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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９月17日

午後２時38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いたします。

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、委員長には菊池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、委員長には菊池委員が互選されました。

委員会を暫時休憩いたします。

午後２時39分休憩

午後２時39分再開

●委員長（菊池委員） 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（菊池委員） 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（菊池委員） 異議なしと認めます。

それでは、委員長において、副委員長には安達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（菊池委員） 異議なしと認めます。

よって、副委員長には安達委員が互選されました。

平成22年度各会計補正予算審査特別委員会を進めてまいります。

早速、審査を進めてまいります。

議案第65号 平成22年度厚岸町一般会計補正予算を議題とし、審査を進めてまいりま

す。

第１条の歳入歳出予算の補正。

７ページ、事項別明細書をお開き願います。

９ページ、歳入から始めます。

進め方は、款項目によって進めてまいります。

15款国庫支出金、２項国庫補助金、６目土木費国庫補助金。８目教育費国庫補助金。

ございませんか。

（な し）

●委員長（菊池委員） 16款道支出金、２項道補助金、４目農林水産業費道補助金。

（な し）

●委員長（菊池委員） ３項委託金、１目総務費委託金。

（な し）

●委員長（菊池委員） 17款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入。

10番、谷口委員。

●谷口委員 土地建物貸付収入というのがありますけれど この貸地料集会所用地等となっ、

てますけど、これは何なんですか。今まで余り見たことないんですけど。
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●委員長（菊池委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） お答えいたします。

実は、この貸地料でございますけれども、集会所用地を町の工事を請け負った業者が

工事のために一部使用させていただきたいという申請がございまして、期間限定で貸し

付けしたときの費用でございます。

●谷口委員 それはどこなんですか。

●委員長（菊池委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） これは、宮園丘陵集会所用地でございます。

●委員長（菊池委員） ２項財産売払収入、２目生産物売払収入。

（な し）

●委員長（菊池委員） 18款１項寄附金、１目一般寄附金。４目衛生費寄附金。

（な し）

●委員長（菊池委員） 19款繰入金、１項基金繰入金、４目まちおこし基金繰入金。

（な し）

●委員長（菊池委員） 20款１項１目繰越金。

（な し）

●委員長（菊池委員） 21款諸収入、６項３目雑入。

（な し）

●委員長（菊池委員） 次のページに行きます。

22款町債、１項町債、８目教育債。

（な し）

●委員長（室﨑委員） 歳入を終わります。

歳出に入ります。
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２款総務費、１項総務管理費、４目情報化推進費。３目交通安全防犯費。

（な し）

●委員長（菊池委員） 10目企画費。12目車両管理費。

（な し）

●委員長（菊池委員） ５項統計調査費、１目統計調査総務費。

13番、室﨑委員。

●室﨑委員 今年もまた、５年に一度の国勢調査が始まります。担当者においては大変だ

ろうと思います。

５年前にも私、同じようなことを言ったんですが、そのときは国のやることで、町か

らなんか何も言えないんだから、そんなことおまえ、ここで言ったってどうにもならん

よという調子で、鎧袖一触というやつではじき飛ばされたんですがね。

実は もう ５年前から問題になってたんじゃなくて もっともっと前から問題になっ、 、 、

てるのは、いわゆる個人情報と国勢調査のせめぎ合いの問題なんですよね。それで、国

勢調査の悪化というようなことを霞ヶ関のお役人さんはおっしゃるんだけども、回収率

が年々落ちてきているんですよ。回収率というのは、回答率です。拒否する人がふえて

きている。特に都会でね。一つには、オートロックマンションなんていうのは、物理的

な問題もあるんでしょうけれども、いっぱい出てきている。

どうも嫌だねというような声ないし印象は、これは全国的に、都会だから、田舎だか

らということないんですね。それで、調査員の方が非常に苦労しているという話は全国

各地で見えます。あんた、これ覗いてるんでないのとか、それから、人の中身、コピー

とって持って歩いてるんじゃないかなんていうことを、これは厚岸じゃないですよ。ぶ

しつけに言われて、もうとてもじゃないがやってられないという人が出たりしてるんで

す。

それで、嫌だと言うほうと、それから調査員の苦労と、そういうことがあって、５年

、 。 、 、前にも私 封入回収ということができないのかということは言ってます 今回は これ

全員封入ということになったんですね。まず、その点。

●委員長（菊池委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） ご質問者おっしゃるとおり、客体である国民の皆様

は、調査員に対して封入をして調査員に渡すか、もしくは国勢調査の本部のほうに郵送

でということになっております。

●委員長（菊池委員） 13番、室﨑委員。
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●室﨑委員 それで、今回の広報あっけし９月号、ここで、国勢調査はみんなで描く日本

の自画像と、格好いい見出しがついて、そしてこの説明があります。その中には、調査

票は封入して提出する方法としますというふうに書いています。

今朝ですか、私が出かける前に、防災行政無線、国勢調査にご協力を願いますという

のがあったんですが、そのとき、この封入の話は出てきてないんですよね。

それで、これはやはり、調査員の方たちが嫌な思いをしないという、必要以上の苦労

をかけないという意味からも、やはり封入回答なんだと。そして、これはのりづけする

わけでしょう。勝手にあけられないですよね。あけられない形で渡すんですよと。だか

ら、一部の週刊誌だとかそんなとこが書いてるように、こっそり覗いてるとか、そんな

ことは物理的にできないんですということは、やはりきちんと調査を受ける一般町民の

方にわかるように、これは強調しておいたほうがいいんじゃないかと、そういうふうに

思うんです。

それから、どうして手渡すのが嫌な人は、これは郵送してくださいと、別に嫌な人で

なくてもいいんですけどね。郵送の方法もありますと。

それから、場合によったら、例えば印鑑証明とるのに役場に来たときに、持ってきて

くれたって受け取るわけでしょう。突っ返すということはないですね。ということを含

めて、そこのところはやはり、きちんと、みんなにわかるように、今回からはこういう

ふうになって、今まではできなかったわけですからね、密封なんてことは。簡単な、両

面テープでちょこっととめるのまででした、前回はね。だから、こういう形でもって、

あけることができなくなったのが全員になんですと、そういう人だけがやってください

ではないんですと、ここの部分はやはり強調しておくことが、調査を受ける人にとって

も気持ちの負担が軽くなるだろうし、それから、実際に調査員というのは大変な仕事な

んですよね。その人たちにも必要以上の負担をかけないということで、大事なポイント

じゃないかと、そういうふうに思いますので、いかがでしょうか。

●委員長（菊池委員） 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。

今回の国勢調査からそういうような形に変わりました。

それで、実は現在、国勢調査員が自分の受け持ちのところに、10月１日に国勢調査が

ありますということのチラシを入れるとともに、下調べということで、自分の受け持つ

地域をくまなく歩いて、状況を確認しながらということを今行っております。

そして、実際に調査票を各ご家庭に、各それぞれの自分の受け持つ調査員が訪問をし

て、調査の仕方を書いた記入方法、そして調査に当たっての提出方法についてご説明を

して、各ご家庭にいついつまでに記入してくださいと、いついつに私どもお伺いします

ということで説明しながら調査票を配付するということになってございます。それで、

その際には、今言われたような、前回は調査員の方々が提出された調査票、記入漏れが

ないかどうかまでもチェックをして役場のほうに届けるということでございましたけれ

ども、そういった個人情報に対する関心の高まり等を受けて、今回からは封入で回答と

いうことになってきております。
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それで、先日まで各調査員の方々にお集まりをいただいて説明会を開催いたしました

けれども その際にも封入をしてということで説明しながら調査票を配付という形で行っ、

ておりますので、その点は各調査員のほうから、調査対象となっているご家庭のほうに

は説明されるものだというふうに認識してございます。

●委員長（菊池委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 その点はよくわかります。ただ、例えば、これから何回も流していくと思う

んです、防災行政無線。その中でも、これはやっぱり一言触れていったほうがいいと思

います。

それから、広報あっけしでは書いてあるんだけども、２ページ目のほうに書いてます

しね。頭のところに書いているわけじゃないから、全部きちんと読んでくれている人は

よくわかるんだけれども、なかなか、文字だけでは届かない場合もあるので、そういう

点もどうか、もちろん調査員から言うのも大事ですけれども、町のほうからの広報の中

にもそういうものをぜひ強調して、ここが変わったところですから、言ったほうがいい

かと思いますので、よろしく。

●委員長（菊池委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 広報という部分になりますと、どうしても技術的な

部分、配布されるまでの部分があるということでは、今言われたような防災行政無線を

使っての周知というものに取り組んでいきたいというふうに思います。

●委員長（菊池委員） １目ございませんか、統計調査総務費。

（な し）

●委員長（菊池委員） なければ、進みます。

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費。２目心身障害者福祉費。４目老

人福祉費。

13番、室﨑委員。

●室﨑委員 この節のところで事務用備品購入とあります。この内容について説明してく

ださい。

●委員長（菊池委員） 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。

今回補正をお願いしております備品につきましては、高齢者もしくは障害者の独居、

高齢者のみ世帯を対象にいたしました緊急通報装置という電話の装置でございますが、
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今回の補正で３台の購入をお願いしているところでございます。

●委員長（菊池委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 これ、あれですね、ひとり暮らしのお年寄りや障害者の方のところに特殊な

電話を置くと。それで、たしかボタンをぽんと押すと、それが子機みたいなペンダント

型になっていて、固定電話から離れたところでもそれを持って歩いて、緊急時、要する

に具合が悪くなったとか何があったというときにそのボタンを押すと、消防にかかるん

ですか （ はい」と呼ぶ）で、どうしましたということになる。応答がなければすぐ、。「

近くであれば消防の人が飛んでいくし、それから、離れていれば、別にその人の見守り

の役として指定されている方が行くというような形で安否をすぐに確認できるという種

類のものであるというふうに聞いてるんですが、それでよろしいんですね、間違いない

ですね。

●委員長（菊池委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 委員おっしゃるとおりの目的で、そういう機能を持ったも

のでございます。

●委員長（菊池委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 それで、町長がよく言う安心安全のまちづくりというものの見本みたいなも

んだというふうに、このことを知っている町民の方は高く評価しています。それで、こ

れがあることによって、実際にこれが役に立って助かったということが、そうそうあっ

ちゃあ困るんですけどね。今までそれが、そういう形で役に立ったことはないけど、こ

れがあることによって本当に安心して夜もぐっすり眠れますというお年寄りの声も聞い

ておりまして 私も大変ありがたいんですが ただ 今 厚岸町は 猛烈な勢いでと言っ、 、 、 、 、

ていいんでしょうね。高齢化が進んでいて、なかなか機材が追いつかないという状況が

あって、これ、待機者という言葉がこういうときにも使われるんでしょうけども、所定

の申し込みをして、あなたのところはこれ必要だねという判定を受けているんだけれど

も、ちょっとまだ台数が足りなくて待ってくださいということがあって、大変不安だと

いう声も聞いてました。今回、ここで３台導入することによって、これで待機者の解消

はできるということになりますね。

●委員長（菊池委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） ６月の中旬に、厚生文教常任委員会の際にも実はご説明を

させていただきました。そのときには、今言われます待機者の方、６名いらっしゃいま

した。それで、事業の目的からいって、速やかに設置をすべきではないかというご指導

もいただきまして、平成22年度当初予算に４台の新たな購入というものを予算をいただ
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いておりましたので、この６名のうち４件につきましては、実は７月の５日までに設置

を完了いたしました。

残りの２人、何だという話になるんですが、委員会のときにもお話しさせていただき

ましたけれども、一応設置してほしいという手は上げますと。ただ、まだいいですとい

、 、う方が２人いらっしゃいまして この方も７月段階ではまだいいというお話でしたので

７月の５日段階では２名の方が保留という状態でございました。

その後、委員会のご指摘もありまして、９月の補正で予備機として３台程度用意しよ

うじゃないかということで、実は今回上げさせていただきましたが、現状、新しい機械

だけでは足りないという前提で申し上げますと、回収をさせていただいた機械も回しな

がら設置をしていこうということで今取り組んでいるところであります。

７月５日以降、実は３名の方の新たな申し込みがございました。古い機械で対応でき

ることになりますので、９月に新しい機械を買いますが、今の段階で設置いたしましょ

うかという話の中では、いや、まだいいですと。新しい機械が来るのであれば、その新

しい機械で対応していただきたいというお話でございまして、今回、３名の方について

はこれで対応させていただこうと思っております。

９月に入りまして、また２名の方から申請がございましたので、こちらのほうは手持

ちの機械で設置をしていこうということで考えておりまして、指摘いただきました待機

者の分については解消がされるということでございます。

●委員長（菊池委員） ４目老人福祉費、ございませんか。

（な し）

●委員長（菊池委員） なければ、進めます。

８目社会福祉施設費、18ページ、19ページ。

（な し）

●委員長（菊池委員） ２項児童福祉費、４目児童福祉施設費。

（な し）

●委員長（菊池委員） 休憩します。

再開は、３時30分。

午後３時01分休憩

午後３時28分再開

●委員長（菊池委員） 委員会を再開いたします。
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21ページをお開きください。

４款衛生費、１項保健衛生費、２目健康づくり費。

（な し）

●委員長（菊池委員） ２項環境政策費、１目環境対策費。

10番、谷口委員。

●谷口委員 環境保全基金積立金、これは正確に何するものでしたっけ。ちょっと教えて

いただきたいと。

それから、今回、補正予算にはないんですけど、定例会ですからちょっとお伺いした

いんですが、非常にエゾシカが、ふえているのかどうなのかわかりませんけれど、非常

、 、 、に多い状況で その対策に町も大変苦労されているというふうに思いますけれど 現在

エゾシカの駆除、あるいは頭数の一定の維持をする、そういう対策がいろいろあると思

うんですよね、制度的にも、あるいは道の事業だとかね。そういうものも含めて、今、

厚岸町として考えられる対策はどういうことがあるのか、ちょっと教えてください。

●委員長（菊池委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） まず、今回の補正の内容でありますけども、今回の補正に

つきましては、財団法人北海道環境保全協会釧路支部から３万円の寄附をいただいたこ

とに加えまして、イオン北海道のほうから６万1,786円の寄附をいただき、一般財源の

8,214円を加えまして、10万円を環境保全基金のほうに積み立てをするという内容でござ

います。

それから、もう１点目のエゾシカの関係につきましては、このたび緊急的に北海道の

ほうで、単独事業でエゾシカの地域づくり総合交付金という財源を使いまして、北海道

が２分の１を支出をして、前の年よりも20％多くシカの駆除を行う町村に限って、その

ふえた分の経費の２分の１を入れるということで、そういう通知が参りまして、厚岸町

といたしましても、今、申請中でありますけれども、100頭分、頭数をふやすということ

で申請をしていたところでございます。

これから申請を上げるということで、北海道のほうにはもう、事務段階のほうで話を

、 、 、 、進めてございまして そういったことで 100頭 当初計画よりもふやすということで今

計画中で、今のところ進めていると。

●委員長（菊池委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 この積立金についてはわかりました。

それから、エゾシカの捕獲頭数の増額について、20％、100頭分ふやしているんですよ

ね、今の話を聞いていると。例年よりふやしているということですね。そうすると、こ

れが100頭分ということですから、これに、この８倍ということですよね。そういうこと
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に。

●委員長（菊池委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 平成21年度の駆除頭数、これはあくまでも有害駆除に限っ

た頭数でいって、農業被害を防ぐための有害駆除ですから、それが平成21年度では450頭

を駆除してございます。平成22年度は、プラス100頭で、ですから550頭を有害駆除をす

るということで今、話を進めているという内容でございます。

●委員長（菊池委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 それで、有害鳥獣で駆除するのと、それから頭数を的確にするための、維持

する、これ以上ふえないように、あるいはこれ以上減らさないように、安定的にとると

、 。 。いうか そういうものも一つでは考えていますよね めちゃくちゃに確保しないとかね

、 、 。 、 、それで 結果的に 今回のは農業被害に限っていますよね ところが 厚岸で言えば

市街地、あるいは昆布の干場、そういうところまでシカが出てきてしまって、さまざま

な被害が出ていると。あるいは、交通事故だとかその他の被害等が発生しないかどうか

というようなこともありまして、それらに対する対策についても、今までこの議会で何

回も議論をしてきていますよね。

そういうことからすると、今回、北海道が有害駆除については一定の方向を出してい

ますけど、あと今度、これは市町村がやる事業ですけども、北海道なら計画的な間引き

をしようというような計画も持っていますよね。そうすると、それらの事業が並行して

行われていかなければ効果が出ないのではないのかなというふうに思うんですよ。その

あたりは現在どういうことが行われているのか。今年度、やられていきますね。それと

ともに、大きな問題は、それをきちんとやっていくための人的なものがあるというふう

に伺っているんですよね。狩猟の免許を持った人たちが非常に高齢化していたり、ある

いは日常的に勤務をしながらそれに携わることが非常に難しいというようなことから、

計画どおり進んでいないというようなことがあるんでありますけれども、今後、そうい

う人たちをどう育成していくのかということも大事な問題ではないのかなと。

それと、狩猟免許を持っている人がどういうふうになっているのかというのは、すべ

て把握されているんでしょうか。そのあたりについてお伺いをいたします。

●委員長（菊池委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） まず、１点目のエゾシカの関係でありますけれども、北海

道全体で55万頭、昨年の数字ですけれども、推定頭数で55万頭。今現在では、それが60

万頭を超えているのではないかということで、北海道としては危機感を持って、エゾシ

カの被害防止ということで、そういった有害駆除に限っての対策ということで、今回、

北海道が緊急対策をとったという内容でございます。

厚岸町に限定いたしますと、厚岸町につきましては、町の有害駆除の頭数を今回ふや
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すということと、それから湖南地区のエゾシカの対策につきましては、これはまた別な

、 。話なので これについては当初の計画どおり進めたいなというふうに考えてございます

それから、ハンターの高齢化等の関係でありますけれども、これについては北海道の

ほうも危機感を持って、これについて対策をいろいろ考えてくれるようでありますけれ

ども、差し当たって各北海道の、我々市町村も、どういった、ハンターの高齢化対策と

して、それぞれの市町村の考え方も聞いておきたいということで、厚岸町にも派遣をし

ていっている状況でありまして、その取りまとめについては、まだ、今現在まとまって

ございません。いずれ釧路の総合振興局によって、今後、これからの対応策として、こ

れらのことに、集約をした段階で、北海道の猟友会とか、そういった関係団体の意見も

聞きながら、対応策を今後まとめて、来年の施策に当たりたい。あるいは、緊急対策と

して年度中にもそういったハンターさんの関係の陳情採択の対応ということも出てくる

かもわかりませんけども、今現在、そういった考え方について取りまとめ中ということ

でございますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。

●委員長（菊池委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 もう少し伺いたいんですが、結果的に、エゾシカの問題で言えば、駆除して

いくよと。それから、駆除も、先ほど言ったもの等を利用しますよというのと、町とし

ては間引きをするという方法と二つあると思うんですけど、それだけで、結果的に、今

までそういうことをやってきているにもかかわらず、効果がないといったらあれなんで

すけども、思うような効果につながっていないで、さらにシカが多くなってきていると

いうことだと思うんですよね。そういう中で、農村部等における画像機械も余りまだ整

備されていませんけれども、防護さくだとかそういうものを設置していますよね、畑作

等を中心にして。そういうハード事業を進めるところもあるんですけど、ただ、住民生

活に影響のあるところについては、残念ながらまだきちんとした方針というんですか、

。 、 、 、そういうものがないですよね 結果的に そういうものがないから 特に厚岸の場合に

奔渡とかで多く、市街地にシカが出てくるんです。

それで、 近になってからお話を聞きますと、町長の自宅の近くに防護柵らしきもの

を試験的に作ったというようなことも聞いているんですけども、そういうものが効果あ

るかないかも、やはり実証することも大事だと思うんですよね。そして、それを結果的

には、道や国に、有効な手段であれば、それをきちんと要望して、本格的な事業として

、進めていくということを考えていくべきではないのかなというふうに私は思うんですが

そのあたりではどうなんでしょうか。

●委員長（菊池委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） 私のほうからは、今、ご質問の中でお話が出ました町長の自宅

の付近のところに防護柵みたいなものをつくったということについて、ちょっとご説明

申し上げたいと思います。

これは、梅香の自治会のほうから、ちょうど桜通りのところの、ちょうど町長付近が
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よくシカの通り道となっているということで、非常に車を運転していて危険だというよ

うなお話がございまして、こういった防護柵をつけたらどうなのかというご意見もつけ

。 、 、てお話が来ました それなら私たちも それが本当にきくのかきかないのかというのは

やはりやってみなければわからないこともございまして、建設課の維持作業の中で、そ

こに防護柵をとりあえず設置をしたということでございます。

その後は、これが本当に有効なのかどうなのかというのは、状態を今、監視している

ところでございますし、このことにつきましては、環境政策のほうとも、その辺の、こ

ういうことをしておりますということで、今後、この辺の状況が本当によくなるかとい

うのは調査していこうということで協議をしているところではございます。

●委員長（菊池委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 やはり、時間もかかるとは思うんですけど、一定の期間でやっぱり検証して

いただきたいと思うんですよね。それで、事業として有効であれば、早急に手を打って

いくということが、地域の皆さん、今までこの議会でもずっと議論しているわけでしょ

う。それが、いつまでも解決のめどがつかないというのでは困ると思うんですよね。そ

ういうことからいえば、私は、先ほど議論した定住自立、人も余りいなくなりましたけ

れども、ああいう協定の中で、そういう問題は広く連携して取り組む問題ではないのか

なというふうに思うんですけれども、その辺は、事業としてやっぱり進めていく手だて

を町政としてやっていただきたいなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。

●委員長（菊池委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） ただいまの谷口委員のお話でありますけれども、私たちも

そういったハード面を多くやりたいのは、気持ち的には一緒なんでありますけども、ご

案内のとおり、厚岸町にはそういった、本町側にはシカが生息しやすいいろんな山が、

お供山とか湯殿山とか、そういった山が非常に点在しているということで、ハード面に

は膨大なお金がかかるということでございます。

今回の場合はたまたま自治会要望ということがあったということでありますし、 も

少ない経費で大きな効果がある、そういったような場所に限定して、建設課とも協議し

ながら、そういった場所があれば、今言った、そういったハード事業も必要なのかなと

いうふうに考えてございます。

●委員長（菊池委員） 環境対策費、もうないですか。

（な し）

●委員長（菊池委員） 進みます。

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。５目農地費。

７目農業施設費。８目農業水道費。
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（な し）

●委員長（菊池委員） ３項水産業費、１目水産業総務費。

２番、堀委員。

●堀委員 ここで、外来漁船誘致と原魚確保対策についてお聞きしたいんですけれども、

水産業対策協議会に関連する予算というのは、この水産業総務費なので、ここで質問さ

せてもらいますけれども、昨日の一般質問でもありましたけれども、今年のサンマの急

激な不漁というものを受けた質問がありました。理事者側の答弁の中には、漁模様を今

後に期待をしているんだという答弁がありましたけれども、ちょっとそれじゃあ大変生

ぬるいんじゃないのかなというふうに思います。状況はもっと切迫しているというふう

に私などは感じるんですよね。特に背後で働く関連業者、水産加工場で働いている人方

、 。 、が やはり手取り賃金というものも大幅に減っていると このような状態を見たときに

少なくても年内を越せるかどうかというものも大変心配になっているというような声も

よく聞きます。

そういうもろもろの含めた中で、厚岸町は、将来的な漁獲高というものを88万トンと

いうふうに、今よりも大幅にふやしている総合計画をつくっていますけれども、その大

きな要というのは、外来漁船の誘致、外来漁船の確保によって水揚げの増というものを

大きな柱に添えているわけです。今回、このような不漁のときに、ただ期待しているだ

けで何ら対策もとられないというようなことであれば、今後においても外来漁船誘致の

効果というものが大変不安になるんですけれども、まずこの点についてどのように考え

ているのでしょうか。

●委員長（菊池委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） サンマ不漁による対策、外来漁船の水揚げの増を考えての

漁獲高を示しているのに何ら対策がないというご質問でございますけれども、今回の、

私ども含め漁業者、関連業者、町民の方々も、魚模様の好転に期待を寄せているわけで

すけども、外来漁船の対応につきましては、各漁港、根室市の場合は平成21年より市が

負担していますと。これは、厚岸町の場合は第３種漁港ということで、停船料につきま

しては道のほうにそのまま納めなきゃならないという関係でございまして、近隣も含め

まして、浜中町につきましてもその対応はしておりませんと。釧路市の場合も開設者が

負担して、市は外来船の停船料をいただいているという内容でございます。

したがいまして、厚岸町としても、今回の不漁につきましては、同じ場所で、根室な

り、釧路なり、浜中なり、厚岸なりという、同距離の中で停船を誘致というんですか、

外来船を呼び込むためには、やはりそういったことも検討していかなければならないで

、 、 、 、 、 、すけれども 今回の場合は 漁場が遠い 魚群が薄いと それから ９月に入りまして

ここ 近、少しずつは漁模様もよくなってきている現状もございますけれども、まだま

だ根室沖のほうに魚の群れがあるということで、どうしても、外来船も含めなくても、
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一般の船も根室に入る率が多いということでございますので、ご了解いただきたいと思

います。

●委員長（菊池委員） ２番、堀委員。

●堀委員 ですから、当然、根室のほうが、漁場が、７時間とか８時間とかと言われてて

、 、 、 、も 厚岸よりも大分近いわけですから 根室のほうに入っているんですけれども ただ

その根室に入っている船を１隻でも多く厚岸のほうに呼び込もうと、そういう対策とい

うのは、やはり、このようなときだからこそ積極的にやらなければ、ただ厚岸沖に良好

。な漁場が形成されたときだけやればいいんだというようなものじゃないと思うんですよ

こういうものは、やはり継続した取り組みというものが、船種や、また漁労長などの信

頼も得た中で厚岸漁港への水揚げの増というものにもなるわけであります。

先週末まででいくと、根室のほうには約9,600トンほど水揚げがあるんですけれども、

その間、厚岸のほうには1,700トンですね。約5.7倍、根室のほうに多く揚がっているん

ですよ。このようなものを見ても、そのうち何分の１かでもいいから厚岸のほうに回っ

てもらう。厚岸のほうに回れば、それなりのメリット性というものもあるんだというも

、 。のを示すようにしなければ 原魚加工というものは当然成り立たないと思うんですよね

どうも今回のこういう不漁時の対応を見ても、じゃあ、町が掲げる総合計画での88万ト

ンというものをどうやって達成する気なのかというのも甚だ疑問に思わざるを得ないと

いうふうに私は思うんですよ。

事は船だけじゃなくて、先ほども言いましたけれども、加工場の中で働いている裾野

の人方の生活にもかかわってくるものです。そういうものを勘案したときには、そうい

う背後の産業もしっかりと守ることが、逆に言っちゃうと安定した漁獲を生むし、水揚

げが上がるようにもなると思うんですよね。それらの対策というものが、今後の漁模様

の好転に期待するだけで何ら打たれないんであれば、水産の町厚岸というものは一体何

なんだというふうに私は思うんですけれども、どうなんでしょうか。

●委員長（菊池委員） 休憩します。

午後３時55分休憩

午後３時56分再開

●委員長（菊池委員） 再開します。

産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 大変貴重なお時間をいただきまして、済みません。

組合とも、この不漁の件に関しましていろいろな相談をしております。今の状況は、

、 。 、 、先ほど私が申し上げたように 漁場が遠いと 水産業対策協議会等でも 今の段階では

厚岸町の自船でもなかなか、厚岸の漁港に入ってくるという条件にないということであ
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りますので、今の対策としましては、外来船についての、そこまでのことまでは話が行

かないということで、漁組とも協議しております。そういう段階でございます。

●委員長（菊池委員） ２番、堀委員。

●堀委員 じゃあ、水産業対策協議会の中でも明確な対策というものが考えられていない

と。町が独自でやろうというものも、今現在では考えていないというふうに理解してい

いんですね。

ですから、それについてはこれ以上言ってもしようがないし、じゃあ、早速、補正で

やるかといっても、12月のときにはもう漁も終わっているわけですから、そんなの後の

祭りだという話になるんで、もうこれ以上は言いませんけれども、加工屋さんとかで働

いている方々、この方々の中には、大変低賃金の中で、長時間労働などもした中で、よ

うやっと生計を成り立たせている人方というのもいます、ちょっとこれは横道にそれる

んですけれども。そういう人方の、年末とか、今、不安になるのが、当然、日々の生活

費に貧窮するというものもあるんですけれども、来年になれば通年雇用者も首を切らさ

ざるを得なくなる。原魚が確保できないことには、通年雇用者の仕事というものもなく

なる。よって、通年雇用者も減らさなければならなくなるということが懸念されており

ます。

そういったときに、一気に社会不安というものがこの厚岸町の中でふえてしまうんで

すけれども、そのような生活対策というものを、今回のこういう不漁に合わせて何らか

の対策をとるとかというようなことは考えていないんでしょうか。これはちょっと産業

振興とは違うかと思うんですけれども、これについてどうでしょうか。

●委員長（菊池委員） 休憩します。

午後３時59分休憩

午後４時01分再開

●委員長（菊池委員） 再開します。

副町長。

●副町長（大沼副町長） 時間をとらせて大変申しわけございません。

特に加工場で働いておられる方、今、私が、これは全部ではありませんけれども聞い

ているところによりますと、加工原魚を確保するために、厚岸漁港に水揚げされる原魚

だけではなくて、ほかの港に水揚げされている原魚について、陸送をもって厚岸町の加

工場で処理することを考えているというふうに伺っておりますが、やはり、これだけ例

年に比べると総体的に水揚げが低くなっているということでありますから、加工場で今

までこの時期、８時、９時、10時というふうに働いておられる方が、何人もの方が自宅

待機ということで、働けていないという状況も伺っております。
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今、じゃあこれからどうするんだというご質問でありますけれども、これらの状況を

踏まえて、どういう対応ができるかということは検討をしてまいりたいと、そのように

思います。

●委員長（菊池委員） ２番、堀委員。

●堀委員 加工原魚ですね、根室が今、当然揚がっているから根室から陸送するというの

はわかるんですよ。ただ、それは、例年であれば当然それは、徐々に道東沖、厚岸沖の

ほうに来ることを見越して、そういうものがあるから、多少は高上がりになっても根室

から持ってくることでも、企業としても経営が成り立っている、そういうものだと思う

んですよ。これが万が一道東沖で、漁場が形成されないでこのまま終わってしまえば、

それこそつぶれてしまうような加工場屋さんとかがたくさん出ると思うんですよね。ま

してや総体的な漁が少ないわけですから、扱える量というものも少なくなっているとい

うのは副町長もわかっていると思うんでいいんですけれども。

ですから、そういうものを考えても、後から来るんだというようなもので対策が後手

に回るようではいけないと思うんですよ。やはりこういうときにこそ、いろんな部分で

のセーフティネットを厚岸としてつくり上げるということが、厚岸の水産業の発展とい

うものに寄与するものだと思うんですよね。何とか、そこら辺も含めて、今回、予算に

も載ってませんのでこれ以上は言いませんけれども、少なくとも、やはり今後の生活不

安というものを、いや、知らないわ。例えば生活に困るような人方は生活保護を受けれ

ばいいんだと、その認定は釧路総合振興局のほうでやるんだから、私方は知らないんだ

というようなことは言わずに、少なくともそういうセーフティネットをやはりつくり上

げるという対策というものを考えていってほしいなというふうに思います。

●委員長（菊池委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 今回の、こういうサンマの水揚げ量の激減ということに対応し

た措置ではありませんけれども、今、セーフティネットというふうにおっしゃいました

けれども、例えば貸付金等々の対応、制度、社会福祉協議会でもそういう制度を持って

おりますし、そういうような利活用、さらに、それを拡大できるのかできないのか、ど

のくらいしなければならないのかというのは、もう少し状態を見て、様子を見て考えな

ければならないことだろうというふうに思っております。

●委員長（菊池委員） １目水産総務費はありませんか。

（な し）

●委員長（菊池委員） 次に進みます。

２目水産振興費。

５番、中川委員。
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●中川委員 委員長、次の漁港管理費も関係ありますので、お許しをいただきます。

ここで町長に質問とお願いがございます。

我々厚岸漁業協同組合が町のご指導を伴いながら計画をつくっております衛生型市場

、 、 、の建設につきまして 質問とお願いでございますが 実は15日の一般質問で９番議員が

我々の応援といいますか、組合側の応援といいますか、そういう意味ではとったんです

けれども、一般質問をしていただきました。

町長も、重々これは詳しくご案内だと思いますけれども、我々組合が計画しました時

代は自民党政権でございまして、とんとんといくかなと思って、我々も思っていたんで

すけれども、ところが現政権になりまして、町長も重々ご案内のとおりでございますけ

れども、箱物はだめですよと。それから、今、国がやっていただけるというのは、私も

前に質問していました嵩上げ部分、ちょうど市場の前の嵩上げ部分と、そこに屋根をつ

けていただくというのが大体、現の産業振興課長や補佐のもとでいろいろと勉強させて

いただいておりますけれども、そういう話が進んでいましたんですけれども、我々組合

側も、４月か５月で国や道の考え方がはっきりしませんので、その話題がとまっており

ます。

ところが、今言いましたように、９番議員の一般質問で町長は、まだはっきりしてい

ませんけれども、国も何か一生懸命考えているようだとか、やってくれていますよとい

うような答弁を聞きまして、あれ、一歩か二歩、国が前進したのかな。これは私がとっ

たものですから、その辺をもう少し詳しく聞かせていただければありがたいなと思うん

ですが、いかがでしょうか。

●委員長（菊池委員） 町長。

●町長（若狭町長） 私からお答えをさせていただきます。

さきの一般質問の菊池議員の中でも答弁をさせていただきましたが、この計画は、国

でも認定していただいております。マリンビジョンの中でもこの計画が認められている

のであります。

それでは、具体的にどういうものであるかというものについては、ビジョンはありま

す。今、中川委員が言ったとおりなんですよ。絵はかかれておりますが、これはあくま

でもビジョンでございまして、しからば厚岸町として、厚岸漁業協同組合も含めて、ど

ういうものを考えているのかということが、残念なことに今日まだできておらないと。

特に市場の移転の問題もあります。これらも含めて考えていかなければならないのか、

さらにはまた、別個な市場の問題として、荷捌き場としてだけの問題として考えていか

なければならないのか等々があろうかと思います。

一方、予算面におきます心配なこともございました。実は、私自体も心配いたしてお

ります。国、それから北海道の負担もございます。北海道の財政厳しい、負担ができな

いという現実の話も今出ているんです。しかし、私といたしましては、国は前向きであ

ると。それと同時に、管理は北海道なんです、第３種漁港は。ですから、管理者も応分

の負担をいただきたい。そして、幾らかでも漁組、町の負担を少なくするように、ご協
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力、ご支援賜りたいという段階でありますので、この点にはご理解いただきたいと存じ

ます。

●委員長（菊池委員） ５番、中川委員。

●中川委員 今、町長が言われる範囲では、私もいろいろ耳にしていますし、先ほど申し

上げました産業振興課長や補佐からもいろいろ聞かされておりますのでわかっておりま

すが、今の市場の位置というのはまだ、町長ご存じないでしょうかね。我々は、現在地

ということで決めております。それで、理事者ばかりでなくて管理委員会というのがあ

。 、 、 。るんですよ 漁港委員会とか こういうところはみんなもう そのとおりでいいですね

今の真竜側につくりますよ。要するにこれは決まってます、かなり、去年の秋あたりか

ら決まってますし、それからどういう計画でやるというのも、ちょっと私、名前忘れま

したが、北大の名誉教授か何かが会長になりまして、17人か18人で委員会をつくって、

計画して、大体でき上がったんでないでしょうか。それは何か副町長も、名前が連なっ

ているような話でしたけども、ちょっと時間かかってますので、私も忘れたからか、北

大の名誉教授、ちょっと名前忘れましたが、その先生をトップにして、17人か18人の委

員会を構成して云々というのは、そういう記憶があるんです。今、何か課長のほうで手

挙げてますので、私、間違ったらあれですから、ちょっと答弁をしていただきます。

●委員長（菊池委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 今のご質問にお答えします。

マリンビジョン計画で、先ほど町長……（発言する者あり）市場の位置につきまして

は、当然、私ども、検討会なり、先ほど委員おっしゃったような、18年、19年、検討会

を持ちまして、市場につきましては今の場所で改築するということで進められておりま

す。

ただ、市場の改築の大きさだとか、それから手法だとか、そういったこと、それから

後背地に水産加工場も控えてますんで、いろんなクリアしなきゃならない問題がありま

した 当然 岸壁が高くなることによって 市場も一緒に改築する場合には 一緒にやっ。 、 、 、

てかなきゃならないと。ただ、一緒にやる場合には、市場が使えなくなる状況が生まれ

ますと。岸壁をつくるために、岸壁を壊したときに市場まで影響を及ぼすと。その場合

に、市場のスペースが足りなくなる、代替が必要だとか、簡単に言えばです。そういっ

たもろもろのいろいろな具体案がまだまだ決まっていないという状況が今の状況でござ

います。

●委員長（菊池委員） ５番、中川委員。

●中川委員 今、課長のほうからもいろいろ答弁いただきましたけれども、役員の私とし

ても、ちょっとずれがあるのかな。町のほうに報告というのかな、組合側でいろいろ決

めた話が来てないのかなと思っているんですけど、それはともあれ、今、そういうこと
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で、国やら道がはっきりしません。今、町長も言っていただいたように。

そこで、お願いというのは、やっぱり、我々は行政、厚岸町頼りでございますので、

ひとつ我々組合が計画どおりできますように、厚岸町、町長の政治力を十分にひとつ発

揮されていただいて、よろしくお願いしたいなと、こういうのが私のお願いでございま

して、合う、合わないはともかくとしまして、私も若干忘れている面もあるかもしれま

せんので、ここでは、私、何も控えているものを持っていませんので、今あれですけれ

ども、組合に帰りましてまた、専務やなんかとも話してみますけれども、今の話し合い

の関係を話しますけれども、とりあえずはそんなのどうのこうのよりも、厚岸町、漁業

でございますので、我々産業団体としても、町長に政治力を十分にひとつ発揮していた

だいて、国やら道にお願いしていただきたいと、こうお願いするのが今の質問した趣旨

でございますので、よろしくお願いします。

●委員長（菊池委員） 町長。

●町長（若狭町長） 衛生管理型の漁港施設整備の重要性については私も認識をいたして

おりますし また 当然 漁組 漁民挙げて その願いは大きな期待を持っておると思っ、 、 、 、 、

ております。

そういう中で、衛生管理の構造化とは、厚岸水産物の付加価値の向上を図るため、岸

壁と荷さばき施設が一体となった施設整備の検討を、これからもさらに強く、国、道、

そしてまた関係者に要請をしてまいりたい。それと同時に、漁組とともに、この問題を

解決するために全力で取り組んでまいりたいと、かように考えているところでいますの

で、よろしくお願い申し上げたいと存じます。

●中川委員 よろしくお願いします。

終わります。

●委員長（菊池委員） それでは、２目、ございませんか。

（な し）

●委員長（菊池委員） 続けます。

３目漁港管理費。５目養殖事業費。

（な し）

●委員長（菊池委員） 商工費に入ります。

６款１項商工費、２目商工振興費。

４番、髙橋委員。

●髙橋委員 ここでちょっとお尋ねをしたいんですが、買い物難民救済調査研究委託料で
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すか、この事業は、今年初めてやるんですか。この内容についてお知らせをいただきた

い。

●委員長（菊池委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） ご質問にお答えいたします。

まず、今年初めて事業を実施するかということでございますが、本年初めて実施する

事業でございます。

内容についてでございます。委員既にご承知のとおり、本年、光ケーブルを全戸に引

。 、 、き込みます この事業をＩＣＴ事業と呼称させていただきますが これを活用しまして

いわゆる高齢化が進んでいる地域、商店のない地域、それぞれ買い物に行けないような

高齢者の方が多い地域を対象に、各家につく、テレビ電話というふうにちょっと表現さ

せていただきます。画面が出て、音が出て、電話ができるという、各戸につきますが、

それを活用して、要するに買い物に行けない人、お店がない地域、それらの方たちをど

のように、救済といいますか、お助けするかということを考えて、各町内の商店、法人

、 、 、格もありますし個人商店もあると思いますが その商店の方たちに 買い物に行けない

要するにお年寄りの方ですとか、体の不自由な方ですとか、そういう方たちが商店のほ

うに、例えば今日、卵10個いただきたいとか、そういう注文をして、それを、簡単に申

し上げますと宅配便と思っていただきたいと思うんですが、それでその方たちに配付す

る、配って歩くというようなシステムを考えたいと。それを、テレビ電話を活用して、

そういう仕組みを考えてやっていきたいと。

これは、５月の某全国紙に、こういうことをやっている先進地がございました。それ

をちょっと視察をしまして、どういうものかということを勉強させていただいて、20億

をかける事業を十分活用して、そういう組み立てをしていくための総事業費が500万円と

いうことでございます。

具体的な内容につきましては、そういう地域がどこに存在するか。それから、そうい

う方たちが、どの程度の人数がいるか。それから、そういう注文したい人たちがそうい

うことを望むかどうか。それから、どういう方法が一番安全で、例えば注文したものが

新鮮でなかったり、新鮮だったり、いろいろあると思うんですが、そういうものがどう

いうことをすればいいのかということを総合的に研究、調査をして、いわゆる、買い物

難民という言葉はちょっとあれなんですが、これは事業申請の名前なもんですからこう

いう名前を使わせていただいておりますが、そういうシステムを考えて、町民サービス

にこのＩＣＴ事業の、いわゆるテレビ電話を活用してサービスを提供したいと。その研

究事業に、この総額事業費500万円を計上するというところでございます。

●委員長（菊池委員） ４番、髙橋委員。

、 、 、●髙橋委員 これ やっぱりあれでしょう 活性化事業対策の一環としてやるわけだから

やっぱり初めての事業なんですから、結構あちこちでこれはいろんなケースがあるもの

で、ぜひしっかりと研究して、やはり地域の高齢者に滞りないように、せっかく予算を
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計上してやるわけですからね。研究についてはより慎重に進めてもらいたいとお願いを

して、終わります。

●委員長（菊池委員） 次に進みます。

７款土木費、３項河川費、１目河川総務費。

５番、中川委員。

●中川委員 この節説明欄に汐見川改修事業と、護岸の関係ですか、これ、載ってるんで

すけど、簡単でいいんですけど、ちょっと説明、どこをどうやるのか、ちょっと教えて

ください。

●委員長（菊池委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） お答えいたします。

汐見川改修事業、それから汐見川護岸改修事業、どのような事業なのかということで

ご説明願いたいということでございます。

お手元のほうに議案第65号説明資料を配らせていただいております。そちらのほうを

まずご覧いただければ、まず場所的なものがおわかりになるかと思いますので。

それで まず汐見川改修事業でございますけれども このＡ３の図面の途中を ちょっ、 、 、

と右側になります。こちらのほうが汐見川改修事業でございまして、これにつきまして

は、平成２年度から事業を進めてきているものでございます。現在、毎年、随時整備を

進めているところでございまして、今年については、ここの、印のつけたところでござ

いますけれども、ちょうど有明団地に入っていくところの、下におりますと左手のほう

に汐見川というふうに名称が載っております。その部分が今回工事を行うところでござ

いまして、延長にしまして、護岸工の延長は66メートルを行うということでの計上でご

ざいます。

それから、汐見川護岸改修事業、これにつきましては、この図面の左手側のほうにな

。 、 、ります 翔洋高校の向かい そこの潮見川の護岸を改修するというものでございまして

これにつきましては、以前、護岸が非常に老朽化しておりまして、その護岸ブロックが

抜け落ちて、町道のほうから吸い出しを受けたということも現在起きておりまして、そ

れは１次災害の中で応急措置をしておりますが、早急な対応が必要であるということか

ら昨年設計をいたしまして、ことしから工事の着手に入るとしているところでございま

す。

今回の護岸の工事につきましては、ちょうど印をつけております部分、開発の漁港道

路のところの橋のところから、ちょうど翔洋高校の向かいの入り口になります。その部

分までの間、延長にして97メートルの施工を予定したものでございます。

●中川委員 わかりました。ありがとう。

●委員長（菊池委員） あとはないですか。
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（な し）

●委員長（菊池委員） なければ、進みます。

６項住宅費、２目住宅管理費。35ページになります。

（な し）

●委員長（菊池委員） ９款教育費、１項教育総務費、２目事務局費。６目スクールバス

管理費。

（な し）

●委員長（菊池委員） ２項小学校費、２目学校管理費。

（な し）

●委員長（菊池委員） 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。５目博物館運営費。６目情報館運営費。

ありませんか。

（な し）

●委員長（菊池委員） 12款給与費、１項給与費、１目給与費。

（な し）

●委員長（菊池委員） 以上で歳出を終わります。

次に、４ページをお開きください。

第２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（菊池委員） 次に、５ページをお開きください。

第３条の地方債の補正です。

（な し）

●委員長（菊池委員） 総体的にございませんか。
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（な し）

●委員長（菊池委員） 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（菊池委員） 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（菊池委員） 次に、議案第66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、歳入から進めます。

進め方は、款項目により進めてまいります。

４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費負担金。

（な し）

●委員長（菊池委員） ５款療養給付費等交付金、１項療養給付費等交付金、１目療養給

付費等交付金。

（な し）

●委員長（菊池委員） 11款１項１目繰越金。

（な し）

●委員長（菊池委員） 歳出に入ります。

２款保険給付費、１項療養諸費、２目退職被保険者療養給付費。

ございませんか。

（な し）

●委員長（菊池委員） ８款保健事業費、２項保健事業費、１目保健衛生普及費。

（な し）
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●委員長（菊池委員） ９款諸支出金、１項償還金及び還付金、３目償還金。

（な し）

●委員長（菊池委員） 以上で歳出を終わります。

総体的にございませんか。

10番、谷口委員。

●谷口委員 申しわけないんですけど、この予算書なんですけど、1,000円のために見開き

２ページ使わなければならない予算なんですけど、歳入は款まとめてできてますよね。

何でこれ、歳出は款をまとめることができないんですか。これ、もし手書きだとかタイ

プだとか、そういうのでやってる時代だったら、これ、１ページで済む問題ではないの

かなというふうに思うんですよね。これはもう、どうやってもできないもんですか。皆

さん、すばらしい技能を持った方々のお集まりだと思うんですけども。

●委員長（菊池委員） 税財政課長。

（ ） 。●税財政課長 小島課長 委員おっしゃることはごもっともだと私も痛感しております

ただ、この補正予算は、昔は確かに手書きの時代からワープロ打ち、原稿は切り張り

してつくっていた時代もございます。現在はシステムを活用して行ってございまして、

これを、歳出側が全部つながるようにつくるには、システムの改修費が発生してしまう

という事情がございます。そういった中で、こういったつくりの中で提案させていただ

いているという内容でございます。

また、私どももこれでよろしいとは思ってございませんので、次のシステムの改修の

時期に合わせて、こういった状況を修正するという内容で検討させていただきたいとい

うふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。

●委員長（菊池委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 ぜひ、それ、実現してほしいと思うんですよね。こういうのを町民に見せた

場合に、おまえたち何やってるのよということになるんですよ。ですから、やっぱり、

町民にはいろんな節約だとかそういうことをお願いしておきながら、役場のほうがこう

、 。 、いう状況だということでは やっぱり許されないことだと思うんですよね ぜひその辺

検討していただきたいというふうに思います。

よろしくお願いします。

●委員長（菊池委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 繰り返しになりますけど、私も心が痛みます。概算の試算で
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、 、 、 、はありますけど こうやって出すと 紙代と 目に見える経費になってしまいますけど

多分、システム改修費のほうが高くつくというのは明らかだと思います。次の改修に合

わせた中でやることによってコストも落とすことができると思いますので、その辺の事

情はわかっていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

●委員長（菊池委員） ほかに、総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（菊池委員） 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（菊池委員） 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（菊池委員） 次に、議案第67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、歳入から進めます。

進め方は、款項目により進めます。

１款支払基金交付金、１項支払基金交付金、１目医療費交付金。

（な し）

●委員長（菊池委員） 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（菊池委員） 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（菊池委員） ５款１項１目繰越金。

（な し）
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●委員長（菊池委員） ６款諸収入、１項雑入、２目返納金。

（な し）

●委員長（菊池委員） 歳出に入ります。

２款医療諸費、１項医療諸費、１目医療給付費。

（な し）

●委員長（菊池委員） ３款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目償還金。

ございませんか。

（な し）

●委員長（菊池委員） 歳出を終わります。

総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（菊池委員） 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（菊池委員） 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（菊池委員） 次に、議案第68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、歳入から進めます。

進め方は、款項目により進めます。

４款支払基金交付金、１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金。

（な し）

●委員長（菊池委員） ５款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金。
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（な し）

●委員長（菊池委員） ２項道補助金、３目地域支援事業交付金。

（な し）

●委員長（菊池委員） ７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金。

（な し）

●委員長（菊池委員） ８款１項１目繰越金。

（な し）

●委員長（菊池委員） 歳出に入ります。

、 、 。５款介護給付費準備基金費 １項介護給付費準備基金費 １目介護給付費準備基金費

（な し）

●委員長（菊池委員） ７款諸支出金、１項償還金及び還付金、２目償還金。

（な し）

●委員長（菊池委員） 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（菊池委員） 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（菊池委員） 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（菊池委員） 次に、議案第69号 平成22年度厚岸町後期高齢者医療特別会計補

正予算を議題といたします。
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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、歳入から進めます。

進め方は、款項目により進めます。

１款１項１目繰越金。

（な し）

●委員長（菊池委員） ５款諸収入、３項雑入、３目雑入。

（な し）

●委員長（菊池委員） 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（菊池委員） ２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項後期高齢者医療広域連

合納付金、１目後期高齢者医療広域連合納付金。

（な し）

●委員長（菊池委員） 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（菊池委員） 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（菊池委員） 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（菊池委員） 次に、議案第70号 平成22年度厚岸町病院事業会計補正予算を議

題といたします。

１ページ、第２条、業務の予定量。
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（な し）

●委員長（菊池委員） 第３条、収益的収入及び支出。

（な し）

●委員長（菊池委員） ５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、２項医業外収益、６目道補助金。

（な し）

●委員長（菊池委員） 収益的支出に入ります。

１款病院事業費用、１項医業費用、３目経費。

（な し）

●委員長（菊池委員） 以上で収益的支出を終わります。

２ページにお戻り願います。

第４条、資本的収入及び支出。

再び５ページをお開き願います。

資本的収入から進めてまいります。

１款資本的収入、１項補助金、３目道補助金。

（な し）

●委員長（菊池委員） 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。

（な し）

●委員長（菊池委員） 総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（菊池委員） 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）「
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●委員長（菊池委員） 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（菊池委員） 以上で、各会計補正予算審査特別委員会に付託された補正予算６

件の審査は終了しました。

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４時42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９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


