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平 成 １ ７ 年 厚 岸 町 議 会 第 １ 回 定 例 会 会 議 録

招 集 期 日 平成１７年３月９日

招 集 場 所 厚 岸 町 議 場

開 閉 日 時 開 会 平成１７年３月１０日 午前１０時００分

延 会 平成１７年３月１０日 午後 ４時３９分

1. 出 席 議 員 並 び に 欠 席 議 員

議 席 出 席○ 議 席 出 席 ○
氏 名 氏 名

番 号 欠 席× 番 号 欠 席 ×

１ 室 﨑 正 之 ○ 10 池 田 實 ○

２ 安 達 由 圃 ○ 11 岩 谷 仁 悦 郎 ○

３ 南 谷 健 ○ 12 谷 口 弘 ○

４ 小 澤 準 ○ 13 菊 池 賛 ○

５ 中 川 孝 之 ○ 14 田 宮 勤 司 ○

６ 佐 藤 淳 一 ○ 15 佐 齋 周 二 ○

７ 中 屋 敦 ○ 16 竹 田 敏 夫 ○

８ 音 喜 多 政 東 ○ 17 欠 員

９ 松 岡 安 次 ○ 18 稲 井 正 義 ○

以 上 の 結 果 出 席 議 員 １７名 欠 席 議 員 ０名 欠 員 １名

1. 議 場 に 出 席 し た 事 務 局 職 員

事 務 局 長 議 事 係 長

小 倉 利 一 髙 橋 政 一
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1. 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の氏名

職 名 氏 名 職 名 氏 名

町 長 若 狹 靖 病 院 事 務 長 古 川 福 一

藤 田 稔
助 役 大 沼 隆 特 別 養 護 老 人

収 入 役 黒 田 庄 司 ホ ー ム 施 設 長

（ ）
総 務 課 長 田 辺 正 保 デ イ サ ー ビ ス

藤 田 稔 兼務
行 財 政 課 長 斉 藤 健 一 センター施設長

ま ち づ く り 監 査 委 員 今 村 實
福 田 美 樹 夫

推 進 課 長 監 査 事 務 局 長 阿 野 幸 男

税 務 課 長 大 野 榮 司 教 育 長 富 澤 泰

町 民 課 長 久 保 一 將 教 委 管 理 課 長 柿 崎 修 一

保健福祉課長 豊 原 隆 弘 教 委 指 導 室 長 大 場 和 典

松 浦 正 之
環境政策課長 佐 藤 悟 教 委 生 涯

農 政 課 長 西 野 清 学 習 課 長

大 野 繁 嗣
水 産 課 長 大 崎 広 也 教 委 体 育

商工観光課長 高 根 行 晴 振 興 課 長

建 設 課 長 北 村 誠 農 委 事 務 局 長 藤 田 稔

水 道 課 長 松 澤 武 夫

1. 会議録署名議員

１４ 番 田 宮 勤 司

１５ 番 佐 齋 周 二

1. 会 期

３月９日から３月２３日までの１５日間

（休 会３月１２日、１３日、１９日、２０日、２１日の５日間）

1. 議事日程及び付議事件

別紙のとおり
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1. 議事の顛末

別紙のとおり
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厚 岸 町 議 会 第 １ 回 定 例 会 議 事 日 程

（１７．３．１０）
日程 議 案 番 号 件 名

第１ 会議録署名議員の指名

第２ 議案第１０号 平成１６年度厚岸町一般会計補正予算

議案第１１号 平成１６年度厚岸町国民健康保険特別会計補正予算

議案第１２号 平成１６年度厚岸町簡易水道事業特別会計補正予算

議案第１３号 平成１６年度厚岸町老人保健特別会計補正予算

議案第１４号 平成１６年度厚岸町下水道事業特別会計補正予算

議案第１５号 平成１６年度厚岸町介護保険特別会計補正予算

議案第１６号 平成１６年度厚岸町介護サービス事業特別会計補正予算

議案第１７号 平成１６年度厚岸町水道事業会計補正予算

議案第１８号 平成１６年度厚岸町病院事業会計補正予算

第３ 一般質問
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厚岸町議会 第１回定例会

平成17年３月10日

午前10時00分開会

●議長（稲井議員） ただいまより平成17年厚岸町第１回定例会を続会いたします。

●議長（稲井議員） 直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

●議長（稲井議員） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、14番田宮議員、15番佐齋

議員を指名いたします。

●議長（稲井議員） 日程第２、議案第10号 平成16年度厚岸町一般会計補正予算から議

案第18号 平成16年度厚岸町病院事業会計補正予算まで、以上９件を再び一括議題とい

たします。

職員の朗読を省略し、昨日に引き続き議案第11号から提案理由の説明を求めます。

行財政課長。

●行財政課長（斉藤課長） 議案第11号 平成16年度厚岸町国民健康保険特別会計補正予

算（５回目）の提案理由を説明させていただきます。

平成16年度厚岸町の国民健康保険特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算の補正であります。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,244万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ16億7,161万円とする。

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

入歳出の金額は 「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。、

次のページをごらんください。

、第１表、歳入歳出補正でありますが、歳入では８款９項、歳出では５款12項にわたり

それぞれ8,244万4,000円の増額補正であります。

事項別により説明をいたします。６ページ、お開きください。

歳入であります。

１款国民健康保険税、１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税466万7,

000円の減、２目退職被保険者等国民健康保険税434万4,000円の増で、この科目につい

ては国保税の調定額をもって予算化しており、これら収入が見込めない場合は繰上充用

をしなければならない状況であります。

２款分担金及び負担金、２項負担金、１目保健事業費負担金１万5,000円の増、がん

検診負担金であります。

３款国庫支出金、１項国庫負担金、２目療養給付費等負担金1,839万5,000円の増、２
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項国庫補助金、１目財政調整交付金4,157万5,000円の増、４款療養給付費等交付金、１項

１目療養給付費等交付金1,760万6,000円の増、医療給付費の増と経営健全化のための経費

のための財政調整の増を見込むものであります。

５款道支出金、１項道補助金、１目財政健全化対策費道補助金102万2,000円の減で、

平成15年度実績の２分の１の額を見込むものであり、平成17年度には廃止されます。

７款共同事業交付金、１項１目共同事業交付金787万8,000円の減で、平成16年度見込

みによるものであります。

８款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金1,544万4,000円の増で、国民

健康保険への繰り出し基準のほか、国保税収納対策として６％分を計上するものであり

ます。

10款諸収入、２項雑入、１目一般被保険者第三者納付金164万6,000円の減、２目退職

被保険者等第三者納付金１万円の増、３目一般被保険者返納金68万4,000円の減、４目

退職被保険者等返納金45万4,000円の増、それぞれ記載のとおりであります。

５目雑入49万8,000円の増でありますが、昭和39年から昭和40年に診療報酬出資の払

戻金でありまして、事業の中止によるものであります。

以上で歳入を終わります。

次のページをお開きください。

続いて、歳出です。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費62万6,000円の減、２項徴税費、１目

賦課徴収費６万7,000円の減、３項運営協議会費、１目運営協議会費16万円の減、次ペ

ージ、５項特別対策事業費、１目特別対策事業費４万9,000円の増、それぞれ説明欄記

載のとおりの計数整理であります。

２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費5,967万7,000円の増、

２目退職被保険者等療養給付費2,257万3,000円の増、３目一般被保険者療養費28万6,00

0円の増、４目退職被保険者等療養費３万円の増、それぞれ医療費の増によるものであ

ります。

次のページをお開きください。

５目審査支払手数料４万1,000円の減、２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養

費156万6,000円の減、２目退職被保険者等高額療養費102万円の減、３項移送費、１目

一般被保険者移送費9,000円の減、２目退職被保険者等移送費4,000円の減、４項出産育

児諸費、１目出産育児一時金300万円の増、次ページでございます。５項葬祭諸費、１

目葬祭費14万円の増、５款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金、１目高額医療費拠出

金115万円の増、６款保健事業費、１項保健事業費、１目保健衛生普及費62万7,000円の

、減、７款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目一般被保険者保険税還付金25万円の減

２目退職被保険者等保険税還付金９万1,000円の減、それぞれ説明欄記載のとおりの計

数整理であります。

以上をもちまして議案第11号の説明を終わります。

続いて、議案第12号であります。

議案第12号 平成16年度厚岸町簡易水道事業特別会計補正予算（３回目）の提案理由

を説明させていただきます。
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平成16年度厚岸町の簡易水道事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算の補正であります。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ88万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ3,709万円とする。

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

入歳出予算の金額は 「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。、

次のページをごらんください。

第１表、歳入歳出予算補正でありますが、歳入では３款４項、歳出では２款２項にわ

たり、それぞれ88万4,000円の増額補正であります。

事項別により説明をいたします。４ページをお開きください。

歳入であります。

１款分担金及び負担金、１項分担金、１目水道費分担金２万7,000円の減、２款使用

料及び手数料、１項使用料、１目水道使用料13万2,000円の増、２項手数料、１目水道

手数料３万4,000円の減、それぞれ説明欄記載のとおりであります。

５款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金81万3,000円を増額いたしま

して、2,696万8,000円とするものであります。

以上で歳入の説明を終わります。

次のページをお開きください。

続いて、歳出です。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費13万5,000円の減、説明欄記載のとお

りの計数整理であります。

、２款水道費、１項水道事業費、１目水道事業費101万9,000円の増、主に水道事業一般

小島簡易水道漏水による受水費120万9,000円の増であります。

以上をもちまして議案第12号の説明を終わります。

続いて、議案第13号であります。

議案第13号 平成16年度厚岸町老人保健特別会計補正予算（３回目）の提案理由を説

明させていただきます。

平成16年度厚岸町の老人保健特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算の補正であります。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,

155万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億1,892万8,000円と

する。

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

入歳出の金額は 「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。、

次のページをごらんください。

第１表でございます。

歳入歳出予算の補正でありますが、歳入では５款５項、歳出では２款２項にわたり、

7,155万1,000円の増額補正であります。

事項別により説明を申し上げます。４ページをお開きください。

歳入であります。

１款支払基金交付金、１項支払基金交付金、１目医療費交付金4,185万1,000円の増、
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２目審査支払手数料交付金２万9,000円の増、２款国庫支出金、１項国庫負担金、２目医

療費負担金496万9,000円の増、３款道支出金、１項道負担金、２目医療費負担金155万2,

000円の増、それぞれ医療費見込みの増によるものであります。

４款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金2,314万9,000円を増額し、9,

131万1,000とするものであります。

５款諸収入、１項雑入、２目返納金1,000円の増です。

以上で歳入の説明を終わり、次のページ、お開きください。

続いて、歳出です。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費５万 2,000円の減、説明欄記載のとお

り。

２款医療諸費、１項医療諸費、１目医療給付費7,160万3,000円の増、老人医療費の増

を見込むものであります。

３目審査支払手数料は、財源内訳補正であります。

以上をもちまして議案第13号の説明を終わります。

続いて、議案第14号であります。

議案第14号 平成16年度厚岸町下水道事業特別会計補正予算（２回目）の提案理由を

説明させていただきます。

平成16年度厚岸町の下水道事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出の補正であります。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ282万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ６億3,621万7,000円とする。

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

入歳出予算の金額は 「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。、

次のページをごらんください。

第１表、歳入歳出予算補正でありますが、歳入では２款２項、歳出では１款２項にわ

たり、それぞれ282万3,000円の減額補正であります。

事項別により説明をいたします。６ページをお開きください。

歳入であります。

５款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金192万3,000円を減額し、２億

8,213万1,000円とするものであります。

７款町債、１項町債、１目下水道債90万円の減、事業費確定によるものであります。

以上で歳入の説明を終わります。

次のページをお開きください。

続いて、歳出です。

１款下水道費、１項下水道管理費、１目一般管理費４万3,000円の減、２目管渠管理

費24万1,000円の減、３目処理場管理費58万9,000円の減、次ページ、４目普及促進費78

万9,000円の減、それぞれ説明欄記載のとおりの計数整理であります。

２項下水道事業費、１目公共下水道事業費116万1,000円の減、事業費確定によるもの

であります。

以上で歳出の説明を終わります。
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１ページにお戻り願います。

第１条を終わり、第２条でございます。

第２条、債務負担行為の補正であります。債務負担行為の廃止・追加は 「第２章、

債務負担行為」によるものでございます。

３ページをお開きください。

第２表、債務負担行為であります。

初めに、廃止です。この内容につきましては、昨年の12月定例会で、奔渡町湖岸道路

汚水管工事を国との協議の中で債務負担の設定を行いましたが、再度、平成17年度予算

協議において新年度での配分となったため、公共下水道事業に関する債務負担の廃止を

するものであります。

次に、変更です。水洗化等改造工事資金利子補給に関する債務負担、限度額を２万6,

000円に変更するものであります。

下段に調書がございますので、ご参照願います。

再び１ページにお戻り願います。

第２条を終わり、第３条でございますが、第３条、地方債の補正であります。地方債

の変更は 「第３表 地方債補正」によるものでございます。、

４ページ、お開きください。

第３表、地方債補正であります。

変更です。公共下水道事業、限度額を１億3,500万円に変更するものであります。

次に、地方債に関する調書補正であります。

一番下の欄をごらんください。平成15年度末現在高35億7,826万8,000円、今回90万円

を減額し、年度内発行額は１億4,840万円となり、平成16年度末見込額が35億6,116万4,

000円となるものであります。

以上をもちまして議案第14号の説明を終わります。

続いて、議案第15号であります。

議案第15号 平成16年度厚岸町介護保険特別会計補正予算（３回目）の提案理由を説

明させていただきます。

平成16年度厚岸町の介護保険特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算の補正であります。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,

101万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７億2,551万3,000円と

する。

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

歳出予算の金額は 「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。、

次のページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算補正でありますが、歳入では６款10項、歳出では２款４項にわ

たり、それぞれ3,101万9,000円の増額補正であります。

事項別により説明をいたします。４ページをお開きください。

歳入であります。

１款保険税、１項介護保険料、１目第１号被保険者介護保険料198万7,000円の減、徴

収実績を勘案して見込んだものであります。
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２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金282万4,000円の増、２項国庫

補助金、１目財政調整交付金412万1,000円の増、３款支払基金交付金、１項支払基金交付

金、１目介護給付費交付金686万7,000円の増、４款道支出金、１項道負担金、１目介護給

付費負担金177万2,000円の増、２項道補助金、２目介護給付費補助金４万5,000円の減、

それぞれ介護給付の状況に伴う各負担区分によるものであります。

３項委託金、１目総務費委託金１万3,000円の増、介護状態等審査判定委託金であり

ます。

６款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金364万1,000円を増額し、１億

524万2,000円とするものであり、町の負担区分の計上です。

２項基金繰入金、１目介護給付費準備基金繰入金1,569万4,000円の増で、保険給付費

に充当する介護保険料で不足する部分の繰り入れであります。

２目介護保険準備基金繰入金の名称でございますけれども、１目への名称の変更によ

る減額でございます。

８款諸収入、２項雑入、３目雑入10万6,000円の減、認定審査会共同設置に伴う浜中

町からの負担金であります。

４目介護サービス事業者返納金５万8,000円の増であります。

以上で歳入の説明を終わります。

次のページをお開きください。

続いて、歳出です。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費20万4,000円の減、３項介護認定審査

会費、１目介護認定審査会費23万円の減、２目認定調査等費７万7,000円の増、それぞ

れ説明欄記載のとおりの計数整理であります。

２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス給付費1,949万1,0

00円の増、２目施設介護サービス給付費1,008万円の増、次ページ、３目居宅介護福祉

用具購入費、４目居宅介護住宅改修費は、財源内訳補正であります。

５目居宅介護サービス計画費152万3,000円の増、６目審査支払手数料１万9,000円の

増、２項高額介護サービス費、１目高額介護サービス費26万3,000円の増、それぞれ居

宅・施設サービス利用者の増による給付等の増額であります。

以上をもちまして議案第15号の説明を終わります。

続いて、議案第16号であります。

議案第16号 平成16年度厚岸町介護サービス事業特別会計補正予算（２回目）の提案

利用を説明させていただきます。

。平成16年度厚岸町の介護サービス事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる

第１条、歳入歳出予算の補正であります。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ476万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ３億1,333万円とする。

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

入歳出予算の金額は 「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。、

次のページをごらんください。

第１表、歳入歳出予算補正でありますが、歳入では３款５項、歳出では１款２項にわ
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たり、それぞれ476万5,000円の減額補正であります。

事項別により説明をいたします。４ページをお開きください。

歳入であります。

１款サービス収入、１項介護給付費収入、１目居宅介護サービス費収入、１節通所介

護費収入307万8,000円の増、デイサービスセンター利用者の増であります。３節短期入

所生活介護費収入124万6,000円の増、特老、ショートステイ利用者の増であります。４

節居宅介護計画サービス費収入23万4,000円の増、５節介護認定基本調査収入５万7,000

円の増、町の事業所で行っている介護計画及び調査の収入であります。

２目施設介護サービス費収入64万9,000円の増、特別養護老人ホーム入居者収入の増

であります。

３項自己負担金収入、１目自己負担金収入50万 4,000円の増、記載のとおりであり

ます。

４項身体障害者居宅支援収入、１目デイサービス身体障害者居宅支援収入10万5,000

円の減、利用者の減であります。

８款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金967万3,000円を減額し、4,84

8万7,000円として収支の均衡を図るものであります。

９款諸収入、１項雑入、１目雑入75万5,000円の減、説明欄記載のとおりの増減であ

ります。

以上で歳入の説明を終わります。

次のページをお開きください。

続いて、歳出です。

１款サービス事業費、１項居宅サービス事業費、１目居宅支援サービス事業費27万5,

000円の減、２目通所介護サービス事業費155万7,000円の減、次ページ、３目訪問入浴

介護サービス事業費33万2,000円の減、次ページでございます。４目短期入所生活介護

サービス事業費７万円の減、５目デイサービス身体障害者居宅支援事業費５万1,000円

の減、２項施設サービス事業費、１目施設介護サービス事業費248万円の減、それぞれ

説明欄記載のとおり業務執行に伴う計数整理であります。

以上で議案第10号から議案第16号まで、大変雑駁な説明ではございましたが、種々ご

審議の上ご承認を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。

●議長（稲井議員） 水道課長。

●水道課長（松澤課長） ただいま上程いただきました議案第17号 平成16年度厚岸町水

道事業会計補正予算（４回目）の内容についてご説明申し上げます。

１ページをお開きください。

第２条、業務の予定量の補正でございますが、給水戸数につきましては41戸の減で、

5,036戸とするものでございます。年間総配水量につきましては、２万1,269立方メー

トルの増で、151万4,562立方メートルとするものでございます。１日平均給水量につき

ましては、58立方メートルの増で、4,149立方メートルとするものでございます。

主な建設改良事業でございますが、配水管布設替等事業では651万5,000円を減額し、
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4,349万1,000円とするものでございます。浄水配水設備事業では213万8,000円を減額し、

7,608万3,000円とするものでございます。

第３条、収益的収入及び支出の補正でございます。

収入では、１款水道事業収益、１項営業収益では478万円を増額し、２億5,783万6,00

0円とするものでございます。

２項営業外収益では、４万4,000円を増額し、６万2,000円とするものでございます。

支出では、１款水道事業費用、１項営業費用では40万8,000円を増額し、１億9,998万

円とするものでございます。

２項営業外費用では57万3,000円を増額し、4,557万5,000円とするものでございます。

予算第３条の収入及び支出については、６ページの補正予算説明書により説明申し上

げたいと思います。６ページをお開きください。

収益的収入でございますが、１款１項１目では489万円の増で、説明欄記載のとおり、

団体用、工業用、尾幌簡易水道などで合わせて537万9,000円の増となりますが、小島簡

。水、尾幌農水などで48万9,000円の減となり、差し引きで489万円の増額補正となります

２目では11万円の減で、給水装置工事の設計審査及び工事検査手数料を70件としてお

りましたけれども、13件の減による減額補正でございます。

２項２目では４万4,000円の増で、貸付金利息の増でございます。

次に、収益的支出でございますが、１款１項１目では72万5,000円の減で、主なもの

は20節の動力費で、配水量が伸びたことによる浄水場等の電気料54万6,000円の増、21

節の薬品費では薬品の使用数量の減による124万1,000円の減でございますけれども、そ

のほかについては説明欄記載のとおりでございます。

７ページをお開きください。

２目では144万9,000円の増で、主なものは19節の修繕費で、１月に入ってから配水管

の大きな漏水修理が発生したことによる135万4,000円の増、公用車車検・修理ほかで13

万7,000円の増、そのほかについては説明欄記載のとおり計数の整理でございます。

４目では122万7,000円の減で、主なものは、３節の手当で超過勤務手当が80万6,000

円の減、14節の広報費では「水道あつけし」の印刷について庁舎内印刷機による印刷を

したことによる15万5,000円の減、その他については説明欄記載のとおり計数の整理と

なっております。

５目では77万9,000円の増で、説明欄記載のとおり、事業費の確定によるものでござ

います。

６目では13万2,000円の増で、説明欄記載のとおり、昭和63年度購入の車両を廃棄処

分したことによる固定資産除却費の増額でございます。

２項３目では57万3,000円の増で、仕入れ控除税額の減に伴う納税額の増額補正予算

でございます。

１ページにお戻り願います。

第４条資本的収入及び支出の補正でございます。

収入では、１款資本的収入、１項企業債では810万円を減額し、１億330万円とするも

のです。

４項他会計補助金では７万9,000円を増額し、98万7,000円とするものです。
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６項補償金では165万6,000円を減額し、1,260万6,000円とするものです。

２ページをお開きください。

支出では、１款資本的支出、１項建設改良費では875万円を減額し、１億4,246万1,00

0円とするものです。

予算第４条の収入及び支出については、６ページからの補正予算説明書により説明い

たします。８ページをお開きください。

資本的収入でございますが、１款１項１目では810万円の減ですが、説明欄記載のと

おり、事業費の確定によります企業債の減額補正でございます。

４項１目では７万9,000円の増ですが、説明欄記載のとおり、住の江町国道44号線沿

い配水管布設替工事に伴います消火栓の設置に係る事業費の確定による一般会計からの

補助金の増額補正でございます。

６項１目では165万6,000円の減ですが、説明欄記載の床潭末広間道路水道管移設工事

その１及びその２工事の事業費の確定による北海道からの補償金の減額補正でございま

す。

９ページをお開きください。

資本的支出でございます。

１款１項１目では865万3,000円の減で、建設改良に伴う事業費の確定による減額補正

でございます。説明欄記載のとおりでございます。

２目では９万7,000円の減で、内容については計数整理となっております。

１ページにお戻り願います。

第４条の括弧書きでございます。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額6,92

8万5,000円は、過年度分損益勘定留保資金2,076万7,000円、当年度分損益勘定留保資金

4,173万4,000円及び当年度分諸費税及び地方消費税資本的収支調整額678万4,000円で補

填するものでございます。

２ページをお開きください。

第５条、企業債の補正でございます。配水管布設替等事業費といたしまして、810万

円を減額し、１億330万円とする内容でございます。起債の方法、利率、償還について

は、変更ございません。

第６条，議会の議決を経なければ流用することのできない経費でございます。職員給

与費で80万6,000円を減額し、4,714万9,000円とするものです。公債費については、増

減はございません。

第７条、他会計からの補助金でございます。消火栓設置に伴う配水管布設替工事補助

として７万9,000円を増額し、98万7,000円とするものでございます。

第８条、棚卸資産の購入限度額でございます。購入限度額を130万4,000円減額し、1,

193万8,000円とするものです。

以上が平成16年度厚岸町水道事業会計補正予算（４回目）の内容でございますが、３

ページから４ページが実施計画、５ページが資金計画、10ページから11ページが貸借対

照表でございますが、説明を省略させていただきます。

大変簡単な説明でございますが、ご審議をいただきご承認を賜りますよう、よろしく

お願い申し上げます。
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●議長（稲井議員） 病院事務長。

●病院事務長（古川事務長） 上程いただきました議案第18号 平成16年度厚岸町病院事

業会計補正予算の提案についてご説明申し上げます。

１ページをごらん願います。

第２条、業務の予定量であります。

年間患者数でありますが、入院患者は9,849人減で２万4,881人の計上、外来患者は２

万4,437人減で５万2,732人、合計７万7,613人の計上であります。なお、１日平均患者

数につきましては記載のとおりでありますので、説明は省略させていただきます。

第３条、収益的収入及び支出につきましては、９ページから13ページの補正予算説明

書によりご説明いたします。

９ページをお開き願います。

収益的収入でありますが、１款病院事業収益、１項医業収益、１目入院収益で１億9,

341万8,000円の減、入院患者の減であります。

２目外来収益で１億762万8,000円の減、外来患者の減であります。

３目その他医業収益では1,029万5,000円の減、これは１節室料差額収益で444万円の

増、２節公衆衛生活動収益1,419万9,000円の減、３節その他医業収益53万6,000円の減

であります。

２項医業外収益では70万円の減、これは１目受取利息及び配当金で4,000円の減、２

目患者外給食収益で54万4,000円の減、３目その他医業外収益で15万2,000円の減、内容

につきましては節説明欄のとおりでありますので、説明は省略させていただきます。

10ページをお開き願います。

収益的支出に入ります。

１款病院事業費用では7,546万1,000円の増、１項医業費用では7,370万2,000円の増、

これは１目給与費、１節給料、２節職員手当等はいずれも減額補正であり、職員数確定

等による計数整理であります。３節法定福利費では、退職手当組合負担金2,565万7,000

円の増、３年分の退職者に係る精算分の増額が主な内容であります。４節賃金では971

万1,000円の増、臨時出張医等の賃金であります。５節報酬では131万6,000円の減、顧

問医報酬120万円の減が主な内容であります。

11ページをごらん願います。

２目材料費では767万9,000円の減、内容につきましては節説明欄のとおりであります

ので、説明は省略させていただきます。

３目経費では361万6,000円の増でありますが、主な増額の内容についてのみご説明い

。たします。なお、減額補正につきましては、予算執行確定等に伴う計数整理であります

５節光熱水費では219万8,000円の増、下水道使用料の増であります。

12ページをお開き願います。

12節修繕費では407万2,000円の増、主に医療機械の修繕費の増であります。

４目減価償却費では8,000万1,000円の増、機械、備品、建物、構築物、車両に係る本

年度分の減価償却費の計上であります。
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５目資産減耗費では９万1,000円の増、固定資産除却費であります。

13ページをごらん願います。

２項医業外費用では175万9,000円の増、これは１目支払利息及び企業債取扱諸費で13

3万9,000円の増、主に２節一時借入金利息の増であります。

２目医療技術員確保対策費では93万円の減で、地域医療支援事業により市立釧路病院

からの医師派遣を予定していた負担金の減であります。

３目雑損費では135万円の増、貯蔵品仮払消費税の増であります。

議案２ページにお戻り願います。

第４条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費であります。職員給与

費では232万7,000円を減額し、８億9,724万8,000円の計上であります。

なお、３ページは補正予算実施計画、４ページは資金計画、５ページから８ページま

では給与費明細でありますが、内容につきましては記載のとおりでありますので、説明

、は省略させていただきます。また、14ページ、15ページは予定貸借対照表でありますが

内容につきましては記載のとおりでありますので、説明は省略させていただきます。

以上、大変簡単な説明でありますが、議案第18号 平成16年度厚岸町病院事業会計補

正予算の提案理由の説明を終わらせていただきます。ご審議の上ご承認賜りますようお

願い申し上げます。

●議長（稲井議員） 本９件の審査方法についてお諮りいたします。

本９件の審査方法については、議長を除く16人の委員をもって構成する平成16年度各

会計補正予算審査特別委員会を設置し、これに付託し、会期中に審査したいと思います

が、これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（稲井議員） ご異議なしと認めます。

よって、本９件の審査方法については、議長を除く16人の委員をもって構成する平成

16年度各会計補正予算審査特別委員会を設置し、これに付託し、会期中に審査すること

に決定しました。

●議長（稲井議員） 本会議を休憩します。

午前10時42分休憩

午前10時45分再開

●議長（稲井議員） 本会議を再開いたします。

●議長（稲井議員） 日程第３、これより一般質問を行います。

質問は、通告順によって行っていただきます。
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初めに、13番、菊池議員の一般質問を行います。

13番、菊池議員。

●菊池議員 おはようございます。

第１回の定例会に当たりまして、一般質問通告いたしました第１回目の質問を行いま

す。

私は、２項目、３点について質問いたします。

初めに、若狭町政次期続投意向についてお伺いいたします。

今年の７月に任期満了となります若狭厚岸町長の次期続投意向について、町民の重要

な関心事でもあり、我が町のかじ取りとして間もなく１期目を終了するに当たり、今年

６月予定の町長選挙の正式な出馬意思につきましてお伺いいたします。

また、１期の場合、次期続投する場合の抱負について概要をお示しください。

次に、町村合併についてお伺いいたします。

これまた町民の関心事であります町村合併問題についてお伺いしますが、厚岸町はこ

、のままの自立姿勢でいくのか、政府の進める「平成の大合併」に参画しようとするのか

それとも広域連合でいこうと考えるのか、どの選択を行おうとしているのか、お伺いい

たします。

以上で第１回目の質問を終わります。

●議長（稲井議員） 町長。

●町長（若狹町長） 13番、菊池議員のご質問にお答えをいたします。

まず、町政執行における私の次期続投意向についてのお尋ねでありますが、私は平成

13年６月の町長選挙において、町民の皆様から温かいご支援を賜り、初当選をし、町長

に就任させていただきました。

。本年７月12日が４年間の任期満了日であり、一つの節目を迎えるところとなりました

この間、町議会議員各位や町民の皆様の温かいご協力により、着実に町政を進めること

ができましたことに心から感謝を申し上げます。

私の次期町長選挙出馬の意向につきましては、昨年12月の町議会第４回定例会時にお

いて、16番、竹田議員からの一般質問でお尋ねがあったところでありますが、当時は現

任期をしっかりと務め上げるため、全精力を注ぎ込むことが当面の責務であるとの考え

を示して、これまで厳しい財政環境を踏まえた上での行政改革に、そして新年度予算の

編成に取り組んでまいったところであります。

今日、残すところの町長任期があと４カ月を数えるに至り、先般、私の後援会から２

選に向けての出馬要請もあったところであります。

私自身、この１期目の就任期間を振り返りますとき、国の構造改革や地方分権の推進

により、地方にとって大変厳しい時代に携わった４年間の町政運営を貴い経験とし、引

き続き町長として２期目を担当し、さらに意欲を持ってこれからのまちづくりのかじ取

りをいたしたいとの決意をさせていただきます。皆様のご理解をよろしくお願い申し上

げます。
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２期目に向かっての抱負のお尋ねについてでありますが、これからの厚岸町が目指す方

向や、町政に臨む基本姿勢については、本議会定例会の初日に平成17年度町政執行方針の

中でお示ししたとおりでありますが、町民の幸せを希求し、我が厚岸町がさらに活力に満

ちあふれ、町民だれもが「厚岸町民でよかった」と心から思えるまちづくりをいかに実現

していくかが町長の責務と考えております。

地方自治体を取り巻く厳しい情勢は、重要課題が山積しており、さらに厳しく困難な

、時代となりますが、住民と行政がしっかり連携した協働のまちづくりをさらに発展させ

町民本位、町民自治のまちづくりを進めることが大切と考えております。

私は、自立力を強化した基礎自治体として、厚岸町がこれから生きていくためのしっ

。かりとしたかじ取りを行い、そのための施策の実施に全身全霊を傾ける所存であります

議員各位並びに町長皆様の一層のご支援とご指導を重ねてお願いを申し上げます。

次に、市町村合併について、自立、合併、広域連合、どの施行方法を選択しようと考

えているかとのご質問でありますが、これまでの議会でも市町村合併については答弁を

しておりますが、昨年の「広報あっけし」10月号紙上に掲載したとおり、今後、厚岸町

としては大変厳しい行財政環境下において、当分の間は自立したまちづくりを進めてい

かなければならないと考えています。

平成17年度予算においてもおわかりのように、行財政改革による財政基盤の確立を

、重点として取り組みを行い、自立したまちづくりを志向しております。したがいまして

現段階では、相手の伴う合併や広域連合をあらかじめ選択する方向にはありませんこと

をご理解願いたいと存じます。

しかし、将来的には、地方分権時代における国と地方の関係を十分に見極め、さらに

は国が進める三位一体の改革の具体的取り組みに注視をしなければならず、厚岸町とい

たしましては、人口は減少し、さらなる少子高齢化が進行する中で、地方自治体の権限

や事務がますます増大することが予想され、基礎自治体の使命と責任を果たしていくた

めにはどうあるべきかという調査研究は今後も継続して行い、その中から選択肢を見出

していきたいと考えています。

以上でございます。

●議長（稲井議員） 13番。

●菊池議員 ただいまは若狭町長より、ふるさと厚岸町を思う熱い心、つまり愛郷無限と

。いいますか、情熱のこもった立起、続投の意欲、しかと受けとめさせていただきました

若狭町長におかれましては、ご健康に留意され、次期体制へ向けてご研さん、ご奮闘

。くださいますよう祈念するところでございます。次期続投意向についてはわかりました

２回目の質問を４点ほど質問いたします。

さて、合併問題に関しましては、今日まで議会議論並びに４町、また３町の研究会な

、ど、いろいろ論議してまいりました。しかし、私は、この辺でちゅうちょすることなく

国の方針に沿って合併へ向かって進行すべき、あるいはすべきだったと考えますが、い

かがでしょうか。

町政執行方針では、一つに合併が求められる背景、２つ目に合併新法内容の見極め、
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３つ目に周辺市町村の動向、４つ目に町民や議会の皆さんと気持ちを一つにしてと述べて

おりますけれども、どちらかというと待ちの姿勢であります。賛否両論ある中で、こうで

あると決断力と指導力を発揮するのが町長だと思います。

４町、３町については、合併を前提としない数値の出し合い、議会においては特別委

員会において議論などしてまいりました。まさに近隣の町と合併をし、合併特例法を

終的に我が厚岸町が利用させていくべきという道を選ぶのはどうでしょうか。

地方交付税は10年間合併前までの水準、いわゆる40億円台も維持できるということで

ありますし、合併準備金補助金500万円以上、１町村500万円、相手があって500万円ず

、つふえる。も支援され、特別交付税についても３年間は現在までの水準を維持できるし

そのほか合併推進債の適用を受けることができるなどの当面合併の方向の場合の条件を

検討すれば、利点が多いと判断いたします。

近では、予算ベースで14年度地方交付税43億4,000万円、15年度38億8,000万円、15

年度36億6,000万円、17年度34億8,000万円、このように年度ごとに減らされてきており

ますが、14年度と比較するとマイナス８億6,000万円、特別交付税と合わせると実に10

億円以上の減となるわけでございます。減額の一方であります。

今、事実上、国は三位一体の改革で地方への交付税や補助金の見直しを図っているの

が現状であります。そのために、各自治体が予算の計画が立たない、または立てられな

い難しい状況にあります。

それで、我が町厚岸町は、さきの定例議会において、やむなく町職員の給与10％の削

減、特別職の15％削減、議員の10％から16％など、さらには国保税、各種手数料の値上

げによる住民負担増と、そして歳入調整、歳出調整が続いております。もうこれ以上の

。町民負担増には耐えられないというのが現状の実態であると思います。このことが一つ

次に、合併特例法は2005年３月末で期限切れとなりますが、経過措置として３月末ま

でに町が北海道知事に申請し、2006年、来年の３月までに合併すれば適用されるわけで

あります。

合併問題に関してはいろいろと議論を重ねてまいりました。また、総務省の事務官の

。説明、研修会にも参加し、勉強もしてまいりました。町長も一緒に勉強しましたですね

今、町民の中にも合併賛成論の方も出ております。自立、合併、広域連合の３方法

のうち、合併については時間的にぎりぎりなので、間に合うのかどうか厳しいところで

ありますが、考えを早期にまとめてお示しいただきたいと思います。このことが２つ。

また、相手があるということで時間を置いているようですが、積極的なラブコールと

、相手に対しての説得力並びに若狭町長のリーダーシップに期待するところでありますが

将来を見据えたその辺の現在の考え方についてお示しいただきたいと思います。これが

３つ目。

そこで、４つ目に、町長は合併について、今日まで近隣相手町村にどれだけの回数を

打診、交渉、相談をしてきたのか。

以上、４点についてお答えいただきたいと思います。

●議長（稲井議員） 町長。
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●町長（若狹町長） お答えをさせていただきます。

その前に、私の次期町長選挙の決意に対しての大変温かい激励をいただき、その温か

い気持ちを常に忘れることなく、町民の代弁者として、さらに町政の発展に歩んでまい

りたい、そのように考えます。ただいまのありがたい言葉に対し、心から感謝を申し上

げます。

さて、合併問題でありますが、まず１点目であります。町長の姿勢が大事であると、

町長の姿勢を示すべきであるということであります。

市町村合併は、将来のそれぞれの町の存亡がかかる極めて重要な案件であると認識を

いたしております。その中で、私は、将来の財政基盤はどうあるべきかという、今日を

考えて将来を見据えた決断をしなければならない、私も当然のことと考えるわけであり

ます。

そういう意味において、私も、今日の行財政厳しい中で、合併問題は避けては通れな

い問題であるということで、町長としては積極的に、町民への情報公開も含めて、真剣

に取り組んできたわけであります。さらにはまた、町議会のおいても、合併の特別委員

会が設置をされ、議会、行政ともども合併についての研究・調査を進めておるわけであ

ります。

しかしながら、相手があることであります。私といたしましては、ご承知のとおり、

すべてのこれからの答弁にも関係するわけでありますが、まず釧路管内１市９町村の中

で、既にご承知のとおり、釧路市を中心とする４町の協議が以前始まりました。我々と

いたしましては、浜中町、厚岸町、標茶町、弟子屈町を踏まえて、それぞれ首長協議の

中で合併に向かっての研究・調査をしようということで、４町の合併問題協議会が発足

をいたしました。しかしながら、途中にして標茶町が自立をするということで、３町の

中で合併問題を研究・調査をさせていただいたわけであります。

、その後、ご承知のとおり、弟子屈町においては、標茶町の飛び地になるということで

合併の意思が消極的になりました。また、浜中町も同様な姿になってしまったわけであ

ります。

そういう経緯を踏まえて、当初、私といたしましては、やはり合併をするならば合併

特例法の期限内で合併すべきであるという考えでおりました。すなわち、平成17年度の

３月31日まで、その意思を確認をいたしたいという中での進め方をしてきたわけであり

ます。しかし、近隣町村においてはそのような姿になり、ご承知のとおり、特別委員会

でも私の意思表示をいたしましたけれども、合併特例法の期限切れまでの合併は断念を

しなければならないという意思表示をさせていただいたわけであります。

しかし、先般の執行方針で述べましたけれども、私といたしましては、依然として今

日の財政基盤強化のためには、合併問題は避けては通れない問題であろうというふうに

考えております。

そういう中で、平成17年４月１日から発足いたします５年間の新法の期限内で、さら

に合併等の問題を調査・研究し、町民に情報公開をしながら、町民とともども合併問題

はどうあるべきか、厚岸町として考えていかなければならないのでなかなろうか、かよ

うに考えておるわけでございます。
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●議長（稲井議員） 13番。

●菊池議員 ただいま町長より、経過を含めてご説明をいただきましたけれども、財政を

考えた場合、財政上の優遇措置は先ほど述べた2006年３月までに合併する機会を逃した

ら、現段階では合併特例法の利用について特例法の価値観がトーンダウン、つまり無に

してしまうことになるから私は先ほど言ったわけであります。なぜならば、現行法を引

き継ぐ新合併特例法が2005年４月にスタートするわけでありますけれども、これには財

政上の優遇措置がほとんどないからであります。つまり、この機会を逃すべきではない

ということから、私は意見を述べて見ました。

合併特例法のよい点の主なるものを抜粋してみました。６点ほどございました。たく

さんありましたけれども。第１条の「趣旨」には、合併市町村の建設に資する。国は積

極的に支援する、助けるということです。第11条には、地方交付税の額の算定の特例、

合併年とその後10年間前水準を維持する。その後も、５年間は段階的に減額はするが、

なだらかに減額していくと。地方債の特例、これも合併年とその後10年間地方債を充当

できるし、元利償還金の一部は基準財政需要額に算入してくれると。第13条には、災害

があった場合、災害復旧支援は優先して国庫負担で支援してくれると。第14条には、流

域下水道支援、下水道の支援をがっちりしてくれると。第16には国と道の支援、これは

第１条と同じく、国も北海道も積極的に支援すると。過疎地域自立促進特別措置法の特

例を受けることができる。

このほか、多くの特典がある合併特例法を逃しちゃいけないと考えたわけでございま

す。現状況では、わざわざ財政上の苦労の道を歩んでいるようにしか思えないと感ずる

のですが、いかがでしょうか。

私は、現況のこの先の財政を考えるとき、今歩む道は合併の道ではないかと思うので

あります。それには多少のリスクは負わなければならない場合もあるでしょう。我が厚

岸町はこの先を見据えるとき、何とてしても時代の流れに沿って歩まなければならない

のではないかという場合と自立で現状のままでいくのかの境目であり、その岐路の判断

をどうするのかの選択の時期であります。

今般、北海道の高橋知事は、今定例道議会におきまして、合併協の設置勧告も考えて

いると明言されました。北海道としても、今までは各市町村の自主性を尊重して慎重に

対処してきたようでありますが、この勧告権を知事が公言されましたことは、道が各自

治体の合併について推進していく道へと積極的な方針を示し始めた一面と言えるのでは

ないかと考えます。

自主自立の財政基盤の確立につきましては、平成16年３月の第２次厚岸町財政運営方

針の中でいろいろと記されてはおりますけれども、１の「序文 、２の「財政の現状と」

課題 、どちらを見ても、小泉内閣の三位一体の改革による地方交付税と各種補助金の」

見直し及び国の地方への税源の移譲が先送りされているなどの批判を含めたつぶやきに

似た言葉で表現されています。そして、課題の中に 「このままで推移すると、公債費、

比率、地方債制限比率、経常収支比率が上昇し、当然財政収支もさらに悪化することは

明らかである」と述べているにもかかわらず、総務省の推進する合併問題を先送りして

きた、かじ取り役としての町長の言う「時代に沿った行政運営」を推進していくという
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。方針と逆行しているのではないかと判断せざるを得ないと感じるが、いかがでしょうか

先ほどは、もう時間的に遅きに失すると言われるような感じもある発言もありました

けれども、三位一体の改革は３年も４年も前に出てきていたと思います。平成12年前ま

では右肩上がりの予算規模で、町の行政運営が支えられてきました。地方交付税と各種

の国庫補助金で支えられてきた厚岸町であります。

このような状況の中に「平成の大合併」が同時進行の形で地方に押し寄せられ、国は

全国3,300の自治体を3,000にしたい。さらに、3,000になった自治体を1,000程度までに

、したいとのねらいがあるとも聞きます。この方針に沿った進み方をした自治体に対して

国の手厚い支援を与えるという特例法であります。

若狭町長は、公言しているように「時代に沿った行政運営」をしておられると言えま

すか、いかがでしょうか。

ちなみに、 近の報道から市町村合併状況について抜粋してみると 「平成の大合、

併」が本格化する前の2002年４月、3,218あった市町村は合併特例法の期限までに、つ

まりこの2005年３月までに2,522、官報告示や市町村議会が議決済みで合併が確定して

いる自治体の再編で、2006年、来年の３月には2,189、そういう見通しも出ております。

さらに、法定合併協議会の話し合いが順調で、調印や議決がほぼ確実なものを含めると

1,959で、2,000以下に再編される見通しであるとも言っています。さらに順調に推移す

れば、1,760の可能性もあるといいます。

北海道の場合は、212市町村が2004年12月、渡島管内の１市４町が合併して新函館市

が誕生したため、208市町村となりました。こういった全国での積極的な合併促進状況

の中、2004年12月定例会での私たちの町議会での町理事者の説明では、厚岸町の平成17

年度財政見通しについて４億5,800万円の財源不足と言い、総体収支は一般会計ベース

で83億円で、人件費の削減、特別職・職員の給与改定で１億7,700万円の財源捻出など

で調整しているのが実は実態であります。

このような状況がいつまでも続くと、町民の負担増加が重なり、町が立ち行かなくな

ってしまうのではないかと思うわけであります。10年後には町の人口が１万人を割ると

いう見通しが出ています。おまけに少子高齢化で、町民の４人に１人、あるいは５人に

１人が65歳以上のお年寄りになるという見通しも出ています。予測もあります。それで

も町長は、合併特例法の道を選ばないのですか。あくまでも自立の道を歩むのですか。

この辺の判断と見通しについて、もう一度お聞かせしていただきたいと思います。

これで３回目の質問を終わります。

●議長（稲井議員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えをさせていただきます。

町長として一番大事なことは、やはりこの21世紀の厚岸町の進路を間違いなく、ここ

に住む厚岸町民が「厚岸町に生まれ育ってよかった。厚岸町はいい町だ 、そういう町」

をつくる責任がございます。

現在、厚岸町に住んでいる方のみならず、私も先般、東京厚岸会の総会においてこう

いうことを申し上げてまいりました。皆様方は厚岸町を離れ、しかしながら常に厚岸町
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、に望郷の念を持ちながら厚岸町の応援団になっていただいている。私は、皆さんが必ず

「あなたの生まれ育った町はどこですか」と聞かれた場合に 「いや、おれは北海道の厚、

岸町出身だ 、そういう誇りと自信を持てる厚岸町にいたしたい。そういうことを申し上」

げてまいりました。私は、なお一層町長の使命と責任、ますます重い気持ちを持って帰っ

てきたわけであります。

このことは、私は町長に就任以来この４年間、その気持ちを忘れることなく町政の推

進をしてきたつもりでおるわけであります。しかし、今日、行財政大変厳しいわけであ

ります。ご指摘がございましたとおり、三位一体の改革の中でまだその方向づけが明確

でない、まことに残念な三位一体改革になっておるわけであります。

しかしながら、私は現段階を認識しながら、それを乗り切るのも町長であります。財

政が厳しいからまちづくりができない、そういうことであってはなりません。家庭にお

いても同様であろうかと思うわけであります。

そういうことで、三位一体の改革は改革として、私は執行方針でも申し上げましたけ

れども、やはり今日は財政危機の脱出であります。厚岸町民の21世紀のまちづくり、町

民一人一人の幸せを考えた今日の基盤を強固なものにしながら、健全財政を維持しなが

ら、町政を推進していかなければならない。そのためには、町民にも申しわけないけれ

ども、どうか町民のご負担も求めなければならない。そういうことで、昨年は公共料金

についてもご理解をいただきました。また、本年度の予算においては、みずから襟を正

し、町民の模範になるべきということで町職員が給与の減額をいたしました。それぞれ

苦しいながらも、お互いに厚岸町のために相携えて頑張っていこう、そういう時代であ

ります。私が掲げております「協働のまちづくり」であるわけであります。

そういう中で、合併問題について、私は何も逃げて通っているわけではありません。

先ほど、２回目の答弁で申し上げたとおりであります。相手があることであります。そ

ういう意味において、新法の中で、また近隣町村といろいろと協議を重ねながら、さら

に住みよい厚岸町、そしてまた近隣町村になるように、お互いの首長として責任ある合

併問題に対する行動をとっていかなければならないでなかろうか、そのように考えてお

りますので、私といたしましては近隣町村とよく連携を図りながら、将来の合併問題、

さらにはまた広域行政はどうあるべきか、協議していかねばならないであろうと思いま

す。

しかしながら、当面は相手がまだ見つかっていないわけであります。そういう面にお

いては、自立の道を間違いなくしっかりと頑張っていかなければならない。そのように

考えておりますので、ご理解をいただきます。それが自立力であります。

●議長（稲井議員） 以上で菊池議員の一般質問を終わります。

次に、６番、佐藤議員の一般質問を行います。

６番、佐藤議員。

●佐藤議員 平成17年第１回定例会に当たりまして、さきにご通告の質問要旨に従い、町

長のお考えをお伺いいたしたいと存じます。

先日、盛大に開催をされました若狭町長の新春恒例会で配布をされました後援会だよ
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りの中で、第１番目に安全・安心なまちづくりを町長みずからの言葉で強調されておりま

した。安全・安心なことは、まさにまちづくりの基本であり、私も一議員として同感でご

ざいます。

一昨年秋の十勝沖地震の記憶も鮮明の中で、昨年11月29日と12月６日に立て続けに起

きた震度５を超える大地震に見舞われ、本年１月18日にも同様の震度を記録したことは

記憶に新しいところでございます。幸いにも大きな被害もなく、軽微なものであり、

特に人命にかかわる被害がなかったことに安堵した一人であります。また、海外におき

ましても、インドネシア・スマトラ島沖大地震による津波の被害は、地震列島の中で特

に道東海岸部に位置する厚岸町は、人ごととは言っていられない惨事でございました。

町長の訴える地震・津波災害への備えを、町民と一体となって取り組もうとする観点

や、この秋から施行されます千島海溝地震防災対策推進特別措置法での指定地域となる

。ことから、私も防災訓練のあり方について一つの提案をさせていただきたいと存じます

前段に、何点かまずお伺いをいたしたいと存じますが、厚岸町でも例年防災訓練が実

施されており、防災無線を通じ町民に周知されております。現状の防災訓練の内容はど

のようなものなのか。また、現状の訓練内容で十分とはいかないまでも、いざ有事に効

果的なものなのかどうか。さらには、現状の防災訓練に問題点があるとすれば、それは

どのようなことなのか、初めにお伺いをいたしたいと存じます。

次に、厚岸町でも一定の防災用品を備蓄されていると思いますが、毛布等の医療を除

く飲・食料品も備蓄されているとすれば、当然人の口に入るわけでありますので、賞味

、期限等があるのではないかと考えられますが、その賞味期限あるいは廃棄処分期限後は

それらはどうされておるのか。また、年次計画等により備蓄・補充しているとすれば、

年間どのくらいの量が廃棄あるいは何らかの処分がなされ、補充されているのか、お伺

いを申し上げたいと思います。

そこで、今後の防災訓練のあり方の一つでありますが、現状の防災訓練も一定の効果

もあり、それも訓練方法の一つと思いますが、防災訓練の目的が常日ごろの防災に対す

る町民への意識啓発と、万一災害が発生した場合の実技訓練とすれば、今後の町の行う

防災訓練内容を工夫し、検討することが必要ではないかと考えております。

その場合、現状の訓練内容とあわせて、今後どのようなことが考えられるのか、 初

にお伺いを申し上げ、１回目の質問とさせていただきます。

●議長（稲井議員） 町長。

●町長（若狹町長） ６番、佐藤議員のご質問にお答えいたします。

厚岸町の行う防災訓練についてのお尋ねですが、まず現状の防災訓練の内容等につい

てお答えをいたします。

厚岸町における住民参加による全町的な防災訓練につきましては、平成７年から毎年

計画して実施してきておりますが、その目的は、地震発生及び津波襲来を想定して、特

に津波から身を守るための住民避難行動を主としたものであります。ご承知のとおり、

訓練時にはサイレンでの訓練開始に始まり、防災無線での避難勧告指示によりまして、

。住民の皆さんに緊急避難場所の指定場所に避難行動をいただいているところであります
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現状の訓練で有事に効果かとのことでありますが、緊急時に備えた避難訓練は、実際に

行動した体験を通じ、身体で覚える必要がありますし、それを忘れないためにも繰り返し

ての住民避難訓練を継続しているところであります。このことにより、少なくとも身近な

緊急避難場所がどこかということは、多くの住民が意識いただいているところであります。

また、事情によって避難場所への訓練参加ができないまでも、訓練実施の事前広報や当日

のサイレンなどを聞いて、自宅などで避難の準備行動をとったり、頭の中でとるべき行動

、をイメージする、あるいは家庭や職場内での地震対策の点検や役割分担を確認するなど

各自の安全対策や防災意識づくりのきっかけにもなっているものと思っております。

問題点があればそれは何かとのことですが、主なものとしては、まず地域格差がある

ものの、全体的に訓練参加者が少なく、参加者も毎年同じ方に限られてきている傾向に

あります。実際の避難では、体験者が多いほど全体的にスムーズな行動がとれると言わ

れており、訓練参加をいかに促すかが課題であります。また、訓練実施の時期や時間帯

が固定化しており、季節、時間帯を問わずに起き得る地震・津波に対応できるのかとの

不安の声を聞こえています。さらには、地域によっては高齢化が全体的に及び、助け合

いが難しい中で、どのような体制をつくれるのかという課題もあります。これは難しい

課題でありますから、さらに地域住民と協働して取り組む必要があると認識しておりま

す。

次に、備蓄用の飲・食料品に関してでありますが、現在、備蓄食品は平成13年に購入

した乾パン9,620食分と水1.5リットル入1,800本を備蓄しておりますが、これらの賞味

、期限は５年で、その期限は平成18年までとなっていますので、この処分につきましては

今年の訓練時において参加者に試食提供することも視野に入れ、適当な利用方法を考え

たいと存じます。なお、今後におきましても、現在と同程度の食料備蓄は必要と考えて

おります。

次に、今後の防災訓練のあり方についてでありますが、佐藤議員が言われるとおり、

この防災訓練は町民防災意識の啓発と有事の際の実技訓練であり、より多くの住民参加

により、その体験からとるべき行動を取得していただき、ふだんからの備えを意識づけ

ていただくものであります。

さきに今後の訓練の課題としてお答えてしていますが、少しでも多くの訓練参加を促

、す方策や、いかなるときの地震・津波にも対応できるような訓練実施の方法等について

地域住民の皆さんと一緒に考えて取り組む必要があると思っています。

これまでに日曜日の早朝や平日の午前11時に行ってきた訓練実施の日時に変化を持た

せることも必要であり、また全町的な訓練のほかに、地域の実情に沿った独自の訓練実

施も効果があると考えています。

いずれにいたしましても、有事の際には地域が一体となり、助け合いながら速やかな

避難行動をとらなければならず、地域において可能な役割分担をみずから定め、訓練で

実施するなどの取り組みが大切でありますし、これからの訓練計画にはさらに自治会と

タイアップしたものが加えられるように努めてまいります。

以上でございます。

●町長（若狹町長） ６番。
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●佐藤議員 災害に対する対策といいますか、これはいろんな事案に対する対策あります

けれども、特に災害対策というのは生命・財産にかかわる基本的な本当に大事なことで

あります。したがいまして、さまざまな機会をとらえまして、各議員の皆さんがこれま

でもたびたびこの防災対策、あるいは津波の緊急避難訓練といいますか、そういうもの

を質問しているのではないかというふうに思います。

先ほども申し上げましたように、厚岸町でも前回12月の議会で町長の行政報告があり

ましたとおり、何か日本じゅうに地震の厚岸町という、何か余りよろしくないイメージ

も浸透したなんていうお話もありましたけれども、事実あるわけでありますから、備え

というものは常日ごろ考えていかなければならない本当に大きな問題ではないかなと思

います。

特に、私も58年生きていますけれども、先般暮れに起こりましたスマトラ島沖の地震

による津波をビデオで繰り返し見ますと、あんな津波を経験したことがないものですか

ら、あの被害地に流れ込む海水といいますか、あれを見ますと、本当に恐ろしさに改め

て自然災害に対する対策の大切さといいますか、常日ごろの我々が災害に対する意識を

きちっと折に触れて持っていかなければならないのではないかなというふうに考えさせ

られたところであります。その意味から、今回こうして防災訓練について質問をさせて

いただいたところであります。

しかし、防災対策といいますか、この問題については、自然災害というのはいつ起こ

るかわからないんですよ。また、起こらないというのも言い切れませんし、起こるとも

また言い切れません。そしてまた、それが起こるとすれば、いつだというのがわからな

いだけに、なかなか防災に対する意識というものは、１年365日いつも頭の中にあると

いうことになかなかいかないんですね。したがって、今、町長か答弁されたように、常

日ごろから継続的にその訓練をしていくと。したがって、継続的に毎年そういう訓練を

しているんだということになるんだろうというふうに思います。私もそう思います。

それで、その訓練といいますか、その対策、訓練等の内容なんですが、答弁書にもあ

りますとおり、一定の時間帯に防災無線を通じまして避難訓練を実施しているわけであ

りますけれども、答弁書のとおり、なかなか参加する人数といいますか、そういう人数

も限られるし、年々減少の傾向にあると。そういう減少の傾向にあるのだけれども、防

災に対する意識というか、そういう大切さというのは町民がないがしろにしているわけ

ではないと思うんです。しかし、そういう方法とか時間帯とか、あるいは私ごとで恐縮

なんですが、私のいる太田南は、歩いて100歩ぐらい行ったところが避難場所なんです

よ。ですから、あえてそこまで行くという必要がないものですから、そういう形で参加

していないことになるんだろうと思いますけれども、しかし、継続的にしていくという

ことだろうと思います。

それで、例えば地震なんかについては、大きな揺れが来ると速やかにといいますか、

建物の中にいた場合には外に出て待機をするとか、避難をするということで、それでお

さまればそれで済むわけですけれども、津波の場合は避難しただけでは済まないんです

ね。津波が町を襲う、あるいは住宅が流される、あるいは被害を受ける。津波が引いた

後に帰ってそこで住めない。そうすると、避難した後に、避難先で例えば一夜を過ごす
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とか、あるいは今回のような新潟の中越地震なんかは、もう数カ月にわたって避難先で生

活をするというような形になります。したがって、地震なんかより、津波なんかは特にそ

ういう対策というか、訓練というか、そういうものが必要でないかなというふうに思うん

ですよ。

それで、先ほど備蓄の食料品についてお聞きしたんですが、相当乾パンあるいは水等

の備蓄をしておりますし、これらも賞味期限があるということでありますから、例えば

特に津波に対する避難の場合、これは時期の問題とか、それから時期の問題というのは

冬はできないとか、災害は冬でも来ますけれども、しかし、訓練とすれば、冬のストー

ブが必要な時期に体育館で一夜を過ごすなんていうわけにいきませんから、あるいは学

校が避難先になっていれば、勉強もあるということになりますけれども。

そういう時期的なものもありますけれども、津波の、せっかく避難訓練をするわけで

すから、何か毎年できないまでも、例えば今回でいきますと、平成18年に備蓄のものが

賞味期限が来ると、来年。そういう節目といいますか、そういう時期に合わせて、例え

ば実際に避難訓練をした、そして例えば避難先で一夜を体験をすると。そういう体験す

ることによって、例えば不自由さとか大変さとかというものが身をもって体験ができる

と。そういうことによって、防災に対する意識というものがもっともっと今まで以上に

高まっていくのでないかなと、そういう気がするものですから、あえて今回こういう質

問をさせていただいて、備蓄の食品についてもお伺いしたところであります。

したがいまして、繰り返しになりますけれども、毎年経費あるいは方法、人員の配置

等々がございますので、毎年できないまでも、そういう時期に合わせて、例えば少なく

とも町長任期の４年間のうちの１回ぐらいは、そういう実体験を踏まえた訓練をすると

いうことも考えてもこれからはいいのではないかな。特に、先ほども申し上げましたと

おり、北海道、東北にかけての千島海溝地震防災対策推進特措法が施行されますし、厚

岸町も従来から津波防災マップもつくっておりますけれども、そんなことで特に津波に

対する対策という中での体験をしながら、日ごろの防災意識を高めていくというような

ことも今後必要ではないのかな。

、特に、ここで答弁されておりますとおり、平成18年度賞味期限が来るものについては

訓練時において参加者に試食提供することも視野に入れと、適当な利用方法ということ

でございますから、そんなときにあわせてやることも考えてはどうかなということで質

問させていただきました。

●議長（稲井議員） 総務課長。

●総務課長（田辺課長） お答え申し上げたいと思います。

これまで行ってきている避難訓練、これにつきましては、ご質問議員、佐藤議員ご理

解いただいているとおりでございまして、いわゆる津波が襲ってきた、この津波からい

かに命を守るために避難するか、いわゆる緊急避難ということで、高台に逃げていただ

くという訓練に終始をしてきてございます。

こうした中で、平成７年から行ってきているわけでございますけれども、先ほど町長

から答弁申し上げているとおり、訓練人口が、参加人口が減ってきている。そうした中
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で、今度は平日での学校参加と、いわゆる児童それから生徒、この参加による訓練に切り

かえて３年ほど経過がしております。

こうした中で、先ほどもう申していますけれども、やはりこういった災害、いつ起き

るかわからない、おっしゃるとおりでございまして、それらのいろいろなケースを考え

ながら想定していくという部分はこれから必要であろう、私どもそういうふうに理解を

いたしております。

それから、ただいま新たな提案という形でいただきましたけれども、この緊急避難の

ほかに、実際に津波が襲ってきた、その後のいわゆる避難生活をするという部分での位

置づけ、指定避難場所という位置づけにしておりますけれども、それぞれの学校である

とか集会所であるとか、こういった公共施設を中心とするところに指定避難場所という

形をとらせていただいて、現実的に被災をした場合についてはそちらの方で避難生活を

送っていただくという形に相なるわけでございますけれども、現実的ないわゆる被災後

の生活、こうしたところまでの訓練実施という部分につきましては、おっしゃられると

おりこれまでに実施をしてきていないところでございます。

るる提案いただきました。毎年でなくても、いわゆる数年に１回、もしくはそうした

ときに今ある備蓄の食料、おっしゃられるとおり今５年でございますので、間もなく賞

味期限が来るということでございます。こうした部分を活用しながら、そういう訓練に

させてはいかがか、ごもっともなご提案だというふうに受けとめさせていただきたいと

いうふうに思います。

実際にこれから訓練、どういう形で参加していくか、そして有事に備えていくかとい

うのは、非常に大事なことであるというふうに私も認識しておりますので、そういった

。面ではいろいろな工夫がこれから必要であろうという認識は、同様に持ってございます

そうした中で、今回提案いただきましたけれども、これが全町的な部分、難しい場で

も部分的なところ、地域だけでできないかと、こういったような部分もあわせまして、

これは一行政だけの計画ではなく、やはり地域参加、住民参加の訓練ということになり

ますので、その辺も踏まえながら、地域等々とも協議を進めさせていただきたい、この

ように考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。

●議長（稲井議員） ６番。

、●佐藤議員 では、今、総務課長からご答弁いただきました。そういうことで、町長、今

総務課長から答弁いただきましたのであれなんですが、 後に町長の方からも、そうい

う私が今質問した、あるいは提案した訓練のあり方といいますか、それについて、ぜひ

ひとつ研究・検討して、総務課長言われました５年に一遍とか何年に一遍、あるいは全

町でできないまでも、地域を限定してやるとか、実体験を通じてそういう日ごろからの

防災意識を高めるという意味の実効が上がる訓練になるように、ひとつ研究・検討して

いただきたいというふうに思います。よろしくどうぞお願い申し上げます。

●議長（稲井議員） 町長。
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●町長（若狹町長） お答えをさせていただきます。

ただいまご質問ございましたとおり、防災訓練というのは極めて重要な課題でござい

ます。特に、厚岸町は海岸に面しているという、津波という恐ろしい現実、一昨年は奥

尻、そして世界的にスマトラ、今年に起きたと。あの実態を見ると、本当に恐ろしさを

身にしみて感じておるわけであります。そのためにも、日ごろから自主防災意識を持ち

ながら、緊急時には速やかに適切な行動を起こす心構えというのが町民に望まれるわけ

であります。

そこで、この機会に、私から資料に基づいてお話しさせていただきたいと思います。

昨年11月、12月、今年の１月と、震度５の地震がございました。津波警報が出たわけ

であります。そういうことで、若干厚岸町民の意識が変わっているかと思いますが、昨

年の十勝沖地震の際の調査資料というものがありますので、厚岸町民がどういう意識を

持っているか、私もこれを参考にしながら、もっともっと防災訓練を強めていかなきゃ

ならない、そのようにも感じておるものでございます。

といいますのは、東京経済大学の吉井教授という方々がまとめた住民アンケート調査

であります。それによりますと、十勝沖地震時における津波危険地区住民の避難行動実

態というものがございます。その中で、実際に避難した人の割合はと見ますと、厚岸町

は46.8％でございます。釧路市が低く19.9％、浜中町はやはり以前津波に遭ったという

経験があるわけでありますので、極めて高いです。80.4％であります。さらにはまた、

津波が来るとは思わなかったという意識でありますが、厚岸町は9.5％、浜中町は３％、

依然として厚岸町はそういう危機意識がないと言えるかと思います。そういう、いろん

な細かい調査もありますが、主な調査としてこういう結果が出ております。

そういうことをかんがみますと、やはりこれから、安全で安心したまちづくりという

のは重要な課題であります。冒頭、佐藤議員からの質問のとおりであります。そういう

意味におきまして、町長としてもしっかりと取り組んでまいりたい。今の質問を参考に

しながら取り組んでまいりたい、かように考えますので、ご理解いただきたいと存じま

す。

●議長（稲井議員） 昼食のため休憩いたします。

５番、中川議員の一般質問につきましては、午後行いたいと思います。

休憩いたします。

午前11時49分休憩

午後１時02分再開

●議長（稲井議員） 本会議を再開いたします。

午前に引き続き、一般質問を続会いたします。

５番、中川議員の一般質問を行います。

５番、中川議員。
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●中川議員 私は、今定例会に当たりまして、通告しておりました２点につきまして、町長、

教育長にご質問させていただきます。

まず１点目でございますが、交通安全対策につきまして再点検し、交通事故を未然に

防止しようということでございます。

特に、町全体の交差点の点検を実施し、特に若竹、湾月地区の交差点。危険場所につ

きましては、公安委員会の認可を得て、標識や信号の設置をしたらどうでしょうか。

それから、２つ目には、学校給食センターの民営化を図る考えはありませんか。

１つには、民営化または民間委託の考え方をお示しをいただきたい。

そしてまた、２つ目に、同規模の町村で、あるいはまた道内の状況及び釧根管内の状

況をお示しください。ということで、資料を要求しておりましたが、資料を提出してい

ただきました。ありがとうございます。答弁の際に、若干でよろしいですから、この資

料の説明もいただければありがたいと思います。

以上で１回目の質問を終わらせていただきます。

●議長（稲井議員） 町長。

●町長（若狹町長） ５番、中川議員のご質問にお答えをいたします。

初めに、交通安全対策についてのお尋ねで、町全体、特に若竹、湾月地域の交差点の

点検実施をとのことですが、これらの交差点の点検につきましては、厚岸警察署及び各

道路管理者のパトロールなどにより随時行われており、また近隣住民などからの連絡情

報をもとに行う点検確認などによって状況の把握がされています。さらに、重大事故の

発生や、特に事故が多発する箇所については、警察や道路管理者などの関係機関が合同

で道路診断を行い、対応の協議を行っています。

危険箇所は、公安委員会の認可を得て、標識や信号の設置をとのことですが、信号機

の設置や一時停止標識の設置は公安委員会が行うもので、主に交通量や道路構造などの

総合的な判断のもとで通行規制がかけられているところであります。

現在、厚岸町内における信号機設置の交差点は16カ所あり、また押しボタン信号機設

置の横断補導が17カ所となっています。また、そのほかの交差点では、主要なものはほ

とんどは一時停止標識の設置が行われておりますが、まだすべてに設置されている状況

になく、その箇所の状況に応じて逐次規制がかけられてきている状況にあります。

なお、平成17年度実施に向けて、厚岸警察署からは、若竹町一丁目の第２埠頭の丁字

交差点１カ所と若竹町二丁目の厚岸漁協倉庫横の丁字交差点１カ所について、一時停止

標識を設置すべき既に公安委員会に要望がされているところであります。

以上でございます。

●議長（稲井議員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 私の方からは、学校給食の件についてお答えいたします。

学校給食は、学校の教育活動の一環として実施され、今日では学校生活に不可欠なも

のとして定着しております。本町の学校給食については、昭和48年、これまでの自校調
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理場方式を、経費削減など効率化の見地から共同調理場方式、いわゆる学校給食センター

を設置し、調理及び食器洗浄部門などは直営で、配送業務は民間委託によって給食業務を

行っております。しかしながら、昭和60年ころより、国・地方を通じて行政改革が求めら

れており、学校給食についてもその合理化の必要性が指摘され、全国的に民間委託化が年

々ふえている状況にあります。

本町においても、行財政改革の中長期改革プログラムや、行革職員提案に調理部門等

の民間委託化の提言がなされており、教育委員会としましても、他町村の委託状況など

研究・検討を進めているところであります。

教育委員会としましては、学校給食の質の低下を招くことのないよう十分配慮するこ

とが基本であり、設置者として直接責任を持って実施すべき献立の作成などは委託対象

にはできませんが、調理業務や洗浄業務については衛生管理や安全の確保について設置

者の意向を十分反映できるような管理体制が確立できるという前提で言えば、施設経常

経費の多くを占める人件費の削減により経費全体の適正化が図られるなど、町立厚岸病

院や心和園、デイサービスの民間委託の結果からも、そのメリットは大きいものと考え

ております。

しかし、当町の学校給食センターは、昭和47年建設以来32年を経過しており、建物、

設備関係の老朽化は著しく、建てかえの時期を迎えております。加えて、食中毒の未然

防止には、調理場内の運用形態をウエット方式からドライ方式への転換を求められてお

りますし、米飯給食の炊飯設備の整備などを考慮したとき、狭隘の現地施設での対応は

困難と考えます。したがいまして、ただいま申し上げましたように、民間委託に当たっ

ては、給食センターの改築計画と並行して検討を進めてまいりたい、このように考えて

おります。

また、経常経費の約５割を占めております調理部門の人件費については、平成15年度

より正規職員の不補充、嘱託職員の一部非常勤職員化によって人件費の削減に取り組ん

。でおりますし、今後も継続して行っていきたいと考えておりますので、ご理解願います

次に、同規模町村で道内の状況及び釧路・根室管内の現況についてのお尋ねでありま

すが、資料を配付させていただいております。

現在の道内における小・中学校の学校給食センター共同調理場は、170施設ございま

す。このうち、厚岸町と同規模の施設は17施設となっており、調理、洗浄を外部指定委

託しているところは２施設ございます。また、釧路・根室管内の状況でございますが、

14施設のうち阿寒町、白糠町の２施設が民間委託となっております。

以上でございます。

●議長（稲井議員） ５番。

●中川議員 今の１回目の質問に対しまして、町長並びに教育長から答弁をいただきまし

た。

特に、若竹、湾月の事故を防止するために、いろいろ再点検をしましょう。あるいは

また、問題点がある場合には、これは予算もかかるでしょうけれども、公安委員会とと

もに、いろいろと信号機等々もつけていただきたい。このような質問をさせていただい
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たわけでございますが、これは 近、若竹町、理事者もおわかりかと思うんですけれども、

主に若竹町なんですよね、事故の。これ湾月町もつけ加えてありますけれども、特に答弁

書の後ろの方にもありますけれども、理事者もおわかりだと思いますけれども。

私は常々申し上げております埠頭に参ります漁港関連道路、非常にいい道路で、しか

も中央分離帯に木が植わっていまして、今、乗用車も非常に小型化していまして、一方

通行の関係になっていますが、途中から入ったり出たりする場合に、小型化しています

ので非常に見にくいと。そういうことで、これは水産課の所管でございますが、あの中

、央分離帯の木を高齢者事業団にお願いしましていろいろ手をかけていただいていまして

大分見通しもよくなってきているわけでございますけれども、理事者の方々はご案内か

と思いますが、あそこで非常に交通事故が多いと。

重傷の交通事故もありまして、私たちも心配していたわけでありますけれども、何か

快方に、いい方に向かっていると。けがしたわけですけれども、付き添っているお嫁さ

んにも、何々さんごめんなさいね、私が悪かったんだと言いながら話もするようになっ

たんだということを聞きまして、よかったなと思っているんですけれども、非常に危な

い。しかもあそこは道路がいいものですから、結構スピードを、その事故を起こしたの

も、相手方60ぐらいで走っていたとは言っていたそうですけれども、かなりのスピード

が出ていたのでないのかなと、我々もちょっとスピード出す場合もありますけれども。

それで、今も言いますように、答弁の後ろの方に書いていただいていますけれども、

今、若竹町から第２埠頭に向かいますミールの、今もうミールがああいう事態になりま

して、工場がただあるだけで、あそこが大橋の方からといいますか、こっちの東の方か

ら走っていきますと、ミールのところで急に細くなって、しかもまた若竹町の、そうで

すね、私が古い人間なものですから昔の今年か言いませんけれども、昔、郵便局があり

ました。あれから今度漁港に向かう、第２埠頭に向かう道路があります。あれにも中央

分離帯がありまして、同じく木がおがっています。そしてまた、湾月町のバラサンの方

に向かいますと、今度急に細くなったり、何か厚岸町のこういう田舎の道路なんですけ

、れども、都会のように非常にややこしく、我々はわかるんですけれども、急いでいたり

あるいは観光客が来ますと非常に交通事故もありますし、私たちも二、三回聞いていま

すけれども、これは軽傷で終わっているようでございますが、あそこはもう何とかしな

きゃならないなということもたびたびありました。

それで、前にも昔の中屋議員が一時関係していました小野ふろ屋さんのあそこが、浮

田川と申しますけれども、その上に今道路をつけていただいていますけれども、これも

、あそこでよくお年寄りが若竹町通り、湾月町から来る通り、そこは一時停止をしてから

車を送ってから出ればいいんですけれども、海岸から行った車によくぶつかり、２回３

回もですね。救急車が鳴りますから行ってみると、そこでまた交通事故がありました。

それで、大変忙しいところでしたけれども、総務課長に来ていただいて現地を見てい

ただきました。そしたら、何も支障ないです。公安委員会の「止まれ」という標識もあ

りますし、何も問題ないですねというお話ですからそうなんでしょうけれども、一応問

題は、今言うミールの２軒目の、湾月町側のミールですね。こっちは大きなミールで、

２軒とも休んでいる状態ですけれども、あの辺が非常に問題でありまして、もし、理事

者の皆さんもよく確認されまして、標識等をつけていただきたい、このように今要望し
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ているところでございます。

それから、２点目の給食センターの民営化、これはどうでしょうか。それに対して教

育長は、この答弁書にもありますように、全国的に民間委託化が年々ふえています。そ

れで、当町も考えているんです。このような答弁でございます。

私も、先ほど昼休みに議員の皆さんと協議といいますか、私の、忘れていたら困りま

すので、おととしですか、７法案がこの議会で議論されまして、教育委員会の所管であ

りますパークゴルフ場も有料化しました。それで、その利用料が300数十万円計上され

、ておりますが、そういう関係でこの給食センターの民営化をできないのかなと。それで

するとなれば、今の状態よりも、した場合にどう人件費だとかいろんな面で変わってい

くんだろうか。これが少しでも安くなれば、パークゴルフ場のように教育委員会のよう

なあれになってくるのでないのかな、このように考えて質問したわけですけれども、こ

の答弁によりますと、非常に老朽化していると、これを改築してやらないと民営化は無

理だろうと。いいことはわかるんだけれども、改築してから民営化したいんだというよ

うな考えだと思いますけれども。

民営化というのは、実は私生意気なことなんですけれども、今のこの財政的なものか

らいきましたら、これを改善して、新しくして民間委託するということは、ちょっと何

年先かわかりませんが、私はできないのではないのかな、ちょっと生意気な言い方です

けれども。

これは、今の状態でもしできるとすれば、人件費だとかそういう面で、今それぞれ変

わってきていますね。衛生センターなんかもどんどん変わってきています。衛生センタ

ーはまだそんなに古い施設ではありませんから、それでいいんでしょうけれども、そう

いうふうにもしですね、このままでできるとして、幾らかお金をかければ民営していけ

るものであれば、また大分予算的に変わってくるのでないのかな。

そしてまた、今、資料の説明をいただきますと、釧路管内で14施設のうち、阿寒町と

白糠町の２施設が民営委託をしております。このような答弁もいただいておりますけれ

ども、阿寒町と白糠町の２施設が民間委託、これは中を改造したり、改築して民営化し

ているのかどうかわかりませんけれども、もし今に少しでもお金を、予算をかけて手を

かけて民間委託するならば私は民間委託した方が、経費的な面もありますし、いいので

ないのかなというような感じもしますけれども。

それから、これからの給食センターの改築しなければできないのか、これをまず２回

目のこれからの答弁をいただきたいなと、このように思いますので、よろしくお願いい

たします。

●議長（稲井議員） 総務課長。

●総務課長（田辺課長） まず、交通安全対策の方からお答え申し上げたいと思います。

おっしゃられるとおり若竹町、 近、非常に出会い頭の事故という部分が多いという

ふうに伺っておりまして、厚岸警察署の方とも先般お話しさせていただきましたけれど

も、そういった面での事故が多いという認識でおります。

参考までに、過去５年間での人身事故、若竹町で４件発生しておりますし、湾月町で
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は１件の人身事故が発生している。これは交差点以外の部分も含めての数字でございます

けれども、そのような状況に相なっているということでございます。

特に、若竹町の道路、ただいま５番、中川議員さんがおっしゃられるとおり、漁港道

路につきましてはご案内のように、非常に中央分離帯のある幅の広い立派な直線道路で

ございまして、逆にその反面でスピードが非常に出ているという傾向にありまして、も

しそこで事故があると人身につながるような、大きな重大事故につながる可能性も高い

という認識でございます。

そういった中で、先ほど町長の方から答弁させていただきましたけれども、第２埠頭

、あるいは第１埠頭、それぞれ埠頭あるわけですけれども、その直線道路に出てくる際に

一時停止の標識はご案内のとおり今はすべてついてございません。そういった中で事故

も発生している現況も踏まえまして、やはり交通量の多い部分には一時停止の標識が必

要であろうという判断の中で現在、公安委員会で設置していただくということで要望を

しているというような状況でございますので、ご理解をいただきたいと思います。

なお、標識とそれから信号機、こういった道路の通行規制につきましては、公安委員

会が 終的にその状況を判断いたしまして、みずから設置をするというようなことにな

っておりますので、その点ご理解をいただきたいと思います。

それから、非常にそのほかのですね、先ほども言いましたけれども、いわゆる道路関

係についてはもうほとんど標識がつけられているんですね。つけられているにもかかわ

らず、いわゆる交差点での出会い頭といいましょうか、そういう接触事故が多いという

事実は私も認識をいたしております。

それで、いろいろな、信号をつけてはどうかというような部分もあるわけですけれど

も、道路の規制の部分につきましては安全の確保も大事なことなんですが、その確保も

しながらも、一方では交通の流れという部分も非常に重要視していかなければならない

、という部分がございまして、そういった部分で考えますと、ある一定の距離であるとか

それから交通の流れだとか、こういったものをやはり十分に把握しながら設置していか

なければ、逆に非常に通行のしにくい、走りにくいといいましょうか、渋滞を招くよう

な道路構造にもなってしまうというような部分がございますので、その辺については総

合的な判断の中で進められているということでございますので、この点もご理解をいた

だきたいと思います。

それから、実際に標識がついている部分での事故、この防止という形になりますと、

やはり運転者の認識、モラルという部分にかかってくるのかなというふうに思っており

ます。それで、標識が見えにくいとか、こういう部分については当然その場所を変える

とか位置を変えるとか、こういったような対応をしていかなければならないということ

でございまして、その辺の認識は公安委員会、実際にその標識関係の点検を行っている

厚岸警察署の方でもそのような認識を持っております。

ただ、今の時期、どうしても雪が降りますものですから、いわゆる道路での停止線、

白線が引かれておりますけれども、それが雪で隠れてしまうというような状況も生じて

きております。ただ、実際に通られているのは、初めて通られる方というよりも、どち

らかというと地域の常時その道路を使われている方がほとんどというような現状もござ

いまして、やはりその辺については、実際にそこにそういう標識、一時停止が必要なん
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だという部分、うっかりした上での事故につながっているんでしょうけれども、そういう

ような部分を認識といいましょうか、そういう意識に訴えるような形しかないのかなとい

うふうに考えておるところでございます。

●議長（稲井議員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 学校給食に関する２回目のお答えをしたいというふうに思いま

す。

現在の形での民営化ということのご質問でございますが、まず１点、民営化という言

い方がちょっとニュアンスが違うかなと思うのは、実は学校給食法によりまして、材料

費等により給食費が算定されている。ですから、民間として成り立つというような形態

は、まず一つあり得ない。ですから、調理部門あるいは洗浄部門の民間委託化というふ

うな形でとらえておりますので、その点１点、ご配慮いただきたいなと思います。

そして、お答えですけれども、まず先ほど１回目にお答えしましたけれども、現在の

施設、昨年、一昨年の事故等々によりまして、文部科学省の方からも調査官等が見えら

れております。その中でも、まず一つは、非常に難しい施設、必要な部分、例えば管が

上を走っている。そのことによりいろいろなものが、ほこりがたまりやすいですとか、

現在建てるとすればこういうつくり方はしないであろうというふうな部分が多々ありま

す。

その中での一番大きい点は、当時はウエット方式といいまして、例えば大きなレスト

ランの調理場なんかでもそうですけれども、調理し終わった後に水を流して掃除をする

というやり方を昔はとっていたんですけれども、現在は下を水でぬらすということ自体

が不衛生であって、細菌等の繁殖を呼ぶということで、ドライ方式という方式をとるよ

うに指導されておりますけれども、現在の施設ではなかなかそれができない。そしても

う一つは、調理する場所とあるいは洗う場所、いろんな部署部署をはっきりエリア分け

しなさいという指導がなされているんですけれども、その点についても、狭さからどう

しても作業が交差する。交差することによって、言ってみれば絶対の安全性がなかなか

確保できないというような状況にあって、その中にあって委託化するということについ

ては、十分な安全性を確保するということが今の現状では難しいという判断に立たざる

を得ない。現在も、食中毒の事故以来、今まで以上に衛生管理に時間を割いていて、非

常に時間的にも厳しいという状況でもその努力も行っているところでありまして、現状

での民間委託化というのは現在の施設では難しい。

そして、民間委託するということは、当然効率化もなければ、民間側もなかなか受け

られない。ということは、安全性、効率化、両方考えたときに、それを達成し得るやは

り新しい施設があっての円滑な民営化というか、民間委託というふうなことが考えられ

るのではないかというふうに考えているところです。

●議長（稲井議員） ５番。

●中川議員 これで２回ですから、今度３回目だと思いますけれども、今、課長の方から
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もいろご答弁いただきまして、標識のないところは交安委員会と協議して、つけるように

努力すると。ついているところは、運転手のモラルの関係でないでしょうかと、もちろん

そうだと思うんですけどね。

私もよくありました、課長に来て見ていただきました交差点なんですけど、どうして

こんなところによくぶつけたりなんかするんだろうかなと思いまして、自分でも商売が

商売ですからあそこをよく通る機会がありますので、考えてみたら、結局、私ももう年

寄りの仲間に入ってきましたけれども、我々よりも先輩の人方も結構女の人でも男の人

でも、あそこ一時停止を怠って、湾月町から来る若竹町通りの角にぶつけるのが多いん

ですけどね。

課長ね、私もこれは感覚なんですけど、私もはっと思うときがあるんです。というの

は、あそこに昔の郵便局、それからこっちは小黒さんちで今シャッター下げていますけ

れども、サクラ道路に行くところに信号ありますよね。いや、私の考え方がどうかわか

りませんけれども、あそこがですね、あの信号が赤になっていれば、皆さん何かとまる

率が多いみたいなんですね。私、何もあそこではかっているわけでないんですけど。そ

して、今度、青になっていくと、海から来たやつに何かこう出ていくような、私もはっ

とするときがあるんですけど、あそこ何ぼあるだろう、20メーターか、30メーターない

と思うんですけど、あの信号に私惑わされるのでないのかなという感じしているんです

よね。

、それで、前にも私、一般質問かなんかでしましたけど、夏時分に有明干場に行くのに

ここにおります北村課長の家の前とかあそこでもってですね。もう漁師というのは、お

てんとうさまで昆布干すものですから、非常に焦っているんですよね。あそこでも、課

長の家の前にもちゃんと歩道がありまして、確認してくださいよ、そして渡ってくださ

いよというんですけど、何せ私自身もそうなんですけど。

そして、要するに正行寺へ行く梅香町通りがありますね。あそこにいいぐあいに何と

いうんですか、鏡というんですか、ありますよね。あれが物すごくいいんですね。停車

はするんですけど、かなり林務署というんですか、あっちから来るやつも、それから湾

月町から来るやつも、あれでもってとらえられるんですよ。ですから、あれね、私全く

いいなと思っているんですけどね。だから、私、あそこではそう事故が起きなかったと

思うんですけど、北村課長のところの横断歩道、松葉町を渡るときにもちょこちょこあ

りましたね。そして、あれは沢田町政時代ですけれども、北村課長さんのところにおが

、っている街路樹というんですか、あれが要するに妨害するのでないかとかということで

あれを何か切っていただいたような記憶もあるんですけど。

だから、それと同じくですね、もしできれば金子さん側に、今私が言う梅香町のとこ

ろにあるような鏡というんですか、レンズというんですか、どのぐらいの予算かかるか

知りませんけれども、一町民として、あれをつけていただければ、お年寄りも交通の信

、号機に惑わされないで一時停止して出るのでないのかな。結局、統計とってみましても

女の人や男の人が年寄りが多いものですから、そういう、もし安い予算でできるもので

あれば、金子さんのあの角あたりにつけてもらったらどうかな。

それから、今言ったようにミールのそれも、町長も１回目の答弁で、課長も補足説明

していただきましたけれども、あそこに恐らく標識はないはずですけれども、課長も答
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弁していただいたように、夏はプールもありますし、いろんな施設が湾月町側にあります

から通るんでしょうけれども、それにしてもやっぱり観光客よりも地元の人が、課長言わ

れるように、だからやっぱりモラルはモラルだと思うんですけど、あそこまで来て急に細

くなって、造船所さんが張りついたり、それから加工屋さんが張りついたりなんだりして

います。だから、急に細くなったりなんだりしていますし、そこから漁港に、第２埠頭に

出る。そしてまた、漁港に出る道路にしましても２本も３本もあるわけですよね、あれだ

けの幅の広い道路ですから。

ですから、いろいろと面倒くさいといったらあれですけど、非常に問題が起きる道路

でないのかな。だから、それを標識をつけてもらえれば、町民の意識として、漁民の意

識として、感覚としてどう変わるかわかりませんけれども、お願いしたいものだな。

それから、鏡といいますか、若竹町の信号機に惑わされないようにですね。これは私

。の考え方ですので、これから十分検討されてやっていただきたいなと思いますけれども

それから、給食センターでは、私もさっき言いましたように、厚岸清掃会社に委託し

ました生活のあれと同じくできるのかなと思いましたら、そういう考えとまたあれと違

いまして、今、教育長の答弁では、文部科学省の給食費のどうのこうのでなかなか、そ

の施設、もちろん新しく施設をつくっていただければ、委託した人たちも非常に仕事の

効率もいいわけですから、それはそうでしょうけれども、私はそういう面で、さっきか

らも言っていますようにそうしたらどうかなと思いますけれども、これは問題があって

どうしようもないなと思うんですけれども。

、これも私、古い話ししますと、菅原町政時代に、私は２期目だと思うんですけれども

前教育長が給食センター長をやられたことがあるんですよ。あのときも何か議会でね、

今、私の記憶をたどっていくと、給食を民営委託する、しないでもって議論があったと

私は記憶していますけれども、それからずっと今のあれで来ているんですよね、もちろ

んそうですけど。

だから、どういうわけでできないのかな、１回これ質問してみたいなという関係で今

回の質問に立ったわけですけれども、今お話し聞きますと、普通の清掃会社に委託した

りなんだりするあれとは違うんですね。いろんな文部科学省の関係やら給食費の関係や

ら、それから改築するとすると膨大な経費もかかるでしょうし、今の財政的なものもあ

るでしょうから問題かなと、それは私も質問する前から思うんですけれども、もしでき

ればですね、今のままでできるのであれば、さっきから何回も言いますけれども、パー

クゴルフ場のような、利用料が今まで無料だったのが入ってきたりなんだりしまして、

だから、少しでも町の教育の関係に反映できたらなというような感じで質問したんです

けれども、私が勉強不足で、町が 近民間委託したような施設じゃないんだということ

で私、今認識しましたから、あ、そうかなと思いまして。

あとは、これで３回目ですけれども、質問できませんけれども、もしこれ、例えばそ

れがもろもろ解決しまして、やるとしたら、今の段階でどのぐらいのあれができるかで

すね。何も変わらなければ何もやる必要ないわけですから、我々の計算でいきますとど

のぐらいの経費が浮いて、どうなんだという、計算されたことがありますか。もしあれ

ばですね。本当に金は、改築して予算はかかるけれども、もし受けてくれる業者がやり

やすく、きれいな施設で効率にいい施設をつくったならば受けるでしょうけれどもとい



- 107 -

う今、教育長答弁いただきましたけれども。

だから、もしそれをつくって、今の場合と委託した場合との経費の差というか、そう

いうものをもしですね、計算されていなければいいんですけど、そういう計算されたこ

とがあるかどうかということを、 後にちょっとお聞きをしたいなと、このように思い

ます。

以上でございます。

●議長（稲井議員） 総務課長。

●総務課長（田辺課長） お答え申し上げます。

若竹交差点の関係でございます。中川議員さんおっしゃられている場所、私も確認し

ておりまして、状況については把握しているつもりでございます。ただ、おっしゃられ

、るように、一つ先の信号機、そちらの方に注意がいくのではないかというようなおそれ

確かに考えられる部分もありますし、それから鏡の設置はどうかという提案といいまし

ょうか、そういう形もいただきました。

ただ、鏡をつけることがすべてベストなのかと。逆に、鏡をつけることによって、そ

ちらの方に気をとられてしまうというような相反するといいましょうか、そういうよう

な例もあるやにも聞いております。ですから、状況状況に応じて、 善の策をやはり考

えていかなければならないのかなというふうに思いますし、また再度引き続きまして公

安委員会、警察の方になりますけれども、それから道路管理者とも相談しながら、何ら

かのいい方法があるのかどうか、あるのであればそういった部分で手を打っていきたい

な、こういうふうに考えますので、ご理解をいただきたいと思います。

それから、そのほかの道路等々につきましては、先ほども言いましたように、やはり

交通量の関係上、必要なところという部分については逐次その状況に応じて規制をかけ

ていくという公安委員会の方針でもあるようでございます。来年につきましては、若竹

の通りの方について２カ所をとりあえず設置するような形の中で今、厚岸警察署から、

繰り返しになりますけれども、要望しておりますので、その辺の部分で逐次進められて

いくだろうと、このように判断しておりますので、よろしくご理解をいただきたいと思

います。

●議長（稲井議員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） ３回目のご質問で、民間委託した場合の試算等々があるかない

かということですけれども、直接的な試算は行っておりません。ただ、現在、調理員に

つきましては、嘱託職員が８名おります。その部分につきましては、職員よりは低いで

すけれども定期昇給等もございますから、その部分等が民間委託の場合にある程度抑え

、られるというふうな部分は当然考えられるだろうというふうには考えております。ただ

先ほど申し上げましたとおり、今の施設での委託については、他町村の例を見ても、な

かなか難しい状況にあるということでございますので、その点については。

ただ、まだ年次的な部分については当然、町長部局とも協議しなければならないんで



- 108 -

、すけれども、給食センターの改築の必要性については十分私どもも認識しておりますし

何とか財源確保した上で、給食センターの改築について何とか頑張っていきたいなという

ふうに考えておりますので、その点についてもご理解をいただきたいなというふうに思い

ます。

●議長（稲井議員） 以上で中川議員の一般質問を終わります。

次に、１番、室﨑議員の一般質問を行います。

１番、室﨑議員。

●室﨑議員 さきに通告いたしました一般質問通告書に従ってご質問申し上げます。

１点目は、転ばない教室についてであります。

転ばない教室という事業が行われているというふうにお聞きしておりますが、どのよ

うな内容の事業であり、どのような成果を上げているのかと。そして、今後どのように

展開されていくおつもりか、その展望、これについてお聞きしたいということでござい

ます。

次に、水鳥観察館についてであります。

水鳥観察館の設置目的及び厚岸湖・別寒辺牛湿原ふるさと計画というのがございまし

たが、これに基づく事業の評価と今後の事業展開についてお聞きしたいと思うわけであ

ります。

なお、同様の質問は、丸１年前の昨年の３月の議会でも示しておりまして、そのとき

にこの評価についてはこの１年で行うという答弁がありましたので、改めてお聞きした

次第でありますので、よろしくお願いいたします。

以上でございます。

●議長（稲井議員） 町長。

●町長（若狹町長） １番、室﨑議員のご質問にお答えいたします。

まず、１点目の転ばない教室についての事業内容でありますが、平成12年度から導入

。された介護保険制度の円滑な実施を図るため、介護予防生活支援事業が創設されました

その事業の一つとして、転倒骨折予防教室「ころばない講座」を行っています。

高齢者は、転ぶことで骨折しやすいことから、長期間の治療を要し、そのことで身体

機能が低下し、時分の体に自信がなくなったり、外出することが不安で、家に閉じこも

りがちになるなど、社会復帰ができず、要介護状態から寝たきりになるおそれがあると

言われています。

そこで、転倒しやすい高齢者を対象に、健康で生き生きとした老後生活を送れるよう

に支援する目的から、平成12年度に試行的にあみか21を会場にして事業を開始し、平成

13年度からあみか21で行われていたもみじスクールの科目に転倒骨折予防教室を取り入

れて行ってまいりました。

当時、転倒骨折予防の全町的な普及のために、あみか21へ来ていただくよう各地域に

足を運んで、もみじスクールへの参加を働きかけました。しかし、高齢者が自宅から出
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てあみか21まで足を向ける行動への動機づけとしては弱く、もみじスクールへの参加者拡

大には限界があり、地域へ出向いて事業展開する必要がありました。開催依頼のあった地

域へ、地域出前講座としての転ばない教室として尾幌地区における試行を経て、現在は各

地域の集会所などで町の指導技師と保健師の２名が１講座１時間30分、期間は月２回の連

続３カ月、合計６回開設をし、講座終了後は半年に１回「ころばない講座」を開催し、評

価を継続的に行う方法で実施しています。講座内容は、転倒骨折評価の見方、日ごろ転ば

ないための講話、ヒッププロテクターの紹介、家庭でできる簡単な転倒予防体操で構成さ

れています。

次に、どのような効果を上げているのかとのご質問でありますが、平成13年度から平

成15年度までの参加者231名中 「ころばない講座」実施前後の評価可能な177名につい、

て、他の評価法を参考にし、10メートル全力歩行時間 大１歩の幅を足の長さで割った

大１一歩率、40センチメートル踏台昇降が不可能か可能かによって 「ころばない講、

座」実施前と実施後で評価したところ、実施前後で10メートル全力歩行時間では6.60秒

が6.08秒と速くなり、 大１歩率は右足の1.26が1.3に、左足の1.25が1.31と歩幅がふ

えました。また、40センチ踏台昇降が不可能11.1％減少、困難13.8％減少、可能24.3％

増加という結果を得ております。

この評価結果からは、10メートル全力歩行時間が速くなり、 大１歩率がふえ、40セ

ンチ踏台昇降の可能がふえていることから、散歩者の歩行が安定し、姿勢もよくなり、

転倒しにくくなっていると判断されます。また、参加者から、副次的な効果として、

「ひざの痛みがなくなった 「腰の痛みが楽になった 「立ち上がりが楽になった」など」 」

の声が寄せられています。

次に、今後の展望についてのご質問でありますが、この「ころばない講座」は厚岸町

の全地域への出前事業展開を目指し、講座終了後も半年に１回の評価を行い、対象者の

変化に目を向けるとともに、その場を地域住民グループの研修の機会として位置づけ、

終的には講座の運営を地域住民グループに引き継ぎ、健康づくりの行動変容につなげ

ていきたいものと考えています。

今後とも、講座に参加していない高齢者にも参加を呼びかけ、広く町民に転倒による

骨折を予防することの意義について、その普及に努めてまいります。

次に、水鳥観察館についてでありますが、水鳥観察館は、ラムサール条約登録湿地で

ある厚沢湖・別寒辺牛湿原において、水鳥を初めとする野生生物と湿地の保全や湿原の

賢明な利用について理解を深めていただくための普及啓発活動や調査研究、監視などを

行う拠点施設として、全国において初めて当町に設置されたところであります。

ご質問の厚沢湖・別寒辺牛湿原ふるさと計画に基づく事業の評価と今後の事業展開に

ついてでありますが、平成16年第１回定例会一般質問において、この計画に基づく事業

の評価と今後の事業展開について見直しを行う旨、お答えさせていただいたところであ

ります。事業の評価及び見直しの内容につきましては、このたびお手元に参考資料とし

て配付させていただいております。

厚岸湖・別寒辺牛湿原ふるさと計画の評価につきましては実績と課題とし、今後の事

業展開については水鳥観察館運営計画としてまとめさせていただいたところであります

が、この評価及び見直しにつきましては、担当課、水鳥観察館により行った内容であり
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ます。

しかしながら、厚岸湖・別寒辺牛湿原ふるさと計画は、その内容が水鳥観察館を拠点

として湿原の果たす役割や、厚岸湖が町の産業構造にどのように貢献するかという趣旨

、の計画であり、また今後の事業展開にかかわる水鳥観察館運営計画につきましても同様

その施策は担当課水鳥観察館のみならず、複数の課に及ぶことから、この評価及び計画

に関連する部署との連携を図っていくことが必要であり、全体的な評価及び計画とする

ため、庁内部における横断的な体制のもとに所要の手続を経て、適切な評価と実効性を

確保した計画とするべく作業を今後さらに進めてまいりたいと考えております。

特に、今後の事業展開につきましては、厚岸湖・別寒辺牛湿原ふるさと計画の評価を踏

まえ、その内容を踏襲しつつ、水鳥観察館の設置目的を達成するため、必要に応じ見直

しをしながら事業展開に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存

じます。

以上でございます。

●議長（稲井議員） １番。

●室﨑議員 詳細な資料をつけていただきましたので、資料を一緒に使いながら、２回目

の質問をさせていただきますが、まず転ばない教室の問題であります。

今 「ころばない講座」ですか 「ころばない講座」というものがどのような形で厚岸、 、

町で行われるようになったかという経緯から今日の状況、そして今後の展望というふう

にお答えをいただきました。

それで、ちょっと答弁の中からはっきりしないのは 「ころばない講座」というのは、

出かけていってやるわけですよね。それから、介護保険事業の中のメニューとして、た

しかもう既に存在しているんじゃないかと思うんですが、転倒骨折予防教室というのが

ありますね。これは、あみかに来ていただいて行う事業ですね。この両方の関係はどう

いうふうになっているのか 「ころばない講座」というのは、介護保険事業として行わ。

れているのか、町単独事業として行われているのか。ちょっと今のこの答弁では、その

あたりが聞いていて不明確なものですから、そこをお知らせいただきたいんです。

といいますのは、介護保険事業ということになるといいますと、やはり何らかの意味

で介護保険上の認定を受けた人を対象にする事業ということになるかと思います。それ

から、町単独の事業であれば、介護度幾つというような、あるいは自立というような、

あるいは認定を受けていない人にかかわらず参加ができるわけですね。それで、このあ

たりをどのようにとらえて進めていらっしゃるのか、この点をまずお聞きしたいという

ことです。

次に、ここでもいろいろと書かれておりましたが、私も対象になる年齢を目の前にし

てきまして、いろいろと話を聞いているわけですけれども、参加された方の間で非常に

好評なんですよ。ここにも出ているように「ひざの痛みがなくなった 「腰の痛みがな」

くなった 「立ち上がりが楽になった」というだけじゃなくて、生活に自信が持てると」

、いう意味のお話を聞いております。その意味で、非常に効果を上げているというふうに

私も参加者から、今回質問するということもありましてちょっと聞いてみたんですが、
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思ったよりといっては大変失礼なんですが、好評だなというふうに思っております。

それで、ここではデータというものとかみ合わせながらお話しするから特にそうなる

と思うんですが、歩幅が大きくなる、しっかり歩ける、歩く速さが速くなる。それだけ

ふらふらしないで、転ぶ可能性が少なくなる。要するに、足元がしっかりしてきたとい

うことですよね。そのことは、その人の人生にとってどういう意味があるのかというの

が一番大事なことだと思う。

そうすると、結局は今の福祉用語でいいますと、福祉用語というのは何か片仮名が多

くて、私どもわかりづらいんですが、ＱＯＬが上がるというような言い方をよく本では

書いていますよね。ＱＯＬというのは生活の質だというふうに、簡単に注釈がついてい

るんですが、それじゃ何のことだかよくわからない。私なりに解釈するのであれば、疾

病とか健康とか、あるいは加齢に伴ういろんな状況だとか、あるいは障害だとか、そう

いう部分を割と中心視座に置きながら、生活全体の質というものを見ていく。そういう

指標としてＱＯＬが考えられているのでないかというふうに見ているんですが、違った

ら教えてください。

そういう意味で、この「ころばない講座」というようなものを受けまして、足元がし

っかりする。足から年をとるといいますが、それが若返る。そのことは、生活全般に非

常にＱＯＬを上げていくということになるというふうに思うんです。そういう効果が大

いに上がっているというふうに、１回目の答弁を聞かせていただけばよろしいのかどう

か、この点をもう一度お聞かせいただきたい。

それから、資料をいただきまして、多くの方がこれに参加していると。延べ人数でい

うと1,800人ぐらい参加している。実人数でいって340名と、ここに出ていましたが、担

当部署において、このぐらいの人は対象にしなければならないだろう、参加してもらわ

なければならないだろうと考えているのに対して、これは十分な数字なのかどうか、そ

の点どのように参加者を評価しているか、数ですね。この点についてお聞かせをいただ

きたいんです。

その次に、このＱＯＬを上げるということは、足元をしっかりさせるだけじゃない、

いろいろあるかと思いますが、これは国保会計という視点からはどのように評価をされ

ているか、この点についてもお聞かせをいただきたいんです。

国保の会計は今、厚岸町は大変でございます。これは結局、うんと突き詰めて言って

、しまいますと、いろいろな要素ありますよ。特に、国の方がどんどん手を引いていって

その分町の方に負担させるというような大きな構造的なものがあります。今、そういう

話をちょっとわきに置いて言うと、病院にかかる人がたくさんいると国保会計は大変な

んですよね。病院にかかる人がだれもいなければ、国保会計は早く言えば黒字になるん

ですよ、ごく簡単に言ってしまうと。だけれども、ぐあいが悪いのに病院にかからない

でくれ、そうでないと国保が大変だから、こんなことは言えませんよね、何のための国

保かということになりますから。

そうすると、みんなが健康になってもらって、病院にかかるということが 低限にな

ってくれれば国保会計は黒字になるとは言いません、今の構造の中で。だけれども、赤

字は少なくなる。だから、みんなの健康づくりをきちんと行っていくことというのは、

国保会計という観点から見ても、それを健全化させていく道筋の一つであるんです。も
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ちろん、それがすべてだなんていうことは言いませんよ。

それで、この「転ばない教室 、それはこういう国保会計という視点からどのように」

評価しているか、その点についてもお聞かせをいただきたいんです。

次に、今後の展開という点でございますが、ここでちょっと気になりましたのは、こ

れをどんどん継続していきたいと、そうなんですよね。こういう運動というものは、一

遍聞いて、ああなるほどって、頭でだけわかっただけで家で寝ていたんじゃ何にもなり

ませんから、そういうことでもって定期的に評価というものを行うんですよと、家でも

こういうことをやってくださいということでやっていくという意味で、これは何年も続

けていかなきゃならない性質の事業ですよね。それはよくわかります。

ただ、地域住民グループ研修の機会として位置づけ、 終的には講座の運営を地域住

民グループに引き継いで健康づくりをやってもらうというふうには書いているんですけ

れども、これはあれですか、すべてを自治会だとかそういうところでやってくださいと

いう意味なんでしょうか。もしそうであるとすると、ちょっと危険なものを持っている

という気がいたします。

例えば、転倒予防教室というのが今、いろいろな介護保険のいわゆる予防ということ

に力を入れ出しているのであっちこっちでも出てきているんですが、これは転倒予防と

いうことを日本で一番 初に始めた東京の厚生年金病院の何とかセンター、そこから出

している資料を見ますと、医師に看護師に理学療法士に運動指導士がきちんとついてい

る。それは、頑張り過ぎ、頑張っちゃいけないんですね、こういうたぐいのもの。何だ

おまえ１回しかできないのか、おれは２回できる、いやいやおれは３回できるってやっ

てしまうと逆効果なんです。

それともう一つは、よろめいて転んだりしないようにという部分もあるでしょうし、

いろんな意味で専門家がわきにつきながら、非常に楽しく、永続的にできて、無理をし

ない運動といいますか、その方策をとっていかなきゃならないんです。そういう観点か

ら、この運営というのはどういうことを意味しているのか、お聞かせをいただきたい。

それから、先ほどの参加人員の評価との関係ですが、まだまだこの間口を広げていこ

うというふうに考えていらっしゃるかどうか。

それともう一つ、 後に、前に私、骨粗しょう症の話をしたこともあるんですが、転

倒予防とか骨粗しょう症とかというと、イメージとしてはもうまったきお年寄りという

ものがイメージになるんですが、例えば骨粗しょう症の問題で言うと、小学校の高学年

から中学卒業ぐらいでもって決まってしまうんですね。カルシウムの摂取というのはそ

のころにもう体内で決まってしまいますから、そのときの栄養、食べ物、生活状況、そ

れによって将来の骨の状況が決まってくる、後は落ちていくだけですから。その落ちる

、スピードを少しでも急激にしないようにしようということしかない。それと同じように

転倒予防というのも、実はふらふらになってから始めるのじゃなくて、元気なうちに日

常生活の中で衰えないような生活態度あるいは運動を、ちょっとしたことなんですけれ

どもやっていくということが大事だと思います。

そうなると、これは高齢者だけではなくて、もう少し若い世代、私もそちらに入れて

いただくとよろしいんですが、そういうところにもこの転倒予防「ころばない講座」の

考え方を理解してもらって、日常生活の中に組み込んでいくということも非常に大事だ
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ろうと思うんですが、そういうことまでの視点といいますか、考えがおありかどうか、こ

の点についてもお聞かせをいただきたいということであります。

次に、水鳥観察館の２問目に移らせていただきます。

町長の答弁は一見あっさりとしておるのですが、非常に詳細な資料を出していただい

ているので、その中身を入れると非常に濃いものになっているというふうに評価してお

ります。

それで、厚岸湖・別寒辺牛湿原ふるさと計画のこの10年振り返っての評価というのが

非常によくきちんと書かれているので、なるほどなと思っております。それで、これだ

けきちんと書いていただくと、うまくいったところといかなかったところが明確に浮か

んできます。

それで、細かく一つ一つ言っていったらいろいろあんでしょうけれども、大ざっぱに

言って、この10年間、水鳥観察館という中核施設をつくって、この厚岸湖・別寒辺牛湿

、原ふるさと計画という非常に詳細な計画を立てた結果、10年かかって振り返ってみたら

できていないところというのがはっきりしてきた。それは、町民を含める、住民に対す

る働きかけ、ここの部分がほとんどできていない、厚岸湖・別寒辺牛湿原のレベルでで

すよ。

それで、特に産業とのかかわりであるとか、あるいはまちづくり全体へのかかわりで

あるとか、そういう部分がないといいますか、出てこない。これは、次のステップとし

て非常にいい評価であるというふうに思います。

それで、その上に立ってお聞きするわけですけれども、まず差しかえていただいたペ

ージからいきますと、ラムサール条約のときに言ったワイズユースというものを、今回

の水鳥観察館運営計画でも墨守するということでございますね。これは、実はラムサー

、ルのときにも何人もの方が言っていたんですが、ワイズユースという言葉の名のもとに

それ自身非常に大きな話なものですから、ある意味で何でも突っ込めるんですね。

それで、ある湿原では、ワイズユースの名のもとに観光客を呼び寄せようとして、ず

うっと木道をつくったんだけれども、その木道は防腐剤をがっちりと塗ってあって、そ

の打ったくいの周りからどんどん枯れていったというようなことがあったり、あるいは

そういうことをよく考えて、まるで箱を置くように、 低限の負荷にした木道をつくっ

た湿原もあるんです。これは私も行ってみましたが、キノコが生えていました、防腐剤

なんていうのは一切やっていないから。ところが、それでもですね、その木道を使って

野犬が湿原の奥まで入り込んで、生態系に影響を及ぼすというような予期せぬ出来事が

あったり、なかなか難しいものです。

それで、ワイズユースという言葉に余りとらわれないで私は見ていこうと思うんです

が、これはどこまでも生態系への負荷というものはできる限り抑えるという中で管理保

存をしていくという意味であるというふうに理解をしているんですが、そういう理解で

よろしいのかどうか、この点をお聞きしておきます。と同時に、この計画の中にも、そ

れからふるさと計画の中にも交流推進という言葉が非常に使われておりまして、見よう

によっては観光開発あるいは観光利用というふうに読めなくもないような一部もあるん

ですが、これはやはり、今言ったような負荷という問題を正面に押し出しながら、一つ

一つ検証する必要があるのではなかろうかと。
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それで、今、エコツーリズムということが非常に言われております。エコツーリズム自

身の発想は、私も決して反対ではありません。ただ、観光業者がエコツーリズムに今乗っ

かってきているという場面があちらこちらで見えています。エコツーリズムの本来の形で

あれば、余り大きなもうけにはならないはずなんですけどね。

それで、この前もちょっといろんな話の中で出てきたんですが、暗黒大陸アフリカに

道をつけたのは、博愛主義、人類愛に燃えた宣教師であったけれども、その道をたどっ

て後ろから来たのは奴隷商人だったという言葉があるんですけれども、そういう環境負

荷を 低限に抑えるというところがちょっと甘くなると、そのような可能性も出てきが

ちなので、この点については十分意を払っていただきたいなと、これは要望です。

それで、水鳥観察館の運営案というのはわかりました。それで、答弁の中でも 後の

方で町長おっしゃっていたように、私の質問に対する具体的な答えとしては半分ですよ

ね。別寒辺牛湿原ふるさと計画の展開というものがここでは出てきていないんですよ。

水鳥観察館というのはごくごく、いわばその中の中核ではありますけれども、１課１係

なんです。したがって、水鳥観察館を中核としてまちづくり全体にどのような全体計画

をつくっていくかということを、水鳥観察館と環境政策課だけでつくりなさいといって

もこれは無理なので、それで町長のこのような答弁になっていると思うんです。

この点は、はっきり言って私は不満です。１年前に言っているわけですから、この１

年間は１課１係の評価だけが行われて、あとの大きな部分というのがないとすれば、こ

れはちょっと、この１年間というものに対する私の評価は、余り大きなものとは言えな

いということになります。ただ、担当において努力なさっているのはよくわかりますの

で、余りテーブルをたたいてやるようなことではないと思っています。

、それでお伺いいたします。この10年前にできた厚岸湖・別寒辺牛湿原ふるさと計画は

ある意味で別な形で実現されている部分もありますね。例えば、カキ種苗センターなど

というものは、まさにここに既に原形が書かれているんですね。それで、この計画を評

価して、今後の展開という意味で、水産課はどのように考えておりますか。

それから、まちづくり全体ということになってきますので、まちづくり推進課はどの

ように考えておりますか。また、教育委員会としてはどのようにとらえ、展開をしてい

こうと考えておりますか。それぞれの担当、あるいはもちろん町長が統括しているわけ

ですけれども、そういう部署の全体の連携ということで、 終的なものはこれからだと

思いますけれども、こうしたいというものは当然あるかと思いますので、その点につい

てをお聞かせをいただきたいということであります。

以上で２回目の質問を終わります。

●議長（稲井議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（豊原課長） お答えをさせていただきたいと思います。

まず 初に 「ころばない講座 、それから転倒骨折予防教室、この２つの事業の状況、 」

といいますか、関連性といいますか、そのようなことになろうかと思いますけれども、

ご説明をさせていただきたいと存じます。

まず、出前事業として展開しています「ころばない講座」につきましては、以前やら
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れておりましたもみじ教室、この事業を地域に展開していくというようなことで、当初は

補助事業で始まった事業でございますけれども、途中から、地域へ出ていくというような

ことで内容が変わっておりまして、町の独自事業というようなことで「ころばない講座」

を展開しているところでございます。

それから転倒骨折予防教室、これにつきましては地域支え合い事業といたしまして、

補助対象事業でございます。この補助対象事業の中で転倒骨折予防教室、年に１回、あ

みかでもって展開をさせていただいております。平成16年度におきましても、この事業

を進めさせていただいたわけなんですが、６月28日から９月15日までの期間に６回の教

室を開催させていただいております。開催時間につきましては、約４時間程度を要しま

して、65歳以上で、家に閉じこもりがちな方や要介護状態になるおそれのある方、こう

いう方々を対象にいたしまして、45名を募集いたしまして、事業を展開させていただい

ております。

したがいまして、事業の内容につきましては、転倒骨折予防教室につきましては相当

幅広いメニューが入っております。当然転倒しにくくなるようにというようなことが主

、眼ではございますけれども、歯磨きの仕方とか、あるいは踊りを踊っていただくだとか

、パークゴルフを体験していただくだとか、プールでもって水中体操を体験していただく

そのような事業を進めたところでございます。したがいまして、出前講座の内容とは相

当中身に違いがあるという状況でございます。

さらには、いわゆるＱＯＬの関係でございます。この出前講座に参加されていただい

た方々につきましては、おっしゃられますとおり、足元がしっかりしてきたというよう

なこと、自分の体に自信を持つといいますか、そういうような気持ちの点での若返り、

あるいはいろいろ体を動かすことによりまして動作の俊敏性といいますか、そういう状

況が戻ってくる。そのようなことで、自信を持って外へ出ていただけるような状況につ

ながってきております。したがいまして、参加されていられる方につきましては、そう

いう点で閉じこもりがちにいくというような方向から見ますと、相当個人の生活全体に

いい面が出てきているなというふうに私どもは考えているところでございます。

さらには参加人数、私ども担当部署の目標の関係でございます。この関係につきまし

ては、厚岸町の65歳以上の人口、現在2,928人というようなことで、高齢化率が24.3％

に達している状況でございます。答弁書にございますとおり、参加をされていただきま

した方々221人というようなことで、まだ10％に達していないような状況でございます。

人数的な目標はさておきまして、私ども担当課といたしましては、とりあえずすべての

地域にこの講座を届けたい、そのような目標でもってここ数年展開してまいったところ

でございます。平成16年、それから平成17年、この２年間で事業展開をしますと、ほぼ

すべての地域にこの講座があるということを広げることができるというようなところま

で来ておりまして、まずそこのところを達成したいというふうに考えております。

なお、介護保険絡みで先ほど答弁し忘れましたけれども、転倒骨折予防教室につきま

しては、介護認定を受けるという前の方々をすべて対象にしております。新しい制度、

今見直しをされております制度でいきますと、介護認定を受けまして、対象から外れま

した方、それから介護状態に入る前の方々、こういう方々を対象にいたしまして、高齢

者人口の約５％に新しい事業として転倒骨折予防教室、これを提供するんだというよう
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な方向が出ているようでございます。これは国の目標でございまして、厚岸町につきまし

て、一応「ころばない講座」につきましては独自事業としてすべての地域を終わらせ、そ

して次の段階を迎えたいというふうに考えております。

それで、今後、地域への引き渡しの関係、どのように展開していくか。専門家がつい

、て事業展開するというような取り組みが必要ではというお尋ねでございましたけれども

私どもイメージといたしまして、標茶町でこれと似たような取り組みがされているわけ

なんですが、標茶町では健康づくり運動指導者というのを養成をしまして、それぞれの

地域に配置できるような取り組みをされたようであります。３カ月間、12の講座を学ん

でいただくというような中で、指導者としてのノウハウをきちんと習得していただいた

上で、６カ月ごとに指導技師が回っていく。その間、それぞれの地域でその地域の人方

と一緒に運動をしていただく。そのようなことでつないでいただいて、６カ月後に状況

がどうなっているのか、そういうようなことについて定期的な調査といいますか、指導

といいますか、そういうようなことを展開していくというようなイメージを持っており

まして、これらをどのように展開していくのか、これが今後の私どもの課題になってお

ります。

それから、若いうちからこのような事業をというご提言でございました。私ども伺っ

ておりまして、その必要性につきましてはそのように感じるところが多々ございます。

今後、どのように若い世代にこのような事業に類するものを展開できるのか、これらに

ついてはもう少し検討する時間をいただければなというふうに今現在考えているところ

でございますので、よろしくお願いをいたしたいと存じます。

●議長（稲井議員） 町民課長。

●町民課長（久保課長） 国保事業におきます「ころばない講座」の評価についてのお伺

いでございますが、私ども、平成15年度に町民課とそれから保健福祉課の保健指導、そ

れから介護担当、障害関係も含めて、すべての部署のスタッフに入っていただいて、な

おかつ当時の釧路保健所、それから釧路支庁からも入っていただいて、国民健康保険の

。安定化計画事業、その目的は何かといいますと、伸び続ける医療費の実態分析をしよう

それで、平成13年度の受診内容につきまして、疾病分類を主体としまして、件数、それ

から医療費の分析をしてまいりました。

そういった事業とあわせて、厚岸町は今後どこに重点を置いて保健活動をしていくの

でしょうかというものも議論をし、整理をしてまいりました。その中に、議員おっしゃ

られますように、65歳以上の転倒骨折までいかれた方が９件ございまして、この方々は

１人平均242万円という治療費がかかっているという分析も出てまいりました。それで、

、計画をつくっていく議論の中で、現在、転倒骨折までに至った方々は９人ですけれども

これからの社会、こうした傾向がどんどん強まっていくという判断のもとに、厚岸町が

取り組む重点事業の一つとして 「ころばない講座」の推進についても計画に入れてい、

きましょうという方針を立てました。

それで、議員おっしゃられるように、では本当に必要な方々がこの講座に参加をして

いるんだろうかということも、その場で議論になりました。ある程度健康で、出てこら
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れる方が参加をしているという実態も実はありまして、そういう意味では引きこもりがち

な方々も含めて、地域で参加をしていただける講座に育てていくための努力も引き続きし

ていこうというようなことで、その後進めているところであります。

こうした転倒骨折予防に向けた事業展開そのものが国保財政の健全化にも、一つ一つ

の積み上げでありますけれども、大きな効果があるものだというふうに私どもは認識を

しているところでございます。

●議長（稲井議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（佐藤課長） それでは、私の方からご答弁させていただきます。

まず、第１点目に、平成16年第１回定例会におきましてこの一般質問をいただきまし

て、１年が既に過ぎております。先ほど、１年前に指摘しておられていながら、今回こ

のたびお示しした計画の実績評価及び案につきまして、まことに不満であるというよう

に質問者からおっしゃられたところでございます。まずもって、担当課としておわび申

し上げたいと思います。

それから、２点目でございますが、大ざっぱに申し上げまして、10年を振り返って、

今回の担当課としての評価についてでございますけれども、ご質問者おっしゃられると

、おり、この評価につきましては、我々、今まで10年間何をやってきたのかということを

まずふるさと計画に基づいて評価させていただいたところでございます。

ご指摘のとおり、この計画の評価につきましては、その達成度は必ずしも高いとは言

えません。特に、町民を巻き込んだ事業展開については、大きな課題として残っており

ます。これにつきましては評価、反省しているところでございますので、ご理解賜りた

いと思います。

それから、３点目でございますけれども、ワイズユースという、いわゆる「賢明な利

、用」ということでの名のもとにおいて、いわゆる観光的な施設にすると。施設というか

フィールドというか、そういうものにするということの件についてでございますけれど

も、現実今、別寒辺牛湿原にある施設としましては、カヌーの出発点、中間点、それか

ら終点がございます。既に建設されて以来10数年たっておりまして、老朽化も進んでお

ります。ただし、建設当時は、いわゆる自然に配慮した形で、例えば防腐剤を利用した

木材を使っているとか、そういうところではございません。

したがいまして、今後この改修等が出てきた場合におきましても、自然木等を活用し

た改修にとどめたいと。それから、桟橋的なものでコンクリート関係は一切使ってござ

いません。自然石を使ってございます。その辺も考慮しながら、あくまでもそういうこ

とに配慮した改修等に努めて、利用者の利便性を図ってまいりたいというふうに思って

おります。

いずれにしましても、ワイズユースにつきましては、湿原の持つ環境浄化ですとか気

象緩衝、それから再生力機能、厚岸湖にもたらす恩恵があるところでございます。これ

が、やはり厚岸湖における良質な魚介類の生産に寄与していること、これをやはり守っ

ていかなければならないということに十分配慮したものにしていきたいというふうに考

えております。
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それから、４点目でございます。

ふるさと計画に基づきまして別な形、いわゆる広範囲にわたっております。この広範

囲にわたっている形の中で、既に実現されているもの、例えば質問者おっしゃられまし

たカキセンター等々がございますけれども、これらの件につきましては、まず担当課に

よりまして、このたび案として作成させていただいております。今後、環境政策課、水

鳥観察館が中心になるかと思いますけれども、所要の手続というふうに町長の方から答

、弁させていただいておりますが、まず内部組織として、例えば政策会議でありますとか

、そういうものがございます。それらのオーソライズ、いわゆるコンセンサスを得ながら

まずは環境政策課、水鳥観察館のこの案をたたき台として皆様の議論をいただいて、町

長の答弁にあったように、横断的なものとして町全体のそういう計画の評価と今後の事

業展開に結びつけます各計画にしていきたいというふうに考えております。

いずれにしましても、議員ご指摘のとおり、この水鳥観察館は単に水鳥を観察すると

いう施設ではないという趣旨で設立されておるところは自明の事実でございますけれど

も、そのことを踏襲しながら、第一次産業を主幹産業とする、特に厚岸港の貴重な実り

となる別寒辺牛湿原の役割等について今後の研究、それから解明、それらを含めた計画

として推進してまいりたいというふうに考えておりますので、１年が過ぎまして、まこ

とに雑駁な評価と計画ということになっておりますけれども、もう少々時間をいただけ

れば幸いに存じます。よろしくお願いいたします。

●議長（稲井議員） 水産課長。

●水産課長（大崎課長） 私の方からは、水産課と水鳥観察館の連携という点でお話をし

たいと思います。

先ほど佐藤課長からも申し上げたとおり、厚岸湖につきましては別寒辺牛川ともにす

ぐれた生態系を持っていると。さらには、とりわけ漁業においては多くの恩恵を受けて

、まいりました。現在は、カキ、アサリで10億円以上水揚げを上げております。さらには

シラウオ等、それからエビとか、そういった多くの漁獲も得てございます。

さかのぼりますと、厚岸湖につきましては、オゴノリというそういったものもとれま

して、それは全国の大半の生産量を占めていた。さらには、ニシンの産卵の場でもあっ

。たということでございます。ある意味、宝の湖だというふうなことが言えると思います

この豊かな漁業資源の場でありますし、また生産活動の拠点というところは、日本で

も私は有数の場所ではないのかというふうに思っております。これら漁場を守り、ある

いは産業を守るためにも、カキセンターの機能を生かしながら、水鳥観察館の持ってい

る機能、あるいはカキセンターの持っている機能をあわせまして、今後とも連携を密に

していきたいというふうに思います。

以上です。

●議長（稲井議員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 教育委員会のふるさと計画あるいは水鳥観察館との連携につい
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て、何点かお話しさせていただきます。

まず、１点目の教育分野へのフィードバックについてでございますけれども、既に水

鳥観察館あるいは補助金を受けての研究資料については、すべて情報館の中に設置し、

資料の公開と保存を行っているところであります。また、その補助金を受けた研究活動

につきましても、町民に対する発表会等を水鳥観察館と連携をとりながら、情報館で開

催をいたしております。

また、総合的な学習の中では、当然貴重な湿原を有するという中で、各学校において

も水鳥観察館等を利用しての活動を行うようにお話をいたしておりますし、ここにもあ

るように、町内外、釧路管内からの利用はかなりあるというふうに考えております。

あと、別寒辺牛湿原の天然記念物指定に向けてでございますけれども、平成14年にそ

の会議等を行っておりますが、天然記念物指定に係る利活用検討会議というのを開催し

て、それぞれ関係の先生たちにご意見を伺いました。その中でも、先ほど出たワイズユ

ースの考え方とその保全をどのように考えるかというふうな意見が出されましたけれど

も、やはり大きな手を加えての見学コース等々については否定的であったというふうに

受けとめております。ただ、カヌーを使っての、先ほどお話しありましたエコツアー等

については検討してみる余地はあるというふうなことでございますけれども、現実に、

先ほど出たように、商業ベースでの実施というのはまだまだ現実的なものにはならない

というふうに考ますし、これは教育的な、あるいは教育的な見地の中からそういうふう

な団体ができてくるということも今後の見通しではないのかなと思います。

また、別の見地からいいますと、カヌーの活動等についても、ネイパル厚岸との中で

は、逆に町民以外の方が厚岸のカヌーということを非常に認識されているというふうに

私ども思っていますし、昨年のＢ＆Ｇの厚岸の大会以降、町内にも子供たちに海洋クラ

ブ、そういうふうなものを使ってのクラブをつくろうという動きも出ております。そう

いうものを一つ一つ育てる中で、子供たちの水に対する、あるいは湿原に対する理解も

深めていきたいというふうに考えております。

●議長（稲井議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（福田課長） まちづくり全体からの考え方について、少しだけ述

べさせていただきたいと思います。

湿原生態系の維持保全が私たちの基本的な考え方であります。その湿原生態系を維持

保全していくために、町内で大きな問題になるだろうと予想されるものは、今でもそう

でありますけれども、産業活動にかかわる環境負荷の問題であります。これは農業にも

ございますし、漁業にもありますし、水産加工にもあるというふうに考えております。

こうした、いわゆる湿原生態系の維持保全をいうと、そこに利害としては相反

する 長い目で見るとそうでもないんでしょうけれども、近い目で見ると利害が相反─

する方たちが当然出てこられる。この調整をきちんとしていかなければならないという

のが第一だというふうに考えております。その調整を可能にするためにも、今、水鳥観

察館が行っております額樹研究に対する助成、こういったことを支援をしながら、基礎

的なデータを集めて、それをそういう町民に理解をしていただく。産業活動とどう関係
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しているかということに理解を深めていただくということが、大きな政策の柱になるだろ

うというふうに考えております。

さらには、我々が日常生活において合成洗剤を使うとかということも環境負荷になっ

てくるわけでありまして、そういったことも含めて生態系の維持保全ということを考え

なければならない。

さらに、湿原生態系の維持保全に当たって、やはりなぜそうしなければならないかと

いうことについて、町民の理解が必要であろうというふうに考えております。その啓発

活動の拠点になるのが水鳥観察館ということになると思いますので、ここの運営を充実

させていくということが大変重要なんだろうというふうに考えております。

、さらには、町内だけではなくて、この湿原というものの生態系はできるだけ日本全国

あるいは世界にも知ってほしいという貴重なものでありますから、そういったところに

も目を向けなければならない。その受け入れの一つの手法としてエコツーリズムという

ことなどが考えられると思いますけれども、これも、ただ観光業者が普通に団体を募っ

て連れてきて、一過性で見て帰るというものでは、逆に問題を残す場合も各地で報告を

されているということから、厚岸町としてはエコツーリズムにきちんと対応できる専門

的な知識を持ったガイドといったような人たちの育成ということにも力を入れていかな

ければならないのではないかというふうに思います。

。そうした形でのエコツーリズムがここに定着すれば、当然交流人口が拡大いたします

さらには、ここを訪れた人が、みな消費者でありますから、そういった厚岸町のものが

生産されるバックグラウンドといいますか、フィールドといいますか、こういったもの

がすばらしいところだと、こういうところから生産されるものは当然すばらしいという

評価を受けるということで、いわゆる厚岸町の地域ブランドの確立にもつながるのでは

ないかと。そういう方向へ政策を少し向けていく必要があるのではないかというふうに

思います。

これが厚岸町が、カキだけがブランドではなくて、バックグラウンドを含めて厚岸ブ

ランドということになりますと経済的にも、今、地域の経済の自立が叫ばれております

けれども、そういった方向にもつながってくるのではないかというふうに考えておりま

す。

突然の質問でありまして、余りまとまっておりませんが、そんなことを今考えている

ところでございます。

●議長（稲井議員） １番。

●室﨑議員 まず、１点目の「ころばない講座」について申し上げますが、るる話をお聞

きしまして、非常にいい視点で今後の展開をとらえていらっしゃるというふうに思いま

したので、また町民課の方でも問題点といいますか、その評価をきちんとなさっている

という話も今お聞きしまして、意を強くしたところであります。

それで、転倒して大腿骨を折って、手術をすると250万円ぐらいかかるのでびっつり

したんですけれどもね。これが250万円かかって、今まで大変な生活だったのがとても

いい生活になる、それに250万円かかるというならば、ある意味では国保が少し赤字に
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なっても大いに結構ということになるんでしょうが、逆なんですよね。国保の方の会計も

、大変だし、ご本人だって非常にその後の生活が大変になっていくんですよね。ですから

元気で足元がしっかりした生活を送れるにこしたことはないと。しかもそれは副次的にと

言っていいんでしょう。国保の会計の健全化にも寄与するということから、いいことづく

めなわけですよ。

ですから、そういうものをより積極的に進めていくということについて、ぜひ今後も

力を入れていただきたいと、これは特に要望しておくわけですけれども、その点での町

長のお考えをお聞きしたいんです。

それから、２点目、今るるお聞きいたしました。それで、担当課だけでなく、関連各

課の皆さんも同じ認識を持ってこれを見てらっしゃるということがよくわかりました。

それで、結局この厚岸町というのは全国でも珍しい自然体系を持った町なんだそうで

す。私なんか厚岸町しか知りませんので、あんまりそういう縦の比較ができなかったん

ですが、森林がある、大きな森林を持っている。それから、牧草地を持っている、非常

。に広大な草地を持っている。そして、湿原があって、汽水湖があって、そして海がある

ワンセット全部そろっているんですね。そして、面積も、本当に箱庭みたいな小さなと

ころにちまちまっとあるんじゃなくて、非常に大きな、東京都23区の１倍半というよう

な大きな面積の中にそれがある。これはもうやはり、我々が非常にいいところで暮らし

ているということなわけです。

そして、この湿原というものが持っている価値というのがだんだんこのごろわかって

きていますが、いろいろ学問的にも解析されてくると、厚岸湖、湾、そして沿岸の漁業

一つで言っても、いろいろな豊かな産物というものの、いわば何というんですか、生み

の親といいますか、そういう機能をですね、もちろん自然だけじゃありませんが、果た

しているということがだんだんわかってきました。そういうことがみんなわかってくる

と、やっぱり黙っていても大事にしますよね。そういうことが非常に大事だろうという

ふうに思うわけです。

それで、今、るる各課からお話を伺いまして、そういうものを具体的にどう詰めて、

どのような計画にしていくかというのは、これからのいろいろな内部における手法だと

思いますので、その点については私の方でとやかく言うことではないんですけれども、

今お話をしたこういう方向で進めていきたいという話がみな盛り込まれた計画ができ上

がってくるというふうに理解させていただきますが、それでよろしゅうございますね。

それで、それができ上がるめど、大体いつころにでき上がって、議会の方に示してい

ただけるか、大まかで結構ですからお示しいただければ幸いです。

以上で質問を終わります。

●議長（稲井議員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からお答えをさせていただきたいと思います。

まず 「ころばない講座」につきましてお答えをいたします。、

。高齢者だれしもが健康で長生きをしてもらいたい、すべての高齢者の願いであります

また、我々の願いでもあるわけであります。
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実は、室﨑議員もご承知のとおり、また各議員もご承知のとおり、私は公約の一つとし

て健康保養施設、タラソテラピーというものを公約に上げました。なぜ上げたかといいま

すと、やはり今、私が冒頭に申し上げた高齢者のみならず、町民一人一人が健康で長生き

してもらいたいという願いを込めたからであります。

議員の皆さん方も市浦に行って、その施設を見てまいりました。私は、その報告書も

拝見をいたしました。実際、5,000万円の医療費が削減されたという報告を承りました。

ぜひ、厚岸町においてもそれを実現し、高齢者のみならず、町民各位に利用いただき

たいと考えたわけであります。しかしながら、財政事情大変厳しいわけでありまして、

この件については当分の見通しが立たないという現実でありますが、私としてはこうい

う施設が欲しいなという願いは変わっておりません。

そういうことで、厚岸町においては「ころばない講座」というものが行われておる。

。私が就任する以前からであります。平成12年からであります。大変よいことであります

しかもまた、厚岸町には「みんなすこやか厚岸21」があります。この第７章、本当に立

派な文章になっております。これに基づいて「ころばない講座」が行われていると、私

はそのように理解をいたしておるわけでございまして、これからも健康な町厚岸町をさ

らにつくってまいりたい、かように考えておりますので 「ころばない講座」を初め、、

それぞれ必要な事業については展開をしてまいりたいと、かように考えておるわけであ

ります。

次に、厚岸湖・別寒辺牛湿原ふるさと計画であります。

１年前、室﨑議員からの質問を承りました。その当時、私も、その内容について改め

て理解をさせていただきました。今回、担当の環境政策課、そしてまた水鳥観察館が中

心となって、１年前の回答ということでその案を作成をさせていただきました。

実は、私がこれからの厚岸町政にとって、まちづくりにとって大事な事業になると、

これではだめだということを実は私が指示したんです。といいますのは、平成７年につ

くりました厚岸湖・別寒辺牛湿原ふるさと計画といいますのは、まちづくり 終目標を

見ますと、自然と人間及び産業の共生、さらには漁業の保全と活性化、自然と食文化の

共生、湿原及び厚岸湖の保全と利用、ラムサール条約による地域振興、さらにはまた交

流によるいい町・いい味・いい仲間づくり、 後に人づくり、極めて重要な事業であり

ます。

そういう面において、ただ環境政策課と水鳥観察館だけの問題じゃない。これからは

役場挙げて取り組まなければならない事業であるということで、この事業の評価と今後

の展望については、全課責任を持ってそれぞれ協議をし、立派なものをつくってもらい

たいということを指示をさせていただきました。どうか、この点についてはご理解をい

ただきたいと思います。

必ずや室﨑議員の質問のとおり、期待にこたえられる案ができるであろうと、報告書

ができるであろう、そのように考えておりますので。ただ、いつまでかと、私は速やか

につくっていきたいと考えておりますが、それぞれの事業の展開もありますので、１年

以内ということをご理解をいただければ、今後、政策会議でも十分に議論を重ねてまい

りたいと考えておりますので、ひとつよろしくお願いを申し上げたいと存じます。

さらにはまた、先ほどからワイズユースの問題があります。これは大事なことなんで
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す。文書では管理する、保存活用という表現をいたしておりますが 「賢明な利用」なん、

です。湿原の恩恵というものを考えながら、有効活用していこうという考え方に立ってお

るわけであります。

そこで私は、先ほど厚岸町は大変すばらしい自然があるというお話がありました。そ

のとおりなんです。ですから、今、厚岸道立自然公園を国定化にしようという願いがそ

。こにあるんです。特に今後、別寒辺牛湿原を特別区域にいたす予定にもなっております

一部の理解されない事情にまだありますが、しかし、厚岸町の漁業がこれだけ振興し、

特に厚岸カキがブランドになっておるというものは、やはり別寒辺牛湿原があるからな

んです。私はそう考えています。その恩恵を忘れてはならないと思っております。

そういう意味においては、湿原の保全というものも大事なことであります。さらには

また、これを活用するということも厚岸町の振興・発展につながることでございます。

私も、十分に心得て行政を推進してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い

したいと存じます。

●議長（稲井議員） 以上で室﨑議員の一般質問を終わります。

この際休憩をいたします。再開は３時30分といたします。

午後２時58分休憩

午後３時30分再開

●議長（稲井議員） 本会議を再開いたします。

休憩前に引き続き一般質問を続会いたします。

14番、田宮議員の一般質問を行います。

●田宮議員 平成17年第１回定例会に当たりまして、私は４項目について一般質問を申し

上げたいと思います。

まず 初に、現在、国が進めている三位一体改革は、町の財政にどのような影響を及

ぼしているのか、わかりやすくお示しをいただきたいと思います。

国庫補助金、負担金、それから税源移譲の問題、地方交付税、それから公共事業につ

いては交付金化、交付金にかえられてきておりますが、そういう内容についてお願いを

申し上げます。

。２番目に、定率減税が廃止されようとしておりますけれども、町民への影響について

定率減税の内容。この定率減税が廃止されるとすると、その影響。それから、税金がふ

えるわけでありますから、当然税金をもとにしている保育料などにも大きな影響を及ぼ

すことになりますが、それらの内容についても具体的にお答えをいただきたいのであり

ます。

３つ目は、介護保険の見直しについてであります。

今年は、介護保険の見直しの年であります。施設利用の高齢者について、食事や居住

の費用はこの見直しで全額自己負担ということになりますが、負担額は幾らになるので
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ありましょうか。

２つ目は、在宅介護、デイサービス、ショートステイでの居住や食事費も自己負担に

なるのでありますが、この自己負担はどのくらいのものになるのでありましょうか。

次に、自己負担が困難な方もおられるわけでありまして、困難な方への対策はお持ち

であるのか、ないのか。その点についてお答えをいただきたいのであります。

４つ目は、災害時の町の公的支援についてであります。

このことに具体的に考えておられるのかどうなのか。

それから、町としても、被災者住宅再建支援制度確立などが必要になるのではないで

しょうか。

以上、４つについてそれぞれお答えをいただきたいと思います。

第１回目の質問を終わります。

●議長（稲井議員） 町長。

●町長（若狹町長） 14番、田宮議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の政府が進める三位一体改革の町財政への影響についてであります。

まず初めに、町における平成17年度当初予算計上分の国庫補助金・負担金の廃止・削

減の影響額でありますが、保健福祉課関係では、緊急通報体制等整備事業補助金45万5,

000円、除雪サービス事業補助金50万4,000円、寝具乾燥消毒事業補助金７万5,000円、

外出支援サービス事業補助金391万5,000円、１歳６カ月児健康診査負担金15万4,000円、

３歳児健康診査負担金20万4,000円、老人保護費負担金1,436万5,000円であり、当初予

算計上はありませんが、産休代替保育士等補助金も該当します。

建設課関係では公営住宅家賃収入補助金280万円、教育委員会関係では準要保護児童

・生徒援護費補助金167万3,000円、準要保護児童・生徒給食費補助金138万7,000円、合

計で2,553万2,000円となっております。このほか、国民健康保険制度における国から都

道府県への役割権限を含めて、税源移譲が行われ、町の受け入れ財源についての財源内

訳が変更となっています。

次に、この国庫補助金・負担金の削減に対しての税源移譲ですが、所得譲与税の国勢

調査人口１人当たり3,516円は、前年度から1,843円の増額で措置されることになってお

り、交付予定額は4,327万8,000円で、前年度より2,268万円の増額交付を見込んでいます。

平成17年度当初予算における国庫補助金・負担金と税源移譲との差は、マイナス285

万2,000円となっています。また、平成16年度の所得譲与税については、2,059万8,000

円の交付に対し、平成15年度決算において、従来受けていた国庫補助金・負担金は5,00

7万2,000円でありますから、町の影響額がさらに広がり、平成16年度分としては2,947

万4,000円のマイナスとなっています。

なお、平成17年度の所得譲与税のアップ分については、普通交付税の基準財政収入額

に100％算入されることになり、財政調整がされることになっています。

、次に、地方交付税でありますが、平成17年度予算提案においても説明いたしましたが

地方交付税の総額としては前年度対比0.1％増の100億円程度の増を確保したとなってい

ますが、地方財政対策として地方交付税の不足する部分を補填する臨時財政対策債は、
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、前年度対比23.15％の減となっており、合わせて影響率はマイナス4.5％となることから

地方での財源不足の補填が的確に行われていないと判断をしています。

また、普通交付税では、国及び地方の公共事業の圧縮による削減の影響が交付税の単

位費用に反映されることから、基準財政需要額に置きかえる必要があり、さらには厚岸

町特有の減額要素を織り込むとマイナス3.9％と予想しておりますが、当初の予算計上

は一部財源の留保をしておりますので、マイナス5.1％となっています。

特別交付税に至っては、合併や大規模災害による影響を考え、当初予算では平成16年

度交付見込額のマイナス25％で計上しているところであります。

次に、補助金の交付金化でありますが、各省庁の横断的な交付金制度の創設がされ、

、平成16年度からの交付金の拡充のほか、地域住宅政策、循環型社会形成推進、地域介護

福祉空間整備、次世代育成支援対策施設整備費等の交付金として新規メニューが上がっ

。てきていますが、従来の補助金が削減されるという状況も明らかになってきております

予算編成時での具体的な情報の把握ができず、当初予算では平成16年度と同様な予算

編成となっており、今後の補正予算において組み替え等を行いたいと考えています。

当町で予想される交付金化となる補助金については、へき地保育所設置補助金と保育

所地域活動事業補助金がありますが、交付金化の補助率は２分の１が基本となることか

ら、従来受けていた３分の２の補助率は減額となり、307万円の影響を受けると試算し

ております。

その他には農業委員会補助金、新山村振興等補助金、担い手育成草地流動化促進事業

補助金、造林事業補助金、道営事業として公共牧場整備、大別地区草地整備があります

が、町への影響は今のところないと考えています。

なお、厳しい行財政環境にありますが、新たな計画による事業展開を含めて、交付金

の制度の活用について、今後の行政執行の中で特に町民生活に直結する行政サービスの

取り組みを進めてまいりたいと考えています。

次に、定率減税の内容についてのご質問でありますが、定率減税は平成11年の税制改

正において、当時の著しく停滞した経済活動の回復に資する観点から、所得課税のあり

方について抜本的な見直しを行うまでの間、税額を一定率だけ軽減した特例措置が講じ

られてきたものであります。

、定率減税は、所得税の20％で上限25万円、個人住宅税所得割額の15％で上限４万円を

それぞれ所得税及び個人住民税から控除するという仕組みになっているものであり、こ

の定率減税を改め、平成17年の所得から控除率、控除上限ともに一律半分に縮減、所得

税は平成18年１月、個人住民税は同年６月から実施するという案になっております。

この定率減税は、もともと平成11年の税制改正において期限を定めず、景気対策のた

めの特例措置として導入されたものですが、昨年の政府税制調査会は答申で、現下の危

機的な財政状況を踏まえ、定率減税を平成17年度から２年間で廃止すべきと提言されま

した。これを受け、与党税制改正大綱では、平成17年度税制改正において縮減が盛り込

まれたという経緯であります。

次に、定率減税が廃止された場合の影響についてのご質問でありますが、夫婦２人と

子供２人のモデル家庭では、年収500万円で年間３万4,000円の負担増、年収1,000万円

で17万5,000円の負担増と試算いたしております。
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当町における平成16年度課税状況で定率減税が廃止された場合の影響額を試算いたしま

すと、所得税が2,026件で１億4,500万円、町民税が4,313件で4,000万円、道民税が4,32

4件で1,900万円となっており、廃止された場合は、合計で２億400万円余りが町民の負担

増になるとの試算結果が得られているところであります。

次に、保育料等にも影響を及ぼすが、その内容について具体的にとのご質問でありま

す。

定率減税が廃止されるに伴い、所得税と住民税の税額を積算根拠とする平成16年度利

用者についてその影響を試算しましたところ、保育料については26人で年額合計82万7,

410円増加する結果となっております。また、更生医療利用者負担額については３人で

年額5,400円、身体障害者補装具利用者負担額については15人で年額５万4,970円、身体

障害児補装具利用者負担額については２人で年額2,550円、居宅生活支援利用者負担額

についても同じく２人で年額１万4,600円、それぞれ増加するとの試算結果が得られて

いるところであります。

次に、介護保険見直しについてのご質問のうち、１つ目の、今回の見直しで、施設利

用の高齢者について食事、居住費用は全額自己負担となるが、負担額は幾らになるのか

とのお尋ねであります。

介護保険制度の見直しについては、関係法律改正法案が２月８日閣議決定され、通常

国会に提出されておりますが、その中で特別養護老人ホーム等の施設利用者における利

用者負担が見直しをされ、居住費及び食費を保険給付の対象外とし、平成17年10月１日

から実施予定となっています。

厚生労働省の試算によれば、居住従来型（多床室）の場合の月々の利用者負担額は、

第１段階では影響がなく２万5,000円、新第２段階では3,000円の減少で３万7,000円、

新第３段階では１万5,000円の増加で５万5,000円、新第４段階以上では３万1,000円の

増加で８万7,000円となることが見込まれています。

また、２つ目の在宅、デイサービス、ショートステイでの居住、食事も自己負担は幾

らになるのかとのお尋ねであります。

町のデイサービス利用者の食費については現在、食材費に限り１日320円を負担いた

だいておりますが、制度の見直しにより、介護報酬のうちの食事加算分390円が今後調

理費として個人負担に加算される見込みにあります。同様に町のショートステイ利用者

の居住費、食費についても現在、食事代として１日1,000円を自己負担して利用いただ

いておりますが、制度の見直しで、食事代に加え、光熱水費相当額を居住費として個人

負担に加算される見込みにあります。

、利用者個々の居住費については、負担の上限を月額１万円と設定するとの情報ですが

町としての今後の介護保険法等の一部を改正する法律の施行期日までに保険料段階ごと

の負担額を検討してまいります。

３つ目の自己負担の困難な者への対策はあるのか、ないのかとのお尋ねであります。

、国が示した介護制度改革関連法案の概要によりますと、低所得者への対策については

所得に応じた負担限度額を設け、特定入所者介護サービス費を創設して、介護保険から

補足的給付を行い、所得の状況に応じた配慮に万全を期すこととされております。しか

しながら、その詳細については、法案成立後の厚生労働省令による告示事項とされてい
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ることから、町としては引き続き情報収集に努め、検討してまいりたいと考えておりま

す。

次に、災害時の町の公的支援についてのご質問でありますが、町では全町的な大規模

災害発生後の公的支援について、過去の地震被災者への支援施策等を参考にしながら、

災害の都度検討を加えて、支援に努めてまいりました。

、平成15年９月26日の十勝沖地震で被災された方々の支援としては、災害見舞金の支給

災害援護資金の貸し付け、災害復旧資金の利子補給、住宅金融公庫の災害復旧住宅資金

融資制度の周知、建築確認申請手数料の免除、証明手数料の減免、町税・国保税・介護

保険料の減免、国民健康保険料の免除、水道・下水道使用料の軽減や分担金の減免等を

行っております。町としても、今後とも可能な限りの支援に努めてまいりたいと考えて

おります。

また、北海道では、平成16年に改正された被災者生活再建支援法により、10以上上の

世帯の住宅が全壊する被害が発生した市町村の区域にかかわる自然災害または100以上

の世帯の住宅が全壊する被害が発生した北海道内の区域にかかわる自然災害について、

北海道知事が告示を行った後、住宅を全壊または大規模半壊された方が手続をすること

によって生活再建支援金及び居住安定支援金、合わせて 高300万円が支給される被災

者住宅再建支援基金に加入しております。万一の場合には、厚岸町が窓口となり、被災

者からの申請を受けることとしておりますので、ご理解願いたいと存じます。

、次に、町としても被災者住宅再建支援制度の確立が必要ではないかとのご質問ですが

町民にとって生活の基盤となる住宅の再建は極めて重要と考えておりますことから、北

海道知事が全国知事会を通じて国に働きかけている「地震被害に伴う住宅再建を公費で

支援する制度創設」に向けての動向に期待をしながら、町としても北海道との共同歩調

により、適切に対応してまいりたいと考えているところでありますので、ご理解をいた

だきたいと存じます。

以上でございます。

●議長（稲井議員） 14番。

●田宮議員 ２回目の質問を申し上げたいと思います。

１つは、国が三位一体改革ということで進めているわけでありますが、総体的に地方

に負担を押しつけるような形になっている。国が地方への支出を抑制すると、こういう

形になっているわけですね。勢い、町の上には道があって、道・町とそれぞれ施策をと

らなきゃならないわけでありますが、これがやはり財政に大きな影響を与えて、住民サ

ービスの低下ということが大変懸念されるわけなんですね。

そういうことで、私は、町がまず国に対して、現在進めている三位一体改革というこ

とで、地方への支出を大幅に抑制すると、こういう方向が極めて強くなってきているわ

けでありますね。例えば、地方交付税についても、この２年間については、今年と来年

については現在の額、これを維持するというふうに言っておりますけれども、では３年

、目からはどうなるのかと、大幅な削減がされるのではないのか。地方交付税については

地方交付税の財政調整機能であるとか、交付税そのものを縮小するという意図があらわ
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になってきているわけであります。町の財政が立ち行かなくなるような状況が出てくるの

ではないかというふうに思うわけでありますが。

その点、もう一つは、国が２年間については現在の額を維持する。そして、今も言い

ましたように、３年目から大幅な削減が予想されると。そういう事態について、２年の

猶予の中で町がどういう対策を考えられるのかということもまた大事な問題であります

が、その点についてお答えをいただきたいというふうに思います。

それから、地方交付税については、今年の予算でも、町の予算の歳入の42％を占めて

いるのではないかというふうに思うわけですね。入ってくる税金は10億円をわずか超え

る額でありますから、自主財源として使えるお金は極めて少ないわけであります。この

地方交付税がなければ、今、歳入の42％を占めておりますから、これがなくなれば大変

なことになるわけですね。なくなることはありませんが、縮小されるということになる

、と大きなダメージを受けかねないということだと思うんですが、この地方交付税が今後

今以上に維持される、そういうことについて強い働きかけが必要になってくるのではな

いか。

財界を中心にして、地方財政計画から７兆円、８兆円むだな金が入っているというよ

うなことまで言っておりますけれども、そんなことで減額の措置がとられたら、これは

もう立ち行かなくなるわけでありますから、その辺についてのお考えをお聞かせいただ

きたいというふうに思います。

それからもう一つは、新年度の予算編成で見ますと、地方税、地方交付税、臨時財政

対策債、この３つが一般財源として使われる主なお金になるわけですね。これは、昨年

度と比較しますと47億5,488万6,000円ということで、去年と比較しますと３億2,000万

円からの減額になっているわけであります。

こういうふうに、一般財源として も大事な３つの地方税、地方交付税、臨時財政対

策債ですね。これがこのような、前年と比較して大幅な減額が行われているわけであり

ますが、この傾向というのは今後ともこういうふうに見られるのかどうか、その点につ

いてどのようにお考えでありましょうか。

全国的なあり方を見ますと、この３つとも減額になるという状況ではないようであり

ます。それぞれ、もちろんそれぞれの市町村によって、あるいは都道府県によっていろ

んな格差は出てくるでありましょうが、地方税、地方交付税が減った、その減った分を

臨時財政対策債で見るとか、あるいは臨時財政対策債が減れば、地方税や地方交付税で

見るという形にならないとおかしいのではないかなというふうに思うんです。全国的な

傾向としてはそういうふうな傾向ではないんでしょうか。

厚岸町の場合は、この３つとも減ってきていると。こういうふうに減ってくると、勢

い住民サービスが低下せざるを得ない。住民サービスに割くお金を減らさなければなら

ないというようなことになるのではないかと思いますが、その辺のお考えについてお聞

かせをいただきたいのであります。

それから、定率減税でありますが、これは今度、定率減税を今までの半分減らすと、

今、国が言っているのはそうですね。そして、その先はこれを全廃するということにな

るわけであります。当然、町民の皆さんの税負担が大幅に負担増になるというのは、１

回目のご答弁でもあるわけでありますが、私は、定率減税だけではなくて、そのことに
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よって保育料などその他にも大きく影響していくわけでありますから、私はこの点、もう

少し分析をして、きちんとした数字を出していただきたいというふうに思いますが、いか

がでありましょうか。

それから、介護保険の見直しであります。

。５年目になって、介護保険を見直さなければならないということで見直しが行われた

ところが、ふたをあけてみますと、特別養護老人ホームなどの施設、今まで居住費や食

費については介護保険が見ていたわけですね。ところが、ホテルコスト、こういうこと

で居住費、それから食費が全額自己負担という形になって、大きな負担増になるわけで

あります。

今まで、介護保険利用は４割というふうに言われていますね。利用料であるとか保険

料が高くて、介護保険のサービスを利用できない。数字的にもあらわれているわけであ

りますが、こういうふうな自己負担がふえれば、せっかくの介護サービスを受けたくて

も受けられないという現象が一層強まっていくのではないかというふうに思いますが、

その辺についてどのようにお考えになっておられるのか、お答えをいただきたいと。

デイサービスであるとかショートステイですね、特別養護老人ホーム、在宅の施設も

ふえるにいいだけふえるわけですから、利用したくても利用できないというふうな状況

が一層強まってくるのではないかと思うんですが、この辺のことについて何らかの手を

打たないと、私は困るというふうに思いますが、いかがでありましょうか。

次に、災害時の問題であります。これは午前中、佐藤議員が災害についてはご質問を

なさっておられました。なるたけ避けて、私は公的な支援についてお尋ねをして、１回

目のご答弁をいただきました。

そのときになってどうするかということにならないように、やはり今のうちから災害

時に、例えば住宅が半壊・全壊して住めなくなる、あるいは仕事ができなくなると、こ

ういう状況をどう救済していくのか。どう一人一人の再建を図っていくのか。

私は、今まで国もそうでありますが、個人の財産については見ないんだと、公的な支

援は行わないんだと、こういう姿勢であったと思うんですね。しかし、これは鳥取県の

西部の地震があって、鳥取県がそういうことではだめだということで、片山さんという

知事が一律300万円、住宅再建のために県がお金を出すことを決めました。これが今、

災害時に個人の財産をどう保障していくのか、一つの流れになってきていると思うんで

すが、その辺についてお答えをいただきたいというふうに思います。

これで２回目の質問を終わります。

●議長（稲井議員） 行財政課長。

●行財政課長（斉藤課長） まず初めに、私の方から、三位一体の改革を含めてご答弁を

申し上げたいというふうに思います。

今、質問者おっしゃいますとおり、地方交付税を初めとする状況につきましては、２

年間の状況について、今年度と来年度は維持されるということでありますから、我々と

しては一定の安堵をしているわけでございますけれども、その後の部分のいろんな情報

の中で考えますと、三位一体改革がきちんとされる税源移譲を見なければ、再来年の財
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政状況というのはなかなか図り切れないのが実態であります。

そういう中で、今、質問者おっしゃいましたとおり、２年間の猶予というか、今年と

来年の中で全体の地方財源が確保されるという国の考え方でありますから、その中で足

腰をきちんとしていかなきゃならないということで今、財政のシミュレーションを盛ん

につくっているところでありますけれども、その中でその中身を明らかにしていきたい

というふうに思っております。

しかしながら、今年、来年の状況を見た中でも、特に平成17年度は国勢調査がござい

ます。人口は５年前よりも必ず減るという推計をさせていただいておりますけれども、

そういう中で、あくまでこれは推計でございますけれども、影響額として１億円が出る

というふうに我々見ています。５年間で１億円でございます。そういうことが１年間で

財政的に措置をされるのか、５年間で段階的に措置をされるのか、それも含めて今後の

推移を見なきゃいけませんけれども、そういう中でも、この２年間の中で基本的には今

年度予算の中で、公債費の償還金、見ていただいたとおり約３億円減になってきた。こ

れは、平成14年からこのような取り組みをやってきた結果がやっと平成16年で出てまい

ったという状況であります。

、それと、来年度もこの公債費の償還金は２億円減額になる予定であります。そういう

今まで行ってきた借金の返済が平成16年度をピークに下降をしていく。それと、職員の

定数も含めて、不補充を含めてきちんとした体制、事務事業含めて見直し、定員管理を

きちんとするということの中で、今盛んにその状況をまとめているわけでございますけ

れども、いずれにいたしましても、昨年、第二次の財政運営基本方針を出しました。

その中では、これからの改革をやってもマイナスの数字を出させていただいたという

計画であります。これはやはり、毎年毎年の予算を組んでいく中でマイナスというわけ

にはなりませんから、今後の計画の中ではきちんとした歳入歳出ゼロというシミュレー

ションを見せていかなきゃならないというふうに思っておりますし、その中でまた議論

をいただきたいなというふうに思っておりますけれども。

いずれにいたしましても、厚岸町の行財政含めて、借金も含めて、スリム化になって

きていることは事実でありますから、交付税が本来であればプラス・マイナス・ゼロが

ゼロであれば、今後の厚岸町としては、私としては安泰であるというふうに思っていま

す。プラス・マイナス・ゼロというふうに仮定するのであれば、やっていける町である

というふうに思っております。しかしながら、この交付税含めて、マイナス志向はまだ

続くというのが財政当局の考え方であります。

いずれにいたしましても、これらの状況をですね。昨年もそうでしたけれども、今年

も含めて、地方交付税、財源対策債、地方税含めて、町が使える一般財源の状況でござ

いますけれども、これを大きく地方交付税に依存しているというのが実態でありますか

ら、それも含めてこれらの維持ということが、この小規模市町村にとっては生命線であ

ります。ですから、これについては当然町村会含めて、または理事者、議会も含めて、

危機突破大会含めてやっておりますけれども、そういう中できちんと訴えていくと。ま

た、町村会にもそういうことを投げかけていくというこで、物事を進めていきたいとい

うふうに思っております。

、それと、２点目の地方税と地方交付税と臨時財政対策債の関係でございますけれども
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質問者おっしゃいますとおり、この状況を含めて、国の示している数値は0.1％の増であ

ります。厚岸町の状況を含めて押さえさせていただいておりますけれども、言われますと

おり約３億円2,000万円を前年度から比較いたしますと、当初レベルでいきますとマイナ

ス予算となっております。

この要因は、一つには、大きく考えなきゃいけないのは、実は特別交付税の取り扱い

です。昨年12月、大きく減額をされております。そういう中で、当初予算の説明の中で

も申し述べましたけれども、この特別交付税を含めて、普通交付税も含めて、今年度の

伸び率はゼロ％であります。そういう中からすると、このマイナス25％という数値を当

初予算で見ておりますけれども、それと平成16年度の特別交付税が43.5％というマイナ

スで、一応12月の議会の中で計上させていただいております。それをベースに特別交付

税については算出しているという状況であります。

そういう中で、厚岸町としてこれらのものをですね。特別交付税については、来週だ

、と思いますけれども、来週の中で平成16年度の数値が固まってくると。そういう中では

予算編成の中、当初計上を見る中でこれらの状況がどうも不安定だということで、その

辺の財源を見なかったというのが実態であります。ですから、特別交付税については43.

5％落としながら、それと合併等、大規模災害等もございますので、それらの状況を勘

案いたしますと、今年度は実は合併の関係で、しないところについては約20％が特別交

付税では落とされるというような情報もいただいております。

そんな中で、新年度の中の─厚岸町は自立をしていくわけでございますから、特別交

、付税の見方として25％をいわゆる減額して計上したというのが実態であります。これは

。特別交付税含めて、我々この数値をそのままにしていくという考え方ではございません

また、平成16年度の特別交付税も43.5％というふうなことで12月定例会の中で減額をさ

せていただいておりますけれども、そういう数字を国にお願いしているわけではござい

ません。

そういう意味では、大きく期待をしながらこれからの財政運営もしていかなければな

らないわけでございますけれども、そういうことも含めて、当初予算計上の数値だけで

判断されてはちょっと困るなというふうには思っておりますけれども、いずれにしても

当初予算でそういう計上ができなかったという、非常に厚岸町特有のものがあるという

ふうにご理解を願いたいなと思います。

それともう一つは、先ほど質問者もおっしゃいましたけれども、国が公共事業を初め

としてスリム化をしなさいという中には、実はこれは交付税の中へですね、逆に言うと

単位費用を大きく減額をしているというのが実態であります。ですから、交付税の中で

スリム化をされるということは、当然それは一般財源として町でそのお金は使われるわ

けですから、町に回っていかないという状況にもなると。

そういうことも含めて、非常に地方交付税というのは町の財源の均衡を保つという大

きな働き、地方自治の２つの機能がありますけれども、基本的な財源を支えるという機

能を持っているということであります。そんな意味で、これが財務省の言う、なくなる

というような大きな減額ということには我々としてはどうも考えにくいわけでございま

すけれども、いずれにいたしましても、減額傾向は続くということは理解しながらも財

政計画をつくっていかなきゃならない状況にあるということをご理解を願いたいと思い
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ます。

それと、これらのもとにおける、当然財源が落ちていくわけでございますから、これ

らの一般財源の減額というのは実はピーク、いわゆる平成12年だったと思いますけれど

も、平成12年が地方交付税と臨財債のピークとして考えますと、実は今年度の状況は約

25％の減額になっているということであります。一般財源が、税は大体横並びなんです

けれども、25％減っているということでございますから、４分の１の経費を削減しなけ

ればやっていけないというのが今年度の予算でありました。

ですから、平成14年度から実は財政改革に取り組んでおりますけれども、今年度大変

厳しい状況になったというのは、この25％の一般財源の不足をきちんと予算の中で反映

をさせていただいた予算が、この75億円という予算になったということであります。

ですから、これらのことを含めて、住民サービス、私どもといたしましては、今まで

、行ってきたサービスを、一部行財政の見直しの中で検討させていただきましたけれども

基本的には守ってきた予算編成をしたというふうに思っておりますし、来年度も含めて

これらの状況については守っていかなきゃいけない状況にあるだろうというふうに思い

ます。

そういうことで、いずれにいたしましても、これ以上の住民サービスの削減というこ

とのないように財政運営をしていかなきゃならない、ぎりぎりのところまで今年度の予

算は来ているのかなというふうに考えておりますので、ご理解を願いたいと思います。

●議長（稲井議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（豊原課長） それでは、私の方からお答えをさせていただきたいと存じ

ます。

定率減税の保育料その他に与えます影響の関係でございますけれども、役場全体の中

でどういう状況なのかというようなことにつきましては、保健福祉課担当分に定率減税

の影響が集中しているようでございます。

そこで、保育料なんですけれども、ここの部分が一番大きな影響を示しております。

年額で見ますと26人の方々のうち、 低で5,160円の上昇、それから 高で12万3,480円

の上昇というような影響が出るという試算結果を得たところでございます。かなりの影

響が出るということでございますけれども、４歳児から２歳児までの中で も大きな影

響が出るようでございます。しかも低年齢ほど負担が重くなるというような状況がシミ

ュレーションの結果、見えているところでございます。

それから、介護保険の見直しの関係でございます。

、町長の答弁でお答え申し上げましたとおり、特別養護老人ホーム等々を利用しますと

光熱水費等々の部分にかかわります居住費、あるいは食費の部分にかかわります居住費

あるいは食費、この部分が本人の負担に振りかわるというような状況が言われておりま

す。

利用率の関係で４割というご指摘をいただいておりますけれども、厚岸町の状況を見

ますと、介護認定者442人いらっしゃるわけでございますが、そのうち在宅サービスを

利用される方が290人、施設サービスを利用されている方が99人ということで、合計し
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ますと389人の方々が何らかのサービスを利用されている状況が見受けられます。

人数的に見ますと、約９割の方々が利用されていらっしゃいます。しかしながら、そ

の中身を見ますと、個々の利用限度額、介護度によりましてそれぞれ違うわけでござい

ますが、個々に中を見てみますと、満度に利用されているという状況ではなく、やはり

約４割程度の利用にとどまっているような状況が見受けられております。

新たな見直しというようなことで、それぞれ負担が増加するような傾向にあるわけな

んですが、町としてこれらの部分にどのような手を打っていくかというような部分につ

きましては、今現在、本当に国からの情報が少ないというような状況でございまして、

町として具体的にどんなふうにしていくのか、そこら辺についてはまだ未検討の段階で

ございます。いろいろな情報を収集する中で、いろいろと中身を見ながら検討させてい

ただきたいというふうに考えているところでございます。

それから、災害時の関係でございますが、鳥取県におきまして300万円の援助を県と

それから地元自治体が共同して行ったというような状況につきましては承知をしている

わけでございますけれども、その段階で300万円というような、 高300万円ですけれど

も、その保障が行われた。そのような流れを受けまして、平成16年度に生活再建支援法

の改正が行われております。その中で、全壊された方々に対しまして、 高で生活再建

それから住宅関連で合計しますと300万円の支援制度がつくられたというような流れに

なっているようでございます。

さらには、北海道知事が全国知事会等々を通じまして国に要請しております内容、そ

れから国会内の状況を見ますと、500万円を一つのめどとしていろいろ検討されている

ような動きが出ているようでございますけれども、国の財政事情等々ありまして、まだ

法律として日の目が見えていないというような状況のようでございます。北海道知事が

いろいろと国に働きかけをしております内容を私どもも注目をしながら、北海道として

の施策、それから厚岸町としての施策、どんなふうにするのか、慎重な検討をしていく

ようなことになろうかというふうに考えているところでございますので、ご理解をいた

だきたいと思います。

●議長（稲井議員） 14番。

●田宮議員 後の質問になりますけれども、地方交付税については、私は、理事者の方

でも減らさない、減らさせない、そういう姿勢でやはり強く臨んでいただきたいという

ふうに思います。議会としても、やはり意見書を上げるなり何なり、地方交付税を現状

維持すると、維持させるという強い姿勢でやっぱりいく必要があるというふうに考えて

いるわけであります。

財政が苦しくなってくると、やはり財政が大変だから住民の皆さんへのサービスを減

らさざるを得ないというふうにならないように、私は対応していただきたいと思うんで

すが、その辺についてもう一度お答えをいただきたいというふうに思います。

それから、介護保険の問題でありますが、国が特別対策を現在とっておりますけれど

も、これを打ち切りにして、負担増させないということが大事だと思うんですね。

介護保険の前は、利用者の８割が無料で訪問サービスを受けていたと。介護保険にな
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って、１割負担になったんですね。大変な負担増ですね。そこで、2003年６月までの３年

間、３％、それから７月からは６％というふうに援助といいますか、軽減措置をとってき

、たわけであります。これがこの３月31日で打ち切りになるんですよね。そうなりますと

現在６％の負担で済んだものが10％の負担になると。訪問介護週５日の場合、現行で月約

9,800円、10％になれば、月１万6,000円ですから月6,300円負担増になるということにな

るわけであります。この点について、町として負担増させないと、国の特別対策が打ち切

りになってもですね。そういう点についてはお考えになっておられるかどうかということ

であります。この点についてお答えください。

●議長（稲井議員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からお答えをさせていただきたいと思います。

田宮議員もご承知のとおり、平成17年度の一般会計予算75億8,500万円であります。

前年度対比マイナス10億円であります。どうしてこうなのか。ご承知のとおり、厚岸町

の自主財源、３割弱であります。そうすると、当然あとの７割ちょっといいますのは国

・道からの交付なくして、助成なくして予算が組めないのであります。そのマイナス10

億円にどうしてなったか。これは、地方交付の大幅な減額であります。そこに、先ほど

ご指摘のとおりの私と田宮議員と同じような悩みがあるわけであります。

そういう意味において、私といたしましては、国に要望する点は要望をしなければな

らない。特に、三位一体改革の中で税源移譲、いまだに不透明であります。国のお話に

よりますと、平成18年度の税制改正において所得税から個人住民税への本格的な税源移

譲を行いたいと言われておりまするけれども、それも内容が不透明であるわけでありま

す。しかしながら、担当の課長からお話がございましたとおり、仮にその税源移譲が決

定いたしたといいましても、現在よりはさらに縮小されることは間違いない、その覚悟

をしなければならないと思っております。

今ご質問がございました、財政が厳しいからといって町民ニーズにこたえられないと

いったら困る、こたえられるのかというご質問であります。私は、こういう厳しい時代

にこそ町民の英知、そしてまた行政の責任者である私の使命と責任、極めて大きいもの

があると思っておるわけであります。

今回の平成17年度の予算にいたしましても、金額の大きさでは、釧路管内では３番目

の一般会計予算に相なっております。例をとりますと、同じ人口を持っております白糠

町、既にご承知のとおり、去年の町長選挙以下の暫定予算以下の予算を組まなければな

らない自治体もあるわけであります。

そういう中で、私はこういう厳しい財政の中で、平成17年度の予算については町民の

ニーズにこたえた予算である、自信を持って言えると思っておるわけであります。

今後とも、財政厳しい折でありますが、しっかりと町民とともに協働のまちづくりの

。中で、すばらしい予算、厚岸町をつくってまいりたい、かように考えるわけであります

その他の介護問題については、担当課長から答弁させます。

●議長（稲井議員） 保健福祉課長。
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●保健福祉課長（豊原課長） 私の方から、介護保険の関係につきましてお答えをさせて

いただきたいと思います。

議員ご指摘のとおり、特別対策の軽減分につきまして、おっしゃられますとおり平成

17年３月31日をもちまして軽減対策期間が終了するわけでございます。この関係につき

ましては、厚岸町といたしましては、大変残念ではございますけれども、３月31日をも

、ちまして10％負担をお願いせざるを得ない、そういうような苦しい状況でございまして

それぞれ該当する方々につきましては、この２月末日だったかと思いますけれども、そ

れぞれの方々に通知をさせていただきまして、３月31日で切れますよというようなこと

でお知らせをしたところでございます。

国の対策といたしまして、法律の中できちんと延長するというような方向が出てくれ

れば、本当に担当としてはありがたいとは思いますけれども、そういうような情報が全

く入ってこないような状況でもございますし、さらにはまた町財政の大変厳しい状況の

中、なかなか町として単独でこの制度を維持していくというようなことが難しいという

ようなことで、苦渋の選択をさせていただいた次第でございます。

そのようなことでございますので、ご理解をいただければというふうに考えていると

ころでございます。

●議長（稲井議員） 以上で田宮議員の一般質問を終わります。

ちょっと休憩をしてお諮りいたします。

午後４時38分休憩

午後４時39分再開

●議長（稲井議員） 本会議を再開いたします。

お諮りいたします。

本日の会議はこの程度にとどめ、明日に延会したいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（稲井議員） 異議なしと認めます。

本日の会議はこの程度にとどめ、明日に延会いたします。

午後４時39分延会
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以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。

平成１７年３月１０日

厚岸町議会

議 長

署名議員

署名議員
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