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厚岸町議会 平成２２年度各会計補正予算審査特別委員会会議録

平成22年12月17日

午前11時08分開会

●臨時委員長（髙橋委員） ただいまから平成22年度各会計補正予算審査特別委員会を開

会します。

本日は、委員会条例第９条第２項の規定により、年長の私が、委員長が互選されるま

で委員長の職務を行います。

これより、本委員会の委員長の互選についてお諮りします。

12番。

●岩谷委員 年長委員指名において決していただきたいと思います。

●臨時委員長（髙橋委員） ただいま年長委員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）「

●臨時委員長（髙橋委員） 異議なしと認めます。

それでは、私から、委員長には竹田委員を指名したいと思います。これにご異議あり

ませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●臨時委員長（髙橋委員） 異議なしと認めます。

よって、委員長には竹田委員が互選されました。

委員会を休憩します。

午前11時09分休憩

午前11時09分再開

●委員長（竹田委員） 委員会を再開します。

これより、副委員長の互選についてお諮りいたします。

12番。

●岩谷委員 委員長指名において決していただきたいと思います。
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●委員長（竹田委員） ただいま委員長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）「

●委員長（竹田委員） 異議なしと認めます。

それでは、委員長において、副委員長には中屋委員を指名したいと思います。これに

ご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 異議なしと認めます。

よって、副委員長には中屋委員が互選されました。

それでは、早々審査を進めてまいります。

10番、谷口委員。

●谷口委員 資料のお願い。歳入歳出それぞれあるんですが、別寒辺牛川水系治水砂防施

設整備事業の工事費が、今回計上されておりますけれども、この工事内容のわかる資料

を提出していただきたいんですが、お願いできないでしょうか。

●委員長（竹田委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 準備をさせていただきます。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 初めに、議案第79号 平成22年度厚岸町一般会計補正予算を議題

といたします。

第１条の歳入歳出予算の補正。

９ページ、事項別明細書をお開き願います。

11ページ、歳入から進めます。

進め方は、款項目により進めます。

10款１項１目地方特別交付金。

（な し）

●委員長（竹田委員） 11款１項１目地方交付税。

13番、室﨑委員。
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●室﨑委員 12月６日の北海道新聞の朝刊に、１面トップ記事で地方交付税1.5兆円の別枠

加算廃止という見出しが踊ったのですね。総務省で要求している地方交付税１兆4,850億

円の別枠加算、これを財務省が廃止するというような話が出ているんですが、これにつ

、 。いて何かわかっていることがありましたら 今後の見通しを含めてご説明いただければ

●委員長（竹田委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） ご質問の趣旨は、交付税を交付するための特別会計がござい

ますが、そこに国の一般会計から、特別会計のほうに繰り入れするお金を21年度と22年

度に、１兆円以上積み上げているという部分がございます。それは、地方に対する特別

な配慮によって積み上げているという趣旨のものでございます。

地方交付税は、委員ご承知のとおり、国税の五税の一定率を交付税の財源とするわけ

ですが、それでは地方の財源が足りないという配慮のもとに積み上げているものである

と。ただし、それ財源自体は、国の借金になってしまうということで、財務省では、そ

の部分を減らしたいという思惑があるんだというふうに、私としては解釈しているとこ

ろでございます。この部分については、全く私どものほうには情報は伝わってきてござ

いません。というのは、国の来年度の予算は、来週の24日に閣議決定予定というふうに

伝えられておりますので、それまではさまざまな国の一般会計の調整の中で、その部分

についてもどのようにするのかということが決められていくものと思います。いずれに

しても、この１兆円以上の部分が削減されてしまいますと、大変なことになります。

というのは、22年度の地方全体に交付された交付税の総額というのは、ざっくり言い

ますけれども、約15兆円です。そのうちの仮に１兆円なくなったとすると、７％から５

％ぐらい減ってしまいます。これを厚岸町の交付額にすると、間違いなく億単位の金が

すっぽりなくなってしまうということが想定されますので、そうなった場合には、非常

に大変な事態が起こると。これは厚岸町だけでなくて、地方自治体全体に影響を及ぼす

ものというふうに認識してございます。

●委員長（竹田委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 わかりました。この道新記事によるというと1.5兆円ですから、１割ですね。

それで２年間ですか、今まで、総務省がつくった地方財政計画というのがあるんだそう

ですね、それでもってこれじゃ足りないから、いわゆる財源を増やさなければだめだと

いうことでふやしたはずですね。それによって厚岸町は、本当のざっくりした話で結構

なんですけれども、この２年間どの程度の恩恵受けたですか。

●委員長（竹田委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 国が交付する場合は、国の財源を全部示して１兆5,000億円分

は、この分というふうには残念ながら区分しておりませんので、今、お答えできるのは
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その割り返しの中での話となります。私、先ほど大きな減額に結びつくと言いましたけ

れども、今の比率からいくと厚岸町の場合は、３億円前後は減らされる可能性があると

いうふうに想定してもいいのかなというふうに思います。それ以上になるかどうかは、

あとさまざな計算の中で出てくるものというふうに思います。

●委員長（竹田委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 ごく単純に言いますと、特別税でつくって、少し潤沢にしたわけでしょう。

潤沢にしたからその分が厚岸町にも効果があったと、それがなくなると。上がった分が

下がると、ごく簡単に言うとそういうことですよね、それが大体年３億円ぐらいだとい

うふうに考えておけばいいということですか。

●委員長（竹田委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） ご質問者おっしゃるとおりに、私もそのように思ってござい

ます。

●委員長（竹田委員） 他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、13款分担金及び負担金、２項負担金、１目民生費負担

金。

（な し）

●委員長（竹田委員） 14款使用料及び手数料、１項使用料、２目民生使用料、ございま

せんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） ５目商工使用料、６目土木使用料、７目教育使用料、ございませ

んか。

（な し）

●委員長（竹田委員） 15款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金。

（な し）
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●委員長（竹田委員） ２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金、３目衛生費補助金、４

目農林水産業費国庫補助金、ございませんか。

（な し）

（ ） 、 、 、●委員長 竹田委員 13ページ ４目農林水産業費国庫補助金 ６目土木費国庫補助金

８目教育費国庫補助金。

（な し）

●委員長（竹田委員） ３項委託金、１目総務費委託金、４目土木費委託金。

（な し）

●委員長（竹田委員） 16款道支出金、１項道負担金、１目民生費道負担金。

（な し）

●委員長（竹田委員） 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。

10番、谷口委員。

●谷口委員 ここで新型インフルエンザワクチン接種助成費臨時補助金というふうになっ

ているのですけれども、ことしのインフルエンザのワクチンは、一つで通常のインフル

エンザと新型インフルエンザと、去年みたいに別々に接種しなくてもいいようなワクチ

ンになっているというふうに聞いているんですけれども、何でここではこういうふうに

分けることになるんですか。わかります、私の言ったこと （発言する者あり）去年はイ。

ンフルエンザワクチンは、新型と通常のと別々に接種をしたわけでしょう。ところが、

ことしのワクチンは、一つの種類で両方にきくワクチンだというふうに聞いているんで

すけれども、今回、ここに新型というふうになっているんですけれども、どうしてそう

いうふうになるのかということを聞いているのですけれども。

●委員長（竹田委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） お答え申し上げます。

委員ご質問のように、22年度のインフルエンザワクチンは、昨年実施しました別枠の

新型インフルエンザのワクチン、それから季節性のインフルエンザワクチンを一つにし

た、いわゆる三価ワクチンというもので接種がされておりますが、国の事業自体は新型

インフルエンザに対応する事業として、まだ継続をしております。厚岸町の接種としま

しては、65歳以上の方の定期予防接種、いわゆる従来の季節性インフルエンザの対応、
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それから同じ対象者で三価ワクチンのうちの新型インフルエンザの事業も一緒にやって

いるという形でございまして、一般会計の中では国民健康保険のインフルエンザ予防接

種以外のいわゆる生活保護でいらっしゃる方、それから後期高齢者を中心としました方

々の予算を計上させていただいております。この生活保護の対象者の方、それから後期

高齢者の対象の方の接種分の費用として、国が補助をしますということで、単価も含め

、 、て今回国の具体的なものが決まったもんですから 当初予算には見込めませんでしたが

今回の補正の中で計上させていただいたということでございます。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（竹田委員） ３目、他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、４目農林水産業費道補助金。

（な し）

●委員長（竹田委員） ３項委託金、１目総務費委託金、４目農林水産業費委託金。

（な し）

●委員長（竹田委員） 17款財産収入、１目財産貸付収入。

（な し）

●委員長（竹田委員） ２項財産売払収入、１目不動産売払収入。

10番、谷口委員。

●谷口委員 この不動産売払収入、港町の何番地とかと言っていましたけれども、場所的

にはどこなんですか、これは。

●委員長（竹田委員） 休憩します。

午前11時24分休憩

午前11時26分再開
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●委員長（竹田委員） 再開します。

建設課長補佐。

●建設課長補佐（水上課長補佐） 大変貴重な時間、申しわけございません。

場所なんですけれども、港町、漁連の岸壁側のほうなんですけれども、ちょうど漁連

の向かい側の角ということで、わかりますでしょうか。港町５丁目８番２です。

●委員長（竹田委員） 休憩します。

午前11時27分休憩

午前11時28分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

10番、谷口委員。

、 、 。●谷口委員 場所がわかりましたけれども 今回の土地の単価 これは幾らだったですか

●委員長（竹田委員） 休憩します。

午前11時29分休憩

午前11時30分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

建設課長補佐。

●建設課長補佐（水上課長補佐） たびたび申しわけございません。

平米単価でございますけれども、9,200円。１平米メートル、9,200円です。坪３万360

円です。

●委員長（竹田委員） 10番さん、よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（竹田委員） １目不動産売払収入、他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、２目生産物売払収入。15ページ、４目農業施設売払収
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入。

（な し）

●委員長（竹田委員） 18款、１項寄附金、５目農林水産業費寄附金。

（な し）

●委員長（竹田委員） 20款１項１目繰越金。

13番、室﨑委員。

●室﨑委員 繰越金が簡単に言うと１億4,000万円なんですね、同時期に去年とおととしを

見てみますと、去年が約5,000万円、おととしが2,300万円、今年はこの３年間の中では

ぐんと多いんですよね、この間の事情含めてご説明をいただきたい。

●委員長（竹田委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 21年度の間におきまして、歳入歳出差し引き４億7,500万円ほ

どの譲与が出ました。これを歳出側での譲与と、それから一番大きいのは３月下旬に、

交付されました特別交付税の分が留保としてあったということでございます。それは委

員ご承知のことと思いますけれども、その結果、どのように譲与処分をしたかというこ

とになろうかと思いますけれども、基本的な考え方として基金への繰り入れ、これは地

方財政法によってそんなことになっておりますので、これは半分以上ということで３億

円ということで、これを翌年度の財源としてまず基金に積んだということ、これをずっ

と基本にして、あと残り分は今年度の執行の部分に回そうという考えのもとに行いまし

た。これは20年度の決算においても、３億円というのを承認して基金に積み立てるとい

うことで、いわゆる20年度よりも剰余額が多く残ったという結果として、繰越財源に余

裕が出たという結果でございます。

このお金については年度間の執行、今回は特に今回の補正予算の財源として計上して

使わせていただきましたけれども、年間トータルの中では繰り越したとしても最終的に

は基金の取り崩している部分への積み戻し、トータルでは積み戻しの財源にもなり得る

ということで、これは執行側のほうで今回はちょっと余裕を見ることができた。結果的

な話ですけれども、そういう使い方をさせていただいたということでございます。

●委員長（竹田委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 年末近く、年度末でなく年末近くだったかな、いきなりぼんと特別交付金が

決まりましたよね、それでほとんど年内に消化はできなくて、次年度で消化していくと

いう形になりましたよね。それはもうほとんど執行終わっているというふうに考えて、

それがまだ残っていて、ここのところでもって１億2,000万円という、失礼、1,400万円
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か、いつもよりも大きくなったということですか。それとも最終的に３月までが、積み

戻し何かんでもって例年と同じになるけれども、ここで繰越金として収入に上げておか

なきゃなんないだけ、ちょっときつくなっているというような意味があるんですか、そ

のあたり含めて。

●委員長（竹田委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 補正財源として、何を使うかということになろうかと思いま

す。この留保財源として、22年度における一般会計の中ではこの繰越金と、それと調整

財源で今回出させていただいた普通交付税と、それと、これは一番最後に使うことにな

ると思いますけれども特別交付税、この順番で今までも財政運営してきております。で

すから、その順番で今回はまず繰越金を全額計上して、その次に普通交付税で足りない

分を調整財源で計上させていただいたと。この考え方は、今まで同様の扱いで進めてき

ておりますので、順番はそうなったということでもすべて一般財源ですから、その中で

最終的な仕組み等の中で、最終的には積み戻し財源にして、23年度の執行を楽にしてい

きたいという考えには変わりございません。

●委員長（竹田委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 手順は、それもよくわかります。その上でお聞きするんですけれども、例年

より非常に多いから、それだけ潤沢に繰越金があると、だからよかったよかったではな

いと思うんですよ それで今回の場合には 昨年のいわば年度の終わりころになって入っ。 、

てきたものは、これはそうやって一般財源の繰越金として、何に利用しても結構ですよ

というような形で来ているのではなかったと思いますよ。いわゆるこうこうこういうよ

うな形でもって事業で消化していきなさいということでやりましたよね、それがある程

度余って、ことしは昨年の３倍もの繰越金を全部見せるという意味なのかということを

聞いているわけです。それともやっぱり去年の12月のときには、そういう順番で出して

いくんだけれども、繰越金を全部見せなくてもいわゆる支出額に合わせた分だけ収入に

載せればいいわけでしょう、簡単に言ってしまえば。それだから、あの程度でよかった

んだけれども、今回は全部さらけ出して昨年の３倍、おととしから言ったら何倍になり

ますかね、それだけのものを収入のところでまず繰越金費目として上げて、いわゆる入

出をそろえないとならない状況になっているのかという、そこのところをお聞きしてい

る。

●委員長（竹田委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） まず、昨年度の繰越財源の部分でございますけれども、これ

は国の経済対策の部分で町で受けて、町も一定の一般財源をもって繰り越しているとい

、 。 、 。うのは 委員ご承知のとおりです その部分は繰越分として 別に留保してございます

それ以外の部分が、ただいま質疑受けている部分で残ったということでございます。今
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回の補正の中では、一番財政需要として大きかったのは、病院会計の負担金１億2,000万

円でございます ある意味では この部分の財源として繰越金をはき出さざるを得なかっ。 、

たという事情がございます。

いずれにいたしましても貴重な財源でございますから、いつの段階で出すかというこ

と、それから執行見込みをどう考えるのかという中で、慎重に財源を使っていくという

姿勢には変わりございませんけれども、今回はそういった病院会計側の事情に、一般会

計は補てんしているという規定の中で財源として出した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（竹田委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 繰越金、他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、21款諸収入、２項預金利子、１目町預金利子。

（な し）

●委員長（竹田委員） ４項３目雑入。

（な し）

●委員長（竹田委員） 22款１項町債、６目土木債。17ページ、10目臨時財政対策債、ご

ざいませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、以上で歳入を終わります。

次に、歳出に入ります。

19ページ、１款１項１目議会費。

（な し）

●委員長（竹田委員） 21ページ、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費。

（な し）
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●委員長（竹田委員） 23ページ、３目職員厚生費。

６番、佐斎委員。

●佐斎委員 職員福利厚生費で聞きたいんですが、71万円のマイナスになった要因を説明

していただきたいです。

●委員長（竹田委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） ご質問にお答えします。

健康診断委託料71万円でございます。この経費につきましては、職員の健康診断の委

託料についての減額が71万円ということでございまして、健康診断の委託料につきまし

ては町立厚岸病院、南病院、釧路赤十字病院と契約をしてございます。三つの病院の中

での委託で受診をしているところでございますが、受診の人数が減って、この額の減額

になったというところでございます。主に人数の減による減額でございます。

●委員長（竹田委員） ６番、佐斎委員。

。 、●佐斎委員 単純に受ける人数が減ったということ したらこれは三つの病院に委託して

その割合ですね、それもわかればちょっと教えてほしい。それと、この減った理由は何

ですか、職員が減ったわけでないですね、人数は。ということは、今回のいわゆる冒頭

に町長の説明で報告ありましたけれども、建設課長の突然の死がありました。それとよ

く聞かれますけれども、私も前に心の病気でもって失業したことあります。職員の健康

、 。 、にかなり町の中では そういう職員がいるというお話を聞いています そういうことで

特に職員の健康管理に対して、十分に注意していかなければならないことだと思うんで

すよ。その辺が、それが減るというのはどういうことで、個人なら受けないということ

もありますけれども、その辺とても役所のほうが受けるのをためらっているのか、そこ

ら辺がちょっとわかりませんけれども、その辺。こういう突然死というのがあるもんで

すから、特にこれは気をつけてやっていかなければならないと思うんですけれども、そ

の辺どういうことなんですか。

●委員長（竹田委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） 人数として、単純に20人の受診の減によるものでございます。

なぜ人数の減で71万円になるかといいますと、受診の形態がございまして、いわゆる総

合検診、それから年齢によってＡ区分、Ｂ区分、Ｃ区分というものがございます。それ

らの年齢によって受診の形態が違う。例えば、毎年、胃カメラを飲む、１年置きに単純

に血液検査だけをするとか、そういう検診の区分がございます。その検診の区分によっ

て、当然、職員の年齢階層も違いますので、それらの人数がそういったことによって単

価も当然違います。それによって当初予算にして、それをおしなべて71万円の計算にな

るということです。細かい数字をすべて言うとなると……、まずは、とりあえず大まか
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な理由につきましては、そういうことでございます。

病院別に人数を、町立病院が110人、南病院が45人、赤十字が34人でございます。

●委員長（竹田委員） ６番、佐斎委員。

、 、●佐斎委員 20名くらいが減ったということでございますけれども いろいろな総合医療

あるいはＡ・Ｂ・Ｃに分けて、それでもって減っているということで、先ほど言ったよ

うに当然死ということあるもんですから、特に年齢を重ねるごとにいろいろな病気が出

てきますから、やっぱり町としても積極的に職員の健康管理をきちっとされて、安心し

て働いていただけるというようなことで、やっぱり責任的に進めていかなければならな

。 、いと思うんですね それが町民に対してもサービスの向上になると思うんですけれども

その辺やっぱり積極的に、余るからいいんだということでなく、その辺を積極的に。

それと、毎年各病院を聞くのですけれども、管内町立病院の受ける件数が増えてきて

いると、大変いいことなんですが、病院の、先ほどの税の構成見たときにも、一時100人

くらいの患者が減っているということになっていますから、やっぱり積極的に町みずか

ら職員が町立病院を使って、町民にもアピールしてやるということでございますので、

ぜひそれは進めていただきたいと思います。もう一度、20名に対してのもう１回、内容

説明していただきたいと思います。

●委員長（竹田委員） 休憩します。

午前11時47分休憩

午前11時50分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

総務課長。

●総務課長（佐藤課長） 大変貴重な時間をとりまして申しわけございません。

お答えいたしたいと思いますが、当初予算において209名の職員の健康診断の委託料を

見込んでおりましたが、結果として189人の健康診断の受診となったということでござい

ます。これは受診をしなかったということではなくて、当初予算の209人の見込みの段階

、 、 、で 例えば退職の人間ですとかそういうものを含めて 定年退職はわかりますけれども

自己都合ですとか、そういうものを含めて見た人数と、実際に受診を受けた者の差が20

人ということでございますのでご理解賜りたいと思います。

●委員長（竹田委員） ６番、佐斎委員。

●佐斎委員 わかりました。今回みたいことありますと、やっぱり町民としては職員が過

度な仕事しているんでないかと、大変ゆるくない仕事しているんではないかと、そうい
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う心配する声があるわけでございます。そういう意味でも職員の健康には十分注意され

て、そのことがさっき言ったように町民サービスにつながることですので、ぜひそれ積

、 、極的に受けさせていただいて 健康管理を十分にしていただくということでお願いして

終わります。

●委員長（竹田委員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からお答えいたします。

今、佐斎委員からのご質問のとおりでございまして、今後とも職員健康管理について

は十分に気をつけていくように、町長としても考えていますので、そのとおりでござい

ます。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

10番、谷口委員。

、 、●谷口委員 今のこのとでお伺いしたいんですけれども 結果的に71万円の減額になって

今、課長説明された内容だと思うんですけれども、受診は、そうすると今の課長の説明

では、対象者はすべて健康診断は受けたというふうに理解していいんですか、まずそれ

をお伺いいたします。

●委員長（竹田委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） お答えいたします。

基本的に健康診断につきましては、受診を受けることを義務づけてございます。ただ

し、数人、昨年で言いますと、２人受診しない職員がいました。本年はまだ来年の３月

までございますので、全員受診するように指導をしてま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（竹田委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 そうすると、今回の減額補正をしても、対象者は全員健康診断を受ける態勢

はできているというふうに理解していいんですね。

●委員長（竹田委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） すべての職員の受診の経費を見込んでの減額補正でございます

ので、ご理解賜りたいと思います。

●委員長（竹田委員） 10番、谷口委員。
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●谷口委員 それで未受診があった原因は、何なのかということもはっきりしてほしいん

ですが、健康診断を受けることで、今、いろいろなことを留意してだとかというお話は

されておりますけれども、健康診断を受けたから、あと何もしなくてもいいということ

にはなりませんよね。もし問題があれば、きちんと治療対応をしていかなければならな

いというふうになっていくと思うんですけれども、それと、この健康診断の網にかから

ない病気も中にはあるわけでしょう、内容によっては。そうしたものはどうやってそれ

をつかんでいくのか、そしてそれのための対応を指導したりして、町の職員が本当に健

康で町民のために精いっぱい頑張るというような態勢をとっていただかなければ、義務

化されたものだけはやるけれども、その後は個人個人に任せておくというのでは、時に

は町としても大きな損失をこうむることになると思うんですよね。ですから、そのあた

りを十分考えた対応はどういうふうになっているのか、教えていただきたいというふう

に思うのです。

●委員長（竹田委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） 昨年の未受診者につきましては、今、２人いたというふうに答

弁申し上げました。受診してくださいということで、その対象、２人の職員という答弁

申し上げましたが、その職員に対して受診をしてくださいということは、いわゆる担当

の課として進めております。いろいろな都合があるということであろうと思いますが、

１回や２回ではございません 「受けてください」ということで言っておりますが、結果。

として受診をしなかったということが、まずは原因でございまして、責任逃れをするわ

けではございませんが、自己の責任において受けなかったと、言わざるを得ないかなと

いうふうに思っております。

それから、健康診断を受診して当然結果が出て、医師から問診等によって悪いところ

があれば 「こうしなさい、ああしなさい」と言われることがあった場合には、これも再、

検査を受けるようになってございます。ただし、再検査の場合は、基本的に健康診断に

よって見つかって再検査をし、疾病がはっきりした場合には、これは今度は自己負担と

いうことになります。この再検査につきましてもいわゆる通知が来まして、プライバシ

ーを守るために隠ぺいされたはがきによって、再検査をしたかどうかというアンケート

が参ります。それによって 「しました、しません」ということで、だれが再検査をしな、

かったということが、わかるようになっております。これは当然、担当の守秘義務がご

、 、ざいますから だれが受けなかったどうのこうのということは公表はしませんけれども

その方たちに対しても 「きちっと再検査を受けてください」という指導もしてございま、

す。

それから、その内容につきましてですけれども、この内容につきましては、年齢的に

先ほど１年置きとかというふうに言いましたが、仮に血液検査しかしない区分があると

、 。いう場合につきましては それだけでは見つからない疾病等はたくさんあると思います

それにつきましては現在のところ、すべてがわかるような総合検診までを行うというこ

との態勢というか、そういう仕組みをとっているところではございません。
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●委員長（竹田委員） 10番さん、相談なんですけれども、まだありますよね。お昼にし

たいんですけれども、よろしいですか。

●委員長（竹田委員） 休憩します。

再開は１時とします。

午後０時02分休憩

午後１時00分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

10番、谷口委員。

●谷口委員 検診をするという意義は、今まで議論したとおりだと思うんですよね、それ

で問題は、その後が非常に大事ではないのかなというふうに思うんですよ。さっきの建

設課長の本当にどうだったのかということは、私自身は見解を述べる何物もないわけで

すけれども、ただ、葬儀委員長のあいさつ等も当時ありました、この中に。そのときど

、 、うすればよかったのかなというようなことが いろいろな場面でやはり職員の皆さんも

自分たちみずからの仕事を抱えながら、自分の健康管理も十分にしていかなければなら

ないということだと思うんですよね。そういうときに、残念ながら責任感だとか仕事の

状態だとか、いろいろ考えるとなかなかそちらに踏み切って、きちんと体調維持・管理

するための手だてを、自分自身で講じきれない場合もあるのかなというふうに思うんで

すよ。そういうときにを想定しながら、やはり厚岸町役場としてもきちんとした態勢を

とって、職員の健康を第一に考えていかなければならないんではないのかなと。やはり

、 、きちんと健康な職員が仕事をすることによって いい仕事もできるんではないのかなと

無理をしたばっかりに、後々いろいろな弊害が出てしまうというようなことを避ける手

だてを、講じていかなければならないと思うんですよね。

優秀なスタッフがそろっている厚岸町役場ですから、そういう場合に、本人は非常に

心苦しくても健康が第一なんだという立場で、治療を受けるような態勢をどうつくって

いくのかということが大事だと思うんですよね。たまたま仕事があるからこの後で、１

カ月後でというようなことでやったばっかりに重症になってしまう、あるいは事故につ

ながってしまうというようなことにならない態勢は どうつくろうとしているのかちょっ、

とお伺いしたいと思います。

●委員長（竹田委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） まず、総合検診についてでありますけれども、基本的には当該

年度、30歳以上の年齢に達します職員を対象に実施をすると、30歳以上40歳未満の職員

については、これは隔年で受診をするということでやっています。40歳以上の組合員は

、 、 、毎年受診というふうにしておりまして 年度の当初に どこの病院でいつ受けたいかと
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第１希望・第２希望というものを出していただいて、病院のほうに連絡を差し上げて、

指定された日に受診をしてもらうという格好をとっています。

そこで、先ほども総務課長からご答弁申し上げましたとおり、受診をした結果、結果

といいますのは、本人に、それから職場というか総務課のほうに 「この人の検査結果は、

こうでした」という内容が通知されます。本人には、病院によって先ほど言いました密

封したはがきや、町立病院の場合ですと封書で本人に通知がなされます。

その判定結果でありますけれども 「異常なし 「わずかに異常を認めるが日常生活に、 」、

差し支えがない 「経過観察を要する 「日常生活上注意を要する 、さらには「治療を」、 」、 」

要する 、それから「要精密検査」というのがあります。特に気をつけなければならない」

のは 「要精密検査」と「治療を要する」という内容で通知されるものだろうというふう、

に思います。これらは、本人に通知される通知内容にきちっとかかさっています。その

通知を受けて、今度は本人がどこの病院で、どういう治療をしたいかという本人の希望

といいますか、意思で病院に一般受診をしていただくという格好になっています。

そこで、先ほども言いましたとおり、ただ本人、あと知らんということではなくて、

その後、要精密検査、あるいは治療を要するという診断を受けた人については、どこで

受けたのか、ちゃんと受けたのかということは、後できちっと補足をするようにしてい

ます。受けていない方については、早目に受けていただくようにということと、それか

ら休暇を取得する場合は、通常の有給休暇と別枠で受診に対応するように義務免扱いを

して、病院で総合検診を受けていただくというやり方をとっています。

ただ、今回のケースで申しますと不整脈があった、これは直ちに治療を要するという

ようなものではないからという話を受けていたそうであります。しかし、札幌に私用で

出向いたときに、ちょっと調子が悪くなって病院に行ったと。検査はその場で受けられ

たみたいですけれども、時間があったら、もうちょっと詳しい時間をかけた検診をした

ほうがいいですよという指示を、そのドクターにいただいたそうです。それから間もな

くのことだったもんですから、残念ながらああいう結果になってしまったということで

ございます。

特に健康第一でありますから、町長からも課長会議、あるいは係長会議で、健康には

十分留意するようにというお話もいただいておりますし、我々も検診結果、本人任せで

はなくて、職場のほうからもきちっとバックアップできるような態勢を構築していきた

いと思いますし、それから労働安全衛生委員会というのがあります。それは使用者側、

、 、 、非使用者側ということで 代表の人たちに集まってもらって 毎年総合検診の受診結果

傾向、それらを会議の中で出して、受診率を高める方策、あるいは事後の一般検診を受

ける態勢、それらについてもきちっと話し合っているということでありますけれども、

なお、これは私も含めてでありますけれども、行っていないと。行っていないのが、私

は私で別に総合検診以外に定期検診を受けているという、さまざまな個々人の事情があ

りますから、そういうケースもあると。ただし、やはりそういう総合検診で、そういう

診断を受けた人については、なるべく早く受診するように勧奨をしてまいりたいと、そ

ういうふうに思います。

●委員長（竹田委員） 10番、谷口委員。
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●谷口委員 今、副町長のほうから説明を受けて、その方向できちっとやっていただきた

いというふうに思うんですけれども、えてして自分の病というものを小さく見せようだ

とか、そういうものというのはあると思うんですよね。そういうことで、町が本当に有

能な職員を病気で失うなんていうことを、あってはならないことだと思うんですよね。

そういう点では、そういうことが制度がせっかくできていながら活用しきれないという

ことで、同じようなことを繰り返さないような対応を今後していただきたいというふう

に思うんですが、いかがでしょうか。

●委員長（竹田委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） いい仕事をするためには健康管理・維持、これは最も大事だと

いうふうに認識をしております。そういう意味できちっとした健康管理と、それから受

診体制、それらについても意を配してまいりたいと思います。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、４目情報化推進費。

13番、室﨑委員。

●室﨑委員 ４目の最後の節に、地域情報通信基盤整備というのがございますが、これは

今、着々と進んでいる光の関係でしょうか。

●委員長（竹田委員） 総務課長。

●総務課長 佐藤課長 補正予算書の26ページの中ほどの地域情報通信基盤整備事業の33（ ）

万6,000円のこととしてお答え申し上げます。

この件につきましては、今、進めております事業のいわゆる地上デジタル放送に係る

難視聴地域の町民の方々に 「あなた様は難視地域ですよ」という青い封筒が届いた方が、

おるかと思いますが、この封書を送付するための通信運搬費、切手代ということでござ

います。

●委員長（竹田委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 市街地は、ほとんどその区域に入るというふうに聞いております。それで今

回お聞きするのはテレビのことではなくて、いわゆる防災行政無線というのがあります

ね 私は聞かれるたびに説明しているつもりなんですが 今回にそれにかわるものであっ。 、



- 21 -

て、あれは撤去してしまうのだというふうに思っている町民が、まだまだ結構いるよう

なんですよ。これについては、そうではないと思うので、その点について誤解のないよ

うに、私わざと、工事の準備のために説明に来た方にもとぼけて聞いてみたんですよ。

そうしたら 「いやいやそうではありません」ときちんと説明していたので、これはいい、

、 、なと思ったんですけれども 本当にまだそういうふうに思っている人方結構いるようで

その点はきちんと説明をしていただきたいと思います。これはお願いです。

、 、 、それからもう一つは この光通信網が配備されまして それぞれに端末がつきますね

端末同士でもって無料の電話がかけられるようになるとか、いろいろな話があるようで

す。非常に便利なものだというのも聞いております。それを利用して今後いろいろな事

業がまた展開されると思います。その端末を置く場所、例えば１軒の家庭に今まで防災

行政無線があるところに、また光の端末が来ますね、その範囲は同じと。今まで防災行

政無線の置かれているところに、また同じ建物内に光の端末が置かれていくというふう

に考えておけばいいんでしょうか、それとも範囲に多少の違いがあるんでしょうか。

●委員長（竹田委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） お答えいたします。

まず、防災無線がＩＰ告知、いわゆるテレビ電話と称させていただきますが、これが

ついた際に、今現在ついている防災無線がなくなるのか、取れるのかということにつき

ましては、撤去するということは考えてございません。それはご質問者の言われるとお

り、きちっと周知をしていきたいと考えております。

それから、二つ目の端末につきまして、今、事業をやっている端末につきましては、

置く場所につきましては、要するに個人宅の一般家庭のところにつけてある防災無線の

場所でなければならないという…… （発言する者あり）。

●委員長（竹田委員） 休憩します。

午後１時15分休憩

午後１時16分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

総務課長。

●総務課長（佐藤課長） 大変申しわけございません。全くご質問者がおっしゃるとおり

でございまして、同じところにつけます。

●委員長（竹田委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 そうすると、今、防災行政無線のついてないところには、今回の光端末もつ
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かないと、基本的にね。例えば、どういうことを意味しているかといいますと、今、町

としては、できるんならつけてほしいところについてないところあると思うんです。そ

れは町のほうの負担ではできないので、１基やると5,000円ぐらいかな、自己負担でつけ

てもらえませんかということを、我々やったときから言っているんですよね。自分の家

にはついているんだけれども、隣で作業をしている自分の会社の事業所、そこんところ

にはあったほうが便利なんだと。というのは１日のうちの半分以上そっちにいるから、

それで自分の家の茶の間で津波が来るから早く逃げなさいと言っても、隣りでも向こう

隣りでもいいんだけれども、そこの事業所では聞こえない。自分のやっている会社の事

務所では全然聞こえないと、それでそっちにもつけてくれないかという話は、当初から

ありしました。そのときには、それは自己負担でやってほしいんですという話になりま

した。

それで、委員長、まことに申しわけないんですが、うまくなければ災害のほうでやり

ますし、もしここで一緒にやっていいというんであれば、防災無線の話も一緒にしたい

んですが、よろしいですか。済みません。ありがとうございます。それでちょっとそっ

ちのほうと一緒になって話がしてしまいますけれども、そこのところでどうしょう。

●委員長（竹田委員） 総務課長。

（ ） 、 、●総務課長 佐藤課長 当初 この事業が始まった段階で説明を続けてまいりましたが

基本的には住居に、いわゆる補助対象で１端末つけると、それ以外につけるときには有

料で 自己負担ということで説明してまいりました この考え方については 現在変わっ、 。 、

てございません。

●委員長（竹田委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 そのところは本人にお願いしますということですよね、わかりました。それ

で、これは光になっても同じであると。

あと、ちょっと気になるのは集会所というのがありますね、コミュニティセンターと

いうのがありますね、みんな同じようなもんですよ。ああいうところには、今、防災無

線の装置ついてないんじゃないかと思うんですが、これはどうでしょうか。

●委員長（竹田委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） お答えいたします。

基本的に集会所等においても、現在の防災無線はついております。今回の端末につき

ましても、全施設につける予定で工事を進めております。

●委員長（竹田委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 一部から、ついてないんじゃないかという話があって、済みません、私のほ
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うで確認してなかったので申しわけありません。それは安心しました。

それで、あと事業所といってもいろいろなものがありますよね、それで例えば福祉関

係のことをやっているような事業なんかの場合には、特例を認めてほしいという声もあ

るんですよ。純然たる営業活動のものと、そういうものとの間に何らかの、限界的には

難しいものもあるかもしれませんが、ある程度の特例は考えていただいたほうがいいん

じゃないかというようなことを思いまして、そういう点の検討もお願いできればとそう

いうふうに思うんですが、いかがでしょうか。

●委員長（竹田委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

大変申しわけないんですが、今、町内の福祉関係の必要とすると考えられる施設に、

この端末をつけるというリストはちょっと持ってきておりませんが、こういう福祉関係

で必要であるというところも含まれてございます。時間が１分か２分…… （発言する者、

あり）含まれておりますので、ご理解賜りたいと存じます。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

（ はい、結構です」の声あり）「

●委員長（竹田委員） ４目、他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、25ページ、５目交通安全防犯費、６目行政管理費。27

ページ ７目文書広報費 10目企画費 11目財産管理費 12目車両管理費 29ページ 13、 、 、 、 。 、

目町制施行110周年記念事業費。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、33ページ、２項徴税費、１目賦課納税費。

（な し）

●委員長（竹田委員） ３項１目戸籍住民登録費。

（な し）

●委員長（竹田委員） 35ページ、４項選挙費、１目選挙管理委員会費、７目農業委員会

委員選挙費。
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（な し）

●委員長（竹田委員） ５款統計調査費、１目統計調査総務費。

（な し）

●委員長（竹田委員） 39ページ、３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、

ございませんか。

（な し）

●委員長 竹田委員 41ページ ２目心身障害者福祉費 43ページ ４目老人福祉費 45（ ） 、 。 、 。

ページ、７目自治振興費、８目社会福祉施設費。

（な し）

●委員長（竹田委員） 47ページ、２款児童福祉費、１目児童福祉総務費、２目児童措置

費、ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） 49ページ、３目ひとり親福祉費、４目児童福祉施設費、ございま

せんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） 51ページ、５目児童館運営費。

（な し）

●委員長（竹田委員） 次に、53ページ、４款衛生費、１項保健衛生費、２目健康づくり

費、ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） 55ページ、５目病院費。

（な し）



- 25 -

●委員長（竹田委員） ２項環境政策費。

10番、谷口委員。

●谷口委員 きのう一般質問でちょっと消化不良だったもんですから、この環境政策で

ちょっとお伺いしたいんですが、自然の番人宣言を管内の町村でやっていると。そして

これは道が、昔の支庁ごとに、それぞれ進めている事業なんではないのかなというふう

に思うんですよね。それで宣言するのは、振興局管内の自治体が宣言をして、その宣言

に基づいた活動を進めていこうということになっているんだというふうに理解をしてい

るんですけれども、ポイ捨てだとか、そういうことをなくしたいというのが、言ってみ

、 、れば自然の番人宣言の主な目的ではないのかなというふうに あの宣言を読んでいれば

それ以上のことは書いていないように思うんですけれども、どうなんでしょうか。

●委員長（竹田委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） ただいまのご質問でありますけれども、自然の番人宣言の

関係につきましては、委員おっしゃるとおり、あくまでも不法投棄、そして空き缶等のポ

イ捨て、そういったことを管内的な規模で取り組んでいこうという趣旨でございます。

●委員長（竹田委員） 10番さん、この項目結構長くなりますか。

●谷口委員 なるべく早くやめるようにします。

●委員長 竹田委員 それであればいいですけれども ちょっと何ぼ環境政策費でもちょっ（ ） 、

と無理がある項目だなというふうなとらえしている……。

●谷口委員 定例会でございますので、ひとつよろしくお願いいたします。

●委員長（竹田委員） 手短にお願いします。

10番、谷口委員。

●谷口委員 それで結果的に、せっかく宣言をしているわけですよね。それで私、きのう

も話ししましたけれども、最近、釧路まで走っていく間本当にすごいんですよ。枯れ草

、 、 、になってしまったら全く目立つ それでそれぞれの自治体 厚岸町もそうですけれども

観光をこれからの産業としてきちんと位置づけていこうということもあって、自然の番

人宣言をしているんだと思うんですよね。せっかく平成18年に宣言して４年たって、４

年たったらますますひどくなったというのでは、宣言の意味が全くないんではないのか

なと。

それで私が、きのう、おとといの晩でしたか、副町長に 「こういう状態だよ」という、

ことで渡したら きのうの朝 役場のほうへ朝８時半から集めたから もうないです っ、 、 、「 」

ていう話をされましたけれども これはほんの一部なんですよ ほんの一部 全部やるっ、 。 。
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たら大変なことになるだけ、今、ごみ捨て場になっているんですよ、道路の縁が。それ

で、これはやっぱり言われた部分をやればいいというんでなくて、私、やってほしくて

言ったのでないんですよ。どうやって自然の番人宣言に沿った活動を進めていくのかと

いうことを、町民みんながこの番人宣言をきちんと理解をして、そして厚岸からごみを

なくしようというような取り組みを進めるための対策をきちんと立てなければなんない

と思うんですよね。

、 、 。そのためには 言ったところをやればいいというだけでは ずっと後追いなんですよ

いたちごっこみたいな、そういうことをするんではなくて、やっぱり町民にこの現実を

きちんと知ってもらうと、当然、家庭で処理をしなければなんないわけでしょう。とこ

、 、 、 。ろが今 公共施設 あるいはいろいろなところで ごみ箱を全部撤去してしまいました

それは持ち帰ってほしいと、そして自分で処理をするようにということを考えて、そう

。 、 、いう方針を今とっているんだと思うんですよね ところが今 高速道路が無料になって

大いに人間が動いてもらおうというような時代に変わってきているんですよ。そうした

場合に、１週間も２週間も動いた場合にどうするのかということも含めて、こういうご

みをどこかでやっぱり処理できる方策も一つは考えなければ これがますますひどくなっ、

ていくと。

そして、これに出ているのは、これ観光客でなくて町民だと思うんですよね、町道な

んですから。町民にも、そういう意識をきちんと持ってもらわないと困ると思うんです

よ。ですから、学校教育で学校教育をこうやってやりますというようなお話もされてい

ますけれども、やはり町民一人一人がこの実態を知ってもらうようなこと、期間を定め

て春に清掃活動やります、秋に宣言をした事業所等が、こういうことをやりましたとい

う、きのうの町長のご答弁がありましたけれども、やはりその実態を自治会や子供たち

やそういう人たちに見てもらって、これではだめだという機運をつくり上げることが、

大事ではないのかなというふうに思いますけれども、その上でどう対策をとるのかとい

うことにしていかないと、ちょっとひどいことになり過ぎているんではないのかなとい

うふうに私は思うんですよ。そのあたりではどういうふうに考えているかお伺いをしま

す。

●委員長（竹田委員） 町長。

●町長（若狹町長） 私から、お答えさせていただきますが、さきの一般質問の答弁でも

時間がなく、詳しく答弁できませんでしたけれども、どういうふうな答弁になるかとは

思いますが、自然の番人宣言、釧路管内の町村会が発案をいたしまして、釧路管内の市

町村長が、ともに宣言をいたしたものであります。その目的は、今、担当課長からお話

をいたしたとおりでございます。その中で、行動計画というものを明確にいたしており

ます。そのことを実施すれば、今、谷口委員がお話をいたしたことが徹底されるわけで

ございますので、厚岸町といたしましても町民も含めて、さらに徹底を図るように努力

をさせていただきたい、かように考えますので、ご理解をいただきたいと思います。

ここで行動計画を一々読みますと、後ほど行動計画をお渡ししたいと思いますが、そ

のとおり書いてありますので、ご理解をいただきたいと存じます。
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●委員長（竹田委員） 10番、谷口委員。

、 、 、 、●谷口委員 町長 そうおっしゃいますけれども 私 きのうもお話ししましたけれども

、 。 。厚岸町のホームページ見ても自然の番人宣言 一言も出てこないんですよ どこ見ても

自然の番人宣言というのを検索してみたら、該当するものはありませんと、厚岸町のホ

ームページに情報がないんですよ。行動計画はあっても、厚岸町の行動計画はどうなっ

ているのか、厚岸町は自然の番人宣言に対してどういう取り組みをするのか。他の町の

行政執行方針だとかそういう中には、それに基づいてこういうこともしましょうという

のがあったり、単独でこういう宣言をしたんで、こういうことをやりましょうというよ

うなことが出ているんですよ。厚岸町は残念ながら一言も出てこない、そこが非常に私

は残念に思うんですよ。

それと、やはりそのとおりやればできるんだという町長の意気込み、それは私は大い

に頑張ってやってほしいんですけれども、めちゃめちゃになってからやるよりも、今、

あのごみの山を、ごみ捨て場みたいになっている道路のわき、秋に観光客がいっぱい来

るわけでしょう。それから、町民だって、やっぱりこれはまずいよなって思っている人

が、たくさんいると思うんですよ。だから、そういう人たちに不愉快な思いをさせない

と同時に、自分たちの町は自分たちでしっかり守る、そしてそういうごみの中にはいろ

いろなものがあって、野生生物がそういうものを補食したりした場合に、影響が出たり

。 、することも考えられると思うんですよね そういうことをいろいろな人に知ってもらう

そしてその次どうするのだと 計画はあっても今までは計画倒れなんですよ ４年間なっ、 。

て、ごみの山になっているんですから、何のための宣言だかわからないっしょ、これで

は。だから、今までのこの宣言をして、４年間がたってどうだったのかという、今まで

の経過についてきちんと調査をして、その上で何をすべきかということになっていかな

いと、困ると思うんですよ。その点ではいかがでしょうか。

●委員長（竹田委員） 町長。

●町長（若狹町長） ホームページの問題については、昨日の質問で、私もその実態を早

速検証いたしました。全くそのとおりでございます。そこで担当課長に指示をいたし、

ホームページ今後どのようになるかわかりませんが、記載するようにということで、早

速指示をさせていただきました。このことについて、後ほど担当課長から答弁をいたし

たいと思いますが、その他の問題については、今、ご質問者が言うとおり、さらに検証

しながら徹底をさせていただきたいと思いますので、ご理解いただきたいと存じます。

●委員長（竹田委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） ホームページの関係でありますけれども、新しくインター

ネット、ホームページの書きかえを今年度行いましたが、自然の番人宣言のサイトにつ

いては、厚岸町でもきちっと出ております。ところが、総合振興局のホームページから
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直接アクセスをかけますと、厚岸のホームページが新しく書きかえしたものですから、

その調整がまだうまくいってなかったということがわかりましたので、このたびホーム

ページの書きかえと同時に、リンクできるように操作を行ったところでありますので、

ご理解いただきたいと思います。

それから、先ほどの一連のご指摘でございます。それで謙虚に受けとめたいと思いま

す。言いわけめいたことも言うかもわかりませんけれども、先日、いただきました道路

の空き缶の集めた写真がございましたが、うちの方でちょっと調べたところ、その付近

の町民の方が散歩の途中に、たまたま空き缶が落ちていったところで拾って、散歩のた

びにそこに集めておいてあるということがわかりましたので、ただあそこにまとめて不

法投棄をしたのではなくて、そういった行為で集めた方も中にはいらっしゃると、そう

いったケースもあるということをひとつご理解をいただきたいと思います。

それから、決してその場だけ汚れているところを片づける、そういったことは私ども

思ってございません。委員おっしゃるとおり、やっぱり捨てない・捨てさせないと、そ

ういった啓発ＰＲも必要と思いますので、今後、私どもとしましても広報・チラシ等、

自治会等を通じまして、より一層こういったポイ捨て等しないようなＰＲを今後してい

きたいと思います。また、うちの課としまして、町道とかそういったところもございま

す。そういった管理をされている担当課とも連携を取りながら、今後、汚れているとこ

ろあれば片づけますし、また、させないＰＲも今後してまいりたいというふうに思って

ございますので、ご理解をいただきたいというふうに存じます。

●委員長（竹田委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 最後にしますけれども、自然の番人宣言、リンクしなければそっちに行かな

いというんではなくて、厚岸の取り組みとしてこうなんですよと、その上で自然の番人

宣言もあることでありますから、もっと町をきれいにするために協力をしてほしいぐら

いのことがないと、何かそっちに行かないと見れませんよというような考えでは、私は

まずいんではないのかなと。前にもだれかが、何かを探すのをえらい苦労して、そこま

でたどり着いたという話をされておりましたけれども、そういうことは考え方をもっと

前向きにしてほしいなということで、今、町長から答弁もありましたし、課長のほうか

ら答弁あったことをぜひ具体化されまして、この厚岸が本当に環境に力を入れている町

だと。そして他の町から来られた方々が、すばらしい町だなと言われるような町にする

ために、町ともに取り組むということで頑張っていただきたいというふうに私は思うん

ですが、いかがでしょうか。

●委員長（竹田委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） いろいろおっしゃられた内容につきまして、課でも検討し

ながら、委員の意に沿うような形で対応してまいり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。
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●委員長（竹田委員） よろしいですか。

２項環境政策費、他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、５目し尿処理費、ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） 57ページ、５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、

２目農業振興費。

６番、佐斎委員。

、 。 、●佐斎委員 ここで 中山間地域等直接支払事業についてお聞きしたい この事業の内容

何に使われているのか、ちょっとわかれば教えていただきたいと思います。

●委員長（竹田委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 中山間地域等直接支払事業でございますけれども、これに

つきましては、厚岸町の農業振興ということで、農業の全国的に見て農地だとかの荒廃

だとか、草地の何というのですか、収益に対して不利があるということで、国が補助事

業として中山間地域等直接支払事業を設けて交付しているという内容でございます （発。

言する者あり）それにつきましては、農地面積に対して補助金がついて、総額幾らとい

うことで、それぞれの50％は各農業者に支出していますし、そのほかにつきましては、

。中山間の事業としてそれぞれの地域整備のために使われているという状態でございます

●委員長（竹田委員） ６番、佐斎委員。

●佐斎委員 それはわかるんです。これはたしか10年で終わって、また５年延ばしました

よね。その使い道が本当に農家の人のために使われているのか、例えば草地が荒れてそ

れに使ったとかって、乳牛のあれが下がったために補てんに使ったというのでわかるん

ですけれども、そういうのに使われる内容が町ではどういうふうに把握して、ただ、補

助金出せばあといいんだと、あとは農家のほうでやるからいいんだということなのか、

その辺をちょっと詳しく教えていただきたい。

●委員長（竹田委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） それにつきましては、当然、私どもは国の補助金・道の補

助金、それから町も４分の１持ち出ししておりますので、中山間の事業である中山間支

払い、農協の関連でその事業をやっていますけれども、報告書をいただいて、その内容
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を検査しまして、いわゆる工事で言えば検定をしまして、そういう事業に使われている

ということを確認して支払っております。いわゆる内容といいますと各事業、農家の方

々、それから中山間事業によってヘルパー事業にそのお金が使われたりだとか、それか

ら地域の植樹だとか植栽だとか、それから防災のための昨年で言えば発電機を数台買っ

ただとか、それから発電機は停電の際に乳が搾れないものですから、そういった各農家

の施設を改造したりということに使わせていただいているという内容でございます。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

農業振興費、他にございませんか。

13番、室﨑委員。

●室﨑委員 一般質問のときに資料出していただいた、その資料の意味がちょっとよくわ

からないところもありまして、ＴＰＰなどというものが出てくると、非常に打撃を受け

るというところで予想を出してくれているんですが、表が載っていまして、最初のペー

ジに 酪農業でもって384億円 釧路管内 その次に49億8,600万円 厚岸町影響額 12.98。 、 、 、 、

％となっているんですよ これはあれですか 釧路管内でこれだけあって そのうちの13。 、 、

％は厚岸町ですよという計数を出したのですか。

●委員長（竹田委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） ただいま委員がご質問されているのは、きのうのＴＰＰの

関係資料での内容でございますね。12.98％の意味ということだと思いますが、これは管

内における影響額に対しまして、町のいわゆる酪農に関しての比率というのですか、そ

れを掛けさせていただいたということでございます。

●委員長（竹田委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 いろいろ考えみて、初めて私もわかったんですよ。というのは、厚岸町でど

んな打撃を受けるのかと聞いているときに、釧路管内全体でこれだけ受けるうちの何％

が厚岸ですという数字出て、何の意味があるのかと思っていたもんですから、最初まさ

かそんなものが出てくるとは思わなかったんですよ。それでよく見たら、厚岸町の酪農

の生産額というのは上に書いているんですね、58億6,600万円、これだけ出てくると。そ

うすると、85％の減であると書いているわけですね。ということは、15％だけしか残ら

ないと、生産額が、ということを意味しているわけですね。

●委員長（竹田委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） そのような試算でございます。

●委員長（竹田委員） 13番、室﨑委員。
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、 、●室﨑委員 それでこの後 水産のところでもまたお聞きすることになるとは思いますが

その後、丁寧な資料もこっそりいただいたわけでございますけれども、それを見ていて

も全部 道の試算を計算機でたたいただけの話なんですよね 道で こういう基準でもっ、 。 、

て、こんな計算したのを厚岸町に当てはめたら幾らになりましたと。道では、この項目

は書いてないから厚岸町も出せません。そういう問題ではないと思うんです。少なくと

も町長の答弁は、説示に泡が立つような、下手したらこの地域壊滅するかもしれないよ

、 。 、うな影響を受けるんだと 大変なことなんだと言っているんですよ でも出てくる話は

あるいは資料は 道がこういっているもんですから それの何分の１ぐらいが厚岸でしょ、 、

うから、計算したらこうなりましたと、実態調査も何もやってないんですよ。そんなも

のでもって、大変だと言えますか、あるいは大変だと本気に考えている人間が、机の上

、 、 、で計数処理だけして それをもって大変なんでございますっていう話ししますか 私は

その点が非常に不思議なんです。どうお考えですか。

●委員長（竹田委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） きのうの一般質問でもございましたとおり、その試算に対

しましての私どもの姿勢ですか、いわゆる関連なり影響なり波及なりということでもう

少し実態、その金額が正しい・正しくないは別にしてもいわゆる聞き取りだとか、いろ

いろな意味で不十分でないかとご指摘を受けました。

確かに、私どもも影響額の試算という質問でございましたので、できる限りいろいろ

なことを想定しまして考えたわけでございますけれども、太田農協の釧路町分、トライ

ベツの農協分などを聞き取りなり、案分なりをしまして、直接額につきましては輸入品

とかわる総合振興局の85％を適用させて、影響額を算出させていただきました。肉用牛

につきましても全滅を受けるということで出させていただきました。

委員おっしゃるとおり、出し方に関しましては、一般質問の請求が２週間近くあった

、 、わけですけれども 私どももいろいろな総合振興局なり北海道なり試算の仕方も含めて

どういった方法でやられているんだということも含めまして、相談をしていたわけなん

ですけれども、それについては公表しないということでございまして、そういった意味

でこういった試算の方法で、やり方でさせていただいたのが実態でございます。

●委員長（竹田委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 机の上の計算方法が間違っているとか、そんなこと私言っているのじゃない

んですよ。ですから、道が出した試算を一つの検討材料にして、こういう計算出したと

いう部分はわかるんです。でも例えば、酪農でいうと、85％減ってしまうというんです

ね、生産額が。そうしたら1,000万円生産できた農家が、極端な話すればですよ、110万

円しか生産できなくなってしまう、やっていけますか、それは数字の上では15％残るで

しょう。でも残る農家なんかないでしょう、85％減になったら、そういうようなふうに

は考えなかったんですかということ。そうしたら、やっぱり農協でもあるいはサンプル
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調査でも何でもやって、これで生きていけるのだろうかというふうには思わなかったん

ですか。そうしたら、こういう机上計算するとこんなものが出てくると、すると現実に

は、全部の農家が廃業せざるを得ないんじゃないかというような、恐ろしい数字になっ

。 、 。 、てくるというコメントがあってしかるべきでしょう 何もない そういうことは ただ

道の出した試算で割り返してみたらこうなりました、ほかが何も教えてくれないからで

きませんでしたと。それは小学校の子供でもそんなことは言いませんよ、自分のことだ

というふうになったら、そうはならないでしょう。そのことを言っているんです。

ただ、時間は２週間しかなかったということで、そこまでの全数字を出すことができ

なかったというのなら、それはそれで納得します。ただ、今、こういうことをやってい

るんですというものが、何で出てこないんだということなんですよ。いかがですか。

●委員長（竹田委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 今、委員ご指摘のとおり、試算の根拠、それから試算の方

法につきましては、私どもが考えたいわゆる影響額の算出につきまして、こういう方法

で臨みました。委員おっしゃるとおり、いろいろな想定の中で、いろいろな状況の中で

個々のものも含めて、それがすべて把握できるかといったら、また別な問題ですけれど

も、そういった努力が足りなかったということで今、反省しております。

●委員長（竹田委員） 13番、室﨑委員。

、 、 、 、●室﨑委員 それでこのＴＰＰ ＦＴＡ こういうものですね いわゆるＷＴＯに基づく

あるいは、今回はあれですか、アジア太平洋経済協力、ＡＰＥＣですかね、こういうも

のに基づいてこれがどんどん出てくるというわけですから、今回この議会終わったらこ

の話は何もなくなるわけじゃないんですよね。これから本番が、本物が来るというふう

に考えたほうがいいと思うんです。

したがって、そこにおける最悪の構図になった場合にはどうなるか、いやなってもい

いというじゃないですよ。そういうふうにしないように頑張らなければなりませんけれ

ども、そのいわゆる最悪の未来像を含めて調査しなければなりませんよね、それ、これ

から進めるおつもりですか。

●委員長（竹田委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） その点につきましては、きのう一般質問の中で、ご質問者

にそういう指摘も受けました。それについていわゆる産業団体、農協・漁業協同組合・

商工会、それからうちの課だけでなくて他課にまたがる問題でございまして、そういっ

た方向で私どもは取り入れて考えていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。

●委員長（竹田委員） 13番、室﨑委員。
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、 、●室﨑委員 遅くとも３月議会までには そういうもののできた部分だけで結構ですから

見せていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

●委員長（竹田委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 努力してまいりたいと思います。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

13番、室﨑委員。

●室﨑委員 まだ少しあります。どうかよろしくお願いします。声が大きくなってしまう

んで、申しわけないんだけれども、ぜひお願いしたい。

それと、今回これに絡んで関連産業という項目で、町長の答弁、子細に聞きますと、

私が関連産業と考えていたものは、全部地方経済への影響というところに含んでいるん

じゃないかというふうには思いますけれども、別に道の項目、道の試算の公式に全部び

たっと合わせないとだめだということはないと思うんです。道では、乳業工場と屠畜場

を関連産業と見ているが、厚岸町では、これとこれとこれは厚岸町における関連産業だ

と考えていると言っていいと思うんですよ。それで、これらについてもやはり今後きち

んとしてやっていただきたいなと。

いずれにしても乳価が60円の前半になったり、乳量が15％しかできなくなったりした

ら、これは農家はやっていけないですよね。そうすると、そこでいろいろと取引をして

いる町内の業者もたくさんいるわけです。そういうところもお客さんがいなくなってし

まうわけですよ。そういうことを含めて、やはり道が関連産業をこういうふうに言って

いるけれども、我々としては一般的な地方経済への関連と別に、こういう項目は上げて

おきたいというものがあってしかるべきだと思うので、その辺のご考慮いただきたいん

ですが、いかがでしょうか。

●委員長（竹田委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 今のご質問の内容につきましても、他課にまたがる問題で

もありますので 他課とも協議しながら 今回お示しした内容だけじゃなくて そういっ、 、 、

た視点でもとらえて影響額を算出して考えてまいりたいと思いますので、ご理解いただ

きたいと思います。

●委員長（竹田委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 それで、きのうの１回目の町長の答弁の中で、ＴＰＰについて詳しい説明を

してくださったんですけれども、そのときにはも私非常にちょっと疑問に思って、ＦＴ

ＡＡＰと混同してないかというようなことを聞いたときに、担当課長はＦＴＡＡＰとい
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うのは何のことだかわからない、いうふうに非常に正直に答えてくれていたんですが、

それがわからないでＴＰＰがどうしてわかるのかなという私は気もしましたけれども、

それはこっちへ置いて、実はＡＰＥＣにおける課題と密接に関連しているということを

町長は言いました。その後に、ＡＰＥＣというのはこういうもんだと、それでつまりな

んですね ＥＰＡやＦＴＡは協定国と異なる貿易障壁が適用されるという差別的要素持っ、

ているけれども、ＡＰＥＣの場合には思考力、無差別、非拘束、自主性を持っている。

このあたりはまだいいんですが、ＡＰＥＣにより実施された自由化措置を非メンバーに

も適用することになっているというＴＰＰの説明があるんですよね、何か非常に紛らわ

しい説明しているんです。

今回のＴＰＰというのは、言うならばグループ化したＦＴＡでしょう。そうすると、

そこで出たものがＡＰＥＣが何であろうと、協定をしてない国には適用されないですよ

、 。 、ね どういう意味を言っているのかがよくわからないんですよ つまりというけれども

つまんないじゃないかと思うんですよね、それでこのあたりちょっとわかりやすくもう

、 、 。少し説明してくれませんか 私のほうの理解が誤解ならば それを解いていただきたい

●委員長（竹田委員） 休憩します。

午後２時01分休憩

午後２時04分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 貴重なお時間をいただきまして、済みませんでした。

ここに水産物ＩＱ制度の動向という資料がございまして、ＴＰＰへの参加ということ

で、非関税障壁としてのＩＱ撤廃は、他の国々に対しても撤廃となるというＷＴＯの通

告の撤回ということで資料が私どもいただいて、そういった意味でＡＰＥＣの加入につ

いて、ＩＱ適用がなくなるということで、そういう答弁をさせていただいたのも一つで

ございます。

●委員長（竹田委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 ＩＱ適用の話が、ここで出てくるわけではないでしょう。ＴＰＰのことの説

明ですよね。ＡＰＥＣのＴＰＰは無差別、非拘束、自主性を持っているのが特徴と言え

ますと結んでいるんですよね、つまりでね。ＡＰＥＣというのが、東南アジアの各国が

入って、最終的には関税障壁だとかそういうものをなくした、いわば自由貿易地域をつ

くろうじゃないかという理想を持っていますよね。そこのところに行くためにいろいろ

なことを考えて、いろいろな舌かみそうな名前のが出てきていますよね。

、 、 、ここではアジア太平洋経済協力会議と訳しているけれども 今 会議はつけませんね
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。 、ごく一部のマスコミしかやっていません 会議に当たる文言が原語にないそうですから

それはいいんです、そんなことは。ＡＰＥＣの理想というのがありますよ。で今回のＴ

ＰＰというのはＦＴＡを複数国で、複数国じゃないな、多国間で一遍にやってしまいま

しょうということでしょう、簡単に言えば。そうしたら協定に入ってない国との間には

。 、 、完全に差ができますよ それで しかも当初ＡＰＥＣにアメリカは入ってないんですよ

途中から入ってきているんですね、ＡＰＥＣに関しても。今はＦＴＡＡＰなんていうの

はアメリカが非常に一時力を入れました。ある時期にアメリカはそっぽ向いていたんで

すけれども、それは結局東南アジアの、アメリカあたりから見れば、小さな国々が幾つ

も集まって一つの地域をつくってあって、アメリカの言うことを聞かないようになって

くるというと、これうまくないと、アメリカの国益に反するということで、中に入って

一緒にやる、きれいに言うと。悪く言うと牛耳る、そういうことが必要だという国策が

変わったんだと言われていますよね、だから今のＴＰＰというのは、アメリカ主導型で

あるということを言う人もいます。私も、そんなレベルまでいっちゃうというと、受け

売りしかできませんけれども、ただ、アメリカの農業者の保護、非常に厚い保護、こう

いうものが今回のＴＰＰの中では触れられてないということを考えると、なるほどなと

いう気がいたします。だから安い値段で農産物を輸出できるんだということを言う識者

もいます。

そういう中で、今回のＴＰＰの町長の説明が、アジア太平洋経済協力会議によるＡＰ

ＥＣにおける課題と密接に関係していることですというのはわかりますけれども、それ

でその後ＡＰＥＣの理想が書かれて、つまりＥＰＡやＦＴＡは協定国と異なる貿易障壁

が適用されるというサブ的要素を持っているんだけれども、今回のＴＰＰについては無

差別、非拘束、自主性を持っているというと、ＥＰＡやＦＴＡと全然違うのだなと。そ

して締結していようがいまが、ここで決めたことを全部にばぁっと適用するというもの

なのかというふうに理解されてしまうんじゃないですかということで、何かＡＰＥＣの

話とＦＴＡ・ＦＴＡＡＰなんかで言われていた理想論と、それからＥＰＡとＦＴＡとＴ

ＰＰ全部ごっちゃになったような感じするのですよ。もう少し整理して説明していただ

きたい。

●委員長（竹田委員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からお答えをさせていただきます。さきの一般質問との関連がご

ざいますので。

委員が言われているとおりなんです。私もそれは理解をいたしております。すなわち

ＴＰＰ、ただ日本語はパートナーシップとか、それから経済協力とか、その国等によっ

て解釈が変わっておりますが、略してＴＰＰと、ここで表現させていただきたいと思い

ますが、すなわち広範囲の自由化と統合を目指した21世紀型のＦＴＡとして、もともと

シンガポールなどが始めたものであります。そこに米国が参加を表明して以来、この環

太平洋ＦＴＡの本命として急激に正当性を獲得したと、そこで多くの国々が参加の意思

を表したという経緯もありますんで、今、ご指摘されたとおりなんです。私もそのよう

に理解をいたしておるつもりであります。
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●委員長（竹田委員） 13番、室﨑委員。

、 、 、●室﨑委員 そういう町長の答弁をいただくと 結局 一般質問の１回目のほうの答弁が

非常に表現がちょっとまずいところがあるんじゃないかという気はしますけれども、今

。 、 、これを訂正せなんては言いません 言いませんけれども 少なくとも担当者においては

もう少しこの関連するもの。今の国際的な流れ、ＡＰＥＣはどんなもんで、ＦＴＡＡＰ

というようなものが出てきて、どんなことを言っていて、それから今度は今のＦＴＡや

ＥＰＡではどんな動きがあって、そして今のＴＰＰというのはどういうものなのかとい

うことを、それこそ何を聞かれてもぱっと答えれるぐらいには、最低限の知識は持って

ほしいんですよ。一般質問の中で、ＦＴＡＡＰって何ですかと聞いたときに、これはわ

かりませんというようなことでは、そうすると、今のＴＰＰの何か解説文１枚読んだだ

けだなというふうに誤解されてしまいますから、それはよろしくお願いしたい。その上

でもう一つ別の話題に入ります。

相変わらずシカが多いんです。そして牧草地は随分と被害を受けています。今、一番

新しい統計で農業被害どのぐらい出ていますか、厚岸町では。わからなければいいんだ

よ、大ざっぱで。

●委員長（竹田委員） 休憩します。

午後２時12分休憩

午後２時13分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

13番、室﨑委員。

●室﨑委員 ざっくりのものは、頭の中に入れておいてくださいよ。こういうものは、大

事なことですから。今、私のほうも手元に資料ないから数字は言いませんけれども、相

当に大きな被害が出ていますよね、町中でさえ出ていますよ、被害が。町中の被害の統

計って、なかなか難しいかと思いますけれども、家庭菜園食われたり、オンコ食われた

りというのを全部出すというのは難しいと思いますが、それ出ているんです。

それで、シカの対策は結局は何というのですか、鉄砲を撃つ、狩猟をやる人にお願い

して、有害獣を駆除してもらうという旧来のやり方でずっと進めていますよね。町中で

も特別なところでもって撃つという非常に何というのかな、非常手段までやってやって

いますね。これからもそのやり方で進めていくと、それ以外にないだというふうにお考

えですか。

●委員長（竹田委員） 環境政策課長。
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●環境政策課長（大崎課長） ただいまのご質問でありますけれども、当時、平成20年か

らですか、平成20年から湖南地区のシカの駆除につきまして、北海道のほうから特別に

許可をいただいて実施をしているところでありますけれども 現在のところ 山に向かっ、 、

、 、てシカを駆除する そういった方法がほかの方法に比べて最も安全という判断のもとに

今現在、ことし３年目でありますけれども、現在続けておりますけれども、一番最も有

効で安全な方法というふうな考え方でやってございます。

●委員長（竹田委員） 13番、室﨑委員。

、 、 、 、●室﨑委員 昔 はるか昔 アイヌ民族の人たちは お供山の上にシカを追い込みまして

そしてそこの岩の先のがけのところから落としてとっていたというのでもって、お供山

の上に上がりますと看板が立っていて、シカ落としのチャシとかというのがありますよ

ね。今、それやれと言うんでないですからね。ただ、見ていきますと、各地でぽつぽつ

とですが、新しい動きが出てきているんですね。例えば、南富良野町かな、あそこが第

三セクターなのかどうかわかりませんが、町が相当のお金を出して食肉工場をつくって

いますね。それから、給食には地元産のシカの肉を食べるというようなことの一つの施

策展開もしています。シカの肉を産業に結びつけようとしているんです。

それから、名寄からずっと東オホーツク海のほうに向かうと、西興部という村があり

ますが ここはシカを狩猟の対象として狩猟の特区というのかな そういうものをつくっ、 、

ているそうです。そして内地の鉄砲を撃つ人を呼び込んで、ガイドがついてきちんとし

た形でもって、２日なり３日滞在してもらって、獲物をとれるようなお世話をすると。

これは来た鉄砲を撃つ人が、ここに行くと歓迎されると、ほかのところだと白い目で見

られるようなこともあるけれども、ここの村は歓迎してくれると。しかもガイドがきち

んとつくから、地理不案内なところで撃つのと違って安心してできると、安全性の意味

でも獲物に対して、非常に好評なんだそうです。そうすると、ここではいわばシカをが

んがん駆除して、薄くしてしまったら逆にうまくないから、ある程度のシカを温存しな

がら、そういう形で一つの村の産業にしていくというふうに、シカを単に駆除して、ご

みとして処理してしまうというのではなくて、これだけふえたシカを産業に結びつけて

いくと、そして頭数の個体数の管理を行うというような考えで動いているところが出始

めています。

それから 釧路市の阿寒地区で これは前田一歩園がやっているんでしたかね ちょっ、 、 、

と私も詳しくわからないんですが、実験進めていますよね。おりを使って捕獲するとい

うんですか、わなの一種ですか、そういうような形でもやっていますよね、いろいろ出

てきているんです。今、すぐああせ、こうせという意味では全くないんですが、旧来の

方法がだめということではないんですが、やっぱりもう一歩進んで、これだけ密着した

頭数の多くなっているシカの個体数をきちんと管理して、なおかつこれだけふえたシカ

、 、を資源として利用するような方法を 厚岸町も検討する時期に来ているんじゃないかと

そのように思うんですが、いかがでしょうか。

●委員長（竹田委員） 副町長。
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●副町長（大沼副町長） 実は、釧路管内でも産炭地の新基金のほうの補助を受けて、シ

カ、それからエミューですか、それの処理する工場を立ち上げたんですが、残念ながら

運営がうまく立ち行かなくなって、二、三年前に廃業してしまったという例が実はござ

いました。

それから、厚岸町には、厚岸町の町内で捕獲場みたいなものを持って、シカ肉の解体

処理をしたいという業者さんも、何年か前にお見えになったことがあります。しかし、

解体工場をつくるということになれば、それ相応の施設・設備も、血水をどんどんどん

どん垂れ流すようなことがあってはならないということでありますから、もしそういう

ことがなされるんであれば、こういう設備が必要ですよというお話もさせていただいた

例があります。その後、何か小屋みたいなものは一部置かれているというように私も見

ておりますけれども、中では稼働の実態はないということのようであります。

エゾシカ対策につきましては、管内の首長が道庁に出向きまして、前にもお話をさせ

ていただきましたけれども、大きな災害であると、こういうような状況。以前にもご質

問者から資料請求があって、例えば牧草地の被害というのは8,500万円から6,700万円ぐ

らい、単年度であるということを資料を提示させていただきました。自衛隊の活用がで

きないのかということも含めて、管内の首長が知事に申し出て、知事は自衛隊と協議を

したそうです。自衛隊法という法律の絡みがあって、なかなか鉄砲を持って現場に出向

いてということはできないけれども、二次的な、側面的な例えば夜間ヘリを飛ばしてシ

カの行動調査をするとか、頭数調査をするとかというそういう側面的な協力はできるの

ではないかという一定の話もいただいて、既に白糠町と、ちょっとど忘れしたんですけ

れども、知床の方面で、そういう調査をする方向に今動いているという情報が私どもに

参っております。

それから、前にも話をさせていただきましたけれども、大型獣を倒すためには散弾銃

では倒すことができないと、したがってライフルが必要だと。ライフルを持つようにな

るのは、今の銃刀法では許可を受けてから10年たたないと、ライフルを所持するができ

ないそうであります。そんなことを待っていたら、今、厚岸町のハンターが数人いらっ

しゃいますけれども、もうこの方たちも相当高い年齢になってきて、その後継が全然な

いということで、こちらのほうの対策もある程度必要ではないかと。これはちょっとま

だ不確かな情報なんですが、我々公務員みたいな比較的素性がわかっている者には、10

年というスパンをもうちょっと短くして、例えば役場の職員にそういう狩猟、ハンター

の資格を持たせるというような話も一部出ているようであります。それはハンターの後

継対策ということで、それも一つの方法かなというふうに考えています。それらのこと

があって、さらには自衛隊のほうは今検討をされているようですけれども、ハンターの

養成・訓練、それらについてもできるのかできないのか、今、調査をしているという情

報がまいっております。

そんなことで北海道の見解でありますけれども、道内の生息数というのが20万頭くら

いが大きな被害も与えないし、生息する数というのは適当であろうというふうに言われ

ていますけれども、それがもう60万頭を超えたそうであります。そうすると、やはり駆

除対策を急がなければ、ネズミ算式にどんどんどんどんふえてくるという状況でありま
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すから、まず駆除。しかもハンターのモチベーションといいますか、それらを上げてい

ただくためには、おっしゃったように、解体処理をして肉、それから毛皮、そういうも

のの利活用というものも考えていければいいなとは思いますが、実際にそういう話が外

部からあったときには、ある一定の条件はもちろんお示しをさせていただきながら、対

応をしてまいりたいと、そのように考えています。

●委員長（竹田委員） 13番、室﨑委員。

、 、 、●室﨑委員 何商売でもそうですけれども 新しいものを立ち上げていくとなると 当然

商売として成り立つかどうかという危険は常に伴いますし、やっぱり今のような状況に

なっていく中で、ただ、殺してしまおうと、個体数減らせばいいんだと。じゃ、撃ち殺

したシカは、一部の人が趣味で食べるだけで、あとは全部ごみですよというような出口

のない中でもってやっていっても、なかなかうまくいかないと思うんで、やはりそこの

ところは捨てるよりは、利用したほうがいいというところから考えていく必要があると

思います。

それからもう一つは、今、おっしゃったように、銃によるものについては、我々はそ

ういうわけで、もっとライフルなんか使う人がたくさん出てきて、頼みますよと言った

ら一斉に行って、ドンとやれればありがたいんだけれども、今度、警察庁のほうは全国

的なレベルで考えますね。そうすると、銃のこれだけ厳しくしていてもまだドンパチ抗

争があっちこっちで起きてみたり、それからとっぴでもない人間が銃を持って、九州で

したか、プールか何かに行ってバリバリバリバリ撃ってしまったりというような事件が

片っ方であるもんですから、現在、私も知り合いでもって、ここの猟友会に入っていて

時期になると、いうといろいろなところから来る人たちのところのパトロールまでやっ

ているベテランがいるんですけれども、彼なんかの言を聞くと、銃を持っている人間は

警察にとって犯罪者扱いだと、絶えず監視の目と査察があると。こんなに厳しくされて

やらないと、やってられないのかと、そして役場に来るというと、何とか有害駆除をお

願いしますと、こっちではえらく持ち上げられると。あっちとこっちが全く違うんだと

いうような話を聞きますけれども、そういう中で今の副町長おっしゃったように、これ

、 。から猟銃を扱う人をどんどんふやしましょうといっても なかなか難しいと思うんです

そうすると、やっぱり銃以外の方法で何らかの個体数制限ができるような方法も、もし

できるんならシカに避妊薬を一匹一匹飲ましたいとこですよ。本当に。ネズミ算式にふ

えていきますからね。

そういう中で、非常に大変なのはよくわかりますし、いい方法があるんならやってい

るよって言うところもよくわかるんですけれども、やはりいろいろなことを考えて、今

のやり方から一歩進めていかないと、いつまでたっても解決しないんじゃないかと。そ

して、そういうアイデアが厚岸町だけでは、もちろんできないだけのお金のかかるもん

であれば、当然、国や道やそういうところにも働きかけて、やっていかなければならな

いというのも当然だと思います。

それから、今、出ましたが、じゃというので乗っかって妙な業者が入ってきて、いい

かげんなことをやられたら、これ全く別次元でして、その点については何か今ちょっと
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お話があったんですが、それはきちんと対応していただいているなというふうに思いま

す。

それともう一つ、この前、情報館で北大の、今は行政法人何とかかんとかになるんだ

けれども、臨海実験所の教授が講演をなさっていましたが、暖かくなってきて植物限界

というものがどんどんどんどん上に上がってきて、お花畑というようなが山の高いとこ

ろにあるんですね。ところが、それが温度によって植物群落の移動があって消えるより

も、はるか前に消えていくんだそうです、今。それは何かといったら、シカがどんどん

山の上のほうに上がってくるんだそうですよ。雪解けが早くなって。そしてお花畑とか

何とかというものをみんな食い荒らしてしまう、それで今日20万頭がいわば生息限界で

あるところに、その３倍もいるような状況は環境の生態系に、物すごく大きな影響を与

えているんだというような話もされておりました。そういうことは結局、めぐりめぐっ

て我々の積極的の中に影響を及ぼしてくるわけですから、どうかひとつ、この点につい

ては思案投げ首なのはよくわかりますけれども、なお一層の踏み込みをお願いしたい、

そういうふうに思いますが、いかがでしょうか。

●委員長（竹田委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 最初のご質問で、他町村の例もお示しをいただきました。それ

らも十分我々も情報を仕入れて、厚岸町にどういう対応が可能なのか、十分検討をさせ

ていただきたいと思いますし、蛇足になりますが、シカ肉を食用に供するということに

なりますと、血抜きという重要な作業があるそうでありまして、シカを倒してから２時

間以内で血抜きの処理をしないと、食肉流通をさせてはならんという北海道の方針があ

りまして、そうなると捕獲する場所の選定や何かもきちっと考えておかないと、搬出し

て２時間かかって、さあ処理しますといっても、食肉には供されないわけですね。そう

いうようないろいろなさまざまな問題もあるようでありますけれども、何ができるのか

よく調査をさせていただきたいと、そのように思います。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 先ほどのＴＰＰのお話ありましたけれども、この地域に特に影響が大きいと

いうのは、この地域の酪農というのは加工原料乳ですか、そちらの生産が圧倒的に多い

わけですよね そういうことで 現在 飲用と加工原料乳と％で言えばどのぐらいになっ。 、 、

ているんですか。

●委員長（竹田委員） 産業振興課長。
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●産業振興課長（高谷課長） その算出についてはかなり難しいご質問で、何％、どのぐ

らいの率かというのは、なかなか今、把握はできません。

●委員長（竹田委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 そうすると、何で85％というような計算が出てくるんですか。

●委員長（竹田委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 加工用に回っているのが85％で、飲用に回っているのが15

％という大ざっぱな考え方でございます。

●委員長（竹田委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 酪農家の生産物というのは、牛乳だけではないわけでしょう。例えば、雄子

牛だとか、あるいは搾乳牛の廃牛の肉牛等にしていく、そういうものを全部含めていか

ないとならないと思うんですよね。ですから、そういうものを計算した上で85％になっ

ていかないと、困るんではないのかなというふうに思うんですよ。それもう少しきちん

と調査をした上で、先ほど室﨑委員のほうでも要求されました資料と合わせて、私たち

にわかる資料をつくり上げて、次回の定例会まででも出していただきたいなというふう

に考えるんですけれども、いかがでしょうか。

●委員長（竹田委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 委員ご指摘のように、試算の根拠、試算の出し方につきま

しても再度勉強させていただきながら、次回までに努力してまいりたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

（ いいです」の声あり）「

●委員長（竹田委員） ２目、他にありませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、３目畜産業費。59ページ、５目農地費、８目農業水道

費。

（な し）
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●委員長（竹田委員） なければ、61ページ、９目堆肥センター費。

（な し）

●委員長（竹田委員） ３項水産業費、１目水産業総務費、２目水産振興費。

13番、室﨑委員。

●室﨑委員 ここで確認なんですが、先ほどの答弁の中で担当課長お答えになっていたん

じゃないかとは思いますが、一応、確認させていただきます。

農業振興費のほうで申し上げました実態調査と、それによる影響項目ですね、同じよ

うな手法で水産に関してもおやりになっていただけるというふうに思うんですが、それ

を確認しておきたいです。

●委員長（竹田委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 今、ご質問者がおっしゃったように、水産関係においても

試算の出し方について勉強させていただきながら、根拠をもう少し詳しく算出してまい

りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

（ はい、結構です」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、２目水産振興費。63ページ、３目漁港管理費、５目養

殖事業費、ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、65ページ、６款１項商工費、１目商工総務費。

13番、室﨑委員。

●室﨑委員 振興費でもいいんですけれども、総務費でやらせていただきますが、同じく

一般質問のときに、３回目の質問でしたかな、私、消費者団体との提携というか、一北

海道地方の一生産者が困るからやめてくれという話だけではない問題なんだと。これは

食の安全とか食料自給率とか食に関することを考えると、これは全国・全国民の問題な
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んだというところから きちんと消費者団体と連携しながら 運動を起こしていかなきゃ、 、

、 。ならないであろうという話を 時間もないのでほんのちょこっとしか言いませんでした

それに対して、担当課長は非常に力強い、ああよくわかっていらっしゃるなという答弁

をなさってくださいました。ＦＴＴＡというものが、産業被害の問題だけから論じられ

ているということは、自分にとっては大変不可思議であると。これはむしろ全国民の食

の問題として きちんととらえるべきであろうと思っていたんだというふうにおっしゃっ、

てくださいまして、私は、大変意を強くしたわけです。厚岸の職員というのは、やはり

レベルが高いなと、そういうふうに思いました。それで具体的にどのようなことを、こ

、 、れからなさっていこうと考えていらっしゃるか その点について簡単にで結構ですから

お知らせいただけるとありがたいわけです。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） お答えさせていただきます。

ＴＰＰに関連してご質問があった際に、消費者サイドの関連からもこのＴＰＰについ

ては大きな問題だととらまえていると。それは、１次産業の町という意味ではなくて、

これは全国みんなそうでございますけれども、食の安全・安心という観点からもこのＴ

ＰＰについては、大変問題だという発言をさせていただきました。それを受けて、うち

の厚岸消費者協会もございますが、消費者協会も毎年事業計画を立てて活動を行ってお

りますけれども、その中でも食の安心・安全、あるいは地産地消というものも大きな目

標の一つに掲げながら、活動をしていただいているところでございます。

そういった中では、先日行われたＴＰＰへの交渉参加のほうへの断固反対阻止という

ことで、消費者協会の会長を初めとした役員の方々も参加をしたところでございます。

そういった意味では、地元に食糧を供給するというか、食糧生産基地でもある厚岸とし

ての消費者協会の活動ということにとどまらず、これを管内・全道・そして全国へとつ

なげていくことが必要だというふうに思っておりますが、そういった意味では地元の厚

岸消費者協会を通じた釧路管内の消費者協会、そして全道の消費者協会へと、その話を

進めていきながら 全国組織のほうへも反映できるような働きかけも必要でございましょ、

うし、また、行政のほうとしての総合振興局、そして本庁へ通じたそういった消費者行

政、担当するほうからもそういった働きかけをしていきたいなというふうには思ってご

ざいます。

●委員長（竹田委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 消費者団体というのは、消費者協会だけですか。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 私ども、消費者団体というのは消費者協会だけかと

言われると、そうではございません。ただ、今、消費者の庁内での組織だった活動とし
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ては、そこが主流となって、今、活動をしていただいているというものがあったもんで

すから、そういった表現をさせていただきましたけれども、そういった部分では私ども

は言わせていただいたのが、町内民間組織としては、そういう団体のつながりを持って

いるという発言をさせていただきましたが、そのほかに行政サイドの立場としては、北

海道レベルの釧路総合振興局、本庁という形の中で消費者を喚起する意識喚起をした中

で、そういったＴＰＰに対する問題を明らかにしながら、ぜひそういった部分に働きか

けていきたいなという気持ちを紹介させていただきました。

●委員長（竹田委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 消費者協会というのは いい悪いという意味じゃないですかね 全く ちょっ、 、 、

と消費者団体の中では特別な団体なんですよね。それはその地域その地域で、行政と密

接に結びつきながら事業を展開している、だから厚岸消費者協会には厚岸町からいろい

ろな支援をしていると こういうふうに行政と結びついて 行政の支援を受けながらやっ。 、

ている消費者団体というのは、あまたある消費者団体の中では特殊なんですよ。むしろ

ほとんどは行政と直接関係ないんです。純然たる民間団体で動いている。例えば、日本

消費者連盟というのは、行政から一銭の支援も受けていません。そして相当厳しい摘発

も告発もやります。そういう形で消費者運動を起こしています。

それから、その会によっては生協、生活協同組合、その連合会もあります。あるいは

生活ネットワークといって、一つの地域政党を持っているところもありますね、いろい

ろな形で運動しているんですよ。そして、それらはそれぞれ独立した中で動いているん

です。消費者協会と厚岸消費者協会、あるいは釧路地区の消費者協会、北海道消費者協

会というふうにあるんでしょう。段階がね。日本消費者協会というのもあります。そう

いうところと、もちろんコンタクトをとってやっていく、これ大事です。でも、それが

すべてだとか、あるいはあとは道のほうに頼んでそっちから発信してもらいましょうと

か、それもいいんですよ。それだけで終わるべきじゃないと私は思っているんです。厚

岸町が独自に日本消費者協会だとか、あるいは全国消費者団体連絡会だとか、主婦連合

会だとか、いろいろなのがありますから、そんなものネットで引けば全部、事務所わか

りますよ。そういうところにＴＰＰに関しては、我々はこんなことを考えていると、あ

なたの団体はどう考えていますかと、そしてどのような動きを見せていますか。もし連

携・連帯してできるものがあったら、一緒にやりませんかという投げかけしたって何も

悪くないですよ。そういうことは考えないのかということなんです。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 私ども説明不足があったかもしれませんけれども、

厚岸町の中においてはという意味で、そういった消費者協会という固定したお話をさせ

ていただきましたが、そういった必要性はあろうかと思います。ただ、そういったとこ

ろに、こんなことを言ってはあれですけれども、厚岸単独でそういったところに行った

ときのインパクトといいますか、相手方に与えるインパクトといいますか、そういった
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ものを考えると、個体で動くよりはある程度の固まりを持った中でやるほうがいいのか

なという部分も考えたりするもんですから、そういった部分では厚岸町から北海道のほ

うとより連携をとりながら、そういった消費者団体の訴える施策も考えていったほうが

いいのかなという思いもあります。

あるいは、管内の中でもそういった食糧生産を主とする町でございますので、管内で

の連携を強めながら、そういう働きかけもいいかと思いますので、そういった１次産業

を守るという観点でのＴＰＰに断固反対というのも当然必要でしょうけれども、それと

また違った側面での消費者のほうからの食を自分の健康を、国民の健康を守るという観

点からＴＰＰの断固阻止反対という考え方も 当然生まれてくるものだというふうに思っ、

ていますので、そういった考えなり動きが有意義に実行できるような手だてを考えなが

ら、行動を起こしていきたいなというふうにも思います。

●委員長（竹田委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 何か抽象的な話で終わってしまうんですね。インパクトないなんて卑下しな

いほうがいい、北海道の東の外れの厚岸という小さな町が、どこにあるんだろうと地図

で虫眼鏡かけて、あったあったという町が、これだけのことを言ってきた、これだけの

ことを考えている。それは釧路管内一緒になって、全道一緒になってって出てきたとき

に、厚岸町なんていうのは、後ろのほうの小さな字でもってちょこっと書いているだけ

ですから、逆にインパクトないです。それはもちろんそういう形でやるのも、やるなと

いうんではないですよ。やっていくんだけれども、厚岸町が独自で全国の消費者の運動

をやっている組織のところに、ぱーんと飛び込んでいくということは、物すごいインパ

クトがありますよ。あと具体的に言わんけれども、私は実際に何回か見ているから。そ

してそのときに例えば東京とか大阪とか、そういうところでやっている人たちは、頭に

北海道の厚岸町というのを明確に刻まれます。なるほど、厚岸というのはこういういい

ところで、こういういいものをつくっている町なんだということになります。これは非

常にそろばん勘定的な言い方で申しわけないんだけれども、この後、厚岸がお客さんを

つかむという意味からいっても非常に有効です。

隣町、浜中町が物産展を東京でやったときに、ゴルフ場のない町・浜中というキャッ

チフレーズを使った時期があるそうです。この一言だけでもって、物すごい売り込んだ

そうですよ。だから我々が考えていることは、えてして山の中の小さな旅館がマグロの

刺身を出すようなことをやってしまうことがあるわけですよね。だから、そこんところ

で消費者が何を求めているのかということを直接知るためにも具体的な関係、直接の関

係を持っていくということは絶対損にならんです。相手にしてくれなかったら、黙って

しっぽ巻いてくればいいでしょう。それでもやらないよりはずっといいと思う、そうい

うことを考えていただきたいということなんですよ。ぜひお願いしたい。

、 、 、それからもう一つ 厚岸の牛乳は よつ葉が絡んでいるんではないかと思うんですが

いかがでしょうか。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。
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●まちづくり推進課長（湊谷課長） まず、１点目のほうの厚岸単独でもそういった動き

というのは、逆にインパクトがあるんだというそういう話も聞きました。なるほどなと

いうふうに私も思います。そういった部分では、ぜひそういった部分で働きかけできる

ように、前向きに検討していきたいというふうに思っております。

●委員長（竹田委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 多くは、よつ葉に行っているということでございます。

●委員長（竹田委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 よつ葉というのは、私、前によつ葉の関係者やそうした人たちと話をしたこ

とがあるんですが、そのときにお聞きしますと、現在、100％そうではないんですけれど

も、原則として小売店に卸すもんではないんですね。よつ葉の牛乳って、釧根何といっ

、 、 。たっけ 釧根72なんていう箱に入っていますよね あれは向こうが協同購入するんです

東京だとか大阪だとか大都市圏があって、すると大抵、生協だとかそういうところが協

同購入するんですね、そして会員に配ると、そういう独特の販売法を持って伸びてきた

歴史のある会社だというふうに聞いております。

したがって、今でも生産者と消費者が、非常に近い関係にあるということも聞いてお

ります。そういう意味で普通の、普通のって、ほかの牛乳メーカーとちょっと違う色彩

を持っているということも聞いています。ということは、消費者団体がそこにいるんで

すよ。ですから、これはこういうルートを使って、そして今回のＴＰＰの問題だけでは

ないと思いますけれども、消費者に働きかける非常にいいルートを持っていると思うん

ですが、そういう点で農協と町とでもって話し合ったり、相談をしたり、こうやろうと

かということは考えてないんでしょうか。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 今、ご指摘いただいた部分、私ども消費者、あるい

は産業振興課は生産者ということではなくて、横の連携を密にしながら、有意義な対応

ができるようなことを検討していきたいと思います。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

（ よろしくお願いします」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 ふるさと緊急雇用交付金事業の配分が行われていると思うんですが、商工総
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務費、だめ……。

●委員長（竹田委員） いいんですけれども、どこかなと思って、今、振興何とかという

のは。だめでないんだけれどもと言っているでしょう。だけれども、どこに振興何とか

というのがあるんですか。節で言えばどこですか。

●谷口委員 労政だとかそういうものは、ここでないと聞けないしょう。違うの。

●委員長（竹田委員） いや、続けてください。済みません。

10番、谷口委員。

●谷口委員 そこで、現在までに厚岸町に配分されている分は幾らなのか。それから、さ

きの臨時国会で北海道でも51億円でしたか、の配分がありますよね、そうすると各市町

村にどういうふうに配分されるのか、厚岸町には内示があったのか、もう交付されてい

るのか。それから、この緊急雇用創出事業は、どういう事業にこれを使うことができる

のか、ちょっと説明をお願いいたします。

●委員長（竹田委員） 10番さん、済みません。雇用のほうですよね。

●谷口委員 そうです。

●委員長（竹田委員） 今、１目なんですよ、まだ。だから僕が言ったんです。まだ、２

目言ってないんですよ。

●谷口委員 だから１目でいいんでない。

●委員長（竹田委員） １目でいいんですか。

●谷口委員 はい。

●委員長（竹田委員） 次、２目にちゃんと雇用ってありますけれども、そこででなくて

もいいんですか。

●谷口委員 １目、２目……、一番最後のほうに、釧路地域通年雇用促進支援……。

●委員長（竹田委員） その部分ですね、わかりました。済みません。

●谷口委員 あるんですけれども、このことを聞いているわけでないよ。

●委員長（竹田委員） 課長、いいですか、済みません。
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まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） お答えいたします。

ご質問は、国の緊急雇用創出事業で、これは21年度から23年度までということで、国

がお金を都道府県のほうに交付して、そして北海道のほうで基金を積み立て、そして各

、 。市町村のほうに配分をしながら 雇用創出を行っていくという事業のことだと思います

そういった中で、今年度どういった事業が厚岸町のほうで行われているのかということ

をまずご説明をさせていただきます。

緊急雇用創出事業につきましては、22年度当初予算の段階で、四つの事業を組み立て

てございます。一つ目は、戸籍電算化事業ということで、１名の方を１年間雇用という

ことでございます。二つ目は、道路・公園・観光施設の整備事業ということで、３名の

方を１年間雇用するということでございます。３点目、学級支援員の配置事業というこ

とで、ことしにつきましては真龍小学校への配置を想定してございまして、１名の支援

員の方を１年間配置すると。それと文化財整備事業ということで、こちらのほうも１名

でございますが、これも１年間ということで、計６人の方を雇用するということでは、

緊急雇用創出事業では当初予算で1,488万円を見込んでいたものでございます。

それと 重点分野の創出事業ということで 平成22年度から創出された重点分野に限っ、 、

。 、 、た雇用創出事業も行われております これは厚岸町については 配分額につきましては

1,398万5,000円という枠の配分があったんですが、これにつきましても当初予算の段階

で介護分野の雇用創出ということで、６名の方を１年間、この分野は特別養護老人ホー

ムのほうに４名、デイサービスのほうに２名ということで、1,515万8,000円の事業を計

上させていただきました。それで先ほど言いました、この重点分野のほうにつきまして

の厚岸町の枠というのは、1,398万5,000円でございますから、117万3,000円ほどオーバー

してございます。この部分を先ほど今年度の当初で、一般的な緊急雇用創出事業で言っ

た４件 1,488万円 これは実は22と23に厚岸町に配分されている額が総体で1,692万4,000、 、

円ございました そのうち４事業で1,488万円充当させていただきましたので 204万4,000。 、

円ほど残っていたんです。この204万4,000円の厚岸町の配分の余剰分から、重点分野の

ほうへ不足した分これに充当したということで、今、進めてさせていただいていた部分

。 、 、 、でございます ですから これを使うと 23年度のほうに厚岸町の配分額で持っていて

繰り越される額というのは87万1,000円が現在あるということでございます。

それと、実はそういった形で当初走ったわけでございますけれども、北海道の全体の

枠の範囲の中で執行残等々あって、あるいは要望額がなかったところもあったりして、

余力が出たということで、それぞれの町に配分した枠外ということで、追加要望分を出

してくれということがありました。そこで厚岸町、今回補正の中でも、今補正でもお願

いさせていただいておりますけれども、271万7,000円これにつきましては、１月から３

月までの間特別養護とデイサービスのほうで勤務していただく５名の職員、こちらのほ

うを北海道のほうに申請をして、内示をいただいて今回補正を上げさせていただいてい

る部分が、22年度の分でございます。

それから、質問委員言われた国の補正ということで、実は国は３段構えということで

経済対策考えてございます。一つ目は、予備費を充当するということで、実は予備費を
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充当する中で、北海道のほうには60億円ということでございます。基金を造成してとい

うことで、これが実は22年度の予備費は充当しますが、実施は23年ということになりま

す。この予備費充当分の60億円の基金から、厚岸町への配分額というのは1,141万6,000

円でございます。それと国の第１次補正、過日可決されましたが、国の１次補正で北海

道のほうに質問委員言われている51億円の基金が配分されてございます。この51億円の

基金造成に伴って、厚岸町への配分額は980万8,000円でございます。

それと、先ほど言いました20年度から23年度のほうに繰り越される部分87万1,000円、

これを合わせますと今現在2,209万5,000円、これが厚岸町の来年度の緊急雇用創出事業

に充てれる財源というふうになってございます。そこで、これにつきましては今年度内

に、23年度に使う事業計画を北海道のほうに提出して、それで内示等受けて、新年度予

算に反映させるという形になろうかと考えております。

●委員長（竹田委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 そうすると、結果的に今回の補正予算というのは、22年度の補正予算であり

ながら、使えるのは23年度でないと使うことができないと、何か緊急でないですね。非

常に緊急というから、すぐ予算化して、大変厳しい状況を変えていくというような予算

ではなくて、そうであれば新年度予算にきちんと組んでいただいて、やったほうがよさ

そうに思いますけれども、これはそうすると、せっかく予算をつくりながら配分も各町

村に980万円でしたか、決めていながら、予算化していくのは今年度の残った分と今回の

お金を足したので、来年の計画をつくるというふうに私たちは。それで、今後、これは

どんなことに予算化していこうというふうに考えているんでしょうか。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） お答えいたします。

国が予備費充当、あるいは国の第１次補正を組んで緊急雇用といっても、実際には都

道府県のほうに基金を積み立てて、そしてその運用益を崩す形で、次年度から実際には

運用ということなります。最終的には来年度で緊急雇用期間は終わっちゃう、３年間で

終わっちゃう、それ使い切るということでございます。ただ、その条件としては、従来

でありますと、年度に合わせた形での事業計画を出せということであるんですが、今年

度の国の補正等の対応があるということで 事業計画については従来と違って 今年度 22、 、 、

年度内で事業計画を出していただいて、そして新年度で事業実施をするという、事務手

続だけの部分がちょっと早まったということになっています。

それと、来年度事業をどういった事業について、この交付金を使った事業を起こして

いくのかということでございますけれども、対象となる部分は、ほとんど今年度の部分

との対象事業が変わっておりません。若干この割合、人件費割合であるだとか、雇用期

間だとかという部分での要件緩和は出てきておりますけれども、対象部分についてはほ

とんど変わってございません。そういった中で、新年度予算の編成作業の中で、各課か

らの事業取りまとめ、落としながら、あるいは北海道に対する事業計画等の段階でそう
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いったものと合わせて、並行した検討を行っていただく中で、どういった事業に最終的

に厚岸町は来年度充当するのかというのは、これから詰めさせていただきたいというふ

うに思っております。

●委員長（竹田委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 今、非常に雇用関係が厳しい状況ですよね、それで今、年末を控えて新卒の

大学生、あるいは高校生が、まだ就職が決まらないというような状況が、連日報道され

ているというようなことと、やはり今の企業側の都合等によっての失業を余儀なくされ

る、そういう状況が依然としておさまっていないというようなことが、こういう事業を

せざるを得ない状況になってきていると思うんですよね。

それで、この事業が終わると結果的に、また、せっかく一定の期間雇用の場を確保し

た人も来年、再来年あたりでは、なくなってしまうというようなことでは困ると思うん

ですよね。この事業が次につながっていくというか、この事業を続けれということでな

いですよ。その人たちが雇用の場を確保できるようなステップになればいいんですけれ

ども、ステップにならないで、そこではしごがないというような状況の事業であれば、

私は本当に効果があったのかということになると思うんですよね。そのあたりはどうい

うふうに考えているんでしょうか。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） ご質問者、言われるとおりでございます。ただ、こ

の制度自体は、期間が最大でも１年間しか雇用できません。基本は６カ月なんです。一

般的な部分では。ただ、１度限り更新が可能ですという部分で、それを利用すると１年

間まで引っ張ることができるという中で、厚岸町についてはそういった形で、できるだ

けということで１年間雇用を考えた中での事業計画を組み立て、そしてそういった中で

の予算配分をさせていただいているという部分でございます。

ですから、あくまで緊急雇用というのは、失業にある方々がきちっとした職場を探す

までのつなぎという性格なものでございます。ですから、１年間、厚岸町がもし雇用し

たとしても、翌年４月からは何ぼその方が優秀であったとしても、同じ人を使うことは

できません。新たな失業者、まだまだいる失業者の中から、次のステップになるまでの

つなぎという性格の交付金事業なものですから、これはいたし方なく、そういう国の制

度へ乗っかった中で運用させていただいています。ですから、その半年なり１年間の雇

用の中で、ぜひ働いている方々には正規の職場のほうをついていただくような、就職活

、 。動をしていただきながらということが あくまでも基本になってくるものでございます

、 、 、これは来年度 23年度で この制度自体は終わってしまうわけでございますけれども

その後、それじゃ、町が独自でこういった事業を継続できるのかというのも、また厳し

い状況であることはご承知のことかと思います。そういう中では、国のほうも限られた

財源の中で、緊急的にこういった制度を３年間という時限ではありましたが、その制度

をフルに活用した中で町内の失業者の方が、一人でも減るようなことに結びつけていた



- 51 -

だけれるように、この制度を活用しているというのが厚岸町の現状でございます。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（竹田委員） １目、他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） 休憩をしたいと思います。

午後３時09分休憩

午後３時40分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

２目商工振興費、３目食文化振興費。

11番、大野委員。

●大野委員 ここで妥当かどうかちょっと委員長、幅が広がったら指摘をしてください。

物産交流宣伝というところで、実はある町民の一人が、厚岸産の昆布を使って、実際

物を持ってきたんですけれども、ラベルも全部自分でつくったと言うんですよ。厚岸産

の６種類昆布がある、僕ちょっとわからないんですけれども、６種類ある昆布を、本当

の製品は出荷するときはちゃんと切るんでしょう 残りの半端がどうしても 半端と言っ。 、

たらちょっと言葉は不適切かもしれないけれども、それを細かく切って小袋に入れまし

て、こういう千切り状になった６種類全部を、こういう箱に入れてつくっているそうな

。 、 、 、んですよ 今 一人でハサミで切っているみたいなんですけれども この方が言うには

高齢者の元気な方を集めて、労賃は全然ならないそうです。だから、お茶代といいます

か、お茶菓子代というか、稼げる程度で高齢者の元気で何もしていない方というのを募

集するという、集めていただける支援をしていただけないかというのが、その人のぜひ

町にお願いをしてくれと言われたんですけれども、そういうことが果たしてできるもの

かどうかをお聞かせ願いたいんですけれども。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） お答えいたします。

厚岸産昆布を使ったということで、厚岸でとれる昆布を消費税拡大のほうで活用して

いただけるという部分は、大変ありがたいことですし、そういった活動をどんどんどん

どん広げていただく。そして、そういった起業を起こしてくれるところが、一つでも多
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く出ていただけるということは、厚岸にとっても大変喜ばしいことではございます。

ただ、そういった部分、でき上がったものを結果として販売するということになろう

かと思います。ですから、業として行おうという部分の雇用に対する一事業を行う方に

対する支援ということに、これはやはりなってしまうのだろうなという部分では、町が

そういった部分にお手伝いするという部分には、ちょっとならないんだろうと。ただ、

そういった取り組みをやるという部分は、やり方はいろいろ、こういった人の集め方と

いうか、これをやろうといったときに、独自でホームページ立ち上げることもできます

から、そういった形でやるだとか、あるいはちょっとした町のほうの取り組みの中に、

広報等を活用した中で、どこまでの範囲であればいいかというのは、それは線引きある

でしょうけれども、そういった形の支援というのはできるかもしませんが、町が、その

働き手を探すお手伝いをということは、これは難しいのだろうなというふうに思ってお

ります。

●委員長（竹田委員） 11番、大野委員。

●大野委員 わかるような気がするんですけれども、僕は地場産品の消費税拡大にもなる

し、お年寄りが多分、ハサミを使って切っているんだと本人言っていましたから、健康

の維持にもなるだろうし、生きがいにもなるのかなって、そんな面で幅広い見方をすれ

ば、厚岸のためにはとてもいいことだなと思って、製品預かってきたんですけれども、

一応、僕はちょっと詳しくはわからないんで、その人に、担当課に行って事情を聞いて

くださいと言っておきますんで、ぜひあしらわずに聞いてやって、できるものならやっ

ていただきたいなということをお願いして終わりたいと思います。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） そういった部分については、町としてもぜひバック

アップできるものはしながら、今、言われるとおり、そういった部分が広がるというこ

とは、大変厚岸町には好ましいことですし、そしてその趣旨というものは結果として売

るということなのかもしれませんが、そういう生きがいの場づくりという部分からもい

ろいろな要素はあるかと思います。そういった部分では、内容を聞けば、いろいろな協

力できることも中にはあろうかと思いますので、ぜひ遠慮なく、その方には町のほうに

来られるよう、ご案内していただければと思います。よろしくお願いいたします。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 他にございませんか。

（な し）
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●委員長（竹田委員） なければ、67ページ、４目観光振興費、ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） 69ページ、５目観光施設費、ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、71ページ、７款土木費、２項道路橋梁費、１目道路橋

梁維持費。

９番、菊池委員。

●菊池委員 道路橋梁維持費でお聞きいたします。最近、奔渡７丁目のチカラコタンに行

く道路ですけれども、７丁目の道路が傷んできているのですね。それで、非常にゆがみ

が多い状態が続いているもんですから、雨が降ったら水が物すごくたまると、それと車

と人が歩くのは大変苦慮していると それで これからまた氷が張って さっと雪が降っ。 、 、

たところに走ると、非常に危険な状態にもなるというようなことで、地域から要望が出

て、道路改良の要望があるんですけれども、何か考えがありませんか。

●委員長（竹田委員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） ただいまのご質問で、道路に水がたまって困っているというお

話がございましたので、道路冠水の対策につきましては、現在、下水道事業で雨水浸水

対策、昨年度、町道半分、何の沢って申しましたか、中島の沢でしたか、そこから奥の

ほうに向かって整備は終わっております。今年度、現在、今度反対側、奔渡川のほうに

向かっての整備を行っておりますので、これが終わると、そういった冠水対策は、ご不

便をおかけすることが解消されると思っております。ただ、あと、道路のでこぼこにつ

きましては、担当課からお答えいたします。

●委員長（竹田委員） 建設課長補佐。

●建設課長補佐（水上課長補佐） 道路管理者として、要は日ごろから道路パトロールな

どで道路、要は水がたまっている場所などについては、その都度、確認でき次第速やか

に対応をしてきておりますが、今、これから12月等に向けて、また除雪作業等にも支障

あるような場所についても、今、盛んに修繕をしているところでございます。今、ご指

摘の場所についても、もう一度、私たちのほうで現地を確認して、水がたまり、冬場が

氷となり、交通安全上大変危険だと思われる状況であれば、早急に舗装をかぶすなどを

して、水がたまらない状況で交通の安全確保に努めてまいりたいと思いますので、よろ

しくお願いします。
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●委員長（竹田委員） ９番、菊池委員。

●菊池委員 実際に私もその話を聞いて、雨が降った後の日に行ってまいりました。そう

すると 奔渡川の橋からおりてすぐ そこから７丁目の漁民の民家があります浜側 ずっ、 、 、

と山伝いに道路があるんですけれども、かなりのでこぼこなんですね、凹凸でした。そ

して水がたまっておりました。今、下水道の関係でお話もありましたし、道路維持の係

のほうからもお話ありましたが、なるべく早目にひとつ、地域の要望でございますので

処理していただきますようお願い申し上げます。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 答弁します。

建設課長補佐。

●建設課長補佐（水上課長補佐） 道路の安全確保という意味においても、早急な町道の

対応をしたいと思います。

●委員長（竹田委員） 他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、２目道路新設改良費、ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） 75ページ、３目除雪対策費。

（な し）

●委員長（竹田委員） ３項河川費、１目河川総務費。

10番、谷口委員。

●谷口委員 資料お願いしていたのが、提出していただいたんですけれども、場所が大体

わかるんですけれども、まず一つは、トライベツ川のダムの改修事業に伴っての水路を

変えるということで、きっと、今、流れている二方向になっているのを一方向にしよう

という工事を、一つはやろうということだと思うんですよね。そうすることによって、

川の深さというか、そういうものを十分とることによって、稚魚や魚類がアオサギ等に
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食べられてしまうのを防ぐというか、そういうことをきちんとしていこうということが

目的なのかなというふうに思うんですけれども。

それから、フッポウシ川のほう、何ボウシ川といったかな、仮設道路、随分長い道路

をつくるみたいなんですけれども、この道路の先で何をやろうとして、こんな大きな道

路をつくるんでしょうか。また、ここにダムでもつくるんですか。そしてまた、間もな

く壊すとか、そういうことを考えているんでしょうか。

●委員長（竹田委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） まず、今回お配りをさせていただいた資料の３ページ目でござ

いますけれども、ご案内のとおり、ダムのスリット化をしまして、その後の流況調査を

しておりました。これがスリット化して、下流部のほうに拡散して水が流れているとい

う状況を、第三者委員会で把握をしていただいて、先ほどご質問者が言われたような対

応・対策をとるべきであるという意見をいただいて、その流れる道筋ですね、これを一

本化すべきだろうということで、ここに土のう積みを行うという内容でございます。

それから、資料の１ページ目には、ちょっと細かくて申しわけございませんが、左側

に丸印で記載しておりますけれども、そこのさらに左側に丸が三つあると思います。薄

い実線になっていますけれども、そこの起点部、それからさらに上流部、ここに三つの

、 。線がありますけれども それをさらに拡大したのが２ページ目の図面になっております

これは幅員3.5メートルの仮設道路をつくると、この目的は矢臼別演習場の土砂の流出箇

所に蛇かごを設置して、土砂の流出・流入を防ぐ方法をこの後考えているようでありま

す。その作業をするための道路を整備するという内容と伺っております。

●委員長（竹田委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 今回、トライベツ川のダムの工事については、今、副町長が説明された内容

で 研究されている方々も それには非常に対策を講じてほしいというようなことをおっ、 、

しゃっていたと思うし、検討委員会のほうでそういう結論で、それに沿った工事をする

ということは理解できました。

それで、もう一つの東フッポウシ川ですか、工事なんですけれども、今、副町長のほ

うで説明された内容なんですけれども、一つ心配されるのは、トライベツ川の場合は高

いところから低いところに取りつけ道路をつくりましたよね、工事用の道路を。そうす

ると、言ってみれば山を切り開いて道路をつくっていくわけですよね、結構勾配のある

道路、もともと山だったところ、普通の傾斜地をさらにそこを削って勾配のある道路を

つくっていく、つくったわけですけれども、これもやはり自然環境の面からすると、余

り好ましいことではないんだと。ただ、できてしまっているんで、その部分については

きっと皆さんもうあきらめているっちゅうか、山を元通りに復元せとはちょっと無理な

話だということで、それについては指摘はしていないようですけれども、この工事もか

なり高いところから低いところにおりていかなければできないような工事なのか、かな

り切土をしていかなければ道路をつくれない、作業現場まで到達しないというようなと
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ころなのか、それほどでもないところなのか、トライベツのダムと比較してはどうなん

でしょうか。

●委員長（竹田委員） 建設課長補佐。

●建設課長補佐（水上課長補佐） お答えいたします。

まず、トライベツのダムの場合については、演習場内の道路から直接ダムのほうまで

向かうために、結構大きな山を切る状態でございましたけれども、今回のフッポウシに

ついては、要は図面のとおり、この図面で等高線が描かれているんですけれども、要は

等高線が三つの状態になっている場所というのは、法面が、今の急な勾配となります。

今回、この図面を見てもあくまでも川沿い、要は大きく切ったり盛ったりすることがな

いような状態で対策工を行う場所まで、仮設道路をつくるという計画でおります。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、77ページ、４項都市計画費、１目都市計画総務費、３

目下水道費。

（な し）

●委員長（竹田委員） ６項住宅費、２目住宅管理費。79ページ、３目住宅建設費、ござ

いませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、83ページ、８款１項消防費、１目常備消防費、２目災

害対策費。

13番、室﨑委員。

●室﨑委員 先ほど、光通信との関係で防災無線にも触れたので、またここで大変申しわ

けないんですが、ちょっと１点、言っていながら忘れてしまいましたので、お許しくだ

さい。

これは確認なんですが、集合住宅というのがありますよね。分譲マンションのように

入っている、専有状態になっているところが一人一人所有者が違うものと、それから所
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、 、 。有者は全く同じで ただ 専有者が何人もいるといういわゆる賃貸のアパートですよね

こういうところも各戸に、全部防災無線というのが現在設置されているのかどうか、そ

の点をまず確認させていただきます。

●委員長（竹田委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

現在の防災無線につきましては、いわゆる集合住宅、アパート等について、各個別の

部屋に設置されてございます。

●委員長（竹田委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 されているんですね。

●総務課長（佐藤課長） されております。

●委員長（竹田委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 一部されてないようなところは、あるんじゃないかというような話もあるの

で、そのあたりはできれば詰めていただきたいなと。これお願いしておきますが、その

上で申し上げるんですが、もう一つ、町の施設には、公的施設にはそういうところはな

いと思うんですが、私的施設で不特定多数人の集まる場所というのがありますよね。そ

ういうところには、現在は設置されてないと思うんです。住宅でないですから。それは

どうですか。

●委員長（竹田委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） あいまいな答弁ができませんので、確認させていただきます。

、 、 、例えば 公的・私的ということでちょっと確認したいんですが 漁協の市場ですとか

そういうところという意味での解釈でよろしいでしょうか。

●委員長（竹田委員） 休憩します。

午後４時02分休憩

午後４時04分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

総務課長。
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●総務課長（佐藤課長） 貴重な時間、どうも申しわけございません。

今現在、防災無線を設置されているところは、基本的に避難場所となっているところ

の民間の施設、今、おっしゃられたお寺とか、そういうところには設置がされておりま

す。それ以外のところにつきましては、郵便局ですとか、そういうところはついており

ますけれども、基本的には、現在の防災無線はついてございません。

●委員長（竹田委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 光による、顔が出るようなものよりは、本当の災害時は防災行政無線のほう

が、よりどんなときにも対処できるということになるかと思うんです。というのは、光

ケーブル有線ですから、ぐらっと来て切れる場合が考えられますね。そうすると、最後

の命の綱という言い方おかしいんだけれども、最後の連絡という意味で、だから光を回

。 、 、したとしても外さないわけですよね それで これご検討いただきたいんですけれども

、 、そういう緊急災害時 それもいわゆる有線が切れてしまうようなおそれのあるような時

不特定多数人が集まっているようなところというのは、一番パニックを起こしやすいわ

けですよね。それで、そういうところには、全額町が出せとは私言いません。例えば、

半々で町が補助するとか何らかの方法をとりながら、避難場所になっていてついている

ところはいいんですけれども、現在ついていない、そして不特定多数人が出入りするよ

うなところ、あるいは一時的にでも集合するようなところには、せめて無線のほうだけ

でもつける必要があるんではないかという気がいたしまして、その点はご検討をいただ

きたいんですが、いかがでしょうか。

●委員長（竹田委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

ご質問者ご指摘のことは、ごもっともだと私も承知しております。今回のＩＰ告知、

いわゆるテレビ電話等と言わせてもらいますが、この件につきましては、基本的には各

公共施設等々にすべて配置する。それから、庁舎内にいますと、各課にも１台ずつ設置

する予定をしております。それを含めまして、先ほどもおっしゃられたとおり、有線で

ございますので断線、当然、災害による断線、それから鳥が突いて断線する例もあるそ

うなんです。そういう事故があったときに、いかに早く復旧するかによって、災害時に

あっては大変なことになりますので、今、おっしゃられたとおり、未来永劫この防災無

線が持ち続けるかどうかは今答弁できませんけれども、質問者のご提案について十分検

討してまいりたいと、このように考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 他にございませんか。
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（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、85ページ、９款教育費、１項教育総務費、３目教育振

興費。

（な し）

●委員長（竹田委員） ２項小学校費、１目学校運営費、ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、89ページ、２目学校管理費。91ページ、３目教育振興

費。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、93ページ、３項中学校費、１目学校運営費、ございま

せんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、95ページ、２目学校管理費。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、97ページ、３目教育振興費。

（な し）

●委員長（竹田委員） ４項１目幼稚園費。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、99ページ、５項社会教育費、１目社会教育総務費、２

目生涯学習推進費、３目公民館運営費、４目文化財保護費、ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、101ページ、５目博物館運営費、６目情報館運営費。
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（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、103ページ、６款保健体育費、１目保健体育総務費、２

目社会体育費。

13番、室﨑委員。

●室﨑委員 ３月議会でお聞きしたと思うんですが、スポーツ障害についてお聞きいたし

ます。

このとき私 「心臓震盪」の話をしたんですが、そのとき担当者は何かご存じなかった、

ような答弁でして、ちょっとびっくりしたんですが、心臓震盪に限らずスポーツ障害に

ついて、厚岸町はどういう施策をとっているのかということについて、そのときにはこ

れといった答弁がなかったように記憶しておりますが、教育長では非常に前向きなとい

うか、積極的なご答弁いただいて、22年度、本年から取り組んでいくんだということを

おっしゃったんですが、ほぼ９カ月たってどういうことをやってきて、どういう成果上

げてきたのか、ここで発表していただきたい。

●委員長（竹田委員） 体育振興課長。

●体育振興課長（高根課長） お答えしたいと思います。

スポーツ障害の関係でございますけれども、現在、取り組みとしましては、体育指導

員の会議の際、当然、体育指導員につきましては、各競技団体の指導者とかそういった

部分を兼ねておりますので、体育指導員の会議の中で、心臓しんとう含めてスポーツの

際、そういう障害がありますので、そういった部分で話をしまして、競技の際そういう

部分の気をつけて取り組むよう、そういった中で話をしております。

●委員長（竹田委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 まず、体育指導員に関しての話が出ましたが、体育指導員ですよね、指導委

員の皆さんに対して、これにどのぐらいの時間を割いたんですが。

●委員長（竹田委員） 体育振興課長。

●体育振興課長（高根課長） 時間的に申しますと、実際、体育指導員の委員の会議の中

では、例えば事業計画とかがあるんですけれども、そういった中で、その他の事項の中

でお話ししております。したがいまして、時間的には若干といいますか、そういった中

でございます。

●委員長（竹田委員） 13番、室﨑委員。
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●室﨑委員 要するに、体育指導員の総会か何かのときに、一言スポーツ障害というもの

もあるから気をつけてくれと触れただけ、それをもってスポーツ障害に対する厚岸町の

対策であると、そういうふうに言い切るということですね。いかがですか。

●委員長（竹田委員） 体育振興課長。

●体育振興課長（高根課長） 実は体育指導員ほかに、各スポーツ少年団の指導者の方含

めて、ことし、そういった中で会議を開催する予定でおりましたけれども、皆さんの都

合含めて開催できなかったと、やむなくそういった中でできなかった。しかし、今後、

時間の許す限り進めてまいりたいということで考えております。

●委員長（竹田委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 この９カ月は何一つしなかったけれども、今後は積極的にやりたいんだとい

うようなお話をまともに受けて聞いていたら、毎回毎回そんな答弁で終わるんじゃない

でしょうかね。３月の議会のときに私大分言ったんですよ、やるとおっしゃったんです

よ。スポーツ指導委員だけじゃないですよね、今の話。

それから、少年のスポーツに関している人だけではないですよね。スポーツ障害の問

題は、例えばパークゴルフみたいなものにだってあるわけですよ。典型例が。それでそ

ういうものを全部含めて、スポーツ障害というものの実態をまず調査しなければならな

いですよね、厚岸町内でどんなことが起きているのか。３月に聞いたときは、その話も

なかったんだから、何かやりました、調査を、実態の調査を。現に学校の体育の時間を

、 、 、 。含めて そういうような事故が 私 言っているのはスポーツ外傷じゃないですからね

たまたま、その場でけがしたというようなのを除いて、いわゆる使いすぎ症候群とかそ

ういうふうに言われているもの、あるいは心臓しんとうや腹部打撲みたいなもの、そう

いうのを含めていわゆるスポーツ障害と言われているものの被害実態があるのかないの

か。これは指導の立場に立つ人に意識がなければ、出てこない話でもあるんですけれど

も、そういうような調査はしていますか。

●委員長（竹田委員） 体育振興課長。

●体育振興課長（高根課長） 残念ながらしておりません。

●委員長（竹田委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 残念ですね、本当に。結局、私、３月で言ったことは聞き流したと、そうい

うことになりますね。

●委員長（竹田委員） 体育振興課長。



- 62 -

●体育振興課長 高根課長 決してそういうことはありませんけれども 今後 そういっ（ ） 、 、

た中で学校とも連携しまして、スポーツ障害の実態調査をやってみたいということを考

えております。

●委員長（竹田委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 年度内にやるんですか。

●委員長（竹田委員） 体育振興課長。

（ ） 、 。●体育振興課長 高根課長 学校を含めまして 何とか年度内に努力したいと思います

●委員長（竹田委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 私も自分の町の中でずっと歩いて、どうですか、どうですかと歩くわけには

いかないので、厚岸町の実態を知っているわけではありません。でも、私の知り合いの

中で実際に子供がスポーツ少年団になるのかな、今はクラブというよりはスポーツ少年

団と言ったほうがいいのか、ちょっとそこらわかりませんが、結構優秀な選手だったそ

うですが、ひざを痛めて、結局できなくなってしまったというのが、もう七、八年前に

なりますけれども、現実に見ております。スポーツ障害を考えるときに一番よろしくな

いのは、ひところあった根性根性というやつですね。

根性という言葉を世の中にはやらすもとになったのは、日紡貝塚という日本の頂点に

立ったバレーボールを指導した大松博文という方が使ったんですが、あの人は非常にス

ポーツ障害などを起こさないような合理的な、厳しいけれども、合理的な指導をしてい

ましたですね。ところが、生半可にそれを受け取った指導者が、他のスポーツでも何で

もそうなんですが、ひところの軍隊式に根性根性といってたたき込めば、それでもって

できるようになると思って、スポーツ障害を起こしていたというような話も聞いていま

す。もちろんそれだけじゃないんですが。

数年前に春の選抜で、甲子園にあなたの学校が選ばれました、万歳、万歳ってやって

いるニュースの後ろで、その学校の野球部の生徒がウサギ跳びをしているニュースが流

れたことがあって、びっくりしたこともあるんで、いまだにやはり全国的に言うと、そ

ういうような非常に前近代的な精神主義と言っていいのかもしれませんが、というもの

はあるんですよ、現実に。厚岸だけは絶対にそういうものはないということは、実態調

査してない以上言えないんですよね、もちろんあるとも言いませんけれども、だからま

ずそれをやっていただきたいことと、それから、こういう運動の特に発育中の子供の運

動の指導をしている人たちには、これは十分過ぎるほど十分に、そういう意識を持って

注意していただかなければなりません。心臓しんとうなんていうのは、球が心臓の伸び

たり縮んだりしているんでしょう、心臓というのは。それのある瞬間に、ある角度でぶ

つかるというと、おかしくなってしまうんですね。だから、いっつも球、胸に受けてい

るけれども、何ともないから大丈夫だとは言えないんですよ。日本でも既に何例もお医



- 63 -

者さんから報告されています。

それから、ちょっと申し上げましたが、パークゴルフですか、これでも町内で果たし

てそんな事故があったかどうかは知りませんが、腰をごきっとやる、これがあるんです

ね。これについてもちょっとした準備運動をやることで、非常にそういう状態になるこ

とを防ぐことができる。今、大リーグに行っている何とかという非常に有名な選手が、

左打者なのかな、それが準備運動やっているとき、ゆっくり右打席の打ち方をしていた

と、逆に回転させるんですね、腰を。それでそれを見ていた専門家が、よく知っている

なといって、びっくりしていたという話もありますが、そういうふうに一流の運動選手

なんかは、最新の理論を全部取り入れているようです。いろいろそんなことを私が半端

な知識、ここで言ったって時間のむだですから言いませんけれども、そういうものをき

ちんとやって、最低30分か１時間ぐらいの講習会ができないというほうがどうかしてい

ますよ。忙しければやらなくてもいいというもんじゃないでしょう。

それから、委員長、ちょっと済みません。教育委員会からちょっと広がるんですが、

同じ問題がありますので、ちょっとお許しください。

あみかの２階に健康増進器具がありますね、これもやりすぎたらスポーツ障害起こし

。 、 。 、 。ます 現にやりすぎて ぐあい悪くなった人いるんですよ 私 個人的に知っています

頑張りすぎたんですね、現在、スポーツ障害のことを使いすぎ症候群なんて言い方する

んですけれども、お医者さんによっては頑張りすぎ症候群なんていう言い方をする人も

います。それから、プールの２階に体力をつけるというか、筋力をつけるというか、器

具がございますよね、どっちもいわゆる今はやりの言葉で言うと、自己責任でやってく

ださいということにはなっているんだけれども、頑張りすぎ症候群というようなことか

らいうと 危ないんですよ それを防ぐためにどうすればいいかということも考えなきゃ、 。

ならないんですよ。今は、始めるときに簡単な知識のいわば書いたものを渡すのかな、

それで終わりなんだけれども、果たしてそれでいいんだろうかという問題だってあるで

しょう。そういうことを含めて、広い意味でやっぱり考えていただきたい。

今 都会ではフィットネスクラブというのがあって これは結構高いんでしょうね 30、 、 、

分幾らというようなことでやるんでしょうけれども、必ず指導員ついていますから。い

ろいろなニュースだとかそういうところでやっているのを見て、指導員のついていない

フィットネスクラブというのは見たことありません、私。これやっぱり最低限必要なこ

とだと思うんです。そういうことを含めて、町でスポーツ障害というものに、どう対処

していったらいいのかということは考えていただきたい、そういうふうに思うんです。

いかがですか。

●委員長（竹田委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） ３月にご質問を受けながら、大変申しわけない実態であったと

いうふうに思います。

ことしの今年度中に、まず学校を中心に子供たちの実態ということで、それぞれの小

中学校当たってみて、どのような実態かというのをまず把握してみたいというふうに思

いますし、もう一つは、専門家の講師の方にお願いをして、指導者等含めて講習会等の
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開催についてもぜひやっていきたいというふうに思います。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 他にございませんか。

９番、菊池委員。

●菊池委員 釧路根室圏広域スポーツセンター協議会これの内容が一つと、このたび真中

の女子生徒が、管内中体連でスピードスケート競技会で1,500メートル、3,000メートル

で優勝し、２冠を達成いたしました。町として、励ましに値する表彰制度、あるいはそ

れらの激励といいますか、そういう制度があるのかどうか、もう１回教えていただきた

いと思います。２件。

●委員長（竹田委員） 体育振興課長。

●体育振興課長（高根課長） まず、負担金の関係でございますけれども、これにつきま

しては、釧路市の湿原アリーナがございます。それの広域利用ということで、各市町村

で利用していただきたいといった中の負担金でございます。

もう１点でございますけれども、真中の女子生徒のスケートの関係でございますけれ

ども、これにつきましては、体育協会のスポーツに貢献したというそういう表彰制度が

ございますので、そういった部分で一応表彰していきたいということで検討したいと考

えておりますので、ご理解いただきたいと思います。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

（ いいです」の声あり）「

●委員長（竹田委員） なければ、３目温水プール運営費、４目学校給食費。

５番、中川委員。

●中川委員 ここで若干質問させていただきます。

教育長 先ほど文化振興費で 11番から昆布の話も出まして 議員だけかな 箱に入っ、 、 、 、

たやつ回りました。それと、15日の13番の一般質問、ＴＰＰの関係につきましても我々

の昆布のいろいろなどのぐらいの問題があるのか、いろいろ質問していただきました。

その際に、サオマエ昆布という話がありました。それで、今、確認なんですけれども、

私、組合の役員になってから６年ほどたちますが、毎年、役員会に諮りまして、地元の

昆布を地元関係者の皆さんに使っていただこうということで100キロ、昆布を組合長来て

いるか専務来ているか、届けていると思うんですけれども、それを役員会でいろいろ報
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告 「届けてきたよ」と報告していますが、我々提供するほうは例えば病院だとか、心和、

園だとか、給食センターで使ってもらうおうと提供していますけれども、あげたほうの

町はどのように使われようと、我々は思いは持っていますけれども、町がどういうふう

に使おうとそれはわかりませんので、100キロの昆布の幾らか、町長のほうから 「給食、

センター、使えよ」といって使ってもらっているのかどうか、まずひとつお聞きをした

い。

●委員長（竹田委員） 管理課長。

●管理課長（須佐課長） お尋ねの昆布の件でありますが、毎年、漁業協同組合から給食

センターのほうに一段といいましょうか、一ついただいておりますし、さらには漁組さ

んだけではなくて、給食センターには漁連さんからも昆布の佃煮、さらには根昆布など

をいただいておりまして、有意義に使わさせていただいております。センターでは、こ

れだけではまだ足りなくて、昆布めんやとろろ昆布や根昆布をそれぞれＡウロコさんや

漁組さんから購入して使っておる状況にありまして、いただいた昆布は、だしを取った

中に使わせていただいたり、今、言いましたように昆布の佃煮なんかは、子供たちも大

変おいしいと喜んで食べている状況にありますので、毎度、有意義に使わせていただい

ております。

●委員長（竹田委員） ５番、中川委員。

●中川委員 今、課長のほうから、有意義に使わせていただいていますというお話をいた

だきました。そこでこのことが、例えば町長室に持ってくると、新聞に出るわけですよ

ね、渡しているところ、それからもらっているところの。そうすると、我々には報告し

、 、 、たり 報告する前に計画で役員会にかかりますけれども 新聞見なかったら組合員なり

町民がわからないわけですよね。今年もあれなんだねと、町に昆布持っていったんだね

と言って、新聞見て初めてわかるんですけれども、いいことしていますね、皆さん地元

で我々とった昆布を町に提供して、皆さんに使ってもらうのいいことでしょうねと。そ

れで皆さんも喜んで、我々やったことが賛成してもらっているようですけれども、その

後で、厚岸は、私が一々言うまでもなく、海の町ですよね。この厚岸でとれたものが、

酪農家もありますから牛乳も含めて、給食にどのぐらい地元の物を使ってもらっている

のか。

私も20年以上前に、１回若干聞いたことあるんですけれども、これはちゃんとした統

計というか、きちっと出ていると思いますので、どのくらい給食に使ってもらっている

。 、 、 、のか それから 購入のルートですね 昔は厚岸給食センターが向こうにありますので

松葉町の魚屋さんから購入されているようでしたけれども、今、魚屋もあのとおり、松

葉町の商店街も、くしの歯が折れたようにしてシャッター下げたり、うちもなくなって

いる状態ですから、どこから仕入れているのか、それわかりましたら。ちょっと細かい

かもしれませんが、教えてください。
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●委員長（竹田委員） 管理課長。

●管理課長（須佐課長） お尋ねの関係でありますけれども、まず給食センター、大変皆

様から親切にいただき物もありまして、例えば根釧牛乳なんかは太田農協さんから、１

リットル入りの牛乳パックで216本、この数字をいただきますと、１回の給食に使える量

なんであります。紙コップをいただきまして、これをみんなで飲んでおりますし、前段

説明しましたサオマエ昆布、昆布の佃煮、根昆布、さらにはカボチャ、ダイコン、ジャ

ガイモなども農協さんからいただいております。こういったことで、寄贈を受けて地元

産の物を使わせていただいております。

さらに、我々、給食センターが地元の企業から買っている商品では、昆布めん、さら

にはサンマの給食用の炭火焼きサンマ、とろろ昆布、根昆布、サンマのすり身、生シイ

タケなど、花咲ガニも含めて地元の物は地元のところで購入させてもらっていますし、

細かな野菜類は地元農業者から業者を通じて、商店を通じて納品していただいておりま

す。ただ、野菜は地元産というのはほとんどないものですから、あくまでも近隣、なけ

れば十勝方面までの商品で納入されたときには、必ずどこどこ産というのを確認して納

品チェックをさせていただいております。広くは道内産も使っておりますが、そういっ

た形で野菜なんかは、そこまで広げながら調達をしているという状況にあります。

お米は、今まで北海道給食会を通じて買っていたんですよ。ところが、地元の米穀業

者と相談をしまして、使う量が結構あるもんですから、調達できるかどうかを確認させ

てもらいましたら、何社かの業者が納品できるということで、先般10月から見積もり合

わせを行いまして、地元の業者からお米を仕入れることになりまして、これまで札幌の

ほうから取っていた米を地元に切りかえさせていただきましたので、完全に100％米も地

元の米屋さんから調達するという対応を今図っている状況であります。

ご理解いただきたいと思います。

●委員長（竹田委員） ５番、中川委員。

●中川委員 それはわかりました。私が、こういう質問するのと偶然に、皆さんも見てい

ると思うんですけれども、ＮＨＫの「てっぱん」という人気のドラマがありますよね。

私、ＢＳの３で見ているんですけれども、その後に二、三回出ていましたけれども、ど

こか内地の学校かどうかわかりませんが、私もそうなんですよね。この年で、漁師です

けれども、魚煮たり焼いたりは余り好まないのですね。若干こっちのいただくもんだか

ら、生物、刺身は食べるんですけれども、肉は議員の皆さんによく笑われるんですけれ

、 、ども 中川ったらすぐ肉だなんて私も笑われるぐらい魚より肉が好きなんですけれども

テレビを見ていましたら、給食でやっぱり嫌いな子がいるんだそうですね。テレビの給

食センターのあれが映っていましたけれども、そうしたら自分の好きな物は食べるんだ

けれども、嫌いな物は残して入れ物を返却してくるんだそうで、栄養士さんがいろいろ

頭使って、嫌いなものも入っているんだけれども、いろいろな料理して味つけたり、ほ

かの物とまぜたりして食べさせたら、喜んで食べて、きれいに残さないで食器が返って

くると。そういうあれも載っていましたけれども、厚岸の子供たちは肉は食べるけれど
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も、魚はどうだとか、そういう差というのかな、そういうのは統計というか、考えたこ

とありませんか みんなきれいに食べます ちょっと細かいんですけれども もしわかっ。 。 、

たらお願いします。

●委員長（竹田委員） 休憩します。

午後４時37分休憩

午後４時40分再開

●委員長（竹田委員） 再開いたします。

給食センター所長。

●給食センター所長（田中所長） 団体の関係なんですけれども、やはり野菜関係が残り

ます。それから、あとお魚もちょっと残ります。お肉は余り残りません。それとカレー

ライスは、ご飯にかけて食べるようなものは残りません、余り。やっぱり地域によって

残す量もちょっと違いまして、真龍小中学校のほうがちょっと残る量は多いです。厚岸

だとか、へき地の子供たちは余り残さず食べてもらっています。

●委員長（竹田委員） ５番、中川委員。

●中川委員 今、所長さんから答弁いただきました。それで地区地区によっては、これは

残ってきますけれども、これはきれいに食べますと、こういう答弁でしたけれども、そ

れを所長さんの前に、委員会のほうに質問しているんですけれども、それを工夫して残

さないで食べる方法は、とられないかというのが私の質問なんですよ。わかりますか。

もし難しかったらいいですけれども、簡単に答えられたらお願いします。

●委員長（竹田委員） 給食センター所長。

●給食センター所長（田中所長） そうですね、特に先ほど言いました野菜の関係が少し

残るということをお話ししたんですけれども、細かくミンチにして、例えばひき肉にま

ぜこんでハンバーグのような形にするだとか、そういうものだったら多分残さないでく

れるだろうと思うんですが、量的なものが、1,000食つくるもので、午前中の大体２時間

くらいの間で全部つくってしまうので、1,000食の手づくりというのはちょっと今のとこ

ろ無理な状態なので、ハンバーグだとかは、できあいの冷凍食品を使わせてもらったり

とかもしているんですね。

、 、 、ですから 将来的には新しい施設もできますし あと新しい機械も入る予定ですので

できるだけ、食育のこともありますので、残さないで食べてもらえるような工夫をこれ

から各学校の養護の先生とそれから栄養士さんと含めて、頑張って取り組んでいきたい

と思っています。
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●委員長（竹田委員） ５番、中川委員。

●中川委員 今、所長さんからも聞きまして、将来、新しいセンターもできますし、機械

、 、 、も新しい機械が入るので 今後 努力していきますという話でわかったんですけれども

教育長、これは私の夢といったらちょっと生意気なんですけれども、今の随分、私らに

してもそうでしょうね、50年も60年近くもなりますけれども、私らが、私も孫の７人も

いますけれども、我々の子供たちにお父さん、お母さんの心はこういうもの、例えば給

食で出ていました、あるいは家庭で食べていました、それを１年に１回かそこらやるこ

とできませんかね。そして例えば、私らでも子供のころでなくても結構大きくなってか

らでも、鯨肉の脂のちんちん汁と言って鯨の脂、覚えていますか。ちんちん汁でなくて

けんちん汁、ごめんなさい。けんちん汁だとか、それからここ漁師町ですから、三平、

そういうものを食べておがりました。そういうものをちょっと生意気ですけれども、所

長さんだとか、今の栄養士さんはその時代の人でありませんので、味つけも大変だと思

うんで、お年寄りに給食センターへ来て、それができるかできないかわかませんよ。そ

して１年に１回、あんた方のお父さん、お母さん、またそのおじいちゃん、おばあちゃ

んが食べて成長したんですよという、歴史のある町制執行110年の町で古い町ですから、

そういうことを年に１回ぐらい、そして盛りつけも、これ私の夢ですけれども、盛りつ

けも学校へ行って、おじいちゃんは余り食事つくらないでしょうけれども、おばあちゃ

んに、70過ぎ80ぐらいのおばあちゃんにお手伝いしてもらって、年に１回でも、もちろ

ん年に１回そういうのをして、楽しい、昔の話を聞きながら、おばあちゃんに話を聞き

ながら、そういう催しはできないのかな。ちょっと難しいかもしれませんが、どうかな

と思いますので、いかがでしょう。

●委員長（竹田委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 今のお話ですけれども、例えば花咲ガニを２回、40キロ購入し

ているんですけれども、これはてっぽう汁つくっていると思うんですね。ですから、あ

とサンマのすり身をあちらも２回、ですから地元の物を使ったそういうふうな料理とい

うのは意識的に出していますし、ことしはやっていませんけれども、前にはカキご飯を

出したりというようなこともやっております。ただ、給食センターの中での調理に、お

年寄りに入っていただくというのは、これはちょっと法的に難しいので、ただ、こうい

うふうなメニューをつくったらどうですかというふうなアイデアをいただいて、実際に

食べるときには、学校に来ていただいてお年寄りと一緒に食べて、昔話をしていただく

というようなことは、可能ではないかなというふうに思います。いろいろなアイデア、

新しくなりますんで出していただければというふうに思います。

●委員長（竹田委員） ５番、中川委員。

●中川委員 最後ですけれども、今、教育長から、お年寄りが給食センターに入ることは
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いろいろな問題あるでしょうけれども、つくった物をおばあちゃんから、おわんに盛っ

てもらったり、そしてみんなでお話しして、昔の話をしながら、聞きながら、楽しいこ

とはいいんじゃないですかと、私は勝手にそういう解釈しましたけれども、よければ年

に１回ぐらいそういう方向で進んでいってほしいな、これは私の要望ですので、よろし

くお願いいたします。

●委員長（竹田委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 今でも社会教育のほうの取り組みで、高齢者大学のほうが子供

たちと交流する事業あるんです。ですから、そういうときに給食を一緒に食べて交流す

るというようなことも、現実的にも可能だと思いますので、進めてまいりたいなと思い

ます。

（ よろしくお願いします」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、111ページ、11款１項公債費、１目元金、２目利子。

（な し）

●委員長（竹田委員） 113ページ、12款１項１目給与費、ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） 以上で歳出を終わります。

次に、５ページにお戻りください。

第２条の繰越明許費です。ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） 次に、６ページ、第３条の債務負担行為の補正です。ございませ

んか。

（な し）

●委員長（竹田委員） 次に、７ページをお開きください。第４条の地方債の補正です。

ございませんか。
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（な し）

●委員長（竹田委員） 総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

、 、 。本案は 討論を省略し 原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

●委員長（竹田委員） 次に、議案第80号 平成22年度厚岸町国民健康保険特別会計補正

予算を議題とします。

第１条の歳入歳出の補正。

３ページ、事項別明細書をお開き願います。

４ページ、歳入から進めます。

10款繰入金、１項１目一般会計繰入金、ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、以上で歳入を終わります。

６ページ、歳出から始めます。

１款総務費、２項総務管理費、１目一般管理費。

（な し）

●委員長（竹田委員） ５項１目特別対策事業費、ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、以上で歳出を終わります。

総体的にございませんか。

（な し）
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●委員長（竹田委員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

、 、 。本案は 討論を省略し 原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

●委員長（竹田委員） 次に、議案第81号 平成22年度厚岸町簡易水道事業特別会計補正

予算を議題とします。

第１条の歳入歳出要望の補正。

３ページ、事項別明細書をお引き願います。

４ページ、歳入から進めます。

１款分担金及び負担金、１項分担金、１目水道費分担金。

（な し）

●委員長（竹田委員） ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目水道使用料、ございま

せんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、歳入を終わります。

６ページ、歳出に入ります。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、８ページ、２款水道費、１項１目水道事業費、ござい

ませんか。

２番、堀委員。

●堀委員 この中で、水質検査委託料が110万9,000円の減額となっております。上水道の

ほうの予算においても同じように水質検査委託料が、大体同じくらいの金額減額になっ

ているんですけれども、こういうものは減額になるというものがちょっと想定できない

ものですから、なぜこれだけの減額になるのかというものを教えていただきたいという

ふうに思います。

●委員長（竹田委員） 水道課長。
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●水道課長（常谷課長） まずその理由ですけれども、直接的な理由は、入札減による減

額です。上水のほうにもございますが、一括して入札をしまして、それぞれの応分の負

担ということで、それぞれの会計で分けておりますことから、このような形になってお

ります。今年度につきましては、大幅な入札減があったことによる減額でございます。

●委員長（竹田委員） ２番、堀委員。

、 、●堀委員 この水質検査を請け負った業者というのは 昨年と今年では違うんでしょうか

それとも同じ業者だったんでしょうか。

●委員長（竹田委員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） 違う業者でございます。ですから、業者間の競争が激しかった

と理解しております。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、以上で歳出を終わります。

総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

、 、 。本案は 討論を省略し 原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、議案第82号 平成22年度厚岸町老人保健特別会計補正予算を議題とします。

第１条の歳入歳出予算の補正。

３ページ、事項別明細書をお開き願います。
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４ページ、歳入から進めます。

１款１項支払基金交付金、１目医療費交付金。

（な し）

●委員長（竹田委員） ２款国庫支出金、１項国庫負担金、２目医療費負担金。

（な し）

●委員長（竹田委員） ３款道支出金、１項道負担金、２目医療費負担金。

（な し）

●委員長（竹田委員） ５款１項１目繰越金、ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） ６款諸収入、２項延滞金加算金及び過料、２目加算金、ございま

せんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、以上で歳入を終わります。

６ページ、歳出に入ります。

２款１項医療諸費、１目医療給付費、ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、以上で歳出を終わります。

総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

、 、 。本案は 討論を省略し 原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 異議なしと認めます。



- 74 -

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

●委員長（竹田委員） 次に、議案第83号 平成22年度厚岸町下水道事業特別会計補正予

算を議題といたします。

第１条の歳入歳出予算の補正。

４ページ、事項別明細書をお開き願います。

５ページ、歳入から進めます。

進め方は、款項目によって進めます。

３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目下水道費国庫補助金。

（な し）

●委員長（竹田委員） ５款繰入金、１項１目一般会計繰入金。

（な し）

●委員長（竹田委員） ６款諸収入、２項１目雑入。

（な し）

●委員長（竹田委員） ７款１項町債、１目下水道債、ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、歳入を終わります。

７ページ、歳出に入ります。

１款下水道費、２項下水道管理費、１目一般管理費、２目管渠管理費、３目処理場管

理費。９ページ、４目復旧促進費。

（な し）

●委員長（竹田委員） ２項下水道事業費、１目公共下水道事業費。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、15ページ、３款１項公債費、１目元金、２目利子、ご

ざいませんか。

（な し）



- 75 -

●委員長（竹田委員） なければ、以上で歳出を終わります。

次に、３ページへお戻り願います。

第２条の地方債の補正です。ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） 総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

、 、 。本案は 討論を省略し 原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

●委員長（竹田委員） 次に、議案第84号 平成22年度厚岸町介護保険特別会計補正予算

を議題とします。

第１条の歳入歳出予算の補正。

３ページ、事項別明細書をお開き願います。

４ページ、歳入から始めます。

７款繰入金、１項１目一般会計繰入金、ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、歳入を終わります。

６ページ、歳出に入ります。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費。

（な し）

●委員長（竹田委員） ２項徴収費、１目賦課徴収費。

（な し）

●委員長（竹田委員） ８ページ、２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅

介護サービス給付費、ございませんか。
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（な し）

●委員長（竹田委員） １目高額医療合算介護サービス費。

（な し）

●委員長（竹田委員） 10ページ、４款地域支援事業、２項包括的支援事業任意事業費、

１目包括的支援事業等事業費。

（な し）

●委員長（竹田委員） 12ページ、７款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目第１号被

保険者介護保険料還付金、ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、以上で歳出を終わります。

総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

、 、 。本案は 討論を省略し 原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

●委員長（竹田委員） 次に、議案第85号 平成22年度厚岸町介護サービス事業特別会計

補正予算を議題といたします。

第１条の歳入歳出予算の補正。

３ページ、事項別明細書をお開き願います。

４ページ、歳入から始めます。

１款サービス収入、１項介護給付費収入、１目居宅介護サービス費収入、２目施設介

護サービス費収入。

（な し）
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●委員長（竹田委員） ３項１目自己負担金収入。

（な し）

●委員長（竹田委員） ５項自立支援給付費収入、１目障害者短期入所介護給付費収入。

（な し）

●委員長（竹田委員） ８款繰入金、１項１目一般会計繰入金。

（な し）

●委員長（竹田委員） ９款諸収入、１項１目雑入、ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、以上で歳入を終わります。

６ページ、歳出に入ります。

１款サービス事業費、１項居宅サービス事業費、２目通所介護サービス事業費、３目

訪問入浴介護サービス事業費。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、８ページ、４目短期入所生活介護サービス事業費、７

目包括的支援事業費。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、10ページ、８目障害者介護給付費事業費。

（な し）

●委員長（竹田委員） ２款施設サービス事業費、１目施設介護サービス事業費、ござい

ませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、以上で歳出を終わります。

総体的にございませんか。
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（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

、 、 。本案は 討論を省略し 原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

●委員長（竹田委員） 次に、議案第86号 平成22年度厚岸町水道事業会計補正予算を議

題とします。

１ページ、第２条、業務の予定量の補正です。

（な し）

●委員長（竹田委員） 次に、第３条、収益的収入及び支出。

９ページをお開き願います。

収益的収入から進めてまいります。

１款水道事業費、１項営業収益、１目給水収益。

２番、堀委員。

●堀委員 ここで、工業用水が大きく832万7,000円というふうに減額されているんですけ

れども、実績として上げられて、あと残り３カ月分ほどの見込みも含んでいると思うん

ですけれども、総体的に工業用水の使用量というのが、当初見込みの何％減に今のとこ

ろなっているのかというのを教えていただきたいと思います。

●委員長（竹田委員） 水道課長。

●水道課長 常谷課長 実は補正予算策定時 ４月から10月までの実績をもとに 残り11（ ） 、 、

月から３月までというふうに見込んだ次第でございます。10月末の時点で、予算に対し

19.9％減でございました。これは、やはり私どもとしては、サンマ漁等の不良・不振、

これより水産加工場等の使用水量が減少したということが要因と考えております。ちな

みに使用水量の上位20社の合計でも、これだけで360万円ほどの減になっているというこ

とでございまして、予算に対して約20％、10月までの実績で減となっている。ただ、今

後は加工場自体の活動も例年並みになると考えておりますので、11月から３月の見込み

は、例年並みというふうに見込んでございます。
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●委員長（竹田委員） 他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） ２目受託工事収益。

（な し）

●委員長（竹田委員） ２項営業外収益、１目受取利息及び配当金、４目雑収益、ござい

ませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、収益的収入を終わります。

次に、収益的支出に入ります。

１款水道事業費用、１項営業費用、１目原水及び浄水費、２目配水及び給水費、４目

総係費、ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） 10ページ、５目減価償却費。

（な し）

●委員長（竹田委員） ２項営業外費用、１目支払利息及び企業債取扱諸費、３目消費税

及び地方消費税、ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、収益的支出を以上で終わります。

続きまして、資本的収入に入ります。

１款資本的収入、１項１目企業債。

（な し）

●委員長（竹田委員） ５項工事負担金、１目工事負担金。

（な し）

●委員長（竹田委員） ６項保証金、１目保証金。
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（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、資本的収入を終わります。

続きまして、資本的支出に入ります。

１款資本的支出、１項１目建設改良費。

２番、堀委員。

●堀委員 資料をいただきました。地区別の有収率ということで、水道の給水量に対する

、 、有収水量というのがどのぐらいあるのかということで 表をいただいたんですけれども

この間の決算委員会の中で、電磁流量計等のカバー率といったものを聞いたときには、

ほぼ網羅しているという回答をいただいていたんですけれども、実際に地区別で出して

もらったときに、まず湖南地区でいくと他の湖南地区、湖北地区でも他の湖北地区とい

うものが、そのほとんどが一つでくくられているような状態だというふうに思えるんで

すよね。他の湖南地区や他湖北地区というものも、今後、有収率をより上げていくため

にはもっと区分けをしながら、電磁流量計などの整備というものが必要じゃないのかな

というふうに思うんですけれども、この点についてはどうお考えでしょうか。

●委員長（竹田委員） 休憩します。

午後５時07分休憩

午後５時12分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

水道課長。

●水道課長（常谷課長） お時間を取らせて、大変申しわけございませんでした。

湖南地区につきましては、湖北地区に比べまして管路の形態が、湖北はこの流量計が

設置されているごとに、ブロック的な管網整備されております。それに対して湖南地区

は、まず大橋をおりて奔渡を経由して、また、ぐるっと梅香ですとか、湾月ですとか、

若竹、また橋に戻るというループ的な形態の管網でございまして、どこかで絞って流量

をはかるということが困難ということで、それに比べて床潭方面、末広方面は一方向に

進んでおりますので、こういった設置の仕方をしております。

例えば、その中で若竹ですとか湾月、これは電子式の計るものを設置して、現地で、

その場所で見ることができるようにはなっております。水量が、一時的に増えたといった

場合、それで確認するということはできるようにはしてございますが、このような流量計

を設置して、有収率等をはじき出すというのはちょっと困難な状況にございますが、そう

いったことで今後、流量計を設置するという計画はないということです。
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●委員長（竹田委員） ２番、堀委員。

●堀委員 そうすると、例えば、ことしも漏水調査というものはやられていたと思うんで

すけれども、ただ、やはり他の湖南地区というところは、非常に大きな区域でしかなり

得ないと。なかなかそういうような場所で、箇所を特定するというのは大変困難である

なと、それは以前から課長のほうからも答弁あったんですけれども、何か結果的に管網

としてでき上がっているので、片方をとめても片方から来てしまうというのはわかるん

ですけれども、逆に言っちゃうと、片方をとめることによって、それは単線という形態

というものになることも考えられると思うんですね。常時は管網として両方つながって

いますけれども、片方を閉めることによって、片方からの単線という形にもなる、考え

ることができると。そういうようなものを考えたときには、やはりこういう場所につい

ても流量計なりをやることが、ましてや有収率が、20年度より67％、21年度はもっと悪

くなって65.1％しかないわけなんですから、やはり抜本的に有収率を上げようとしたと

きには、やはり何らかの対策・検討というものが必要じゃないのかというふうに思うん

ですよね。もう一度、水道課のほうには何とか有収率を上げるための方策としての流量

計整備というものの検討というものをしていただきたいなと思うんですけれども、どう

なんでしょうか。

●委員長（竹田委員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） いつもご心配をいただいて本当に感謝いたしますが、おっしゃ

るとおり、やっぱり漏水をなくすということが、有収率を高める一番の課題でございま

す。ただ、先ほども申し上げましたとおり、管網の形態が電磁式なり、ビート超音波式

なりの流量計を各所に設置するという形態ではないということでございまして、ただ、

毎年行っております漏水調査の時点では、質問者がおっしゃるとおり、一時的にバルブ

を使って水の流れをとめながら、箇所を絞って調査しておりますことで漏水の発見に努

めて、発見箇所を修理して有収率の向上対策を地道ですが、とっているという現状でご

ざいますので、ご理解をいただきたいと思います。

●委員長（竹田委員） ２番、堀委員。

●堀委員 難しいのはわかります。ただ、いずれにしてもこの表でもわかるように、他の

湖南地区やまた湖北地区のほうでも望洋台地区とかというものが60％台というふうに、

非常に低い有収率になっているわけなんですから、少なくとも漏水調査なりというもの

をやっていくとかといったときには、重点的な調査というものをやって、少しでも有収

率が上がるようにしていただきたいなというふうに要望をいたします。

●委員長（竹田委員） 水道課長。

（ ） 、 。●水道課長 常谷課長 おっしゃること 十分踏まえて対応してまいりたいと思います



- 82 -

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（竹田委員） １目建設改良費、他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、３目メーター設備費、４目固定資産購入費。

（な し）

●委員長（竹田委員） 資本的支出を以上で終わります。

２ページにお戻り願います。

第５条、企業債の補正、ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） 第６条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の

補正です。ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） 総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

、 、 。本案は 討論を省略し 原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか

（な し）

●委員長（竹田委員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

●委員長（竹田委員） 次に、議案第87号 平成22年度厚岸町病院事業会計補正予算を議

題とします。

１ページ、第２条、業務の予定量です。
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（な し）

●委員長（竹田委員） 次に、２ページ、第３条、収益的収入及び支出。

（な し）

●委員長（竹田委員） 10ページをお開き願います。

収益的収入から進めてまいります。

１款病院事業収益、１項医業収益、１目入院収益、２目外来収益。

（な し）

●委員長（竹田委員） ２項医業外収益、３目その他医業外収益、４目他会計補助金。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、収入を以上で終わります。

収益的支出に入ります。

１款病院事業費、１項医業費用、１目給与費。

（な し）

（ ） 、 、 、 、 。●委員長 竹田委員 11ページ 収益的支出 ２目材料費 ３目経費 ございませんか

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、収益的支出を以上で終わります。

続いて、資本的収入に入ります。

１款資本的収入、１項補助金、１目他会計補助金、ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、資本的収入を終わります。

資本的支出に入ります。

１款資本的支出、１項建設改良費、１目固定資産購入費、２目建設工事費、ございま

せんか。

（な し）
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●委員長（竹田委員） なければ、資本的支出を終わります。

３ページにお戻り願います。

第５条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正です。

（な し）

●委員長（竹田委員） 第６条、他会計からの補助金の補正です。

２番、堀委員。

●堀委員 提案理由の説明のときに、今回の他会計補助金１億2,000万円というものが、厚

岸町の一般会計のほうからの繰り入れが可能になったので、その分業務の予定量なども

減らしてというようなことの説明がありました。業務の予定量自体は、当初予算自体が

少し膨らましてというものは、当初の予算説明の中でありましたので、それは了知はす

るんですけれども、問題は、毎年同じように４億円ぐらいの補助金の予定量に対して、

、 。毎年このくらいの補正というものをやっているというのが 実情だとは思うんですよね

それはそれで今の病院経営というもの中では、やむを得ないというものもあるのかもし

れませんけれども、私は、ちょっと気になるのは、こうやって結果的に１億2,000万円含

めて５億1,600万円を町立病院のほうに入れるんですけれども、単年度では町立病院、今

回もこの補正によって15万5,000円だったかな、黒字というような形になりますよね。収

益的収入と収益的支出を差し引いた金額ですね、15万5,000円ほどの黒字になるという説

明で、予算書のほうもなっているんですよ。このお金というものが、それじゃどこに行

、 、 、くのかと 黒字になったお金はというと 結果的には当年度未処理欠損金に充てられて

少しずつ本当に15万5,000円、当年度未処理欠損金というのは９億4,297万5,000円あるん

ですから、本当に微々たる金額でしょうけれども、少しずつ減らしているというのが実

態だと思うんですよ。

ただ、私が問題にしたいのは、あくまでも補助金というのは運営費補助金であって、

単年度収支に対しての運営補助しているものを、何で未処理欠損金のほうに充当するの

かというのが疑問に思うんですよね。やはり当年度黒字になったものに関して言うと、

それはまずはやっぱり一般会計のほうに戻し入れるなりというものが、本来は必要じゃ

ないかと。病院会計としては、当年度未処理欠損金については、それは病院の経営全体

での話ですから、この補助金に関して言うと、やはりそれはしっかりと戻し入れるよう

にしなければならないんじゃないのかと思うんですけれども、まずその点についてはど

うなんでしょうか。

●委員長（竹田委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 他会計からの補助金の関係のご質問です。

１点目でありましたとおり、当初予算におきます病院事業の予算の計上のあり方につ

きましては、ご承知のとおり、経費の総体の枠を見積もった中で、どうしても入院と外

来で賦課した収入の増を見て、今、収支をバランスを取るという手法でずっと来ている
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ということでございます。今回も22年度の当初予算計上のときにもご説明したとおり、

最初から赤字計上という予算書の提出というのは、なかなかできないということで、今

回、一般会計の補助金の繰り入れをいただいて、その分に見合った形で入院と外来のほ

うの収入で調整をしているというところでございます。これについては、やむを得ない

手法といいますか、手段といいますか、ご理解をいただきたいと思います。

今回 ５億1,600万円という形で繰入金額になっていると その結果 収支バランスが15、 、 、

万5,000円の黒字になった場合になっていると、そういった場合に、欠損金が減額される

のかということでございますが、その部分、一般会計に戻し入れをしてはどうかという

ことでございますが、これは会計手法上、欠損金があります場合は、必ず欠損金を埋め

るということで剰余金が出た場合は、収支黒字が出た場合は、その順番で欠損金、累積

欠損金を埋めるという会計手法上、そういう決まりになっておりますので、その手法に

のっとったやり方ということになりますので、じゃ、その部分について事前に一般会計

に戻し入れの措置ということになるとこれは大変難しい話です。

といいますのは、病院の事業の場合一般会計と違いまして３月31日までが、午前０時

を切るまで会計上収入を見込む、また支出を見積もると、終わってみなければわからな

いということですので、うちの病院会計の複式簿記の場合は、会計整理期間というのが

ございません。ですので、やむを得ず、これはプラスマイナスゼロに多額の繰入金をい

ただいているのであればというご指摘だと思いますが、なかなかその手法を取りにくい

と。事前にそれを調整するのは、なかなか難しいということをご理解いただきたいと思

います。

●委員長（竹田委員） ２番、堀委員。

●堀委員 ただ、そうやって戻し入れが難しいんだということであれば、逆に言っちゃう

と、出すほうの問題というものがあると思うんですよ。赤字に対しての、赤字と言った

ら悪いのかもしれませんが、不採算に対しての補てんですから、じゃ、不採算の部分だ

けを補助金として入れればいいんでないのかという話になりますよね。この事業計画、

収入的収入から支出を除いた15万5,000円というものが、厳密にわかっいてるわけなんで

すから 今回の補正についても１億2,000万円じゃなくて １億１千幾らというふうに削っ、 、

た額でやるべきじゃないのかと。その上で、例えば３月31日の閉鎖の段階で、企業会計

の閉めの段階で、もし収入というものが多ければ、それについては、それは病院として

も頑張ったからとかというような形では理解はするんですけれども、今、この段階で黒

字の部分にまでも補助金を出すというのは、一体何事なんだというふうに私は思うんで

すけれども、その点についてはどうなんですか。

●委員長（竹田委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 決して、余そうとして計算している内容ではありません。

積み上げた結果、15万5,000円の結果になるというところでございます。できれば、我々

も最初から多くいただくつもりはなく、計算しておりますけれども、千円単位の切りの
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いいところというところで説明がつく切りのいい金額で切って、積み上げた結果が15万

5,000円と。再度、これは今、税込みの補正予算ですから、決算ではこれに消費税が絡ん

できますので、複雑に数字が動くということですので、その辺につきましては３月のま

、 、 、 、た補正で 十分その辺も 考え方も含めて整理をした中で 予算計上をしていきたいと

このように考えます。

●委員長（竹田委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 一般会計から補助金を出しているわけですので、そちら側か

らの答弁をさせていただきますけれども。まず、補助金を出すに当たっての算定は、受

ける側の病院会計の事情を斟酌した上で出すということが前提にあります。ですから、

先ほどから病院の事務長がご答弁申し上げているとおり、会計手法上ぴたと合わすこと

はできないという事情で、最終的には単年度の赤字を出さないという考えのもとで、補

助金を出しているということでございます。

それで今回の補正の中で、その部分を処理しないのかというご質問でございますけれ

、 、 。ども これについても億単位の中での動き 歳入歳出の試算の中での作業でございます

今回の補助金につきましては、病院会計側での現金ベースの不足、この部分をとりあえ

、 。ず穴埋めするという考えのもとで １億2,000万円の補助金を計上させていただきました

これがなければ、病院会計のほうでさまざまな支払いをするために、病院側が一時借り

入れをして支払いに充てなければならないと。この部分は最終的には一般会計で補てん

しなければならない、利息分ですね、ことにもなりかねないということで、今回はそう

いう措置をさせていただいた。

しからば、３月の補正でこの部分をきっちり計算できるのかということにつきまして

も、これ非常に技術的にはもう不可能といってもいいくらい難しいと思います。この辺

は、ご質問者もそういうお仕事もされていたわけですから、ご理解いただけるものと思

いますので、よろしくお願いいたします。いずれにいたしましても病院会計の単年度の

赤字を出さないというやりくりの中での計上でございますので、ご理解いただきたいと

思います。

●委員長（竹田委員） ２番、堀委員。

●堀委員 一般会計のほうにしても、総体で５億1,600万円というだけの補助金を出すわけ

で、一般会計もやはりそんな余裕があるわけじゃない、そういうものを考えていたとき

には、結果的には今回の業務の予定量の減額、減少にしてもこれは少し多目に減らして

。 、 、いると思うんですよ 実際の３月31日の決算の中では 入院患者数が56人とか57人とか

外来患者数が245人が247人とか248人とかとなれば、当然その分、収益というものがより

増えてくるというふうになると思うんですよね。やはりその努力の部分というものを斟

酌した中で、もっと補助金を出すほうというものもシビアになってほしいなというふう

に思います。

病院事業収益と支出のほうの差っ引きを甘くしちゃうと、結果的には未処理欠損金の
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毎年の処分というものをこの中で数字のやりとりで、いつの間にか未処理欠損金がなく

なってしまうとかというような、そういうような会計処理も実際には可能だというふう

に思っちゃうわけなんですよね。今回は15万5,000円ですけれども、これが毎年1,000万

円ぐらいずつ黒字を出すようにも、やる気になればできてしまうと。じゃ、本来の未処

理欠損金、会計上の未処理欠損金の処分というものを何ら議論もしない中で、この中で

やってしまうというものがどのような問題になるのかなというふうに、私はちょっと問

題視もしたいと思いますので、そこら辺はよくよく気をつけてやっていただきたいです

し、今回こうやって１億2,000万円、本来はもっとシビアな数字で出していただきたいん

ですけれども、今後、より一層会計精査というものに関しては、病院側のほうにもまた

一般会計側のほうにも、より厳しい精査というものを求めたいというふうに思うんです

けれども、その点について答弁お願いします。

●委員長（竹田委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 今年度、22年度の病院会計の収支をどう合わすかということ

は、事実上、一般会計側からの補助金を幾ら出せるのかということにかかってくるのか

なというふうに思います。今年度の考え方は、できるだけ一般会計側で病院会計に財政

的な支援をしたいと、いわゆる単年度の収支を絶対マイナスにしないという考え方を前

提に持っております。ただし、病院会計側もそれなりの努力をする必要が当然ございま

す。そういった相互の努力の中で出す側でも財源的に捻出する、それから受ける側もで

きるだけ受ける額を減らす努力をした中で、単年度収支を赤字にしない努力をしていく

ということを考えてございます。

これは、財政化健全化法が施行されまして、厚岸町全体の会計で赤字なのか、黒字な

のかという判断をされるという時代になりました。一般会計だけ黒字であればいいと、

企業会計はどうでもいいんだという時代ではないということです。それと、病院会計と

しての特殊事情があるということは考えなければならないと思います。公的病院の使命

として、財産の部門はあるわけでございますから、その部分は一般会計側である程度埋

めなければ、その収支は合わせないという事情もありますので、３月補正の段階では、

できるだけシビアな数字は病院会計のほうには出していただくということで、これは内

部的には打ち合わせをしておりますけれども、余りシビアに見過ぎて赤字になっても困

ります。これは若干、やっぱり黒字を出すぐらいの見込みで見込まざるを得ないと、そ

ういう事情がございますので、あくまでも厚岸町全体で会計を黒字にしていくというこ

とを今年度の方針にしていることをご理解いただきたいと思います。

●委員長（竹田委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 私のほうからは、累積欠損金の処理の方法についてご答弁

申し上げますけれども、今、委員のおっしゃる処理の仕方というのは、私、勉強不足な

のか承知しておりません。あくまでも公営企業法の会計手法にのっとった累積欠損金の

処理ということで、先ほども申し上げましたとおり、収支差し引きそれを埋める手続を
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するというのが会計手法にありまして、その中でやりくりというのは今この段階ではで

きる状況にはないと、私は、そのように認識しております。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

、 、 。本案は 討論を省略し 原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

●委員長（竹田委員） 以上で、平成22年度各会計補正予算審査特別委員会に付託された

補正予算９件の審査は、全部終了しました。

よって、平成22年度各会計補正予算審査特別委員会を閉会いたします。

午後５時37分閉会

以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。

平成２２年１２月１７日

平成22年度各会計補正予算審査特別委員会

委員長


