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厚 岸 町 議 会 第 １ 回 定 例 会 議 事 日 程

（１８．３．１５）

日 程 議 案 番 号 件 名

（平成18年度各会計予算審査特別委員会）



- 10 -

厚岸町議会 平成１８年度各会計予算審査特別委員会会議録

平成18年３月15日

午前10時01分開会

●委員長（室﨑委員） ただいまから平成18年度各会計予算審査特別委員会を開会いたし

ます。

まず初めに、議案第７号 平成18年度厚岸町一般会計予算を議題といたします。

予算書の１ページ、第１条歳入歳出予算から審査を始めてまいります。

29ページをお開き願います。

事項別明細書、歳入から、款、項、目により進めてまいります。

それでは入ります。１款１項町税、１目個人。

９番。

●松岡委員 この予算の算定についての基準をお聞きしたいと思います。

まず 町民税の個人の分においては 調定予定額が前年度より 均等割については119.、 、 、

7％、19.7％が伸びている。それから、所得割については5.35％が伸びていると、こうい

ったことでそうなっているわけですけれども、この算定基準。もちろん決算見込みを基

礎にしてされたと思うんですが、その算定基準の詳細をお聞かせ願えればと思います。

●委員長（室﨑委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） ご答弁申し上げます。

町民税個人の件でございます。私ども、この個人の算定をするときに、説明欄記載の

とおり均等割、所得割それぞれの普通徴収、特別徴収並びに各普通徴収にあっては業種

別にそれぞれのいわゆる所得を補足するための資料として整理をし、一定の推計をもっ

て算出しているところでございます。

ご質問者のご指摘の中に、その算定の根拠ということでございますが、まず、均等割

につきましては、普通徴収としていわゆる人数を基礎にその均等割の税率を掛けて算出

しております。特別徴収についても同じく均等割につきましてはそのように率で積算し

てございます。

あと、所得割につきましては、各給与、営業、農業、漁業、その他事業、これらに分

類するとともに、特別徴収、いわゆるサラリーマンの方々に分類し、推計をしてござい

ます。

そこで、ご指摘の増減の件でございますが、当初対比でございますけれども、特に顕

著な増減で申し上げますと、所得割で申し上げますと、農業が17年度当初に比して約600

万円ほど大きく落ちております。それから、特別徴収につきましては約1,100万円ほど減

となっております。

逆に、所得割のその他の事業については600万円ほど伸びております。それから、所得
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割の給与に関しては、これは800万円ほど伸びております。

これらの増減の差し引きによりまして、ご質問者おっしゃられますとおり、それぞれ

の普通徴収、特別徴収、均等割、所得割の増減がこのように説明欄に記載されているも

のでございます。

●委員長（室﨑委員） ９番。

●松岡委員 そうすると、今の論理でいきますと、課税対象者は去年よりふえているとい

うことですね。そういう意味でとっていいわけですね。

それから、所得割については、法人がちょっと前年度並みに対して93.62％と落ちてい

るわけですけれども、個人にしても、あるいは均等割にしてもふえていっているわけで

すが、調定予定額の96％の徴収率を見ているわけですが、大体現在の３月分の徴収率は

どういうふうな格好でなるのか、96％を維持できるのかどうか。これについてお聞かせ

願いたいと思います。

それから、個人の特別徴収の場合は100％見ているわけですが、そこらあたりの事情を

お聞かせ願いたいと思います。個人で特別徴収の場合は100％見ていると。

●委員長（室﨑委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

平成17年２月28日現在の徴収率で、ご質問の目であります個人で申し上げたいと思い

ます。個人でありますが、普通徴収、特別徴収、それぞれの現年及び滞納繰越含めまし

て、普通徴収、現年、滞繰合わせまして73.89％、それから特別徴収84.50％。これは２

月28日現在のいわゆる収納率でございます。

それから、特別徴収につきまして、いわゆる100％ということでよろしいかというご質

問でございますが、基本的に事業所は特別徴収義務者になってございます。その際、い

わゆる雇用をしている職員等から税を徴収して納めていただく役割、そういう仕組みに

なってございます。事故がない限り、事故というのは仮に倒産とか、そういうことがな

い限り、例えば退職なさる場合であっても会社の責任によって特別徴収義務者という責

任において徴収をし、町に納めるということで100％ということになっているものでござ

います。

●委員長（室﨑委員） ９番。

●松岡委員 わかりました。今の数字からいきますと、課税対象の人口は均等割において

はふえていっている、そういうふうに見ていいわけですね。

それから、特別徴収の場合は、所得割については前年より７％程度落ちているわけで

すが、これはやっぱり景気が悪いということなのかどうか、このあたりの分析をひとつ

お願いしたいと思います。
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●委員長（室﨑委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

まず、所得割の特別徴収分につきまして、いわゆる計上の比率が少ないというご指摘

でございますが、ご質問者おっしゃいますとおり特別徴収分につきましては、いわゆる

サラリーマンということの人たちがほとんどでございます。そういう意味から、いわゆ

る給料をいただくサラリーマン所得が落ちているというふうに分析をして構わないもの

と、私どもはそのように考えてございます。

それから、均等割につきましては、昨年よりも、ご質問者おっしゃいますとおり人数

はふえてございます。したがいまして、若干の増減がございますが、合計では、均等割

では前年対比で約203万円ほどふえているという分析をしてございます。

●松岡委員 いいです。

●委員長（室﨑委員） よろしいですか。

他にございますか。

14番。

●田宮委員 定率減税についてお伺いしたいと思います。

政府・与党は景気回復してきたので、この定率減税を全廃するというようなことのよ

うでありますが、この予算では定率減税はありますよね。それで、定率減税の内容とい

いますか、そのことについてお伺いしたい。

●委員長（室﨑委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

ご質問者おっしゃいますとおり、定率減税につきましては既に町税条例等の改正がな

されておりまして、町税につきましては、本年度いわゆる18年度課税から、従来15％の

定率をもった減税をしていたものが7.5％になります。限度額は４万円が２万円というこ

とです。したがいまして、17年分の所得に対して町道民税が賦課されるわけでございま

して、18年６月徴収分からこの定率減税、いわゆる半分になった税率が適用されます。

国税につきましては、既に18年１月１日から、源泉徴収されている人にあっては、い

わゆる20から10の定率減税がされております。その影響額でございますが、昨年いわゆ

る平成17年度当初では3,850万円を推計してございました。本年度、私どもこの15％から

7.5％に縮減された試算をしたところ、1,884万9,000円の減税にしかならないと。したが

いまして、1,965万1,000円が復元、いわゆる逆に言いますと増税になったという、要す

るに町の歳入がふえたということになったというご理解をしていただいて結構かと思い

ます。

●委員長（室﨑委員） 14番。
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●田宮委員 定率減税が廃止になってそうなったということですね。

●委員長（室﨑委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） 平成18年度におきましては廃止ではなく、15％の税率が7.5％

に縮減されたということです。

●田宮委員 はい、いいです。

●委員長（室﨑委員） 他にございますか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ先へ進みます。

２目法人、ありませんか。

９番。

●松岡委員 法人については、予定調定額が前年度よりずっと減っているわけですね。現

年度の均等割についても、法人税割についてもかなり、パーセンテージは計算していま

せんけれども、減っているわけですが、これはやはり景気が低迷しているというふうに

見て差し支えないんですか。

●委員長（室﨑委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

法人につきましては、ご質問者おっしゃいますとおり、均等割につきましては平成17

年度とほぼ同様380法人でございます。ただし、法人税割につきましては、法人税に対す

る町税の税率、いわゆる町税でいう課税標準、この額が落ちていることになります。こ

の額につきましては、いろいろ町民法人税割につきましては、種々町内の景気動向等を

勘案し、適切に推計しなければ、この法人税につきましては変動が大きいため、かなり

の景気動向によって大きな動きがあるということで、私ども今年度につきましては、酷

似している年度、平成15年、サンマが早く切り上げました。それと平成17年、これも同

じくサンマがかなり早く切り上げました。この年度における法人税のいわゆる所得割、

これが酷似している状況にございます。

それから、経年的に過去数年間のそういう状況を勘案して推計してみますと、18年度

、 。にあっては 17年度の法人税の所得はどう見ても確保できないという推計になりました

したがいまして、ある一定の率を掛けて17年度の決算見込みをもって、それに一定の率

をもって 低限確保できる税額を計上させてもらっ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。
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●委員長（室﨑委員） ９番。

●松岡委員 そういった計算の方法はわかりました。

町長にお聞きしますけれども、この景気対策というものが大きなウエートを占めてく

ると思うんですが、これに対してどのようなお考えを持っていますか。法人のあれを見

ますと、非常に落ちているんですね。1,200万円ぐらい落ちているんですね、法人税割、

去年から見て。そういうことを考えたらやはり今後景気対策ということが大きな課題に

なると思うんですが、これについて町長の所信をお聞きしたいと思います。

●委員長（室﨑委員） 町長。

●町長（若狹町長） 厚岸町の景気対策につきましては、ご承知のとおり平成17年におい

ては、農業を除いてはすべての産業が衰退をいたしている状況にあります。そういう状

況の中で、やはり何といいましても、厚岸町は第１次産業でもっている町であります。

そういう意味においては産業の振興ということは、行政でできることについては、本年

度の18年度予算においても配慮をしているつもりでおります。

さらにはまた、公共事業も国・道においても減少をいたしておるわけであります。し

かしながら、18年度の厚岸町一般会計予算においては、公共事業についてはやるべきこ

とはきちんとやらなければならない。特に雇用、景気対策という意味を含めて、公共事

業については大幅な増をいたしているという予算になっているかと思いますが、そうい

う面で、やはり景気回復については、行政もできるだけ今日の中央においては景気回復

をしたといえども、当地域はまだまだそういう傾向にはございません。そういう中で、

できるだけ行政で何ができるのかという景気対策を踏まえた18年度の予算でもあるとい

うことをご理解いただきたいと存じます。

●委員長（室﨑委員） ９番。

●松岡委員 当然、町長の所信表明の中においても、あるいは新年度の予算全般を見てみ

ましても、それに力を入れていることはわかるわけですけれども、本当に心配なのは、

見積もりが、当初予算が後に減額補正、減額補正になってきたらどうするんだろうとい

うような心配もあるわけですが、そういった町長の今おっしゃった所信に基づいて、ひ

とつ何とか頑張っていただきたいと、こう思います。

以上要望しておいて、以上で終わります。

●委員長（室﨑委員） 答弁はいいんですか。

●松岡委員 いいです。

●委員長（室﨑委員） 他にございますか。
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（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ先へ進みます。

２項１目固定資産税、ございませんか。

12番。

●谷口委員 固定資産税なんですが、今年度、17年度の 終予算を見てみたら相当今回の

減額、昨年の当初と比較しても大きな減額なんですが、これについて、現年課税分につ

いて、それぞれどういうわけでこのような減額になったのか教えていただきたいんです

が。

●委員長（室﨑委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

固定資産税の現年課税分、土地家屋償却資産ということでよろしいかと思います。

まず、土地家屋償却資産、平成18年度、本年度につきましては３年に１度の評価替え

の年でございます。

まず土地に関しましては、215万4,000円の評価替えによる減となってございます。

それから、家屋につきましては、大変申しわけございません、木造、非木造がござい

ますが、木造、非木造の合計でよろしければそれで説明させていただきます。増分も当

然ございますが、増分につきましては差し引きで 終的になりますので、まず増分につ

きましては棟数を言わせていただきます。新築37棟、増築10棟、新築特例終了60棟。こ

れは棟数がありますが、税額としては増額はございません。これは増分として、税額ベ

ースいわゆる調定ベースで66万8,991円。それから減分。これは解体・滅失、いわゆる取

り壊したということです。これが42棟、28万7,325円。それから、評価替えによる減。こ

れがいわゆる経年減点分ということで、３年ごとに年数がたったら評価をかえなきゃな

らないということから311万3,279円、それから、再建築費評点補正といいまして、これ

、 、は東京都の例に倣って評価替えの時期に補正をかける率でございますが 122万5,558円

計395万7,571円の税額ベースでは減となってございます。

ちょっと待ってください。私、これ都市計画税を言いました。大変申しわけございま

せん。私、今インデックスが都市計画税の方を言ってしまいました。固定資産税に戻り

ます。大変申しわけありません。

木造、非木造で申し上げます。増分、新築52棟、これが465万2,000円。端数切り捨て

ます。増築11棟、29万9,000円、新築特例終了42棟、149万6,000円、計644万8,000円の、

これは増になります。

減分でございます。解体・滅失、いわゆる取り壊しです。73棟、80万1,000円、新築特

例30棟、132万9,000円、それから先ほど申し上げました経年減点分、いわゆる年数がた

ったことによって率が変わるという部分が2,016万3,000円、それから再建築費評点補正

、 、ということで760万9,000円で いわゆる徴収率のかかる前の数字として税額ベースでは
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家屋で2,345万5,000円の評価替えによる減となっているところでございます。

それから、償却資産でございますが、償却資産につきましては、前年対比で182万6,00

0円の税額ベースでの減となってございます。これにつきましては、それぞれの１年間の

増減分はございますが、かなり詳細な区分に分かれてございますので、１年分の増加分

。 、 、と減分だけを申し上げさせていただきます 増加分268万8,000円 減少分897万4,000円

これでいわゆる課税標準額がかなり大きく変わりますが、税額ベースに直しますと１億2

02万3,000円ということで、昨年当初比税額ベースでは182万6,000円の減ということにな

っているところでございます。

言い直した部分で、先ほど 初に言った少ない数字の方は、都市計画税の方の土地か

ら言わせていただいたことを、固定資産税の家屋に言い直した数字が2,345万5,000円の

減ということで、土地につきましては、固定資産の土地、総額で215万4,000円というこ

とで、私の説明は合っています。

まず、固定資産税の土地215万4,000円の評価替えによる減でございます。それから、

固定資産税の家屋、2,345万5,000円の減でございます。それから、償却資産税額ベース

で182万6,000円の前年対比の減となってございまして、これにいわゆる徴収率がかかっ

て予算額の増減となるということになります。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 今それぞれ説明いただいたんですが、私がお伺いしたいのは、今、商業地域

の言ってみれば木の葉が落ちるように、空き地というか、今まで店舗が建っていたり、

いろいろなものがあったところが結果的にはそれぞれ解体されたり、あるいはその後空

き地になってしまったりしていまして、そういうところの町税に対して増減がどうなっ

ているのかというあたりではどのように押さえているのか。それらについてきちんと押

さえられているのかどうかお伺いしたいというふうに思います。

●委員長（室﨑委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

、 、 。まず 空き地ということは 以前に家屋があったということから始まるかと思います

家屋がなくなったということは、滅失いわゆる取り壊しの届け出が来れば、家屋に対す

る固定資産税は当然かかりません。

ただし、土地につきましては、そこの現況によって、宅地であれば宅地課税は変わり

ません。いわゆる所有者がいて登記がなされて、その場に１月1日現在土地があればそれ

なりの評価額に税率を掛けて賦課することとなります。したがいまして、いわゆる滅失

届け出等が当然家屋等を壊した場合には届け出ることになっています。それから、新築

の場合は確認申請等を、それから確認申請ないところで建てているところは担当の者が

回ったりして把握に努めて賦課するわけでございますけれども、少なからず解体した場

合は黙って私どもが気づかない場合は、いわゆる届け出主義でございますので課税され

ることになります。したがいまして、その滅失届が出てくるということは空き地になっ
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ているということを常に把握して課税をしているということになりますので、必然的に

そういう結果として空き地になっているところがあるということが台帳上わかるという

ことになるかと思います。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 それは当たり前だと思うんですよ。

、 、 、私がお伺いしたいのは 商業地域にありますよね 例えば松葉町だとか真栄町だとか

そういうところにだんだん空き地がふえてきているわけでしょう。そうすると、以前は

それぞれこれだけの町税として固定資産税が収納できたはずなのに、それが今空き地に

なってしまっていると。そういうことによる減というものもやっぱり大きいと思うんで

すよね。それらに対してはどういうふうに押さえているのかということなんですよ。実

際に、そういう感じでは全然押さえる気はないのか、ただもう厚岸町の全体だけを押さ

えていて、地域ごとに厚岸町がどうなっていってもいいんだと。要するに、納められる

件数だとか、そういうものだけを把握すればいいんだという立場でやっているのか、そ

の辺についてお尋ねをしておりますが。

●委員長（室﨑委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） 大変、質問に適切に答弁できなくて申しわけございません。

空き地になっている場合は当然滅失、取り壊しになるかと思います。空き地ではなく

て、いわゆる建物はあるけれども人が住んでいないというような商業地域につきまして

は、これは、建物がある以上課税はされます。したがいまして、これは、当然所有者の

意思によって取り壊すか、取り壊さないかのことになりますので、いわゆる税サイドの

方から取り壊してくれとかと言うことにはなりません。

したがいまして、空き地については、既に取り壊されて空き地になっている部分につ

いては土地のみの課税となり、使用はされていませんが家屋として残っているものにつ

いては従来どおりの税率をもって、その評価に基づいて課税をしているというところで

ございますので、ご理解をお願いします。

●委員長（室﨑委員） 休憩します。

午前10時35分休憩

午前10時36分再開

●委員長（室﨑委員） 再開します。

税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） 大変申しわけございません。やっと質問の内容がわかりまし
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たので。

空き地になっているものをすべて押さえているかということでございますが、悉皆調

査はしてございません。要するに、どこどこにどういう空き地があるかという悉皆調査

、 、 、はしてございませんが 課税のシステムとしまして 航空写真によるシステムを活用し

それだけで課税できるのでは当然ございませんので、それをもとに担当者が出向いて確

認をしてございます。そういう意味から、どこどこにどれぐらいの空き地があるという

ことは把握していることになります。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 私が言いたいのは、課税対象、地域ごとに決められているわけでしょう。山

の課税と農地の課税と住宅地域の課税と商業地域の課税と、それぞれ違っているわけで

しょう。そうすると、それが肝心の商業地域での課税地帯でありながら、ある意味では

そこは率とすれば高いわけでしょう、普通の地域から見ると。面積を考えても。そうす

ると、１軒なくなることによってそれだけ課税物件がなくなるわけだし、あるいは経済

的に、そこで今までいろいろな経済活動が行われていたのに、それがなくなることによ

って経済活動もそこでとまってしまうわけでしょう。そうすると当然いろいろな影響が

出てくると思うんですよ。そういうことに対して、やはりそういう物件が出てきた場合

に、その地域が以前は、例えば100戸あったのが今70戸になってしまったということにな

ると、25戸分の課税対象物件がなくなるわけでしょう。土地はあるから土地の方は課税

できるけれども、建物についてはできないわけでしょう。そういうことをきちんと押さ

えているのかどうなのかということなんです。

●委員長（室﨑委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） 当然課税物件として税財政課課税係の方で適切な法に基づく

書類等によって把握してございます。

（ だから、その結果は」の声あり）「

●税財政課長（佐藤課長） その結果は、このいわゆる固定資産税の土地・家屋に当然反

映されております。

先ほど説明申し上げました増分の棟数、滅失いわゆる取り壊しの棟数等の説明をさせ

ていただきましたが、それらがいわゆる市街地における、例えば先ほど73棟が取り壊し

たと。このうち市街地が何戸、それから市街地以外が何戸ということは台帳上すべてわ

かるようになってございます。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 ですから、私はさっきから商業地域と言っているわけでしょう。そういうと
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ころの増減はどうなんだということなんですよ。そういうことが私たちにわかるように

なっているんですかということを聞いているんですよ。わかったら教えてくださいと。

厚岸町全体はこれいい。課長何回もさっきから説明しているから。だから、例えば松

葉町だとか真栄町だとか、いわゆる商業地域と言われているわけですよ。そういうとこ

ろの増減というのはわかるんですかというのを聞いている。

●委員長（室﨑委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） 地域別につきましては、台帳的に整理されてございますが、

課税対象物件等の関係から、特定の場所、地番等については申し上げられませんが、商

業地域として、例えば松葉町の大通りの路線に面する空き地が何戸あるというような物

件につきましては、地番から当然拾うことができますので、わかるようにはなってござ

います。

ただし、それを閲覧するというか、確認する場合におきましては、所有者以外できる

ことにはなってございません。もしくは所有者が委任した者が閲覧することになってご

ざいますので、その辺は質問者は十分ご承知のことかと思いますが、ご承知おき願いた

いと思います。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 私、閲覧したくて言っているんでないの。総体的に大体これぐらいあります

よと。それで、実際これ資産価値のあるものなわけでしょう、土地というのは。土地に

しても家屋にしても。そういうものが有効に活用されて、そこから益を生み出すという

ことがやっぱり大事だと思うんですよね。それが町税の収入にもつながっていくんでな

いかと。

そうすると、今空き地になっているところをどう活用していったらいいのかとか、そ

ういう参考にやっぱりきちんとしていかなきゃならないんではないかと思うんですよ。

、 、 、そうすると 例えばこの一帯でこういう状態になっている みんな考えませんかとか

そういうことになってくるんじゃないですか。それを全然わかんないんでは……。その

１軒、１軒だれの所有で、どういうふうにしようとしているのか、そんな憶測なんかは

しなくたっていいの、私は。総体的で、そこをどう活用していったらいいのかという参

考にはなっていくのではないのかなというふうに思うんですけれども、そういうことは

示すことはできないもんなんですか。

●委員長（室﨑委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） 確かに空き地に建物を建てて有効利用することによって、土

地以外の家屋に対する課税がなされ税財源として収納されることは、貴重な財源として

有効かと思います。

ただし、その空き地になっている部分について、ここが空き地になっていると。こう
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いう活用したらどうだということにかかわる情報として、この税情報を提供することは

できません。それはご理解賜りたいと思います。

●委員長（室﨑委員） 12番。

、 、 。●谷口委員 私 １軒 １軒を教えろというようなことを言っているんではないんですよ

、 、商工費でまた聞こうと思いますけれども もしそこが何かの形で活用できるのであれば

いろいろな方策を考えていく上で、ただこれの収納状況はどうかというのは私わかりま

せんけれども、それもきちんと100％なのか、遅れぎみなのか、滞納になっているのかと

か、いろいろあるとは思うんですけれども、私は100％収納なっているというふうに理解

しながら話をしているんですけれども、それにしても、ある程度それらがこういう状況

だと。だけれども、こういう活用の仕方をすればさらに厚岸町のためになるんではない

かというのであれば、今空き地になっている部分、そういう未利用で、結果的にさくは

してあるけれども、当面それが活用される見込みがないままに放置されているという土

地をやはり考えるのも、町民みんなの中でやっていかなければならないのではないのか

なというふうに思うんですよ。

そうすれば、そこでどのぐらい、現在空き地だったらこのぐらいの収納、坪にしても

いいですよ。松葉町だとか真栄町、そういうところの坪当たりどのぐらいの、100坪あれ

ばどれぐらいの税収として見込めるんだけれども、建物がない場合はこのぐらいしかな

いですよというぐらいは示してくれたっていいんじゃないですか。

●委員長（室﨑委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

まず、松葉町通りというある程度マクロ的な場所で特定して申し上げさせていただき

たいと思います。そこに従来100軒の家屋があったと。それが現在50軒だということに関

しましては、どこまでいわゆる振興策として役場が使う場合に、税情報として伝えられ

るかどうか、これはちょっと微妙な部分がございます。税では確かにすべて土地、家屋

掌握してございます。これは課税情報でございます。幾ら役場の中でも、担当の課にそ

の情報を教えてくれと言われても、これは伝えられることと、伝えられないことがござ

います。この点は、私としては何と言われても、同じ役場の職員であってもその情報に

ついてはいわゆる公表はできません。

ただし、総体的に、マクロ的にこういう地域にこういう空き地があるということは、

いわゆる同じ役場の中でのお話として提供できるかと思います。

なぜかといいますと、当然、今おっしゃられている活用によってはそういう貴重な財

源としてのということになりますので、当然課税情報等が必要になってまいりますし、

その辺につきましてはかなり微妙な点がございますが、法に抵触しない方法もないわけ

ではありません。質問者はそういうことをわかれというふうに言っていると思いますの

で、その辺につきましては、どのような方策でそういう有効な活用ができるのか、そう

いう情報が共有できるのか、考えてまいりたいとは思いますが、税情報としてはできな
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いことをご理解願いたいと思います。

●委員長（室﨑委員） 町長。

●町長（若狹町長） 答弁調整のため休憩を。

●委員長（室﨑委員） 休憩ですか。

休憩します。

午前10時50分休憩

午前10時59分再開

●委員長（室﨑委員） 再開します。

税財政課長。

（ ） 、 、 、●税財政課長 佐藤課長 大変 質問に対して適切に理解をせず ご答弁がかみ合わず

時間をとらせてまことに申しわけございません。

先ほど質問者の趣旨、理解いたしたつもりでございます。

課税情報として、特定できない方法で役場内の組織に対して、情報として提供はでき

るものと考えます。したがいまして、あくまでもマクロ的ではございますが個人の特定

をせず、例えば松葉地域、湾月地域というようなマクロ的な方法でそういう空き地があ

るとか、建物があるとか、そういう情報については共有というか、提供できるかという

ふうに思います。

ただし、その情報を得て次の段階については、この場では私のコメントを差し控えた

いと思います。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 そうするとあれですか、地域全体の固定資産税の厚岸町全体は言えるけれど

も、地域を限定した増収、減収、こういうことについては公開できないということです

か。

私は個別を言っているわけではないんですよね。そういう地域限定したらだめだ言う

のであれば、例えば湖南地域の商業地域だとか、湖北地域の商業地域だとか、言葉の使

い方というのはいろいろありますから、私余り上手でありませんけれども、そういうこ

とによる増収、増減、例えば年度ごとに示すというようなことはできないですか。

●委員長（室﨑委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） そのような方法で、ある意味統計的に処理した方法ではお示
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しできます。ということは、何々地域という、そこに１軒しか家がないという場合は、

これは秘匿しなければ当然なりません。ただし、それを公表することによって特定の物

件を推測できるということでない限り、質問者がおっしゃられますとおりお示しするこ

とはできます。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 商工費のときまででよろしいんですけれども、それを示していただけません

か。

●委員長（室﨑委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） 歳出の商工費に入るまでに準備をしたいと思いますが、若干

のご相談というか、またかみ合わない資料を出すとだめなもんですから、お話をさせて

いただきたいと思います。よろしくお願いします。

●委員長（室﨑委員） よろしいですか。

１目、他にございますか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ先へ進みます。

２目国有資産等所在市町村交付金及び納付金、ありませか。

９番。

●松岡委員 交付金で、前年度から見ると４万4,000円ふえています。それから、納付金で

は17万7,000円減っているわけですが、この納付金と交付金の意義をひとつ説明してもら

いたいと思うのです。

それと、もう一つには、前にもたしか聞いたことがあるような気がするんですけれど

も、ちょっとど忘れしてしまったんですけれども、矢臼別演習場のこの納付金になるの

、 、 。 。か 交付金になるのか この分は一体どのぐらいあるんですか この２つお聞きします

●委員長（室﨑委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） まず、国有資産等所在市町村交付金及び納付金の件について

でございます。この件につきましては、国有資産等所在市町村交付金につきましては、

。 。これは北海道以下５県でございます 納付金につきましては日本郵政公社でございます

これはそれぞれ該当する法律に基づいて、前者は交付金、後者は納付金というふうに規

定されているものでございます。

それから、自衛隊につきましては、この目ではなく９款国有提供施設等所在市町村交
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付金の自衛隊基地交付金になります。

●松岡委員 わかりました。

●委員長（室﨑委員） 他にございませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ先に進みます。

３項１目軽自動車税、４項１目たばこ税。

３番。

●南谷委員 ４項１目たばこ税についてお伺いをいたします。

この本年度現年課税分が１億533万6,000円、前年実績よりも600万円ほどふえておるん

ですけれども、実際にたばこの値上げの情報というんですか、テレビ等なんかでもよく

あるんですが、これらのまず動向、いつごろからどのような状況で来年度予算に影響し

てくるのかということも含めて、動向を伺いたいと思います。

さらには、１億533万6,000円の算出根拠についてでございます。私の調べたところ、

、 、 。 、平成15年に3,700万本 平成16年が3,500万本 平成17年度はたしか3,313万6,000本 で

この計画書を見ますと、平成18年度の本計画の樹立に当たっては３万3,259本、合計しま

すとなりますね。そうすると、17年の数字よりも18年がふえている。町として、過去か

ら禁煙対策として町挙げて取り組んできておるのに、このような本年度の数字が前年度

計画の当初計画の数字よりもふえると、この辺の根拠というんですか、これらについて

簡明にご答弁をいただきたいと思います。

●委員長（室﨑委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） ご答弁申し上げます。

質問者既にご承知のとおり、たばこ税につきましては、本年７月１日から１本当たり8

5銭、小売値で１本当たり１円、マイルドセブンで270円が290円というような値上げの率

。 、 。になってございます それは本年７月からの施行 いわゆる値上げとなってございます

それをもちまして、先ほどの算出根拠ということでございますが、このたばこ税につき

ましては、仕組みといたしまして、厚岸町の年度に対してそれぞれ卸売業者等々からの

いわゆるたばこ税の納入になるわけでございますが、毎年３月から２月までの分が所属

年度というふうになってくるものでございます。いわゆる収納調定ということからこう

いうことになります。

したがいまして、３月から６月までは1,000本当たりの単価、現行単価の2,977円、こ

れにつきましては旧３級品以外、いわゆるゴールデンバット等６品目以外のもの、それ

から旧３級品につきましては、単価1,412円を３月から６月まで、失礼いたしました。も

う一度言い直します。
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まず、旧３級品以外が３月から６月まで単価2,977円となりまして、それぞれ788万円

から３、４、５、６ということで計算されてございます。７月から２月まで、いわゆる

税率改正後、１本１円相当値上げ後の数字の単価が1,000本当たり3,298円。それの税額

が933万円と。これは、なぜこういう本数が違うかというと、平成18年の各月の本数見込

みを前年度の本数見込みから拾って持ってきているところからこういう動きがございま

す。したがいまして、それぞれ月ごとの実数は違いますが、単価につきましては３月か

ら６月までは現行の税率、2,977円、７月から２月までは3,298円、旧３級品につきまし

ては1,412円ずっと１年間でございます。これをすべてこのように実績に置きかえますと

１億533万6,000円となるところでございます。

そこで、六百二十何万円ふえたわけでございますが、昨年の実績よりも上回ってとい

うことでございます。確かに禁煙をなさる方も多いようになってきていることは私も喫

煙するものですから、よく承知してございます。この積算に当たっては、平成17年の決

算見込みの本数、これに99％を掛けさせていただきました。したがいまして、１％しか

禁煙をしないのかということになりますが、ここ数年の状況を見ますと、この18年度に

おきましては600万円ほど上がっていますが、これは税率のアップとそれから本数が昨年

の実績より上がっているということになりますが、試算といたしましては、17年度決算

見込み本数の99％を基礎に積算しているところでございます。

●委員長（室﨑委員） ３番。

●南谷委員 詳しい説明をしていただきましてありがとうございます。

、 、 、そうしますと 数字の上ではこういう数字になっているけれども 本計画については

前年度実績の99％の本数を試算をされたと、こういう理解でよろしいですね。

そこでお尋ねしたいんですが、委員長、若干たばこ税に関することなんで、広がりま

すけれども、よろしくお願いしたいと思います。

そうしますと、今言われたように、課長、まさしく答弁されたんですが、前年度の実

績に対して99％。町の一つの、片一方でアドバルーンを上げている禁煙対策、この辺の

考え方と、たばこ税に対する試算をするときにアクセスがあったんですかね。たしかあ

みかの方で禁煙対策について、この二、三年の推計見ていると１けたのような伸びの数

字ではないですか。片一方で健康運動と言ってアドバルーンを上げていて、町として何

をすべきか。そういう対策の部分ではまことに僕はお粗末だという気するんですよね。

当然こういう数字にはね返ってきてしかるべきだと。町長は以前にも、禁煙は分煙対策

をしっかりしていく、この辺の対策というものが私はこの数字にはね返っているのでは

ないのかなと。

いろいろとり方があって、私の考えがこじつけととらえる方もおられるでしょうけれ

ども、私は、少なくとも喫煙者に対する対応、この辺の対応もいま一つ見えないものが

あるなと。しっかり対応して、すべきものはする、分煙対策をする。この辺につきまし

ては、課が違いますから余り追究しませんけれども、もっと税収について反映されなけ

ればならないんではないのかな。

そこでお尋ねするんですが、今後のたばこ税に関する将来の方向性というんですか、
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これらの考え方も所見をお伺いしたいと存じます。

●委員長（室﨑委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

ご質問者、いわゆる健康増進法等の施行等に伴って、やっていることが一致しないの

ではないかということではございますが、課税する担当といたしましては、やはりこの9

9％が正しいのか、正しくないのか、見込みが甘いのか、甘くないのか、これにやはり終

始してしまっているところでございます。

ただし、厚岸町は一つでございます。そういう意味から、そういう禁煙、分煙、そう

いう取り組みをすれば、当然99％という試算をするのは財政担当としては、ここでは誤

った試算ではないかというふうに私は今感じ取っているところでございます。ただし、

これにつきましては、喫煙者が購入され、それによって後日納付されると。あくまでも

町は受け身の態勢でございます。

したがいまして、来てみなければわからないという部分がございますので、不確定要

素がかなり多うございます。そういう意味からして、いろいろな施策と相まった方向、

それから、それによって減収になる分につきましてはしかるべき時期にきちっと見きわ

、 、 。めた上で対応してまいりたいと このように考えますので ご理解賜りたいと思います

●南谷委員 いいです。

●委員長（室﨑委員） いいですか。

１目、他にございますか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ先へ進みます。

１款町税、５項特別土地保有税、１目特別土地保有税、ございませんか。

６項１目都市計画税、ございませんか。

２款地方譲与税、１項１目地方道路譲与税。

２項１目自動車重量譲与税。

３項１目所得譲与税、ございませんか。

３款１項１目利子割交付金。

４款１項１目配当割交付金。

５款１項１目株式等譲渡所得割交付金。

６款１項１目地方消費税交付金。

７款１項１目ゴルフ場利用税交付金。

８款１項１目自動車取得税交付金。

９款１項１目国有提供施設等所在市町村交付金、ありませんか。

10款１項１目地方特例交付金。
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11款１項１目地方交付税。

８番。

●音喜多委員 ここで少しお尋ねしておきたいというふうに思います。

財政課長は提案説明のときに、こうして減ってくる原因は、昨年行われた国勢調査が

はっきりしていると、人口減も要因の一つだという言い方をされておりました。もとも

とこの地方交付税というのは、そこに人間がどれだけ住んでいるか、そのことによって

行政の役割というか、そういう仕事を提供していかなきゃいけないということで、地方

交付税というものがそもそも成り立つというか、基準財政需要額がそのことが地方にこ

うして算出されて与えられるというか、そのことはもうずっとそれをもとにして今日ま

で来ているわけですから、そんなことゴドゴド言う必要もありませんし、ただ、地方に

とっては人口が減るということは、これはちょっと今税金の入ってくる分野とはちょっ

と筋道は違うかもしれないけれども、いわゆる人口が減るということは交付税が減る、

これは裏表同一のものであって、そのことをやっぱりしっかり考えていかなければなら

ないんではないのかと。

特に、町村合併の関係で、厚岸町はもう既に１万を割るという見通しが出ているわけ

ですね。今ここで人口をふやすための特効薬というのがあるのかといえば、まずないだ

ろうと私は思います。ということは、２大第１次産業を主としていくならばもう限界だ

と思うんですね。自然のというか、海からたくさん物とってくればいいという時代は終

わったし、酪農家の方のふやせと言ったって、今でさえもう土地はふやせるわけでござ

いませんし、牛乳も頭打ちの状況で、脱脂粉乳さえ売れないというか、そういう消費拡

大をバター含めてやらなきゃならない。

そうすると、この町でふやしていくとするならば何なのかと思っても、まず差し当た

。 、りこれはというのはないというふうに私は思うような気がしてならないです ましてや

今盛んに地方の国の関与するところの施設というか出先機関を道含めて廃止というか、

縮小ということになれば、なおかつ官公庁関係はばたばたとまた三公社五現業のときの

ような状況が踏まえられるんでないかというふうに私は思うのであります。

そういった意味で、人口をふやすというのは、これはまた別に一般質問でもその対応

策としてはやりたいなというふうに思っていますが、この交付税そのものを今、国は見

直そうとしております。それはどのようにというか、この今の国の財政の状況から既得

権的なこの地方交付税を見直そうとしていますが、今年度はともかくとして、今年度の

この出してきたときには国から説明をどのように受けていますか。まずそこ１つ、先に

聞きたいと思います。

●委員長（室﨑委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） 地方交付税につきましてのご質問にお答えいたします。

まず、国からどのような説明を聞いているかということでございますが、国直接では

なく、道庁、支庁を介してそれぞれの情報が流れてまいります。いわゆる地方財政計画

というものが示されて、その情報によって私どもはいろいろな分析をし、できるだけ近
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い数字にたどり着くよう分析を重ね、見込むわけでございますが、国からの説明といた

しましては、地方交付税につきましては三位一体の改革に伴いまして約１兆円、率にし

て5.9％の減というふうに地方財政計画に示されているところでございます。

●委員長（室﨑委員） ８番。

●音喜多委員 そのとおりですね。地方税は１兆6,000億円がふえているんですが、逆に地

方に交付する分は5.9％、１兆円カットです。今私言いたいのは、単年度、単年度で見て

いったらその年、その年は日暮らしのように生活はできると思うんですよ。これからず

っと下降線の中で日暮らし、日暮らしはできるけれども、今年度においたって、いわゆ

る地方のスリム化ということで、定員も減らせ、いわゆる定数を減らせと、いろいろな

圧力かかってきて、みずから自分の町を滅ぼしていくというか、減少させていかなきゃ

いけないという国の仕組みなんですよ。

特に、気をつけなきゃいけないのは、次年度以降にさらに国は、今、竹中総務大臣の

中で大きなことをやろうとしているわけですね。１つは、地方に自由にやってもらいま

すよと。いわゆる地方分権あるいは道州制といったもので、地方のそれぞれの仕事は地

方で責任持ってもらいましょうと。これは私も一般質問の中でお話しさせていただきま

したが、いずれにしても、そういう国と地方の役割分担をはっきりさせましょうと。仕

事がそういうふうにはっきりするということは、当然お金もはっきりさせましょうとい

うことになってくるわけですね。

そして、今お話ししたように２つ目には、地方の責任、これが非常に問われるという

か、つまり、地方のやった仕事が責任問われますよと。そのことは何を意味するかとい

ったらば、そこの地方でもってやった仕事で破綻するようになったらば、地方はそれで

つぶれてくださいと。地方自治体の破綻法というものを用意しているというか、もう既

にそういった形で責任をはっきりさせましょうと。そして、そのためには、地方の財政

計画をしっかり自分たちで立ててください。国にいつまででも頼っていてはだめですよ

ということですね。

そして、４つ目には、自治体がそういった責任というか、財産をしっかり保全して、

その上で負債は負債で整理してやりなさいよということですね。

そういったことをこれから求められているというか、そういったことでの話はもう既

に出ているわけですから、当然そういったことでは厚岸町としては何らかそのことを対

策というか、そういうことを考えたことはありますかとまずお尋ねしておきたいと思い

ます。

●委員長（室﨑委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

ご質問者おっしゃられますとおり、竹中総務大臣がこの第164回国会の開会日に所信表

。 、 、明演説を総務委員会で行ってございます その際に 今質問者がおっしゃられたとおり

いわゆるインセンティブ制度、それから国でいうプライマリーバランス、それから破綻
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法、これらについても若干触れられているようでございます。

これは何を意味するかといいますと、今、国は景気が上向き状況になってきたという

ことを言っているようですが、地方にはまだまだ波及してはきておりません。その意味

で、所得税、酒税32、法人税35.8、消費税29.5、たばこ税25、この法定５税にかかわる

税収が国として幾らあったとしても、いわゆる国がいうプライマリーバランス、公債の

発行と償還を除く基礎的財政収支を国が守ろうとする限り、地方には交付税は来るとは

思っては、これは甘いと思っております。

そういう意味からして、今から国からの交付税等々を当てにするのではなく、少なく

とも景気がよくなったら来るのではないかというようなことではなく、むしろこれ以上

来ないということを想定し、今後の施策について十分検討を重ねながら計画的に財政運

営を図っていく必要があるのではないかというふうに財政担当としては考えています。

●委員長（室﨑委員） ８番。

●音喜多委員 そのとおりですよ。メディアは盛んに今、課長が言われたようなことを言

っていますが、現実にそのようになるんですよ。と私は思います。そのことによって地

方公共団体含め、とんでもないという話はこれから出てくるんでないのかなと。まだま

だそのことに気がついていないだろうけれどもというか、薄々、今課長言われたような

ことは財政担当の各市町村でそういう危機意識を持つならば、当然そういう声が大きく

出てくるだろうと私は思いますし、地方６団体としても大きな声を上げていかなきゃな

らないんではないのかなというふうに私は思います。

そこでまず、それじゃ我が町は何をできるのかなということになるんですが、いろい

ろな今の国の大きな借金を見て、またこの財政上の構造改定、あるいは交付金の国から

の地方の関与の問題、そういったことを考えたら、やはり自分のところの借金、今まで

は国につき合わせられて出てきた大きな国の、この地方が持っている借金、これをいか

に早く適正に処理するかということが求められていると思うんですよ。いわゆる筋肉体

質というか、動きのできる自治体になっていかなければ、それこそ町村合併含めていず

れどこか大きいものにのまれてしまうというか、そういうことにならざるを得ないんで

はないかなというふうに思うんです。

その借金の問題でちょっと提言というか、私も心配するところで、情勢を見ると、交

付税の特別会計の借入金の償還は52兆8,000億円あると言うんですね。このうちの地方、

いわゆる市町村というか道含めてですが、34兆2,000億円。これ地方の34兆2,000億円、

これを既に元利償還金として返さなくちゃいけないというか、あれなんですが、今まで

地方は財政難という理由で先送りしてきたわけですよね。

そんなことからすると、今課長が言われたように景気回復したと、都会では。都会で

はそういう流動性があるようだけれども、地方ではまだまだ関東、関西までだけれども

中部が景気いいとか、日本の景気のバランスの中では名古屋あたりが頂点で、地方に行

ったら灰色だと、そんなようなことを言われていますけれども、いずれにしても、この3

4兆2,000億円、これ返さなきゃいけない。国は、毎年これから１兆円から２兆円を地方

に負担を求めるらしいですけれども、いずれにしても、この返せというか返すという時
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期が争点になっているようです。ですから、いずれにしても私どもの借金もまだかなり

持っていますので、そういったものはどういうふうに考えているというか、そういう認

識を持っているならば、計画性があるかということをまず聞いておきたいと思います。

●委員長（室﨑委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

今、委員おっしゃいますとおり52兆円、それから34兆円、おっしゃるとおりでござい

ます。

、 。さらに申し上げますと 国は770兆円のいわゆる借金を抱えているところでございます

これが国債として償還する財源としては、言葉はちょっと適切ではありませんかもしれ

ませんが、自転車操業的になっている状況であります。

したがいまして、先ほどもちょっと申し上げましたが、国としては、景気が回復し国

税が潤沢に入ったとしても、まずは国の借金を返すことに専念をするというふうに認識

しておった方が、地方としてはまずは安全な対策を講じるべき態度、姿勢をとることが

できるであろうというふうに考えてございます。

ただし、事業、それなりに行政サービスは、当然地方としても、交付税が来ないとし

てもしなければならないことは、これは地方の義務でございます。国は破綻法等いろい

ろ考えているようではございますが、それらもすべて見据えた上で、いかに行政サービ

スを継続していけるかということは、やはり財政運営をきちっと守っていくということ

がなければ、推進できないものというふうに私は自分なりに考えているところでござい

ます。

その意味からして、その行政サービスを推進するに当たりましては、必要 小限のい

わゆる借入金に抑え、なおかつ国の財源保障、保障といいますか交付税算入、基準財政

需要額に算入される等々の有利な起債を厳選し必要 小限の起債を起こす、そういうよ

うな態度で臨んでいかなければ、当然国の言うようなこれからの交付税の伸びは期待で

きないという総務大臣の弁をかりれば、地方は不断の行政改革を推進するんだというよ

うなことを言っておるようでございますので、期待せず、一地方団体としていかに自立

できる財政運営を確保するかということをしっかり国の動向を見きわめつつ考えてまい

りたいと、このように考えておりますので、ご理解賜りたいと思います。

●委員長（室﨑委員） ８番。

●音喜多委員 まさしくそのとおりでございまして、現実には交付金が減少の中で、やっ

ぱりこれからまた借金した償還も続けていかなければならないということになるわけで

ありまして、やはり計画的なスリム化というか、財政的にスリム化というか、余り借金

のないことというのは、これは町長の考え方というか、今までやってきていることもそ

れに合致するのではないかなというふうに思います。

そういったことでは、これからの交付税を今までどおり当てにするということは非常

に難しくなってきていると。なおかつ、国の動きがそういう意味では非常に早くなって
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きているということをきちっと察知していただきながら、やはり早い年度で計画を立て

ていただきたいなというふうにお願いして終わりたいと思います。

●委員長（室﨑委員） 答弁はいいですか。

●音喜多委員 いいですよ。

●委員長（室﨑委員） 他にございませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ先へ進みます。

12款１項１目交通安全対策特別交付金。

13款分担金及び負担金、２項負担金、１目民生費負担金、２目衛生費負担金、３目農

林水産業費負担金。

14款使用料及び手数料、１項使用料、２目民生使用料、３目衛生使用料、４目農林水

産業使用料、５目商工使用料、６目土木使用料、７目教育使用料。

２項手数料、１目総務手数料。

次ページ、３目衛生手数料、４目農林水産業手数料、６目土木手数料、７目教育手数

料。

３項１目証紙収入。

15款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、２目衛生費国庫負担金。

２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金、ありませんか。

４目農林水産業費国庫補助金、６目土木費国庫補助金。

次ページ、７目消防費国庫補助金、８目教育費国庫補助金。

３項委託金、１目総務費委託金、２目民生費委託金、４目土木費委託金、ありません

か。

16款道支出金、１項道負担金、１目民生費道負担金、２目衛生費道負担金。

２項道補助金、１目総務費道補助金、２目民生費道補助金、３目衛生費道補助金、４

目農林水産業費道補助金。

３項委託金、１目総務費委託金、３目衛生費委託金、４目農林水産業費委託金、５目

商工費委託金、６目土木費委託金、ありませんか。

17款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、２目利子及び配当金。

２項財産売払収入、１目不動産売払収入、２目清算物売払収入、４目農業施設売払収

入、ありませんか。

18款１項寄附金、１目一般寄附金。

19款繰入金、１項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金、２目減債基金繰入金、３目

地域づくり推進基金繰入金、４目まちおこし基金繰入金、６目環境保全基金繰入金、あ

りませんか。

20款１項１目繰越金。
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21款諸収入、１項延滞加算金及び過料、１目延滞金、２目加算金、３目過料。

２項預金利子。１項町預金利子。

３項貸付金元利収入、２目ウタリ住宅改良貸付金元利収入、３目釧路沖地震災害援護

資金貸付金収入、ありませんか。

５目地域総合整備資金貸付金収入、６目十勝沖地震災害援護資金貸付金収入。

４項受託事業収入、１目交通災害共済受託事業収入、３目農林水産業費受託収入、４

目土木費受託事業収入。

６項雑入、１目滞納処分費、２目過年度収入、３目雑入、ありませんか。

、 、 、 、 、 、次ページ 22款１項町債 １目総務債 ３目衛生債 ４目農林水産業債 ６目土木債

７目消防債、８目教育債、10目臨時財政対策債、ございませんか。

３番。

●南谷委員 10目臨時財政対策債についてお尋ねいたします。

計画では２億2,400万円ですか、計上がされております。前年度と比較しまして2,800

万円減になっているよということでございますが、これについては、人口の減、交付税

の関係の補正係数が人口１人当たり下がってきているというんですか、この額が本来限

度いっぱいなのかどうか、この２億2,400万円というのが。昨年は２億5,300万円だった

んですけれども、昨年もたしかいっぱいいっぱいだったと思うんですけれども、まず、

この２億2,400万円というのが厚岸町として借り入れのできる限度いっぱいの数字なのか

どうか、お尋ねをさせていただきます。

●委員長（室﨑委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

、 、 。 、今 臨時財政対策債について 限度いっぱいなのかということでございます 私ども

この臨時財政対策債試算に当たりましては、国から示された地方財政計画に基づき、そ

の内容を17年度の交付税の算定様式に当てはめて試算をさせていただきました。したが

いまして、本年度の本算定においてどのように単位費用等補正係数が変わるかはまだ不

確定で全くわかりませんが、17年の国勢調査人口に置きかわるという情報と、総額とし

て9.8％減になるという情報をもとに、17年度の数値に単純に当てはめて計算した結果、

２億2,470万円という結果が導き出されました。その額をもって計上させていただいてい

るところでございますので、ご理解賜りたいと思います。

●委員長（室﨑委員） ３番。

●南谷委員 そうすると、限度いっぱいという理解でよろしいですね。

そこでお尋ねするんですが、厚岸町として、この２億2,400万円、対策債を借りて措置

をするんですが、これは限度いっぱいだと、その辺の実際の背景というんですか、もっ

と借りられればもっと借りたいのか、どうなのか、この辺の状況についてお尋ねさせて

いただきたいなと。



- 32 -

それから、なお、この臨時対策債なんですけれども、借り入れの率というんですか、

それらの関係は、それから交付税措置は後ほどどうなるのか、この辺についてもお尋ね

いたします。

●委員長（室﨑委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

この臨時財政対策債につきましては、交付税算定における臨時財政対策債発行可能額

算出資料というものに基づきまして算出されます。したがいまして、これらに当てはめ

る係数、国勢調査の人口であるとか、そういうものを入れた段階において、自動的に数

値がはじかれて出てまいります。それがいわゆる発行限度額。それ以上くださいと、発

行したいということに意思を例えば表示したとしてもそれは借り入れできるものではご

ざいません。

、 、 、それから 臨時財政対策債についての後年度の交付税等の状況でございますが まず

資金区分につきましては財政融資、いわゆる旧資金運用資金ということになりますか、

償還につきまして20年のうち３年の据え置きでございます。それから、充当率につきま

しては当然100％で、交付税算入につきましては、これは15年債発行額の実態しかちょっ

と今つかまえておりませんが、発行可能額の1.5％ということになっているところでござ

います。

●委員長（室﨑委員） ３番。

●南谷委員 金利はわかったんですけれども、そうすると、後ほど交付税措置がされるの

は100％、後々償還するときに交付税措置されるんですか。再度確認をさせていただきま

す。

その元利償還、返済の時点で。

●委員長（室﨑委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） ちょっと頭に入っているつもりが失念してしまいました。大

変申しわけありません。

理論償還費の100％算入でございます。

●委員長（室﨑委員） ３番。

●南谷委員 仕組みについてはよく理解をさせていただきました。

町として、有利な対策債ですから限度まで借りるというのはよくわかるんですけれど

も、実際のところ、 初に僕聞いたんですけれども、この対策債の物の考え方というも

のの基本的な考え方をお尋ね、改めてさせていただくんですけれども、どのようにとら

えたらいいんですかね。なるべくこの限度いっぱい借りていくのがいいのか、それとも
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なるべく借金だから少ない方がいいのか。むしろもっと借りた方がいいのか、この辺の

、 、 、 。町としてのとらえ方 それから 今後どうしていくのか お尋ねをさせていただきます

●委員長（室﨑委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） ご答弁申し上げます。

私、予算の説明のところでも述べさせていただきましたが、この臨時財政対策債につ

きましては、地方財政計画によりまして地方の財源不足を埋めるための赤字補填債であ

りまして、本来は地方交付税で交付されるものを代替財源として起債発行をもって許可

するという創設当時の制度でございます。したがいまして、これを借りないというとこ

ろはかなり裕福な町かなというふうに考えます。これをもって国は地方交付税のかわり

に、いわゆる借金ではございますが、地方の一般財源を確保させたというふうにとらえ

ているようでございます。したがいまして、許可される発行可能額全額について発行す

ることが、町にとっては有利な財政運営ではないかなと私はそのように考えている次第

でございます。

●委員長（室﨑委員） よろしいですか。

●南谷委員 はい。

●委員長（室﨑委員） 10目、他にございませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ歳入を終わります。

歳出は午後からといたします。

それでは、休憩いたします。再開は１時から。

午前11時56分休憩

午後１時00分再開

●委員長（室﨑委員） 再開します。

歳出からまいります。

53ページです。１款１項１目議会費、ございませんか。

57ページ、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費。

11番。

●岩谷委員 これ一般管理費の中で、広範囲にわたってちょっとお聞きしたいんですけれ

ども、よろしくお願いしたいと思います。
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まず第１点目として、現在総務の方で使われている事務用品、それと機器ですか、機

械類、それらはどこから買っているのか。事務用品について。これ各担当にもわたると

思うんですけれども、それぞれ共同購入でしているのか、それとも各担当でもって買い

入れているのか、まずそこら辺を１つお聞きしたいと思います。

それと、教育委員会については、給食センターの食材がどういうふうにして購入され

ているか。これが町内か、それとも町外なのか、それをちょっとお聞きしたいと思いま

す。

それと、あみかの方については、今のインフルエンザありますね、薬剤関係。それか

ら、それらについてはどこから購入しているか、それについてお教えいただきたいと思

います。

●委員長（室﨑委員） 11番さん。給食の関係はそちらの項目がありますので、そこでお

願いいたします。

あみか含めて庁舎の中の資材購入というところで言っていただきます。

税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） ご答弁申し上げます。

庁舎内で使用されている一般事務用品、ボールペンでありますとかコピー用紙であり

、 、 。ますとか そういうものにつきましては 税財政課財政係の方で一括調達しております

調達の方法につきましては、財務規則に定める随意契約または指名競争入札で行ってお

ります。

●岩谷委員 購入先は町内なのか、町外なのか。

●委員長（室﨑委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） 答弁漏れ申しわけございません。

購入先は、いわゆる指名選考する場合には当然町内、随意契約におきましても町内業

者を指名してございます。

●委員長（室﨑委員） 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。

インフルエンザ薬品につきましては、それぞれの医療機関において購入していただい

ております。なお、保健介護課でもって救急薬品とかというような形で常備しているも

のにつきましては、地元から調達をさせていただいております。

●委員長（室﨑委員） 11番。

●岩谷委員 これね、一括購入ということで、やはり今の財政的に相当経済的に落ち込ん



- 35 -

でいるもんですから、やはり購入時にはなるべく地元優先という形では一応買ってほし

いなというのがまず目的なんですよ。それで、恐らく一括で購入しているという言い方

であれば話がわかりました。これもほとんどが地元が優先という形になりますね。

それから、あみかの方の薬品関係については、これ例えばインフルエンザの薬品は、

地元からの薬局かどこかから購入できないんですか。

●委員長（室﨑委員） 11番さん、一般管理費の中でということになりますので、薬品と

いうことになるとそちらの項目の方がよろしいんではないかと思うんですが。

●岩谷委員 いや、そんなに中さ掘り下げないで、あくまでも例えばインフルエンザの薬

、 、 、品なんかでも 地元の例えば薬局から買えば 幾らかでも厚岸町に還元になるだろうと

簡単な答えですから。

●委員長（室﨑委員） わかりました。簡単なところだけにしておいてください。

●岩谷委員 はい、余り掘り下げませんから。それをどうのこうのじゃないですから。

●委員長（室﨑委員） わかりました。

病院事務長。

●病院事務長（斉藤事務長） インフルエンザに限っての話なんですけれども、いわゆる

ワクチン関係につきましては、病院、医療機関で購入しておりまして、これはいわゆる

大手医療メーカーというんですか、５社以上になるんですけれども、そういう形の中で

見積もり合わせをしまして購入している。

数的には、実は確保というのは大変難しゅうございまして、地元では、私になってか

ら当たったことはないんですけれども、対応できないのかなというふうに思っておりま

す。

ただ、いずれにいたしましても、見積もり合わせは道内の業者ということで、釧路も

含めてなんですけれども、町内業者で扱った形でない形のものとされていることをご理

解願いたいと思います。

●委員長（室﨑委員） 11番。

●岩谷委員 話の内容はわかりました。でも、やっぱり町内の中に、ワクチン系統につい

、 、ては地元の薬品を扱っているところから購入できないのかと そういう話もありまして

今それが難しいんであれば、当然それは別になりますけれども、よくわかりました。

あとはよろしいです。

●委員長（室﨑委員） 答弁よろしいですか。

１目、他にありませんか。
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（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ先へ進みます。

61ページ、２目簡易郵便局費。

12番。

●谷口委員 この目の直接の予算にかかわるわけではありませんけれども、郵政民営化法

案が国会を通って、これの具体化が今進められているわけでありますけれども、伝えら

れるところによりますと、町内の郵便局においても集配が中止されるというようなこと

が伝えられております、上尾幌の郵便局でありますけれども。これらについて、地域に

対する影響、この辺はどのように押さえているかお伺いをしたいと思います。

●委員長（室﨑委員） 休憩します。

午後１時08分休憩

午後１時09分再開

●委員長（室﨑委員） 再開します。

総務課長

●総務課長（田辺課長） お答え申し上げます。

郵政民営化にかかわるその後の影響ということでございますけれども、まだ私どもの

方には、それにかかわるような新しい情報といいましょうか、そういった部分は一切届

け出られていないというのが現状でございます。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 事務連絡はないかもしれませんけれども、もうマスコミでは報道されており

ますよね。この管内においても、昆布森の郵便局、磯分内の郵便局、そして厚岸町でい

えば上尾幌の郵便局、まだあったかちょっと忘れましたけれども、集配業務が停止され

るわけですよね。そうすると、それの影響というのはやはり非常に大きいものがあるん

ではないのかなというふうに私は思うんですよ。どこの局があの地域の集配業務を行う

のか。あるいは今郵便局が行っている業務で、それを頼りにしている地域の人たち、地

域の安全の問題も含めていろいろな面で郵便局が厚岸町とも協定を結んでやっている事

業等もありますよね。そうすると、それらが実際上尾幌で行うことができなくなる。あ

るいは非常に今までだったらスムーズにいっていたことも、遠隔地からの集配業務にな

っていくということになると、特に地域的なことを考えると、影響はあるのではないの

かなというふうに考えるんですよ。
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そういう点ではやはり敏感な対応が必要ではないのかなというふうに考えるんですけ

れども、その辺はいかがなんでしょうか。

●委員長（室﨑委員） 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。

まことに情報が少ない中でございます。今言われるような形での民営化に向けた動き

の変化、こういったものがどの程度になってくるのか。地域にとってどういうような影

響が出てくるのかという部分の情報が私どもの方で十分つかんでいないというのが実態

でございまして、これらにつきましては、早急にしかるべき機関お問い合わせ等々によ

りまして情報収集いたしまして、対応策といいましょうか、そういうような部分に入ら

、 、 。せていただきたいな このように考えておりますので ご理解いただきたいと思います

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 郵政民営化については、厚岸町議会では反対の意見書まで上げているわけで

すよね。そうすると、その意向に沿ったやはり行政の対応というものも必要ではないの

かなというふうに思うんですよ。それで、郵政民営化されれば、さまざまなサービスが

それによって受けられるんだというバラ色の構想を示していたわけでしょう、結果的に

は。

ところが、今回もう早速そういう郵便局の集配業務統廃合する、やめてしまうという

ようなことになっていくと、これがさらに進んでいくと、次は何が来るのか。今まで郵

便局でこういう業務もできますよというようなことを盛んに言って、これを成立させて

きた、そういう法案であったものが、今度具体化されていく中で地域住民に大きな問題

、 、を突きつけてくるというのでは私は困るし 地域が過疎化にさらに拍車をかけるような

そういう事態になっては困ると思うんです。

そういう点では、もう少しきちんとした早目、早目の情報の収集、対応が必要ではな

いのかなというふうに考えるんですけれども、いかがでしょうか。

●委員長（室﨑委員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えをさせていただきます。

郵政の民営化については法案が通過したわけであります。我々といたしましては、議

会もそうでありましたし、私たち自治体も民営化には反対という趣旨の中で、やはり地

域に大きな影響を及ぼす民営化であるという中で反対してきたわけでありますが、しか

しながら現実には通過をいたして、民営化に移行しつつあるという現行の中で、上尾幌

郵便局の集配業務を中止というような今お話でございますが、これらの点につきまして

は、情報収集をしながら、やはり上尾幌地区においても郵便局の果たしている役割、極

めて大きいわけでありますので、その点についてはご指摘のありましたとおり、早急に

対応しなければならない、かように考えておりますので、ご理解いただきたいと思いま
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す。

●谷口委員 よろしいです。

●委員長（室﨑委員） はい。

２目、他にございますか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ先へ進みます。

３目職員厚生費、４目情報化推進費。

67ページ、５目交通安全防犯費、ありませんか。

６目行政管理費、７目文書広報費、８目財政管理費、９目会計管理費、10目企画費、1

1目財産管理費、ありませんか。

12目車両管理費、ありませんか。

２項徴税費、１目賦課納税費。

81ページ、３項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費、ありませんか。

４項選挙費、１目選挙管理委員会費、ありませんか。

２目道知事道議会議員選挙費、４目町議会議員選挙費、７目農業委員会委員選挙費。

５項統計調査費、１目統計調査総務費。

６項１目監査委員費、ありませんか。

91ページ、３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費。

97ページ、２目心身障害者福祉費。

101ページ、３目心身障害者特別対策費、ありませんか。

４目老人福祉費。

５番。

●中川委員 ここでお伺いいたします。

何ていうんですかね、ひとり暮らしの老人ですか、これ何と言えばいいのかな。独居

老人ですか。これ厚岸町で何人ぐらいいらっしゃいますか。まずお答えいただきます。

●委員長（室﨑委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（豊原課長） お答え申し上げたいと存じます。

65歳以上の方々、2,970人を超える方々がいらっしゃいますが、そのうち単身世帯、い

わゆる独居という形の方でございますが、町内には551人いらっしゃいます。

●委員長（室﨑委員） ５番。

●中川委員 そこでお伺いしたいんですけれども、私これ１年前に別な項目で、災害対策
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費で町長なり課長から質問して答弁いただいているんですが、その際に、この独居老人

。がどのようにして避難路なり通りまして避難場所に行くのかという質問を私したんです

そうしましたら、町長から答弁いただきました。町長も記憶にあると思うんですけれど

も、それで、実は行政がこれを全部お手伝いしながら避難をすればよろしいんですけれ

ども、このように町の職員も減ってきたと。そういうことで、今協働のまちづくりを目

指しているので、その自治会の皆さんの協力をいただきたいと。そして、自治会はどこ

へだれかひとり者が住んでいるかわかるわけですから、皆さんと一緒に声をかけ合って

避難してくださいと、そういうひとつ自治会で対応していただきたいと、このような去

年の議会の第１回目の定例会で私の質問で答弁がされたんです。

それで、私は、この第１回定例会終わりましたら、皆さんの自治会もそうでしょうけ

れども、総会がありますので、その際に、今町長から言われたとおりに皆さんにひとつ

協力をいただくように、私は今若竹町ですけれども、自治会の方に総会で協力願います

ということで約束しながら総会に臨んだわけです。

話ししているうちに、若竹町は、自分の町を褒めるわけでないんですが、私がお願い

する前にもうやっていただいているんですね。若竹町というのは湾月町から引き揚げて

きまして、若竹町もそうなんですけれども、非常に古い町なんで、大体四丁目に信号が

、 、 。ありますけれども そこからうちの方 湾月町にかけて特に独居老人がいるんですよね

私の頭の中にもあそこにいるなといって頭に入っているんですけれども、去年の３月に

質問したときは私まだ気がつきませんでしたけれども、恐らくおととしの秋あたりに奔

渡から１人、そう言ったら担当者はわかると思うんですけれども、うちの近くに住まれ

ていたんです。それを私、頭の中に入っていなかったもんですから、いるんですけれど

も、それで総会のときに、今言ったように皆さんに訴えました。若竹町は行政懇談会の

ときには皆さんが来ていただいても７人しか８人しか集まってこないんですけれども、

総会となったら40人も50人も来るんですね、ありがたいことに。それは、こんなこと言

ったらあれですけれども、若竹町にすし屋さんが２軒ありまして、交代交代総会に使い

まして、すしや酒でつっているわけではないんでしょうけれども、結局集まりがいいん

ですよ。そこで私がそういうふうに協力願いましたら、ある人からこういう話が出てい

るんですよね。

これ、大きな地震がありました。それは日にちは聞いていませんでしたけれども。そ

したらその隣の奥さんが窓をたたいて 「父さん大丈夫ですか」と言って、たんすか何か、

の下になったら困るので、声をかけたんだそうですね。そうしたら、まだ寝ていたかど

うかわかりませんけれども、何も返事がなかったと。それでまた今度だんなさんが「お

やじ大丈夫か」と言って窓たたいて声かけたんだそうですね。そうしたら、その中にい

るじいさんが目を覚ましまして 「おまえ何言うんだ」と 「せっかく気持ちよく寝てい、 。

るのに何でそんな妨害するんだ」というような言葉が返ってきたそうなんですよ。

だから、そこで私に反論があったんですね 「中川さん、何ぼそんなこと言ったって、。

町長がそう言ったからと我々の前で言ったって、私はもうしませんよ」と 「こんなこと。

言われたら、もうやる気もないし」ということで、私も困ったな。協力願いたいのに相

手がそうですし、それで今担当者のあみかやら、総務課長のところへ行ってアドバイス

、 、を指導受ければよかったんですけれども 介護士さんが結構いらしているもんですから
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福祉協議会、私歩いてもすぐのところに住んでいますから、福祉協議会の事務局長のと

ころに行って、アドバイスをいただくのに行ったんですよね。

実はこうこうこういうわけで、こうなんですけれども、局長さん、何か一ついいアド

バイスありませんかと言ってご相談に行ったんですけれども、私の能力ではさっぱりな

いと言うんですよね、それに対してですよ。皆さんと今窓たたいて怒られた人たちにも

行政の指導もいただきながら、何かいい知恵あったらその機会に皆さんにお伝えします

ので、またひとつ協力願いますと言ってからもう１年たちますし、この議会が終わると

またすぐ総会があると思いますので、ですから、皆さん、担当課はもちろんですけれど

も、皆さんでいいアドバイスというんですかね、ありましたら教えていただきたい。

これは、私はうちの近所のことを言っていますけれども、今551人のありまして、近所

の人方に協力もらおうと思っても、こんなことなったらだれも相手しませんよ、これ。

だから、一若竹町のうちの近所の人ばかりでなくて、五百五十何人もいまして、皆さん

が協力しようと思って窓たたいても、たんすの下になっているかどうか声かけても、い

やいや、うるさい、寝ているのにと言って怒られたら、これだれも協力しようとしませ

んよね。だからなんかアドバイスがあるかなと。

そしてまた、その人は、このごろ介護士さんの車見えませんけれども、どうなってい

、 、 、るのかわかりませんが 一時随分見えたんですけれども 近見えないんですけれども

だから、介護士さんとか何とかの協力というのかな、担当課と何かいいアドバイスあっ

たらお知らせしてほしいなと思いまして質問したわけでございますので、よろしくお願

いいたします。

●委員長（室﨑委員） 町民課長。

●町民課長（久保課長） 保健介護課のところでのお話でございましたが、町がお願いし

ております自治会組織を中心にした自主防災組織のお願いという観点から、私の方から

お話をさせていただきたいと思いますが、 近、転居をされて新たに若竹の方に住まわ

れたという環境を考えますと、隣近所とのおつき合いもまだそんなにしっくりいってい

ない段階でのお話かなというふうに思って聞いておりました。

こういった種類のお話は、行政として、男の方だと思うんですが 「おじいちゃん、厚、

岸町としてはこういう取り組みしているんですよ」というお話をすることも構わないん

ですが、基本的には地域の中で、うちの自治会は特に単身のお年寄り、それから障害を

持たれてなかなか避難するのに大変だという方々含めてこういう取り組みしているんで

、 。 、 、すよという話を やっぱり地域の中でしていただく その中で おっしゃられるように

私はいいんだと言う方も現実にほかの地域でも聞きます。聞きますけれども、これは人

の命にかかわることでありますから、時間をかけてお話をするということも、それは地

域の力としてやっぱり必要ではないのかなというふうに考えているところであります。

議会の中でも、避難行動の初期活動を具体的にどうするんだということで、行政とし

ての動きが鈍いということも含めてご意見をいただいておりまして、今まで自治会にお

願いをするだけの話であって、具体的に自治会の会議に私どもがすべての自治会に足を

運んでお話をさせていただくという状況にもありませんでした。幾つか、16年９月に自
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治会にお願いをした段階で、ぜひ来て説明していただけないかというところもありまし

たが、すべての自治会でそういう対応とられているという状況でありません。

そういう意味では、行政の側が一歩踏み込ませていただいて、いつ来るかわからない

地震、そして津波が想定される災害のときに、隣近所の方々の命と財産をどう守るとい

う視点でのお話を一歩踏み込んでしなきゃいけないなという答弁もさせていただきまし

たんで、そういう視点でこれから地域の自治会の方にもお願いをしていこうというふう

に思っておりますが、基本的な守る力というのは、いざというときにはやっぱり隣近所

の力になりますし、それが自主防災組織の力だというふうに私ども認識しておりますの

で、ぜひうまくいかない部分は時間がかかるかもしれませんが、うちの地域ではこうい

う活動をしているんです。したがって、たんすの下になっていないかというようなこと

も含めて自治会の役員や近所の人が声かけるんですよということも、お伝えしていただ

きたい。これがうちの地域の力なんですということを時間をかけてやっていくしかない

のかなというふうに思っておりますので、その辺でぜひ進めていただければというふう

に思っております。

●委員長（室﨑委員） ５番。

●中川委員 今課長の方から言われたとおりだと思うんですけれども、今課長がタビから

と言うんですけれども、その人は奔渡一丁目に長年いた人なんですね。そこまで言っち

ゃうとだれだか担当課はわかると思うんですけれども、ただ、私もさっきも言いますよ

うに、そのおじいちゃんもかなりの介護士さんが来ていますので、アドバイスください

なんて言って私から生意気なこと言ったら申しわけないんですけれども、今、自治会と

か隣近所の人に行政の方から言っていろいろと協力願うんだというの、これ一つの手だ

と思うんですけれども、ただ、その介護士さんが入っていますので、行政と介護士さん

との協力というか、そして本人に、役員とか隣近所ももちろん大事でしょうけれども、

それで介護士さんからもおじいちゃんなりおばあちゃんなりに、そういう旨を伝えてい

ただければいいんじゃないかなと思っていますけれども。

それから、これは私は、本町側に住んでいるんですけれども、本当に静かな、夜なん

かでも私は錠かけて休んだのはついもう何カ月前からで、今までは錠も買わないで寝て

いた方なんですけれども、だから、一つ、介護士さんとあれしてから錠かけて休まなけ

れば危ないかなと思ったりして、そうすると隣近所の人がすっと助けに入れたり、これ

も一つかなと思ったんですけれども、もし万が一錠も買わないで寝たり何だりして事件

でもあったらまた大変ですけれども、それも一理かなと思って、今まで自分ではやや１

年間、こんな方法どうだろうなと思いながらもきたんですけれども、まず、今、課長が

言われるように、介護士さん入るときに介護士さんからの指導といいますか、こうこう

、隣近所から助け求められたらあれですよとかいうアドバイスをしてもらってやられれば

やっぱりそういうお世話になっているお年寄りというのは、介護士さんのお話かなり聞

くんじゃないかと思うんですよね。

そして、うちらの若竹町は本当に八十四、五の人ばかりがいるんですけれども、私以

上に朝４時から、今ちょっと冬ですけれども、万歩計下げて歩いたり、あるいは夜はし
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ょうちゅう飲んだり、夏はパークゴルフやって、本当に元気なおじいちゃん、おばあち

ゃんなんですけれども、その人だけがおととしの秋あたりから来て、私ちょっと頭にな

かったもんですから、そういうことで協力をお願いしたらそういうことで返ってきたも

んですから、やや１年間、自分でどうしたらいいだろうな、どうしたらいいだろうなと

いって考えていたんですけれども、そういうことで今回の議会で発言させていただきま

した。

わかりました。これからもまた、すぐ総会もあるでしょうから、その旨また伝えてお

きたいと思いますので。わかりました。どうもありがとうございます。

●委員長（室﨑委員） 答弁はよろしいんですか。

●中川委員 はい、いいです。

●委員長（室﨑委員） ４目、他にありますか。

12番。

●谷口委員 ちょっと細いんですけれども、この老人の日常生活用具給付９万2,000円だと

かは、これはどういう給付をしているのか教えてほしいのと、高齢者バス乗車券助成が

伸びているんですけれども、この利用状況がどうなっているのか。

それから、老人福祉電話対応なんですが、これは前年度と同じ金額なんですが、これ

は動きがないものなのかどうなのか、それについてお尋ねをいたします。

●委員長（室﨑委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（豊原課長） お答えをさせていただきたいと存じます。

日常生活用具給付の部分でございます。

高齢者福祉という立場で、私どもの担当では３つの器具について給付をする形をとっ

。 。 、 。ております １つは自動消火器でございます それからまた 電磁調理器もございます

それからもう一つは火災報知機という形でそれぞれ予算要求をしているところでござい

ます。今回、この部分につきましては、税源移譲対象ということで国の補助そのものが

この部分ではなくなったわけではございますけれども、重要な取り組みであるというよ

、 、うなことで 一応当初予算につきましては前年並みでのせさせていただいておりますが

利用状況のいかんによりましては補正も視野に入れながら、財政サイドと協議をさせて

いただくというようなことで取り進めてまいり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、高齢者バス乗車券の助成の方でございます。

この部分につきましては、17年度当初が443万7,000円で、新年度でもって450万円とい

うことで予算を要求させていただいております。この部分につきましては、70歳以上の

方々2,100人ほどになりますが、その方々に交付をするということで対処しております。

17年度の交付見込み状況でございますが、大体３分の２の方々が受け取るという状況
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になっております。ただ、近年、70歳前後の方でも乗用車の免許証を持たれている方が

結構多くなってきているというような状況かというふうに考えておりますけれども、交

付率が減少傾向にございまして、年々少しずつ下降していくのかなというふうに考えて

いるところでございます。

ただ、もらわれた方々につきましては、利用率７割を超えるというような状況で使用

されていただいておりまして、そういう点では皆様にしっかり利用されていただいてい

る、そういう制度なのかなというふうに考えているところでございます。

また、老人福祉電話の貸与でございますが、この部分につきましては、電話を保有し

ていない高齢者世帯へ電話をお貸しするということで、電話料の基本料金部分を予算措

置させていただいております。これをオーバーした部分については個人負担という部分

でございますけれども、この部分につきましては、 近の傾向といたしまして、余り利

用のオーダーがないと。各家庭への電話の普及が相当進んでいるというようなことの結

果なのかなというふうに考えておりまして、そういう点では予算額につきましては前年

度並みという形で当初に見込ませていただいているところでございます。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 そうすると、この日常生活用具の給付については、個々の申し込みがあった

段階で審査をして給付をするというふうになっていますか。年間どのぐらいあるものな

のか、もう一度。ことしの見込みでなくて、前年度実績、そういうものをちょっと示し

ていただきたいというふうに思います。

それから、バスの乗車券についてはわかりました。

老人福祉電話の貸与については、結果的にはこれで頭打ちに今後はなっていくという

ふうに理解していいんでしょうか。

以上です。

●委員長（室﨑委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（豊原課長） 日常生活用具の関係でございますが、16年度、17年度の実

績でございますが、残念ながら利用がないという状態でございます。ただ、議会で12月

定例会であったかと存じますが、火災警報機の関係で、今後需要が出てまいる可能性が

相当あるなというふうに私ども考えておりまして、まずは独居の方々で、なおかつハー

トコールですか、そういう事業を利用されておられる方々130世帯ほどございますけれど

も、その方々を視野に入れまして、年次的に年間30件ぐらいオーダーが出てくるのでは

ないのかなというふうに考えておりまして、その部分については対応していかなければ

ならないだろうというふうに心づもりをしているところでございます。

それから、老人福祉電話の部分でございますが、委員おっしゃるとおりの状況かとい

うふうに考えているところでございます。

●委員長（室﨑委員） 12番。
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●谷口委員 つい先日だったと思いますけれども、せっかく連絡システムが確立している

にもかかわらず、消防に連絡をとれていたのに結果的にはそれがうまく機能しなくて、

お年寄りが亡くなってしまうという事件が厚岸町ではありませんけれどもありましたよ

ね。そういうことを考えると、これらの火災報知機だとか、そういうものについてはや

はり消防含めて徹底した調査をし、その安全性をきちんとつけていくということが大事

ではないのかなというふうに考えますけれども、それらについて、今30件程度という話

がございましたけれども、今のひとり暮らしあるいは老人世帯等の状況をきちんとつか

まえて対応していただきたいなと思うんですけれども、場合によっては、こんな予算で

はなくてきちんとした対応、予算措置も含めてやられるべきではないのかなというふう

に考えますけれども、いかがでしょうか。

●委員長（室﨑委員） 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。

昨日ですか一昨日ですか報道されておりました火災事故による死亡の記事でございま

すが、私も胸を痛めて読ませていただいたところでございます。火災警報機がそれぞれ

設置されていればどうだったんだろうかというようなことで頭をよぎった記憶がござい

ます。

警報機の設置の関係につきましては、厚岸消防署の担当の方々とも、新年度に入りま

したら早々に打ち合わせの機会を持とうというようなことになっておりまして、それを

通じまして、皆様への広報のあり方とか、周知の仕方、対象者をどこまでにしていくの

か、そのようなことについて、より具体的にしていかなければならない。

また、福祉課で持っています部分の障害の方々への警報機の設置、こういうことも課

題としてございますので、そこら辺調整をとりながら、連携しながら対応させていただ

きたいなというふうに考えているところでございます。

その結果として予算規模がどのようになるかということになってこようかと存じます

ので、その状況次第では財政サイドに新たにお願いをするような場面も出てまいるのか

なというふうに考えておりますので、ご理解を賜ればと存じます。

●谷口委員 いいです。

●委員長（室﨑委員） ４目、他にございますか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ先へ進みます。

109ページ、５目国民年金費、６目自治振興費、７目社会福祉施設費。

113ページ、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、ございませんか。

119ページ……。



- 45 -

（ 12番」の声あり）「

●委員長（室﨑委員） どっちですか、１目ですか、２目ですか。

（ １目からちょっとお願いしたいと思いますけれども」の声あり）「

●委員長（室﨑委員） それでは、１目児童福祉総務費。

12番。

●谷口委員 新年度の予算になってもアスベストの予算があちこちちりばめられているん

、 、 。ですけれども 今回のこの予算は 実際にはどういうことをやろうとしているのですか

●委員長（室﨑委員） 12番さん、この目超えてアスベスト全部ですか。今、児童福祉総

務費ですよ、１目。

●谷口委員 ごめん。いい。飛ばす。

そしたら、すみません、へき地保育所なんですが、今水洗化になっているところとそ

うでないところはどういうふうな状況ですか。

●委員長（室﨑委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 現在のへき地保育所の設置場所ですけれども、床潭地区、それ

から太田地区、尾幌地区となっておりまして、いずれも水洗化にはなっていない状況で

ございます。

●委員長（室﨑委員） 休憩します。

午後１時51分休憩

午後１時54分再開

●委員長（室﨑委員） 再開します。

福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 申しわけございません。

床潭へき地保育所ですけれども、平成11年に簡易水洗化の工事を終えております。そ

れから、門静へき地保育所につきましても平成11年に便所の簡易水洗化を行っておりま

す。また、尾幌でございますけれども、これも同じく平成11年に簡易水洗化を図ったと

ころでございます。
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以上でございます。

（ 太田は」の声あり）「

●福祉課長（松見課長） 太田も平成11年度。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 そうすると、この簡易水洗というのはすべての便器がそういうふうになった

と、小便器というか、それは別として、そういうふうになっているというふうに理解し

ていいですか。

●委員長（室﨑委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） そのとおりでございます。

●谷口委員 はい、わかりました。いいです。

●委員長（室﨑委員） １目、あとよろしいですか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ先に進みます。

２目児童措置費。

121ページですね、３目ひとり親福祉費、４目児童福祉施設費。

10番。

●池田委員 真竜、宮園、厚岸の３施設の去年の園児とことしの園児、それと臨時職員の

人員をちょっと教えてもらいたいんですけれども。

●委員長（室﨑委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） お答え申し上げます。

入所児童数でございますけれども、平成17年度の現在でお答えしたいと思いますけれ

ども、３月１日現在で208人でございます。それから、18年の予定につきましては176人

となっております。

それから、臨時職員の関係ですけれども、臨時職員につきましてはそれぞれパートあ

るいは随時という形で、それぞれの保育所違うんですが、常勤の保育士ですけれども、

この方につきましては、現在５名という形になっております。
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●委員長（室﨑委員） 10番。

、 、●池田委員 賃金でちょっとお聞きしたいんですけれども 17年度当初予算767万2,000円

それから今年度が1,539万8,000円と２倍くらいになっております。それで、17年度は９

月に補正で1,200万円ほど補正しております。ただ、当初の予算の組み方で、去年は760

万円で今年1,500万円という、これ年度によって当初予算の組み方が変わるんですか。

●委員長（室﨑委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 臨時職員の関係でございます。昨年は、増額補正につきまして

は、突然の職員の退職、それから途中入所、児童の増加により年度途中での増額補正を

お願いしたところでございます。

この度の18年度につきましては、当初の段階から退職申し出がございまして、それを

予算に反映させていただいていると。失礼しました。今年度、17年度末で退職する職員

の分につきましては、職員の補充を行わないで臨時職員により対応してまいりたいとい

うことでの計上の違い方がございます。

●委員長（室﨑委員） 10番。

●池田委員 そうすると、17年度は大体2,000万円くらいになるんですか、賃金支払いは。

そして、ことしが1,539万8,000円。この分は減は今の退職の関係と、それから園児の減

った分で500万円くらいの差になるんですか。

●委員長（室﨑委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） お答え申し上げます。

ただいまの差につきましては、決算見込みと今回の当初の金額の相違だと思いますけ

れども、例年途中入所児が約30名から40名、現在厚岸町内で入ってこられます。そのお

子様たちが３つの保育所を希望されるわけですけれども、その保育所、保育所の入所の

状況、定員それぞれがございますので、年齢別にお預かりできる範囲で、保育士を 低

、 、 、基準によりまして充足していくという形になりますので その状況 子供たちの年齢層

あるいはその利用の状況によって、保育士の増減が生じてしまうというような状況にな

ります。

●委員長（室﨑委員） よろしいですか。

４目、他にございませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ先へ進みます。
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129ページ、５目児童館運営費、ございませんか。

16番。

●竹田委員 ５目の児童館運営費の友遊児童館と、それから次のページの子夢希児童館の

非常勤職員、臨時職員、それから子供の利用者の数をちょっと教えてください。

●委員長（室﨑委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） お答えいたします。

友遊児童館の非常勤職員の人数につきましては３名でございます。それから、子夢希

児童館の非常勤職員につきましては２名でございます。さらに、臨時職員でございます

けれども、友遊児童館、子夢希児童館ともに１名というふうになってございます。

また、利用状況でございますけれども、友遊児童館については約80名、子夢希児童館

については約50名という形になっております。

●委員長（室﨑委員） 16番。

●竹田委員 道の補助金として、友遊の方が2,400万円、子夢希の方が1,762万円というふ

うにありますけれども、この計上される金額の算定方法というのはどういうふうになっ

ているんでしょうか。

●委員長（室﨑委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） お答え申し上げます。

補助金の名称が、放課後児童健全育成事業費ということでございまして、児童館の利

用者のうち児童クラブに登録されている方の運営費が対象となるものでございまして、

その利用する人数によって補助基準額が違いまして、友遊児童館の方につきましては大

規模加算が行われていまして、補助基準額が360万円という基準に対しての３分の２の補

助をいただいておりまして、子夢希児童館につきましてはその補助基準額が264万3,000

円ということで、補助率３分の２で176万2,000円という形になってございます。

●委員長（室﨑委員） 16番。

、 、●竹田委員 今にごっちゃってわからなくなっちゃうんですけれども 計上される金額は

利用者に対してなのか、児童クラブに入っている人なのかというのは、わけわからなく

なっちゃったんですけれども。

●委員長（室﨑委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） お答え申し上げます。
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児童館ということにつきましては、児童館をまず一つの構造物というふうにとらえて

いただきたいと思います。この児童館を運営する補助金というものはございません。そ

れで、先ほど児童クラブというふうに申し上げたんですが、児童クラブは、例えば使わ

なくなった休舎中の保育所であるだとか、そういった場所を比較的広範囲の中でやるこ

とができるものが児童クラブといいます。厚岸町の場合は湖南、湖北に１カ所ずつ建て

て、その中での児童クラブを展開しているということです。

児童クラブに登録される方は、学校が終わって家に帰ったときに保護者がいない、１

人で家の中でいなければならないという小さな１年生から３年生のお子さんが、学校か

ら真っすぐ児童館に寄って、そこでお母さんたちが仕事が終わる５時ぐらいまで遊んで

いただくということが児童クラブになります。

もう一つ、一般利用者がいます。この方については、一度家に帰ったら保護者はいる

んですが、しかし、この少子化あるいは隣近所でのつき合い方が少なくなっている、あ

るいはその多くが児童館に頼っているとなると、家に帰っても近くに子供がいません。

一緒に遊ぶことができないもんですから、一度家に帰っていただいて、保護者に確認し

ていただいて、保護者に送ってもらう形になるのか、そういう形でかばんをまず家に置

いていくと。そこで家の方で一度安全を確認した中で、一般利用者として児童館に来て

いただくと、こういう部分で、児童クラブ、これには児童厚生員という方がつきます。

この方は必ず双方１人配置しなければならなくて、この児童厚生員が１年間のプログラ

ム、それから１日のプログラムを組んで、健全な遊びを指導します。

、 、 。 、さらに 先ほどの非常勤のうちに 厚生員のほかに指導員という方がいます これは

その厚生員の企画立案を厚生員とともに実施指導する職というふうになって、これら厚

生員と指導員の、そのほか教材あるいは消耗品、こういったものに係る費用に対する補

助ということになっております。

●委員長（室﨑委員） 16番。

●竹田委員 そしたら、児童クラブに入っている人とか、一般利用者という、総体的な人

数のことに対しての支出金があるということですかね、補助があるということですか。

●委員長（室﨑委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 状況的には、この補助率から見ると、そのほとんどの補助対象

が非常勤職員の賃金関係で満たしちゃう状況なんですね……

（ 満たすとかでなくて、要するにどういう形で……」の声あり）「

●福祉課長（松見課長） そうです、その一般利用者、この部分に係る必要な費用につい

ては補助対象にはならないというふうに。児童クラブに加入されている方を対象とした

運営に要する費用に対する補助というふうにご理解いただきたいと思います。
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●委員長（室﨑委員） 16番。

●竹田委員 そこを聞きたかったんですよ。何を聞きたいかといったら、児童クラブに入

っている、それから一般利用者というのはわかっていたんですけれども、どこにどうい

うふうにして補助金というか、計上されていたのかというのがわからなかったもんです

から、そこを聞き出してから次の段階に入りたいんですけれども、児童クラブに入る子

供の限定というのは、１年生から３年生までとおっしゃいました。その上の要するに高

学年児童というのは入れないということですよね。

どういう状態になっているのかわからないんですけれども、せっかく低学年という形

と児童クラブに入っている方を対象に道からの計上がなされるというのであれば、これ

全員が入るという形は当然とれるわけではないんですよね。希望者が当然入ること、そ

れから希望に対して、今言った家に帰ったときに親がいないで１人になってしまったそ

ういう子供を対象にということですよね。そういう人たちしか入れないんですか。そう

いう家に帰ったときに、例えば兄弟がもう１人いて２人になった場合とか。１人でない

とクラブには参入できないものなんですか。

●委員長（室﨑委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） お答え申し上げます。

児童クラブの設置でございますけれども、厚岸町児童クラブ設置要綱ということで、

平成６年に出された訓令でございまして、この児童クラブに関する設置の内容、対象児

童ということで規定してございます。小学校１年生から３年生までの児童というふうに

なってございまして、下校後または学校休業期間中、継続して保護に欠けると町長が認

めた者とするということになっておりますが、ただしということで規定ございまして、

小学校４年以上の児童についても、町長が特に必要と認めた場合は対象とすることがで

きるものとするという規定がございます。

そこで、現状では、このただし書きの規定、小学校４年生以上の児童についての利用

希望は来ていないという状況でございます。

●委員長（室﨑委員） 16番。

●竹田委員 人数に対してのクラブに入っている人間の人数によっての補助という形であ

れば、それが住民に周知徹底されて、親ごさんあるいはその子供にそういう部分が周知

徹底されていて、それでも４年生以上の子供さんが果たしてそこに入る、入らないとい

うことの分別がきちっとそういう理由がわかっていて、親ごさんまたは子供がそういう

ことを理解していて、入る、入らないと決めているのか、それとも、周知徹底を完璧に

していて、それでもなおかつ入らないという状況になっているのかということがここで

非常に大事になってくると思うんですよ。

というのは、入って人数がふえれば、その子供が毎日必ず利用しなければならないと

いうこともないと思うんです。であれば、そういう補助をいただけるんであれば、１人
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でも２人でも３人でも入っていただくということが、補助率が上がるということも関係

あるんですけれども、その辺はどういうふうに思っていますか。

●委員長（室﨑委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） お答え申し上げます。

現在の児童館の利用の実態でございますけれども、そのほとんどのお子さんが利用に

結びついている。ただ、近年、小学校の放課後にするクラブ活動、サッカーとか野球、

それを 初から始める年齢が、３年ほど前は４年生からだったものが、３年生、さらに

２年生からというふうに年齢の引き下げが行われてやられて、そのクラブをやりたいと

いうお子さんも結構いらっしゃって、児童館に入ってくるお子さん、２年生、３年生と

なるとだんだん少なくなってきている状況にございます。

それで、補助を受けるための人数の確保ですけれども、あくまでも３年生未満を対象

とすると先ほど説明申し上げましたけれども、１年生から３年生までの児童クラブに対

する補助ということでございますので、ご理解いただきたいと思います。

●委員長（室﨑委員） 16番。

●竹田委員 児童クラブに入っている人数によってということだということで、だから、

４年生も５年生もふえればそうなるんだというふうに僕思ったんです。そういうことで

あれば、それで聞けるんでわかりました。いいです。

●委員長（室﨑委員） あと答弁よろしいですか。

●竹田委員 はい。

●委員長（室﨑委員） ５目、他にありますか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ先に進みます。

135ページ、４款衛生費、１項保健衛生費、１目衛生予防費。

８番。

●音喜多委員 公衆浴場の関係で、去年から変わっている。変わっているというか、バス

の運行が今回は見送られているということに予算上は。現在、どの程度の利用があって

そういう運行サービスをやめようとしているのか、現状をまずお話しください。

●委員長（室﨑委員） 環境政策課長。
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●環境政策課長（小島課長） 入浴バス運行ですが、平成17年度は週２回、1日２往復、湖

南地区のふろのない高齢者の方、希望する方を、湖北地区に公衆浴場があるわけでござ

いますが、そこに無料で送迎するというサービスを行ってまいりました。このバスは町

有のバスでございまして、24人乗りのバスということで、その送迎の業務につきまして

は町内の業者に委託していたところでございます。

、 、現状の利用状況なんですが 実は登録している方が18人ほどいらっしゃったんですが

現実的に利用されている方は常に10人未満であるという状況でございました。それに、

１日２往復しているということでございまして、２回目の帰りのバスがほとんど利用さ

れていないという実態があるということもわかりました。そういう状況があったもので

すから、利用者の方々にもいろいろとお聞きしてみたんですが、町の財政状況厳しいと

いう状況もわかっていただいたようでございます。

それで、24人乗りのバスに１人か２人のことも多々あるということがありまして、私

どもといたしましても、利用されている方にとってもちょっと肩身の狭い思いをさせて

いるなと。それから、経費の面でも過剰じゃないかなということでございます。17年度

は委託料が88万9,000円でございました。

そこで１つの案を考えました。常に10人未満の利用者でございます。ということは、1

0人乗りのワゴン車でも運行できるということでございます。ということは、10人乗りの

ワゴン車までは普通自動車の免許で運転できます。そこで、町で、ここに計上しており

ますが、賃金30万6,000円というのが新たに計上されている部分でありますが、臨時職員

による直営の運行に変えたという案でございます。

運行の回数は今までどおり週２回とすると。ただし、先ほども申し上げましたが、帰

りはほとんど２回目の遅い時間は使われてございません。その時間は19時30分に出発す

るバスでございます。このバスはほとんど使われていないということがわかりました。

そこで、行き、いわゆる湖南地区から出発する時間の17時15分と17時45分の２回あっ

たわけでございますが、ここを17時30分の１回にさせていただく。それと、帰りを19時

の１回にさせていただくということで、週２回、１回当たり１往復の運行に変えたいと

いうことでございます。

この案につきましては、利用者の方全員、18年度につきましては７名が利用したいと

いう希望が既に届いてございます。この方全員の了解を得ております。そういったこと

で、利用者の了解を得た上で経費の削減を図りたいという案でございまして、経費の削

減効果は、17年度88万9,000円かかっていたところを、直営の賃金30万6,000円でござい

ますから、58万3,000円の経費の削減になるという案でございますので、よろしくご理解

のほどお願い申し上げます。

●委員長（室﨑委員） ８番。

●音喜多委員 本当にようやっと使う実態に合わせたというか、こうしてやればやれると

いうか、かえってきめ細かな、そういう現状に沿った形になったのかなというふうに思

います。ほかに全然変わっていなくて、そういう大きな組織を広げてやっていたのがこ

。ういうきめ細かい形で対応できるということには非常にいいことではないかと思います
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答弁はいいです。わかりました。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 今、公衆浴場のことを聞こうと思ったんですが、それについてはわかりまし

た。

それから、有害動物等病症媒介動物買い上げなんですけれども、これは、それぞれ何

と何ですか。

それから、もう一つお伺いしたいんですが、これは畜犬登録、狂犬病予防があります

が、犬の散歩なんですけれども、ほかの方でもいいでしょうけれども、ついでですから

ここでお伺いしたいんですが、これから暖かくなってまいりますと、町内会だとか、花

のある町、ちょっと正確な名前忘れましたけれども、そういうところで町じゅうに美化

運動の一環として花を植えていきますよね。そうすると、私たちの自治会なんかもやっ

ているんですけれども、さあみんなで苗を植えましょうということで掘り返そうと思っ

たら、あちらこちらにきちんと置いていかれていっているわけですよね。そうすると、

非常に健康的にも問題だし、それから飼う人のモラルがどうだったのかなということが

あるんですけれども、これらについてきちんとした飼い方、あるいは散歩の仕方だとか

ということに対する徹底の方策を考えて具体化すべきではないのかなというふうに思う

んですが、いかがでしょうか。

●委員長（室﨑委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） お答え申し上げます。

まず、有害動物対策でございますが、ここに計上しております報償費のことになろう

かと思いますが、この件につきましては、昨今山間部にノイヌが我が物顔に群れをなし

、 。ているということでございまして 山間部の複数の自治体から駆除の要請がございます

これはノイヌでございますから野犬とは違います。もう既に野生の犬として自立してい

るというノイヌでございます。この駆除をするための報償費、１頭当たり6,000円でござ

いますが、その駆除をした対価として報酬を支払うということで計上してございます。

それから、病症媒介動物対策でございますが、これについては、エキノコックス症媒

介動物でございますキツネを駆除するための対策費でございまして、ここにつきまして

も、キツネを駆除した方に対して謝礼を支払うという内容でございます。

（ キツネは幾らになっているのか」の声あり）「

●環境政策課長（小島課長） キツネにつきましても１頭6,000円でございます。申しわけ

ございません。同じ額でございます。

それで、一般家庭で飼われている犬、畜犬につきましては日々毎日のように散歩とい

う運動をさせないと犬にもストレスがかかるということで、愛犬家の方はかなり散歩さ

れている姿が散見されるわけでございますが、モラルとしては、汚いものは道中に残さ
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ないようにというのは当然の行為でございまして、片手にビニール袋やいろいろな袋な

ど持っていらっしゃる方も多々見受けられます。ただ、そうでない方といいますか、い

わゆる散歩しているときには多分大丈夫だと思うんですが、例えば早朝ですとか夜だと

か、一部もしかしたら家庭から離れている犬もいるという事例もありました。朝になっ

てくると、朝のご飯時間になると家にぽっと帰ってくるという事例もあるようでござい

ますが、この件につきましては、個々のモラルに訴えるしか対策はないわけでございま

して、非常に頭を悩ませているところでございます。

今までも、広報あっけしなどを通じましてモラルの啓発をしておりましたし、それか

ら、毎年１回狂犬病の予防注射ということもございます。そのときにもきちんとした飼

い方のマナーということも含めて皆様にお願いしているところでございますが、それは

地道にそういったことをお願いするということを続けて、さらに続けてまいりたいとい

うことで対応してまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 報償費についてはわかりました。

それで、この散歩の際の置物なんですが、これについてはやはり、今課長おっしゃっ

たような地道な活動が大事だと思うんですけれども、やはりそうはいってもなかなかそ

れがおさまっていかないわけですよね。そして、町が町道の草刈りをしているときにも

たくさんいるわけですけれども、結構頭から浴びる人もいるというふうに聞いているん

ですよ。そうすると、やはりいろいろなマスクだとかいろいろなものを着ていたとして

も、いいものではないのではないのかなというふうに思うんですね。

そういうことを考えると、やはり啓発の看板だとか、そういうものも余りでかいもの

、 、は私はどうかなと思うんですけれども 例えば花壇なら花壇に合ったようなものだとか

それからそういう道路の縁だとか、そういうところに訴えるようなものも今後設置して

いくことが必要ではないのかなというふうに思うんですよね。その辺ではどうなんでし

ょうか。

●委員長（室﨑委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） ご質問者おっしゃられるように、そういった看板などとい

うのもモラルを訴える一つの方策だとは思います。いろいろな対応もあると思いますの

で、そのあたりは管内的にもどういった対応とられているのかということも情報収集し

ながら対応してまいりたいと考えますので、よろしくお願いします。

●委員長（室﨑委員） 他にございませんか、１目。

13番。

●菊池委員 ここで若狹町長にお伺いいたします。

新聞報道で拝見したんですが、町長が子供たちの中で厚岸町に浴場が欲しいというこ
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との希望につきまして、町長はタラソテラピービジョンについて子供たちの前で発表し

ておりましたが、そのときの状態というか様子をお願いいたします。

●委員長（室﨑委員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えをさせていただきます。

厚岸小学校６年生の総合学習の一環として、町長に対する要望いたしたいということ

で役場においでをいただいたわけであります。

その中で、当然厚岸小学校でありますので、湖南地区に公衆浴場があればという要請

があったわけであります。その回答の中で、私の公約としてタラソテラピー、健康保養

施設をという考えも以前は持っておりました。皆さん方の考えと同様であります。

しかしながら、今日の財政事情においては大変難しい面もありますので、せっかく皆

さん方の要望でありますので、今後の課題として対応していきたいというような回答を

させていただいたわけであります。

●委員長（室﨑委員） 13番。

●菊池委員 浴場といいますとパブリックバス、おふろですね。テラピーといいますと療

法、医学的な療法という意味ですね。今、タラソテラピーを調べてみますと海洋療法。

海のもの、海水、海辺の空気などを利用した療法、このように出ています。おふろ、浴

場とテラピーの違い、この辺の感覚はどうおとりですか、町長は。

●委員長（室﨑委員） 町長。

●町長（若狹町長） 私の考え方は、タラソテラピーに併用しての公衆浴場であります。

すなわち、海洋療法と健康施設と公衆浴場は別な問題でありますが、しかしながら、公

衆浴場も必要であろうという考えのもとに併用という当時の考え方を持っておったので

あります。

●委員長（室﨑委員） 13番。

、 。 。●菊池委員 ここで 一応町長の考え方がわかりました 併用ということでございますね

子供たちの前でも、少なからずとも公約に当たります。町長の今の考え方で、現在の

考え方の状態で、今のこのプランについては腹構えいつごろに予定するのかお示しいた

だきたいと思います。子供たちの一応構想要望でございますので。

●委員長（室﨑委員） 町長。

●町長（若狹町長） 先ほどもお話しいたしましたが、そういう構想はありましたが、財

政事情厳しい中で、なかなかめどがつかない。しかしながら、皆さんの声というものも
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今後の町政の中で生かしてまいりたいということでございまして、ご承知のとおり３年

前ですか、一応タラソテラピーという構想の調査をさせていただきました。約11億円程

度の構想が生まれたわけであります。

しかし、財政厳しい折で、真竜小学校の改築という問題が起きたわけであります。私

は、政治的判断でタラソテラピーか真竜小学校かという中で、子供の教育環境は優先し

なければならないということで、真竜小学校の改築を重点ということに判断をいたした

わけであります。

ただいまご指摘のありましたタラソテラピーについては、構想はありますが、財政等

から考えますと、いつごろかということについては大変難しい状況にあることをご理解

いただきたいと存じます。

●委員長（室﨑委員） よろしいですか。

１目、他にございますか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ先に進みます。

２目健康づくり費。

８番。

●音喜多委員 140ページに予防接種、190万円近い金が減ってきているわけですが、財政

上でこういう形なんでしょうが、予防接種だけは減らしたくはないなという感じがしな

いでもありません。この中での予算の中で、平成17年と比較して、この予防接種、今予

定されているものは昨年、17年と何ら変わりがないものなのかどうなのか。

それから、がん予防です。これも減っていますけれども、 近がんに対する認識とい

うのは非常に、142ページですね、がん予防保健、これも全体的には少なくなってきてい

ますけれども、従前と変わらないのか、その辺のところまず。昨年と同じ考え方で事業

を進めているというのかどうなのか。

●委員長（室﨑委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（豊原課長） お答えをさせていただきたいと思います。

予防接種でございますが、この部分につきましては、前年度689万円でございましたけ

れども、18年度につきましては501万4,000円というようなことで予算計上させていただ

いております。ここの大きなところでございますが、予防接種の委託料の部分で、実は

減額計上になっている部分がございます。しかしながら、実態といたしましては大きい

のはインフルエンザの委託料の部分でございました。昨年は1,000件ほどを計上させてい

ただいたわけでございますけれども、今回、総体で1,400件と見込みまして、400件につ

いては一般会計の方で計上させていただく。そして、1,000件の部分、国保加入者の分で

ございますが、この部分につきましては、国保会計の中で道からの補助金が入りますの
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で、それを財源として実施していただくということで、それぞれすみ分けをさせていた

だきました。

その結果、一般会計持ち分としましては、インフルエンザ持ち分は113万円ほどが私ど

もの担当する金額ということになったところでございます。そういうようなことで、前

年度当初よりも今年度の当初が減ったということでございます。

それから、がん予防でございますが、この部分につきましては、前年度二百六十数万

円、本年度235万円ということでございます。この部分につきましては、やはり委託料の

部分の減少ということが大きな要因になっているところでございますが、実は乳がん検

診の扱いでございますが、マンモグラフィーによる検査が17年度から導入されておりま

す。この検査が始まりましたことによりまして、２年に１回の検査で対応可能というよ

うなことになりまして、昨年、17年度につきましては、例年並みの件数で見させていた

だきましたが、本年度につきましては、50歳未満につきましては20件、50歳以上につき

ましては40件というようなことで、合わせまして60件の方々を見させていただく、この

ようなことで、17年度当初については皆さん２年に１回という区分がなかったわけでご

ざいますので、皆さんいらっしゃるだろうと。２年目については減るだろうという見込

みの中でこのような数字を計上させていただいているところでございますので、ご理解

いただければと存じます。

●委員長（室﨑委員） ８番。

●音喜多委員 まず、予防接種の関係ですが、すると、お金の出どころは別にしても、総

体的には町民の皆さんがそういう希望というか、それには満足にこたえられますよとい

うことができるのかどうなのか、まずそれ１つ確認しておきたい。

従前のインフルエンザ含めてほかの予防接種関係は、今のところは17年度並みの形で

何ら質とか、処置の仕方とか、そういうことを変えることなくやっていけるというふう

に考えていいのかどうなのか、その辺はいかがでしょうか。

それから、がん予防ですが、このがんも大変日進月歩しているというか、そういう対

応の仕方がかなり変わっているということは、もう刻々情報として流れているわけでし

て、今、乳がんですか、その検査方法が性能がよくなったのかなと素人事に考えると、

。 、そうすると２年の検査でオーケーですよと ２年に１回でまあいいだろうということで

そうすると、去年受けた方はもう既にしたそのことで、ことしは受けなくていいという

ことを知った上の話なのかなと、そういうことでのやり方を変えることによっても予算

的にもこういうふうに減ってくると。

ただ、私ちょっと危惧するのは、先ほど当初申し上げたように、この検査方法がいろ

いろと変わってきている。そういった意味では、新しい検査方法を変えていくとお金が

逆にかかってくるから従前のままでいくという考え方なのか。 近のそういう新しいや

り方にはちょっとついていけないというか、お金も伴うのであれなのか、その辺はどう

ですか。

今、いろいろな地方自治体でも、先ほどのいろいろなよく言われますが、予防接種に

国保の問題を含めて、あるいは病院の問題含めて、予防接種に力を入れているやさきで
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すけれども、特にがんは怖いものではないよと。指定病院としては釧路にそういうがん

病院というか、そういう対象のところが厚岸地区においても釧路市立とかそういったル

ートができているわけですけれども、そういった意味では、それほどがんには予防的な

対応の中では力入れなくてもいいと言ったら語弊があるでしょうけれども、従前どおり

の対応の仕方していくという考え方なんでしょうか。

●委員長（室﨑委員） 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。

予防接種の関係でございますけれども、インフルエンザの接種につきましては、年々

希望者の増加傾向を見ているところでございます。17年度につきましては、 終的に補

正でもって1,400人を見させていただきました。その結果、1,370を超える方々受けたわ

けでございます。18年度につきましても若干伸びるであろうということは、現段階では

予測がつくわけでございますが、実際に接種の受付業務をやる中で動向を見させていた

だきながら、足りない部分が生じたというようなときにつきましては、国保とも連携を

とらせていただきながら、補正対応等々も視野に入れなければならないなというふうに

考えております。

例年100件程度増加していくような傾向がございますので、そこら辺は注意深く対応を

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。

さらに、ほかの予防接種の部分で状況どうなのかということがございます。実は、こ

、 。 、れまで麻疹・風疹につきましては それぞれ別々な形で接種をしておりました これが

18年４月実施分から麻疹・風疹の混合ワクチンという形で接種の中身が変わってまいり

ます。対象者につきましても、この麻疹・風疹については子供のうちに２回接種すると

いうふうになるわけでございまして、第１期は、１回目ですが、生後12カ月から24カ月

の間に接種をしましょうと。それから、２回目につきましては小学校就学前の１年間に

受けましょうというふうに内容が変わります。

そういうことで、今現在私ども個々の方々に対しまして、実際に受けられるのか、受

けられないのか、町の補助でもって受けられる部分と受けられない部分が出てこないの

かというような心配が、実は３月31日までの制度と４月１日からの制度で切りかわるも

んですから、そこで心配な部分がございます。そういう部分につきまして、今盛んにあ

みかの方で担当が保護者の方々と毎日のように電話連絡をさせていただきながら、お子

さんの状態等を確認しながら、早目の接種、こういうものについて特例をさせていただ

いております。接種漏れがないようにきちんとした形で年度が越せられるようにという

ことで、この部分についてはやらせていただいているところでございます。

それから、もう１点、がん予防の部分でございますが、乳がん検診等々受けられた方

につきましては、検診を実際に受ける前に、担当からきちんと制度の変更点等々説明を

申し上げ、なおかつ、自分でどうやったら発見できるかというような知識だとか、いろ

いろなことにつきましてお話をさせていただいている機会がございます。その中で、こ

の制度の変更点等々についても徹底させていただいております。

そういう点で、受けられた方につきましては、この内容について十分ご承知でござい
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ます。それでもなおかつ心配ということになりますと、２年目につきましては、自費で

の検診というようなこともあるわけでございますが、その部分につきましてはそれぞれ

がそれぞれの判断で対応していただくというようなことにならざるを得ない部分がござ

います。２年に１回、マンモグラフィー検査で十分発見ができるという点について、強

調されておりますんで、私どももそういう点でその方向で受診者にはお話をさせていた

だいて、ご理解を得るべく努力をさせていただいているところでございますので、ご承

知願えればと存じます。

●委員長（室﨑委員） ８番。

●音喜多委員 子供の麻疹・風疹、これは報道機関でも出ておりまして、ことしから変わ

るんだと。特に、昔はよく三種混合とかというお話あったんですが、この部分が二種混

合で、以前はそのことによって結構副反応というか、そういうこともあったようですけ

れども、今はそれほど怖いものではないよと。こういった形で変わると。

問題は、漏れのないようにということなんですね。今一番やっているように、この間

も、子供ふやせ、ふやせと言うけれども、その子供をいかに大事に育てるかというか、

大人に持っていくかということが大事な過程の一つの予防接種ですから、そこのところ

しっかりやらないと、せっかく１人、２人という子供の中で、途中でそういうことがあ

ったんでは大変な状況ですから、これは行政の責任としても予防接種にはきちっとやっ

ていただきたいというふうに思います。

それから、がんの予防の関係、今、例に例えて乳がんをお話ししていただいています

が、今個々を含めて厚岸町ではがん検診の、胃がん含めて、大腸がんとか、毎年計画を

、 。立てていますが それは従前と変わらない形でやっていけるということでいいんですね

先ほどからその点を、この予算の範疇の中で、十分希望者には対応できるのかという観

点からお尋ねしていますので、その辺もう一度お願いします。

●委員長（室﨑委員） 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。

子供の麻疹・風疹関係でございますけれども、委員ご指摘のとおりでございまして、

私どもも接種漏れが出ないようにというようなことで、12月段階からずっと特例を続け

てきております。日にちも少ないわけでございますが、さらに保護者の方と密接に連絡

をとらせていただく中で、漏れがないような方向に持っていきたいということで、全力

を挙げさせていただきたいというふうに考えております。

それから、がん検診の部分でございますが、17年度計画とほぼ同様の計画がこの予算

でもって18年度組めるのではないかというふうに考えているところでございまして、町

民の方々のニーズには対応できるかなと。もし、予算が足りないような状況が生じまし

た場合については、これはまた別な角度で財政措置をお願いするようなことで、財政当

局と対応させていただければというふうに思っているところでございます。どうかよろ

しくお願いいたします。
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●音喜多委員 いいですよ。

●委員長（室﨑委員） ２目健康づくり費、他にありますか。

14番。

●田宮委員 担当課に１点お伺いするわけですが、負担金の中で２つほどお伺いをいたし

ます。

１つは、北海道総合在宅ケア事業団70万円ですね。それから、釧路支庁管内二次救急

医療業務実施負担金163万2,000円、お伺いします。

●委員長（室﨑委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（豊原課長） 北海道総合在宅ケア事業団への70万円の負担金でございま

す。これにつきましては、あみか21の２階に訪問介護事業所を開設していただいており

ます。この関係で、実は事業団の方に年会費という形で厚岸町の負担分をお支払いして

きているというような状況でございまして、例年同様の額を予算措置させていただきた

いという内容でございます。

さらには、釧路支庁管内二次救急医療業務実施負担金、この部分でございますが、こ

の部分については、昨年12月の17年度予算でもって、17年分については補正をさせてい

ただきました。なぜこの数字が出てきたかということでございますが、実は昭和52年度

から釧路支庁管内の中で、休日または夜間に入院を必要とする重症な患者の方々に医療

を提供していただくというようなことで、国の方で、国庫補助金制度をスタートさせて

おります。実は、その国庫補助制度が平成17年に見直しになりまして、それまでどうい

う状況だったかといいますと、国の方で補助金３分の１を持っていた。それから、道で

３分の１を持っていたという形で、それを釧路支庁管内を代表する形で釧路市がその金

額を受け取り、そして釧路市が３分の１を支出して、管内の救急医療体制をカバーして

いただいていた実態がございます。

それが平成17年度の段階で補助金が廃止をされまして、税源移譲の対象になったわけ

でございます。国の分についての３分の１は所得譲与税に平成17年から入れてあります

と。それから、都道府県分として見ていた３分の１については、普通交付税に入れます

というようなことになりまして、それぞれの市町村に補助金廃止されたことによって責

任が出てきた金額がそれぞれ市町村に配分された形になったわけでございまして、その

中で、管内の市町村集まりまして、この関係について今後どのように対応していくべき

かというようなことで、何度か詰めさせていただいたわけでございます。その結果とし

て、厚岸町としての救急車の出動回数、厚岸町から釧路市へ休日・夜間運搬される方々

結構いらっしゃいます状況を踏まえまして、応分の負担をせざるを得ない、そのような

ことでございまして、昨年12月補正をさせていただきましたし、18年度につきましても

釧路市を代表とする形で、この業務を釧路市を窓口にして釧路市医師会等々と対応して

いただくというようなことで、厚岸町から負担金として支出をさせていただきたい、そ
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んなようなことで予算計上させていただいたところでございます。ご理解願えればと存

じます。

●委員長（室﨑委員） 14番。

●田宮委員 昨年からこういうあれになったんですね。きちんと承知していなくて申しわ

けありませんでした。

国と釧路市で３分の１ずつではないですね、厚岸町で負担するわけですから。もう一

回その辺。

●委員長（室﨑委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（豊原課長） 説明不足で大変申しわけございません。

実は、この総体の事業費につきましては、国から1,000万円、北海道から1,000万円、

釧路市が1,000万円を持ち出していたと。実際釧路市はプラスアルファがあったようでご

、 。 、ざいますが そういう形で平成16年度までは事業運営がなされてまいりました それが

平成17年度の段階で、釧路市がそれまで単独で持ち出していた1,000万円について、人口

、割りでもってそれぞれの市町村が負担すべきじゃないかというようなことになりまして

それで、国勢調査によります人口をベースとしてそれぞれ計算をいたしました結果とし

て、厚岸町の負担割合約5.3％程度になるわけでございます。そういうことで、今回計上

をお願いしております160万円の金額、これが必要となると、こういうような状況でござ

います。

●委員長（室﨑委員） 14番。

●田宮委員 この163万2,000円というのは、どこに使われるんですか。二次救急医療業務

実施負担金というふうに書いてありますけれども、救急車は厚岸町の救急車が走るんで

。 、 。すよね それは厚岸町が持つわけですが どこのところを負担することになるんですか

●委員長（室﨑委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（豊原課長） この費用の使途といいますか、そういう部分でございます

が、実は救急告示病院というような形で指定されている病院がございます。市立釧路総

合病院、釧路市医師会病院、釧路赤十字病院、釧路共立病院、釧路労災病院という形で

ございますが、釧路労災病院はこの部分については独立行政法人でございますので、こ

の対象にならないわけでございますが、残された５つの病院に対しまして、夜間・休日

の当番という形でそれぞれ医師会が指定をしております。そこで待機をする医師、スタ

ッフ、そういう部分の人件費の一部に充当されるという形で使われることで、釧路市と

医師会の間で協議がなされているところでございます。
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●委員長（室﨑委員） 14番。

●田宮委員 管内９カ町村が入っているんですね。

●委員長（室﨑委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（豊原課長） おっしゃるとおりでございまして、平成17年度につきまし

ては、釧路市の合併前のもとの市町村でもってそれぞれ負担をいたしました。18年度に

つきましては８市町村になりますが、新たな枠組みの中で人口割りということで、それ

ぞれ負担をする形になってございます。

●田宮委員 よろしいです。

●委員長（室﨑委員） よろしいですか。はい。

２目まだありますか。

どうしますか。ここから見ていて皆さん非常にお疲れのご様子なんですが、10分ぐら

い休憩とりますか。それともこのまま４時までやりますか。

じゃ、ちょっといい空気吸ってください、10程度。

それじゃ、10分間休憩にします。３時20分から。

午後３時11分休憩

午後３時20分再開

●委員長（室﨑委員） 再開します。

143ページです。３目墓地火葬場費、ありませんか。

12番。

●谷口委員 今、尾幌の墓地の道路はあれ町道ですか、それとも墓地の道路ですか。

●委員長（室﨑委員） 休憩します。

午後３時23分休憩

午後３時27分再開

●委員長（室﨑委員） 再開します。

建設課長。

●建設課長（北村課長） すみません、貴重な時間をお割きしまして。
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ご質問の尾幌の墓地のところの道路でございますが、道道から真っすぐ墓地の手前ま

での真っすぐのところが町道、開龍沢２号道路という形で町道になっております。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 そうすると、いつから町道に。いつ認定したんですか。それちょっとわから

ないか。

なかなか町道にならないように話を聞いていたような気がしたもんですから伺ったん

ですけれども、あの道路そのままですよね。別に改良したわけでもないし、路盤改良一

切やっていませんよね。ただ、以前の道路というか、道路側溝というのか、もともとの

小川というか、その縁を今通っているわけですけれども、以前にあの道路を通行する車

が砕石等をはね飛ばして、隣接する農地に石を飛ばして農業機械を壊してしまったとい

うことがありましたよね。

それで、それらに対する対応もやっぱり必要ではないのかという話をしてきているん

ですけれども、今後、それらについての対応だとか、あるいは砕石等が飛ばないような

何か方策を考えているのかどうなのか。それについてお伺いをしたいというふうに思い

ます。

●委員長（室﨑委員） 建設課長。

●建設課長（北村課長） 道路整備そのものは地域要望を受けながら、それぞれ現況を見

ながら、限られた予算の中で整備進めている関係で、特に、開龍沢の２号道路について

は、地域要望の中では、今質問者言われるお話もありましたし、特に真っすぐ行って墓

地への入り口のところが段差というか、かなり極端にあったと、そういう要望がありま

、 、して そういう分については一応直営である程度スムーズに上れるような方法というか

一応補修等は行って対応しておりまして、やはり、あと砕石等の飛散そのものについて

はやはり凹凸やなんかないように適宜整備するような、整備というか、ある程度維持管

、 、理しているという手法で 今現在のところそういう対応をしている形でございますので

ただ、いずれにいたしましても、やはりそういう砕石の飛散とかいろいろ考えたときに

は、終局はやはり舗装とかが望ましいという形になると思いますけれども、今現状の中

ではなかなかまだそこまで手がついていかないという形でございますので、今の飛散等

をしないような形での路盤を考えていきたいというふうに思っておりますので、ご理解

いただきたいと思います。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 あの墓地も以前すごい墓地だったのを町の方で一定程度整備して、区画もき

ちんとしていただいて、現在の形になっているわけですよね。そういうことで、年々あ

そこに墓地も建ってきている、それぞれの家庭のね。そういう状況なもんですから、当

然行き交う車も多くなってきているんですよね。そうすると、やはりまた以前のような
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。 、事故が起きることになるんではないのかなというふうに考えるんですよ そうであれば

完全な舗装というのはやはり今の財政状況からするとなかなか難しいのではないのかな

というふうに考えるんですけれども、やはり飛散しないような方向、何らかの形ですべ

きではないのかなというふうに思うんですが、その点について考え方をお聞かせいただ

きたいというふうに考えます。

●委員長（室﨑委員） 建設課長。

●建設課長（北村課長） 一応、各地区まだ未整備の道路というのはたくさんあります。

その中でもやはり、特に今言ったように、もちろん牧草地がそばですから粉じんの問題

もあるだろうし、石の飛散の問題もあると思います。そういう辺の中でやはり現況を見

ながら、今限られた予算の範囲の中で維持補修を努めていきたいと。そして、やはり現

況に応じて、どんどん当然利用頻度も、もう間もなく彼岸が始まりますし、当然そうい

う時期に当たってきていますから、このたびはとりあえず除雪だけ今していますけれど

も、そういう状況を見ながら整備を進めたいな。維持管理をして、できるだけそういう

飛散とか、迷惑のかからない手法を用いていきたいというふうに考えております。

、 、 、それから 先ほど町道の認定はいつなのかという形で 大変遅くなりましたけれども

認定は平成３年12月24日に一応認定されておりますので、ご理解いただきたいと思いま

す。

●谷口委員 いいです。

●委員長（室﨑委員） 他にこの目、３目ございますか。

３番。

●南谷委員 ３目、本年度1,213万4,000円という計上がなされておりますし、この中身に

ついてもちょっと見させていただきました。炉の改修で590万円ほどかかる。それで、斎

場、それから霊園、さらには墓地ということでそれぞれ管理委託もされている。それぞ

れこの時期大変出向く機会も多い場所でありますし、できれば向かいたくないところで

ございますが、皆さんいずれは世話になるところでございます。町民の皆さんが皆さん

お世話になる可能性のある場所でございますので、管理運営について、どのような管理

をされているのかということで非常に気になります。

私も火葬場の方に出向かなければならない場面もありますし、いろいろと人の出入り

するところでございますが、管理委託もしている。この数字ずっと見ていきますと、実

際に前年度対比しても管理運営費というものが、実際消耗品的なものですね、しっかり

補完なされているのかどうなのか。過去に、私の記憶ですけれども、畳がすり切れて、

座るとソックスに畳の破片がついたり、ズボンのすそにいっぱい畳の折れ切れがつくと

か、こういう問題、それから、周りの芝の刈り状態もなかなか思わしい状態でない時期

もございました。

私が申したいのは、このように数字でこう毎年毎年１割くらいずつ経費削減してきて
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、 。 、 、いるんだけれども 管理委託もしている だけど 皆さんが利用されるところですから

人の出入りも多い。町何やっているんだと、こういうことになってはまずいんで、特に

しっかり対応をしていかなければならないところと思いますが、いかがでしょうか。

●委員長（室﨑委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） お答え申し上げます。

ご質問者おっしゃられるように、斎場の控え室の部分、座ると敷いてある部分から、

あそこに入られる方は黒っぽい服装されます。そうすると座ったときにそういった汚れ

みたいな、何ていうんですかね、ちりというんですか、そういったものがちょっとつく

というお話もあったと思いますが、その件につきましては、数年前に、16年に、１度張

りかえをさせていただいております。花ござというものですけれども、それで張りかえ

させていただいていると。

それで、昨年、そういったことに心配される町民の方がいまして、座られる方のため

に座布団を寄贈したいという大変ありがたいお話がございました。使っていたものなん

ですが、もう廃棄するのもどうかなと。そういう斎場のそういった状況も知っておられ

た方でして、そういった方の厚意によりまして、そういった座布団を控え室のそういう

、 。ものを入れる場所あるんですけれども その中にも現在備えさせていただいております

ちょっと汚れがあったもんですから、１度町の機関の洗濯機のあるところで、そのカバ

ーを洗濯はしてございます。古いものですから、ちょっと汚れは、座って汚れがつくと

いうものではありませんけれども、きれいな状況ではありませんけれども、そういった

状況にある場合はそういう座布団を利用できるという状況にあります。

それから、昨年は、その前にありますけれども、フロアの部分、ここも大変傷んでご

ざいました。その部分についても、これは17年度におきまして全面張りかえさせていた

だいています。そういった状況にありまして、過去にはトイレなどの上を囲っていたと

いうこともありまして、それも直した経過もございます。そういった利用者の方のそう

いう声を少しずつ反映させた中で、少しずつ使いやすい内容に変えているところでござ

います。

今後、また何かそういうお気づきの点がありましたら、利用者の方から声がまた届く

ことと思いますので、そういったときには財政的な部分もございますけれども、そうい

った内部協議をさせていただいて対応してまいりたいと思いますので、よろしくご理解

のほどよろしくお願い申し上げます。

●南谷委員 よろしいです。

●委員長（室﨑委員） 他に３目ございますか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ先へ進みます。
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４目水道費、５目病院費、６目乳幼児医療費。

２項環境政策費、１目環境対策費。

８番。

●音喜多委員 間違えました。次です。

●委員長（室﨑委員） １目環境対策費、ありますか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ先へ進みます。

２目水鳥観察館運営費。

３番。

●南谷委員 水鳥観察館運営費についてお尋ねをさせていただきます。

1,505万5,000円の乗降施設整備事業、これ、私の聞いているところでは、３カ所の乗

、 、り場の改修工事をなされるということだそうでございますが 一般財源から75万5,000円

地方債から1,430万円を拠出してこの事業を行われるということでございますが、まずは

第１点目にお尋ねをさせていただくのは、地方債の1,430万円、一般財源からの拠出です

から、後から見返り交付税というんですか、このことについては50％と判断をすればよ

ろしいのでしょうか。

次に、２点目でございますが、どのような状況になっておって、今回改修に至ったの

か、この経過について簡単に説明をしていただきたいなと思います。

さらには、今回改修をされるわけでございますが、どのように改修をされるのか、従

来のままで改修工事をするのか、この状況について。

さらには、もう１点なんですけれども、改修することの今後の与える影響みたいなも

のがあればお答えを願いたいと思います。

●委員長（室﨑委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） 私の方からは、財源内訳についてお答えいたします。

地方債の1,430万円につきましては、町債の中の環境政策債にあります別寒辺牛湿原カ

ヌー乗降施設整備事業債、過疎債でございます。

交付税措置につきましては、元利償還金の70％が基準財政需要額に算入されることに

なっております。

●委員長（室﨑委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） お答え申し上げます。

まず、改修に至る経過でございます。水鳥観察館のカヌーの乗降施設は平成６年度に
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建設されてございます。その形状なんですが、出発点、中間点、終点ということで、場

所もご質問者は大体ご存じのことと思いますが、いわゆる川の流れに沿って階段式と申

、 。しましょうか 段差のついた状況でだんだん川の方におりていくという状況になります

その階段のところの足のおろす場所は、10センチから15センチぐらいの栗石というん

でしょうか、大きな石をそこに敷き詰めているという状況でございます。

ところが、それが大雨のときにだんだん土砂の堆積が進んでまいりました。水も水位

の高低によりまして、例えば低いときに利用するときには、その泥の中に足を踏み入れ

ながらカヌーを利用しなければならないということがあります。それから、増水してい

、 。 、るときには その割り石の上に足を乗せると その上には泥がついているわけですから

大変滑りやすいという状況がございます。それから、割り石の上にカヌーを乗せるとカ

ヌーの底が傷むと。特に底をするという状況になりますと、プラスチック系はそのする

ということには大変弱いというふうに聞いております。傷つくという状況もございまし

て、 近、これは徐々に出てきているんですが、そういう状況があらわれ出したのは、

建設されてから二、三年くらいからそういう土砂の堆積が少しずつ進んでいるというこ

とが、このカヌーの利用者の声として私どもの方に届きました。これは去年の６月くら

いだったと思いますが、そういう状況にありますよということでございまして、カヌー

の運営をずっと続けておりまして、そういう状況にあるということは承知は代々されて

おったわけですけれども、だんだん少しずつそういう状況がひどくなってきたというこ

とであります。

それで、どういうふうな利用されているかというと、ほとんどその場所を利用してい

ないということもわかりました。その横に自然の、例えば出発点のところですと、そこ

の川の横にピッチー川という本当の小川があるんですけれども、小川のところにカヌー

を出して、そこに……

●南谷委員 議長、簡略にお願いしたいんですよ。現状のままと、今回改修するのとどう

違うんだというぐらいで、僕はよろしいです。

●委員長（室﨑委員） 質問者の意図に対してお願いします。

●環境政策課長（小島課長） はい、わかりました。

失礼いたしました。そういう状況の中で非常に使いにくいと。

改修の内容でございますが、その段差の部分は変えまして、斜路式にしたいというこ

とでございます。その斜路の形状は木を使うということでございます。木を使うと腐る

ということがございますので、どうしても防腐加工は必要でございます。

現在、環境省の東北海道事務所の方と打ち合わせをさせていただいていますが、知床

の個々のところに木道を昨年つくられたそうです。そこでは環境省指定の防腐剤がある

と。この防腐剤は自然への影響がないということで、環境省が認めたものであるという

ことでございますので、その防腐剤を使用した材ということを想定して斜路式にしたい

という内容がまず１点でございます。

それから、出発点のところの駐車場から乗降施設までに行くまでに、実は木道がござ
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います。木道の縦のくいがいわゆる凍上によりまして、不等に盛り上がったりなんかし

ています。それから、横にはりの太い材があるんですけれども、それも腐食が進んで、

一部には足を乗せるとするっと落ちそうな部分もあって、毎年直しているんですけれど

も、もうくぎもきかないところがありまして、裏から板を張りつけたりなんかして落ち

ないようには施しているんですけれども、それももう限界に来ているなということであ

りまして、その部分は取っ払いまして、その部分は駐車場に沿って小山があるんですけ

れども、小山に沿って石を敷いた形で少しずつ下がるような形状に変えたいなというこ

とでありまして、こういった内容の改修をしたいという内容でございます。

影響というのは環境に対する影響ですか。

●南谷委員 いや、入り込み数。

●環境政策課長（小島課長） こういった状況にあるものですから、大変カヌーの利用者

の方はいわゆる情報交換が盛んでございます。ですから、厚岸町の施設はこういう状況

にあるよということで敬遠される向きもあるのかなというふうに思いますので、こうい

う自然に配慮した工法で木を使ってこういった改修をしたということで、これをアピー

ルして、もっと厚岸町のすばらしい環境を知っていただく手段にもしたいなというふう

に考えてございますので、ご理解願いたいと思います。

●南谷委員 あと１点、当該年度の実際の入り込み数だけ。

●委員長（室﨑委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） お答え申し上げます。

17年度、直近の数字でございます。もう冬ですから利用されておりませんので、一応

、 、締めたという形にさせていただきたいと思いますけれども 平成17年度につきましては

256艇、651人でございます。

●南谷委員 はい、わかりました。

●委員長（室﨑委員） ほかに２目ありますか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ先に進みます。

３目廃棄物対策費、ありませんか。

４目ごみ処理費。

３番。

●南谷委員 ごみ処理費。この科目の中で一番大きいごみ処理場の件につきましてお尋ね
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をさせていただきたいなと思います。

ごみ焼却処理場整備事業でございます。今般２億1,000万円の事業費が計上されており

ますが、この関係についてお尋ねさせていただきます。

私の知っている情報では、焼却炉の改修というんですか、大気汚染の基準をクリアす

るために何か改修をされるというお話を伺ったわけでございますが、この関係につきま

して、設立当時からの経過について、私が議員になってから、まずこの建物がかなり前

に、昭和52年ごろに着工をされたやに聞いております。以来、１回改修工事をなさって

おると。この辺について、年次とこの事業の推移というものについて、まずもってお尋

ねさせていただきます。

●委員長（室﨑委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） お答え申し上げます。

まず、ごみ焼却処理場でございますが、これ、ご質問者おっしゃられましたように昭

和50年から51年の２カ年にかけて建設されまして、稼働は昭和52年からでございます。

処理能力は８時間で22トンの能力を持っているということでございます。その後、平成1

3年度でございます。いわゆるダイオキシン類の対策特別措置法という法律に基づきまし

て、ダイオキシンの排出基準が設けられたということで、これに合致する改造工事が必

要になったということでございます。ダイオキシン、それからばいじんというその他の

項目もございますが、大まかに言うとその２つに対応する必要があるということでござ

いまして、平成13年度の５月21日に着工いたしまして、13年11月12日に検定をしてござ

います。金額は１億5,718万5,000円をかけて、その規制値をクリアするための改造工事

を行ったという内容でございます。これが今までのこの施設に対する改造の経過、大ま

かではございますが、そういう経過があるという内容でございます。

●委員長（室﨑委員） ３番。

●南谷委員 平成13年５月21日に、今回法の基準改正というんですか、ダイオキシンの対

策とばいじん対策の法律がある程度変わって、この時点で一つの改修工事を基準クリア

のために１億5,000万円ほどで改修をすると。そうしますと、それから約５年ですね。平

成17年、18年ですからね。今回、これだけの工事をしなければならない理由というのは

何ですか。

●委員長（室﨑委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） 大まかに言いますと３点ございます。

まず１点が、施設の老朽化対策でございます。

まず、外に35メートルの煙突がございます。この煙突につきましては、鉄筋コンクリ

ートづくりでございますが、現状を見ますと上部の方から縦に亀裂が入りまして、煙が

既にそこから漏れて、強い風のときはその亀裂のところから煙が一部出るという状況が
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あります。これにつきましては、平成11年度に耐震の診断をしてございまして、その対

応を求めざるを得ないという状況があろうかと思います。

と申しますのは、当時の診断でございますが、震度５の地震が来た場合には、倒壊の

おそれがあるという診断がその当時出てございます。その後、私も調べてみましたが、

平成16年12月６日でございますが、震度５強の地震がございます。それから、平成17年

１月18日、これも震度５強でございました。単なる震度だけでは地震の揺れの大きさを

あらわす幅が大き過ぎます。

それで、当時、震度５という想定の数字ですけれども、これは大きさをあらわす数値

としてガルというものがございますが、142から174ガルまでの強度しかないということ

でございました。幸いにして、この２回の震度５強の地震のときにはそこまで達してお

りません。ということで倒壊しなかったと考えられます。

ただし、いろいろな情報をしんしゃくしますと、これから釧路沖、十勝沖、根室沖に

かけて大地震の発生する可能性があると。その場合は、この対応する強度以上の地震は

発生する可能性があるわけですから、それに対応した改造をする必要があるという判断

でございます。これがまず１点でございます。

この耐震構造につきましては、昨今いろいろにぎわしてございますが、震度６強、い

わゆる250から400ガル、このあたりまでの耐震構造を持った構造、これは構造基準がご

ざいますので、それに対応した煙突にかえたいという内容でございます。これがまず１

点でございます。

内容につきましては、どれが重要かという問題がございますけれども、そういうこと

は別にしまして、ちょっとお話しさせていただきたいと思います。

それから、２点目が、その平成13年度に改造した排出基準をクリアするための設備で

ございますが、実はこれ自体が腐食して、もうかなりの悪い状況になっているというこ

とでございます。

なぜそうなったのかということでございますが、実は、マルチクロンスクラーバー方

式といいまして、水を使って煙に含まれる有害なものを取り除くという方式でございま

して、その水が悪さをしまして、アルミ、鉄系統のものでできているんですけれども、

そういったものの腐食が始まっているということでございます。これがわかったのが、

昨年１月ぐらいに、実は誘引送風機といいまして、煙を引っ張る大きな扇風機のような

ものでもって煙を引っ張るんですけれども、そこのところが機能しなくなったんで、い

ろいろ調べた経過がありまして、そのときに、除去する一つの装置であるマルチクロン

の中ものぞいたところかなりぼろぼろになっていたということがわかりました。そのマ

ルチクロンの部分から後ろの方まで、煙突に出るまでの沿道から、それからスクラーバ

ーという機能もあるんですけれども、そちらも含めまして、何とか補修、補修で現在ま

で来ているということでございます。

それから、ちょっと規模的には小さいんですけれども、計量器もございまして、これ

も建設時から使っているものでございますが、もう交換部品がないということで、壊れ

た場合には即計量不能になってしまいますので、そういったものを含んでございます。

それから、次に、２点目でございますが、実は大気汚染防止法によるばいじんの排出

基準というのがございますが、この部分につきまして、基準を守れないときがあるとい



- 71 -

うことでございます。これは、年２回検査するわけでございますが、この基準を守れな

いときがあるということでございまして、どちらかというと守れないときの方が多いと

言った方がいいかもしれません。

そこで、平成16年10月でございますが、このときにも検査のときに、１号炉、２号炉

とも超過してございますが、そのときに釧路支庁等の担当者との間で、そろそろその場

その場の補修でなくて、もっと抜本的な対応を考えた方がよろしいのではないかという

指導が当時ございました。

そういったことがございまして、これは法基準でございますから守らなければなりま

せん。それで、そういう排出基準を守るための設備自体が、先ほど申し上げたとおり腐

食の進行によりまして、だんだん機能していかない状況になりつつあるということで、

これについてもやっぱり内容をかえなければ、これから継続的にごみの焼却運転はでき

ないだろうということでございます。

それから、３つ目でございますが、これ焼却能力の低下というものがございます。現

、 。在は大体１日の処理量が16トンでございますが 平均すると12時間かかってございます

当時は22トン、これを８時間で焼却するということでございましたが、当時から比べる

と、ごみ質のカロリーと申しますが、そういったものの変化もございまして、非常に能

力の低下がきているということで、これも平成13年度の改修後、そういった排出基準守

、 、るために設備にも幾分負荷がかかっているのかなと思いますが そういった状況の中で

だんだん能力的にも落ちてきているということでございまして、この３点について、対

応する改造が必要であるということでございます。

●委員長（室﨑委員） ３番。

●南谷委員 １点目はわかりますよね。耐震上の問題がある。

２点目でございますけれども、不可解だなと。２点目、３点目、やや似ていると思う

んですけれども、13年に少なくとも改修工事をやられているんですよね。たかだか四、

五年ですよ。で、これだけの金額かけなければならない。そこのところに非常に私は矛

盾を感じるんですがね。

それから、３点目なんですけれども、町の実際に使われる量の処理する数量がどうな

のかという問題もあったと思うんですよね。結果的に、今説明されたんだけれども、対

応し切れなくなってきているのも実態としてあるのかなということわかるんですけれど

も、しからば、この13年度のときの工事に、改修のときでおたくらは見通しも含めて甘

かったんじゃないですか。いかがですか。

●委員長（室﨑委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） 確かにご質問者言われる、結果的には言われるとおりにな

ってしまったということでございます。

もう少し経過をお話し申し上げますと、当時、13年度に改造した業者は、実は性能保

証というものを担保してございました。これは２年間でございます。13年度に改造工事
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をしたわけでございますが、その後、ばいじん量の測定をした結果、上回る状況が14年

度で発生したということでございまして、一部後ろの方のスクラーバーという機能でご

ざいますが、そこの大きな改造をこれは業者負担で行ってございます。この改造を14年

度に行ったということでございます。

その後、その業者は、14年度の次の１月、15年１月に倒産してしまったという事情が

ございました。その前の12月には、さらにその設備を厚岸町のために改造したいという

提案もあった直後に、翌月に倒産してしまったという状況がございまして、その会社の

施工内容でございますので、その内容を引き継ぐ業者がなかなかいないということで、

その後現場的には大変苦労しながら今日まで運転してきたという状況がございます。

結果的には、そういう腐食構造になっているなんていうことは、当時は思いもしなか

ったと。当時は補助事業でございましたんで、申しわけございません、道のその改造の

内容については、道とも打ち合わせをしてございまして、道もその改造については認め

たということがございます。ですから、厚岸町が単独でその改造をしたわけではござい

ません。北海道におきましてもその改造については認めたと、この対応でもって規制値

をクリアすべく補助してくださいという内容だったもんですから、その工事を行ったと

いう内容になってございます。

●委員長（室﨑委員） ３番。

●南谷委員 なかなか順々に私のトーンも下がってくるんですよね、正直言って。よく委

員長言われるんだけれども、町のお金は町民の皆さんの血税ですよ。本当にしっかり、

やっぱり事を行うに当たっては 善の注意と 善の努力をしてしっかりやってもらわな

ければならないもんだと、私も思いますよ。今回、このように２億何ぼの計上している

んだけれども、大丈夫なんでしょうか。

●委員長（室﨑委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） ご質問者心配されるのは当然だと思います。当時の請け負

った業者でございますが、資本金が300万円の有限会社だったという点がございまして、

大変当時は多分、 後は資金繰りに詰まったんだというふうに想像できます。技術的に

は厚岸町が初めてでございませんで、全国的にそういった補修対応をするという経験が

あったということで、指名に入ったということでございます。

いかんせん会社的には小さかったということもございますので、今回のこの予算の執

行に当たりましては、きちんとした、もっと対応できる、例えば資本金についてもきち

んと調べる、経営的にも調べるということで、納得のいく業者の選考に意を尽くしてま

いりたいというふうに存じるところでございます。

●委員長（室﨑委員） いいですか。

●南谷委員 はい。
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●委員長（室﨑委員） ４目ごみ処理費、他にございませんか。

（発言する者あり）

●委員長（室﨑委員） ごみ処理費でとめますね。この費目、締めないでとめてよろしい

ですね。

それでは、あしたは４目から入りますので、４目途中ということでやめます。

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、これにご異議ござ

いませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（室﨑委員） ご異議なしと認めます。

よって、本日はこの程度にとどめ、明日に延会いたします。

午後４時08分延会

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１５日

平成18年度各会計予算審査特別委員会

委員長


