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厚岸町議会平成17年度各会計補正予算審査特別委員会記録

平成17年11月28日

午前11時03分 開会

●議長（稲井議員） ただいまより平成17年度各会計補正予算審査特別委員会を開会しま

す。

本委員会の委員長並びに副委員長の互選についてお諮りいたします。

●議長（稲井議員） 4番。

●小澤議員 議長の指名により決していただきたいと思います。

●議長（稲井議員） ただいま議長指名という声がありますが、これにご異議ございませ

んか。

（ 異議なし」の声）「

（ ） 。 、 、●議長 稲井議員 ご異諌なしと認めます よって 議長において委員長には小澤委員

副委員長には佐斎委員を指名したいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声）「

●議長（稲井議員） ご異議なしと認めます。よって、委員長には小澤委員、副委員長に

は佐齋委員が互選されました。委員会を休憩いたします。

（休憩時刻 午前11時04分）

●委員長（小澤委員） 委員会を再開いたします。

（再開時刻 午前11時05分）

●委員長（小澤委員） はじめに議案第69号 平成17年度厚岸町一般会計補正予算を議題

とし審査を進めてまいります。第1条 歳入歳出予算の補正 3ページ事項別明細書をお

開き願います。進め方についてでありますけれども、款、項、目により進めてまいりま

す。

4ページ 15款 国庫支出金 2項 国庫補助金 2目 民生費国庫補助金 3目 衛生

費国庫補助金 4目 農林水産業費国庫補助金 ございませんか。 3番南谷委員。

●南谷委員 15款2項4目防衛施設周辺整備事業補助金、矢臼別演習周辺農業用機械整備等

の事業について14，002千円についてお尋ねをさせていただきます。本事業は、総事業

費が8億4千9百万ということで平成10年度から19年度までの長期にわたる継続事業であ
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りまして、私の調査したところ平成16年度までに約5億6千6百万ほど事業実施が既にな

。 。 、されております 本年度当初予算が総事業費で8千3百万 その内町の負担が5千5百万で

受益者である農協さん含めて2千7百万ほどの計画となっておったものが、この度来年度

の先程の説明では、1千4百万ほどの予算が実現を見て事業実施されるということでござ

いますけども、非常に今日国の補助金が厳しくなってきてる時にありまして、前倒しと

いうことで、受益者の皆さんに取りましても大変私は喜ばしいことではないのかなと。

実現を見た理事者側のご努力に対しまして、改めて敬意を申し上げる次第でございます

けれども、今日まで事業実施が約66％くらい実施されてきておるんですけども、この事

業の利用状況についてお尋ねさせていただきます。

●委員長（小澤委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） ただ今、お尋ねの利用状況の関係につきましてご答弁を申

し上げさせていただきたいと思います。ご指摘のとおり、この農業用施設設置事業につ

きましては、防衛施設局に三分の二の補助をいただきまして事業を進めてございます。

これまで、平成10年から事業をずっと実施をしてございます。事業費ベース等につきま

しては、いま現在最新の数字を申し上げさせていただきます。中身につきましては、動

いておりますので、若干、質問者と数字の違いがあるということをご理解いただきたい

と思います。事業費ベースにつきましては、8億3千7百1万5千円が平成17年まで実施し

てございます。補助金ベースでいきますと、5億5千8百6千円が補助金ベースでございま

す。進捗率につきましては、現在86％、計画の上では86％の進捗というふうになってお

ります。これまで平成10年からこの事業をずっと始まってますけども、それまでは農家

個々の経営努力がされておりまして、しかしながら平成の時代に入りますと農業者自体

が高齢化してきました。後継者も不足をしてまいったということでございます。これら

に対応するために、分業化ということがずっと望まれてまいりました。しかしがなら分

業化については、それまでは町営牧場がその大きな支えとなってこの分業化をずっと支

。 。 、えてまいりました しかしながら平成の3年にヘルパーの利用組合が出来たと 更には

平成7年に入りますと農業経営基盤強化促進法という国の法律が出来まして、それ以降L

資金、スーパーL資金という制度が出来て、それで経営の大型化が一気に加速をしてき

たということであります。その経営の大型化に伴いまして、分業化対策というものがど

んどんどんどん迫られて、更にはそれを進めて来たという経過がございます。その一つ

が太田の哺育施設でありますし、更にはもう一つがこのコントラクターと言いますかこ

の防衛の補助事業を使いながら太田農協が実施主体になって、そしてこの農作業受託を

進めてきた経緯がございますので、これらの利用を進めていくことにより生産コストの

軽減あるいは労力の軽減さらには肥料を短期間に集中してつくるということがございま

してクリーンで高品質な生乳生産に結び付けてきたということでございます。

こういった自走式のハーベスターというものを主体にして産業機械を導入し、これら

によって酪農経営の安定化に繋げてきたというところでございます。

●委員長（小澤委員） 南谷委員
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●南谷委員 そうしますと、本字業は受益者の皆さんにとりましても大変有意義に進捗し

ているというご答弁だったと思いますけれども、非常に国の予算が厳しくなってきてい

る状況でございます。私は66％くらい試算したんですけれども既にこの事業が80％達成

してきていると。その前倒し、入ってですか。今後19年までの見通しというものがおそ

らく国の財政が厳しくなってきて削減傾向にあるんですけれども、この事業については

おそらく今後当初計画通り推移されるのかなということで予測しておるんですけれども

そのへんの状況がどうなのか。さらには他のほうに若干触れさせていただきたいと思う

んですけれどもこの防衛の予算、非常に厚岸町にとりましても有意義に活用させていた

だいていると思いますけれども、厳しくなってきておるところでございますので町とし

ての現状での見通しをお聞かせいただきたいと思います。

●委員長（小澤委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） 現在農協の考えでは、平成21年までの計画を持ってござい

ます。それで三ヶ年計画の記載事業で19年度までということですが、計画は21年までと

いうことです。18年以降につきましても機械類や施設等の計画をしてございます。さら

には19年以降についてはTMRセンターといいまして、餌給飼料の貯蔵施設や従来個人で

対応していたものを共同利用ということでそういった施設の計画もされているというこ

とでありますし、国が財源的に厳しいということもありますが、現在のところこの事業

につきましては継続して行っていけるものと見通しを立ててございます。

●委員長（小澤委員） 3番、南谷委員。

●南谷委員 この厳しい時代にあって、しっかりと受益者のため農協のためにも今後もこ

の事業の達成にご努力をしていただくべきと考えます。また、今日は防衛の関係の一覧

、 、 、表をご丁寧に資料として実態を提出していただいて 朝 見させていただいたんですが

厚岸町の財政にあっても特定防衛施設関係整備事業含めてこの予算の推移というもの、

町として今後、私は町民の皆さんにも私も議員でございますから議員としてこれらの事

業の状況というものを町民に実態を周知をしていくというか説明をして行かなければな

らないと考えますし努力をしていきたいと考えておるところでありますが、町としてど

のように捉えておられるのかお尋ねいたします。

●委員長（小澤委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） この防衛施設局の農業施設等々含めまして非常に効果がこ

れまであったということは先程お話しいたしました。今後につきましても農協あるいは

農家これらが望んでいるものを、町と調整しながら事業を進めていきたいと考えており

ます。それからこれらの効果についてPRをやっていくのかというお尋ねでありますが、

もちろん農協の総会、これらの議案それからいろんな広報等通じましてこの事業の果た
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してきた役割そういったものを今後ともPRしてまいりたいというふうに考えてございま

す。

●委員長（小澤委員） ほかにございませんか。

（ なし」の声）「

●委員長（小澤委員） 進めてまいります。6目 土木費国庫補助金 8目 教育費国庫補

助金 16款 道支出金 2項 道補助金 2目 民生費道補助金 20款 繰越金 1項1目

繰越金 21款 諸収入 6項3目 雑入 ございませんか。

（発言者無し ）。

●委員長（小澤委員） 6ページ、歳出に入ります。3款 民生費 1項 社会福祉費 1目

社会福祉総務費。1番室崎委員。

●室崎委員 ここで健康増進機の整備事業となってますが、この内容についてお聞かせく

ださい。

●委員長（小澤委員） 保健介護課長

●保健介護課長（豊原課長） お答え申し上げます。保健福祉総合センターの健康増進機

器整備事業の関係でございますけれども、これにつきましては保健福祉総合センター二

階のほうで健康増進機器等々を設置をさせていただきまして、町民の皆さんのご利用を

いただいているところでございますが、実はここに設置されております個々の機械類に

つきましては、あみか21がスタートいたしまして時点で同時に整備をさせていただいた

ところでございます。これの耐用年数が既に切れているところでございまして、徐々に

機械類の関係で故障等々が発生してきておるところでございます。これにつきましては

私共も年次計画を立てさせていただきまして、19年度までの中で様々な機械類につきま

して更新させていただくという計画を持っているところでございます。

マッサージ椅子の関係で二台、トレッドミル 機械を使いまして走るというような関

係で足腰を鍛えていくような機械でございますけれどもそれの更新だとかサイクルエク

ササイザー いわゆる自転車の機械でございますが、これの更新を考えているところで

ございました。

ところがこの秋に入りまして、マッサージ椅子及びトレッドミルにつきまして故障が

生じまして動かなくなるというようなところで急きょ今回マッサージ椅子二台、トレッ

ドミルー台を更新させていただきたい、その様なことで補正予算をお願いしているとこ

ろでございます。

●委員長（小澤委員） 室崎委員



- 9 -

●室崎委員 これはもう耐用年数ぎりぎり乃至過ぎてる機械に故障が生じたから大急ぎ更

新するという範囲ですね。それでちょっと膨らんで聞きますが、国の介護保険含めて生

活習慣病や介護度1乃至要支援というような人達を、重症な介護保険の対象になってい

かないように、色々運動をやってもらって元気になってもらおうという部分を非常に力

入れてますよね。そのために色々な健康機器を自治体が買って、それを持ってやろうと

いうような動きが全国的にどんどん出てますが、そういう部分と今回のこれは全く絡み

ではないと考えて良いんですね。

それで、この後その様な健康づくりというようなものを、厚岸町は国の先鞭を付けて

やっている自治体ということになると思うんだけども、この後そういうものについてど

のような動きが出てきて、厚岸町はどう対応して行かなきやならないのかという見通し

についても簡単で良いから聞かせていただければ。

●委員長（小澤委員） 保健介護課長

●保健介護課長（豊原課長） お答え申し上げます。委員ご指摘ありましたとおり、来年

4月からの介護予防事業がスタートされるところでございます。これにつきましてはま

だメニューの詳細が国のほうから示されていないということもございまして、内容が本

年末ないしは年明け後という情報をいただいているところでございます。それらをいた

だきながら厚岸町にございます様々な社会的資源を使う中で健康づくり、高齢者の介護

、 。度の悪化を食い止める そういうような施策を考えていかねばならない状況であります

今回購入させていただきます機器について、健康器具等々を使う中でどのように介護

予防事業を進めていくのか、これにつきましては昨年全国の自治体でモデル事業等がや

られております。その中で効果の程がどうなのかということにつきましての評価が合わ

せて発表されるという様なこともございまして、その状況も見ながら、その機械を使っ

ていくべきかあるいは違うかたちでの介護予防事業を行っていくべきか、そういうこと

について詰め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。

また、健康づくり施策につきましては、栄養、運動、休養という三つの関係が相関関

係でまわっていくというようなことで健康づくりが維持される、向上する、その様な

ことがいわれるところでございますけれども、町民の中に、運動という関係でどのよう

に定着させていくか、そういうところにつきましては国のほうでも介護保険制度が一段

落した後でということで厚生労働省考えているようでございますが、運動の関係を位置

づけるというようなことを次に考えているようでございます。

そういうことを私共もしっかりと受け止めさせていただく中で町内にあります社会資

源を使いながら、町民の中での健康づくり運動を考えていきたい、そういうふうに見通

しを持っているところでございます。

●委員長（小澤委員） よろしいですか。他にございませんか。それでは次に進めてまい

ります。4目老人福祉費、1番室崎委員



- 10 -

●室崎委員 先程、行政報告でもありました還付金償還金の問題です。前回の議会で私指

摘したのですが、その場で早速にこれは還付するという方針を即座に出していただきま

、 、 、して 今回はこのように予算計上して進めていただいてるということで 確かに発端は

先程町長がおっしやつたように大変な失態だということはそのとおりなのですが、それ

に対する対応としては非常に素早いし、きちんとしているということで私はそれなりに

評価をしております。その上でお聞きするわけですが、一応、徴収すべきでないものを

徴収した、所謂過徴収ですね。それがあったのでその分をお返しするというわけですか

ら金銭に絡む問題ですので、今回予算に出ている部分と戻し出しというのですか、帳簿

上は出てこない、帳簿上はっていうのはこの予算書には出てこないという二種類がある

ようですが、何れにしましてもここに資料として付けていただいてるのですが、フロー

図だけなんです。それで、過徴収だったんだ、450円と言ってるけども実は262円しか貰

えなかったんだ、という話は前回今回お聞きしました。これが根拠条文と言いますか、

どういう何条例の何項何号によってこのようになっているか、それがこうでなければな

らなかった、という部分についての説明がないので、そのあたりをつけながら簡略に私

共にも解るように、解りやすく説明をいただきたいわけです。

●委員長（小澤委員） 保健介護課長

●保健介護課長（豊原課長） お答えを申し上げます。今回の食材料費の取扱に関しまし

て、このような状況を生じさせてしまいました不手際につきましては、担当課長といた

しまして、その責任を痛感し、深くお詫びを申し上げるところでございます。ただ今、

ご質問ございました関係でございますけれども、生きがい活動支援通所事業、所謂自立

の関係でございますが、厚岸町介護予防生活支援事業条例、これがございましてそれの

施行規則、これに基づきまして実費に相当する費用、これをご負担いただくところでご

ざいます。この施行規則の中で、別表が定められてい季ところでございますけれども、

その別表を今回9月30日付けを持ちまして改正をさせていただきまして、16年4月1日ま

でさかのぼる形でもって適用をさせていただきまして、資料配付させていただいており

ますが、括弧書きの部分のところをお返しさせていただく、そのようなことで一つには

考えております。次に生活管理短期宿泊事業でございますけれども、所謂自立ショート

でございます。これも同じ厚岸町介護予防生活支援事業条例に基づいて、それの施行規

則先程ご説明いたしました、別表に適用させまして1,000円のところ745円としまして25

5円括弧書きの部分を還付させていただくという状況でございます。それから、配食サ

ービス事業につきましては、これも同じ条例、規則でございます。450円のところ262円

としまして188円これが還付となるところでございます。また、心和園で行っておりま

す短期入所生活介護サービス事業、介護保険上のショートステイご利用の部分でござい

ます。これにつきましては、厚岸町介護サービス事業条例、これに基づきましてこれも

厚岸町介護サービス事業条例施行規則、これを設けさせていただいているところでござ

いますが、同じように9月30日付けを持ちまして16年4月1日にさかのぼるそういうよう

な取扱いをさせていただきまして、1,000円のところ745円といたしまして255円分、こ

れを還付するというようなことで取扱いをさせていただきたいということでございま
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す。内容につきましては、そのようなことでそれぞれ条例、規則を適用させるそういう

ことでございますのでご理解をいただきたいと存じます。

●委員長（小澤委員）1番 室崎委員

●室崎委員 今回、前回からお聞きしてます今の規則が本来委託の時に変わってなければ

ならなかったですね。それは、今、非常に簡略におっしやつたんだけども、条例に基づ

いて規則が出来てるわけですよね。条例では、食材料費ないし実費を徴収というような

言葉で書かれてるのではないかと思うんです。何条何項というのは複雑なので今ここで

パッと言えませんが、ところが規則の別表で、それぞれ二つの条例の規則の別表に記載

されている額が変わっていなかったということが問題でしたよね。それは間違いないで

すよね。結局この前の蔑会でもその話しまでは抽象的ですがお聞きしました。それで、

結局委託の時にきちんと変えなきやなんないのが、うっかりしてて変えていなかったん

だ。それに気が付かなかったということだというふうにお聞きしたのですが、そのよう

な理解でよろしいのですか。

●委員長（小澤委員） 保健介護課長

●保健介護課長（豊原課長） お答えを申し上げます。委員ご指摘のとおり委託の方針が

決まりました段階、ここで本来的でございますれば施設側、あみかの私ども担当課この

二者できちんと整合性のある取扱いについて如何にするべきかということを協議すべき

ところであったなということで反省をしているところでございます。実際のところ、そ

の協議があみかにございましたのが、平成16年5月ということが確認されているところ

でございまして、その段階で速やかな調整を行うという機会があったのかなというふう

に考えているところでもございます。そういう点で幾つかのきっかけがあったわけでご

ざいますが、そういうところでそれぞれきちんとした形で責任のある対応がしきれなか

った、そういう状況を生じさせてしまったということで深く反省しているところでござ

います。結果と致しまして、このような状況になったわけでございまして、そういう点

ご説明をさせていただくところでございます。

●委員長（小澤委員）1番 室崎委員

●室崎委員 それでですね、私もそのように理解しておりました。それが今回の還付対象

になっているところだけを見ると、まさに今のお話のとおりだと思います。ところがで

すね、前回出していただいた資料を見ますと、今回還付しなくても良いところがあるん

ですね。すなわち規則は変わっていないけれども実費である262円しか徴収していなか

った部署があるんです。それは、介護保険に絡むところなんですね。介護保険法との絡

みで申し上げますと、介護保険法は給付金というのが事業者に来ます。本人からもいた

だきます。本人が1割負担でそれ以外の9割の部分が事業者に対する給付金ですよね。こ

れが町である保険者を通して行くのかどうか、ちょっと私そこの所は詳しくないのでそ
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こはどっちからいっても良いんですが、それで、その給付金の内容を見ますとこういう

お昼の食事を出すとか、或いは一日何食だすとか配食サービスをするとかいう時に、給

付金が出ているわけです。その内、この分は出せませんよということが介護保険法の41

条そしてそれに基づく介護保険法施行規則第61条できちんと書かれている。その中には

食材料費は例外ですよと、除外と言うのかな。出せませんよというのがはっきり書かれ

ている。そうするとですね、もしこの条例ないし規則を放置しておいて、その実際には

消費税を含んで262円しかいただけないものを450円貨ったとしますと、その給付金の部

分とそれから食材料費以外のいわば食費部分として貰ったことになるでしょうから、二

。 、 。重取りになってしまうわけですね ですから これは貰うわけにはいかないわけですよ

従って、介護保険に関する部分についてだけは、262円にしたのではないかというふう

に前回出していただいた資料の数字から読めてくるわけです。そうしますと、色々協議

をして、しなければならない機会もあったんだけども、気が付かないで漫然と放置して

しまったという論理は崩れるのではないか。解っていたけれどもしなかった。介護保険

に関する部分についてはやらないと医療保険の方で水増し請求何のとかいろんな問題が

ありますよね。あれと似たような構造になってしまって、介護保険事業者としての指定

を取り消されるなどというような大事になっては大変ですから、従って介護保険法に従

った処置をこの部分は速やかに行ったというふうにも外形からは読みとれ兼ねないんで

すけども、そのようなものでないのであるならば、その点は明確にお答えをいただきた

いわけです。

●委員長（小澤委員） 保健介護課長

●保健介護課長（豊原課長） お答えを申し上げます。介護報酬として請求されます部分

が、施設側から保険団体の方に請求があがるわけでございます。それに基づきまして施

設側に支払われ、その報告が私どもの介護保険担当の方へ資料が回ってくるというよう

な流れになっております。この資料の流れにつきまして、実施をしましてから3ケ月後

に厚岸の介護保険担当へ書類が入ります。今回、ご指摘の食材料費につきましては、こ

の中に入っているものではございませんで、施設側がそれぞれ利用者の方から実費相当

分ということでそれぞれお支払いをいただいている。そういうことで、決裁がされてい

るものでございます。従いまして、介護報酬上の事務の関係での問い合わせ等々、私ど

もが調べました中ではうちの担当部署とその関係について打ち合わせをしたという状況

はない、そういう状況になっております。

●委員長（小澤委員）1番 室崎委員

●室崎委員 今のは私の聞いたことには答えてないですよね。内部での連絡がどうでした

っていう話しですよね、そんなこと。私が聞いているのはそんなことではないですよ。

介護保険に絡むところはちやんとやってあるということなんです。262円にしてあるん

だ。介護保険に絡まないところだけは漫然と放置してある。介護保険に絡むところだけ

はちやんと手当してある。そうでしょ、450円徴収してないんだもの。そうしたら、そ
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の外形を外から見れば、なんだ全部解ってて介護保険と絡んで問題が起きる所だけは手

当してる。後は投げておいてということになるのではないかというふうに疑われますよ

ということを言ってるのですよ。だから、そうでないのならば、そうでないと言うこと

をやはりきちんと説明する必要があるのではないかとそういうふうにお聞きしてる。ち

ょっと、視点変えてもう一度お聞きしますね。介護保険法の考え方でいきますと、所謂

食材費に関しては、支給額から除外しますよと言ってるわけですから、そこで食材費と

ハッキリ書かれているわけですから実費なんですよ。それについては、支給額から除外

しますよ、ご本人から取ってくださいとこうなってるのですね。だからその時に、それ

に輪をかけて取ることは出来ないわけですね。これは介護保険法の考え方です。そうす

ると今、介護保険法があって介護保険法に関する規則がありますね、政令なり或いは省

令なり。法規一体というふうに言われてますがありますね。そしてそれといわば矛盾す

る形の条例なり規則が出てきた場合、地方公務員としては何に従って行わなきやなんな

いのかという問題です。それはどういうふうにお考えですか。

●委員長（小澤委員） 保健介護課長

●保健介護課長（豊原課長） 私ども行政を執行する側と致しましては、当然の事と致し

まして法律、政令、省令、それから条例、規則、こういうものに準拠して業務を進める

というのが原則でございまして、そういう点では私どもは、それぞれ規則に書いており

ます別表の数字、それを執行していく、それが本来の姿であるというふうに考えている

ところでございます。

●委員長（小澤委員）1番 室崎委員

●室崎委員 今回私が言ってるのは、いかんじやないか、けしからん、ということを今ぎ

ゅうぎゅうやるというつもりで言ってるんじやないんです。こういうような問題が出た

時に、どこに一番問題があるのかというのを冷静にきちんと分析して、この次にいわば

良い薬にしていくと言うか、そういうようなことを二度と繰り返さないようにしていく

為には、やはり現状のこういう事が起きたことの要因というものを、きちっと分析して

いく辛い作業が必要だと思うんですよ。それで言ってるわけですからね。そうすると今

貴方は、大変な事を言っているわけですよ。条例があって政令があって法律があって、

それから、条例は法律の下位にくるというのが原則ですよね。はみ出しだとか、上積み

だとかはこちらにおいといて。それで、その下に規則があるんですよ。その時に、今貴

。 。方は規則別表に従ってやるのが公務員の本旨だとおしやつたんだわ そういことですか

●委員長（小澤委員） 保健介護課長

●保健介護課長（豊原課長） お答えを申し上げます。法律に基づきましてですね、介護

保険制度を運用されているわけでございますけれども、一つには介護報酬、こういうの

がございます。これにつきましては、政令省令等々基づきまして決められているところ
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でございます。また、食材料費の関係につきましても、先ほど委員さんおっしやいまし

たように、それぞれの法律、そして施行規則、これに基づきましてそれぞれの対応が定

められております。私どもその条文を根拠と致しまして、それぞれ条例、それから規則

を定めさせて頂いているというふうに認識を致しておりまして、そういった点では今回

適切に規則を改正しなかった。そういうような状況でございましたけれども、その当時

効力を持っておりました規則に基づきまして、それぞれ徴収をさせていただいたとその

ような状況でございます。従いまして、一連の法体系の中での取扱いと考えているとこ

ろでございます。

●委員長（小澤委員）1番 室崎委員

●室崎委員 今の発想そのものに非常に問題があるのではないかと思うんですがね。規則

が変えられるまでは、何であろうとその規則にあってやるから良いんだというふうに聞

こえるんです。そうじやないでしょ。だって、その規則がおかしかったから今こういう

問題が出ているんですよ。それで、貴方の言うのを一歩譲って善意に今お聞きすると、

その規則は適正なものであると信じ切っておったと。だからそれに行って執務をしたん

だと。だから執務担当者としては、何ら適正であったという判断ですね、そこを間違っ

ていたという話しを今こっちへおくと、その規則が改正されるまでは適正なる規則であ

ると信じて、それで動いてたんだから何ひとつ問題はない。問題があるのは、その適正

であると信じたことだ、という答弁だというふうに整理してよろしいのですか。今の話

しは。

●委員長（小澤委員） 保健介護課長

●保健介護課長（豊原課長） そのように考えているところでございます。

●委員長（小澤委員）1番 室崎委員

●室崎委員 それでさっきの話しに戻るのですが、それじや、何で一部だけ介護保険に関

する所だけ262円になってるんですか。規則がおかしいということが解っていたから、

これは法に従わなければならないというとこでやってたんでしょ、というふうに読める

んじやないですか、この資料は。それが貴方の方では、信じてましたと言ってるんです

。 。 。よ 信じてたらどうして262円しか取らないところが出てくるんです 矛盾してますよ

●委員長（小澤委員） 助役

●助役（大沼助役）前段の介護保険に関係あるところだけ実費である費用を徴収していた

のではないかという点について、まずお答えをさせて頂きたいと思いますが、通所介護

所謂デイサービスにつきましては、委員ご指摘のとおりでございます。もう一つ介護保

険に関わる事業で短期入所生活介護、ショートステイの部分がございます。これも介護



- 15 -

保険の適用になる部分でございます。2箇所実はございました。これは、甚だ恥ずかし

い話しなんでありますが、そういう状況でありながら、片方では実費に相当する額に規

則を改正せずに落として負担をいただいている。片方は実費が下がっているにも関わら

ず規則を改正せずにそのままの料金をいただいているという状況があります。ちぐはぐ

な状況が調査の結果解りました。それから、それらの他に介護保険の事業の他に、所謂

自立というもので、自立のデイサービスセンターの事業、それから自立のショートステ

、 。 、 。イ それから配食サービス この3点については 介護保険の適用外のものであります

これらの元が、先ほど前段で説明させて頂きましたとおり、片方では、規則を改正しな

いままに実費を下げた形で徴収している。もう一方では、実費が下がっているにも関わ

らず規則を改正せずにそのままの料金を頂いているということであります。これは基本

的にはと言いますか、これらの事業は上位法、介護保険に関しては介護保険法という法

律があります。その下に施行規則というのがあります。それに基づいて介護サービス条

例というものを町が作っております。それを運用させるためにその条例の施行規則とい

うものがありますから、勿論、上位法というのがあって、介護保険法に関わる事務事業

というものが進められていると。それらの他に介護保険の適用になる方以外に町の施策

として自立の方達に対する支援を申し上げてるという内容でございます。我々は規則に

則って、法令に則って事務事業を行うべきということは大原則でありますが、今回はそ

ういう先ほど前段で申し上げましたとおりの齟齬を放置したまま1年半近くそのままの

形で料金を頂いていたということで、本来は16年の4月に給食サービスに関わる業務委

託をした段階で実費額が下がっているわけですから、その時点で関連する規則の改正を

行って料金を頂かなければならないところ、それぞれの連絡調整がきちんと出来ないで

規則を改正せずにそのままの料金を頂いていたり、規則を改正せずに下げた実費の額を

頂いてたのが実態でございまして、大変事務を進める上で大変申し訳ない、利用者にと

りましては、同じ弁当なのに片方の方では450円を頂いて、片方の方では262円というこ

とで料金を徴収させて頂いてしまっていたと大変申し訳なく存じております。考え方と

致しましては、我々は法令に基づいて動かなければならないというのは大原則でありま

すが、今回の場合はその法令をきちんと適正な額に改めることをしなかったということ

でございます。これは、行政報告でもご説明を申し上げさせて頂きましたけれども、そ

ういうことで利用者の皆さんに大変ご迷惑をおかけ致しましたことをお詫びを申し上げ

させて頂いて、答弁とさせて頂きたいと思います。

●委員長（小澤委員） それでは、昼食のため休憩致します。再開は午後1時。

●委員長（小澤委員） 委員会を再開致します。1番室崎委員。

●室崎委員 こんなに長くなるつもりなかったのですが、どうもかみ合ってるようで私の

質問とかみ合っていないようなので同じ所ぐるぐる回ってるようで、質問の仕方が悪い

のかどうか大変申し訳ないのですが、纏めるような話しでお聞きしたいのですが、最初

にも申し上げましたように、今回こういう事態になってしまったことについては、今色

々質疑をやっているのですが、それに対してきちんと対応をして還付を行うということ
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を速やかに行ったということについては、私は評価しているのです。ですから、先程、

助役が悪いと言うような言い方でおっしやつてたけど、それは今私の聞いている所では

ないんですよ。この機会にということでおっしやるのはわかりますけどね。それで問題

は、このたぐいのことがどうやったら起きないようにするかということできちんと事案

を分析する必要があるのではないかという意味で言ってるのです。そうしますと二つの

思いついた要素があるんですよ。それは先ほども言ったように全部の部署が解らなかっ

た、うっかりしてたというならば、それはそれできちんと対処していけばそれで済む話

しなのです。ところが、介護保険に関する所はきちんと手を打ってるじゃないかという

ふうに思って聞いたんです。そしたら助役の答弁では、いやもう一箇所あるのだけれど

、 。そちらは手を打ってないんだ とこう言うわけだからそれじゃ余計おかしいわけですよ

しかもそれは、個人攻撃はしたくないからこの個人の事をどうこうじゃないけども、一

人の人が統括している部署で起きてるということについても甚だ解せないこともあるん

です。それでですね、今、先ほど担当課長の話の中では、何であれ規則というもの、で

すから法体系で言うと法律があって、政令等があって、条例があって、そしてその施行

規則があるという一番下位の規則がこうなっている以上、それに従えばそれで良いんだ

というふうに執りかねない答弁があったので、私はそこらに病巣があるんではないかと

思うんですよ。やはり、地方公務員としての仕事をする時にですね、その一番良くない

のは、昨日こうやってたから今日はこうやります。どうしてこうやるの、だってこの前

こうやってたでしょ、前例こうですから。なぜ、こうなるのという話しについては何の

考えもなしに前例がこうだからというのが、間々あると聞くのだがこれ一番良くないで

すね。その次に良くないのは、規則がこうなってるから規則を自分なりの洗って見る。

その上位法に基づいてこうなってるのだろうかということの判断をしてみる。それが何

にもないまま盲目的に行われるとしたら、これもやはり良くないと思うんです。それで

今回の場合は皆が気づかなかったわけじやない。気が付いてる部署がある。しかしその

伝達がどのように行われて、どこで途切れてたのかという具体的な話しは、この議会で

は聞かして貰えませんでしたし、そこまでの私は具体的なものは求めませんけれども、

それはやはりきちんと分析する必要があると思いますよ。それがもう一つと、例えば係

りの人が解ってて、係長さんに言ったんだが係長さんの所で止まってしまったのか。係

長さんが今度課長さんに言ったんだが止まってしまったのか。そこらは知らないけれど

そういうふうにある人は、この規則はおかしいんじやないかと解った時にどうすれば良

いのか。この辺りの事も、いやいや変わるまではそんなこと何も考えなく、一切考える

ことなくやってなさいということで良いのかどうか。こういう仕事を進める上の基本的

な姿勢、それの徹底を図るということでこういうものは大分防がれるのではないかとい

う100％防がれるかどうか私も自信ありませんけども、防がれるんではないかと思うん

ですよ。そういう点での所謂再度こんな事が起きないようにするための防止策をきちん

と作っていく必要があるんではないか。そういうふうに思うんです。ですから、この辺

りで、解ってて漫然見過ごしたのか。それから解ってたから規則が変わらなくてもやっ

たのか。そういうことを含めてそれに対する評価、そういうものも含めてきちんとした

その事を、庁内の役場内部に共通認識を持つということが非常に大事な事ではないのか

なと思うんですが、その点で如何でしょう。
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●委員長（小澤委員） 助役

●助役（大沼助役） 午前中の答弁で大変欠落した答弁を致しました。申し訳ございませ

んでした。今、議員ご指摘頂いた通りでございまして、条例規則に基づいて仕事をする

のがまず前提にあるべき話しでありますが、この規定事項に過ちがあった場合は、これ

は直ちに規則等を改正して実施にあたるべきというのが大前提になるものだというふう

に思っております。今回の場合議員がご指摘の通り、実施にあたっている担当の都下職

員から相談があったと、その部署の中で相談があった。或いは関係する部局にもそれな

りの事後ではあるけども、時間は経過していたけれども相談があった。あったにも関わ

らず、それぞれの役割、使命、責任というものが果たされておらず、執るべき措置を執

っていなかったというのが、この度の還付をさせて頂く結果を招来したということであ

、 。 、 、 、りまして 大変申し訳なく存じております 常々組織の中では やはり‥‥報告 連絡

相談というものをきちっと所属の中で行われておるべき所でありましたけれども、これ

らが相談を受けた方もきちっと問題の所在というものを的確に把握していなかった。或

いは、今となって考えますと、例えばこれに関連する規則の改正というのは、本当の初

歩的な手法で済んだ問題であります。これを今日に至るまで放置したというのは、大変

残念な事でありまして、今後に起きましては、この組織内の報告、連絡、相談というも

のをきちっと徹底をされると同時に、やはりそれぞれ事務分掌をもって責任をそれぞれ

与えられているわけでありますからその責任を真っ当するように、更に組織の気を引き

締めて今後の行政運営にあたってまいりたい、とそのように考えておりますのでご理解

を頂きたいと存じます。

●委員長 〈小澤委員） よろしいですか。他にございませんか。3番南谷委員

●南谷委員 今回の関係について、私も何点か質問をさせて頂きたいと思います。私が残

念に思うのは、まず自分たちが業務をしているわけでございますけれども、自らがこの

件について、修正能力が働かなかった。1番議員さん、さすが発見をされて議論をさし

て頂いたたわけでございますけれども、職員自らこういう問題について、私は一生懸命

やっているとなかなか連携なり、そういうものも難しくなってくる軸もあるだろうと。

そういう場合、真剣に修正をして行かなければならない、処分もされたと。町長自ら行

政報告の中で色々と説明を頂きました。私なりに何点かどうしても是非お伺いをしたい

という点がありますのでお尋ねさせて頂きたいと存じます。私が疑問に思ったのは、宛

ど、1番議員さんが質問させて頂いたので納得をさせて頂いたのですが、もう一点ある

んですよね。何故、職員でありながら規約を改正をしないで、262円という徴収をして

おったのか。僕の考えでは何としても理解が出来ないのですよ。色んな事情があってそ

うするんでしょうけれども、少なくても規約を改正しないで町民の皆さんから徴収をす

るという行為ですね。職員であればそう至るのかなと。かつて、私も職員であった時代

があります。でも少なくても、そういうものの整理というか通常では考えにくい行為で

はないのかなと。個人的には別なんですが、この辺が非常に不可解なので私なりに考え



- 18 -

たんですけれども、やはり職員としての規範というのですか、これは法律とかルール以

前の問題ではないのかと。それから、先ほども町長も答弁をなさっておったんですけれ

ども、やはりオール厚岸で取り組んで行かなければならないという時期にですね、これ

からの時代益々地方自治体として、小さなまちづくりを取り組んで行かなければ各部門

に渡っていかなければならない。でも町民はみんなオール厚岸、役場のこと問題も含め

てそういう問題、そういう認識を求めるものが益々多くなるだろうし、担当職員ももっ

ともっと求められるだろう。そういう時代にあって、折角ですね全庁あげて職員の皆さ

んはそういう問題に取り組んで来られているのに、何か頓挫してしまったような感じが

否めないのですよね。その辺重々考えていって頂きたいと存じます。更には、当初は平

成16年度に食材費の関係についても、厚岸町として何とか厳しい財政状況の中で各部門

全体として財政ひっ迫している折り、それぞれの英知を職員の皆さん絞って民営化をし

ていくとか、そういうことに取り組んで来られたと思うんですよ。それが出発点であっ

てこういうことで民営化に取り組んで来られた。そういう問題については、私は平成16

、 。年以降こういうふうに取り組んできた このことがとん挫しているのではないのかなと

やはり本来の目的というものが、何か一生懸命やることで何かの事故が起きて意志とし

てとん挫してしまったのではないのかなと。それなら上手くないと思うんですよね。少

なくても、本来の民営化をしていく趣旨、職員として取り組んでいく姿勢というものが

第一にあったはずだと。今後も、やはり今後の厚岸町の将来に向けてその事を第一点に

考えて、職員の皆さんが英知を絞って、どうしたら連携とってやって頂けるのかなと。

そういうものがずうーっと答弁を聞かせて頂いたのですけども、何か一つ見えない部分

だったものですから、この辺の捉え方、今後に向けての考え方についてお尋ねするもの

でございますし、それから、還付金加算金でございますけれども、8円と大変数字が少

ないのですけれども、このおそらく利息ではないのかなという判断をしております。こ

の利率は幾らになるのかなと。そして、こういう場合のケース加算金を払うという前提

にたった経緯、考え方についてお尋ねするものでございます。

●委員長（小澤委員） 助役

●助役（大沼助役） 何故、役場職員でありながら規則改正もせずに、こういう行動に出

たのかということでありますが、これは答弁の余地がありません。先ほども答弁させて

頂いてますが、条例で実費を頂く、その実費は規則で金額を謳ってるいというふうにな

っています。実費が変わってるのですから規則を改正して動き出すというのが本来ある

べき形だったろうと。それをせずに片方では実費に下げた、片方ではそのまま頂いたと

いう齟齬が生じていた。これは全く答弁の余地がないわけであります。先ほども言いま

したが、連絡なり相談、或いは報告を受けた時点で責任のある立場の者がそういう報告

事項、相談事項についてきちっと問題を把握しておれば、このようなことはなかったの

ではないかというふうに反省をしております。今日まで緩慢かつ不適切な対応を取って

、 。きたということは何度も申し上げますが お詫びを申し上げたいとそのように存じます

今後、このようなことがないように更に更に職員同士、連絡、相談きちっと出来るよう

な体制を構築して、緻密な対応をして参りたいとそのように考えておりますのでご理解
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を頂きたいと思います。更に2点日の民間委託に関わる経緯でありますが、これは特別

養護老人ホーム、デイサービスセンターの給食の提供にあたって、それまでは直営でや

、 、ってまいったわけでありますけれども これを民間の業者さんに委託することによって

1千万を超える財政的効果が得られるというような判断をしまして、決算を見ますと実

際にそのような結果が出ておりますが、そういう目的を持って行って参りました。この

事に伴う対応というものがこの食材料費にも関わってくる話しでありまして、これは実

は、16年2月債務負担行為を議決を頂いて仕事を進めて来たわけでありますから、その

時点で連絡調整等がきちんと出来ていれば、16年4月1日施行にきちっと間に合った規則

改正が出来たはずでありますが、これも何度も申し上げますがその対応がきちっとなさ

。 、 、れていなかった これは認識の問題もありましょうし 責任感の問題もありましょうし

それぞれその役割、責任を果たしていなかったということでありまして、大変申し訳な

く存じております。それから、3点目の還付加算金につきましては、これは法令等を調

べました。これらに関わる対応については、国税徴収法の例による、という考え方をベ

ースにしまして年4.1％の金利で計算させて頂いて加算金を加えて還付をさせて頂くと

いう対応を取らせて頂きたいとこのように考えております。

●委員長（小澤委員） よろしいですか。他にございませんか。次に進めてまいります。

4款 衛生費 2項 環境政策費 4目 ごみ処理費 1番室崎委員

●室崎委員 ここの所ですね、時々突飛でもないところから煙が出ているんですよね。野

焼きというやつではないかと思うんです。丁度この時季というのは、今日雪が降ったの

で大分湿気が多くなったからまた変わるのかも知らんけど、野焼き、ゴミなんかをそこ

で焼きたい時季なんですよね。どちらかというと。そういうことで、時々町内で時なら

ぬ煙が上がってるのが見えるんですが、こういうものに対して町の方では、どんな対策

を取っているのか。この前防災行政無線で流れたようですけどもそれらを含めてお聞か

せを頂きたい。

●委員長（小澤委員） 環境政策課長

●環境政策課長（小島課長） お答えを申し上げます。町内で野焼きというのは、法律で

禁止されているところでありまして、そういった状況を知った町民の方々から役場の方

に煙が立っているという通報があった時には、直ちに職員を現場に急行させまして、燃

やしている状況を把握し、その燃やしている方について、野焼きをしている事について

は法律で禁止されているという状況を説明して、直ちに野焼きを止めて頂くと。今後も

しないようにということを厳重にその場で注意申し上げているところでございます。そ

れから、一般の方々につきましては、そういった状況が秋口から何件かそういった状況

がありまして、昨日防災無線を通じて全町に野焼きはしないようにという状況を、それ

からそういった状況を知った時には、役場の方に連絡をして頂きたいということで周知

を図っているところでございます。先日、1回放送がかかりましたが、今後もう一度か

ける予定をしているところでございますのでご理解願いたいと思います。
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●委員長（小澤委員）1番室崎委員

●室崎委員 もう1年前、一昨年くらいになるのかな。法律がグンと厳しくなりましたよ

ね。確か30万円以下の罰金でしたか。びっくりするような厳しい、今罰則も付いている

んですね。割とある程度の年令以上の方の常識として、ゴミというのはそこらで燃やす

ものだというような感覚はまだまだあります。それから、ダイオキシンの問題が出てく

る前は、減量化のために燃やしてくださいというようなことを一生懸命言っていた市町

村も現実にあったんです。そして家庭用焼却炉に補助金出して配った町もこの道東でも

結構あるんですよ。やっぱりそういうものがマスコミもそれ燃やせと言ってましたから

ね。だから、やっぱりそういう常識は結構残ってるわけです。ゴミの減量ということか

らいくとあれは決して減量にはなりませんよね。最終処分場に行った時の量で勘定しま

すとああいう半端な焼き方をされて灰で出されると造かに多いわけですから。それでそ

ういうことを含めてゴミというのを燃やさないでくれ、とまだまだ町民に啓発しても啓

発し過ぎることはないと思います。そういう点でなぜダメなのかということと、やった

場合には、今はこんなふうに罰則までついて大変なことになるんです、ということを理

解して貰わなければならないと言う意味で啓発といいますか、ＰＲといいますか、それ

をもう少し強く、法規改正になった時は割とやったんですけどね。ちょっとここの所、

途切れてるんじやないかと思いますので、よろしくお願いしたいんですが如何でしょう

か。

●委員長（小澤委員） 環境政策課長

●環境政策課長（小島課長〉 ゴミの減量化につきましては、町としては大事なことであ

るというふうに捉えておりますし、その減量化するということは個人が焼くということ

で対処するというのは如何なる場合であってもやってはいけないということでありま

す。当然のことでありますが、そういったことも含めまして適正なごみ処理というのも

含めまして、そういった野焼きの禁止ということ。それから、ゴミを分別して収集に出

して頂くということも含めまして、今後町広報誌等を通じまして広報をしていくことを

怠らないように周知徹底をして行きたいというふうに存じておりますのでよろしくご理

解の程お願い申します。

●委員長（小澤委員） よろしいですか。他にございませんか。それでは進めてまいりま

す。5款農林水産業費 1項 農業費 3目 畜産業費費 ございませんか。2項 林業費

5目 特用林産振興費 ございませんか。3項 水産業費 5目 養殖事業費 ございま

せんか。7款 土木費 2項 道路橋梁費 2目 道路新設改良費 ございませんか。3項

河川費 1目 河川総務費 ございませんか。4項 都市計画費 2目 街路事業費 9款

教育費 6項 保健体育費 2目 社会体育費 ございませんか。総体的にございません

か。9番松岡委員
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●松岡委員 防衛施設周辺整備事業で、９条と８条に分かれておりますね。その内、補助

率が違う部分があるわけですね。健康増進整備事業これについては、実際には総事業費

の55.5％くらいしかついてないのですね。このあたり９条の事業の内容等について補助

の貰える範囲をご説明願いたいと思います。

●委員長（小澤委員） 税財政課長

●税財政課長（佐藤課長） お答え申し上げます。ただ今の今回の追加事業であります保

健福祉総合センターの件かと思いますが、この追加事業につきましては、調整交付金の

。 、 、充当は90万円でございます 90万円の充当事業につきましては 先程内容につきまして

トレッドミルということで所謂、歩行器の更新ということで、この部分についてのみの

。 、 。充当でございます このほかに 所謂事業としてマッサージ機等々の更新もございます

これにつきましては、防衛施設局との内容事業費の精査に伴って交付金事業の対象にな

らないということでその部分が単費ということになってございます。その部分が割り返

すと50何点％になるということで、事業費総体としては162万6千円になってございます

けれども、所謂調整交付金の対象事業としてのトレッドミルというところの部分で言い

ますと、73％程度の充当率ということになってございます。

●委員長（小澤委員） 9番松岡委員

●松岡委員 そこら辺り、はっきりして貰わなかったらね。９条及び９条特別交付分とい

う法律ですか、参考までに条文を提出顧いたいと思います。

●委員長（小澤委員） 税財政課長

●税財政課長（佐藤課長） 大変説明が不充分で申し訳ございません。基本的に調整交付

金につきましては、100％、所謂申請時には95％程度。一般財源を5％程度持ってくれと

いうことで充当がされます。民生安定事業につきましては、2/3の補助率で率は決まっ

てございます。従いまして、それらの充当の配分につきましては、概ねそれらをそれら

の率を勘案しながら充当事業を精査してやっているわけでございますけれども、交付金

総額、それから事業費総体それらを所謂調整した段階で充当額が配分される事になりま

す。その段階で95％に満たない部分を事業としてはございます。そういう意味で一律95

％を目安に充当事業として計上してございますが、必ずしもその通りの充当額というふ

にならないということでございます。答弁になったかどうか解りませんがご理解賜りた

いと思います。

●委員長（小澤委員） 9番松岡委員

●松岡委員 その法律の抜粋でも良いですから９条を教えて貰えませんか。今後こういう

問題が出てくると思うんですよね。だから、95％と決まってないわけですからそれを教
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えて貰いたいと思います。

●委員長（小澤委員） まちづくり推進課長

●まちづくり推進課長（福田課長） 防衛庁の調整交付金ですが、基本的には考え方につ

いてお答えさせて頂きたいと思います。防衛庁の調整交付金につきましては、補助率の

決まりはございません。つまり、所謂枠として市町村にいくらいくらと最初から粋が決

まっております。その範囲の中で町が事業計画を立てまして、それに対する防衛庁の交

付金をどれだけ充当するかというのは、市町村の裁量に任されておりまして、いくらで

もかまわないわけです。現在、厚岸町の方針としては、計画の段階におきましては防衛

庁の交付金は95％充当して、5％だけ一般財源を用意するという方針で厚岸町は進んで

いるということでございまして、法律に補助率等の規定はございません。それに対して

民生安定事業につきましては、ご承知の通り補助率の規定はあるわけです。これは８条

ですね。

●委員長（小澤委員） 9番松岡委員

●松岡委員 予算提案する時に説明でそれらのことを教えて貰わなければね。もう一つ当

初予算の時に、本年度の計上予算の枠がいくらか増えたということも一緒に説明して貰

いたいと思うんですね。先程、他の議員も言いましたように他の市町村にとっては、羨

望の的なんですよ、9条予算というのは。それだけに厚岸町はその分だけ恵まれてると

いうふうに思って良いわけですけれども。この辺りを鮮明にして貰いたいと思います。

●委員長（小澤委員） 税財政課長

●税財政課長（佐藤課長） ご答弁申し上げます。本年3月当初予算におきましては、防

衛庁調整交付金で民生安定は抜きますが、資料をお示しさせて頂いて概ねの総事業と調

。 、整交付金の額を示させて頂いて進めさせて頂いております 今回の補正につきましては

決定に伴う事業の確定、それらを調整させて頂くということでやらせて頂いております

が、委員おっしやいますとおり、当初から今回このように増減があるということについ

て、今後出来るだけ解りやすい提案理由なり説明をさせて頂くようにしたいと思います

ので、ご理解を賜りたいと思います。

●委員長（小澤委員） よろしいですか。他にございませんか。なければ、以上で質疑を

終わります。お諮り致します。本案は討論を省略し、原案のとおり可決すべきものと決

するにご意義ございませんか。なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。次に、議案70号 平成17年度厚岸町介護サービス事業特別会計補正予算

を議題とし、審査を始めてまいります。第1条の歳入歳出予算の補正 3ページ、事項別

明細書をお開き願います。4ページの歳入から進めてまいります。8款 繰入金 1項

一般会計繰入金 1目 一般会計繰入金 ございませんか。以上で歳入を終わります。
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歳出に入ります。1款 サービス事業費 1項 居宅サービス事業費 4日 短期入所生

活介護サービス事業費 ございませんか。1番室崎委員

●室崎委員 さっき、聞き漏らした事があるので一点だけ教えてください。フロー図で69

号と70号を出して頂きまして、総額についてはこの2ページ目とその後ろ3ページ目の支

出総額を足したものが今回の還付総額で174万8千円と考えればよろしいですか。それと

もう一つは、延べ人数ですが、還付の対象となるその数字を教えてください。

●委員長（小澤委員） 特老ホーム施設長

●特老ホーム施設長（藤田施設長） この度の食材費の問題について、大変私の責任にお

いてご迷惑をおかけして大変申し訳なく思っております。ただ今の質問でございますけ

れども、介護サービス事業特別会計におきまして、食材料費の還付金額69名に対しまし

て828,162円が個人の自己負担金としてお返しするという金額で、16年度分でございま

す。それから17年度分は、資料の3ページの方に書いておりますけれども、41名が対象

でございまして352,155円になっているところでございます。

●委員長（小澤委員） 保健介護課長

●保健介護課長（豊原課長） 補足しまして、生きがい活動関連の部分を申し上げたいと

存じます。16年度分につきましては、42件でございまして398,000円と相成っておりま

す。17年度につきましては、31件ということで147,000円ということでございます。全

ての合計額につきましては、委員おっしやるとおり174万8千円をそれぞれ利用者の方々

にお返しするということで、今後、執り進めをさせて頂きたいと考えております。よろ

しくお廉い致します。

●委員長（小澤委員） 1番室崎委員

●室崎委員 私の聞き方が悪かったのかも知れないが、対象人数が全部で何人です。それ

から総額は解りました。そんな細かな話しを聞いてるんじやないんですから。それを延

べ人数にしたら何人です。そこだけ教えてください。総額は174万8千円なんでしょ内訳

は色々おっしゃってたようだけれど、それは解りました。普通資料には、そこまで入れ

てあるもんじやないの。これ入ってないから。

●委員長（小澤委員） 特老ホーム施設長

●特老ホーム施設長（藤田施設長） 介護サービス事業特別会計の方で、69名というのが

実人数でございまして、69名の方々が3667回にわたって利用頂いたという内容でござい

まして、その分に関わる還付金が828,162円となります。それが16年度でございます。1

7年度分につきましては、41人の方々において1579回ご利用頂いたということになって
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おりまして、その分につきましては352,155円というふうになっております。

●委員長（小澤委員） 保健介護課長

●保健介護課長（豊原課長） 生きがい活動の部分でございますが、16年度分につきまし

ては、42件でございまして述べ件数で2132回でございます。また、17年度分につきまし

ては、31人の方に対しまして848回の利用対象ということになってございます。

●委員長（小澤委員）1番室崎委員

●室崎委員 今言った、それぞれ部署に分けて16年、17年と細かくおっしゃってくれまし

たが、これを全部足すと総計が出るというふうに考えれば良いんですね。はい、解りま

した。

（ ） 。 。 。●委員長 小澤委員 よろしいですか 他にございませんか 総体的にございませんか

なければ以上で質疑を終わります。お諮り致します。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意義ありませんか。

（ なし」の声）「

●委員長（小澤委員） なしと認め、よって本案は原案のとおり、可決成立するものと決

定いたしました。以上で、本委員会に付託されました第69号並びに夢70号の審査が全部

終了致しましたので、委員会を閉会致します。

（閉会時刻 午後1時46分閉会）

以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。

平成17年11月28日

平成17年度各会計補正予算審査特別委員会

委員長


