業へ支援する根拠、考え方、これについてま

ずお尋ねをさせていただきたい。

それと、厚岸町が支援する２か年になると思うのですけれども、単年度、今回、令和

３年度分の数字が計上されております。令和４年度もあると思うのです。総体事業費と

議員協議会の数字と今度の数字と。２年分ですから違っているのです。この辺につい

て、細かい数字はいいのです。令和３年度に厚岸町が幾ら負担するのだ、令和４年は幾

らなのだ、総体で幾らなのか、この数字をはっきり教えてください。

●委員長（大野委員） 総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） お答えいたします。

まず、１点目の根拠でございます。こちらのほうは、長年の懸案事項でありましたこ

の若竹第２埠頭付近の倉庫でございますが、過去、この議会においてもいろいろと質問

あったりした部分でございます。そういった中では国のほうでも平成27年にこの空き家

に対する特措法、それと昨年厚岸町でも空き家対策の条例をつくりまして、町としても

やはり町民の安全・安心を図る上では、やはりあそこの建物、私たちもそこの部分を視

野に入れておりました。そういった中では、今回この漁業協同組合としても昨年の７月

でありますが衛生管理型の漁港完成しまして供用開始をしております。そういった中で

は、やはり近隣におけるあそこの建物がやはり悪影響、そういった周辺環境の部分、そ

れと漁業協同組合でも、まだこれは将来的な部分ではございますが、あそこを取得して

解体した後、漁業協同組合の施設をあそこに機能集約をしたいという部分で漁業協同組

合からもそういうような強いものもありました。そういった中では、組合といたしまし

ましても、そこを取得して解体をしたいという部分で、町のほうにも要請があったとこ

ろであります。そういった中では町のほうも検討をさせていただきました。ただ、あそ

こをやはり解体するという部分であると、やはり財源が必要になってきます。

そういった中ではこの空き家の部分で今回、空き家対策総合支援事業補助金、こちら

のほうが補助金が、まずこの補助金を得られるということは、まず町において空き家の

対策の協議会、こちらを設置する。それと空き家の計画をつくる。この２点がなけれ

ば、この補助金を得ることができないということでございます。そういった中では昨年

この条例をつくって、そして協議会を設置いたしまして企画を策定しております。そう

いった中では、この補助金を北海道のほうに要請させていただいたところであります。

ただ、やはりなかなか全国でも事例がちょっと、これだけ大きな金額となりますと、

どちらかというと個別の住宅を想定している部分が多くて、やはりこれだけ大きい物

が、この補助金であるというのは全国でも例がないということで、そちらのほうの部分

を北海道に要請してきたところでございます。そういった中では、今回北海道のほうか

らこちらのほうの補助金が受けられるという情報と、それに合わせて町の財源、これの

解体は５分の２というのがあくまでも町の負担であります。国は５分の２、そして町が

５分の２、使用者が５分の１というルールがありますので、厚岸町としても５分の２

を、そうしたら財源をどうするかという部分であります。これは今回、こちらの５分の

２を過疎債、これソフト分でありますが、こちらのほうも北海道と協議をいたしまし



- 19 -

て、これを活用できるという部分で北海道からも確認をさせていただいて、この財源の

見通しが立ったということで、この漁業協同組合と連携して、今まで懸案事項でありま

したあの建物、これは漁業協同組合が事業主体として取得した後解体をしますが、町と

連携してあそこを解体するという部分で、今回計上をさせてもらったということでござ

います。

それと、財源の問題でございますが、今回参考資料を付けさせていただいておりま

す。こちらの内容をちょっとご説明させていただければと思います。

こちらのほうでありますが、今回この令和３年度の事業費、全部で１億5,054万2,000

円となります。そういった中では、国5,124万円、町が5,513万1,000円、漁協が4,417万

1,000円という負担であります。町といたしましては、この5,513万1,000円、これは過

疎債5,510万円と一般財源３万1,000円、そして国の負担がこの５分の２の補助金であり

ますので、5,124万円、これを国と町合わせた分、１億637万1,000円を今回漁業協同組

合へ補助するといような内容を今回補正予算で計上させていただいております。

それと令和４年度でございますが、資料のほうは付けさせてもらってないのですが、

議員協議会でもちょっと説明をさせていただいておりますけれども、令和４年度のそれ

ぞれの負担額でありますが、こちらのほうが国が3,326万円、それと町が過疎債のソフ

ト、これを活用して一般財源と合わせまして3,543万9,000円、それと漁業協同組合が3,

092万9,000円、これを合わせまして、令和４年度は9,962万8,000円でございます。漁業

協同組合に国と町合わせた金額6,869万9,000円、これを補助するという内容でございま

すが、ただ、まだ令和３年度の部分が、漁業協同組合が取得して、今回補正予算計上し

ておりますが、令和４年度につきましてはまだ未定であります。そういった中では漁業

協同組合が取得をするとなりましたら町のほうからも補助をするというような内容であ

りますので、あくまでもこの令和４年度につきましては、概算ということで捉えていた

だければと思います。

●委員長（大野委員） ５番、南谷委員。

●南谷委員 ちょっと確認するのですけれども、令和４年度はまだ購入作業が完了してい

ないので不確定要素はあるよと。今の時点でおおよそなのですけれども、私の試算では

２か年の合計が9,057万円という数字に、２か年で、厚岸町が持ち出す数字というのは

9,057万円、こういう数字になると理解をさせていただいたのですが、これでいいのか

どうなのか。

それと、過疎債を適用するよと、町の分。そうすると、交付税バックというのはある

のでしょうか。この辺についてはどうなのですか。一般財源から出しっぱなし、借り入

れするから交付税措置があるのかないのか、その辺についてもお伺いをさせていただき

ます。

●委員長（大野委員） 総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） お答えいたします。
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まず、ちょっと先ほどの答弁の中で令和４年度概算というお話もさせていただいたの

ですけれども、令和３年度につきましてもまだ概算であります。この後の漁業協同組合

が取得して、入札をして、その結果によって令和３年度もしくは令和４年度の数字が確

定するという部分でございます。

それと合わせまして9,057万円、これは間違いございません。今の、現段階でござい

ます。

それと交付税措置の話でありますが、これは過疎債を使います。70％が町の交付税に

算入されます。ただ、議会でもちょっとご説明させてもらっておりますが、交付税のル

ールからいきますと、これはあくまでも基準財政需要額、要は歳出ベースのほうです

ね、そちらのほうでは70％というふうになっておりますけれども、これは交付税は基準

財政収入額もあります。要は歳入です。それを差し引いた中での交付税となりますの

で、こちらが実質は７割とは言われているものの５割から６割というような形で町のほ

うに交付税として交付されるといった内容でございます。

●委員長（大野委員） ５番、南谷委員。

●南谷委員 交付税措置のことについては、ちょっと理解していなかったものですから、

地方税を借りるよということ。そうすると２か年で9,000万円のものが、例えば４割実

質負担ということになれば、3,600万円くらいの実質持ち出しになると、こういう理解

をすればいいのかなと整理をさせていただきました。

事業費の関係については分かったのですけれども、やはりこれだけの数字を町として

負担をして組合に助成するわけでございますから、町民にもはっきりこういうことなの

だということを私は理解をしていただかなければならないと思うのです。

多くの町民はきっと理解をしていただけると思うのですけれども、ちょっと気になる

部分があるのです。私の記憶をたどって、昭和23年の第１回の定例会におきまして、新

年度予算の質疑の中で、このときに税の滞納部分の不納欠損処理の質疑がありました。

このときの議事録を読ませていただきました。当該２施設、２社分が含まれているかど

うかが滞納、不納欠損処理の部分に含まれているかどうかということを質疑をしており

ます。このときの質疑の中では、この時点で、平成23年の時点では含まれていない、過

去に滞納部分があったやに理解をさせていただいたのですがいかがでしょうか。

●委員長（大野委員） 税務課長。

●税務課長（四戸岸課長） ご質問の件についてなのですけれども、平成23年の定例会で

答弁させていただいている内容におきましては、委員おっしゃいますとおり、その時点

での不納欠損にはこの部分は入っていないということで答弁をさせていただいていたよ

うでございます。あとはそれぞれの滞納があるかないかという部分でございますが、こ

うした公の場で特定の納税義務者に関する滞納のあるなし、税額が幾らですとか、そう

いった部分というのは公開の場では、議員の皆様にご説明すること自体には問題はない

のですけれども、そういったことについては地方税法の中で守秘義務ということが課せ
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られて罰則規定もございます関係上、公開の場ではちょっとお答えしかねる部分がござ

いますので、ちょっとこの辺はご理解いただければと思います。

●委員長（大野委員） ５番、南谷委員。

●南谷委員 委員長、済みません。昭和23年と言ったのですね。平成23年に訂正してくだ

さい。

平成23年のことですから、守秘義務というのか、法的にまずいよと、このときもその

議論を随分していますよ。でも、質疑をずっと見ていたら、議事録ですから公開されて

いますよ、これも。過去にあったやに議事録を見ると理解されるのです。僕は理解した

のです。あれ、誰見てもされると思うのです。ということは、そのことについて議論す

る気はないのです。そういうことで、ここで本当はそういうものがあったのか、なかっ

たのかということをきちんと町民にも私は知らしめるべきではないのかと。

過去に、そういう議論がなされています。そのときもうやむやになっていたと。その

ことが今回、町が繰り出しする上で、町に滞納部分があったのではないのか、なかった

のではないか、こういう議論が町の中では騒ぎになりかねないと思うのです。こういう

ことについても、町としてきちんと考え方を整理して、町民に説明するときにこうなの

だというものを、私は敢えて、知らしめるべきではないかもしれないけれども、聞かれ

たときにはこうなんです、あくまでも法的にどうのこうのだけでは、皆さんすっきりし

ないものがあるのかなと思うのです。きっと、私なりに理解をすれば、滞納処理部分が

あったのではないかと推測するのです。だけれども、事業をやっている方も好きで初め

から悪意があって滞納したわけではないと思うのです。やむを得ない事情で滞納に至っ

たと思うのです。町としても、本当は少しでも土地を、同じ地主さん、販売、組合が購

入されるのですけれども財源ができますよね。町としてももし滞納があれば、その分

に、過去の分ですけれども、不納欠損処理しているけれども、債権は残っていると思う

のです。そういうもに充当してもらえないのかなと、その辺についてはいかがでしょう

か。

●委員長（大野委員） 税務課長。

●税務課長（四戸岸課長） 町民の声として、そういったものもあるということも今理解

はしますが、ちょっと同じ答弁になって本当に申し訳なくは思うのですが、守秘義務が

課せられております税情報につきまして、ましてや町民の皆さんに広く周知するという

ことは、これはやはり、申し訳ありませんがちょっとできることではないと認識してお

ります。

収納状況、納まっている、納まっていないということにつきましても、税情報に当た

る部分がございますので、その辺はちょっとできかねると認識しておりますので、ご理

解いただきたいと思います。

●委員長（大野委員） ５番、南谷委員。
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●南谷委員 １回目の答弁から変わることはないと思うのです。なんぼ僕が声を張り上げ

ていても。それよりは、このことについては、聞かないのですけれども。いずれにして

も、そういう問題が内在しているという理解をしています。私はいろいろあろうかと思

うのですけれども、それらの問題を乗り越えて、土地所有者にしてもやむを得ない思い

でいると思うのです。ですから、そういう個人的な部分については、ここでは議論はで

きないわけですから、故意で滞納したわけではないし、一生懸命努力して頑張って、厚

岸の町の発展のために、産業の発展のために貢献されようとして努力した結果、運悪く

こういう事態に至った。そういうものに対して、一つ乗り越えて、町としてもしっかり

処理をしてやっていただきたい、斯様に思いますがいかがですか。

●委員長（大野委員） 町長。

●町長（若狹町長） ただいまの課題につきましては、重々念頭に置きながら、今後漁業

協同組合と連携をしながら、迅速の中で２年間にわたっての事業を推進してまいりた

い、そのように考えます。

守秘義務についてもご理解をいただきましたので、大変我々としましてもこの問題、

地方自治法、さらにはまた地方税法等の問題もありますので、その点もご理解をいただ

いたものであろうと、そのように思うわけでありますので、そういうことも踏まえなが

ら、今後事業についての推進をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上

げたいと思います。

●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、14目諸費。

３項１目戸籍住民登録費。

ございませんか。

休憩いたします。

午前10時52分休憩

午前10時56分再開

●委員長（大野委員） 再開いたします。

３款民生費、１項社会福祉費、10目諸費。

２項児童福祉費、６目諸費。

３番、室﨑委員。
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●室﨑委員 今配られた内容を聞こうと思って歳入のところで注意的に言ったら、先に手

回しして封じられてしまったので。それで、もうちょっと詳しく教えていただきたいの

だが、この低所得世帯というのはどういうふうにして、いわゆる判定して、138という

数字が出てきたのか。その当たりをもう少し詳しく説明してください。

それと、この後、今回私の一般質問について、そういうものはないという答弁だった

のだけれども、マスコミだとかそういうのを見ると、やはり経済が停滞していきますか

ら、そういところでもともと不安定収入の家庭というのにしわ寄せがいって、例えば生

活保護の申請が増えるとか、あるいは生活が大変になってくるとかという人が増えても

減らないということの傾向は、いろいろなところに出ていると思うのだけれども、その

当たり、どういうふうに見込んでいるか。その２点についてお聞きしたい。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） お答えさせていただきます。

まず、補正予算計上させていただいている138人の人数の根拠でございますけれど

も、まず、この制度でございますが、かかる費用の全額が国庫の補助でございまして、

国の要領では新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等による支

出の増加の影響を受けている低所得の子育て世帯に対しという趣旨でございます。そこ

で、これを市町村の事務として行うわけでございますが、その人数につきましては、あ

らかじめ低所得者を算出、絞り込むことはできないものですから、まず予算計上に当た

りましては、この対象児童が児童手当を受給している児童ということで、それが当町に

おきましては３月時点で837人おります。そこで、国は、全国的な割合でございますけ

れども、住民税が非課税であろうという統計的な数値が、失礼しました、厚岸町で837

人の児童手当、児童がおります。そこで、その割合といたしまして全国では1,331万5,0

00人いらっしゃいます。国の数値でございます。これを按分いたしますと、数値細かく

て恐縮でございますが、0.000062859という数字が按分の率としてはじき出されます。

それを国が非課税世帯であろうという数値を全国では221万人と見込んでおります。こ

の221万人に先ほどの按分率を掛けまして138.9人と単純にはじき出されたものですか

ら、まず予算計上をさせていただく根拠といたしましては、この国の統計データをもと

に138人、それに支給対象１人当たり５万円という数字を掛けさせていただいて、給付

金額としては690万円を計上させていただきました。

今後の事務に当たりましては、これはあらかじめ児童手当を携わっている当課、保健

福祉課、それと所得の非課税か否かにつきましては税務課との情報を連携させていただ

きながら支給事務に当たっていこうと考えております。それは７月号の広報誌ですとか

ホームページにこれから掲載させていただきますが、支給となる方につきましては個別

にも通知をさせていただこうと考えております。

あと、もう１点、生保の申請ですとか、困窮状況につきましては、委員おっしゃる昨

日以前に一般質問の関係でもコロナの影響による申請なり相談というのはなかったとい

うことでお答えさせていただきましたが、今後におきましても、これらの給付があるこ

とによってどうなるかというところはございますが、コロナが長引いていく以上、申請
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はないか、または増えていくことがあろうかなとは想定しております。

●委員長（大野委員） ３番、室﨑委員。

●室﨑委員 大変難しい説明があったのですが、メモを取りながら私なりに整理すると、

要するに全国で非課税世帯というのが1,331万5,000人くらいあると。それの人数割りで

いくと、厚岸には138.9という数字が出たと。それがこの支給対象になる、全国平均を

厚岸町に当てはめると、そういうふうになると。今、個別に見ることはできないから、

全国でこのくらいいると厚岸町はこのくらいと、同じ率でいったらということにしまし

て、それで予算額を決めたと。簡単に言うとそういうことですね。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） 前段、説明が長くなって恐縮でございますが、お見込のと

おりでございます。

●委員長（大野委員） ３番、室﨑委員。

●室﨑委員 それで、この後は税務のほうと個々具体的に見ていかなければならないと。

そのときには非課税世帯だけがこれ対象となるということですか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） お答えさせていただきます

先ほど私、住民税の均等割が非課税の人ということのみで説明させていただきました

が、このほか、今年の１月１日以降、収入が急激に急変して、住民税の均等割の考え方

相当と認められる人も対象とさせていただく予定となっております。ただ、その内容に

つきましては、個人の申請の中、税のほうとの前年の所得とも比較しながら決定してい

くものとなっていく予定でございます。

●委員長（大野委員） ３番、室﨑委員。

●室﨑委員 そうすると、ここにきて収入が急落したというような方に対しての救済も考

えているということですね。国のほうのタイトルでは、新型コロナによると入っている

のだけれども、そうではないのですね。現在、低所得である人を救済しようという制度

だと考えていいのですね。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） 事実、そのとおりでございます。
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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。

４款衛生費、２項環境政策費、１目環境対策費。

６款１項商工費、３目食文化振興費。

６目諸費。

８款１項消防費、１目常備消防費。

４目諸費。

ございませんか。

以上で、歳出を終わります。

再び、１ページにお戻りください。

第２条債務負担行為の補正です。

債務負担行為については、４ページの第２表と債務負担行為に関する調書補正となり

ます。

ございませんか。

再び、１ページにお戻りください。

第３条地方債の補正です。

地方債については、５ページの第３表と６ページの地方債に関する調書補正となりま

す。

ございませんか。

総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

本案は、討論を省略し、原案のとおり可決すべきものと決するに、ご異議ありません

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、本案は、原案のとおり可決すべきものと決しました。

休憩します。

午前11時07分休憩
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午前11時07分再開

●委員長（大野委員） 再開します。

次に、議案第42号 令和３年度厚岸町国民健康保険特別会計補正予算を議題といたし

ます。

１ページ、第１条は、歳入歳出予算の補正です。

２ページ、３ページは、第１表歳入歳出予算補正です。

４ページ、５ページは、事項別明細書です。

６ページ、歳入から進めてまいります。

４款道支出金、１項道補助金。

ございませんか。

以上で、歳入を終わります。

次に、８ページ、歳出に入ります。

１款総務費、１項総務管理費。

２款保険給付費、１項療養諸費。

ありませんか。

以上で、歳出を終わります。

総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

本案は、討論を省略し、原案のとおり可決すべきものと決するに、ご異議ありません

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、本案は、原案のとおり可決すべきものと決しました。

●委員長（大野委員） 次に、議案第43号 令和３年度厚岸町後期高齢者医療特別会計補

正予算を議題といたします。

１ページ、第１条は、歳入歳出予算の補正です。

２ページ、３ページは、第１表歳入歳出予算補正です。

４ページ、５ページは、事項別明細書です。

６ページ、歳入から進めてまいります。

５款諸収入、４項償還金及び還付加算金。
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ございませんか。

以上で、歳入を終わります。

次に、８ページ、歳出に入ります。

３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金。

ございませんか。

歳出を終わります。

総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

本案は、討論を省略し、原案のとおり可決すべきものと決するに、ご異議ありません

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、本案は、原案のとおり可決すべきものと決しました。

●委員長（大野委員） 次に、議案第44号 令和３年度厚岸町水道事業会計補正予算を議

題といたします。

１ページ、第２条、業務の予定量の補正です。

次に、第３条、収益的収入及び支出の補正です。

６ページをお開きください。

収益収入から進めてまいります。

１款水道事業収益、２項営業外収益。

ございませんか。

以上で、収益的収入を終わります。

次に、収益的支出に入ります。

１款水道事業費用、１項営業費用、２項営業外費用。

ございませんか。

以上で、収益的支出を終わります。

再び、１ページにお戻りください。

第４条、資本的収入及び支出の補正です。

７ページをお開きください。

資本的収入から進めてまいります。

１款資本的収入、１項企業債。

６項補償金。
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ございませんか。

以上で、資本的収入を終わります。

次に、資本的支出に入ります。

１款資本的支出、１項建設改良費。

５番、南谷委員。

●南谷委員 説明書、いただいた議案の説明書を見ていたのですけれども、配水管布設替

等事業497万2,000円、設備事業、これが振り替えられている。なぜ、こういうことが起

きたのか、もう少し詳しく説明してください。

●委員長（大野委員） 水道課長。

●水道課長（髙瀬課長） お答えいたします。

４月の下旬の総務産業常任委員会でも一度申し上げたのですが、今回、この箇所につ

いては床潭末広間道路、道路改良に伴う配水管の布設替え工事なのですが、そこの施行

箇所が少し延長、距離が増加したことによって、予定の配水管の布設替え費用が少し足

らなくなったということで、設備整備事業、厚岸浄水場内の更新を予定している設備を

令和４年度に送りまして、これを減じて配水管整備事業のほうに予算を充当するという

ことで、組み替えの内容となるものでございます。

●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、以上で資本的支出を終わります。

２ページにお戻りください。

第５条、企業債の補正です。

３ページと４ページは、補正予算実施計画です。

５ページは、予定キャッシュ・フロー計算書です。

８ページから11ページまでは、予定貸借対照表と注記です。

ございませんか。

総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ、以上で質疑を終わります。

本案は、討論を省略し、原案のとおり可決すべきものと決するに、ご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）
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●委員長（大野委員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決しました。

●委員長（大野委員） 以上で、令和３年度各会計補正予算審査特別委員会に付託されま

した補正予算４件の審査は、全て終了いたしました。

よって、令和３年度各会計補正予算審査特別委員会を閉会いたします。

午前11時15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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