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厚岸町議会 第２回定例会

平成19年６月20日

午前10時00分開会

●議長（南谷議員） ただいまより平成19年厚岸町議会第２回定例会を開会いたします。

●議長（南谷議員） 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（南谷議員） 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、３番、佐々木議員、４番、

髙橋議員を指名いたします。

●議長（南谷議員） 日程第２、議会運営委員会報告書を議題といたします。

委員長の報告を求めます。

10番、谷口委員長。

●谷口委員長 議会運営委員会より、第２回定例会の議事運営について、去る６月18日、

委員会を開催し、協議をいたしました。その結果についてご報告申し上げます。

（１）報告についてでありますが、諸般報告、例月出納検査報告、行政報告が行われ

ます。行政報告については、有明町営住宅の火災について、さらに学校適正配置計画に

ついてであります。

議会提出の案件についてであります。推薦第第１号 農業委員の推薦については、本

会議において審査をいたします。発議案第３号 厚岸町議会広報特別委員会の設置につ

いては、本会議において審査をいたします。選挙第６号 北海道後期高齢者医療広域連

合議会議員の選挙については、本議会において選挙を行います。意見書案第４号 医師

・看護師不足の解決と地域医療を守る要望意見書、これについても本会議において審査

をすることにいたします。議員の派遣について、これについても本会議にて議決をする

ことになっております。

各委員会から予定される案件であります。閉会中の継続審査の申し出については、各

常任委員会及び議会運営委員会から提出されます。

、 。 。次に 町長提案の議案についてであります 報告第５号から７号についてであります

これについては、本会議において審査をいたします。議案第43号、人事案件でございま

すが、これについても本会議で審査をいたします。議案第44号から46号、一般議案であ

ります。これについても本会議において審査をいたします。議案第47号から49号、条例

の制定でありますが、審査方法は本会議において審査をいたします。議案第50号から52

号、これについては一般会計ほかの補正予算であります。各会計補正予算審査特別委員

会を設置し、これに付託し、会期中の審査をすることといたします。
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次に、一般質問でありますが、通告者は５名であります。

後に、会期の決定についてでありますが、本日６月20日より22日までの３日間とい

たします。

以上でございます。

●議長（南谷議員） 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（南谷議員） 日程第３、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。

本定例会の会期は、ただいまの議会運営委員会報告にありましたように、本日から22

日までの３日間といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） ご異議なしと認めます。

よって、本定例会の会期は本日から22日までの３日間とすることに決定しました。

なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付いたしました予定表のとおり

でありますので、ご了承願います。

●議長（南谷議員） 日程第４、諸般の報告を行います。

まず、本定例会に提出され、受理されております議案等は別紙付議事件書のとおりで

ありますので、ご了承願います。

次に、平成19年３月７日開会の第１回定例会終了時から本日までの議会の動向は、お

おむね別紙報告書のとおりでありますので、ご了承願います。

なお、６月12日、札幌市で開催されました北海道町村議会議長会第58回定期総会に私

が出席いたしましたので、関係資料の一部を配付させていただきました。

この際、議員の皆様に申し上げます。関係資料の詳細につきましては、別途議員控室

に備えることにしておりますので、ご了承いただき、後ほど閲覧し、ご参考に供してい

ただきたいと思います。

以上、諸般報告といたします。

●議長（南谷議員） 日程第５、例月出納検査報告を議題といたします。

今般、監査委員より、別紙のとおり例月出納検査報告がなされております。ご参考に

供していただきたいと思います。

●議長（南谷議員） 日程第６、行政報告を行います。

、 。町長及び教育長から行政報告が求められておりますので これを許したいと思います

町長。

●町長（若狹町長） おはようございます。
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町営住宅有明団地の火災につきまして行政報告をさせていただきます。

平成19年５月25日午後９時50分ごろ、有明町17番地１の昭和55年建設の簡易耐火平屋

建て１棟４戸の２号室より出火し、面積約66.68平方メートルが内部全焼したものであり

ます。

出火原因につきましては、厚岸町警察署と厚岸消防署の現場検証によりますと、入居

者の過失によるたばこの火の不始末が出火原因と推定されており、早期の消火活動によ

って、隣接住宅への延焼は免れ、同日午後10時55分ごろ鎮火を見たものであり、入居者

などに人的被害がなかったことが不幸中の幸いでありました。

被災入居者については、現在、一時的に親類に身を寄せておりますが、今後の入居対

応などについて、同団地内の空き住宅に入居してもらう方向で話し合いを進めていると

ころであります。

被災住宅などの復旧につきましては、５月26日９時30分からの現場検証後、立ち入り

できないように閉鎖作業を実施するとともに、同日、電気回線ケーブルの復旧を行い、

またＮＴＴケーブルの復旧と消火活動によって水をかぶった１号室の天井と床につきま

しては、５月28日に通常どおり生活できるよう復旧作業を行ったところであります。

この火災による被害総額は、建物の減価償却を考慮しますと、約276万4,000円と試算

されており、これに対する損害賠償請求は、被災入居者の事情などを調査した上、町の

顧問弁護士と相談した結果、賠償に応じられる経済状況ではないと判断され、請求は行

わないことといたしました。

被災住宅の復旧方法でありますが、全面復旧を行うとすれば約966万9,000円となりま

すが、被災住宅は耐用年数30年のところ27年を経過しようとしており、残りの耐用年数

と費用対効果を考え、全面復旧は行わず、全焼した内部の撤去と補強工事にとどめるこ

ととしたところであります。

なお、この復旧費用につきましては、本定例会に補正予算を上程いただいております

ので、議決後、速やかに実施する予定でありますことを申し添え、行政報告といたしま

す。

●議長（南谷議員） 次に、教育長からの行政報告を許します。

教育長。

●教育長（富澤教育長） おはようございます。

私の方からは、このたび策定いたしました厚岸町立学校の適正配置計画案についてご

報告させていただきます。

お手元に配付の厚岸町立学校適正配置計画案を資料としてごらんいただきたいと存じ

ます。

全国的な少子化により児童生徒数が減少し、学校の小規模化が進んでいますが、厚岸

町においても例外ではありません。学校教育は、団体を行うことを基本としており、学

校全体あるいは１学年の児童生徒数や学級数が減少していくことにより、児童生徒の教

育条件、教育環境、学校運営等にさまざまな問題が生じてきています。児童生徒の健や

かな成長を促すためには、一定規模以上の学校で教育が行われることが望ましく、その
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ためには、各学校が適正に配置されることが必要です。教育委員会では、平成15年から

地域における学校のあり方について、関係地域での懇談会を開催しながら、意見を聴取

してきました。本年度においても、地元関係者との話し合いをさせていただきました。

その話し合いの内容を踏まえ、このたび厚岸町の児童生徒数の将来推計と学校施設の状

況を見据えながら、小中学校の適正規模、適正配置の基本的な考え方を整理し、厚岸町

立小中学校の適正配置計画案を策定いたしました。

本計画案の策定に当たっては、大まかに２つの視点を持って検討をいたしました。１

つには、学校小規模化による児童生徒の教育条件、教育環境、学校運営等の面からの検

、 、 、 。討 ２つ目には 学校施設整備上の問題 特に施設の耐震性についての検討であります

まず、学校小規模化による問題ですが、厚岸町による人口推移は、資料編１ページか

ら２ページのデータのとおり、平成４年から平成19年までの15年間で2,443人、18％減少

しています。このうち、ゼロ歳から14歳までの人口が46％減少しているのに対し、65歳

以上の人口は66％増加しており、少子高齢化が顕著にあらわれています。特に、少子化

については、児童数、生徒数及び学級数それぞれ資料編３ページから12ページまでの資

料２、３、４において、その影響は明らかです。

このような状況から、学校においては、計画案２ページにもお示ししているような児

童生徒の指導上や学校運営上の問題点があり、厚岸町教育委員会としても、将来を展望

した厚岸町全体としての教育効果の検討が必要と考えます。

さらに、近年、児童生徒の社会性の低下が指摘される中、学校教育においても、自主

性、主体性、社会性、協調性をはぐくむことがますます重要となってきています。この

ための教育を効果的に展開するためにも、一定規模の集団を確保することが必要となっ

てまいります。

学校規模について申し上げますと、文部科学省の基準では、１校で12学級以上18学級

以下が適正な規模を規定されています。しかし、厚岸町内の地域事情では、この基準を

適正な規模として学校の配置計画を策定するわけにはいきません。そこで、厚岸町が考

える適正規模として、 低でも同級生がいることと、教職員配置が必要 低限確保でき

る規模として、小学校12人３学級以上、中学校６人２学級以上と方針づけました。

もう一つの視点であります学校施設状況及び今後の施設整備の見通しについてであり

ます。

学校施設の安全確保についてはもちろんですが、特に500年間隔地震の可能性が示され

ている今、耐震性を確保できる学校の施設整備が求められています。しかし、さらなる

財政改革を進めなければならない現在の厚岸町の経済財政状況では、学校施設の老朽化

への対応及び耐震化推進計画の策定に当たっては、今回示す一定の学校規模以上であっ

ても、多額の事業費を要する施設整備は極めて難しい状況であります。したがって、学

校の統廃合も含めて本計画案において、もう一つの柱として検討することといたしまし

た。

現在の町立学校における耐震に対する現況は、町立学校13校中９校が昭和56年の新耐

震基準施行以前に建設された建物であり、老朽化も進んでいることから、その安全性の

確保が急務であります。これまで、平成16年度に耐震化優先度調査、昨年度までに耐震

診断における第一次診断を実施してまいりました。これらの状況については、計画案の
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４ページから６ページにありますように、今後も耐震診断及び耐震化事業が必要となっ

ている状況です。

以上、本計画の柱とも言うべき２つの視点についての検討結果と今まで実施してきた

地域との協議内容も勘案して、厚岸町における小中学校適正配置計画の具体的な内容を

次のとおり示します。

１、厚岸小学校、真龍小学校、太田小学校、床潭小学校及び太田中学校については、

現状維持とします。

２、厚岸中学校、真龍中学校については、学校配置の面では現状維持としますが、施

、 、 。設面では耐震化事業が必要であり 耐震診断を行った後 耐震補強の計画を策定します

３ 上尾幌小学校及び上尾幌中学校については 小学校が平成20年度 中学校が平成23、 、 、

年度に在校生がゼロになることから、平成21年４月をめどに、真龍小学校及び真龍中学

校への統合を進めます。

４、尾幌小学校、厚静小学校及び尾幌中学校については、厚岸町における基本的な学

校規模が将来的には維持できなくなってきていることや、施設面での老朽化が著しく、

耐震化に向けた大規模改修または改築が必要な状況であります。しかし、近年の厳しい

財政状況では、その施設整備は極めて困難であることから、厚静小学校においては、平

成20年４月をめどに真龍小学校への統合、尾幌小中学校については、平成21年４月をめ

どに、真龍小学校及び真龍中学校、あるいは太田小学校及び太田中学校への統合を進め

ます。

５、高知小学校及び高知中学校については、学校規模の状況から、統合が必要と考え

ますが、当面、施設面での整備が必要ないことや、地理的条件による通学時間等の問題

もあり、当分は統合年度を示さず、継続的に協議を進めます。

６、片無去小学校及び片無去中学校については、学校規模の状況から、統合が必要と

考えますが、耐震化を含む整備についての優先度が低いことと、児童生徒の減少が予測

より緩やかであり、今後も少ないながらも安定することから、今後とも継続的に協議を

進めてまいります。

７、 後に、現在、休校中の糸魚沢小学校については、平成21年４月をめどに廃校と

すべく、地域との協議を進めます。

次に、統廃合の通学対策及び今後の取り進め方については、９ページ記載のとおりで

すが、学校の適正配置は極めて難しい問題であります。しかし、義務教育においては、

、児童生徒一人一人に対する教育の内容や水準に学校ごとの格差があってよいはずはなく

教育条件、教育環境について、十分な配慮がされるべきであると考えます。

しかし、各学校には、それぞれの歴史とともに、地域社会との深い結びつきを持って

います。これらを踏まえ、今後とも保護者、地域住民の意見を尊重し、学校、地域、行

政が連携しながら進めていく必要があります。

以上、本計画案についてご報告申し上げましたが、今回の計画策定に当たり、私ども

、 。 、が常に念頭に置いたのは 子供たちにとってどうなのかという視点であります 今後も

その視点を変えることなく、計画実現に向け努力してまいりますので、ご理解いただき

ますようお願い申し上げ、行政報告といたします。
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●議長（南谷議員） これより、行政報告に対する質疑を行います。

なお、報告に対する質疑は、厚岸町議会会議運用内規22にありますとおり、内容の疑

義をただす程度にとどめていただきます。

（な し）

●議長（南谷議員） なければ、以上で行政報告を終わります。

●議長（南谷議員） 日程第７、推薦第１号 農業委員の推薦についてを議題といたしま

す。

本件については、平成19年５月31日付をもって、議会が推薦する学識経験を有する現

職の委員２名が辞任されましたので、本定例会で新たに推薦しようとするものでありま

す。

お諮りいたします。

議会が推薦する農業委員の人数は２名とすることにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） ご異議なしと認めます。

よって、議会が推薦する学識経験を有する農業委員の人数は２名といたします。

次に、２名の委員の推薦の方法についてお諮りいたします。

12番、岩谷議員。

●岩谷議員 議長の指名にてお願いしたいと思います。

●議長（南谷議員） ただいま、議長の指名の声がありますが、これにご異議ありません

か。

（ 異議なし」の声あり）「

（ ） 、 。●議長 南谷議員 ご異議なしと認め 議長において選考することに決定いたしました

暫時休憩いたします。

午前10時25分休憩

午前10時25分再開

●議長（南谷議員） 再開いたします。

それでは、選考結果を申し上げます。

議会が推薦する学識経験を有する農業委員には、安達由圃さん、石澤由紀子さん、以
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上２名を選考いたしました。

まず、本件の議事については、安達議員は地方自治法第117条の規定により除斥されま

すので、退席を求めます。

いないですね。

（安達由圃議員退席）

●議長（南谷議員） 初めに、安達議員についてお諮りいたします。

安達議員を推薦することにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） ご異議なしと認めます。

よって、安達議員を農業委員に推薦することに決定いたしました。

、 、 。次に 石澤議員は地方自治法第117条の規定により除斥されますので 退席を求めます

（石澤由紀子議員退席）

●議長（南谷議員） 石澤議員についてお諮りいたします。

石澤議員を推薦することにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） ご異議なしと認めます。

よって、石澤議員を農業委員に推薦することに決定いたしました。

●議長（南谷議員） 日程第８、発議案第３号 厚岸町議会広報特別委員会の設置につい

てを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提出者であります音喜多議員より提案理由の説明を求めます。

１番、音喜多議員。

●音喜多議員 ただいま上程いただきました発議案第３号 厚岸町議会広報特別委員会の

設置について、その提案理由の説明を申し上げます。

議会広報は、既に皆様ご承知のように、住民に対して議会の活動内容を積極的にお知

らせし、そのことによって議会に関心を深めてもらい、理解してもらうのが大きな理由

となっております。

当議会は、平成３年５月に議会広報特別委員会を設置し、以来16年間にわたり広報発

行を行い、発行号数も既に64号を数え、定例会前に発行される議会だよりは住民の間に

定着したものと考えております。このことから、今後においても、引き続き広報発行を

行い、住民の期待にこたえる議会活動を心がけてまいりたいと思います。
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特別委員会の具体的な活動内容については、委員会設置後に選任された委員によって

検討されますが、議員各位におかれましては、特段のご理解をいただき、ご賛同をお願

い申し上げる次第であります。

以上、提案理由といたします。

●議長（南谷議員） これより質疑を行います。

（な し）

●議長（南谷議員） 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、本案は原案とおりに決するにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） 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。

それでは、委員の選考方法についてお諮りいたします。

12番、岩谷議員。

●岩谷議員 議長指名で決定いただきたいと思います。

●議長（南谷議員） ただいま、議長指名の声がありましたが、ご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） ご異議なしと認めます。

私から指名をさせていただきます。

暫時休憩いたします。

午前10時30分休憩

午前10時31分再開

●議長（南谷議員） 再開いたします。

お諮りいたします。

ただいま設置されました厚岸町議会広報特別委員会の委員については、厚岸町議会委

員会条例第７条第１項の規定により、堀議員、佐々木議員、大野議員、竹田議員、石澤

議員、以上５名を指名したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
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（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） ご異議なしと認めます。

よって、ただいま指名いたしました堀議員、佐々木議員、大野議員、竹田議員、石澤

、 。議員 以上５名の議員を厚岸町議会広報特別委員会の委員に選任することに決しました

ただいま設置されました厚岸町議会広報特別委員会開催のため、本会議を休憩いたし

ます。

午前10時32分休憩

午前10時46分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

この際、諸般の報告を行います。

休憩中に厚岸町議会広報特別委員会が開催され、委員長、副委員長の互選が行われ、

その結果の報告が議長の手元に参りましたので、報告いたします。

委員長には堀委員、副委員長には大野委員、以上のとおり互選された旨の報告があり

ました。

以上で諸般の報告を終わります。

●議長（南谷議員） 日程第９、報告第５号 繰越明許費繰越計算書の報告についてを議

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。

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報告第５号 繰越明許費繰越計

算書の報告について、その内容の説明をさせていただきます。

議案書の１ページをお開き願います。

内容につきましては、本年３月第１回定例町議会におきまして議決をいただきました

平成18年度厚岸町介護保険特別会計補正予算の繰越明許費にかかわる歳出予算の経費を

平成19年度に繰り越したものでございます。

本文でございますが、地方自治法施行令第146条第２項の規定により、平成18年度厚岸

町繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり報告させていただくものであります。

２ページをお開きください。

平成18年度厚岸町繰越明許費繰越計算書、介護保険特別会計であります。

１款総務費 １項総務管理費 事業名 介護保険事務電算処理 翌年度繰越額として182、 、 、 、

万2,000円、その財源として、未収入特定財源である国庫支出金を84万5,000円、一般財

源を97万7,000円繰り越ししたものでございます。

以上、まことに簡単な説明でございますが、報告第５号の説明を終わらせていただき

ます。ご審議の上、ご承認いただきますようよろしくお願い申し上げます。
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●議長（南谷議員） これより質疑を行います。

（な し）

●議長（南谷議員） 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（南谷議員） ご異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり承認することに決定しました。

●議長（南谷議員） 日程第10、報告第６号 社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会経営状

況説明書の提出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。

福祉課長。

●福祉課長（土肥課長） ただいま上程いただきました報告第６号 社会福祉法人厚岸町

社会福祉協議会経営状況説明書の提出について、その内容をご説明申し上げます。

なお、この経営状況説明書は、地方自治法第243条の３第２項の規定により、本議会に

報告するものでございます。

経営状況説明書は、別冊で用意させていただいておりますので、これをごらんいただ

きたいと存じます。

初めに、社会福祉法人の会計処理についてでありますが、昨年もご説明させていただ

いておりますが、平成14年から損益計算書の導入などを含む社会福祉法人会計基準を本

格導入して、厚岸町社会福祉協議会においても、この基準に基づいた会計処理が行われ

ているところであります。

また、昨年度より会計区分を８区分に整理統合し、公益会計区分を一般会計に包括し

た中で、事務の簡素合理化を図ることとし、一般会計のみの１会計区分となっておりま

す。

それでは、経営状況説明書の１ページ目をお開き願います。

平成18年度事業報告書でございます。

次に、２ページ目には目次、３ページ目には総括説明がございます。内容について、

要点をご説明申し上げます。

総括的には、当初心配された厳しい事業運営も、努力の結果、事業計画を上回る事業

。 、 、 、成績を得ることができました 法人運営事業では 健全な法人運営 事業の推進を図り

経営の安定化を図るため、財政基盤の確立を図る取り組みができました。

福祉推進事業では、小地域ネットワーク活動やノーマライゼーションの普及推進を図
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ることができました。

受託事業では、外出支援サービス事業など、町からの受託事業を着実に実施すること

ができました。

４ページでございますが、訪問介護と居宅介護支援事業では、介護保険制度の改正や

障害者自立支援法が施行される中、事業従事者の資質向上を図りながら、質の高いサー

ビスの提供に努めることができました。

ボランティアセンター運営事業では、ボランティアコーディネーターを配置し、ボラ

ンティアの養成と組織体制づくりに努めることができました。

湖南地区在宅介護支援センターは、老人介護支援センターとして継続し、在宅介護等

に関する総合相談を実施するとともに、今後に向けた介護予防事業の受託検討の体制を

とることができました。

、 、 、次の５ページから18ページにつきましては 平成18年度の各事業報告であり 事業名

実施日、場所、内容などを記載しております。

、 、 、 、 、５ページは 法人運営事業の内容で 理事会 評議員会等の開催 続き６ページには

部会の開催、道社協及び釧路地区社協関係会議への参加、役職員研修の実施内容です。

７ページには、会員と会費の状況、福祉団体等への助成についての内容です。続きます

８ページには、調査広報事業として、広報活動の内容が記載されております。福祉推進

事業の内容は、小地域ネットワーク事業として、たすけあいチーム事業の実施、地域福

祉懇談会の開催、９ページには、ノーマライゼーション普及事業として、歳15回すこや

か健康福祉運動会の実施と厚岸町障害者（児）ふれあいフェスティバル「こう福祉21」

への支援・参加協力、高齢者福祉推進事業として、ふれあい会食会の実施、共同募金協

力事業として赤い羽根共同募金、歳末たすけあい募金への協力、10ページ目には、赤い

羽根チャリティーパークゴルフ大会の実施の内容、平成18年７月１日から実施した老人

介護支援センター事業の内容となっております。

次に、受託事業は、いずれも町からの受託事業の内容で、外出支援サービス事業、老

人福祉事業（福祉バス 、11ページには、福祉相談事業として、福祉相談所運営委員会の）

開催、福祉中央相談所の開設、法律相談の実施、生活管理指導員派遣事業における派遣

、 、 、 、の状況 12ページには 地域福祉ネットワーク事業として ボランティア情報誌の発行

ボランティア活動の相談・あっせん、ボランティア実践講座口座の開催、ボランティア

コーディネーターの配置、ハートコール事業の実施、災害救援ボランティア講座の開催

の内容となっております。

次に、13ページとなりますが、指定訪問介護事業の内容は、事業内容、利用状況で、

介護保険制度におけるホームヘルプサービス利用者数は、前年比2.1％増の1,464人とな

っており、職員研修の実施、続く14ページには、障害福祉サービス事業の内容、利用状

況となっております。

、 、15ページの介護保険制度の適用を受けます指定居宅介護支援事業の内容は 事業内容

利用状況、職員研修の実施の内容で、利用者の合計は、前年比18.8％減の1,312人と、介

護保険制度の改正によるケアマネジャー１人当たりの取扱件数が約50名から40名に圧縮

された影響があったものでございます。

16ページには、ボランティアセンター運営事業の内容は、ボランティアセンター運営
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委員会の開催、福祉教育・ボランティア普及活動学校助成事業、中高校生福祉体験学習

事業 訪問介護員養成研修２級課程の実施 障害ボランティア研修の実施であります 17、 、 。

ページのちょこっとボランティア「ちょボラの日」の実施の内容です。

次に、福祉センター運営事業では、利用状況などの内容が記載されております。

後の資金貸付事業の内容では、生活福祉資金貸付調査委員会の開催、生活福祉資金

貸付状況、低所得者資金貸付状況の内容となっております。

続きまして、19ページからは平成18年度決算報告書であります。

21ページをお開き願います。

平成18年度一般会計収支予算（資金収支計算書）総括表です。

、 、 、 、なお 民間会社と同様の基準で作成され 経常活動による収支 施設整備による収支

財務活動による収支の３つの区分でお金の動きを把握するようになっております。

経常活動による収支は、本来の事業活動によって資金を生み出し、設備投資や借入金

の返済能力があるかどうかを判定するものです。施設整備による収支は、補助金や寄附

金などにより、どの程度の施設整備が進められているかをチェックいたします。財務活

動による収支は、借入金返済、預金積立金等を把握するとともに、経常活動と施設整備

を含めた全体を把握します。

なお、22ページから25ページが予算内訳表、26ページから29ページが決算内訳表とな

、 、 、っており 事業ごとの収支はそれぞれ記載のとおりですが ８区分の事業区分について

一般会計全体にわたる収入支出の内容がわかりやすいようにという社協独自の様式で作

成されているものでございます。

22ページに戻り、お開き願います。

一般会計の右隣、法人運営事業では、厚岸町社会福祉協議会の運営に係る決算であり

ます。

収入の主なものは、町からの補助金2,554万6,000円であり、支出の主なものは人件費

となっております。

続いて、福祉推進事業で、小地域ネットワーク事業、ノーマライゼーション事業、高

齢者福祉推進事業、共同募金協力事業、老人介護支援センター事業で、次の受託事業は

厚岸町からの受託事業で 外出支援サービス事業 老人福祉事業 福祉相談事業 続く24、 、 、 、

ページでは、生活管理指導員派遣事業、地域福祉ネットワーク事業で、次の訪問介護事

業は、訪問介護事業として介護保険収入を主財源とするものと、障害者自立支援法にお

ける給付費制度による障害福祉サービス事業で、居宅介護支援事業、ボランティアセン

ター運営事業、福祉センター運営事業と続き、資金貸付事業として、低所得者資金貸付

事業、生活福祉資金貸付事業まで８つの事業区分にまとめ、その内容を記載しておりま

す。

21ページにお戻り願います。

一般会計収支予算（資金収支計算書）ですが、決算額は一般会計全体の当期資金収支

差額合計が表の下から３行目に記載しております。当期資金収支差額合計は614万2,528

円となっています。前期繰り越しに相当する前期末支払資金残高を加えることにより、

当期末支払資金残高は1,336万1,833円となっている内容です。

なお、30ページから32ページは、資金収支計算書の説明資料となっております。説明
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は省略させていただきます。

次に、33ページをお開き願います。

一般会計事業活動収支計算書（総括表）で、損益計算書に相当するもので、34ページ

、 。から37ページまでの事業ごとに内訳を作成している内容で 記載のとおりでございます

続く38ページと39ページは、事業活動収支計算書の説明資料となっております。説明

は記載のとおりでございます。省略させていただきます。

次に、40ページは、平成19年３月31日現在の一般会計貸借対照表です。

資産の分の一番下の欄の資産の部合計９億224万2,964円につきましては、負債の部合

計１億7,451万6,092円に純資産の部合計７億2,772万6,872円を加えた額が、右側の 下段

の負債及び純資産の部合計欄に９億224万2,964円として記載され、これは同額として一

致するものでございます。

なお、先ほどの21ページの（資金収支計算書）の当期末支払資金残高1,336万1,833円

につきましては、貸借対照表流動資産2,188万6,715円から流動負債852万4,882円を引いた

額と一致するものとなっております。

、 、また 右側下から５行目の次期繰越活動収支差額３億6,617万3,863円につきましては

33ページの損益計算書に相当する活動収支計算書の 下段、次期繰越活動収支差額と一

致するものでございます。

次に、41、42ページは財産目録で、内容につきましては記載のとおりですので、説明

は省略させていただきます。

43ページは、社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会の監査報告書でございます。平成19

年５月11日に、会計及び業務内容並びに事務遂行状況について監査を受けた報告内容と

なっております。

次に、14ページからは平成19年度事業計画書でございます。

、 。17ページに 大きく分けて事業方針と重点推進項目として4項目が挙げられております

１として、社協組織の充実強化と財政基盤の確立、２として、地域に密着した総合的福

祉サービスの確立・推進、３として、制度改正に対応したサービスの安定供給体制の確

立、４として、ボランティアセンターの充実強化と住民参加の促進でございます。

次の48ページから50ページに事業実施計画としまして、具体的内容が記載されており

ます。説明は省略させていただきます。

51ページからは資金収支予算書で、53ページは一般会計資金収支予算（総括表）でご

ざいます。

54ページをお開き願います。

、 （ ） 。57ページまで 平成19年度の一般会計資金収支予算 総括一覧表 となっております

次に、59ページをお開き願います。

（１の１）は経理区分：法人運営事業となっており、79ページの（８－２）経理区分

：資金貸付事業まで、それぞれ事業ごとの予算となっております。内容の説明につきま

しては省略させていただきます。

それでは、53ページにお戻り願います。

平成19年度の一般会計資金収支予算（総括表）ですが、すべての事業の合計が記載さ

れております。一般会計の収支を集計し、前年度と比較したものでございます。 下段
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から３行目の当期資金収支差額合計145万3,000円となっております。前年度当期の予算

額と比較いたしますと、74万5,000円の増額となっているものです。

後に、 終ページの80ページでございます。

社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会役員名簿でございます。このたび改選が行われ、

任期は平成19年５月23日から平成21年５月22日までとなっております。

以上、大変雑駁な説明でございますが、報告第６号につきまして、ご承認賜りますよ

うよろしくお願いを申し上げます。

●議長（南谷議員） これより質疑を行います。

（な し）

●議長（南谷議員） なければ、質疑を終わります。

これをもって報告済みといたします。

●議長（南谷議員） 日程第11、報告第７号 株式会社厚岸味覚ターミナル経営状況説明

書の提出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。

まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（北村課長） ただいま上程いただきました報告第７号 株式会社

厚岸味覚ターミナル経営状況説明書の提出について、地方自治法第243条の３第２項の規

定により、株式会社厚岸味覚ターミナルの経営状況を説明する書類を次のとおり提出す

るものでありますが、その内容を説明させていただきます。

別添、報告第７号 株式会社厚岸味覚ターミナル経営状況説明書１ページをお開きく

ださい。

第14期の営業報告書で、平成18年４月１日から平成19年３月31日までの事業期間に関

するものであります。

次ページをお開きください。

総括事項でありますが、昨年の北海道観光は、７月１日、２日に阿寒湖温泉で開催さ

れた日本、中国、韓国観光担当大臣会合を起爆剤として、観光客誘致への波及効果が期

待されましたが、その効果は少なく、釧根地域の観光産業は依然として厳しい年となり

ました。

コンキリエとしても、新体制のもと、各営業部門において明確な政策を掲げ、季節感

と躍動感のある施設を目指し、社員一丸となって取り組みました。

話題を発信し、集客を得ることをコンセプトにした営業では、北海道の道の駅として

初に取り組んだインターネット無料接続サービスが挙げられ、お客様からは「新時代

の観光サービス」と大きく評価を受け、道産米チェンジ企画にも賛同し、全メニューを

北海道産に切りかえるなど、大変話題の多い年となりました。

また、広域での連携を図るため、釧路町、厚岸町、浜中町による３町で北太平洋シー
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サイドラインを核とした連携型観光の誘客にも積極的に取り組みました。その結果とし

て、年間における入館者数は20万7,147人、前年比6.6％の増となりました。売上高にお

きましても、２億1,861万5,000円、前年比9.9％の増額となりました。

しかし、11月のカキの出荷自粛、12月のノロウイルスによる風評被害、さらには全国

に及んだ記録的な暖冬のあおりで、道東地区の観光産業は大変大きな影響を受け、12月

以降、さまざまな営業施策を掲げ展開しましたが、年度計画の売り上げを確保すること

ができませんでした。

総務事項につきましては、記載のとおりであり、つけ加えることはございません。

次に、４ページの月別入館者についてでありますが、旅行会社が関与する入館者は、

平成16年度が4,297人 平成17年度では5,863人 平成18年度では5,260人と 前年対比10.3、 、 、

％と減少しております。一般入館者については、平成17年度では19万4,323人の入館が、

平成18年度では20万1,887人で、前年度対比6.6％と増加しており、これは道東観光が厳

しい中、いろいろなイベントに取り組み、集客にあらわれたと考えられます。

次に、５ページからの決算報告についてでありますが、事業期間は平成18年４月１日

から平成19年３月31日までであります。

６ページをお開きください。

まず、貸借対照表についてでありますが、資産の部では、流動資産5,337万9,139円で

前年度対比8.4％減で、固定資産では、447万752円で前年度対比15.7％減少し、資産合計

では 前年度対比9.0％減となっております また 負債の部においては 前年度対比7.1、 。 、 、

％増加しております。純資産の部につきましても、前年度に引き続き赤字となり、利益

剰余金マイナス1,739万8,210円で、その結果、資本合計では、資本金の額6,500万円を大

きく割り込む結果となっております。

次ページ、７ページの財産目録と10ページ、株主資本等変動計算書、11ページの個別

注記表については、商法の改正に伴い、新たに会社法が制定され、株式会社の決算に関

する書類が明確に規定され、本年度から添付いたしましたが、内容は記載のとおりであ

りますので、説明は省略させていただきます。

８ページをごらんください。

損益計算書ですが、売上高は前年度比9.9％増の２億1,861万5,072円、売上原価は前年

度比10.9％増の１億1,517万1478円で、売上高から売上原価を差し引いた売上総利益は１

億344万3,594円で、前年度比8.8％の増となっております。

一方、経費でありますが、販売費及び一般管理費は１億1,074万2,019円で、次ページ

に内訳を示しておりますが、一昨年の冬期炙屋の閉鎖で経費の軽減を試みましたが、思

うような経費の軽減に結びつかず、昨年は炙屋を再開し、さらなる経費の軽減に努め、

対前年度比5.9％減の729万8,425円を営業損失として計上したところであります。

その他の営業外収益を加えても、557万3,980円の経常損失となり、法人税等や前期繰

越損失を加えた当期純損失は644万2,689円となったものであります。この損失の処理に

つきましては、13ページに示しておりますが、次期繰越損失として処理されたものであ

ります。

14ページは部門別収支決算書であります。営業利益で見てみますと、レストラン部門

では629万7,225円、対前年比38.4％の増、魚介市場部門では774万4,807円、対前年比33.4
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％の増、喫茶部門では276万7,976円、対前年度比11.3％の増、展示販売部門では1,492万

6,618円、対前年度比30.5％の増となっており、すべての部門で前年度を上回っておりま

す。

15ページからは、平成19年度の営業活動計画についてであります。

16ページの営業の概要では、本年度、釧路湿原国立公園は指定20周年を迎え、観光客

誘致の動機づけとして、自然環境素材を活用した誘客活動の展開、近年注目されるエコ

ロハス、スローライフといった自然をテーマにした団塊層の個人型旅行が期待されます

ので、前年に引き続き、当施設を中心とした拠点型広域観光と、旅と食の情報発信を推

進強化します。

また、道東エリアの６つの道の駅との新しい広域な連携を模索することと、懸案事項

である旅行会社に対し積極的な営業活動を行い、道東観光誘致に向けた観光誘客宣伝事

業、拠点型広域観光事業、体験型観光誘客事業、販売促進及びイベント事業など、総合

的な展開を目指すとしております。

部門営業対策の総務部門では、よりリアルタイムな観光情報の要望に伴い、総合観光

、 、 。案内所にパソコンを導入し 訪れるお客様に対し 広域な観光情報の提供を目指します

また、社員教育においては、アンケート調査にて得た意見などを分析し、昨年同様に

、 、 。各種講習会 社内勉強会などを行い さらなるレベルアップに努めたいとしております

レストラン部門では、今年度は新たに「道の駅弁」を加えたプラスアルファの売り上

げを目指すとともに、昨年に引き続き、北海道産の食材、道産小麦を使用したメニュー

を打ち出し、より一層の地産地消をＰＲするとしています。

魚介市場・炙屋部門では、近年、売り上げの落ち込みが著しく、早急な改善策を求め

られており、売り上げを構成するアイテムなどの見直しを早急に図り、地元で生産され

る食材を季節ごとに打ち出し、話題性のある飲食コーナーを目指し、昨年とり行った食

体験ツアーを十分に分析し、第二弾となる食ツアーを企画したいとしております。

販売展示コーナー部門では、新メニューとして、厚岸町の観光十景をイメージしたデ

ザートの新規開発をするとともに、既存の人気アイテムに付加価値をつけ、単価の底上

げを図ろうとしております。

喫茶コーナー部門では、昨年同様に販売データの収集により、Ａランク商品の拡大販

売を実施するとしていますし、友好都市山形県村山市からのしゅんの食材を取り寄せた

産地直送販売や、釧路管内に存在する近隣の道の駅物産交流を展開するとしています。

18ページは、平成19年度における部門別収支計画書でありますが、本年については、

昨年同様、炙屋も含め、通常営業に戻し、さらなる経費の圧縮に努め、売上額を平成16

年度実績を目標に、収支の均衡を図ろうとする内容になっております。

以上、経営状況説明書の内容をかいつまんで説明いたしました。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（南谷議員） これより質疑を行います。

６番、佐齋議員。

、 、●佐齋議員 販売店の一般管理費でお聞きしたいんですが 給与手当と出てますけれども



- 20 -

給与手当の職員のあれですか。

、 、 、 、 、 、それから 見ますと これ 職員は社員が８名 臨時社員が３名 これはあれですか

こっちは給与手当なんですか。それから、パートの方はこれ、賃金になるんですか。そ

の辺。そして、パートのあれは、全体的に何名ぐらい使われて、時給でどのぐらい払わ

。 、 、 。れているのか それから 給料の方は何名の分なのか それをちょっと教えてください

●議長（南谷議員） 休憩いたします。

午前11時21分休憩

午前11時27分再開

●議長（南谷議員） 再開いたします。

まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（北村課長） 大変時間を割きまして、まことに申しわけございま

せん。

ご質問の件の関係でございます。まず 初には、社員と臨時社員の関係の給与費の関

係については、社員、臨時社員については給与費で支出されている。それと、パートや

なんかの雇用については、臨時という形で、賃金の方で掲載されている。販売管理費の

方ですね。一般管理費の方で、そんなふうになっております。

そして、パート等についての賃金関係でございますけれども、学生アルバイトについ

ては時給が650円、普通一般パートについては700円という形になっております。

それで、従業員の総数そのものについては、今現在、つかみ切れませんけれども、季

節によってそれぞれ雇用人数が臨時が変わるという形になっておりますので、ご理解を

いただきたいと思います。

それから、社員の給与については、現在、臨時社員が２月段階で１名やめております

ので、２月末ですね。平均でいいますと、単純に12名で年間給与費の法定福利費を除い

たやつを割りますと、年間１人当たりの給与は364万5,000円くらいという形になってお

りますので、ご理解いただきたいと思います。

●議長（南谷議員） ６番、佐齋議員。

●佐齋議員 入りに対して、これ、人件費はどれくらいの率を見ているんですか。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（北村課長） すみません、計算に手間どりまして。

単純に売上高に対する人件費、販売費、一般管理費の中の賃金から給与手当までのや

つを合計したものを割り返しますと、一応賃金というか、給与費の割合は32.6％とい形
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になります。

●議長（南谷議員） ６番、佐齋議員。

、 。 。●佐齋議員 32.6％といったら 結構高いですね 一般だとこんなにないと思うんですね

もうこれなら経費食われてしまいますね。

それで、パートの時給あたりは、一般のところは、道の 低基準よりは、学生を除い

、 。 、 、て700円ならば 高い方ですね ただ 製造業の場合はまだ高いんだろうと思うけれども

ただ、決算を見ますと、こういう前のデータであれば、ある程度やっぱりその辺を加味

しなければ、単純計算すると、職員の給料というものは大体、全部入れて、プールにし

て、人数で割ると、大体30万円くらいの給料と。それなら、私は悪くない給料だと思う

んですね。

ただ、計算上マイナスであれば、これ、一遍町民見たときに、町からある程度いろい

ろなもので補助金か何かしているで、マイナスながら、町より、一般よりちょっと高い

なという感じになれば、ちょっと批判が出るんじゃないか。だから、その辺、やっぱり

十分配慮して加減していただけなければ、そういう批判が出るんじゃないかということ

なんですけれども、その辺。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（北村課長） 基本的には、コンキリエを経営していく取締役会の

中でもいろいろ議論されて、やはり経費の圧縮という形の中では、やはり人件費そのも

、 、 。のは やはり数の問題であるとか いろいろなものをやっぱり配慮しなければならない

ただ、１人当たりの賃金にとっても、 低賃金ぎりぎりのちょっと上という感じですか

ら、それほどではない。給与費についても、それぞれのやつを足した計算で、単純に割

った計算でしかないわけで、やはりその中で経費の節減を図りながら、何とかそういう

赤字の解消に向けた経営に取り組んでいくということは、取締役会でもそういう議論を

されながら、経営の改善に努めていこうという形になっておりますので、ご理解いただ

きたいと思います。

●議長（南谷議員） 他にございませんか。

13番、室﨑議員。

●室﨑議員 単純なことをお聞きするんですが、営業利益という項目がございます。下か

ら４つ目かな。すみません、14ページ。14ページの表がわかりやすいもんですから、そ

れでお聞きしています。

ここで、総務という欄で3,900万何がしマイナスで出てきますね。言っていることわか

りますか。一番左側の下から４の営業利益というところですね。そうすると、レストラ

ンから展示販売までのところで3,900万円以上の利益を出していない限り、営業は常にマ

イナスになる、こういうことなわけですよね。でいいのかということですね。それが１
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点。

それに、通常の営業活動している民間では、指定管理費なんていうものはありません

から、それが入っている分を、これを普通の商売の場合には差し引かれるわけですね。

そうすると、それぐらいいわば営業で出していないと、通常の商売としては、固定資産

税はちょっと置きましても、とんとんであるとは大きな声では言えないと、こういうこ

とになるということが単純に見ると出てくるんですが、仕事の性質だとか目的だとか、

いろいろな話があります。今、そういうことをずっと除いてお聞きして、そういうふう

に見ればいいのかというのが１点ですね。

それから、今、さきにご質問なさった６番さんの話の中にも、従業員１人で売り上げ

をどのぐらい見なければ健全経営と言えないのかという話があると思います。実際に、

今、30何％というのはわかりましたけれども、いわゆる健全企業の場合には、どのぐら

いが指標になっているんだろうかという話が今なかったので、それは参考までに教えて

ください。

それから、予算の方を見ますと、売り上げが１億749万円、決算で１億344万円、営業

部門の売り上げの総計はほとんど変わってないわけですよ。そうすると、去年はいろい

ろな要素があって下がったということが総括事項には書いていますが、これからも大体

同じようなところで推移していくでしょうというふうに読めるんですが、そういうこと

ですか。

それで、今のさきの議論を聞いていますと、経費の節減を図るということに非常に力

点が置かれているようですが、これ、町の予算ですとかそういうものですと、入ってく

るものが、こちらの努力によってどんどんふえたり、あるいは減ったりするようなもの

ではないわけです。したがいまして、経費をいかに削って、上手に効率的施策を行うか

ということが非常に大事なことになってきます。要するに、効率的実効性のある行政の

展開ということが非常に望まれる。

ところが、こういう商売の場合には、一番大事なのは売り上げをいかに確保していく

かということではないのか。その中で、人件費を初めとした経費の節減をどんどんやり

ますと、結局はサービスの低下を招いてしまって、売り上げの低下を招いてしまうおそ

。 。 。れがあるわけですよ それはもう一番 悪のパターンですよね 悪循環というやつです

そういうふうにならないようにするために、何をしようとしているのか。この点につい

てもご説明をいただきたいわけであります。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（北村課長） お答え申し上げます。

ご質問の内容は、確かにそのとおりでございまして、先回の取締役会、総大会中にお

いても言われたのは、基本的にはやはりある程度とんとんにやっていく目的というと、

今の売上額では、当然今の赤字のところから解消することはできない。当然、目標数値

を、ただ大きく持つことが、それでは予算編成上からも必要……、努力目標として、今

回、先ほど言いましたが、 終目標そのものを16年度ベースでまず戻すということが、

まず当面のとりあえず単年度分の解消に努めるだろう。ただ、将来的に考えていくに、
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やはりもっともっと集客し、経費の節減ばかりを私、強く言いましたけれども、基本的

には経費の節減も図りながら、やはり厚岸へ来てもらう、集客を図るために、道の駅連

携を図ったり、体験型観光等もどう組ながらという形の中での営業施策も展開していこ

うという形を考えてございます。

特に、改善の大きな目標とすると、夏場については、それだけの集客力があっていい

んですけれども、冬期がどうしても減少してしまう。やはり経営的には大きなマイナス

要素になっていると。そうすると、やっぱり冬期の呼び込みといっても、やっぱり道東

地方を含めて、なかなか集客できないという形を、何とか夏場の方で営業を努力して、

冬場のマイナスを食っていかなければならないという感じになってございます。

やはりそういうためには、冬期においても、ある程度イベントを図りながら、冬期の

、 、 、努力もしながら 夏場については やはりそこに旅行会社を含めて情報を発信しながら

集客活動を図って、何とか経営を改善化していこうという形の考え方でまず進めていか

なければならないというふうに考えております。

したがいまして、先ほど質問者が１番目に言われたとおり、 終的に営業利益の中で

マイナスになっているその分を大きく改善しなければならない目標数値と。大体今の売

り上げを、２億何ぼをそのぐらい上げていかなければ、なかなか利益を生み出していく

ことにはきついと。しかし、今、平成19年度計画に対しても、計画だけを大きくしても

ならないんで、当面は16年度の２億2,000何がしのその売り上げ目標をもって、まずその

、 、 、改善を図っていこうという考えのもとに 今 営業努力しているところでありますので

ご理解をいただきたいと思います。

それから、先ほど質問者言われたとおり、従業員１人当たりの意識も改革しながら、

、 、 、昨年の従業員のレベルアップの講習等も深めながら 従業員みんな意識を持って 接客

優しく迎えるという形の中で、さらなる職員というか、それの資質の向上にも努めて営

業を図っていきたいという考え方の目標を持って進めておりますので、ご理解いただき

たいと思います。

一応、私、聞いた範囲でしか、そういうふうにしかお答えいたしませんで、ご理解い

ただきたいと思います。

（発言する者あり）

●まちづくり推進課長（北村課長） すみません、答弁漏れいたしまして。

言われました従業員１人当たり、それと目標数値、従業員１人当たりの例えば売り上

げ目標、そのものについては、特に額を定めた形では今、考えておりませんが……。

●議長（南谷議員） 休憩いたします。

午前11時44分休憩

午後１時00分再開
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●議長（南谷議員） 再開いたします。

まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（北村課長） 引き続きまして、大変貴重な時間を割きまして、ま

ことに申しわけございません。ご質問にお答えいたします。

１点目のコンキリエの営業部門の総務部門の経費と指定管理者を加えた金額が改善さ

れないければならないのではないかという質問がありましたが、それらの改善には、も

ちろん営業努力も必要ですが、質問者が言われましたとおり、コンキリエの設置目的等

による観光の中核拠点施設としての位置づけや道の駅、非営利部門もあり、単純に売上

原価に付加できないという状況でございます。したがいまして、極力この部門について

は経費の縮減に努力していかなければならないものと考えております。

、 、 、次に ２点目の同じような商売での経営の目安 基準についてのご質問でありますが

黒字経営の目安として、労働分配率というのがありまして、これは粗利に対して人件費

の比率という形を見るものでございまして、同じような規模でいくと、飲食では52％、

それから小売業では48.9％と言われております。

ちなみに、単純にコンキリエのレストラン部門の売上利益に占める人件費、これは給

与から賃金、法定福利費まで含めてですけれども、それらを単純に割り返しますと、レ

ストラン部門では63.9％という形になってございまして、魚介市場では58.3％、目安よ

り悪い状況になってございます。次に、展示販売部門では26.8％となっておりまして、

これは逆にいい成績という形で見ることができるかと、そういうふ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。

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 私が言っているのは、努力が足りないとか、決算がよろしくないとか、そん

。 、 。な話ではないんですよ 現場では一生懸命頑張っているの よくわかっているんですよ

そして、いろいろな状況がありますし、また当初の設置目的の、今、課長もちょっと言

、 。 、っていたようなもろもろがありますから そういう意味で大変なのはわかる その中で

一生懸命やっているのはわかる。

ただ、今のような人件費比率のようなものというのは、営業の基本ですよね。努力目

標がどうとかこうとか言う以前に、 低限これだけはの数字を持たなければならないん

だというようなデータについては、やはり聞かれたときにすぐ答えられるようなもので

なければ、議論ができないわけですよ。そういう点は、今後よろしくお願いしたいとい

うことです。

そして、結局、味覚ターミナルというそのものをこしらえたときの設置目的がありま

すから、何でもかんでももうければいいんだと。町内の店をつぶしてでも、味覚ターミ

ナルがもうければいいんだということにはならないわけですね。そういう意味では、も

ちろん限界があるんですけれども、その中で、やっぱり今言ったように、そういうわけ

ですから、これにこれを足してというわけにはならないんですという理屈をつけないと

説明ができないというのは、商売としては弱いんです。そういう意味で私は言っている
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んです。

これを全部足した数字にならなければだめだと言っているわけじゃないんですけれど

も、それが１つのいわゆる損益分岐の線ということに少なくても対外的には言えるんで

はないかということなんです。

そういう点で、やはりそういうきちんとした計数を出した上で、どれだけ足りないの

か。そして、今年はそれにどれだけ上積みしていけるのかという分析と、それから努力

ですね、それをやっていかないと、大体、まあ今年もやってみたいけれども、この数字

でしたということになっていっているんでは、せっかくの努力が町民に評価されないこ

。 、 、とになると思います そういう意味で きちんとした数字と経営をしていただきたいと

そういうことなんですが、いかがでしょうか。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（北村課長） お答えを申し上げます。

質問者のおっしゃるとおりでございまして、基本的に数値的なものは、当然取締役会

の中で数字を月別も見ながら、いろいろやって、ある程度指標を持ちながらおりますけ

れども、すぐ答弁できなかった、自分自身もまた理解していなかったことをまずおわび

申し上げます。

今後については、きちっとそういうことを把握しながら、そういう経営に努めていく

ようにしていきたいと、経営に努めていくよう指導してまいりたいというふうに考えて

ございます。

それと、今言われたように、当然町の果たす役割、コンキリエが果たす役割というこ

とをきちっとやった上で、営業に努めていくようにしてまいりたいと考えておりますの

で、ご理解いただきたいと思います。

●議長（南谷議員） よろしいですか。

10番、谷口議員。

●谷口議員 お尋ねしたいのは、損失なんですが、これの今までの積年の赤字、これをち

ょっと教えていただきたい。年度ごとにどういうふうになってきたのか。特に、増資後

の利益、それから損失、その状況、これをちょっと教えてください。

それから、今、報告を受けているわけですけれども、さまざまな取り組みを行いなが

ら、それによって誘客というか集客、これに努めているんですけれども、非常にマスコ

ミ等でも評価される活動もある程度あるんですけれども、そういうことをする中で、イ

ベント等の取り組みをもう一生懸命やられているんですけれども、これのやった取り組

み、これについては、今まで成功、不成功、あるいは評判がよかった、だけれども、や

ってみたけれども意外とそうでもなかった、それから非常にそれを企画したことによっ

て重荷になってしまうとか、あるいは職員のスケジュールに非常に窮屈な問題が生じて

いるとか、そういうことがあるのかどうかなのか、その辺について、もう少しご説明を

いただきたいなというふうに思うんですが、お願いいたします。
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●議長（南谷議員） 休憩いたします。

午後１時08分休憩

午後１時10分再開

●議長（南谷議員） 再開いたします。

まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（北村課長） お答え申し上げます。

増資以降の形での経営状況という形でのご質問でございますが、平成８年に1,500万円

の増資をいたしまして その時点では 税引き前ではございますけれども 1,250万7,474、 、 、

円の当期利益を出してございます。平成９年度から平成13年度は、どうしても冬期営業

が非常に経営を厳しくしているという形の中で 平成９年度から13年度までは 各年度600、 、

万円の補助金をいただいてございまして、そのいただいた中での税引き前の冬期利益で

は 平成９年度では778万60円 平成10年度では464万9,329円 平成11年度では3,136万7,250、 、 、

円、平成12年度では1,998万8,624円、平成13年度では464万9,329円、平成14年度では126

万9,973円、この時点から冬期助成がなくなってございます。平成15年度では104万5,563

円、そして平成16年度はマイナスの513万6,077円、平成17年度では909万2,368円、平成18

年度では623万6,689円というふうになっている状況でございます。

もう一つの関係で、集客方法、イベント、それらの評価という形なんですが、個々の

評価ということは行ってございません。ただ、評価と総体的に見ますと、先ほどちょっ

、 、と労働配分率の中で小売販売部門がその分に多く当たるわけですから その中でいくと

率的にいうと、営業成績からいきますと、28.6という形の中で、かなり小売部門の方で

はすごく営業が伸びているという形で、経営的には非常に努力しているし、いい効果、

ましてそういう形で行われて評価している。

ただ、働いている人たちも含めて、私どももそうなんですが、そういうイベント時に

は手伝いに行ったり、そういう形でお互いやっぱり協力し合いながら営業に努めている

という形でございますので、ご理解いただきたいと思います。

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 ３年言ってみれば連続の赤字ということになりますよね。それで、13年度ま

では補助金を、町の補助が600万円あって、それによって一定の、その後の営業努力とい

いますか、そういうことから、黒字に転換をしたけれども、結果的には、もろもろのそ

の時々の事情があって、３年残念ながら赤字になってきているという状況だと思うんで

すが、今回、19年度の営業活動の概要だとか、そういうものを方針が出されていって、

それぞれにこういうことで頑張っていきたいというメニューも示されているんですけれ

ども、やはりコンキリエの持つ、厚岸の第三セクターが持つ特徴、こういうものをやは
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りもう少し強烈にアピールするというか、そういうものが何なのかということをやっぱ

り株式会社厚岸味覚ターミナルコンキリエが考えるのと同時に、町を挙げてやっぱり厚

岸町の特徴を、あるいは厚岸町でなければの味覚だとか、そういうものをやっていかな

、 、 、 、いと 結果的には あちこち似たようなものがどんどん今の時代 できる時代ですから

、 。これがいいといえば すぐそれに類じたものが他の地域で同じようなものができていく

そうすると、結果的には、せっかく努力をされていっても、それが集客に結びついてい

かない部門というのがやっぱりあるんでないのかなというふうに思うんですよね。

それと、実際に鮮度だとかそういうものをきちんと管理をしていかないと、結果的に

は町におりてきて、例えば直売所で購入するだとか、結果的にそれが町へ流れるからい

いんではないかという考えもあるかもしれないけれども、やはりそういうものもきちん

としていかないとだめだはないのかなというふうに思うんですよね。

ですから、厚岸はこういうことをやるのかということをやっぱり強烈にアピールでき

るものを、いろいろな人の知恵を集めてつくり上げていくということが大事ではないの

かなというふうに思うんですね。それでないと、結果的には、金太郎あめがずっと北海

道中にあって、その中のどれを選ぶかということになったんでは、やっぱり困るのでは

ないのかなというふうに思うんです。

ですから、私たち厚岸町が、以前は随分歴史の町、歴史の町というようなお話をされ

ていたこともありましたけれども、言ってみれば、ここに住んでいる人は、もともと本

州からの人がほとんどだと思うんですよね、何代かさかのぼれば。土着の人も中にはい

るかもしれないけれども、そういういろいろなことの知恵をやっぱりもう少し絞らない

と、コンキリエをやっぱり息長く経営を維持していくということは大変ではないのかと

いうふうに思うんですよね。そういうことを含めて、検討をいただけないのかどうなの

か。

それと、私、イベント、あそこの場所でやるイベントと同時に、自然体験ツアーだと

かいろいろなのをあそこの企画でやっていますよね。それ自体は経営とはどんな関係に

なっているのか。いろいろな厚岸の自然体験だとかそういうものをする上で、非常にい

いことだなというふうに思いますけれども、好評なのか、非常に残念がられる場合があ

るのか、そういうものも含めて私は聞きたかった、さっきね。イベントについては。で

すから、その辺についてどうなのか。

それと、町長にお伺いしたいんですけれども、今回こうやって３年連続、残念ながら

赤字でいかなければならない。これを今後どういうふうにして、 終的にはやっぱり黒

字転換でいかなければならないと思うんですけれども、その辺の計画は、単年度で見る

のか、もう少し長期で物事を考えるのか、その辺についてはどういう考えなのか、お尋

ねをいたします。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） まず、私からお答えをさせていただきたいと存じます。

コンキリエがスタートを切ったのは平成６年でございます。スタート以来３年間、大

変な赤字でした。7,400万円の赤字であります。そのために、議会の同意を得て、厚岸町
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としては、600万円の冬期支援策としてコンキリエに協力をいただいておったということ

であります。

しかし、私が町長になりましてから、平成14年の予算において、コンキリエも順調に

黒字に向かって歩む基盤が確立したのではなかろうかなという当時判断に立ちました。

しかも、また厚岸町の町財政、大変厳しいときを迎えたわけであります。そういう意味

で、冬期支援策の600万円については、ゼロにいたしました。委託料だけをお願いいたし

たわけであります。しかしながら、残念なことに、報告ありましたとおり、ここ３年赤

字状態が続いているという実態でございます。

支配人以下、従業員の皆さん方も一生懸命頑張っております。13年たった中で、やは

り新しい感覚を持って、コンキリエの経営安定を図っていかなければならないというこ

とで、人員を削減したり、いろいろな努力をさせていただいております。しかし、今日

を迎えておることは、社長としても本当に申しわけない、かように思います。

それと同時に、室﨑議員からもお話がありましたとおり、平成９年に議会において東

北商業連合会から陳情が上がりまして、民間業者の圧迫をしないように請願がありまし

た。議会で採択をされました。何とか共栄共存して、コンキリエも黒字を目がけたいと

いうことでありましたけれども、この請願についても、13年たった中で、商店街の方々

と一昨年以来、今、いろいろとお話をしております。中には 「いや、この際、共栄共存、

で頑張っていこう」という人もいますし 「いや、それは困る」という、いろいろなまだ、

段階であります。そういう意味で、今年もさらに商店連合会の方々と率直な意見交換を

、 、しながら お互いに反映できる道というものを切り開いていかなければならないだろう

そのようにも考えておるわけであります。

そういう意味で、私といたしましては、やはり今までの厚岸町はメニューはカキが中

心でございました。しかしながら、今年は、ご承知のとおり、昨年以来、風評被害とい

うことで、大きな打撃をこうむりました。そういう意味において、カキのみならず、厚

岸町の魚介類も利用できるメニューを開発をしなければならないと思います。

そういう意味で、かま飯とか、道の駅弁とか、いろいろと今、工夫をいたして、販売

をいたしております。極めて評判いいわけであります。そういう意味において、新開発

もしていかなければならない。

ただ、何といいましても、やはりコンキリエの役割、確かに経営は厳しいわけであり

ますが、厚岸町の地域経済の大きく貢献していると思っております。特に、イベント等

に参加いたしましても、札幌、東京、その他の地域においても、コンキリエが中心にな

って厚岸町の産物を出品をいたしております。そういう意味においても、厚岸のＰＲに

努めておりますし、さらにはまた厚岸のカキがブランドになった、これもひとえにコン

キリエの相乗効果が大きいのではなかろうか、そのように考えますので、もろもろの問

題を考えますと、厚岸町の経済活性化のための位置づけは極めて大きい。今後ともしっ

かりと、ご指摘ありましたとおり、黒字に向かって社員一同頑張ってまいりたい、そう

いうふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。
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●まちづくり推進課長（北村課長） お答え申し上げます。

確かに質問者が言われるとおり、コンキリエの目指すコンキリエの顔というのも当然

大事でございますし、コンキリエを生かしていくためにも、地域も連携しなければなら

ないという形でも考えております。

特に、食材について、今、町長答弁したように、やはりカキが非常に昨年はダメージ

をこうむって、売り上げが落ちたという形になってございますけれども、やはり地元食

、 、 、 、材をいかに活用して 厚岸というのは 自然も 風景見ることもそうなんですけれども

やはり体験も含めて、非常な付加価値のある財産でございます。それらを活用した味覚

ターミナルのあり方、そして目指すべきコンキリエのあり方というのが必要になってく

ると思いますし、それらに向けて努力していきたいと思います。

さらには、いろいろなツアーの中では、今までアサリ掘り体験ツアーであるとか、ア

ザラシウォッチングであるとか、乗馬とか、いろいろな形を組み合わせながらやってお

。 、 、 、 、ります それらについても 昨年 道の助成というか そういうものをいただきながら

釧路町、厚岸町、浜中町広域連携の中でそれらをどうつなげていこうかということ、さ

らに今年度はそれらの具体化を含めた研究もさらにやろうという形になってございまし

て、当然、今まではただ単に見に来る観光客だけじゃなく、やはり体験型と今言われて

います。そういう時代のニーズにこたえる形の役割もしていかなければならないという

ふうに考えておりますので、今後を含めて、そういうことを含めて、営業の中にどう活

用していくか。当然、それらをやるにしても、コンキリエの食とあわせるとかという形

で営業してございます。当然、コンキリエの営業に結びつくような形で体験やってござ

いますし、それらを連携することによる都会からの集客という形も含めて広域の中では

考えていこう、そういう取り進めをイベント等の中では考えてございますので、ご理解

いただきたいと思います。

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 今、お答えいただいたんですけれども、コンキリエが企画するイベント、あ

るいは情報発信といいますか、それが本当に効率的なものなのか、あるいは非常に非効

率的だけれども、やることによって、それがいい評価を得るもとになるんだということ

でやるのと、いろいろあると思うんですよね、イベントだとか、そういう情報の発信の

仕方というのは。

そういう中で、やはり厚岸町あるいは厚岸の観光にとって、あるいはコンキリエの経

営にとって、いい方向に向かっていく一つの足場固めといいますか、そういことをやっ

ぱりきちんとやっていかないとだめだと思うんですよね。それをやることによって、今

はすぐは効果は出ないけれども、徐々にいい方向に向かってくるということで、いろい

ろな企画をされる、取り組みをされていくということは非常に大事なことだと思うんで

すけれども、それだけれども、結果的に足腰が脆弱なのに、そういうことをやることに

よって、さらにそれが重荷になってしまったり、あるいは職員の仕事に一定のマイナス

面が出てくるというのでは、私は困るというふうに思うんですよね。

そういうことを考えると、私は今、いろいろなボランティアだとか、そういう時代で
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すよね。そうすると、やはりボランティアも、さりげないボランティアというのがやっ

ぱり今の時代必要ではないのかなというふうに思うんですよ。

例えば、コンキリエのロビーにして、ちょっと困った人にちょっと手をかす、あるい

はわからないことをちょっと教えたり、相談に乗ったり、あるいはスケジュール等にこ

ういう問題があるんだけれども、どうしたらいいだろうという相談に乗るとか、それは

、 、窓口で対応できる場合もあるでしょうけれども より一層親切にできる人がもしいれば

そういう人材を活用していくということも非常に大事ではないのかなというふうに思う

んですよね。

あるいは、屋上の展望室においても、ちょっとそういうことに対して説明できる人が

いるだとか、あるいは水族館で厚岸の漁業について説明するだとか、そういういろいろ

な工夫を、あの中の人だけでやろうとすればなかなか大変だけれども、そういうことを

町民にやっぱり投げかけたり、そういうことに参加してもらう、そういうことを積極的

にやることによって、コンキリエ自身のいろいろな来た人たちの評価も上がっていくで

はないのかなというふうに私は思うんです。そういうことを含めて、少し検討をされる

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。

それと、町長、今説明いただきまして、ただ、これは長期のスパンで考えるのか、も

う一気にここ一、二年で何とかしてしまおうという考えでいるのか、その辺、ちょっと

もう一度お伺いいたします。

●議長（南谷議員） 町長。

（ ） 、 。 、●町長 若狹町長 経営の健全化については 単年度単年度であります しかしながら

いろいろな入館者とか、または昨年のようにノロウイルスの影響とか、いろいろな条件

等が変化がある場合もあります。しかしながら、私といたしましては、単年度黒字とい

う結果を出すために、 善の努力をさせていただきたい、そういうふうに考えておりま

す。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（北村課長） イベントによる集客の考え方そのものは、基本的に

は営業面の利益もありますけれども、ある程度観光、厚岸町のまちを情報を紹介する、

案内するという機能を持ってございます。当然、そういう中で、やはり今、観光客のニ

、 、 、ーズそのものが体験型観光 そういう形がいろいろな情報誌 もちろん厚岸町も含めて

そのアンケートなんかの結果としても出てきています。そういう中で、町単独でやるよ

りは、お客様のニーズというのは、もっとある程度、今は長期滞在じゃないんですけれ

ども、短期滞在型でちょっと見て歩くという、そういう団塊の世代とか、そういう方が

ほとんどふえてきているという形になってきていますんで、ターゲットもそういう方ば

かりではないんですけれども、いろいろそういうことを把握しながら、イベント等を考

えていかなければならない。

それから、質問者言われたとおり、観光ボランティアとか、いろいろな地区でやって
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いる方もございます。それらに対しては、町内においてもそういう方々を含めていると

思いますので、そういう働きかけも一応して、検討してみたいというふうに考えており

ますので、ご理解いただきたいと思います。

●議長（南谷議員） ９番、菊池議員。

●菊池議員 報告の中でエージェントの関係が出ております。３ページの６番目、旅行業

者との契約及び取引状況、ここでお聞きしますけれども、この中で、主たる来客状況は

国内のどの地域、エージェントが来客しているか。43社ありますけれども、これで見ま

すと、伊豆下田、沖縄、関西、近畿、静岡、新潟、名鉄と、いろいろ各地ありますけれ

ども、この辺の主な回数が多いというか、その辺のちょっと状況を教えていただきたい

と思います。

●議長（南谷議員） 休憩いたします。

午後１時35分休憩

午後１時36分再開

●議長（南谷議員） 再開いたします。

まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（北村課長） お答え申し上げます。旅行業者との関係でございま

す。どこが一番多いかいう形での把握は困難でございますが、コンキリエとして 近の

中で一番増えてきているという形の中では、一番下の段の方にあります「山新観光株式

会社」と「郵船クルーズ」さん。これは釧路に豪華客船を持ってきている観光客で、こ

れが、厚岸コンキリエが非常に受けて、40代の300名ぐらいがコンキリエに入館している

という形が一番多いという形でございますので、あとは総じてばらばら、どこがどこと

いう形ではございませんので、ご理解いただきたいと思います。

●議長（南谷議員） ９番、菊池議員。

●菊池議員 私、平成６年の開業の前に、平成５年だったと思いますが、開業目前のエー

ジェントとの連携はということで一般質問したこともございます。その後、 終的に今

現在、43社との取引状況が書かれておりますが、エージェントとの連携の方法について

お伺いしますが、例えばＰＲ広報、通信関係、３年に１回程度の打ち合わせ会合という

か、招待交流、アンケート質疑など、そういう点の関係、それから広域観光の会議の状

、 、 、 、 、 、況 釧根関係 釧路・根室管内 それからここにも書いてありますが 釧路町 厚岸町

、 、 、 、 、 、 、浜中町による３町広域観光 それから道東 釧路 根室 十勝 北紋 道東圏域の関係

北海道といろいろありますけれども、年間にどのくらいあるのか、あるいは隔年である
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のか、その辺、ちょっともう一回教えていただきたいと思います。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（北村課長） お答え申し上げますが、入館者の中の今までの実績

の中においても、当初よりは旅行エージェントのお客さんの方が減ってきている状況に

なってきております。旅行のあり方も随分さま変わりしてきているという状況がござい

まして、そういう中では、当然今言われました３町広域の中で、私も言いましたが、体

験型観光の中で、どこをターゲットにという形の中でも、今、道内そのものの旅行、大

、 、 、きな看板はもう全国区なんですけれども それに対しても 地方で旅行を組むという今

体制ではないという形の中では、やはり中央、向こうの方のエージェントとの協議が必

要ではないかという形の中で考えられておりますし、それぞれ釧観連さんが起こすそう

いう集客という問題もありますし、いろいろな形でそれぞれ情報というのは、こういう

形で、ある程度こういうものを取り組んでいますよという形で、一応情報発信していま

すけれども、それらに対してツアーを組む会社そのものが非常に少なくなってきている

状況にあります。

ただ、先ほど言いましたように、ものによってはふえてくるものもあるという形でご

ざいますので、今後含めて、やはり貴重な向こうとのパイプ、利用する方々をいかにそ

ういう魅力あるものに位置づけしながら、旅行エージェントとつながっていくかという

形では、今後の課題を含めて、絶えず情報発信しながら、連携、いろいろな機会を通じ

て求めていきたいというふうに考えてございます。

●議長（南谷議員） ９番、菊池議員。

●菊池議員 社長である町長にお伺いしますが、味覚ターミナルの当初の計画といいます

か、意向につきましては、商店街の活性化の方策、波及効果への相乗効果ということで

一応計画したと思います。それらの波及効果の感想、私の見る範囲では、町並み景観の

モデルというか、この辺については、交通体系あるいは風景、町の風景は非常によくな

ったなと。海との調和と、湖と湾との調和、建物、これらはよくなっていると思うんで

すが、実際に商店街への波及効果が相乗効果としてあらわれているかどうか、この辺の

感想と今後の意気込みについてお伺いします。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） お話がありましたとおり、コンキリエの設置目的といいますのは、

厚岸町の観光の中核拠点として、地場産業の活性化に資するとともに、食文化の発信基

地として重要な役割を果たしていく目的であります。先ほど私が答弁いたしましたけれ

ども、コンキリエの役割、このように地域経済に大きく影響いたしておりますし、厚岸

町のまちづくりにも、また発展にも、大きく貢献しているものと認識をいたしていると

ころであります。
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●議長（南谷議員） 他にございませんか。

（な し）

●議長（南谷議員） なければ、質疑を終わります。

これをもって報告済みといたします。

●議長（南谷議員） 日程第12、これより一般質問を行います。

質問は通告順によって行っていただきます。

なお、厚岸町議会会議運用内規64に規定のとおり、本定例会の一般質問の時間は、答

弁を含め60分以内となっておりますので、質問者並びに理事者におかれましては、質問

及び答弁が時間内におさまるよう努めてください。

初めに、13番、室﨑議員の一般質問を行います。

13番、室﨑議員。

●室﨑議員 さきに通告いたしました一般質問通告書により質問を申し上げます。

１問目は、学校の統合についてであります。

（１）として、小中学校の統合について。

アとして、計画とその進め方。これについては、行政報告が詳しくありましたので、

簡単で結構です。

イにつきましては、地域に及ぼす影響の評価とその対策についてお聞きいたします。

（２）としては、高校の統合についてであります。

道の計画と、それに対する町の対応についてお聞きいたします。また、今後の見通し

について、町はどのような見解を持っているのか、それについてもお聞かせください。

２番目として、財政の見通しについてであります。

大変財政については厳しい状況が続くと言われて、既に久しいものがありますが、こ

の財政状況は、昨年、一昨年と比べてどうなのか、お聞きいたします。

２番目として、新型交付税、連結決算導入、補助金制度の見直し、起債償還に対する

交付税措置の見直し、もろもろ懸念材料はメジロ押しでありますが、今後の町財政への

影響というものについて、どのように予測しているのか。また、それは今年の予算には

、 。どの程度織り込み済みなのか その点についてもお聞かせいただきたいわけであります

以上、１回目の質問といたします。

●議長（南谷議員） 町長。

（ ） 、 。●町長 若狹町長 13番 室﨑議員のご質問にまず私からお答えをさせていただきます

初に、財政見通しについてのご質問でありますが、１点目の大変厳しい状況が続く

と言われて久しいが、昨年、一昨年と比べてどうなのかとのお尋ねでありますが、これ

までの一般会計における当初予算の推移でありますが、平成17年度75億8,559万5,000円
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で、前年度当初比約１億7,000万円の減、18年度73億8,425万7,000円、前年度当初比約２

、 、 、億1,000万円の減 19年度77億9,209万円 前年度当初比約４億800万円の増となっており

このうち地方交付税につきましては、平成12年度をピークに毎年度減少し、この削減額

の対応策として、平成13年、15年度に策定した財政運営基本方針に掲げた財源捻出プロ

グラムの確実な実施により対応してきたところであります。

ここ数年における状況といたしましては、特徴的な事項として、職員の退職不補充や

基本給の一律カット、経常経費における枠配当予算の削減及び土地開発公社の解散など

により、交付税等の減少額を補填すべく対応してまいりましたが、これらの改革による

財源捻出額を上回る交付税等の減少があることから、毎年度、財政調整基金を初めとす

る各種基金の取り崩しにより、かろうじて収支の均衡を図っているところであります。

平成19年度につきましては、前年度当初比較で約４億円の増となっておりますが、こ

れにつきましては、平成17年度から実施しております真龍小学校改築事業における屋内

運動場整備にかかわる事業費約４億円を当初予算に盛り込んでいるため増額となってお

り、これを除いた場合では、前年度同額規模となるところであり、依然財政状況は明る

いあかしは見えてこない現状にあると認識しているところであります。

次に、２点目の今後の町財政への影響をどのように予測し、またどの程度予算に盛り

込んでいるかについてでありますが、それぞれ具体的な項目を示されておりますので、

その項目に沿ってお答えをいたします。

まず、新型交付税についてでありますが、この件につきましては、本年第１回定例会

の一般質問でもお答えをいたしましたが、地方交付税のうち普通交付税において、その

配分額の一部を地方公共団体の人口と面積を基準に算定する方法で、今年度より順次、

その算定規模を拡大し、３年間で３割相当、額にして約５兆円規模を目指すとされてい

ます。その後、総務省から新たな情報が入っていないため、その影響の程度は、総務省

の試算値でしか判断できない状況にありますが、影響額としての約1,600万円程度の減額

は、本年度の普通交付税交付見込み額に盛り込み、推計しているところであります。

この新型交付税の導入、総務省では包括算定経費の導入と称しておりますが、今年度

における詳細な内容等につきましては、来月上旬に予定されている普通交付税本算定で

明らかになるところであります。しかしながら、３年後における 終的な影響などは現

時点では把握できないところであり、予測困難な状況であることをご理解願います。

次に、連結決算導入についてでありますが、これにつきましては、既に新聞報道等で

ご承知のことと思いますが、地方公共団体の財政の健全化に関する法律が去る15日に参

議院で可決成立されたところであります。

同法の制定趣旨につきましては、地方公共団体の普通会計のみならず、特別会計、企

業会計、第三セクター等をそれぞれ連結させた新たな財政指標の導入により、地方公共

、 、 、団体の財政状況を透明化させるとともに 健全化判断比率を採用し その比率に応じて

地方公共団体の財政の早期健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化を図る

ことを目的とするものであり、同法は平成21年度から施行され、20年度の決算から適用

されるものであります。

同法に基づき新たに導入される財政健全化比率につきましては、１つ、普通会計にお

ける繰上充用、支払い、繰り延べの合算額の標準財政規模に対する割合を示す実質赤字
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比率、２つ、普通会計、特別会計及び企業会計の実質収支の標準財政規模に対する割合

を示す連結実質赤字比率、３つ、特別会計、企業会計への繰り出しで、実質的に公債費

として繰り出すものの合算額の標準財政規模等に対する割合を示す実質公債費比率、４

つ、企業会計、第三セクターなど出資法人等を含めた普通会計の実質的負担の標準財政

規模に対する割合を示す将来負担比率、以上の４指標となっていますが、それぞれの比

率の具体的な算出方法にあっては、政令で定められることになっており、現在、総務省

において検討中であり、具体的な情報は入っておりません。

、 、 、いずれにいたしましても この法律の趣旨にかんがみ 今後の財政運営に当たっては

すべての会計において収支均衡を図る必要があるため、その方向性を示す新たな財政運

営基本方針を策定し、財政健全化に向けた取り組みをとってまいりたいと考えておりま

す。

次に、補助金制度の見直しについてでありますが、国では、平成13年度以降毎年、経

済財政運営と構造改革に関する基本方針、いわゆる骨太の方針を策定し、この方針に基

づき三位一体の改革を打ち出し、４兆円の規模の国庫補助負担金の削減、３兆円規模の

税源移譲、地方交付税については財政臨時対策債を含め５兆円の規模の抑制等を図ると

し、平成18年度までに一定の成果が得られたとしています。

これにより、特に建設事業にかかわる国庫補助金につきましては、補助金制度から交

付金制度への移行や、補助金制度廃止による代替措置として、普通交付税における後年

度財政措置がとられる地方債制度の創設など、地方財政対策が図られております。

しかしながら、既に見直し、廃止等がされた経常経費に関する国庫補助負担金につき

、 、 、ましては 税源移譲等により地方財政対策を講じたとされておりますが 結果としては

当町においては税源移譲はあるものの、この廃止による影響額を全額補填するものとな

っておらず、一段と厳しさを増す財政運営を強いられていくものと予測しております。

次に、起債償還に対する交付税措置の見直しについてでありますが、現在、国では公

債費に対する交付税改革の方針は打ち出されておりませんが、一方で新型交付税の導入

など交付税改革が進められており、公債費に参入される基準財政需要額の参入状況に変

化はないとしても、基準財政需要額総体が減少、いわゆる交付税が減額されることも推

測されますので、私がこれまで実施してきた後年度負担を減らす地方債発行額の抑制策

を継続し、毎年度の国における地方財政対策を注視した上で、財政運営を図ってまいり

たいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。

私からは以上であります。

学校の統合問題については、教育長から答弁がございます。

●議長（南谷議員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 私からは、学校の統合についてのご質問にお答えいたします。

初めに、小中学校の統合についてでありますが、さきに行政報告をさせていただきま

した厚岸町立学校適正配置計画案と重複する部分がありますが、ご了承願います。

まず、計画とその進め方でありますが、教育委員会では平成15年度から小規模化が進

む学校の地域及び保護者の方々と、児童生徒にとっての学校のあり方について懇談会を
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、 、 、 、開催し 学校小規模化に伴う児童生徒の教育条件 教育環境 学校運営における問題点

耐震性を含む施設整備の見通しを中心に話し合い、ご意見をいただいてまいりました。

今年度に入り、適正配置計画の素案について関係地域にお示しする中で、懇談を持た

せていただきました。その上で、関係地域からは一定のご理解をいただけたとの判断に

より、可能と思われる学校から具体的な時期と統合校を示させていただきました。ただ

し、地域によっては、保護者の希望により、当初の計画時期を前倒しして統合を進める

学校も予定されております。

今後、この適正配置計画案をホームページや広報等で広く公表する中で、さらにご意

見をいただくことにしております。

また、この適正配置計画案に基づき、実施可能な学校の統廃合に向けて、児童生徒の

不安や動揺に柔軟に対応することはもちろんのこと、統合方法、通学手段、校舎等の跡

地利用等について、保護者、地域住民等と十分に協議を行い、理解と協力を得て進めて

いくことにしております。

次に、地域に及ぼす影響の評価とその対策についてでありますが、ご存じのように、

学校はその地域が発展してきた古い歴史の中で、地域との深い結びつきを持ち、まちづ

くりや防災拠点としての機能、地域の文化の振興、さらには地域社会の核としての役割

を担ってきました。これらを失う不安は、地元の懇談会でも提起されておりましたし、

教育委員会といたしましても、当然それらへの対策の必要性は十分認識しており、厚岸

町役場全体に本計画を示す中で、協議を行ってきております。

ただし、個々具体的な問題につきましては、今後の統合に向けた協議を進める中で洗

い出し、関係各課と協力して対応してまいりたいと考えております。

次に、学校統合についての２つ目であります。

高校の統合についてでありますが、既に報道等でご存じのように、今月５日に北海道

教育委員会が示した公立高等学校配置計画案により、当町の厚岸水産高校と厚岸潮見

高校の平成21年度での再編統合が具体的に発表されました。これは、両校とも平成21

年度からの生徒募集を停止し、新たに現厚岸水産高校を校舎とする新設校において、海

洋資源科一間口と普通科二間口の計３間口を募集するというものです。

、 、 、両校の統合に関しましては 高校及び中学校の関係者 町並びに議会におきましても

やむを得ないとの共通認識のもと、より魅力的な学校を目指して、施設整備等について

の要望書を提出するなど、要請活動を展開してきているところであります。

このたびの再編統合が示されましたが、要望している施設整備については、具体的な

ものは示されていません。したがいまして、要請活動の母体であります厚岸町の高校教

育を考える関係者会議を６月18日に開催し、今後も当初の要望事項の実現に向けて、町

が中心となり、要請行動を行っていくことにいたしました。

次に、今後の見通しについてですが、今回の配置計画が示されたことで、現在、一番

危惧されていることは、現在の町内中学生の地元高校進学率が50％を切る状況で、今後

の再編統合発表の影響を受け、来年度の厚岸潮見高校の募集定員である二間口を維持が

できるかであります つまり 今回の再編統合による不安から 釧路等への進学がふえ 80。 、 、 、

人の募集に対し40人を下回ることになるおそれがあることであります。

もし平成20年度の厚岸潮見高校の入学状況により、間口が一間口になると、再編統合
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自体が白紙になる可能性もあり、その場合、厚岸町における高校の普通科の存続も危ぶ

まれる事態が考えられます。したがって、来年度の厚岸潮見高校の定員割れを防ぎ、さ

らには新設校への地元進学率を上げるため、中学生及びその保護者に対して、町内高校

のＰＲを徹底することや、何らかの財政支援を含めた町としての地元高校への進学に対

する支援策について協議している状況であります。

以上です。

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 質問の順番は学校の方が先でしたが、答弁が財政の方を先になさいましたの

で、私もそれに従いまして、順番をひっくり返してこれからやりますので、よろしく。

財政見通しに関する質問を出した、本論に入る前にちょっと背景を申し上げますが、

今回の選挙の際にも、夕張現象とでも言いますか、財政が破綻したまちがあるというこ

とが、マスコミで非常にある意味でセンセーショナルに、ある意味で生々しく取り上げ

られておりますので、財政破綻への不安とか、大げさに言うと恐怖というものが町民の

中に常々あるようであります。それで、厚岸は夕張のようにならないのかというような

たぐいの質問を随分受けました。

それで、では財政破綻状況って何なのというと、よくわからないんですよ。ただ、あ

んなふうになるということなんですね。それで、ちょっと整理して言いますと、結局、

健全化計画をつくり、再生計画を策定しなければならないところに追い込まれる状況を

財政破綻状態と言っていいんではないのか。今、町長の答弁の方にもありましたが、新

しく法律ができましたですよね。その法律による定義なんかをかりると、そういうこと

になるであろうと思われます。

そういうふうにならないようにするためにどうしたらいいのかというと、これはもう

いろいろな方がもういろいろなところで発表していますが、大きく分けると、施策遂行

の計画性をきちんと持つこと、予算編成過程の情報公開というものを行うこと、それか

ら財政状況の積極的公開と説明責任をきちんと自治体が果たすこと、それによって財政

の住民自治というものがきちんと図られれば、こういうものを予防できますよというよ

うなことが言われています。これは学者さんたちや専門家が言っていることの受け売り

でございます。

そういう意味で、議会でこういうものを取り上げて、予算の中身についても、いろい

、 、ろと町民もわかるような形での議論が必要だなと思って 今日はお聞きしてわけでして

いいの、悪いの、そういう話ではございません。

それから、今回、そういう目でもう一度じっくりと予算書を読んだんですが、やはり

大変苦労をして張りつけをしているなということがよく見えてまいりました。これは私

の感想です。

今回、４億円ふえている。その学校の４億円を除くと大体同じ、そういう話もありま

した。その中で、それぞれにいろいろな事業にゼロシーリングとは言いながら、どうし

ても経常経費がふえてくるところに張りつけて、決してちょっと財政が明るくなったか

ら、その部分を職員の給与費に全部持っていくなんていう種類のものではないというこ
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とは一目見てわかります。そういうことを前提にして、お聞きいたします。

まず、今もちょっと言いましたが、一般会計、前年に比べて約４億円の増額ですが、

これは真龍小学校の整備で約４億円ですから、これを除くとほぼ同じになります。その

中で、各いろいろな事業のを見ていると、３％なり５％なり、それぞれの項目が少しず

つふえているのが見えています。結局、公債費ですとかそういうところで減った分がい

ろいろなところに張りつけられて、プラスマイナスゼロになっているんであろうという

ふうに思われるんですが、それでよろしいのでしょうか。

それで、今回、産炭地域振興何とかということで、基金の取り崩しがあって、４年間

１億円ずつですね、大ざっぱに言うと。新しい財源が入るというのが、強いて言えば目

新しい財源かなと思います。これは、いわゆる地域振興のために使われる趣旨であろう

と思われるんですが、今回、町長の今年度のいわば目玉政策といいますか、そういうこ

とで、町民の中にもいろいろ言われている中には３つある。少子化対策、500年地震の対

策、それからノロ対策、こういうふうに言われていますよね。それらにどの程度張りつ

けられているのか。余り見えないんですね。１億円すぽんと張りついているわけじゃな

いと思うんで、ただ、大体細かくまぶして入っているのかというあたり、ご説明をいた

だきたい。

それで、そこらが前提となりまして、懸念材料に入るわけですが、そういうわけで、

私、今回のを見てみますと、総額で４億円ふえています、現実問題として。そういうこ

とで、少し明るくなったのかなという気持ちで質問に臨んだんですが、やはり懸念材料

はいろいろあるなということで、思いつくままに挙げておきましたが、そういうことに

ついてきちんとした説明をいただいて、ちょっと地方財政学の講義を受けたような感じ

でございましたけれども、やはり厳しい状況だと。先行きは決して明るくない。明るい

兆しは見えてこないというくだりがございまして、うーん、そうなんだろうなというふ

うに思っております。

ただ、そういう中で、今のいろいろな懸念材料の連結決算だとかいろいろなものが出

てきますね。連結決算というのは、要するに箱を１つにしてしまうということで、こっ

ちの箱をきれいにして、あっちの箱の方に入れておいて、隠してしまうということが許

されないという、簡単に言うとそれだけのことだと思うんですが、それによって、実質

、 、赤字比率や連結実質赤字比率云々という４つのものについて それぞれの指標があって

その１つでも超えるとペナルティー来ますよというような話になる。そうすると、そこ

で起債が認められなくなったりなんたりしたら大変ですから、こういうものが適用され

る前に、各自治体はせっせせっせと身を削るより方法なくなってきます。

そのときに、やっぱりやれるのはというか、やるのは、これは人件費なんですよね。

人件費を削っていくより方法なくなってしまう、 終的には。夕張なんかの例がそれを

非常によくあらわしています。したがって、人件費というものの削減というものには、

非常に厚岸町も努めてまいりました。それは私も見ております。１つの成果を出してい

るということも、いまの答弁の中にありました。

今回、明るくなってきたんだなと私が考えたのは、予算書の各項目が少しずつ、３％

なり５％なりふえていると同時に、今年は採用人員がぐんとふえているんですね。それ

で、積極的に出たんだなと思ったんですが、今の答弁を聞いたら、財政状況は明るくな
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いというわけでございまして、ちょっとそこのところでもって右手と左手が合わないな

という感じがするんですが、この点、明確にお答えいただきたい。

これが財政の見通しについての私なりのいろいろと見た問題であります。

それで、 終的には、今言いましたように、非常に苦労をなさっているのがよくわか

るわけでして、その内容について、積極的公開というものがこの後図られていくべきだ

と思います。ただ、それは細かな数字だけがざっと上がる数票をぽんと出してみたり、

それからかつてあった財政何とか計画のように、ちょっと縦にしても横にしても、私の

ような者では読んでも何だか意味が通じないような、非常に難しい文章が書かれたよう

なものを出されても、町民はわかりません。わかりやすく、どのように公開するかとい

うことについても、やはり考えていただきたいなと思います。

次に、学校の統合についてであります。

行政報告でどの程度出てくるかがわからなかったので、今、ちょっとダブる質問にな

ってしまいましたが、申しわけありません。

それで、私は、この１問目というか２問目というか、学校統合については、教育委員

会の範囲だけで答えてくださいというふうには書いておきませんでした。教育委員会と

してはこの程度までしか答えられないだろうなというのはよくわかりますが、もう少し

広げて、町長部局の側でも、これに対応するこういうものがというものがあってしかる

べきだろうと思ったんですが、その点がなかったのが１回目の答弁としては残念でござ

います。

それで、今 「これらを失う不安は」云々というような言い方で 「いわば地域に果た、 、

す役割ということについては、歴史的あるいは」云々ということを言っていましたが、

簡単に言いますと、いわゆる僻地校と言われるところ、人口の少ない集落ほど、学校が

地域の活力の源なんですよ。それで、地域の今、はやりで言うと、コミュニティーの核

なんですね。すなわち、都会の学校では、運動会はわかります。外で朝からぱんぱかぱ

んぱかと音楽が鳴りますから。しかし、学芸会は、隣のうちに住んでいる人も、学校に

縁がなければわかりません。これが、いろいろないわゆる僻地校のある周辺集落に行き

ますと、学校の行事というのはその地域のお祭りです。まさに自分のうちの子供が学校

に行っているいないにかかわらず、全員が出て行う地域の行事です。そういうものを失

っていくわけです。このことについて、どのような手当てを考えているのか、そういう

問題なんです。

地域の活力を失わせないようにどうするか。子供がどんどん減っていくというのは、

ある意味、地域の活力を失っているからだという指標にもなると言う人もいます。それ

は一概に否定はしません。そうすると、子供が減ったから学校がなくなる。地域の活力

がなくなるから、また減る。これでは困るわけです。その点について、どのような対応

策を考えてこういう案が出てきているのか。これから協議しますでは、余りにもおぼつ

かない。その点なんです。

それから、もう一つあるのは、子供のための統合計画だというふうにおっしゃいまし

た。私もそのとおりだと思う。

えてして学校統合というときに出てくる話は、経費がかかるからでしょう、小さな学

校をたくさんつくっておくというと町の財政大変だからでしょうという感想を町民は持
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ちます。それに対して、きちんと今までも答えてきたんじゃないかと思うんです。これ

はやはりおっしゃっていただきたい。

それで、今、耐震化計画の問題が出てきています。これはまさに経費の問題です。し

、 、 。かし 耐震化計画が出てきたから 統合の計画が始まったわけではないと思うんですよ

その点をやはりきちっと理解してもらわなければ、結局は、うちらの地域の子供は、経

済動物と同じように、１人幾らでもって、金銭のそろばん勘定から扱われているのかと

いうような誤解を受けたんでは、これは教育委員会としては立つ瀬がないですよね。こ

の点をきちんとご説明いただきたい。

次に、高校であります。

２つを１つにしての存続の可能性という問題、将来の展望ということで私は申し上げ

たら、短期的展望をおっしゃったんですが、中長期的展望については持っているわけで

すか。

それから、やっぱりこれは関係者というのは、先輩や、あるいはいろいろな方で関与

した方たち、皆、つらいわけですよ。そういう中で、これを２つを１つにしてでも、と

にかく存続させなければならないということで動いているわけですよね。

今のこの話を見ていますと、町内の子供が何人通うかという話で終始しているように

聞こえるんですが、それだけではなくて、やはり町外からどのように、早く言うと、お

客さんを引っ張るかというところまで積極的に出なければならない現在ではないのかと

いうふうに思うわけですよ。

あと何年かたったら、厚岸町の中学校の卒業生が100人切りますよ。進学率が８割だと

するというと、80人ですよ。半分だというと、40人ですよというふうな計算をしている

だけではだめだ。

そうすると、そのときに、いろいろな事情があって、今、そんなところを一々言う必

要はありませんが、現在の水産高校の施設を使わざるを得ませんよね。これは議会でも

。 、 。前にも出ました 今の潮見高校のところに移ろうといっても 物理的に不可能ですから

我々は、あの地域というのは、昔からあそこに学校があるわけです。そして、それこそ

私が生まれたときからあるわけです。そして、あそこには昔は裁判所もあったし、かつ

ては厚岸町の中心地でありました。だから、何の違和感もありません。しかし、よその

まちからもし来ようとしたときには、奥座敷の一番奥に学校があるわけです。外から引

っ張るときには、大変場所としては不利ということはやはり考えておかなければならな

い問題だと。

それを補填するために何をするのか。こういう問題は、道に対して、こういう整備を

きちんとやってくれというのをやると同じように、具体的に厚岸町としては、ここには

地元高校の進学に対する支援策についてちょっと触れているけれども、協議しますとい

。 。う抽象的な形でね そういうものを具体的に見せていかなければならないんじゃないか

こういう方法、こういう方法、こういう方法をやりたいんですと。まだ予算もついてい

ないんだから、断定はしないにしても、具体的に考えています。これは、教育委員会だ

けじゃなくて、まさに町長部局と一体になって言っていかなければならないんじゃない

か、そういうふうに思うんですが、いかがでしょうか。
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●議長（南谷議員） 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、１点目の予算書、いわゆる平成19年度当初予算書の比較で、いわゆる４億円程

度の増ということであります。

これは、新聞報道等で議員ご承知のとおり、真龍小学校の要するに約４億円の増とい

う報道、町長の答弁にもあったとおりでございますが、それは、それイコールが要する

に増ということではなくて、予算の中にはいろいろな科目が当然ございまして、当然、

減もあれば増もあるということで、単純に４億円に当てはまる数字が真龍小学校だとい

う表現を使わせていただいているところもあります。

それで、それを仮にやらなかった場合に、プラスマイナスゼロということになります

が、先ほど議員、ゼロシーリングという言い方というか、指摘をしておりましたが、確

かに今年度の19年度の予算編成方針はゼロシーリングでございました。ただし、それに

つきましては、通常、経常的経費というふうに言わせていただいておりますが、常にか

かる経費についてのゼロシーリングでございまして、臨時的経費、例えば選挙のある年

にかかる経費ですとか、そういうものについてはシーリングはかけてございません。当

然、かかるものについては、そのとおり要求をしていただく。例えば、備品で５年後に

壊れて買う場合には、それはゼロシーリングかけると、買うことが当然できません。そ

ういうことで、それはシーリングはかけてございません。

そういうことで、でこしゃくはありますので、それを要するにゼロシーリングをかけ

て、それ以外のものが増減があって、真小の４億円を除いたときに、たまたまゼロ、同

額であるというふうに、プラスマイナスゼロであるというふうにご理解いただければと

まずは思います。

、 。 、それから ２点目でございます 産炭基金の約１億円の当初予算の件でございますが

これにつきましては、当初予算の方でも説明をさせていただきましたが、充当事業とし

て、６本の充当事業をさせていただいております。これにつきましては、１億円のいわ

ゆる実際の数字を予算化させていただいておりますが、実は対象事業の４分の３、75％

相当の充当となってございます。

それから、いろいろ充当できるメニューもございます。収入の額として約１億円とい

うことで、新たに事業を起こすのではなくて、厚岸町が今まで懸案であった例えば真龍

小学校の建設ですとか、パソコンの導入ですとか、そういうものについての一般財源負

担について充当をするということの事業のメニューに充当してよいかということで、産

炭振興機構でしたか、機構の方とのそういう協議の結果、それは構いませんということ

で それを充当させていただく形で 新たな事業を起こして その４分の３ いわゆる25、 、 、 、

％の一般財源を持ち出す格好にしないで、ちょっと言葉は専門的になるかもわかりませ

んが、一般財源の追い出しというふうにご理解いただきたいと思うんですが、そのよう

に有効に活用したいというふうに考えています。

そうしたときに、では追い出しのかかった１億円はどこへ行ったんだというご質問か

と思います。少子化対策、それから耐震、ノロウイルス対策ということで、少子化対策

につきましては630万円、耐震618万円、ノロについては約50万円ほどの予算で、約1,000



- 42 -

万円。これだけでは当然１億円に満たないところでございます。

、 、それで その追い出しのかかった１億円がどうなったのかということでございますが

これはほとんどゼロシーリングのかからない臨時的な経費の方に回ってございます。ち

ょっと細かいお話になりますが、大きなもので言いますと、時間のかげんもございます

ので、例えば３年に１度の負担の退職手当組合の追加負担金が、これ、8,000万円ござい

ます。それから、選挙の経費、それから友好都市の経費、それぞれ臨時的にやられるも

の、行われるもの、それから私、税財政課でいいますと、固定資産税の鑑定の評価の関

係で1,000幾ら、これらすべて臨時的に合わせますと、１億1,000万円ほどになります。

それが、イコールこの基金を取り崩すことによって、追い出しのかかった一般財源が使

。われているというふうに解釈していただいてよろしいかなというふうに考えております

それから、見通しが明るくなったというふうにお考えであったと。ただし、町長の答

弁にあったように、やはり苦しいということでございますが、まさしくそのとおりでご

ざいまして、これらの一般財源等を追い出しをかけて、何とかクリアしてきたというの

が現実でございます。議員ご承知のとおり、当初から繰入金を約６億円取り崩している

ことからもおわかりいただけるのではないかというふうに考えております。

それから、連結決算等の解消についてでございますが、議員ご指摘のとおり、これか

らは会計間の区別がなくなるというふうに簡単に申し上げていいかと思います。既に新

聞報道等でご承知のとおり。

（ 短く頼みます。時間がない」の声あり）「

●税財政課長（佐藤課長） ということで、ご指摘のとおり、お考えのとおりでよろしい

かと思います。

それから、少しずつふえているということでございますが、それにつきましては、先

ほど基金のところで説明させていただいたとおりでございます。

それから、公開についてでございます。

これについては、できるだけわかりやすく、言葉、数字を羅列するのではなく、でき

ればビジュアル的に公表を考えていきたいと、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。

●議長（南谷議員） 総務課長。

●総務課長（田辺課長） 私の方からは、人件費に絡みまして、職員の採用の関係につい

てお答え申し上げたいと思います。

おっしゃいますとおり、19年の採用につきましては、７名の採用でございます。これ

は、一般事務のほか、保健師、それから嘱託職員含めてのお話でございますけれども、

一方、これに対して18年度中におきます退職者、これが定年退職が９名、これを含めま

して、途中退職者も含めますと、全体で23名が退職、そのような状況になっておりまし

て、実際の補充については、このやめた方の30％、約３割の補充というような状況に相

なっていることでございますので、ご理解いただきたいと思います。
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●議長（南谷議員） 管理課長。

●教委管理課長（米内山課長） 私の方からは、学校統合の問題につきまして、まず町立

小中学校の統合に関しまして、まず統合に伴う地域の影響、地域の活力を失わせずにど

のような対応をしていくのかということでございます。

町長部局との対応が見えていないというご指摘でございますが、実は私ども、この統

合の懇談、地域に持たせていただいたときには、平成15年でございました。その中で、

なかなか現実的な統合の方への動きというものが正直見えませんでした。実は、本格的

に統合校ですとか、それから時期を明示できたのは今年度に入ってからでございます。

実は、その話し合いの具体的になった時点で、実は今、質問者からご指摘いただいたよ

うな地域のいろいろなコミュニティーの核としての不安、そのようなものが実際に私ど

もも受けとめさせていただきました。

今回、私ども、全課にこの計画を示す中で、実はこういう問題があると。各課におい

てもいろいろな問題があるだろうということではご相談してございますが、これから地

域と統合に向けて具体的な話し合いをさせていただく中で、個々に具体的に各課と検討

をさせていただきたいというふうに考えてございます。

それから、もう一点、経費の問題でございます。

統合にかかわりまして、経費の面で統合するのではないということはおっしゃるとお

りでございまして、私どもも、地域の説明会の中ではそのように訴えさせていただいて

おります。

現実としまして、ざっとの試算でいきましても、逆に収入の部で１校当たり700万円程

度下がってしまう。実は、統合することの方が財政的には不利であるというデータは持

ってございます。そんなようなことも説明する中で、私どもは、あくまで子供たちにと

ってどうなんだろうという視点で進めてまいってございます。

次に、高校の統合の問題でございます。

中長期的な展望はどうなのだというようなご質問でございますが、実は、既に両高校

とも推進委員会というものを設置しまして、将来に向かってどのような高校を目指すの

か、どのような魅力ある高校を目指すのかといった点、これらも厚岸町も含めまして、

今、協議しているところでございますので、先ほど１回目の答弁で申し上げましたとお

り、魅力ある高校づくりをしなければ、20年度の募集、それから将来の高校の存続、こ

の問題にもかかわってまいりますので、慎重に検討してまいりたいというふうに考えて

ございます。

それから、町外からの入学生の手当て、それから高校の位置的な交通の問題の点でご

ざいますけれども、まず町外からの入学生の手当てについては、やはり両校とも実は危

、 、 、 、機感を持って 前から高校のＰＲその他で努力されているようですし それから ただ

今年度におきましては、両校とも町外の実は入学生がふえました。その原因ももう少し

深く研究する中で、新たな手当てが出てくるんではないかというふうな考えも持ってい

ますし、それからおっしゃるとおり、駅から湾月町までの交通手段につきましては、路

線バス、今現在、その調整で運行できるかできないか、それから新たな交通のバスなり
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を運行することが必要になるかということも含めて、先ほど言いました支援策の一つと

しても、今、検討中でございます。

以上でございます。

●議長（南谷議員） 残り14分です。

13番、室﨑議員。

●室﨑議員 すみませんね。時間が気になって、答弁者を急がせてしまいました。

あとちょっと２問目で聞こうと思っていて、うっかりしたものもありますので、ちょ

、 、 、 、 、っとお聞きしますが まず現在 地方債残高ですよね 地方債償還額 これが一般会計

特別会計、企業会計含めまして約110億円ぐらい、そうですよね。これ、元利合計にしま

すと、1.8ぐらい掛けるというわけですから、そうすると、ごめんなさい。200億円ぐら

いあるわけですよ、額面でね。だけれども、これ、40％から60％ぐらいの、会計によっ

て違うんだけれども、地方交付税算入額がありますから、実質110億円ぐらいになると言

われていますよね。本当の超大ざっぱ計算ですよ。だけれども、1.8掛ければ、もとへ戻

ってしまうわけだ。そうすると、大体199億円ぐらいになります、元利合計です。地方交

付税算入なかったら、200億円掛ける1.8ですから、がばっと上がりますけれどもね。

それで、この程度の地方交付税の算入はあるであろうというのが、一本一本について

の基準財政需要額算入額がありますので、それを全部まぜて平均値を出しているわけで

すが、答弁の中にあるように、国は交付税の総額ですね、国としてのね。これを13兆円

だか何だか言っているんだけれども、それを減らしていくわけですよ、今、いろいろな

ことで理屈つけて。そうすると、どうするか。各自治体全部から出てくる基準財政需要

、 。 、額から基準財政額を収入額引いた額全部足したら 当然合わないわけですよね だから

調整率掛けるわけでしょう。法律上の文言では、そういうときには地方交付税率を変え

ましょうと言っているけれども、そんなものやるわけないんですから、下げようとして

いるときですから。そうすると、実質に入ってくる金はどんどん下がってくる可能性が

ある。そうすると、実は起債償還額が実質的にふえていく可能性がある。このあたりは

どの程度に見込んでいるか。大ざっぱな話でいいですから、わかれば教えていただきた

。 、 。い 全然ちょっと見当もつかないというんであれば これは仕方ありませんけれどもね

それから、ゼロシーリングは現在まで行われている経常的なものにかけた、臨時的な

ものにはかけてない、それはわかります。その結果、やっぱり需用費やいろいろなもの

が伸びてくるわけですよ。人件費だって、毎年人は年をとりますから、その分だけ手当

てしていかなければならない。それで、去年に比べて今年、どのぐらい、ゼロシーリン

グをかけている中で膨らんだのか。

それから もう一つは 少子化対策 500年地震 ノロ対策で これで当初予算では1,000、 、 、 、 、

万円程度につけています。これらについて、補正でこれから、あれだけ町長、強調して

いますから、やはりいろいろなメニューを補正でのせてくるんじゃないかと思って、我

々期待しているんですけれども、そのあたり、補正予算出す前に、余りそんな話はでき

ないよというのはわかりますけれども 「いや、考えています」という程度で結構ですか、

ら、教えていただけますでしょうか。これが財政。
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それから、統合の方に関しては、すべてが今始まったところだ。これからいろいろ話

を聞きながら、具体的なものでもって関係部局と協議したいということに終始している

んだけれども、教育委員会の口からはそこまでしか言えないと思うんだけれども、これ

はなるべく早く具体的に出していただかなければならない問題である、そういうふうに

思います。

というのは、その地域の今、子供を学校に上げている父兄だけの問題じゃないんです

よ。町じゅうの人がかたずをのんで見ているわけです。何らかの形でみんな関係してい

ます。そういうわけですから、そこでどういう手当てが行われるのかということはみん

な関心持っている。それだけに、こんなことをやっていきたいんだと、予算の許す範囲

でいいけれどもね。そういう余り今、大ふろしき広げた夢は語れないにしても、具体性

のあるものを早急に示してもらいたいと同時に、議会にも、協議会だとかいろいろある

、 、 、 、ようですから その動きというものは 本会議で言えなければ 厚文でも結構ですから

やはり提示をしていただきたい、そのように思うんですが、いかがでしょうか。

●議長（南谷議員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） 時間の関係ですので、お答え申し上げます。

まず、起債の残高でございますが、議員ご指摘のとおり、全会計で残高で約190億円。

これを、３月の定例会で私、1.8倍ほどというふうに、これを掛けますと、358億円ほど

になります。これに交付税算入を引いた額をそのとおりやりますと、約199億円ぐらいに

なるかと思います。

それが下がるのではないかというご指摘ございますが 仮に国の交付税の予算が今 15、 、

兆2,000億円でございます。これが１割減ったとすると、13兆5,000億円になります。そ

うすると、１割減るということは、交付額が１割減るというふうに考えてよろしいかと

思います。そうすると、過疎債でいいますと、1,000円に対して700円の基準財政需要額

に算入されている部分が、１割減るとすると、1,000円に対して630円しか入っていない

というふうに考えてもよろしいかというふうに考えます。これは単純計算でございます

が、理論的に見ますと、そのような計算が成り立つのではないかというふうに考えてお

ります。

それから、ゼロシーリングの関係で、臨時費がどのぐらいあるのかということでござ

いますが 人件費の先ほど申し上げました8,000万円 退職手当特別負担金を除いて8,000、 、

万円を除きまして、3,467万5,000円が臨時費として増額になっているということでござ

います。

（ 臨時費じゃないよ。ゼロシーリングかけている方の問題」の声あ「

り）

●税財政課長（佐藤課長） ゼロシーリングをかけて……。

（ かけているところで膨らんだ部分がどのぐらいあるのか」の声あ「
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り）

●税財政課長（佐藤課長） ゼロシーリングをかけているところで、基本的に経常経費と

してゼロシーリングをかけているところで、増はございません。

（ そうですか」の声あり）「

●税財政課長（佐藤課長） それから、補正予算の関係でございますが、今後、９月、12

月、それから来年の３月に向けて、どのような財政需要があるかわかりませんが、その

要望額等々があれば、当然補正措置をしなければなりませんが、今のところ、これをし

なければならないというようなことでの案件については、財政担当としては押さえては

ございませんので、ご理解賜りたいと思います。

（発言する者あり）

●議長（南谷議員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 私の方からは、学校統合によって地域への影響についての考え

方について少しお話しさせていただきます。

まず、１点目ですけれども、多くの地域で自治会の事務局の中心的な役割を果たして

いるというような地域もあります。もちろん、こういう地域についていうと、そのまま

学校の先生がやるということはもちろん不可能なわけですから、自立していただかなけ

ればなりませんけれども、そのときに、今まで便宜があったことについては、何らかの

措置を考えていかなければならないなというふうには考えておりますし、もう一点、先

ほど運動会というお話が出たんですけれども、確かに今回の統合の問題の中でも、どち

らに統合するのかという中では、いわゆる地域の運動会に地域単位での参加というのも

僕は十分考えられるというふうには考えるんですけれども、ただ、もう一点、それぞれ

の地域が地域運営の保育所の幼児たちも含めて参加しているというふうな中で、その子

たちの発表の場なり、地域と交流する場が設けられるかというふうな問題も当然出てこ

。 、 、ようかと思います これについても 統合される学校等々の関係もございますけれども

これからの話し合いの中で方向性を探していければというふうに思います。

ただ、いずれにしても、まだ具体的には各地域からもこういうことをお願いしたいと

いう形では上がってきてないもんですから、この点については、スクールバス等の協議

、 。等ともあわせて問題点を洗い出して 早急に協議してまいりたいというふうに思います

以上です。

●議長（南谷議員） 以上で室﨑議員の一般質問を終わります。

次に、10番、谷口議員の一般質問を行います。

10番、谷口議員。
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●谷口議員 本定例会一般質問に当たりまして、通告しておりました５件について質問を

いたします。

まず初めに、この６月から定率減税の廃止による住民税の増税が始まり、納税通知書

を受け取り、住民税をどうしてこんなに納めることになるのか。特に、その影響が大き

いのが高齢者であり、所得が一気に下がった方、あるいは退職やリストラによる転職、

正社員から臨時、パートに変わった人たちではないかと思われますが、次の４点につい

てお伺いいたします。

１つは、納税通知書が発送されておりますが、住民からの問い合わせは現在、あるの

かどうなのか。

２つ目は、国民健康保険税や介護保険料への影響はどうなっていくのか。

３つ目は、定率減税の廃止によるランクアップにより、保育料の値上げがあるのかど

うなのか。

４つ目は、今回の増税による住民負担の影響は大変大きいものがありますが、特に低

所得者、若年層、年金生活者などに対する対応はどのようになっているのか、お伺いを

いたします。

次に、アザラシの被害対策についてお伺いいたします。

このことにつきましては、さきの議会の予算委員会においても質疑が行われておりま

したが、保護動物と漁業の共存について、その対策に本腰を入れて取り組む時期に来て

いるのではないかと思うものであります。

１つとして、厚岸町の漁業被害の状況はどうなっているのか。漁獲物の被害、漁網等

の被害の状況。

２つ目は、現在、どのような対策が行われているのか。

３つ目として、アザラシなど保護海獣と漁業の共存を図るため、生態調査の実施、被

害を防止するための漁網、漁具や漁法の研究と開発を道や国の研究機関が行うよう強く

求めていくべきと思いますが、どのような対策が進められているのかお伺いをして、私

の１回目の質問といたします。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） 10番、谷口議員のご質問にお答えをいたします。

定率減税の廃止と住民税の増税について、納税通知書が発送されているが、住民から

の問い合わせはあるのかとのご質問でありますが、平成19年度納税通知書につきまして

は、町道民税、固定資産税、都市計画税について、今月８日に各納税義務者あてに発送

し、これとあわせて、納税者の方からの問い合わせなどが多数あることを想定し、問い

合わせの混雑等に伴うトラブルの回避と正確な説明ができるよう、問い合わせなどにか

かわる整理票を作成し、迅速に対応するべく、担当職員の連携などを含む体制を整えて

いたところでありますが、先週末現在の問い合わせは、総数で約40件、そのうち町道民

税に関する件数は約20件となっているところで、多数の問い合わせがあると予想してい

たところでありますが、事前にテレビ、新聞等により税源移譲の報道等がされていたこ

と、さらには本年２月から３月にかけての確定申告時における事前説明、納税通知書へ
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の税源移譲にかかわる説明チラシの同封などもあり、現在のところ、おおむね例年並み

の問い合わせ数であるととらえているところであります。

次に、国民健康保険税や介護保険料への影響はどうなるのかについてでありますが、

国民健康保険税につきましては、課税額による判定ではなく、所得による判定であるこ

とから、定率減税の廃止による影響は直接ないところであります。

介護保険料につきましては、平成18年３月議会において一部改正を議決いただきまし

た厚岸町介護保険条例の規定により、７月に付加させていただく予定であり、現在、

終的な計算作業の途上にあるため、確たる影響をお示しできる段階にありませんので、

ご理解賜りたいと存じます。

次に、定率減税廃止によるランクアップにより、保育料の値上げはあるのかについて

でありますが、所得税、個人町民税の税額を判定の基準として決定する保育料につきま

しては、定率減税が廃止されたことに伴って、料金算定の階層区分に異動が生じないよ

う、厚岸町立保育所条例の一部を改正する条例を本年３月開催の第１回定例町議会にお

いてご承認いただいておりますので、影響はございません。

後に、今回の増税による住民負担の影響は大きいが、特に低所得者、若年層、年金

生活者などに対する対応はどのようになっているかについてでありますが、このたびの

税源移譲に伴う所得税と住民税の税率改正による税源の移しかえ、定率減税の廃止等、

直接関連する対応策はありませんが、町道民税では、65歳以上で合計所得が125万円以下

の非課税措置が廃止となった年金生活者につきまして、均等割、所得割について、３分

の１に減額される経過措置が今年度まで適用されるところであります。

国民健康保険税では、低所得者につきましては、従来から２割から７割の範囲で均等

割、平等割について減額の特例があるほか、年金生活者に対しては、税制改正における

経過措置として、平成19年度は所得割額算出にかかわる基礎控除33万円に加えて、７万

円の控除があるところであります。

介護保険料にあっては、低所得者、年金生活者への配慮として、厚岸町単独の介護保

険料減免取扱要綱に基づいて、低所得者への減免を実施しているところであり、引き続

き制度の周知に努めてまいります。

、 、 、 。なお 若年層では 税制上の特例等はございませんので ご理解賜りたいと存じます

次に、アザラシの漁業被害についてであります。

この問題は長年の懸案事項であり、過去からも幾度となく町議会で質問をいただき、

町としても、情報の収集に努めながら、厚岸漁協協同組合とも連携し、関係機関と協議

を重ねてきておりますが、なかなか進展が見られず、苦慮している状況にあります。

、 、１点目のアザラシによる漁業被害の状況でありますが 平成18年度の漁獲物の被害は

主にニシン、シシャモ、シラウオ、カレイなどで、数量で1,410キログラム、金額で274

万円となっております。これは、前年の調査と比較して、数量、金額ともに減少してお

りますが、未申告など数字にあらわれない被害も多く、被害そのものは増加の傾向にあ

ると聞いております。

また、漁具被害でありますが、そのほとんどは刺し網や小定置が破られるというもの

で、平成18年度は金額で64万円となっており、前の年と比較して、若干の増加となって

おります。
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２点目の対策についてでありますが、過去には漁業者みずからが花火やかかしなどで

アザラシを網に近づけない、追い払うための対策を講じてきましたが、一時的な効果し

か得られず、その対策に苦慮しているというのが現状であります。

平成15年４月の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の改正では、道内に生息す

る５種類のアザラシが新たに保護対象となりましたが、当町で主に漁業被害をもたらし

ているのは、回遊性のゴマフアザラシではなく、定着性が強く、希少種であるゼニガタ

アザラシで、漁業被害に対する有害駆除の許可は環境省が行うこととなっており、町と

いたしましても、これまで厚岸漁業協同組合と連携し、釧路支庁環境生活課とアザラシ

による被害の軽減対策の早期実施について協議を重ねておりますが、対策の実施につい

ては極めて厳しい状況にあります。

また、本年３月30日には、ゼニガタアザラシの研究者や被害を受けている漁業者23名

が、環境省釧路自然環境事務所に対し、学術研究のためのゼニガタアザラシの捕獲申請

書を提出し、あわせて厚岸漁業協同組合からは、その捕獲申請が許可されない場合に、

関係者へ直接説明を求める要望書を提出しておりますが、現在、内容の審査を行ってい

るとのことで、回答待ちの状況になっております。

３点目のアザラシと漁業の共存のために、漁具や漁法を研究、開発を北海道や国の機

関に強く求めてはとのご質問でありますが、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律

の趣旨には、鳥獣の適正な保護を推進すると同時に、あわせて農林水産業への被害軽減

を図るとされており、平成15年度から３年間、環境省が実施した生息調査は、今後のア

ザラシ管理の方策を探ることが目的であり、今後も適正な頭数を把握するため、継続調

査が必要と考えています。

今年３月２日に開催された環境省とＮＰＯ法人北の海の動物センター主催の調査報告

会では、漁業者からも環境省や北海道などに対し、被害対策について直接強く要望して

いるところであり、町といたしましても、保護管理計画の作成や、議員ご提案の漁具や

漁法などの研究開発について、今後とも強く国や北海道に要望してまいりたいと考えて

おりますので、ご理解をお願いいたします。

●議長（南谷議員） 暫時休憩いたします。

午後２時55分休憩

午後３時30分再開

●議長（南谷議員） 再開いたします。

10番、谷口議員。

●谷口議員 ただいま、先ほど町長からご答弁をいただいたんですが、住民税の増税の問

題でありますけれども、今の町長の説明を聞いておりますと、ある意味、それほどの影

響はないんではないのかというように聞こえるわけでありますけれども、今回提出して

いただきました資料を見ても、それぞれやはりその影響が出ているのではないのかなと
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いうふうに考えます。

そこで、今回のこの資料については、収入が増減ないことを前提にしてつくられてい

る資料でないのかなというふうに思うんですよね。それで、今回のこの住民税の増税の

問題なんですが、町長が言われたように、結果的には税源移譲に伴うものだということ

がその根幹にあるわけですけれども、結果的に、所得税と住民税を今まであったのを３

、 、兆4,000億円ですか これをそれぞれ増減させたことによって出てきたわけですけれども

一番問題なのは、先ほども私、申し上げましたけれども、所得が変わった人に大きな影

響が出るのではないのかなというふうに思うんですよね。

それで、今、多くの方々が給料は上がらない、逆に下がっていくという状況にありま

す。かなり景気は回復したというようなことが盛んに言われておりますけれども、こち

らにはそういう影響はほとんど波及していないのが現実で、逆に、多くの人たちが所得

が大幅に減ってきているというような状況にあると思います。そういう中で、例えば正

社員からフリーターだとか、あるいは臨時に変わるという場合に、その人たちがどうい

うふうになっていくのかといことがあると思うんですね。

それで、町内でも話を聞いていると、昨年度までは正社員であったけれども、解雇さ

、 。 、れて 一定の時期で臨時で採用をするというような人もいるようであります それから

昨年退職して、一定の年齢になって退職をして、年金生活を始めた人。そうすると、こ

の人たちも相当の差がありますよね。一定の年齢で、年金、厚生年金等を受け取ること

ができるような年齢に達して退職した、そういう人たちが、実際にやっぱり大きな増税

になってしまうのではないのかなと思いますけれども、これらについて、もう少し詳し

く説明をお聞きしたいというふうに思います。

そこで、もう一つお尋ねしたいのですが、この税源移譲に伴う経過措置があるわけで

すけれども、税源移譲によって収入が大幅に変わるという人たちが増税になる。それを

救済するための措置を国の方で決めているわけですけれども、これについてはどういう

対応がされているのか。そして、それが実際にその対象者に対して、実際、周知される

ような仕組みになっているのかどうなのか。減免についても同じ対応があると思うんで

すが、これらについて、もう少し説明をいただきたいというふうに思いますので、ひと

つよろしくお願いいたします。

それから、次にアザラシの問題についてお伺いをいたします。

今回、資料をいただきまして、今、町長の方から説明がございましたけれども、厚岸

町の漁業被害、これについては、年間、ちょっと以前は相当あったように金額では出て

いるんですが、この金額がどうしてこんなに違うのか、その辺についてわからないんで

すけれども、過去４年間でも3,721万円と。この辺をベースにすると、4,500万円ぐらい

までいってしまうのかなというふうに考えるんですけれども、アザラシの問題は、非常

に問題は簡単な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よね。ゼニガタ

アザラシは絶滅危惧種に指定されている、そういう動物であるというふうに思います。

そして、これもランクが低い方ではないですよね。そういうことを考えると、どう共存

。していくのかということがやはり非常に大きいのではないのかなというふうに思います

それで、ゼニガタアザラシの生息地で有名なのは、襟裳と大黒島がやはり生息域とし

ては大きなところになっているんではないかなというふうに思うんですよね。そういう
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ときに、厚岸の取り組みと襟裳の方の取り組み、この違いもあるんではないのかなとい

うふうに思います。

それから、トドなんかの被害を受けている地域があります。この地域でも、非常に漁

業被害が大きくて、その対策に苦慮している。そういうことを考えると、やはり海獣被

害を受ける地域の漁業者あるいは関係団体、関係自治体、こういうところが連携した対

応をとっていかないと、それぞれ別々な対応では、やはり困るのではないのかなという

ふうに思うんですよね。それらについて、実際どういうことが、もう行われているんで

あれば、どのようなことが行われているのか、それらについて説明をしていただきたい

というふうに考えます。

、 、 、 、それから 私 １回目の質問で申し上げましたけれども 漁業被害を食いとめながら

漁業とこういう保護動物の共存を図っていくということをやっぱり厚岸町でもきちんと

意識づけをしなければならないというふうに思うんですね。

そうした場合に、やはり被害は食いとめなければならない。そのための対策は、やは

り地域の漁業者や漁業組合や関係自治体だけでは到底できる問題ではないのではないか

というふうに思うんです。そうすると、やはり保護を指定する国あるいはその行政をつ

かさどる北海道等が、やはり漁網だとか漁具だとか漁法の開発、研究をきちんと進めて

いってもらわなければ困るのではないか。きちんと位置づけをし、予算化をし、そして

そのための対策を講じていくということを国や道に強く働きかけをしていただく。そし

て、そのための対応をきちんととっていただくということをしていただかなければ、漁

業者にとってはやり切れない問題ではないのかなというふうに思うんですね。

今、非常に自然保護に対する問題というのは、一つ間違えれば、大変な状態に陥って

しまうということになると思います。そういうことを踏まえて、もう一度答弁をお願い

いたします。

●議長（南谷議員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

税源移譲にかかわる税率の改正等に伴って、所得税と住民税の増減、いわゆる移しか

えの件でございますが、正職員からフリーターになった場合、それからかつてお勤めの

方が退職なされて年金所得になった場合、これらそれぞれ想定されるところでございま

す。

、 、 、 。これらにつきましては 議員 先ほど申し上げられたとおり 経過措置がございます

この経過措置につきましては、今現在は、サラリーマンの方は既に１月から税率が半減

になった部分で所得税は控除されてございまして、住民税につきましては、本年６月か

ら10％一律で課税されておりまして、それをプラスマイナスしますとゼロというような

国の報道でありますが、定率減税の方は別にしまして、そういうことになってございま

す。

、 、 、ところが 仮に19年中に所得が急にゼロ円になって 所得税がかからなくなった場合

この場合は、既に住民税は捕捉年が18年分に課税されますので、その段階でもう10％、

いわゆる倍の税率で住民税が課税されております。そうすると、払い過ぎている状況が
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生じます。この払い過ぎる状況を回避するために、議員先ほど申し上げられた経過措置

がありまして、そういう場合につきましては、その状況が例えば自営業の方は来年３月

に確定します。その段階で所得税がゼロになった場合は、当然、その分は住民税に相当

する５％ふえた分、その分からお返しするという状況が経過措置の内容でございます。

お返しする状況なんですが、これは役場から自動的にお返しするのではなくて、対象

者の方が20年７月１日から１カ月間、20年７月31日までの間に申告をしていただいて、

お返しする形になるという制度でございます。

これはどこからお返しするかということになりますと、本年１月１日現在、課税した

厚岸町に申告をいただいて、厚岸町に納めていただいた５％分をお返しするという制度

でございます。

これにつきましては、当然のことでございまして、国税と住民税の課税の捕捉年度が

違うことにより、こういう現象が生じることを回避するために、所得税法等の改正、そ

れから住民税、厚岸町でいいますと、町税条例の改正をさきの改正でさせていただいた

ところでございます。

それから、周知についてでございますが、来年の７月１日からの申告の時期というこ

とでございますので、来年２月から３月までの間の確定申告でこれが判明します。その

ときに当然周知をし、申告をしていただくということで考えておりますが、所得税がか

からないから申告に来ないという方が想定されます。これにつきましても、そういうこ

とが不利益が生じないように、周知をして、要するに払い過ぎのないように措置を講じ

てまいりたいというふうに考えております。

これにつきましては、国からも当然そういう指導もございますし、管内市町村足並み

をそろえてそういうチラシ等を、周知のためのそういうものをつくってやりましょうと

いうお話になってございまして、とにかく不利益にならないように措置を講じてまいり

たいと考えておりますので、ご理解賜りたいと思います。

●議長（南谷議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） 私の方からは、アザラシ被害の関係のご答弁をさせていた

だいます。

まず、１点目の漁業被害についてであります。どうしてこの調査が毎年食い違ってい

るのか、少なくなっているのか、そういうお尋ねであります。

漁業者にとっては、必ずしも皆さんが報告しているわけではなくて、一部の漁業者の

、 。本当に切実な訴えというのが形になって この被害報告になっているのかなと思います

頭数的に 平成15年に274頭が頭数 固体数として確認をされてございます 平成16年に348、 、 。

頭、それから平成17年に322頭ということで、一部のこの報告によりますと、この20年で

３倍ほどにアザラシの数がふえているということであります。

被害額が、漁業協同組合でまとめ始めて、被害額出ているわけですけれども、毎年減

っているというような状況でありますが、頭数はふえていますので、この数字というの

は、数字にあらわれないものが相当含まれているのかなというふうに思いますので、そ

れで一つの目安として、ご参考までに、どのぐらいの本来被害があるのかなということ
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で、私なりに調べたものがございますので、申し上げますけれども、実は前の課長さん

が、大体、大人のアザラシ、成獣アザラシですね、１日にどぐらいの魚を食べるだろう

ということで、いろいろ調査をされた数字が残っていまして、この数字、１日4.5キロ食

べるということで、これを平成17年の頭数322頭に当てはめますと、１日当たり1,449キ

ロ、1.5トンほどの魚が食べられるのかなと。それを365日、１年に直しますと、約53ト

ンになります。厚岸の湾内と湖内、主な魚に限定して、カキ、アサリは別としまして、

。 、魚に限定した15年間の平均の水揚げ量が586トンであります パーセンテージにしますと

９％に相当するトン数になります。これを水揚げ額に直しますと、586トンで２億2,794

万9,000円でありますから、トン当たり、これで38万8,991円、魚種にシラウオとかそう

いった高い魚から安い魚まで入れまして、押しなべて38万8,000円です。これを52.8トン

に換算をいたしますと、損害額が2,000万円を超えて、2,053万8,000円という損害額にな

ります。これが365頭の頭数の場合には2,000万円ぐらい、それから平成15年の274頭に換

算をいたしますと、1,700万円ほどの被害額、魚だけで、ちょっとラフな数字になります

けれども、一応の一つの目安として、そのぐらいの損害額になるのかなというふうに思

います。

２点目の襟裳の取り組みと厚岸の取り組みの違いについてのお尋ねでありましたけれ

ども 襟裳の関係についてはよく承知はしてございませんが 厚岸の違いについては 10、 、 、

年以上前から被害状況について追跡調査をされているというふうなことをお聞きしてご

ざいますけれども、議員お尋ねのとおり、厚岸町においても、それらの今後、襟裳の方

の被害対策についての調査をしてまいりたいというふうに思います。

それから、それぞれの何か対応しているのなら、それをちょっと説明していただきた

いという内容のお尋ねであります。

実は、１回目の答弁でも申し上げましたけれども、現在、東京農業大学の研究者を代

表にして、今、環境省の方に実は駆除申請をしているということであります。この研究

者は、全部で代表者を入れて23名で今、申請をしていますけれども、苫多の実行組合の

漁業者全員と、それから白浜の漁業者の方、これは１名加わっていますけれども、あと

数名の研究者、これらの方々が合同で申請者に名を連ねて、現在、環境省の方にゼニガ

タアザラシの方の捕獲申請をしているという内容です。

漁業協同組合としましては、この申請がもし仮にだめになった場合については、環境

省にそのだめになった原因について、漁業者にぜひとも説明をしてほしいという要望書

も加えて、この申請とは別に環境省の方に提出しているというのが、この新しい動きと

して出てまいります。

、 、その内容ですけれども 30頭を一応捕獲の申請を出しているという内容ですけれども

、 。その30頭のうち２頭について 学術研究ということで申請を上げているようであります

あと28頭については、標識、それらをつけて、タグをつけて、一度捕獲した後、そうい

った標識をつけて、それを放して追跡調査をするということで、これらの申請を現在、

出しているという内容であります。

それから、共存共栄の関係のお尋ねもございました。

これについては、私どもは申請者と について、ご提案の漁具あるいは漁法

の関係につきまして、これらについては、今後、漁業者、あるいはあと漁業協同組合、
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これらの意見も聞きながら、今後、検討をしてまいりたいというふうに考えてございま

すので、ご理解いただきたいと存じます。

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 住民税の増税の問題については、やはり納められる人はどうっていうことな

いんですよね。問題は、その時々の変動によって、急に収入が減ったり、あるいはそれ

までの生活ががらっと変わってしまう人たちに影響が一番出るわけですよね。

一般的に生活している人たちにおいても、この資料を見ただけでも、年間、普通の給

与所得者、夫婦の場合でも、子供いないと、500万円の収入があれば、３万1,800円の増

税になるということですよね。子供が２人いる場合は、１万7,600円ということになりま

す。そういう一般の人でも、これだけの影響があるのに、さらに先ほど言ったように、

急にリストラ等に遭った場合、あるいは給与所得から年金生活に変わった場合、これら

については大幅な収入が減をするということで、住民税の大増税になってしまうと。人

によっては、七、八倍になるという例もあるというふうに聞いておりますが、厚岸町で

はまだそこまでいっている人はいないのかなというふうに思いますけれども、非常に重

税感が漂っているという状況だと思います。

その一方で、物価等が非常に今、上がっている 中ですよね。ガソリンなんか、もう

非常に高くなってきているというのを見ていくと、当然これが波及をして、消費にも大

きな影響が出てくるんではないのかなということを考えると、やはり町民一人一人の生

活をきちんと守っていくというのが自治体の仕事でありますから、これについては、や

はりきちんとした対応をとっていただきたいというふうに思います。

それで、先ほど激減した人の救済措置について、経過措置があって、来年の確定申告

の時期、あるいは収入が減ってしまった人は確定申告がないというようなことで、申告

に来ない場合があるということが出てくるといようなことをお話しされておりますけれ

ども、それでやはり来年の７月１日から31日の間に納税者本人が申告をしないとならな

い制度なんですね。ですから、これは何かこのごろこういうのを聞いて腹が立つのがい

っぱいありますけれども、年金もついこの間までは自分で全部証拠書類を持って、そう

したら見てあげますよというようなことがありましたけれども、それとは違うとはいい

ながらも、納税者本人が申告をしなければならないという問題ですから、この周知徹底

はやっぱりきちんとしていただかないと困ると思うんですよね。１回やったらいいとい

う問題ではないと思うんです。

それで、全国で住民税を納めなければならない人は5,500万人いるそうなんですよね。

それで、そのうちの六、七％が救済措置が講ぜられるんではないのかなというふうに言

われているんですよ。そうすると、やはり厚岸町でも相当な数がこの対象になると思い

、 、 、ますので それらについては きちんと対応できるような措置を講じていただきたいと

周知徹底を図っていただきたいと思いますが、もう一度ご答弁をお願いいたします。

アザラシの問題ですけれども、今、課長から説明をいただきましたけれども、アザラ

シがいるのが悪いことのようになっていったんでは、やっぱり議論の仕方、ちょっとボ

タンがずれてくる可能性があると思うんですよね。
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今、課長、さんざんおっしゃっておりますのね、１頭が何トンだか食べますから、そ

うすると322頭いれば、2,000万円ぐらいの被害があるんでないかというようなお話です

けれども、そうしたら、ゴメはどうなんだということになると思うんですよね。そのほ

かにもいろいろな海鳥だとかいますから、そうすると、ゴメが食ったのが何ぼ、アザラ

、 。シが食べたのが何ぼ そのほかにいろいろなエトピリカだとか何だとかっていますよね

たまに場所によってはアオサギなんかもしけでとったりすると思うんですけれども、そ

うではなくて、やっぱりアザラシや海鳥が生息できるというのは、そこに資源があると

。 、 、いう前提だと思うんですよね その中で お互いに人間と動物たちが生きていくために

きちんとそれらを上手に、魚の子孫も当然残していかなければならないし、そういうも

ののバランスをきちんととっていくということが大前提でなければならないと思うんで

すよ。それを全部どこかで崩してしまって、とる方だけが正しいみたいになっても困る

し、残す方だっても、一方的にやってもまずいと思うんですよね。ですから、その共存

共栄をきちんと図っていくということが大前提にあっていかないと、この問題はやっぱ

り根本的な解決はでき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、先ほど襟裳の話をしましたけれども、何で襟裳で共存の取り組みがされて

いるかというと、やはりそこに資源がある。その資源があることによって、アザラシも

いるんだという立場なんですよね。ところが、アザラシもいなくなってしまった。海鳥

もいなくなってしまった。さて、そこにはそうしたら何かが住めるのかということにな

っては困るんですよ。ですから、そういう海鳥も海獣も、あるいは漁業者がきちんと漁

業が成り立っていくように、どうしたらいいのかということをやっぱり真剣に考えない

とだめだと思うんですよ。

ですから、そのための取り組みをやっぱり官民挙げて、これこそ官民挙げて取り組む

問題である。国を巻き込んで取り組んでいかなければならない問題だと思うんですよ。

ですから、やっぱり今、非常に腹の立つ問題もたくさんありますけれども、こういう

ときこそやはり強く働きかけをして、漁業被害をできるだけ少なくしながら、あるいは

新しい漁網や漁具を開発する場合でも、今、報道なんかを聞いておりますと、新しい漁

網をつくるというと、莫大な金がかかってしまうと。そうすると、それではとても漁業

が成り立たない。そうであれば、やはりそれに見合った補助金を出すだとかね、だって

保護動物を守らなければならないという国の方針があるわけでしょう。国は勝手にと言

ったら変だけれども、そうやって決めておきながら、漁業被害には目をつぶるというこ

とにはならないと思うんですよ。ですから、そういう対策をきちんと講じていただくと

いうことがやっぱり大事だと思うんですね。

それで、一定の捕獲をして、アザラシがどういう動きをするのか、あるいはどういう

食物の取り方をしていくのか、そういう研究のために、大学の方で研究をしようという

ことのようでありますけれども、これはやっぱりもっともっと広げて、道や国が本腰を

入れてその対策をとっていくということにしていかないと、この問題は解決しないので

はないのかな。

そして、もし間違って一方的な捕獲等に動き出したときには、今度は自然保護団体等

から非常な反発を食ってしまうということにならないような対策をしっかりとっていた

だかなければ私は困ると思うんです。そういうことに対して、厚岸町としてどう取り組
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んでいくのか、もう少し明確な答弁をしていただきたいというふうにお願いをいたしま

す。

●議長（南谷議員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） まず、定率減税の方からご答弁申し上げます。

議員ご指摘のとおり、周知徹底することを当然やらなければなりませんし、できるだ

け漏れのないような方法を考えてやりたいと思います。

具体的には、10％の課税になった今年度通知書を送った方については、それなりの通

知をするですとか、そういう方法をとって、絶対的に不利益にならないような方法を考

えてまいりたいと思っておりますので、ご理解賜りたいと思います。

●議長（南谷議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） ただいまのお尋ねであります。厚岸として、このアザラシ

対策について、今後どう取り組んでいくかという内容であります。

実は、平成15年から17年までの間につきまして、調査を実施しまして、アザラシが頭

数がふえているにもかかわらず、国は現在、具体的な対応といいますか、そういった保

護管理計画、そういったものがまだ示されていない状況にございます。

それで、厚岸町といたしましても、生息調査といいますか、そういったことの必要性

について、今後、要望してまいりますけれども、この生息調査の継続の必要性、これに

ついては、今後とも国が責任を持って、研究者あるいは研究機関、そういったところが

各種調査を継続をして、アザラシの保護管理をして、保護管理計画を立てていく。それ

で、適正な生息数をつかんでいくというようなことに結びついていくのではないかとい

うふうに思います。

議員ご指摘のとおり、非常にデリケートな問題も控えております。それで、これらに

ついても、一方的にならないように、今現在のところは、漁業者が一方的なことで被害

を受けているというような状況もありますけれども、これらについては慎重に対応して

まいりたいというふうに思ってございます。

それから、あと議員ご提案の漁具あるいは漁法、これらにつきましても、今後、漁業

協同組合あるいは漁業者、そういった方々と協議をしながら、これらについて、町とし

てどのようなことができるのかも含めまして検討してまいりたいというふうに考えてご

ざいますので、ご理解いただきたいと思っています。

●議長（南谷議員） 以上で谷口議員の一般質問を終わります。

次に、１番、音喜多議員の一般質問を行います。

１番、音喜多議員。

（ 休憩」の声あり）「
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●議長（南谷議員） 休憩。

午後４時08分休憩

午後４時09分再開

●議長（南谷議員） 再開いたします。

●音喜多議員 選挙改選後、初の定例会に当たりまして、さきに通告してあります財政問

題１点について、新たな心構えで質問させていただきたいというふうに存じます。

この春の選挙戦を通じまして、多くの町民、有権者は、時同じくして、連日夕張報道

を引き合いに 「我が町は大丈夫なのか」という問いかけを、あるいは疑問をいただきま、

した。私は 「恐らく大丈夫でしょう」という返答に、みずから疑問を持ちながらも今日、

に至っておりますが、この機会に改めて我が町の懐事情を少し議論させていただきたい

と思う次第であります。

まず初めに、我が町で計画を立てました行財政改革が予定どおり進み、その改革が予

定どおり前進しているのかということであります。

国、国から地方へのあらゆる改革が続く中で、地方自治体は交付税の減額の中で過去

の組織や仕事の進め方 住民とのかかわり サービスのあり方まで問われ 17年度から20、 、 、

年度までを１期として、 も収入不足を来すと予測し、聖域なき取り組みが求められた

時期だというふうに強調しておりましたが、取り組んできているものと思いますが、そ

の状況は、進行過程をお示しいただきたいというふうに思うのであります。

次に、夕張問題で国が全国の地方自治体に大きな不安を動揺を与え、国で新たに地方

自治体の財政健全化の指針をつくり、今国会で過日、成立いたしました。シンポウの詳

細は、この秋の政省令を待たなければならないという先ほどのお話でありますが、その

背景には、右肩上がりの財政を期待して、現実に合わない事業をしてきた、させてきた

国あるいは各自治体の現在の姿だというふうに思います。

長年の財政担当者は、一つの目安を持ってその任に当たってきたと思うのであります

が、各自治体、赤信号をみんなで渡れば危なくないというような、そんな状況の中で今

日まで財政運営をされております。

そこで、既に05年度決算は済んでおりますが、それをもとにして、少し考えてみる必

要があるのではないかと思われますので、その資料をいただき、我が町の実態をお示し

いただきたいというふうに思います。

３点目に、今後の財政見通しであります。これからも町を運営していくのは、何とい

っても交付税を柱とする国頼みの現状です。形なりの陳情や、ある一定程度黙ってでも

来る交付税というお金、そのお金を何に使ってもよいという時代は終わろうとしている

のではないかと私は思うのであります。特に近年、国の方針、身動きは、かわりばえの

早いことがうかがえます。その動向をアンテナを高くしてしっかり見きわめていく必要

があるというふうに思います。

昨年７月に閣議決定しました経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006、そして
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また今日の新聞等にありますが、2007の経済財政政策の基本方針は、いわゆる骨太の方

針が次から次と出されております。そういった中での 大の歳出削減がうたわれており

ますが、我が町としては、この対応にどのようにとられるのか、とっていこうとしてい

るのか、その辺の財政事情についてお尋ねしてまいりたいと思います。

以上で１回目の質問にさせていただきます。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） １番、音喜多議員のご質問にお答えをいたします。

町の財政状況について、短期集中期間、第１期の経過途中であるが、その目標と実績

はどのように推移しているかについてでありますが、財政自立シミュレーションの短期

集中対策期間における目標と実績につきましては、平成17年度決算及び５月31日出納閉

鎖に伴う平成18年度決算ベースをもって比較及び分析をするため、現在、 終的な計算

作業の途中でありますので、両年度の確たる評価についてはお示しできる段階にありま

せんが、現段階における目標と実績につきましては、両年度とも歳入面では、地方交付

税及び投資的経費の財源に充てられる町債などが目標を上回り、一方、歳出面では、各

種基金への積立金及び投資的経費については、第７次３カ年実施計画に未登載であった

事業の実施もあり、目標を上回る形となっております。

なお、投資的経費の増となった主な内容でありますが、平成17年度においては、土地

開発公社解散に伴う町有地取得事業として約１億300万円、農地開発事業繰上償還金とし

て約１億7,800万円、平成18年度では、ごみ焼却処理場整備事業として約２億900万円な

どとなっております。

また、年度ごとの収支でありますが、平成17年度の目標2,300万円に対して、決算では

２億100万円となり、１億7,800万円の増。18年度については、目標4,000万円に対して、

決算見込みでありますが１億3,590万円となり、9,590万円の増となっておりますが、本

年度及び翌年度につきましては、歳入の大宗を占めるところの地方交付税がいまだ不透

明でありますので、引き続き慎重な財政運営をしなければならないと考えているところ

であります。

次に、我が町の05年決算で、経常収支比率で89.7％、公債費負担比率が21.5％、実質

公債費比率が19.5％と高い比率を示し、財政運営は厳しいと見る。地方財政健全化法も

創設されるが、今後の適正化の方法はどのように考えているかについてでありますが、

ご指摘の各指標について、全道180団体の順位の比較では、経常収支比率が180団体、降

順で74番、実質公債費比率が同52番、公債費負担比率が同109番となっており、全道市町

村との比較では、実質公債費比率、経常収支比率が高い比率で推移しているところであ

ります。

ご指摘のとおり、去る15日に地方公共団体の財政の健全化に関する法律、いわゆる地

方財政健全化法が参議院において可決成立し、平成21年度から施行されるところであり

ます。

このうち、実質公債費比率への対応といたしましては、昨年度の地方債制度の改正を

受け、お手元に資料として配付しております厚岸町公債費負担適正化計画を本年２月に
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策定し、この計画の着実な実施により、当該比率を下げる財政運営を図るべく対応して

まいりたいと考えております。

この他、他の指標に対する適正化方法についての具体策は、今後、同法に基づく各指

標とあわせて総合的に検討し、対応策を講じていく必要があることから、同法の規定に

基づく適正かつ柔軟な財政運営に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を願

います。

後に 今後 国から地方への財政状況の見通しはについてでありますが 国の平成18、 、 、

年度税収見込みは、法人税については大幅は増収が見込まれ、平成19年度以降もさらに

伸びる余地があるとの予測がある一方で、所得税については、定率減税が廃止になった

ものの、国の試算に反し伸び悩んでいる状況で、このまま推移すると仮定した場合、18

年ぶりに法人税収を下回ることとなるものと予測もされているところでありますが、税

収総体では50兆円台を確保できれば、平成12年度以来６年ぶりの増収となるとの報道等

がなされているところであります。

、 、しかしながら 国税収入の増収がそのまま地方交付税の増額に直結するものではなく

今後の国の施策動向を注視していく必要があるところであります。

また、本年度から本格的に実施された国から地方への税源移譲は、国の税収とは連動

するものではなく、中央と地方における景気回復の格差解消は顕著なものとなっていな

いことは周知のとおりであります。

このような情勢の中において、今後におきましては、現在、国において審議、策定中

であります経済財政運営と構造改革に関する基本方針、いわゆる骨太の方針2007の原案

に織り込まれている平成20年度予算における歳出削減の断行、消費税を含む税体系の抜

本改革、ふるさと納税制度などの地方と密接に関連する改革の検討項目など、国の施策

動向を注視しつつ、情報収集に努めながら、財政運営に努めてまいりたいと考えており

ますので、ご理解賜りたいと存じます。

以上でございます。

●議長（南谷議員） １番、音喜多議員。

●音喜多議員 今、答弁いただきました１点目の短期集中期間の取り組みの経過の途中で

ございますけれども、今、答弁書にもあるとおり、予測のできないというか、そういう

今言われた３点ほどの支出増としての土地開発公社、あるいは農地、あるいはごみ焼却

場、こういったものが、やはり予定どおりの計画の中には当初のってなかったんではな

かろうかなというふうに思っておりますが、そういったことで、ここにも書いてあると

おり、予定どおりの財政運営はできなかったわけじゃないんですが、まだそういう過程

であるということをお話ししてございます。

それで、第１期のこの取り組みなんですが、17年度を初年度として、町民に示したの

は20年間ですよね。平成36年まで。その間の１期として５年間取り組んでいるわけです

けれども、現在の５年間すら、先は見通しは私はできないだろうというふうに予測はし

てたんですが、今の非常事態というか、事故的なお金の使い方も含めて、今後、このと

おりいけるというふうに絶対思われるかどうか。
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次にまた21年度から２期の計画が出てくるわけでありますが、そういった先も、この

計画から見れば、そのとおりできるのかなという疑いを持たざるを得ないんですが、今

後の見通しというか、その点について、一言、予定どおりいくとか、予測しがたいこと

はないのかということをお伺いしておきたいというふうに思います。

それから、２点目の財政健全化法の関係でございますが、今言われたように、さきに

も13番議員との議論の中にもありましたように、今回、夕張ショック以来、50年ぶりに

地方財政再建促進特別措置法という、今ある再建法というか、そういったものが変わっ

てきたわけでありますね。今回は、この次は、先ほども言われておりますが、新しい自

、 、治体財政健全化法案 正確には地方公共団体の財政の健全化に関する法律ということで

今までは、もう破綻してしまった財政健全化法しかなかったんですけれども、今回は、

この法律によって、自治体の財政危機を早期に発見するという意味で、財政破綻の未然

防止という前段のものがありますよと。それから、同じく、今まであったような財政を

多角的に把握して、財政健全化状況を見きわめていくという、それで再建していくよと

いう見方に変わってくると。

このそれぞれの中には、先ほどもお話ししておりましたが、４つの健全化判断指標と

いうのがあって、それが先ほど言われていたような４つの問題だろうと。いずれにして

も、この４つの項目のうち１つでもあれば、その団体は再建というか、そういう計画を

立てて、出しなさいよということになっているわけですよね。

先ほどもお話しされましたが、実質赤字の比率だとか、実質公債費の比率だとかある

わけでありますが、今回私が資料としてお願いしておりますのは、現在の中での収支比

率、経常収支の比率の関係、それから実質公債費の比率の関係、それから公債費負担の

比率の関係、これが私が調べた限りでは、ちょっと厚岸町においては、今示された資料

、 、 。にもあるとおり ちょっと高いといおうか 非常に厳しいものがあるのではないのかな

、 、 。 、経常収支比率の中でいうと 厚岸町は05年度で見ていきますと 89.7％ 逆に言えば

残り10％で事業をしていくという状況ですね。普通は、今まで財政担当、課長あたりは

しっかり知っていると思うんですが、90％を超すと、財政運営には窮屈だというか、逼

迫している 通常 余裕がないと言われているわけですね 厚岸町の場合は89.7％ 約90。 、 。 、

％。だから、90％に至ってないから、それでいいんだと思ったんでは、私は大変な問題

になるというふうに思うのでありますので、今日までやってきた経過を含めて、この主

。なる原因は何だったのかということをまずお尋ねしておきたいなというふうに思います

私のところの町は、そういうことでは該当はしないと。昔の、今のというか、そうい

う方の中では、比較的いいと思っていられると思うんですが、私はこのあれは、この後

の新しい法律体系の中でも生かされてきますので、しっかりとやっていかなければなら

ないだろうというふうに思います。

厚岸町は、この経常収支比率ですね、27％。この資料にもあるとおり。これ、20％を

超えると、借金返済が、経常収支の公債費ですね。公債費が20％を超えると、借金返済

に財政が圧迫されているよと。厚岸町は27％ということで、これは今、順番が言われて

おりますが、この20％を超えているところは29市131町村あるそうでございます。そんな

ことで、厚岸町もこの中に入っているということでありますので、この主なる要因は何

だったのかということをお尋ねいたします。
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それから、毎年度の借金の割合を示す実質公債費比率、もとは起債制限比率と言って

いたんですが、これ、地方債の発行に及ぶもので、厚岸町はこれはもう19.5％というこ

とで、途中で2006年から協議制度で自由化になったわけですけれども、前にもお話しし

ていたとおり、厚岸町は18％を超えているので、許可制度である。許可制度と同時に、

公債費負担適正化計画というのが国から求められているのではないかというふうに思う

んですが、これは我が町はどのようになっているのか。

それから、これを18％に戻すというか、この高い比率を適正化というか、許されると

いうか、そういうところにまで下げていくというか、戻すには、この計画にも、示され

た資料の中にもありますが、改めてお尋ねしておきたいというふうに思います。

厚岸町は今、お話ししたように、05年度の決算で19.5％、全道平均が16.4％、全国平

均が14.8％の中で、比較的高いというふうに思います。

それから、公債費負担比率、これは言葉のあれですが、借金の返済に充てた一般財源

、 、 。の総額に対する割合を示したものでありまして 通常20％を超すと これも危険ライン

借金返済が重荷であって、財政が厳しいでしょうというふうな見方をされているわけで

すが、厚岸町は02年度からずっと見ても20％を超えていまして、05年度では21.5％を示

しているというか、超えているということでございますので、この３比率についての質

問に対して答えていただきたいというふうに思います。

それから、３点目、先ほどの13番議員とのやりとりの中で、普通交付税の確定、今年

度においては７月を待たなければ確定しないということでございますけれども、今、答

弁書にもあるように、非常に国の動きというか、考え方が変わってきております。そう

いった意味では、この答弁書というか、今言われた06あるいは07の骨太方針にもあると

おり、今までのような構え方ではちょっと難しくなってきているというふうに私は見ま

す。そういったことでは、財政担当はどのように受けとめているのか、改めてその点に

ついてお答えいただきたいというふうに思います。

これで２回目を終わります。

●議長（南谷議員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） ご答弁申し上げます。

まず、今後の見通しということです。財政状況についての今後の見通し、予定どおり

いくかというようなご質問かと思います。

確たることは、ここで全く心配なく予定どおりいくということは私の口からはちょっ

と言うことはできません。ただし、いくようにしなければならないということで、去る

４月の庁舎内における課長会議におきまして、現在、シミュレーションをつくっており

ますが、本年度中に第３次の行財政改革基本方針を立てるということで、各課にその旨

お示しし、ご協力を願ったところでございます。

この背景には、議員ご指摘のとおり、新法等によりまして、普通会計、いわゆる一般

会計のみならず、すべての会計においての決算が４指標によって評価されて、 悪の場

合はペナルティーがかかるということを受けての第３次の方針をつくるべきであろうと

いうことから、その作業に今、取りかかっているところでございます。
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そういう意味で、その方針によりまして、予定どおりいくかどうかというよりも、予

定どおりいかせる方針を立てて、全課協力のもとに進めていこうというふうに考えてご

ざいます。

それから、経常収支比率、90％を超えると大変だということでございます。議員ご指

摘のとおりでございます。

この原因は何かということでございますが、これは計算式どおり申し上げますと、経

常的経費に当てる経常的収入の割合でございます。これは、交付税が下がれば、経常的

収入が減るわけでございますので、それによっての上昇ということも一部考えられます

し、当然、経常的経費がふえれば、その分も比率が上がります。これはどちらが原因か

というと、私は主として交付税、いわゆる地方交付税が下がったことによる上昇という

ふうに考えてございます。

それから、公債費負担比率でございますが、議員ご指摘のとおり、05年度につきまし

、 、 、ては21.5％ということで この割合につきましては 公債費の償還に充てる経常的経費

いわゆる一般財源の充当に対する割合でございます。

この比率につきましては、新法ではこの比率は４指標の中には入ってございません。

しかしながら、入っていないからといって、これを無視して財政運営をできるとは思っ

ておりませんので、それらにも留意して財政運営に当たってまいりたいというふうに考

えております。

それから、実質公債費負担比率でございます。これは、昨年度から導入されたもので

ございまして、厚岸町は現在、19.5％ということで、資料としてお配りさせていただい

たところでございます。町長の答弁にあったように、この適正化計画につきましては、

昨年度の改正によりまして、つくる義務づけがされまして、このとおり解消していくと

いうことで、全力を挙げて、町長の今までの答弁のとおり、後年度に負担を残さない、

起債の発行をできる抑制するということを貫いていくことによって、この実質公債費比

率が 終的には下がる、下げていくということにつながるのではないかというふうに考

えております。

それから、2007の骨太の方針ということで、ちょっとタイムラグがございまして、議

、 、 、員質問のときにおっしゃったとおり 昨日 経済諮問会議が17時以降に開催されまして

その長であります内閣総理大臣から諮問され、同日、総理大臣の方に答申がなされたよ

。 、 、うでございます したがいまして ほぼ原案どおり答申がなされたようでございまして

あとは閣議決定がされれば、正式決定ということになるかと思います。

その内容でございますが、議員ご指摘のとおり、かなり目まぐるしい動きが書かれて

。 、 、 、ございます 特に 地方に直結するものにつきましては 税制改正等で消費税を含めた

町長の答弁にあったとおり、消費税を含めた税制改正、それからふるさと納税等々、そ

れから も注目するべきところは、2006で表現をしていた歳出の削減、これにつきまし

ては、積み残しの部分を2007で引き継いで、主にいわゆる社会保障費を中心に削減する

ということは、これは2011年まで11兆円を削減するということが書かれてございます。

これを単純割にしますと、年間２兆円ほどの削減をしていかなければ、これが達成でき

ないという計算になるかと思います。そういう意味からして、国は地方に対して、税収

等の伸びがあるものの、国のまずはいわゆる財政運営を優先するものとして、私は少な
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くともそのように考えております。

そういう意味からしまして、国が今後どのように動くか、これをまず情報収集と、そ

れからその動きが実際にどのような方法で、どのような時期に断行されるのか、これを

しっかりと押さえた中で財政をしていかなければならないと考えてございます。

その意味から、まずはもう情報合戦といいますか、国の動きをとにかく正確にとらえ

て、そして厚岸町はそれに伴ってどう動くべきかということを的確に町長の指導のもと

に動いていきたいと、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。

●議長（南谷議員） １番、音喜多議員。

●音喜多議員 次の問題も抱えておりますので、２点だけお話をさせていただきたいと思

います。

今、課長が言われたように、新しい地方財政のあり方について、新しい骨組みができ

たと。これはもう2000何だか、実施しなけばいけん、国の考え方ですから、もう決まっ

てしまったわけですから、当然厚岸町もそれに合わせてやっていかなければならないと

いう大事な問題であります。

そういったことでは、実は明らかにこの政省令の改正、この秋には出てくるよと。実

、 、 、質赤字比率だとか連結実質赤字比率 そういった実質公債費だとか それらについては

政省令がはっきり判明し次第、厚岸町もそれに合わせてというか、１年でも、国が出せ

ということを待たずにして、やはりそのとおりうまくいっているか、うまくというか、

健全化に向かって進んでいるかどうか、やはりその辺のところを当てはめてみるという

ことが私は必要ではないのかなというふうに思いますので、ぜひアンテナを高くして、

財政担当者はしっかりやっていただきたいというふうに思います。

それから、もう一つは、財政全般に言えることでありますが、これからの時代という

、 、 、 、 、か 必要な予算と それから言い方は変ですが 削減する予算 そのめり張りをつけて

、 、 、 、 、峻別するというか 分ける 選択して 集中的に取り組むということが 今後というか

財政運営に対する見方として、そういう視線を与えて取り組む必要があるんではないの

かなというふうに私は思うんですね、ずっと見てきていて。

やはり、そのことが各自治体で、苦しいときは苦しいけれども、そういうやり方をし

てきている自治体は意外と余裕があるというのか、健全というふうに言われているとい

うか、町民の気持ちというか、そういう住んでいる方々の取り組み、行政の取り組みを

含めて、非常にいい好感な状況が生まれているというふうに思いますというか、そのよ

うに見えます。

そういった財政運営においても、そういう視点を取り入れる必要があるだろうという

ふうに思いますので、そういった考え方についてはどう思われるか、その点をお話しし

ていただきたい、考え方を示していただきたいなというふうに思います。

３回目の質問を終わらせていただきます。

●議長（南谷議員） 税財政課長。
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●税財政課長（佐藤課長） ご答弁申し上げます。

まず、新法に基づく連結実質赤字比率でございますが、議員ご承知のとおり、既に新

聞報道等で出されておりまして、ある新聞では9.2％の赤字ということが報道されてござ

います。これは概算で、新聞を発行しているところが総務省の公表数値をもとに積算し

たものでございますが、私どもも、その部分について、当然試算をあわせて計算をして

ございます。ずれはございませんでした。

ただし、これは05年度ですので、当然06年度、18年度、19年度というふうに、議員ご

指摘のとおり、国から求められる前に、事前に町としてどのような推移をたどるのか、

全会計を含めて試算をし、黄色信号になるのか、赤信号になるのか、その辺を見据えた

上で財政運営をしていきたいと考えております。

政省令は、議員ご指摘のとおり、この秋ごろになりそうだということで、どのライン

でいわゆる線を引かれるか。20％になるのか、25％になるのか、その辺はまだいまだわ

かっておりません。これがはっきりし次第、当然、厚岸町はどの位置にあるのかわかっ

てくると思いますので、取り組んでまいりたいというふうに考えております。

それから、必要な予算、削減してもよろしい予算というふうにとらさせていただきた

いと思いますが、当然これはめり張りをつけるべきだと思います。ただし、少なくとも

。意味のない削減してもいい予算というものはつけているという考えは私はございません

すべて住民サービスのために予算というものを議決いただいているものというふうに考

えております。その意味におきまして、削減ができる予算、可能な予算という表現をさ

、 、 、せてもらいますが そういう可能なものにつきましては 町民サービスを優先しながら

できる限りご理解をいただいた中でやっていきたいというふうに考えております。

それから、必要な予算につきましては、これは当然やらなければならないという必要

な予算という意味で説明させていただきますが、それにつきましては、財政的な大変な

時期ではありますけれども、それなりの予算措置をするべきであると私は考えておりま

すので、そのようにしたいというふうに考えております。

そういう意味では、町長が常日ごろ指示をしているのは 「あれもこれも」から 「あ、 、

れかこれか」ということの選択肢、これらを頭に入れながら、指示をいただいて、財政

運営をしていきたいというふうに担当としては考えておりますので、ご理解賜りたいと

思います。

●議長（南谷議員） 以上で音喜多議員の一般質問を終わります。

●議長（南谷議員） 本日の会議はこの程度にとどめ、あすに延会したいと思いますが、

これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） ご異議なしと認めます。

よって、本日はこの程度にとどめ、あすに延会いたします。
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午後４時47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１９年６月２０日

厚岸町議会
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