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厚岸町議会 第１回定例会

平成18年３月20日

午後４時12分開会

●議長（稲井議員） ただいまより平成18年厚岸町議会第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、６番佐藤議員、７番中屋議

員を指名いたします。

●議長（稲井議員） 日程第２、議会運営委員会報告を議題といたします。

委員長の報告を求めます。

９番、松岡委員長。

●松岡委員長 この議会開会前に議会運営委員会を開き、次のことを決定いたしましたの

で、ご報告申し上げます。

提出予定であります議案第57号から第60号 工事請負契約の締結について、議案第61

号、第62号は各条例の一部改正、議案第63号は平成17年度厚岸町一般会計補正予算、そ

のほかに意見書案第１号 米国国産輸入牛肉への特定危険部位混入に対する要望意見書

案、この案件につきましては本会議でもって審議することにいたしました。

以上、報告申し上げます。

●議長（稲井議員） 以上で議会運営委員会の報告といたします。

委員長に対する質疑を省略し、以上で報告を終わります。

●議長（稲井議員） 日程第３、議案第７号 平成18年度厚岸町一般会計予算から議案第1

5号 平成18年度厚岸町病院事業会計予算まで、以上９件を再び一括議題といたします。

本９件の審査については、平成18年度各会計予算審査特別委員会を設置し、これに付

託し審査を求めていたところ、今般、審査結果が委員長からなされております。

委員長からの報告を求めます。

１番、室﨑委員長。

●室﨑委員長 平成18年度各会計予算審査特別委員会に付託されました議案第７号 平成1

8年度厚岸町一般会計予算など９件の審査につきましては、15日、16日、17日及び20日の

４日間、本委員会を開催し、慎重に審査の結果、いずれも可決すべきものと決定いたし
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ましたので、ここにご報告申し上げます。

以上、審査報告といたします。

●議長（稲井議員） 初めに、議案第７号 平成18年度厚岸町一般会計予算についてお諮

りいたします。

委員長の報告は原案可決であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ありません

か。

（ 異議あり」の声あり）「

●議長（稲井議員） 反対討論ありますか。

（ 討論ない」の声あり）「

●議長（稲井議員） それじゃ、異議があるということなので、これより起立により採決

を行います。

本案に賛成の方の起立を求めます。

（賛成者起立）

●議長（稲井議員） 起立多数であります。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

次に、議案第８号 平成18年度厚岸町国民健康保険特別会計予算についてお諮りいた

します。

委員長の報告は原案可決であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決する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、本案は原案のとおり可決されました。

次に、議案第９号 平成18年度厚岸町簡易水道事業特別会計予算についてお諮りいた

します。

委員長の報告は原案可決であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ありません

か。

（ 異議なし」の声あり）「
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●議長（稲井議員） ご異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

次に、議案第10号 平成18年度厚岸町老人保健特別会計予算についてお諮りいたしま

す。

委員長の報告は原案可決であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決する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、本案は原案のとおり可決されました。

次に、議案第11号 平成18年度厚岸町下水道事業特別会計予算についてお諮りいたし

ます。

委員長の報告は原案可決であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決する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、本案は原案のとおり可決されました。

次に、議案第12号 平成18年度厚岸町介護保険特別会計予算についてお諮りいたしま

す。

委員長の報告は原案可決であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決する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、本案は原案のとおり可決されました。

次に、議案第13号 平成18年度厚岸町介護サービス事業特別会計予算についてお諮り

いたします。

委員長の報告は原案可決であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ありません

か。

（ 異議なし」の声あり）「
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●議長（稲井議員） ご異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

次に、議案第14号 平成18年度厚岸町水道事業会計予算についてお諮りいたします。

委員長の報告は原案可決であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決する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、本案は原案のとおり可決されました。

次に、議案第15号 平成18年度厚岸町病院事業会計予算についてお諮りいたします。

委員長の報告は原案可決であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決する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、本案は原案のとおり可決されました。

●議長（稲井議員） 日程第４、議案第57号 工事請負契約の締結についてから議案第60

号 工事請負契約の締結についてまで、以上４件を一括議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

建設課長。

●建設課長（北村課長） ただいま上程いただきました議案第57号 工事請負契約の締結

について、その提案理由の説明をいたします。

次のとおり工事請負契約を締結するため、地方自治法第96条第１項第５号の規定によ

り、議会の議決を求めるものであります。

真龍小学校改築事業に係る真龍小学校改築工事は、平成18年２月16日開催の臨時町議

会において予算措置され、17年度予算で繰越明許により早期完成を目指し工事を実施し

ようとするものであります。

内容でありますが、１、工事名、厚岸町立真龍小学校改築工事（建築主体その１ 。）

工事場所、厚岸町字真栄町。

契約の方法、地方自治法施行令第167条による共同企業体２社と単体５社による指名競

争入札です。

請負金額は、４億7,355万円であります。

請負契約者は、伊藤・影本・葵経常建設共同企業体、代表者として札幌市中央区北４
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、 、 、条西４丁目１番地 伊藤組土建株式会社 構成員として厚岸郡厚岸町字白浜町77番地111

マル勢影本工業株式会社と釧路市材木町15番17号、葵建設株式会社です。

次ページをお開きください。

参考として、１、工事概要、鉄筋コンクリート造３階一部平屋建て、延べ面積4,556.5

5平方メートルのうち、鉄筋コンクリート造３階建て部分、延べ床面積2,886.99平方メー

。 、 。トルの各工事１式 工事種類は記載のとおりでありますので 省略させていただきます

工期でありますが、着手が平成18年３月30日から、完成が平成19年３月26日までとす

るものであります。

３として校舎棟建設工事概要、位置図、配置図、各階平面図、立面図、解体建物配置

図、別紙説明資料のとおりとなっておりますが、次ページをごらんください。

議案第57号から第60号までの説明資料となってございます。

１として校舎棟建設工事概要として、鉄筋コンクリート造３階一部平屋建て、延べ面

積4,556.55平方メートル。１階所要室、２階所要室、３階所要室、それぞれ主なものを

記載しております。説明は省略させていただきます。

２として外構工事概要ですが、駐車場工、通路工、駐輪場工、排水溝、植栽工の工事

１式。

３として解体工事概要ですが、職員住宅、鉄筋コンクリート造、職員住宅の補強コン

クリートブロック造、校舎棟、鉄骨造。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。

次ページをお開き願います。

位置図については、右上になりますが、工事場所として斜線部、現真龍小学校敷地内

でございます。

次に、配置図でありますが、中央部にある点線ハッチの部分は次期工事の屋体の計画

でありまして、今回の工事はそれを除く校舎棟の建設と、既設職員住宅と既設校舎部分

の解体工事と外構工事が行われます。

次ページをお開き願います。

１階部分の平面図でございますが、これについても点線ハッチングの部分は屋体棟の

次期計画であり、それ以外の部分が施工箇所であり、建築主体工事では、図面下側の丸

で表示されたＸ６を境に、右側がその１工事部分、左側がその２工事部分と区域分けさ

れております。所要室名等は図面に表示されておりますので、説明を省略させていただ

きます。

次ページをお開き願います。

２階部分の平面図でございますが、これについても点線のハッチング部分については

１階平面図と同様、次期の屋体計画箇所であり、それ以外の部分が施工箇所であり、工

事区域分けにつきましても、１階平面図と同じく、Ｘ６を境に分かれております。所要

室名についても図面に表示されておりますので、説明を省略させていただきます。

次ページをお開き願います。

３階部分の平面図でございます。これについても点線ハッチング部分は屋体の計画部

、 。 、 、分であり それ以外の部分が施工箇所であります 工事区域分けにつきましては １階

２階同様、Ｘ６を境に区域分けをしております。所要室名についても図面に表示されて
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おりますので、説明を省略させていただきます。

次ページ以降、２ページにわたっては校舎の立面図をつけておりますので、参考に供

していただきたいと思います。

次に、10ページをお開きください。

これは解体する建物の配置図です。図面上部は、既存真龍小学校の校舎棟です。図面

下側は、既存職員住宅で解体する部分であります。

続きまして、議案第58号でありますが、議案書11ページをお開き願います。

議案第58号 工事請負契約の締結について。

次のとおり工事請負契約を締結するため、地方自治法第96条第１項第５号の規定によ

り、議会の議決を求めるものであります。

内容でありますが、工事名、厚岸町立真龍小学校改築工事（建築主体その２ 。）

工事場所、厚岸町字真栄町。

契約の方法、地方自治法施行令第167条による共同企業体２社と単体５社による指名競

争入札です。

請負金額は、３億7,380万円でございます。

請負契約者、丸彦渡辺・共和経常建設共同企業体、代表者として札幌市豊平区豊平６

、 、 、条６丁目５番８号 丸彦渡辺建設株式会社 構成員として厚岸郡厚岸町字港町106番地14

株式会社共和建設工業所です。

次ページをお開きください。

参考として、工事概要、鉄筋コンクリート造３階一部平屋建て、延べ面積4,556.55平

方メートルのうち、鉄筋コンクリート３階建て部分及び一部平屋、延べ床面積1,669.56

平方メートルの各工事１式のほか、外構工事、既存教員住宅及び既存校舎棟の延べ床面

積4,106.97平方メートルの解体工事１式。工事種類は記載のとおりでありますので、省

略させていただきます。

工期として、着手が平成18年３月30日から、完成が平成19年３月26日までとするもの

であります。

３として校舎棟建設工事概要、位置図、配置図、各階平面図、立面図、解体建物配置

図、別紙説明資料のとおりとなっておりますが、議案第57号で説明したとおりでありま

すので、説明を省略させていただきます。

続きまして、議案第59号でありますが、議案書13ページをごらん願います。

議案第59号 工事請負契約の締結について。

次のとおり工事請負契約を締結するため、地方自治法第96条第１項第５号の規定によ

り、議会の議決を求めるものであります。

内容でありますが、工事名、厚岸町立真龍小学校改築工事（電気設備その２ 。）

工事場所、厚岸町字真栄町。

契約の方法、地方自治法施行令第176条による共同企業体２社と単体３社による指名競

争入札です。

請負金額は、7,717万5,000円でございます。

請負契約者、高部・西口経常建設共同企業体、代表者として標津郡中標津町共立１番

地11、高部電気株式会社、構成員として厚岸郡厚岸町湾月町２丁目129番地、株式会社西
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口電機商会です。

次ページをお開きください。

参考として 工事概要ですが 鉄筋コンクリート造３階一部平屋建て 延べ面積4,556.、 、 、

55平方メートルの電灯設備、外灯設備、放送設備、テレビ共聴設備、電話配管設備、イ

ンターホン設備、電気時計設備、火災報知器設備、防犯設備、視聴覚教室設備、多目的

ホール設備、音楽教室設備、ＩＴＶ設備、ＬＡＮ配管設備、風力・太陽光発電設備、エ

レベーター用配線設備の各工事１式となっております。

工期でございますが、着手が平成18年３月30日から、完成が平成19年３月26日までと

するものであります。

３として校舎棟建設工事概要、位置図、配置図、各階平面図、立面図、別紙説明資料

のとおりとなっておりますが、当該工事は建築主体工事とは違い、建物で分割すること

は難しく、工事概要にありますように工種によって分かれているものであります。

続きまして、議案第60号でありますが、議案書15ページをお開き願います。

議案第60号 工事請負契約の締結について。

次のとおり工事請負契約を締結するため、地方自治法第96条第１項第５号の規定によ

り、議会の議決を求めるものであります。

内容でありますが、工事名、厚岸町立真龍小学校改築工事（管設備その２ 。）

工事場所、厚岸町字真栄町。

契約の方法、地方自治法施行令第167条による共同企業体２社と単体３社による指名競

争入札です。

請負金額は、6,772万5,000円でございます。

請負契約者として、太平洋・川端経常建設共同企業体、代表者として釧路市春採５丁

目16番17号、太平洋設備株式会社、構成員として厚岸郡厚岸町字港町103番地２、川端金

物株式会社です。

次ページをお開きください。

参考として 工事概要ですが 鉄筋コンクリート造３階一部平屋建て 延べ面積4,556.、 、 、

55平方メートルの暖房、換気設備工事１式でございます。

工期といたしましては、着手が平成18年３月30日から、完成が平成19年３月26日まで

とするものであります。

校舎棟建設工事概要、位置図、配置図、各階平面図、立面図、別紙説明資料のとおり

となっておりますが、当該工事につきましても電気設備工事と同様、建物で分割するこ

とが難しく、工事概要にありますように工種によって分かれているものであります。

以上、議案第57号から第60号まで、非常に雑駁な説明でございますが、ご審議の上、

ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。

なお、真龍小学校改築事業に係る工事関係のうち、今般の議案以外に、電気設備工事

その１、これは受変電設備、幹線設備工事で、請負金額が4,557万円、請負契約者はサン

エス・栗林経常建設共同企業体と、管設備工事その１、これについては給排水衛生設備

、 、 、工事で 請負金額が3,517万5,000円 請負契約者として共立・奥村経常建設共同企業体

さらに工事監理業務では、請負金額1,170万7,500円で、業務委託契約者が株式会社アト

リエアクがあります。その全体工事関連請負額は10億8,470万2,500円となるものであり
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ます。

以上でございます。

●議長（稲井議員） まず最初に、議案第57号について質疑を行います。

（な し）

●議長（稲井議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は原案のとおり決する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、本案は原案のとおり決しました。

次に、議案第58号について質疑を行います。

（な し）

●議長（稲井議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は原案のとおり決する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、本案は原案のとおり決しました。

次に、議案第59号について質疑を行います。

（な し）

●議長（稲井議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は原案のとおり決する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、本案は原案のとおり決しました。

次に、議案第60号について質疑を行います。
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（な し）

●議長（稲井議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は原案のとおり決する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、本案は原案のとおり決しました。

●議長（稲井議員） 日程第５、議案第61号 厚岸町介護予防・生活支援事業条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

保健介護課長。

●保健介護課長（豊原課長） ただいま上程いただきました議案書17ページ、議案第61

号 厚岸町介護予防・生活支援事業条例の一部を改正する条例の制定につきまして、そ

の提案理由をご説明申し上げます。

厚岸町介護予防・生活支援事業条例によります利用者負担額の算定根拠につきまして

は、これまでも介護報酬単価をもとに積算しておりますことから、本年１月26日答申さ

れましたところの介護報酬単価によりまして各事業ごとの新たな利用者負担額を求めま

して、本条例の一部を改正しようとするものでございます。

お手元に配付の厚岸町介護予防・生活支援事業条例の一部を改正する条例新旧対照表

をごらん願いたいと存じます。

条例第５条第２項は、利用者負担の額を定める内容でございます。

第２項第１号は、自立高齢者の生きがい活動支援通所事業に係る利用料を、新旧記載

のとおり、570円から510円に改正しようとするものでございます。これは、今般の介護

報酬単位の見直しにより減額となるものでございます。

また、同項第３号は、自立高齢者の生活管理指導員派遣事業に係る利用料を、新旧記

載のとおり、230円から280円に改正しようとするものでございます。ホームヘルパー派

遣に係ります費用が、介護報酬単位の増額見直しによりまして、今回増額となるもので

ございます。

恐れ入りますが、議案書17ページにお戻りいただきたいと存じます。

附則でありますが、施行期日につきましては、この条例は平成18年４月１日から施行

しようとするものでございます。

経過措置につきましては、この条例の施行の日前に利用したサービスに係る利用者負

担につきましては、なお従前の例によるものでございます。

以上、大変簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し
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上げます。

●議長（稲井議員） これより本案に対する質疑を行います。

（な し）

●議長（稲井議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は原案のとおり決する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、本案は原案のとおり決しました。

●議長（稲井議員） 日程第６、議案第62号 厚岸町介護保険条例の一部を改正する条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

保健介護課長。

●保健介護課長（豊原課長） ただいま上程いただきました議案書18ページ、議案第62

号 厚岸町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について、

その提案理由をご説明申し上げます。

本件につきましては、去る３月13日ご審議いただきました議案第41号 厚岸町介護保

険条例の一部を改正する条例の制定について、議決をいただきました後に、改正条例附

則第７条の平成18年度及び平成19年度における介護保険料率の特例のうちの一部が変更

されたとの国の情報を確認いたしましたことから、このたび、さきに議決をいただきま

した厚岸町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正しようとするものでござい

ます。

お手元に配付の厚岸町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例新旧

対照表によりご説明させていただきます。ごらんいただきたいと存じます。

附則第７条は、平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例を定める内容でご

ざいます。改正部分を線引き表示させていただいておりますので、ご確認願いたいと存

じます。

この附則第７条は、平成17年度の税制改正に伴いまして、高齢者の非課税限度額の廃

止により影響を受ける方々について、地方税法上、平成18年度から２年間の経過措置が

設けられることを踏まえまして、介護保険料について激変緩和措置を講じようとする内

容で設けられましたが、同条第１項第２号の保険料率の特例を４万2,800円から３万4,00

0円に引き下げるものであり、同項第５号の保険料率の特例を４万6,900円から３万8,700

円に引き下げるものであります。
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また、同条第２項第２号の保険料率の特例を４万6,900円から４万2,800円に引き下げ

るものであり、同項第５号の保険料率の特例を５万5,700円から５万1,600円にそれぞれ

引き下げるものでございます。

、 。このことによりまして それぞれ激変緩和措置を拡充しようとするものでございます

恐れ入りますが、議案書18ページにお戻りいただきたいと存じます。

附則でございますが、この条例は公布の日から施行しようとするものでございます。

この規定によりまして、さきに議決をいただきました厚岸町介護保険条例の一部を改

正する条例附則第７条が改正となり、本件改正規定が溶け込むこととなるものでござい

ます。

以上、大変簡単な説明でございますが、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） これより本案に対する質疑を行います。

８番。

●音喜多議員 ちょっとしたことで。これは今回の減額でもって、対象者が前回でそれぞ

れ58人、51人と報告、あるいは新５段階の３番目のランクですか、それら入れまして、

おおよそどのくらいの減額というふうに、全体でどのくらいというふうにつかまえてい

ますか。全然そういう算出はしてございませんか。

●議長（稲井議員） 保健介護課長。

●保健介護課長（豊原課長） 保険料の軽減対策分、これにつきましては、およそ全体の

改定で激変緩和するというような形での数字でございますが、おおよそ112万円というふ

うに試算しているところでございます。

●音喜多議員 いいです。

●議長（稲井議員） いいですか。

他にありませんか。

（な し）

●議長（稲井議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は原案のとおり決する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。
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よって、本案は原案のとおり決しました。

●議長（稲井議員） ここで、会議時間の延長を行います。

本日の会議時間は、本日の議事日程が全部終了するまで、あらかじめ会議時間の延長

を行います。

●議長（稲井議員） 日程第７、議案第63号 平成17年度厚岸町一般会計補正予算につい

て議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） ただいま上程いただきました議案第63号 平成17年度厚岸町

一般会計補正予算（11回目）の提案理由を説明させていただきます。

今回の補正は、平成17年度特別交付税の決定による、その増額補正と、さきの２月第

１回臨時町議会にご承認いただきました真龍小学校建設事業費等に係る国庫負担金、補

助金の各単価増及びこれに伴う起債の増額補正であります。

これらに係る財源につきましては、町の一般財源のおおむねを占め、かつ国の施策動

向等により不確定要素の大きい地方交付税の今後の増減等に柔軟に対応していくため、

平成17年度中の財源不足に補てんするべく大きく取り崩しを行った基金に積み戻しを行

い、平成18年度以降の財源需要に備え、安定した財政運営の基盤を整えるものでありま

す。

恐れ入ります、議案書の１ページでございます。

平成17年度厚岸町一般会計補正予算（11回目）でございます。

平成17年度厚岸町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条第１項、歳入歳出予算の補正であります。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億9,959万1,000円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ99億5,222万1,000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。、

次ページをお開きください。

第１表でございます。歳入歳出予算補正でありますが、記載のとおり、歳入では３款

４項、歳出では２款２項にわたって、それぞれ１億9,959万1,000円の補正であります。

事項別により説明させていただきます。

６ページをお開き願います。

歳入であります。

11款１項１目地方交付税、特別交付税7,404万8,000円の増、これをもちまして特別交

付税総額で４億1,819万1,000円となるものであります。

15款国庫支出金、１項国庫負担金、３目教育費国庫負担金、２節小学校費負担金3,347

万2,000円の増。

２項国庫補助金、８目教育費国庫補助金、２節小学校費補助金1,817万1,000円の増。
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22款１項町債、８目教育債、２節小学校債7,390万円の増。

続いて８ページ、歳出であります。

２款総務費、１項総務管理費、８目財政管理費、25節積立金、財政調整基金積立金9,9

51万3,000円の増、減債基金積立金１億円の増。

９款教育費、２項小学校費、４目学校建設費、真龍小学校改築事業費７万8,000円の増

であります。

恐れ入ります、１ページへお戻り願います。

第２条、地方債の補正であります。

地方債の変更は 「第２表 地方債補正」によるものでございます。、

３ページをお開き願います。

第２表、地方債補正、変更であります。義務教育施設整備事業7,390万円の増でありま

す。起債の方法、利率、償還の方法については変更ありません。

４ページをごらんください。

地方債に関する調書補正であります。表の下段、合計欄でございますが、16年度末現

在高120億4,954万円、今回7,390万円を増額し、年度内発行額で15億2,180万円となりま

して、17年度末見込み額は123億1,691万8,000円となるものであります。

以上をもちまして議案第63号の説明を終わります。大変雑駁な説明でございますが、

よろしくご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。

●議長（稲井議員） これより質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算の補正、５ページ、事項別明細書、ございませんか。

12番。

●谷口議員 真龍小学校の改築事業なんですけれども、先ほどの工事請負で聞いてもよか

ったんですけれども、年度内に改築と解体、同時に進みますよね。それで、結果的に新

校舎を使えるのはいつごろになるのか、これについてちょっと教えていただきたいんで

すが。

●議長（稲井議員） 管理課長。

●教委管理課長（米内山課長） お答えいたします。

おっしゃるとおり、18年度中に校舎を完成させ、引っ越しをさせた上で解体という運

びでございますが、今日、実は入札を終えたばかりでございます。私どもの考えとして

は、２月には引っ越しをしたいというふうに考えてございますが、何せ工事の工程をこ

れから詰めた中で、具体的にいつ完成できる、それから、それに合わせて私どもの引っ

越しの計画というふうなことでございますので、定かではございませんけれども、これ

から詰める内容ではございますが、一応目安としては２月には私どもは引っ越したいと

いうふうに考えてございます。

●谷口議員 いいです。
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●議長（稲井議員） いいですか。

他にありませんか。

（な し）

●議長（稲井議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を……。

３番。

●南谷議員 議長、歳入……。

●議長（稲井議員） 一括していいですから。

●南谷議員 わかりました。

真龍小学校の改築事業の事業費の関係についてお尋ねをさせていただきたいと思いま

す。

財源の内訳でございます。11億6,626万9,000円、このうち、前回、補正の段階で聞い

ておったのは、国からの補助金が３億8,400万円、地方債が５億7,100万円、一般財源か

ら２億1,000万円ということでお聞きをしておりました。今回、先ほどの説明で、国から

の補助が確定したということに伴いまして、この補助金が幾らになるのか。

さらには、当然、補助金が確定したわけでございますから、地方債、一般財源からの

、 、 、持ち出し 総体で 全体の11億6,600万円という数字は変わらないと思うんですけれども

この数字がどのようになるのかお聞きいたします。

●議長（稲井議員） 管理課長。

●教委管理課長（米内山課長） それでは、お答えいたします。

まず、今回の国庫補助金並びに負担金、この増額で、実は国庫支出金としてはプラス

の5,164万3,000円ほどでございます。予算上は、地方債につきましても7,390万円の増額

ということになってございます。ただ、今回、入札が終わった段階で差金も出てござい

ます。5,000万円強の差金が出てございます。この中でいえば、補助金はまず動かないと

いうふうに考えてございます。その差金に伴いまして、起債は若干減ってくるかなと。

しかし、一財については当然ふえることはなく、今現在で１億2,500万円ほど一財が２月

に補正させていただいたときよりは減ってございますけれども、さらに若干は減るとい

うふうに今のところ押さえてございます。

●議長（稲井議員） ３番。
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●南谷議員 不確定要素はあるんですけれども、一般財源から最終的に幾らくらいという

予想をしておるんですか。

●議長（稲井議員） 管理課長。

●教委管理課長（米内山課長） 今段階で申し上げますと8,400万円ほどでございますけれ

ども、先ほど言いましたように、これから入札の差金の関係でもう一度起債を計算し直

さなきゃならないという状況の中では、若干これより減っていくのかなというふうには

押さえてございます。

●議長（稲井議員） いいですか。

税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） 私の方から総額という意味で、今、管理課長の方からは増額

分の説明でありましたので、ご説明させていただきます。

補正後の数字で11億6,626万9,000円ということで、財源内訳としましては、国４億3,6

49万7,000円、地方債６億4,490万円、一般財源8,495万円ということになります。

●議長（稲井議員） ３番。

●南谷議員 前回もせっかく聞いて、単年度で1,900万円、約2,000万円ぐらいの単年度の

償還だと、校舎部分だけで。そうしますと、地方債が変わりましたね。そのことによっ

て、アバウトなんですけれども、この約2,000万円弱のものがどんな数字になりますか。

●議長（稲井議員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） お答えいたします。

総体的な数字になるかと思いますが、議員ご承知のとおり、これは繰越明許費という

ことで18年度の借り入れ実行になります。したがいまして、18年度以降の償還になりま

すが、18年度以降の償還額につきましては、この額がふえても、当然終了する起債がご

ざいます。したがいまして、公債費、いわゆる償還する元利金については増額はいたし

ません。ただし、起債残高につきましては、ただいま説明させていただきましたが、18

年度末では約121億3,000万円ほどになりまして、17年度末現在のこの予算書は、これは

便宜上、17年度中の予算として確保しなければなりませんので、この残高になっており

ますが、概算で約４億1,700万円ほど残高はふえることになります。18年度末では、ふえ

ることになります。

●議長（稲井議員） 他に。

（な し）
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●議長（稲井議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は原案のとおり決する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、本案は原案のとおり決しました。

●議長（稲井議員） 日程第８、意見書案第１号 米国国産輸入牛肉への特定危険部位混

入に対する要望意見書を議題といたします。

職員の朗読を行います。

●議事係長（髙橋係長） 職員の朗読（朗読内容省略）

●議長（稲井議員） ここで提出者であります小澤議員に提案理由の説明を求めます。

（ 議長、ちょっと休憩してくれませんか」の声あり）「

●議長（稲井議員） 休憩いたします。

午後５時04分休憩

午後５時33分再開

●議長（稲井議員） 再開します。

、 、意見書案第１号につきまして 提出者より文言の一部訂正の申し出がありましたので

これを許します。

小澤議員。

●小澤議員 大変貴重な時間、ご迷惑をかけて、まことに申しわけございません。

ただいま提出しております意見書案、このいわゆる表題にございます意見書案 米国

、 、 「 」、国産輸入牛肉への特定危険部位混入に対する要望意見書 ここでもって米国 次の 国

これをひとつ１字削除していただきたい。

それから、裏の本文にまいりまして、これも上のタイトルの米国国産の「国」を１字

削除していただいて、それから、その２行目でありますけれども 「輸入再開したが、再、

開から１カ月も経過しない 、これを削除していただきたい。こういうことでひとつ。」

（発言する者あり）
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●小澤議員 「再開から１カ月も経過しない 、この字句を削除していただきたい、このよ」

うにお願いをしたいと思います。よろしいですか。

●議長（稲井議員） ただいま提出者から文言の一部の訂正の申し出がありましたが、こ

れを認めることにしたいと思いますが、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。

それでは、４番、小澤議員、提案理由の説明をお願いします。

●小澤議員 ただいま上程いただきました意見書案第１号 米国産輸入牛肉への特定危険

部位混入に対する要望意見書案につきまして、大変貴重な時間、恐縮に存じますが、提

出者の私より一言説明をさせていただき、議員各位の賛同を心よりお願い申し上げる次

第であります。

ただいま議会事務局より朗読いただきました内容に尽きるものでありますが、昨年11

、 、 、 、月18日の閣議決定の答弁書で 厚生労働 農水両省は 米国産牛肉の輸入再開する場合

輸入再開前に、また輸入再開後も定期的に担当官を派遣して、米国での日本向け牛肉の

食肉処理施設に対する現地調査を実施することが必要と考えている。米国政府による施

設の監督状況、特定危険部位の除去の実施状況、月齢20カ月以下の月齢証明についての

遵守状況などについて現地で確認したいと政府答弁書で約束し、食品安全委員会も危険

部位の除去には日本政府が責任を持つとの前提で審議し、政府責任で強行再開をいたし

ました。しかし、米国における確認も守らず、政府の責任も守らず、米国の一方的ミス

のみに終始しております。

私も、また私どもの地域も、いや、この町の基幹産業である酪農にかかわるこの米国

産輸入牛肉問題は十分承知され、皆さんとともに共通の問題として認識いただけるもの

と存じます。

食の安全・安心は、私ども生産者はもとより、消費者も非常に関心が高く、日本国民

共通の認識でもあり、今このことが各方面に問われております。

よって、政府には、この問題に誠意を持って対応していただきますようお願いするも

のであります。

議員各位皆さんのご賛同を心よりお願いをし、提案説明とさせていただきます。

ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。

以上であります。

●議長（稲井議員） これより質疑を行います。

12番。

●谷口議員 ちょっと提出者にお伺いをしたいんでありますが、内容的には賛成できるも
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のもありますけれども、ただ、この中に、11行目 「また、輸入再開の大前提である特定、

危険部位の除去という輸入プログラムを遵守せず、日米間の約束をほごにした米国政府

のずさんな対応に対しても厳重に抗議するものである」というふうになっていますけれ

ども、この参考の送付先を見ましても、アメリカに対してどうやって文句言うのかとい

うことは、これでは明確ではないのではないのかなというふうに私は思うんですよね。

、 、「 」 、それから 最後に 輸入再開すべきでないことを改めて表明する というのでなくて

このようにやってほしいという要望の言葉、文言になるべきではなかったのかなという

ふうに思うんですよ。

そういうことから考えますと、私は最後の方に 「政府は今回の事態を招いた責任を明、

確にするとともに」の後に、この「輸入再開の大前提である特定危険部位の除去」とい

うことを入れて 「アメリカに厳重に抗議する」という文言がいくべきではなかったのか、

なというふうに思いますし 「輸入再開すべきでないことを改めて表明する」でなくて、、

「要望する」という言葉になっていくべきではないのかなと思うんですが、いかがでし

ょうか。

●議長（稲井議員） ４番。

●小澤議員 いろいろと今、この食の安心・安全ということに対しては非常に論議されて

いるところでもありますけれども、やはり最後の字句で「日本並みのＢＳＥ対策及び全

頭検査がされなければ輸入を再開すべきでないことを改めて表明する 、こういう文言が」

ありますので、これで大体網羅されるのではないのかなと、このように思います。

●議長（稲井議員） 12番さん、いいですか。

●谷口議員 私の言ったことに何も答えてくれていないんですけれども。

●議長（稲井議員） 休憩します。

午後５時42分休憩

午後５時44分再開

●議長（稲井議員） 再開します。

12番。

●谷口議員 今、提出者から 「日本並みのＢＳＥ対策及び全頭検査がなされなければ輸入、

を再開すべきでないことを改めて表明する」というふうに言っているから、いいのでな

いかというふうにおっしゃっておりますけれども、この「また、輸入再開の大前提であ

る特定危険部位の除去という輸入プログラムを遵守せず、日米間の約束をほごにした米

国政府のずさんな対応に対して厳重に抗議するものである」と、ここに書いていますよ
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ね。厳重に抗議すると書いていますけれども、これは米国に対して言っているわけでし

ょう、ここは。日本政府に対して言っていることではないわけ。そうすると、この文章

からすると、そうしたらこれは、この提出先、送付先には行くけれども、アメリカには

これでは伝わっていかないわけですよ。

そうではなくて、私が言いたいのは、日本政府がせっかくお互いに約束を交わしたに

もかかわらず、こういう状況を招いた責任はアメリカ政府にあるんだと。あるいは、そ

れを製造する会社、あるいは検査機関、そういうところに責任があるわけですよね。そ

ういうことに対してやっぱりきちんとして、約束を守らなかったことをきちんと抗議を

した上で、その上で実態の把握だとか、調査だとか、そういうものをするというふうに

なっていかないと、ただ向こうに対しては非常にこれでは、資料を集めるのと実態把握

をするぐらいで、政府にはそのことの仕事をお願いしますということにはならないので

はないのかなというふうに私は思うんですよ。ですから、そういうものをやはり強く求

めていかなければ、結果的にはまた政府としては、アメリカがこう言っているからいい

のでないかということを押しつけられてしまうことになってしまうと思うんですよね。

ですから、そのあたりを強く要望していくものになっていかないと私は困るのではない

のかなということを思うんですけれども、どのように思っているか、考えているのか、

お尋ねをしたいということであります。

●議長（稲井議員） ４番。

●小澤議員 これは政府と、日本とアメリカとの話し合いの中で、危険部位を除去する、

そういう約束事がはっきりされているわけですね。そして再開に踏み切った。しかし、

これも一方的なアメリカの押しつけで押し切られたというような感じです。そういうこ

とから考えましても 「今回の事態を招いた政府の責任は極めて重大であり、国民の食の、

」、 。安全を軽視したさきの政府の決定に対して改めて抗議をする こういう文言もあります

そうしたときに、この言葉に対して、国がやはりそのこともアメリカに対して、我々日

本の声として改めて厳重にアメリカに対して抗議をする、抗議をしていただきたい、そ

ういう文言もあるわけです。

そういうことから考えましたときに、これが我々から出た意見書というものは、やは

り国民的な考え方ですから、相当重いものなんです。これを十分踏まえて、アメリカに

対しても厳重抗議していただけるものと、そのように解釈しているわけですね。そうい

うことを考えましたときに、大体この文言でいいのでないのかな、そのように理解して

おります。

●谷口議員 いいです。

●議長（稲井議員） いいですか。

他にありませんか。

（な し）
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●議長（稲井議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は原案のとおり決定すること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、本案は原案のとおり可決されました。

なお、本案は末尾記載の送付先に直ちに送付いたします。

●議長（稲井議員） 日程第９、委員会調査報告書を議題といたします。

今般、会議規則第73条第２項の規定により、議会運営委員会が議長から諮問を受けた

調査事項について調査した結果の報告書が、今般、委員長から提出されております。

この際、委員長に対する質疑、討論を省略し、本報告書のとおり了承することにご異

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、本報告書のとおり了承することに決定いたしました。

●議長（稲井議員） 日程第10、各委員会閉会中の継続調査申出書を議題といたします。

次期定例会までの間、閉会中における所管事務調査の申出書が、お手元に配付のとお

り、各委員長から提出されております。

お諮りいたします。

本申出書のとおり承認することにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（稲井議員） ご異議なしと認めます。

よって、本件は申出書のとおり承認することに決定いたしました。

●議長（稲井議員） ここで、黒田収入役より皆様に退任のごあいさつの申し出がありま

すので、議会運用内規27により、これを受けたいと思います。

黒田収入役。

●収入役（黒田収入役） 貴重なお時間を拝借いたしますこと、まことに恐縮に存じます

が、私こと、今般、３月末日をもちまして厚岸町収入役の任を辞するに当たりまして、

一言御礼とごあいさつを申し述べさせていただきたいと存じます。
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３年半前にありがたくも当議会におきまして、議員皆様方から収入役としての選任の

ご同意をいただきまして、平成14年10月１日より３年半の間、私なりにその任を務めさ

せていただきましたけれども、皆様方からお与えいただきました１期４年という任期を

、 、最後まで全うせずに 半年を残してこのような状況と相なりましたことにつきましては

まずもっておわびを申し上げ、お許しを願い上げる次第でございます。

この厳しい行政環境下にありまして、未熟者の私が何とか町三役としての大任を務め

得ることができましたのも、ひとえに若狹町長を初め、先輩職員、後輩職員など同僚の

皆さんの温かいご指導とお力添えのたまものであるのはもちろんでございますし、当議

会につきましては、現在の収入役としてのみならず、当初から企画財政担当として数々

の予算審議であるとか、あるいは財政改革など主に財政畑の議題を中心に、さまざまな

議員の皆様とご議論をさせていただきました。議会開会中のみならず、日常業務におき

ましても、公私を問わず、昼夜を問わず、厳しくも本当に温かい適切なご教示、ご指導

を賜りました。心より厚く厚く御礼を申し上げる次第でございます。

議員の皆様方におかれましては、これからもどうかご健康にご留意をされまして、こ

の難局を乗り越えるべく、すばらしいまちづくりにご尽力を賜りますよう心よりご祈念

を申し上げる次第でございます。

貴重なお時間拝借させていただきましたけれども、これをもちまして厚岸町収入役と

しての退任のあいさつとさせていただきます。皆さん、本当にお世話になりました。あ

りがとうございました （拍手）。

●議長（稲井議員） 以上で本定例会に付議された議案の審査は全部終了いたしました。

よって、平成18年厚岸町議会第１回定例会を閉会いたします。

午後５時55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１８年３月２０日

厚岸町議会

議 長

署名議員

署名議員


