
- 66 -

厚岸町議会 平成２１年度各会計補正予算審査特別委員会会議録

平成22年３月10日

午前10時02分開会

●委員長（竹田委員） ただいまより平成21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、議案第14号 平成21年度厚岸町国民健康保険特別会計補正予算から審査を進

めてまいります。

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。

６ページ、歳入から進めてまいります。

進め方としては、款項によって進めてまいりますけど、よろしいでしょうか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（竹田委員） ６ページ。

１款１項国民健康保険税。

10番。

●谷口委員 ここでお伺いいたしますけど、一般被保険者の国民健康保険税の現年課税分が661

万円、それから後期高齢者支援金現年課税分が363万円というように、退職者被保険者等国民

健康保険税の項での現年課税分、それぞれ同額見込みをしております。それとともに、滞納

繰越分で、要するに医療給付費滞納繰越分が7,525万8,000円、それから後期高齢者支援金等

滞納繰越分が318万円、介護納付金もそうなんですが、現年課税分の保険税の納入状況と滞納

繰越の方の納入状況が前年度と比較して伸びているのか、それとも減っているのか、その辺

の説明をお願いしたいというふうに思います。

●委員長（竹田委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 納入状況のご質問でございますので、私の方からお答えさせてい

ただきます。

まず、現年度の方でございますが、これは１月末現在の確定数字でございますが、前年度

が71.43％の納入、今年度は72.46％ということで、１ポイント強アップしております。

（ お互い１月で見ているんですか」の声あり）「

●税財政課長（小島課長） そうですね。去年の１月と今年の１月との比較でございます。

それから 滞納繰越分でございますが これは前年度が 同じ月の比較でございますが 13.67、 、 、 、
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％でございます。今年度は11.20％ということで、こちらの方は２ポイント程度下がっている

という状況にございます。

現在はこういった数字が出ているところでございます。

●委員長（竹田委員） 10番。

●谷口委員 それで、町税の方でも、当年度分は増えていますよね。それで今回、国民健康保

険税は、残念ながら、当年度分は伸びているけれども、滞納分が２ポイント落ちているとい

うことで見ていくと、これはどういうふうに見ればいいんでしょうか。

●委員長（竹田委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 概括的に申し上げますと、まず、納入を進めていただくのは、現

年度分からということになります。その後に、滞納がある方には現年度をお支払いしていた

だいた後に滞納分ということでございますから、まだ今、現時点では納入の途中でございま

すので、現年度分が納入率が高くて、滞納分の方は後から入るという状況にありますから、

その差がこの１月末時点の数字にあらわれているというふうに考えてございます。

●委員長（竹田委員） 10番。

●谷口委員 それで最終的に、前年度決算と今年度の、今、納入を進めている時期だというふ

うに思いますけど、パーセントでいくと、前年度決算はこれだけれども、今年度はここまで

もっていきたいという目標値はどういうふうになっているんでしょうか。

●委員長（竹田委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） この部分につきましては、なかなか難しい面がございますが、過

去の状況等を見ながら、しかも予算割れをしないようにということで、固く見積もっている

つもりではございますが、率で申し上げますと、現年度分は、前年度は92.03％。これは決算

額です。今の段階では現年度分は入っておりますので、92.23％、0.2ポイントアップした状

況の中で現在は見積もってございます。一方、滞納繰り越し分の方でございますが、20年度

の決算は16.40％。これが現時点では13.20％ということで、ちょっとかために見ているとこ

ろでございます。これはあくまでも予算上の話でございます。

●委員長（竹田委員） 10番。

●谷口委員 そうすると、現年度分については、最終的には前年度を少し上回る。今まではち

ょっとポイントが前年度から見ると高かったけれども、この後の決算時には大体前年度並み

の状況をしていると。そうすると、滞納繰越分を見ますと、結果的に３ポイントちょっとを

下回るということになりますか。
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それで今後、これらの中に、例えば、短期保険証だとか、滞納が続くと対応がちょっと違

うのかなとも思うんですけど、そちらに変わっていったり、資格証明書に変わったりするよ

うな世帯が、予測を下回っているわけですから、そういう心配は出るのかどうなのかという

あたりの説明をお願いしたいというふうに思います。

●委員長（竹田委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） 私の方からお答えさせていただきます。

滞納が増えるといいますか、収納が見込めないという中で、短期証、それから資格証明書

への措置というようなことだというふうに思いますけれども、当然、短期証を今現在発行さ

れている状況であります。前の一般質問の中でもお話しさせていただいたかと思いますけど

、 、 、 、も 短期証を発行することによって 納税相談の機会を増やして 何とか収納率を上げたい

それから収納していただきたいというご相談をさせていただくことでございますけれども、

中には、その相談すらままならないという方は現実にいらっしゃいます。

今現在、今年度におきまして考えられているのは、やはり資格証明書の対象になる方がい

るだろうということで作業を進めております。現実問題、一、二名の方にこれからその手続

を、まず相談の通知が行きまして、資格証明書を発行するまでの順番があるわけですけれど

も、その順番にのっとって対応しようという方が一、二名現在いるのは事実でございます。

●委員長（竹田委員） 10番。

●谷口委員 結果的に、この滞納繰越と現年度分もそういう方がきちんと納められているのか

どうなのかという心配があるわけですけれども、例えば、生活がなりいかなくなりつつある

だとか、それから、自分が減免措置の対象になっているにもかかわらず、そういうことがき

ちんと行われていないというような人が出てくる心配もあると思うんですけれども、そうい

う点はきちんと相談されるような体制になっているんでしょうか。

●委員長（竹田委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） 滞納に関しましては、税財政課のほうで取り扱っていただいてい

るわけですけども、この中でお聞きしますと、毎月、当然一つ一つ、それから機会あるごと

にご相談させていただいているという中で、今現在でいいますと60世帯、144人の方に短期証

を交付させていただいております。ですから、短期証が切れる段階でもご相談させていただ

いて、前にも申し上げたかと思いますけども、その中でやりくりの対象になるような生活苦

の方については、当然そのような方向性の対応ということになりますし、これは来年度の話

になりますけれども、来年度には国において、例えば、最近の離職の問題に対応した減免を

税制改正の中で考えられているというような中で対応されていくような内容でございます。

●委員長（竹田委員） いいですか。

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、３款分担金及び負担金、２項負担金。

４款国庫支出金、１項国庫負担金。

２項国庫補助金。

５款１項療養給付費等交付金。

６款１項前期高齢者交付金。

７款道支出金、１項道負担金。ございませんか。

８ページ。

２項道補助金。

９款１項共同事業交付金。

10款繰入金、１項一般会計繰入金。

11款１項繰越金。

12款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料。

３項雑入。ございませんか。

以上で歳入を終わります。

次、歳出に入ります。10ページ。

１款総務費、１項総務管理費。ございませんか。

３項運営協議会費。ございませんか。

12ページ。

４項趣旨普及費。

５項特別対策事業費。ございませんか。

14ページ。

２款保険給付費、１項療養諸費。

２項高額療養費。ございませんか。

16ページ。

４項出産育児諸費。

10番。

●谷口委員 出産育児一時金。委員長、申しわけないんですけど、葬祭諸費の方と、次と一緒

に質問させてください。

この出産育児一時金と葬祭費なんですが、出生届あるいは死亡届と人数というのは一致し

ているものなんでしょうか。一時金を支給しますよね、出産した場合にね。それと出生届が

されるのとこれがきちっと合っているか。それから葬祭費の方も、死亡届と葬祭費とがきち

っと合っているかどうかということです。

●委員長（竹田委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） お答えさせていただきます。
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出産育児一時金の人数、それから葬祭費の人数ということでございますけども、これは国

保の被保険者の中の出産育児一時金であり、それから葬祭費でありますので、当然、厚岸町

、 、 、 、全体の出生に際しましては 被用者保険 いわゆる社会保険 船員保険の方々がいますので

数は一致しません。

●委員長（竹田委員） 10番。

●谷口委員 国保加入者において一致するかということを聞いたんです。

●委員長（竹田委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） ここの出産育児一時金の部分では一致いたします。

●委員長（竹田委員） 10番。

●谷口委員 両方ともですか。

●委員長（竹田委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） 両方ともです。

●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、５項葬祭諸費。

18ページ。

３款１項後期高齢者支援金等。ございませんか。

なければ、20ページ。

４款１項前期高齢者納付金等。ございませんか。

なければ、22ページ。

６款１項介護納付金。ございませんか。

なければ、24ページ。

７款１項共同事業拠出金。ございませんか。

なければ、26ページ。

８款保健事業費、１項特定健康診査等事業費。

２項保健事業費。

なければ、28ページ。

９款諸支出金、１項償還金及び還付金。ございませんか。
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なければ、以上で歳出を終わります。

総体的にありませんか。

（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） ご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15号 平成21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。

２款使用料及び手数料、１項使用料。

５款繰入金、１項一般会計繰入金。ございませんか。

なければ、歳入を終わります。

次に、歳出に入ります。

１款総務費、１項総務管理費。ございませんか。

なければ、８ページ。

２款水道費、１項水道事業費。ございませんか。

以上で歳出を終わります。

総体的にありませんか。

（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） ご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。
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●委員長（竹田委員） 次に、議案第16号 平成21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。

４ページ、歳入から進めます。

１款１項支払基金交付金。

２款国庫支出金、１項国庫負担金。

３款道支出金、１項道負担金。

５款１項繰越金。

６款諸収入、１項雑入。ございませんか。

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款総務費、１項総務管理費。ございませんか。

なければ、８ページ。

２款１項医療諸費。ございませんか。

なければ、以上で歳出を終わります。

総体的にありませんか。

（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） ご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しました。

●委員長（竹田委員） 次に、議案第17号 平成21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。

５ページ、事項別明細書をお開き願います。

６ページ、歳入から進めます。

１款分担金及び負担金、２項負担金。

２款使用料及び手数料、１項使用料。

５款繰入金、１項一般会計繰入金。

７款１項町債。ございませんか。

なければ、以上で歳入を終わります。

８ページ、歳出に入ります。
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１款下水道費、２項下水道管理費。

10番。

●谷口委員 ４目の水洗化等改造工事補助が124万5,000円の減額になっております。これは、

何件分なんですか。

●委員長（竹田委員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） 減額後でございますか。

（ はい」の声あり）「

●水道課長（常谷課長） 23件分。

●委員長（竹田委員） 10番。

●谷口委員 供用開始されている区域が広がっているわけですけれども、今年度、改造工事の

補助を重点的に進めようという地域はどこだったんでしょうか。

●委員長（竹田委員） 休憩します。

午前10時28分休憩

午前10時30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） 時間をとらせて申しわけございませんでした。

特に重点ということではなくて、この補助制度は、供用開始して３年以内に水洗化の工事

をされる方が対象となります。ですから、平成19年度供用開始からということで、白浜１～

３丁目、それから宮園１～３丁目の地区が該当になります。

●委員長（竹田委員） 10番。

●谷口委員 お願いなんですけど、供用開始されて、今までの計画されたところが大体は供用

開始になっちゃったということですね。それで、地域ごとに水洗率みたいなのを新年度予算

に資料として提出していただくことは可能でしょうか。

●委員長（竹田委員） 水道課長。
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●水道課長（常谷課長） 要求の資料を用意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） 他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、２項下水道事業費。10ページですけど、ございません

か。

なければ、歳出を終わります。

１ページにお戻りください。

第２条、債務負担行為の補正。３ページ、ございませんか。

次に、第３条、地方債の補正。４ページ、ございませんか。

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） ご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18号 平成21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。

４ページ、事項別明細書をお開き願います。

６ページ、歳入から進めます。

１款保険料、１項介護保険料。

２款分担金及び負担金、１項負担金。

３款国庫支出金、１項国庫負担金。

２項国庫補助金。

４款１項支払基金交付金。
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５款道支出金、１項道負担金。

２項道補助金。

３項委託金。

６款財産収入、１項財産運用収入。

７款繰入金、１項一般会計繰入金。

２項基金繰入金。

９款諸収入、２項雑入。ございませんか。

なければ、以上で歳入を終わります。

８ページ、歳出に入ります。

１款総務費、１項総務管理費。

２項徴収費。

３項介護認定審査会費。ございませんか。

10ページ。

４項趣旨普及費。ありませんか。

なければ、12ページ。

２款保険給付費、１項介護サービス等諸費。

15番。

●石澤委員 この居宅介護サービス給付費が減った理由を教えてください。

●委員長（竹田委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 今回、補正予算の中で1,263万円の減額補正をさせていただくこ

とで提起させていただいておりますが、減額になった理由ということでございますが、私ど

も、居宅サービスを利用される方々が増えている中で減額になったという理由について、細

かく分析できる資料を持ち合わせておりません。

ちなみに、居宅サービスの事業の種類としましては、訪問介護、それから訪問入浴介護、

それから訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリサービス、それから

福祉用具の貸与でありますとか、特定施設の入居者に対する限度額を超えたサービスの支給

等々がございまして、目に見えてこの中で特徴的な部分につきましては、通所リハビリテー

ションが当初見込みの数字自体が約2,340万円という予算を組んでおりましたが、決算見込み

の中で3,410万円程度ということで、1,060万円程度の増加というものが出てきております。

ここでは増えているんでありますが、それ以外のサービスの中でおしなべて減額になってい

る。トータルの中で今回1,260万円ほど減額をさせていただくという内容でございます。

●委員長（竹田委員） 15番。

●石澤委員 去年４月から介護認定の基準が変わりましたよね。その影響も受けているという

ことはないんですか。
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●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。

委員おっしゃるように、介護認定の基準そのものが変わったという影響がないのかどうか

ということでございますが、４月以降、特例措置としての認定基準の運用というものがなさ

れました。それから、10月からは新たな見直しの基準の中での認定調査というものがされて

おりまして、その経過を見ますと、４月から９月までの間はご本人の選択によって、介護度

が下がっても元の介護度を選択できるという運用をしておりますので、トータル的に申し上

げますと、そういうことでの大きなサービスへの制限というものはないんだというふうに考

えております。

全体的なお話で申し上げますと 介護給付に関しまして 前年対比でございますが 平成21、 、 、

年度決算見込みで申し上げますと、給付費で２％程度の伸びが見えております。その改善分

の３％の介護報酬改定分を見込んだ中での予算の編成ということでは、そのものがストレー

トに決算見込みの中の数字に３％プラスアルファという形でのってきているという状況では

ございません。これは委員おっしゃるように、居宅介護サービスでの減少というものがここ

に反映しているのではないかなというふうに思っております。

中身の話で３％の影響が確実に見えるという部分につきましては、居宅介護サービスに伴

いますサービス計画づくりという給付がございます。これはケアマネージャーの計画づくり

に対して報酬をお支払いするということでございまして、ここの部分は前年対比で3.9％伸び

ているということでございまして、ここは顕著にその改善の効果というものが見えているの

かなというふうに思っております。

●委員長（竹田委員） 15番。

●石澤委員 これは今までやっていた人は、４月から９月までは自分の申告でできるというこ

とですが、新規の人にとってはマイナスから始まるということにはならなかったんですか。

本来ならきちっと認定されるはずだったんだけども、それが新しい人にとってはマイナスに

働いたということはないんですか。

●委員長（竹田委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 認定更新の方々は、先ほど申し上げましたように、前回の介護

度を選択できるということでございますが、新規の方は、おっしゃるとおり前に比較するも

のがございません。そういう意味では、調査員の第１次の認定結果が基礎になるということ

でありますが、運用の中では認定調査における評価のほかに、認定調査では把握し切れない

日常的な生活状態について特記事項として付記をしていただく。プラス、ドクターの意見書

、 、が一緒についてまいりますので 審査会の中では第１次判定だけが重視されるんではなくて

医師の意見書、それから特記事項の反映というものを総体的に見た中で認定をしていくとい

う作業でございますので、４月から改定された認定調査の仕組みそのものが、おしなべて全

体に悪い影響が出るということではないというふうに私どもは判断をしております。
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（ わかりました。いいです」の声あり）「

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

10番。

●谷口委員 今の説明を聞いていてちょっとわからなくなってしまったんですが、結果的に介

護認定が変わりましたよね。以前ランクが上だったのが下に下がるというようなことが出て

いるわけですけれども、そういう中でも通所については増えているという今の説明だったと

いうふうに思うんですけど、介護認定が下がればサービスもそれだけ少なくなりますね。た

だ、暫定措置をもって、なるべくそういう人たちが不利益をこうむらないようにというよう

な対応をされてきているんですけど、これは、今回1,000万円ちょっと増えていますね。その

ぐらい増えた分は、それは自然増が結果的にはこういうふうに増えていると。それとも、今

まで施設等に入所できた人が認定によって下がったりして増えているのか。それとも、今ま

で通所されなかった人が新たに通所されるようになって増えたのか。その辺について説明を

していただきたいと。

それで、この1,263万円の減については、もう少し詳細にされて予算計上されるべきではな

いのかなというふうに思うんですけど、今さまざまなことをおっしゃっておられましたけれ

ども、結果的には増えたのは言ったけれども、減った主な要因についてやっぱりきちんと押

さえた上で説明されるべきではないのかなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。

●委員長（竹田委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 委員おっしゃるように、介護度が下がることによってサービス

を利用できる限度額そのものが下がるというのは、そのとおりでございます。現実に利用さ

れている中では、限度額いっぱいを利用される方もいらっしゃいますし、ご自分の選択、ケ

アマネージャーとのプランづくりの中で限度額以内のまだ余裕のある利用のされ方というも

のも多くございます。

それから、先ほどお話ししました通所リハの増加の分でございますが、これは真栄町にサ

ービス提供をする事業所がございます。施設から戻ってきて、この通所リハビリのサービス

を受けざるを得ないということではなくて、居宅でいかに日常的に体の機能を衰えさせない

ために、維持していくためにどうするかというケアプランづくりの中で、通所のリハビリを

受けたいという方々がふえてきている結果として、ここに数字としてあらわれているという

ふうになっております。

、 。それから 居宅介護サービス給付という一括りで中身が見えないというお話でございます

これまでの予算書のつくり方として、給付費ごとの資料としてお示しをしております。どう

いったお示しの仕方がいいのかどうかということも含めて検討させていただきたいと思いま

す。

●委員長（竹田委員） 10番。
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●谷口委員 要介護者の認定については、今、課長が説明されたとおりだというふうに思うん

ですけど、結果的に制度が変わって、認定の仕方が変わってきて、それによって介護度が変

わってくるというような状況がありますよね。それで制度が変わったことによって、介護度

のランクが、普通は年とともに介護度が上がっていくのが普通ではないのかなと、一般的に

考えますとですよ。だけれども、認定基準が変わったことによって介護度が下がったという

人がどういうふうになっていっているのかということをきちんと押さえておかなければなら

ないというふうに思うんですけども、そういうことで、例えば、要介護度のランクが下がっ

た人、あるいは要支援に回った人、そういう実態は町としてわかるんでしょうか。

●委員長（竹田委員） 休憩します。

午前10時49分休憩

午前10時50分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 申しわけございません。

介護度別の数字は今持ち合わせておりませんが、先ほど申し上げました、新しい認定調査

基準の中で介護度が下がった結果として、元の介護度を選択するという例につきましては、

約50件ございました。この全員の方々が元の下がらない介護度を選択しているということで

ございます。

●委員長（竹田委員） 10番。

●谷口委員 それで、新年度予算までに、認定基準が変更されたことによって上がり下がりが

あったと思うんですけど、それを資料で出していただきたいなというふうに思いますが、で

きるでしょうか。

●委員長（竹田委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） ご要望の資料を用意させて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。

他にございませんか。

９番。

●菊池委員 居宅介護福祉用具購入費、これが今回29万1,000円の補正で、累計211万5,000円。
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どのような福祉用具の購入があったか、教えてください。

●委員長（竹田委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 福祉介護用具はたくさんの種類がございまして、例えば簡易ト

イレの利用が何件という数字はちょっと今持ち合わせておりませんが、給付の種類としまし

、 、 。ては 今申し上げましたベッドのわきに置く あるいは部屋の片隅における簡易式のトイレ

それから、お風呂に入るときの補助的な役割を果たします、洗い場に置く座椅子。これは回

転式のものとかいろいろ種類がございます。それから、浴槽内で体が沈まないように支える

ことができる椅子。これは浴槽の中で使うものでございます。それから、そのほかに日常の

生活の中で必要な立ち上がりを補助する道具等々のものが、どこで選ばれて、そういったサ

ービスが提供されるかというと、ケアマネージャーとご本人のケアプランづくりの中で、こ

ういったものを利用すること、購入することによって日常生活の支えになるという選択の中

で購入され、９割分を介護給付として給付をさせていただくという中身になっております。

●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） ３項高額医療合算介護サービス費。ございませんか。

なければ、14ページ。

４項特定入所者介護サービス等費。

なければ、16ページ。

４款地域支援事業費、１項介護予防事業費。

２項包括的支援事業・任意事業費。ございませんか。

なければ、20ページ。

５款１項介護給付費準備基金費。ございませんか。

なければ、22ページ。

６款１項介護従事者処遇改善臨時特例基金費。ございませんか。

なければ、歳出を終わります。

総体的にありませんか。

（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）「
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●委員長（竹田委員） ご異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決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19号 平成21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。

１款サービス収入、１項介護給付費収入。

10番。

●谷口委員 ここでお伺いしたいんですが、参考までちょっと質問したいんですが、居宅介護

サービス費収入、施設介護サービス費収入、そして予防給付は別としても、自己負担金収入

、 、も含めて 年間利用者の減ということになるんではないのかなというふうに思うんですけど

短期入所、当初は今のベッド数から計算すると年間で何％を見込んだのか、それを聞きたい

と。

それから、特老の方の入所なんですが、結果的にこれも減になっているわけですけれど、

空きベッド状態というのはあるのかないのか。それから、現在の待機者はどのぐらいいるの

か、ちょっとお願いいたします。

●委員長（竹田委員） 特老ホーム施設長。

●特老ホーム施設長（桂川施設長） まず、短期のほうの年間数なんですが、当初では10床あ

るうち大体90％を見ておりました。ところが、入ってこられる方の介護度によりましてサー

ビス費が違います。それで介護度の違いによりまして、若干サービス費が下がったというこ

とで減額になっております。

（ それで90％いったということですか」の声あり）「

●特老ホーム施設長（桂川施設長） 人数的には90％いっております。

それと施設入所の方なんですが、こちらの方も大体90％を見込んでおりました。

それと空きベッドなんですけども、入所されている方が入院とかされて空きベッドが出た

場合には、短期入所の方を１名なり２名なり入れるという。できるだけあかさないようには

しております。

それと待機者なんですが……。今、資料を探すのにちょっとお待ちください。

●委員長（竹田委員） 休憩します。

午前11時00分休憩
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午前11時01分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

特老ホーム施設長。

●特老ホーム施設長（桂川施設長） 申しわけありません。

１月１日現在なんですが、全体で90名の待機者がおられます。そのうち厚岸町だけで申し

ますと、84名。厚岸町以外では６名の方になっておりますが、介護度別に申しますと、１の

方が４名、２の方が17名、３の方が23名、４の方が25名、５の方が15名という内訳になって

おります。

（ あと新年度で聞きます」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、２項予防給付費収入。

３項自己負担金収入。

８款繰入金、１項一般会計繰入金。

13番。

●室﨑委員 この予算書では特別養護老人ホームとデイサービスが一緒になっていますので、

明確でないので、資料として、デイサービスの収支概要を出していただきました。それによ

、 、 、りますと 平成17年度から出ているんですが 一番悪いときは繰入金が4,600万円ほどあった

デイサービスだけでね。早く言うと、これはいわゆる収支の赤字の穴埋めですよね。それが

ぐんぐんと改良されまして 平成19年度には422万5,000円の黒字にしたと 次の年 一挙に500、 。 、

万円の赤字を出した。422万円と500万円を足せば1,000万円ですわね。一気に急落した。それ

から毎年500万円程度どんどんと落ちているんですか。その後は300万円ぐらいになっている

か。とにかく、毎年、収支はどんどんと悪くなっていっている。これ、一体何があったんで

すか。

●委員長（竹田委員） 特老ホーム施設長。

●特老ホーム施設長（桂川施設長） その後に出しておりますデイサービスセンター利用者数

統計表でご説明申し上げたいと思いますが、平成19年度、ただいま申し上げましたとおり、

、 。繰入金がなかったわけでございますが その段階では前年度で1,135名の方が増えております

、 。 、ここに出しておりますのは延べ人数でございますので ご理解賜りたいと思います その後

平成20年度では、387名の減というふうになっております。

この内容なんですが、平成19年度で、デイサービスを利用される方、週６回という方がい



- 82 -

らっしゃいました。そういう方がその後、施設のほうに入所になっておりますが、週６回で

すから、月で24回。年に直しますと、延べにして288回の減となります。このようにデイサー

ビスを利用する回数、複数回数の人が入院なり、あるいは施設入所に変わったりということ

によりまして、その人数が大きく変わると。そういうことが大きな要因だというふうに考え

ております。

●委員長（竹田委員） 13番。

●室﨑委員 一見合理的な説明なんですけど、それならば、浮き沈みがあるというのならわか

るんです。坂を転がり落ちるようにどんどん減っているのが全部そんなもので決まらないで

しょう。それから、多数回利用していた人がいなくなった。それはわかります。そういうこ

。 、 。とはあるでしょう でも 町中のお年寄りの数がどんどん減っているわけじゃないんですよ

だから、そのあいたところを、定員いっぱいであれば当然すき間ができますから、やりたい

という人が予備軍という言葉は悪いんだけども、これも一種の待機ですかね。幾らでもいる

はずなんですよ。それが全然穴が埋まってこない。

それで今、人数の方でおっしゃったんだけど、人数が、通所介護サービス、生きがい活動

支援、それから身体は後から始まったから、ちょっと別ですけども、とにかく通所部門全体

で見ても、全部の部門が減っているんですね。

それで何かもやもやした話は随分耳にするんですよ。本当に4,600万円の大赤字を出して大

変な、要するに町の会計上も問題があった時代には、よく聞こえてきた話は、利用者のニー

ズに対応しようという雰囲気が見られないという非常に厳しい意見がたくさんありました。

統計的に、金銭面だけから見ても、成績がどんどんよくなってきたときには、今度はいろい

ろな改善が行われて、変わったねという声が随分ありました。

現在、この利用者や、あるいはそれを一番近くから見ているケアマネージャーやそういう

人たちからは、どういう評価を受けているんですか。そういうものについては、施設長とし

ては耳に入っていますか。その点、お聞きしたい。

●委員長（竹田委員） 特老ホーム施設長。

●特老ホーム施設長（桂川施設長） 今、おっしゃいました利用者の関係なんですが、おっし

ゃるとおり高齢者の方は増えていますし、そういう感じはあるんですが、デイサービスの方

、 、 、の申し込みにつきましては 平成19年３月と平成20年３月を比較しますと７名の方 そして

平成21年３月で28名の方が減っているという、そのデイサービスを使いたいという方の数と

いうのは、ある程度、高齢者が増えて、利用しなければならない方が増えていながらも、実

際には申請には余り上がってきていないというのが実際にあります。

内容につきましては、今お話ありましたけれども、うちの担当の者とケアマネージャーと

ほかの事業所のケアマネージャーとの意思の疎通がうまくいっていないという部分では話を

私は聞いておりますが、それがどのような形で人数に反映されてきているのかというのは、

そこまでつかみ切れていないというのはあります。

それと人数に対応するサービスの関係ですけども、それにつきましては、介護職員の考え
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方とかサービスの仕方が年々、以前悪かったときよりも今は改善されてきてはおります。そ

れに対する評価というのは、私自身、それに対してどうのこうのというのは余り聞いており

ません。

そのあたりで、直接、話としては私には来ていないんですが、間接的にはいろいろ細かい

部分であるというのは聞いております。

●委員長（竹田委員） 13番。

●室﨑委員 厚岸町には、町のデイサービスセンターと競合する事業所があるわけですよ。で

すから、これ１カ所しかなければ、今おっしゃったような話は非常に説得力を持つんですけ

れども、これはいわゆる商売上の普通の企業間の争いとは違いますから、一概にそういうこ

とは言えないんだけども、結局は、お客さんがどっちに行くかということなんですよ。

だから、こっちの利用者がどんどん減っているのは、お年寄りはたくさんいるけれども、

必要のある人が減っているんでしょうというような話ではないんですよ。余り私も一件一件

調べたわけじゃないから、それ以上のことは差し控えるけれども、やはり利用者が減ってい

るときには、何があるのかということは、相当、冷静かつ深刻に分析しなきゃだめですよ。

利用の申し込みがないから、要するに必要性がなくなったんだなというようなものではない

という。要するに、下手すると、これはあらゆる部門に言えることですけど、要望がないか

ら、町民の間に必要性がないんですというような言い方をえてして言いたくなるもんですけ

ども、場合によっては相手にされないこともあるんですよ。だから、そこのところはやはり

きちんと心していただきたい。

その上でお聞きするんですけども、答弁の中で人員の話も出ていましたからちょっと

お聞きしますが、現在の資料の中で出していただいているのを見ますと、紙の上では、

施設長も次長もデイサービスの責任者です。しかし、施設長、あなたがこれだけ、いわ

ゆる心和園の増床やそういう大きな問題を抱えて忙しい中で、デイサービスがどのよう

に動いているかをきちんと見て、そして一つ一つの現場に指示を出すなんていうことは

不可能でしょう。やはりデイサービスの方をきちんと統括する管理職がいなきゃなりま

せんよね。

平成19年度までは、聞くところによると、当時の次長がデイサービスにかかりっきり

で、いわば統括責任者として行っていた、管理職がね。ところが、平成20年度からは、

事実上の管理職がいなくなったと。紙の上では別ですよ。というような人員配備になっ

ているという話も聞いているんですが、それが間違っているなら教えていただきたい。

それで、現在、具体的にどういう責任のある人がどういう形でもって日々の統括を行

っているんですか。その点についてもお答えいただきたい。

●委員長（竹田委員） 特老ホーム施設長。

●特老ホーム施設長（桂川施設長） 全体のお話でありますが、理想としましては、やはり町

のデイサービスを利用したいと。それでどうしても人数的に枠があって、そこでは使えない

と。そういうときにほかのところで使わせてもらうというふうな形にもっていけるのが理想
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的だろうと。中には、ほかのところがいっぱいで、仕方なく来ているという方もいらっしゃ

る。その辺は耳にしております。そのあたりは、十分これからも職員と話しながら、そうな

らないようにしていきたいなというふうに考えております。

、 。 、それと職員の関係なんですが 確かに平成20年度からは管理職は置いておりません ただ

平成21年度はまた元に戻しておりますが、基本的に、平成19年度までされていた方から引き

継ぐ中で、次長はいないんですが、係長という方を１人置いております。その人が事務的な

ものと介護の部分ということで、それからははっきり事務的と介護と分けて業務に当たろう

ということで、そういう形で行ってはいたんですが、その段階では、介護の部分でありなが

ら、事務職も、そこに介入していくというのがありまして、そういう中では内部事情がいろ

いろとあったんですが、そういうことで、基本的には、平成20年度からは完全に介護職と事

務職を分離するようにということで、統括は介護職が介護職員の正職員と嘱託職員がまとま

って介護に当たる、事務は事務でという形で分離しながら業務を進めている。そして、現在

は、私も次長も兼務しておりますが、次長が必ず朝行っていて、朝礼に出て、そして、いろ

んなことを伝える、お話を聞くというふうな体制をとっております。

●委員長（竹田委員） 13番。

●室﨑委員 具体的にどのようにやるかということまで私の方で口を出す問題ではないので、

とにかく結果を出してほしいんです。こうやります、こういうふうに分離するとよくなりま

すと言いながら、坂を転がり落ちるように収支勘定をどんどん悪くしているんだったらば、

それは何も意味がないんですよ。

それから、統括というのは、朝礼に出てきて、訓示だけして帰っていくのを統括とは言わ

ないんですよ。全部についてどうなのかということです。

それから、大変申しわけないけれど、今、利用者の中から出てきている言葉は非常に厳し

いものがあります。私も耳にしております。それでどうしても現場というのは、利用者が少

なくなった方が楽なんですよ。はっきり言って。１日10人の人を相手にするよりも５人しか

来ない方が楽なんですよ。でも、そんなことを考えてやっている人はいないと思うんです。

だから、やはり利用者に、いい施設だねと言われることが一番ありがたいんですよ、働いて

いる人たちは。そう思います。

だから、体制を含めて、それから一体、利用者からどんな厳しい声があるのかということ

にきちんと耳を傾けて、それに対応してどういう体制をつくっていったら一番いいのかと。

紙の上の分析ではなくて、現場がどうなっているかということですね。

そして、平成19年度の黒字にまでしていったときにどんな体制だったのか。そういうこと

も、そこから得るものも多いと思います。そういうことをきちんと考えていただきたい。

これはお願いするより方法のないことなんですけども、それ以上、だれをどこに持ってい

くとか、あるいはどんな体制にするとか、それは現場のあなたの方で考えることで、私の方

からああせこうせと言うことではありませんから言いませんけれども、とにかく、今の体制

で来年は黒字にして見せますよというような強い答弁が出てくることを期待して、要望する

次第なんですが。
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●委員長（竹田委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） デイサービスの会計の状況、今、ご指摘のあったとおりであり

、 。 、ますし 資料でも提出をさせていただいております まさにご質問者がご指摘のとおり

利用者が相当数減ってきている。一時期は、デイサービスセンターの職員が、言葉が適

切かどうかわかりませんが、御用聞きといいますか、それぞれのお宅に伺って、デイサ

ービスセンターの利用をお願いしていたという時期もございました。それから徐々に徐

々に利用者が増えていって、利用者の方々にもご利用いただいて喜んでいただいていた

ということでございます。

さらには、ご指摘あったとおり、町内には競合といいますか、同様のサービスを提供

されている事業所もございます。ここの評判もすこぶるよろしいというふうに私は伺っ

ております。これらは、担当の現場と人的な配置の問題、現場からここをこうしたい、

こうしてほしいという声を私は日々伺っております。今、できる人員配置、あるいは職

員数の中でどうやってやりくりをしていくか。それから、どうやったら、よりサービス

の向上につながるのか。さらには、ケアマネージャーとの連絡調整といいますか、そこ

をきちっとやらないと、幾ら事務職が寝ないで頑張っても利用にはつながっていかない

というさまざまな問題がございますから、それらは総合的に調整をさせていただいて、

利用の拡大に努めてまいりたいと、そのように考えます。

●委員長（竹田委員） 13番。

●室﨑委員 それで、あとちょっと細かな問題を一、二お聞きしますが、出していただいた資

料で、利用者統計表の裏面に配食サービス事業というのがあるんですよ。利用者数というの

は延べ人数ですね。１人が10回使うと10人という形ですね。

それで、今年のところが太字ゴシックで書かれているんです。１月が１となっているんで

すけど、これは配食サービスというものの性質からいって、非常に解せない数字になるんで

すが、これはどういうことなんでしょうか。

●委員長（竹田委員） 特老ホーム施設長。

（ ） 、●特老ホーム施設長 桂川施設長 配食サービスを現在利用されている方は数名なんですが

たまたまよく利用される方が入院してしまったということで、この数字になってしまったと

いう実態であります。

●委員長（竹田委員） 13番。

●室﨑委員 そうすると、１月はほとんど利用されなかったといった方がいいわけですね、こ

の数字は。

それで、これも平成18年度までは1,000だったのが、平成19年度に半分になって、また今半

分になっているわけですね。前に配食サービスについて議会のときに聞いたのか、厚文で聞
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いたのか、ちょっと忘れてしまったんですが、配食サービスについては抜本的に見ようと思

うというようなことを当時の福祉課長の方から話がありました。そして、今は、要するに御

飯を持っていくという部分だけでの配食サービスなんだけども、これは保健師だとか、いろ

んなものを入れて、そしてお年寄りが、今非常に全国的に問題視されているのは栄養失調に

なってくる。結局、体がだんだん不自由になってくるとお三度が面倒くさくなってくるんで

すよね。そして、あるもので間に合わせるというところがどんどんどんどん食が細くなって

いくのと一緒になって、十分な栄養をとれないでいる。だから、栄養失調とまではいわない

んだけども、何ていいましたかな、ちょっと名前を忘れたんですが、いわば栄養失調の予備

軍みたいな生活になっていくお年寄りの家庭が結構ある。そういうところに対する食事のて

こ入れと配食サービスを結びつけて新たな体系をつくっていきたいんだというような話が、

たしか２年か３年か、そのぐらい前にお聞きしたんですが、その後、こういう問題について

はどんな検討と、それからどういう計画を持って動いてきたのか、その点についてお聞かせ

をいただきたい。

●委員長（竹田委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 配食サービス事業につきましては、居宅における地域支援、介

護予防事業として展開をしておりますので、私の方でお答えをさせていただきたいと思いま

すが、先ほど施設長のほうからも答弁がありましたが、今現在、配食サービス事業利用者と

して登録されている方は12名いらっしゃいます。そのうち毎月利用されている方が４人から

３人ということで平成21年度も推移をしております。その方々が体調を崩されて入院される

という状況が出てきますと、先ほどご指摘のありましたような利用数そのものが出てこない

というような実態でございます。

お話のありました、十分栄養がとれない居宅で生活をされる高齢者の方々へのサービスの

あり方の見直しということにつきましては、平成18年に地域支援事業というものが介護制度

の中で出てまいりまして、この時点で、委員おっしゃいますように、配食サービスのあり方

は単に配食サービスを利用したいということのほかに、ケアマネージャーを通した日常生活

のプランづくりの中で、この方は栄養の補給が十分されていないという検証の中で、この事

業を利用していこうということでの切りかえがその当時されたというふうに私ども認識をし

ております。

そうは言いながらも、居宅の介護サービスを受ける方々が増えている中で、なぜ数字が伸

びてこないのかというのは、私も同様の疑問を持っておりまして、高齢者対応をしている担

当の方とも分析をさせていただいておりますが、決して、この配食サービス事業の利用を制

限するということでの規定ではなくて、ケアプランづくりの中で栄養指導も含めて対応して

いくという中での事業展開ということでございますので、決して、利用制限をするとかとい

う状況の中で数字が減っているものではないということでございます。

今現在も、委員ご指摘のありましたように、日常生活の栄養指導の分も含めて、専らケア

マネージャーに頼って制度を使ってほしいという状況でございますが、そうした経過に今あ

るということでございます。
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●委員長（竹田委員） 13番。

●室﨑委員 私、利用制限しているんでないかなんて一言も言っていないんですよ。何か答弁

聞いていると、語るに落ちるというような感じもしないでもないんですがね。

介護保険で問題点は幾つもあるんですけども、その中の一つには、やはり総枠が決まって

いますから、その中で何を利用するかということになるというと、一番欲しいものからやっ

ていくのでというような話をよく聞きますよね。そういうような意味ということなんでしょ

うかね。

それから、これはここの介護サービス事業で言ってしまうとちょっと枠を超え過ぎている

といって怒られるかもしれないんだが、地域支援事業というような、いわば目玉焼きでいう

と白身の部分でしょうか。そういうところでは、やはり周辺の問題として、要介護度をどん

どん上げていくというような人が増えてくることは決してだれにとっても好ましいことでは

ないですよね。そういうあたりのところで、例えば栄養をきちんととっていただくというよ

うなものは非常に大事だと思うんですよ。だから、やはり申請待ちではなくて、こちらから

そういうものについては積極的にかかわっていくような姿勢と体制をどうやってつくってい

くかということについては、なお御検討をいただきたいと、そのように思います。

●委員長（竹田委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 地域支援事業の目的そのものは、委員がおっしゃる、そのとお

りでございます。この配食サービス事業の展開のあり方を含めて従来の対応プラスという検

討を、担当レベルあるいはケアマネージャーが集まります定例的な連絡会議等の中でもご相

談をさせていただきながら、趣旨に沿った利用が広まるように努めていきたいというふうに

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） よろしいですか。

（ 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、９款諸収入、１項雑入。ございませんか。

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。ございませんか。

なければ、10ページ。

２項施設サービス事業費。

以上で、歳出を終わります。
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総体的にありませんか。

（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） ご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20号 平成21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。

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。

１款１項後期高齢者医療保険料。

３款繰入金、１項一般会計繰入金。

５款諸収入、３項雑入。ございませんか。

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。

２項徴収費。ございませんか。

８ページ。

２款１項後期高齢者医療広域連合納付金。ございませんか。

なければ、歳出を以上で終わります。

総体的にありませんか。

（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） ご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。



- 89 -

●委員長（竹田委員） 次に、議案第21号 平成21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。

次に、第３条、収益的収入及び支出の補正。

６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款水道事業収益、１項営業収益。ございませんか。

２項営業外収益。

なければ、収益的収入を終わります。

続いて、収益的支出に入ります。

１款水道事業費用、１項営業費用。ございませんか。

２項営業外費用。

３項特別損失。ありませんか。

なければ、１ページにお戻り願います。

第４条、資本的収入及び支出の補正。

７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項企業債。

５項工事負担金。

以上で、資本的収入を終わります。

８ページ、資本的支出に入ります。

１款資本的支出、１項建設改良費。ございませんか。

２ページにお戻り願います。

第５条、企業債。

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。

第７条、他会計からの補助金。

総体的にありませんか。

（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） ご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しました。
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●委員長（竹田委員） 次に、議案第22号 平成21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。

２ページ、第３条、収益的収入及び支出。

７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。

２項医業外収益。

13番。

●室﨑委員 今回の他会計補助金というのが、済みません、ちょっと広がりますのでお許しく

ださい。全部入れると５億7,000万円ぐらいですね、大ざっぱに言うと。それで昨年は、たし

か4億4,000万円ぐらいだったと思うんです。まず、これ間違いないでしょうか。

●委員長（竹田委員） 病院事務長。

●病院事務長 土肥事務長 一般会計補助金でございます 今回 補正いただく額6,850万7,000（ ） 。 、

円を足しますと総額５億7,039万円となります。今、収益的収入の医業外収益の中では、今回

6,905万6,000円を増額させていただいて４億4,601万円となりますが、病院会計全体では５億

7,039万円となります 昨年につきましては その総額で申し上げますと ４億3,796万3,000。 、 、

円となってございます。

●委員長（竹田委員） 13番。

●室﨑委員 今また追加補正もありますから、多少の数字は動きますよね。だから、大ざっぱ

なところで言うと、1,000万円単位で言うと、今年は５億7,000万円、去年は４億4,000万円と

いうぐらいに今ちょっと言わせてください。余り細かな数字をやっているとそっちに目を奪

われてしまって、うまく質問できなくなるもんですから。

それで、この５億7,000万円のうち、純然たる補助という言い方も変なんですけども、病院

の経営そのものに対する穴埋めといいますか、それは約３億7,000万円ぐらいだというふうに

伺ったんですが、昨年はどのぐらいで、今年はどのぐらいなのか、また、そのレベルでちょ

っと教えていただきたい。

●委員長（竹田委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） ご質問のありました総額に対して病院の収支に対する補助金の

部分というご質問であったかと思います。

今年につきましては、５億7,000万円のうち３億7,000万円、これが直接病院の収支に影響

するものと考えてございます。それに対応する昨年の額としましては、２億6,000万円ほどで

あると考えてございます。



- 91 -

●委員長（竹田委員） 13番。

●室﨑委員 病院の場合には、企業会計をとっているために数字の上ではいろいろなものが出

てくるんですよね。それで例えば、病院を建てたときの何とか債ですよね。要するに、簡単

に言えば借金だ。これを毎年、年賦で払っていくわけですが、それも一旦病院の会計を通り

ますから、他会計補助金の中には入ってきてしまうわけですよね。だから、そういうものを

、 、 、全部ほろって 純然たる病院の経営の問題の部分でいうと 今言ったように３億7,000万円と

昨年は２億6,000万円というふうに１億1,000万円増えているというものが見えてくるんです

が、この主な要因は何でしょうか。

●委員長（竹田委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） お答え申し上げます。

約１億1,000万円ほど収支が悪化している主な原因ということでございますが、入院患者で

約９名ほどの減、９名ほどというのは１日当たりという考え方でございます。それから、外

来患者で申し上げますと……。済みません、ちょっと時間ください。

●委員長（竹田委員） 休憩します。

午前11時43分休憩

午前11時44分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 時間をとらせて申しわけございません。再度お答え申し上げま

す。

主な大きな要因としましては、これは昨年度との比較となりますが、１日当たり、入院で

９人ほど、外来で13人ほどの患者数が減となっていると。これが大きな要因となってござい

ます。

●委員長（竹田委員） 13番。

●室﨑委員 普通のお店に直していいますと、企業会計ですからそういう言い方をさせてもら

いますが、どうして売り上げが減ったんですか、お客さんが減ったんですと。こういう話で

すよね、今のは。簡単に言うとね。我々のような者がわかるような言い方をすると。その要

因なんです。
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●委員長（竹田委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 病院はドクターがいて診療を行う機関でございます。簡単に申

し上げますと、医師の体制が年々整わなくなったと。以前は６人から、多いときで７人ほど

おりました医師が、現在、常勤で５人。さらには、夜間救急、それから入院部門を含めまし

て５人体制のうち、専門に行っていただける医師が４人という体制の中では、やはり前の３

人体制で入院を受け持っていた数を２人で全体的に補うということがなかなかできないとい

うことが患者の減につながっているということもありますし、それから、当然人口が減って

おりますので、それに対する患者の減ということは、町立病院だけではなくて、全道、全国

で言われていることでございます。そういったさまざまな要因の中で患者数が減ってきてい

るということもあろうかと考えてございます。

●委員長（竹田委員） 13番。

●室﨑委員 人口が減っているからというような話は今余りしないほうがいいんじゃないです

か。これだけ大きく１億1,000万円も他会計補助を出す原因になったのは、厚岸町の人口が減

っているから、こういうことにはならんでしょう。やはり医師の体制がきちんとできていな

いために、１日に診る患者の量を減らさなきゃならないというようなことなわけでしょう。

それはそういうふうにおっしゃれば、それで一応納得できますよ。そのときに、あれもない

か、これもないかと探してきて、棚の上からほこりを払って持ってくるような理由はやめて

おいた方がいいと思いますよ。

、 、それで やはり医師の体制が整わないために収支が悪化せざるを得ないんだというものが

こういうところにはっきりと明確に数字になって出てくるというふうに解釈すればよろしい

んですね。

●病院事務長（土肥事務長） そうですね。先ほども申し上げましたとおり、診療を行うの

は医師ですので、医師の体制が整わなければ診れる患者数はもちろん限られるというこ

とでは、収支の悪化につなが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 大きな要因なのかどうかわからないんですが、ちょっとこれも関連するので、こ

のまま言わせてください。

町立病院では、昨年、大変不幸な事故がありましたよね。それで、現在も、その事故に遭

われた方はまだ大変な状況にあるというふうに聞いております。そういうことがあったから

なのかどうか、それをちょっとご答弁いただきたいんですが、前に厚文で資料を出していた

、 、だいたときにびっくりするような数字が出て なぜかということでお聞きした件なんですが

全身麻酔によるところの手術が行われていないという話をそのとき伺いました。たしか前の

年だというと、50件か60件あったのが、事件とは言いませんよ、事故ですよ、その事故のと

ころでとまって、たしか４件ぐらいで、その後ずっと行われていないというふうに伺ってい
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ました。こういうものもやはり収支には相当大きく影響してくるんじゃないかと、そのよう

に思うんですが、この点について、病院としてどういう状況なのかということについても説

明をいただきたいわけであります。

●委員長（竹田委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 昨年５月の段階で不幸な事故が当院で起こっております。その

後、院内における対策会議、委員会というものを立ち上げまして、そこでさまざまな当時の

状況、あるいは、その現場における設備、機器、それから職員体制はどうであったのか等々

の検討を重ねてきております。

その結果、すぐに再開するにはといった検討がまだこれから必要だという判断に基づきま

して、さらに大きな、関係者だけではなく病院としての対策会議、これは医療安全対策会議

がございます。そこに当時の状況報告を行いまして、今現在、４回ほど時系列的な事実の報

告を受けながら、その時々の対応がどうだったのかということを含めて対策を重ねておりま

す。

今現在、手術の状況ですが、そういった検討の途中にもございますので、全身麻酔につい

ては今現在控えようという院内での方針が打ち出されております。今後の安全対策委員会で

の一定の方向が出ました後に、全身麻酔の実施についても再度検討すると。その場合には、

何が足りなかったのか、何に注意しなければならないのかといったことも含めて今検討をし

ている最中でありまして、今現在は一時控えているという状況でございます。

件数等のお話もありました 平成19年度におきましては この全身麻酔と言われる数字が15。 、

件、それから平成20年度においては15件ございました。今年につきましては、その事故後、

麻酔をかけて手術に至っておりませんので、まだ今年は全身麻酔については実施されていな

いという状況でございます。

これらの収支状況を含めますと、年間相当数の額が影響すると考えておりますし、また、

手術だけではなくて、入院患者として入院されるわけですから、そのカウント的には４人か

ら５人は変わってくるだろうと。外科で受けて、再度内科にとか、そういった他科への転院

もございます。それらを含めますと、入院患者の減、昨年に比べると９人から10人程度の減

がありますが、そういった手術を控えているという要因もそこには含まれると言っていいと

思います。

●委員長（竹田委員） 13番。

●室﨑委員 最初の質問のときには、医師の体制が整わなくてということで終わったんだけど

も、もう一歩突っ込んで聞いてみると、こういう大きな要因もあると、そういうことですよ

ね。ただ、私、だからけしからんとか何とかということは全く思っておりませんので、誤解

しないでいただきたい。

病院としては、ああいう不幸な事故を非常に重く受けとめて、一体そこでどこを改善しな

ければならないのか。過失があったなかったの問題じゃありませんよ。ああいうものを二度

と起こさないためには、なお改良すべき点はどうなのかということを今きちんと検討してい
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っているわけですね。そして、設備、人員配置、あるいはそれ以外の機構、そういうもの全

部について洗い直しをかけて、そして、こういうようなことが二度と起こらないようにする

体制をつくっていこうとしているということだというふうに理解しているんですが、それで

よろしいんですね。

●委員長（竹田委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 器械、設備含め、それから人員配置、それから、そもそも、こ

の町立病院としての規模でどの程度の手術を行うのか、どこまではできるのか、どこができ

ないのか、そういったことも含めて、今、管理職からなる安全対策委員会の中で検討してい

るという状況でございます。

●委員長（竹田委員） 13番。

●室﨑委員 というような病院の非常に真摯なる態度が町民には見えないんですよ。それで、

あの事故以来、もう町立病院は手術をやめたんだそうだと。やっぱりできないものをやって

いたんじゃないかというような式のレベルで判断されるおそれが非常に強いんです。

だから、やはり町立病院としては、ここまできちっと受けとめて、こういうものについて

今こうしているんだということを町民に広く情報を出すことが、まさに町立病院の信頼を得

るために非常に大事なことで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） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 町立病院では、決してこの事故がよくあるミスですとか、取り

違えとか、そういったことではなかったという判断で今まで対応策等々を検討しながら進め

ておりますが、これは相手もありますことですし、それから、当事者としての医師の立場も

ありますことから、大変デリケートな問題として今までは取り上げてきていたという状況に

はございます。

ただ、地域の基幹病院としての外科を掲げて、一定程度の外科手術を行うというふうに今

まで進めてきた中では、確かに町立病院の手術というのは今現在どうなっているのかという

ことは、町民の方々の不信を買う、あるいは不安となるところの要因であったということは

反省してございます。

大変デリケートな問題も含めて、今まで検討も含めて対策を行ってきたわけでございます

が、一定の結論も間もなく出ようかと考えてございます。それとあわせて、今回のことをど

ういうふうな周知といいますか、お知らせといいますか、方法があるのか、これは医局との

相談にもなりますが、検討してみたいと考えております。

●委員長（竹田委員） 13番。

●室﨑委員 一般町民についてはわかりました。



- 95 -

それで、デリケートであるという話をおっしゃっていましたが、こういう事故があった。

そこではこうであるということは議会ではきちっと説明していますよね。それで、その後の

話は全くなかったわけで、この前、厚文でもってこちらの方からお聞きして、そういう話が

出たわけですけども、こういう病院の対応について悪いと言う人は、少なくとも議会はいな

いと思うんですよ。

それで、院内対策会議というのはいつ立ち上げたのか。何回やったのか。何月何日にどう

いう人が出てやったのか。固有名詞までは要りませんがね。そこでどんなことを検討したの

か。それから、その後に今度、それを基礎にして病院安全対策会議というのが立ち上がった

わけでしょう。それがいつ立ち上がったのか。４回というのはいつなのか。どういう人が出

ているのか。何を検討しているのか。それを、これまた口で言われたら、ずっと時間がかか

ってかなわないと思うので、一覧表にして新年度予算のときに出していただけませんか。そ

ういうことでもって、そこまできちんとやっているんだということを示してほしいんです。

よろしくお願いします。

●委員長（竹田委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 今現在、各資料をもとに検討している段階ですので、その時々

の、今日はこの部分をやった、その次はこの部分をやったということは、経過の中でまだ継

続している部分がありますので、表として表示できるかどうかちょっとわかりませんけれど

も、資料としては検討して、用意させていただきたいと思います。

●委員長（竹田委員） 13番。

●室﨑委員 検討内容について書けと言っているんじゃないんですよ。こういうことをという

表題があるでしょう。それで、それ以上はちょっと出せないというふうに私も思いますので

ね。検討してみたらこんなことがあったなんていうことを全部箇条書きにせなんては言って

いませんから、そういうことで、できればお願いしたい。そういうことです。

●委員長（竹田委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） わかりました。用意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） 他にございませんか。

（な し）
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●委員長（竹田委員） ２項の医業外収益を閉じてもよろしいですよね、ここで。なけれ

ば。

（ 私はいいです」の声あり）「

●委員長（竹田委員） いいですね。他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、お昼から、収益的支出から入りたいと思います。

お昼のため、休憩をいたします。

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。

８ページ、収益的支出から入ります。

１款病院事業費用、１項医業費用。

10番。

●谷口委員 現在、町立厚岸病院は、研修医を受け入れているんでしょうか。

●委員長（竹田委員） 病院事務長。

（ ） 、 。 、●病院事務長 土肥事務長 年間 その都度受け入れてございます 今年度につきましても

現時点で４名の研修医を受け入れております。

●委員長（竹田委員） 10番。

●谷口委員 それで、期間はどういうふうになっているんですか。

●委員長（竹田委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） これは、研修を受けられる研修医の方の希望にもよりますが、

短い方では11日間、長い方で１カ月間、それぞれでございます。

●委員長（竹田委員） 10番。

●谷口委員 そうすると、これは主に後期の研修を予定して来られているんでしょうか。前期
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ではなくて。

●委員長（竹田委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 後期の研修ということになります。

●委員長（竹田委員） 10番。

、 、 、●谷口委員 それで この研修医制度なんですが 厚岸町が受け入れをしているということで

この費用についてはどういうふうになっているんですか。収入、支出それぞれ教えていただ

きたいというふうに思います。

●委員長（竹田委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 既にドクターの資格をお持ちでございます。それぞれ所属する

医療機関、病院に入っておりますので、そちらから賄われて、うちは単に協力機関としての

受け入れを行っていると。費用は派遣元が負担しているということになります。

●委員長（竹田委員） 10番。

●谷口委員 そうすると、今はそれぞれの所属先の費用で、厚岸町で、言ってみれば短期間の

研修をやっているということなんですね。

それで、この研修医制度が始まって６年ぐらいですか。今まで、前期あるいは後期と

分けていいますと、前期はいらっしゃったんでしょうか。

●委員長（竹田委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 今までといいますのは、昨年とかその前の年からという……

（ 始まってから」の声あり）「

●病院事務長（土肥事務長） 前期、後期の区分けというのは、ちょっと今、手元に資料があ

りませんので、調べるために時間が必要になりますが。

●委員長（竹田委員） 10番。

●谷口委員 できましたら、2004年から始まった制度だと思うんですけど、この制度が始まっ

てから、厚岸町に研修医として研修に来られた先生方の内訳を教えていただきたい。それか

ら、もし、そのときの費用負担等があった場合は、それもあわせた資料として、新年度予算

のときまでに提出していただきたいというふうに思いますが、お願いできるでしょうか。
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●委員長（竹田委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 資料について用意したいと思います。

（ よろしいです」の声あり）「

●委員長（竹田委員） あとはございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） ９ページ、２項医業外費用。ございませんか。

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。

９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。

資本的支出に入ります。10ページ。

１款資本的支出、１項建設改良費。ございませんか。

次に、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。

第６条、他会計からの補助金。

総体的にありませんか。

13番。

●室﨑委員 話は少し遡るんですが、平成21年10月の広報あっけしに、14ページですね、医科

専門学校への推薦制度についてという記事が載っております この内容について 何か平成21。 、

年度だけではないようで、その前の年にも恐らくあったんじゃないかと思うので、そのあた

りから内容について教えてください。

●委員長（竹田委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 広報の内容でございますが、以前より学生の実習先として指定

を受けまして、関西医科専門学校からの学生を受け入れてきておりますが、その関係で、学

校の方から、厚岸町からの推薦枠として、理学療法学科に対して２名の推薦枠を用意されて

いると。これは２部、１部の理学療法学科でございますが、それによって受験料や授業料の

減免が受けられる制度があるということで、厚岸町からの推薦枠を広く応募する内容で広報

に載せてございます。



- 99 -

●委員長（竹田委員） 13番。

●室﨑委員 平成21年10月の広報に載ったんですけど、平成20年度はなかったんですか。

●委員長（竹田委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 平成20年度においても、平成19年９月10日までの締め切りをも

って、そういった通知が来ておりましたが、この時点では学校等への推薦枠の制度について

の紹介をさせていただいておりますが、広報への掲載は行ってございませんでした。

●委員長（竹田委員） 13番。

●室﨑委員 平成20年度の連絡が平成19年４月10日の締め切りということはないでしょうね。

それ、ちょっと日付間違っていると思いますけども。まあ、あったんですね。それちょっと

確認してくださいね。だけども、町民に周知はしなかったと、そういうことですね。

その次に今度は、平成21年度になるんですね、平成21年10月の連絡は。平成22年度、関西

医科専門学校の推薦制度の指定機関となったというのが平成21年10月号で掲載されたんです

が、これは、この学校からいつ連絡があったんですか。

●委員長（竹田委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 学校からの連絡につきましては、平成21年８月14日に町立病院

で受け付けてございます。

●委員長（竹田委員） 13番。

●室﨑委員 内容について、受験料や授業料の減免というふうに言っているんですが、２年続

けてこういうものが来たんですね。

●委員長（竹田委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） そのとおりでございます。

●委員長（竹田委員） 13番。

●室﨑委員 まず、平成21年の広報に載ったところからお聞きしますが、厚岸町は一銭も出さ

ないことになりますけども、先様の総事業費は幾らぐらいだったんですか。

●委員長（竹田委員） 病院事務長。
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●病院事務長（土肥事務長） 推薦入学の枠を設けたということで、それに対する推薦をして

いただければという通知依頼ということで、通知元であります専門学校でのそういった額的

なものは、町立病院では押さえてはございません。

●委員長（竹田委員） 13番。

、 。●室﨑委員 私は間接的にちょっと調査したんですが 減免の減というのは半額だそうですよ

それから、これも成績によっては、まだもっといただくこともあるかもしれないと言ってい

るんですが、向こうが考えているのは半額だったそうです。それから、免というのは、授業

料を全くただにしますよというんだそうです。それで１人ずつと。ただ、応募が多くてとい

うときには、それも考えようと思っていたというような話だそうですが、そこははっきりわ

かりませんが、これは大体３年か４年行くわけでしょう。それで700万円ぐらいというふうに

私は聞いています。あなたのほうでは、そんな調査もしなかったんですね。

それで、これが10月１日号に載ったんですよ。10月号に。それで締め切りは10月15日なん

。 。 、 。ですよ その前の年はもっと悪いんですよ 棚にぽんとほうり込んで 周知すらしなかった

そして、応募者いませんとやったんですね。今回は10月号に載せて、10月15日が締め切りで

すよと。しかも、出身高校の評定書を持ってきてくださいというわけですよ。厚岸の翔洋、

元の水産、あるいは潮見を出た人なら何とかなるでしょう。在校生も何とかなったかも

。 、 。しれない でも 札幌の高校あたりを出たような人がこれを見たってどうにもならない

、 。 。それから ここに年齢不問だと書いているんですよ 年齢を問わないというんですよ

それで、私もこれ見ましてね、実は、親御さんから涙まじりに相談を受けているような

ことが、あのころ三つ、四つあったんです。いわゆる派遣切りだとか、東京に出ていて

勤めていたんだけど、その会社がつぶれてしまったとか。それでたまたま私が受けたの

は全部息子さんでしたが、何とか人生立て直したいと、厚岸あたりで就職先ないだろう

かと、こういう話を受けていたんですよ。ないんですよ、そういうところは。

それで、こういうようないろいろな資格を取ってやっていくというようなことも考え

、 。 。たらどうですかと言っていた矢先に この記事が出たんですよ それで電話しましたよ

こんなのありますよ。だけども、時間的に間に合わないですよ。10月１日に受け取った

って２週間しかないんですよ。

何でこんなに遅くになってから出したんですか。それから、何で前の年は発表すらし

なかったんですか。理由をきちんと教えてください。

●委員長（竹田委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 今年につきましては、そういう通知がありまして、私ども、す

ぐに思い浮かんだのが潮見高校、翔洋高校ということで、９月18日付で直接担当者を学校

の方へ出向かせまして、推薦の依頼を説明とともに行った経緯がございます。その後、

直接の担当をしております理学療法、リハビリテーションの方から、実は実習に来られ

ている方々の中にも、中途で入学されて、年をとっている方も来ていると。実際そうい

う方が大勢来ておられます。そういった方への周知というのはやっぱり必要でないのか
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、 、 。ということを聞かされまして はっと思いまして どうにか周知の方法はと考えました

今年につきましては、そういった病院の中での協議がおくれてしまって、できれば10

月号ではない、もっと早い段階での周知ができればよろしかったんですが、気づくのが

遅かったという関係上、ちょっと期間のない中で募集のお知らせをしたということで、

私どもとしても、その対応のあり方につきましては、今後きちっとした検討をして、毎

年あることですので、準備をしながら、必ずその時期には来るんだということの認識の

もと、きちんとした広報の枠というものも押さえておくべきではなかったかなと反省は

してございます。

平成20年度につきましても、文書通知のみで終わったところでございます。そのあり

方については、どういうふうに検討されたのかにつきましては、私はきちんとしたもの

は押さえておりませんが、対応のあり方については不十分であったと、このように考え

てございます。

●委員長（竹田委員） 13番。

●室﨑委員 世の中が好景気で、もうみんな就職先、あっちこっちから来てください、来てく

ださいと引く手あまたで、今ある派遣の問題なんていうのは聞いたこともないというような

時代なら、まだ、こういう話にも町民の目はそれほど厳しくないかもしれない。でも、今、

就職先もないような人たちに、雇用促進どうするかといって町を挙げてやっているわけでし

ょう。国の方も、それが十分かどうかについては大いに議論のあるところだけども、５カ月

５人でしたか、特別予算をつくって、そして町でもやってくださいといって、厚岸町でも募

集しましたよ。でも、来ませんわね、思っていたほど。それはそうですよ。半年やそのぐら

いでもって切られてしまって、先がわからないような就職先に、あなた来ませんかと言って

も、そんなものに行っている時間があったら、きちんとした就職先を探しますよ。どうして

もそうなるでしょう。それでもなおという人のための制度なんだと言われればそれまでです

がね。

でも、こういうような生涯にわたっての生活設計が立てられるような資格をきちんと取っ

て、この後のきちんとした職種についていくというのが本当の意味での就労支援でしょう。

それを厚岸町は町を挙げてやっていたんじゃないんですか。そういう感覚ゼロですね。それ

はまちづくり推進課がやることだと、おれの方は関係ないわと言わんばかり、前の年に至っ

ては論外だ。そのときはあなたが担当でないから、詳しいことがわからないとおっしゃるな

ら、それ以上は言わないけれども、これは一体どういうことなんだということなんですよ。

それで、毎年来るものと思って、これからも口をあけて待っていますというようなこ

とを言ったけど、来ませんよ、こんなもの。私が相手先ならば、こっちへもう調査を回

していますよ。どうして来ないのか。要するに、出した先では相手にしてくれなかった

と。これじゃ、厚岸町というところは、私の方でもって授業料まで免除してご協力しま

しょうと思ったけども、そんな面倒くさいことできるかという態度だったんだなと判断

するのが普通でしょう。どうします。これに対して、いや、今度はちゃんとするから、

。 。いわゆる平成22年度からはきちんとしてくれという応対していますか いかがでしょう
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●委員長（竹田委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 対応については、大変不十分であったと私どもも反省はしてご

ざいます。十分な期間を持って周知するなり、説明できる、あるいはまちづくり推進課と協

力できる部分があれば、そちらともするというようなことを進めるべきだったなというふう

に反省はしてございます。

平成22年度については、こういう形で、学校からも推薦枠としての申し入れがなかったと

いうことも含めて大変残念ではございますが、できる限り、その次の平成23年度ももしそう

いった枠をいただければ、それに向けて対応できる限りの周知方法、あるいはお知らせを含

め、対応していきたいなと、このように考えております。

●委員長（竹田委員） 13番。

●室﨑委員 私、そんなこと聞いているんじゃないんですよ。

町長、それで、これは相手に対して大変失礼なことをやってしまったんですよ。結果にお

いて。向こうからちゃんとそういう推薦枠を出して挙げますよというようなことを言ってい

るのに対して、こっちできちんとした返礼していないわけですよね。やはりこれは事務的な

手違いがあって、こういうことだったんだけれども、決してそういうものではないんだとい

うことの意思を対外的に表明する必要があるんじゃないかと思いますけど、今の事務長の話

を聞いていると、言ってきたら、今度はちゃんとやるよというだけの話なんですけど、それ

以前の問題があると思うんですが、いかがでしょう。

●委員長（竹田委員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えをさせていただきます。

申しわけありませんけれども、私自体も今の質疑で初めて承知をいたしたところでござい

ます。その中で、そういう配慮があったということについては、大変厚岸町に対する期待が

大きかったのかなということも痛感させていただいているところであります。

それぞれを考えますと、どういう内容で、どういう経緯でそうなったのか、今質疑に出て

おりますが、町長としても、さらにそれを精査しながら、相手に礼を失するようなことがな

いように対応しなければならないと、そのように考えます。

（ 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、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。
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、 、 。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） ご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45号 平成21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。

６ページ、事項別明細書をお開き願います。

７ページ、歳入から進めます。

款項目で進めてまいります。

11款１項１目地方交付税。

15款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金。

２目民生費国庫補助金。

22款１項町債、４目農林水産業債。ございませんか。

なければ、以上で歳入を終わります。

９ページ、歳出に入ります。

２款総務費、１項総務管理費、８目財政管理費。ありませんか。

11ページ。

３款民生費、１項社会福祉費、４目老人福祉費。ありませんか。

13ページ。

４款衛生費、１項保健衛生費、５目病院費。ありませんか。

15ページ。

５款農林水産業費、１項農業費、５目農地費。

３項水産業費、５目養殖事業費。ございませんか。

17ページ。

７款土木費、２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費。ございませんか。

19ページ。

８款１項消防費、２目災害対策費。

13番。

。 、●室﨑委員 先に資料をお願いいたしました 精緻で懇切丁寧な記事を出していただきまして

ありがとうございます。

これを見まして問題点がよくわかりました。特に、３ページ目にまとめられている、細か

な数字だとかそういうのは資料で読めばわかることですので、今言いませんが、３ページ目

で今回の津波による教訓というのが書かれていまして、大体私も見たり聞いたりしたところ

から出たのがほぼ網羅されているなと思いました。

こんな長い津波の警報が出てから、警報が出っ放しになって、丸一日避難所にいてくださ
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いというようなものは、通常、我々は考えていなかったわけですよね。50年前にチリ地震津

波が来ているんですけども、あのときはまさに寝耳に水、警報も何も出る前から津波が来て

しまっていたわけですから、それとやはり50年たちますと当時の大人の方はいいお年寄りに

なっていますし、きちんと全体把握している人はもう本当の少数になっていますので、やは

りこういうものについてはわからなかったなという気がいたしました。

それで、１波より２波、２波より３波というふうに大きくなってきて、一番大きな波が来

るころには、この程度なら大丈夫だよと言って、帰る人が非常に多かったということもここ

に書かれています。それから、避難所や避難場所にいてもなかなか大変なので帰ってきたん

だという声も聞きます。

それでまず、そういう長時間に及ぶ場合というのが、ここに長時間という言葉が幾つも出

てきますが、やはり余り考えられていなかったということでないかと思うんです。まず長時

間になりますので、食事を避難場所でとらなきゃならないということなんですよね。厚岸町

には、炊き出しをする特殊な釜が、何ていう名前だったかちょっと忘れましたが、現在、湖

南地区は社協に、湖北地区は役場にあるわけですよね。２台持っていますね。こういうもの

は、被災のときの炊き出しとしては考えていたけど、避難のときの炊き出しとは考えていな

かったということではなかろうかと思うんです。そのあたり、まず、食料調達というような

問題があったのではないかというふうに思いますが、現状、どういう状況にあって、そこで

もって、今後こんなことにしていかなきゃならないというような部分ではいかがでしたでし

ょう。

●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。

今、委員ご指摘のとおり、今回のチリ中部地震に伴います津波の日本への到来についてで

ございます。まさに地球の裏側で、22時間から24時間ということで時間がかかるところでご

ざいます。そういう意味で、時間があるからといって安心できるものでもございません。あ

る報道によりますと、ジェット機並みのような速さで来るというようなこともありますけど

も、一般的には22時間から24時間、チリの場合はそのような速さで到達するということで、

発生時、日本時間で整理してございますけども、日本時間で15時、ですから、22時間で13時

、 。というような時間帯になるかと思いますが それを全く想定していたわけではございません

、長時間にわたってどのようなことが起こるかということはある程度想定はしておりましたが

気象庁の想定では、北海道、青森、宮城に対して大津波警報、それから、それを除く太平洋

沿岸一部地域に警報が出されました。これは時間を逆算するとおおむね13時ごろということ

の報道で、町としては、その対応に当たったところでございます。

そこで問題になるのは、やっぱりこの長時間ということでございました。最大754名の方が

避難されたわけでございますが、それぞれテレビ等でもう既に情報を得られておられて、こ

れは長い時間になるぞというふうに思っておられた方は、車等で、簡単に申し上げますと、

軽食等を持ちながら避難された方もいたようでございます。

ただ、ここで問題は、予想到達時間が過ぎて来なかったというところをもって帰られたと

いうことが非常に残念といいますか、勧告でございますので、強制力がないところで残念な
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ところでございました。そうすると、だんだん徐々に、時系列でいきますと避難される方た

ちも減ってまいります。そこで炊き出しをどうするかということもいろいろ考えましたが、

要するに減る一方であると。それで再度また勧告を、例えば指示とかに上げて、避難してく

ださいということでお願いをして、そして、そういう炊き出し等をやるというようなことも

いろいろ頭の中でぐるぐる考えましたが、最終的には、それぞれの判断で自宅へ戻られた方

が多くなりまして、炊き出しをするというまでもなく、町の非常食、乾パン類等をもって対

応できる範囲でやりましょうということの決断に達しまして、今回はその措置をとらせてい

ただきました。

ただし、これは、結果論でございまして、これがもっともっと、例えば、この地球上でど

のぐらいのマグニチュードの規模の地震があったかわかりませんが、どういう事態が発生す

るか全く人としては想定できません。したがいまして、こういうことも想定しまして、炊き

出しのできる、そういう機械、それから、それをおにぎりだとか、そういうものにする人、

それから、それをつくる安全な場所、それらもすべて今後想定していかなければ、こういう

長時間にわたった場合のことも想定して、今後のマニュアル的なものを構築するなり、要す

るにマニュアルの大切さというか、そういうものをグレードアップしていかなければならな

いと、このように感じたところでございます。

●委員長（竹田委員） 13番。

●室﨑委員 もう大体一通り全部わかっていらっしゃるから、余り私のほうが言っても釈迦に

説法だとは思うんだけれども、今回、大津波ないしは津波というから、非常に大きいのが来

るぞと。前回のチリ地震のときには、浜中町がひどかったんですけども、厚岸町はそれから

見れば人的被害というようなことでは少なかったんですが、それでも、例えばこの役場のあ

るあたり、ここらはみんな床上浸水しましたよね。隣にあった木工場なんていうのは、完全

に床の上まで上がってしまって、がちゃがちゃになっているんですけど、そういう経験をし

た人たちはすぐリュックをしょって山の上へ上がっています。

それで、今回、悪い意味での教訓になってしまうおそれがあるんですよ。３メーターぐら

いの津波が来るだろうといったら、せいぜい60センチだと。そうすると、５メーターといっ

たら、それの５分の１ぐらいに考えておけばいいというふうにみんなが思ってしまうと非常

に恐ろしいわけですよね。たまたま今回はよかったけど、この逆だってあり得るんだから、

そのあたりで、やはり避難というものについてはきちんと考えた方がいいということをどう

みんなにわかってもらうか。

それで、やっぱり悪く考えたくないんです。自分の今いるうちが波にのみ込まれて、自分

だけは命からがら山の上に逃げて、その壊れていくのを見なきゃならないなんていうことは

想像するのも嫌ですから、いい方にいい方に考えたいのは人間心理です。大したことないだ

ろうというふうに思いたいです。そういう心理の中で避難を考えなきゃならないというのは

非常に難しいので、そのあたりは専門家も入れてよくご検討いただいて、どういう方法がい

いのかということはきちんと進めていただきたい。

それで、津波のシミュレーションの画像も私見せていただいたんだけど、ああいうものも

また上手に使っていただく。あれだけではないと思うんですけど、ありますので、お願いし
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たいということです。

それで、ここにずっと書かれている中で、一つちょっと私が思ったんですが、書かれてい

ないことが一つありますので申し上げますが、避難場所というのが、避難施設ではなくて、

避難場所もあるんですよ。それで、そういうところに行った人たちは、自動車で行った人は

何とかその中にいたので寒さをしのげたんだけども、徒歩で行った人は寒くていられないん

ですよね。こういう問題があるんですよ。この点についてはどんなふうにお考えでしょう。

●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。

１ページの表と一番左側、避難場所及び開放した施設というところかと思います。避難場

所につきましては、今、委員ご指摘のとおり、施設のない、いわゆる隠れる場所のない避難

場所、それから施設のある場所、双方それぞれございます。及び開放した施設というのは、

避難場所には指定はしてございませんが、お願いをして、要するに開放したという意味で、

ここにはこういう表示をさせていただきました。

今回、長時間にわたったことによる施設のない避難場所、隠れるところのない避難場所、

これについて考えました。津波が来る時間帯に移動するときに、津波が来るようなところを

通らない場合は、通常避難場所としているところ以外の施設についても開放したところでご

ざいます。真龍中学校以下、ネイパル、それから東岸寺、酪農ふれあい館等々、指定されて

いない部分についても今回は開放させていただきました。これの一つの教訓になるのではな

いかというふうに考えて、これは本部の判断で開放させていただきました。

そういう意味で、要するに隠れる場所がない、単純に敷地のあるところは、職員はもとよ

り避難される方は、車でない方は着の身着のままであったり、きちっと防寒対策をとってこ

られる方もおられるかもしれませんが、車で来られる方は車、それぞれいろんな形態がある

と思いますが、それらも想定しまして、いわゆる春夏秋冬、どういう季節であっても対応で

きる、そういう避難場所の選定についても今後十分考えていかなければならないところでは

ないかと、このように考えております。

何しろ、真冬の大雪のときに、例えば今日、雪が50センチ積もっている状況で、あと10分

で到達するといったときには、これはもう遅いということでございますし、そこに自動車が

行けるかということになれば、行くことは当然できません。ですから、災害というのは人間

が想定することは全くできないというふうなことで、とにかくいろんなことを、こういうこ

、 、とがあったらどうなる こういうことがあったらどうなるということを常日ごろ考えながら

マニュアル的なものをどんどんどんどん高度なものにしていかなければ、多種多様な災害に

十分に対応することができないのではないかと担当としては考えております。

そういう意味で、今回は幸いにして人的被害、それから物的被害は現在のところ報告され

ておりませんが、今後の極めて重要な、かつ貴重な教訓になっていると承知してございます

ので、ご理解賜りたいと存じます。

●委員長（竹田委員） 13番。



- 107 -

●室﨑委員 漁業被害が幾らかあったような話も聞いているんですが、それについてお聞かせ

ください。

●委員長（竹田委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 私どもで確認されている今の状況ですけども、津波の被害

で直接的には漁獲物には被害がありませんけども、カキの垂下施設で、３名の方の垂下

施設が少し動いたようで、それは自分方で直せましたということで、実際には、カキな

どには被害がないということで、ほかには、漁組に対しても報告は受けておりません。

以上でございます。

●委員長（竹田委員） 13番。

●室﨑委員 地球の裏側からやってくるような大きな津波としては、軽微と言っては被害に遭

った方には大変失礼なんだけども、予想されるようなものから見ると軽微であったと。しか

し、被害がゼロであったとは言えませんよという状態であったというふうに受け取ればよろ

しいわけですよね。

それで申し上げるんですが、今回これだけの大きな騒ぎになりました。これが被害がなか

、 、ったんで良かったということはそのとおりなんですが やはりこれは議会で行政報告として

今お聞きしたような全体についてやるべきではなかったかと思うんですよ。その点いかがで

しょう。

●委員長（竹田委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 特別、行政報告をすべきかどうかということは、部内でも実は

議論をしておりませんでした。といいますのは、今、ゼロではなかったということでご

ざいましたけれども、人的な被害もなかったということで、議会の行政報告まではしな

くていいのではないかという勝手な判断をさせていただきました。

●委員長（竹田委員） 13番。

●室﨑委員 こんなときには行政報告しなきゃならない、こんなときはしなくてもいいという

基準があるわけじゃないというのはよくわかっています。ただ、今の話を聞くと、今後に向

けて一言苦言を呈さなきゃならないと思います。

被害が少なければ行政報告は必要ないというような一面的判断であったとするならば、大

変問題です。やはり今回いろいろなことを学ばざるを得ないような状態であったわけです。

それから、住民は、8.7％といいますから、全体のその数から見れば、その避難勧告の出た

、 。地域全体の人から見ればわずかかもしれませんが やはり血相を変えて逃げているんですよ

そして、その結果、やれやれというわけでもって、その早い遅いは別にしてもうちへ帰って

。 、 、いるんですよ 町としても 防災無線はあのウーという音を出してがんがんやっていますし
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それは大きな騒ぎだったんですよ。その結果がこういうことで被害は少なかったと。それか

ら、こういうことに問題があることは、その後、検証していったことでわかったと。今後に

ついてはこういうところを中心に、こういう対策についての、今、総務課長の言葉を借りる

とグレードアップをしていかなきゃならないというような話は、やはりまとめて行政報告と

してすべきものではなかったのかと。それについて検討もされていないということであるな

らば、それはいささか問題でないかと。そのように思いますけど、いかがでしょう。

●委員長（竹田委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 実は、この対応をとった後、全職員に対してメールを総務課か

ら発信させていただいております。といいますのは、こういう冬期間、しかも、なおか

つ長時間にわたって避難の勧告をさせていただいたままで、職員はそれぞれ指定されて

いる避難場所に配置をさせていただきましたけれども、どういう反省点があったのか、

どういうことがよかったのか、悪かったのか、気づいた点を全部報告してほしいという

対応を今とらせてもらっている最中であります。

今日、ここにまとめさせていただいたのは、そのうちの抜粋だと私は思っています。

最後に教訓というふうに書かせてもらっておりますけれども、これはまだ途中の段階で

あります。災害対策本部の中枢を担っている総務課で情報の集中管理はさせてもらって

いますけども、その中で気づいた点を列記させていただいておりますけども、まだまだ

このほかに意見があるというふうに私は感じております。それらをまずまとめる必要が

あるだろうというふうに感じておりまして、そのまとまったものをもって、先ほど総務

課長から答弁をいたしましたけれども、対応について今まで及ばなかった点、これらを

どうしたらいいのかということもよく議論をして、その上で対応を図っていくこと、こ

れがまず大事だろうというふうに感じておりまして、先ほど答弁申し上げましたけれど

も、行政報告ということまでは、申しわけありませんけれども、頭になかったというの

が正直なところでございます。

今、ご指摘をいただきましたけれども、これだけ長時間にわたり、しかも、なおかつ

全町、沿岸地域に対して勧告を出したわけですから、以後、行政報告をきちっと意にと

めて対応させて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。

10番。

●谷口委員 資料をお願いしたのをいただいているんですが、先に室﨑委員が質問しておりま

すから、なるべく重複しないようにというふうに考えますが、今回の津波で、以前のチリ地

震津波が教訓として生かされたのかどうなのかという点では、非常に後から考えても、ある

いは報道等を見ていても感じるわけですけれど、以前の地震の方がはるかに地震の規模も大

きかったということで、それを若干下回っている地震であったということから、津波が今回

は各地区わかりませんけど、ある意味、予想を下回るような津波だったのかなというふうに

思うんですけれど、今回一番教訓としなければならないのは、ああいう遠隔地で起きた地震
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による津波がどういうふうに来るのかということの予測というか、そして、その後で救急等

に当たったという、そういうことがきちんと分析、解析されていなかったということが、今

回残念ながら、多くの人は一時的には避難をされたけれども、その後に高い潮位の変化等が

見られても、そのときはもうみんな避難を終わっているということになってしまったのでは

ないのかなというふうに思うんですね。

ですから、町や、あるいは報道等を通じて地域の住民が得た情報は、１波を気をつけてい

れば、大したことがなければ、２波、３波はそれほどでもないんではないのかという先入観

を、厚岸町の人だけではなくて、全国的にそういうふうな感じを持ってしまったのが今回の

津波であったんではないのかなというふうに思うんですね。

ですから、１時半に来るのではないかということで、一時はみんな逃げたけれども、その

ときほとんどの地域がそれほどの潮位の変化が見られなかった。あっても20センチ、30セン

チというような状況だったと思うんですね。それが時間がたつにしたがって、２時前でした

か、１メーター以上の潮位変化が見られたということがありましたよね。

そういうことで、遠くからの津波は１波、２波目が大きいという報道はしているけど、実

際どういうものなのかということがやっぱりきちんとわかっていなかったし、そういう怖い

ものだということを徹底する必要があったんではないのかなということが今回は特に教訓と

して持たれるんではないのかなというふうに思うんですね。

それで私が言いたいのは、そういうことでいえば、やはり２波目、３波目の潮位の変化に

ついてはきちんと伝えるべきではなかったのかと。２波目、３波目が大きくなっていってい

ますよということを伝えなければ、潮位の変化が見られますので引き続き注意してください

ぐらいではだめだし、そういう根室や霧多布や、そういう大きな変化がある場合には、もう

少し緊急性を増した徹底が必要であったのではないのかなというふうに考えるんですね。そ

ういう点でいえば、ただ防災無線で言うだけでなくて、必要なときには広報車も出すと。た

、 、 。だ 津波が来る以前のときには消防だとか そういう車が少し広報して歩いていましたよね

それ以降はそういう車はぴたっととまってしまって、山の上に行って待機しているというよ

、 、 、うな状況なんですけど やはり変わった情報があったときには 内外ともに緊迫度というか

そういうものを持った周知徹底が必要ではないのかなというふうに思うんですが、その辺で

はいかがなんでしょうか。

●委員長（竹田委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

委員は既に新聞で社説をお読みかと思います。これを読んで、私は本当に心にぐさっとき

たところがございます。

「震源地が遠いほど第１波は小さく、でも、その後は大きくなるという。津波の速度は沖

合ではジェット機並みの速さになる （中略）幾ら警報システムが整備され、避難の指示、勧。

告が出されても、人々の意識が薄ければ被害は防げない。各自治体は今回、避難指示や勧告

の出し方が適正だったのか、住民の対応はどうだったのかなど再点検し、次の備えとしてお

きたい」という社説が、全文ではございませんが、これを読みまして、まさしく危機が発生

し、通信手段が、今回の場合は厚岸で地震が発生し、地域が寸断されたとかという問題では
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なかったので、不幸中の幸いとして連絡網は大丈夫だったこともあって、いろいろなこうい

う通報、周知ができました。

この社説を読ませていただきまして、委員ご指摘のとおり、そういうものだよと。遠けれ

ば遠いほど早い。それから、あるテレビニュースでやっておりました。チリと日本は本当の

正反対で、ラグビーボール状に波が来る。ということは、ラグビーボールというのはこうい

うような、真ん丸じゃなくて、こう広がっていって、最終的に日本に集まるので高い波が来

るんだという学者が説明していた番組もございました。そういう意味から、50年前のそうい

う津波も甚大な被害があったというふうに解説をしていた部分を聞きました。

したがいまして、こういう状態で発生する災害につきましては、たとえ22時間、24時間後

に来るといったとしても、こういうものだよということを十分町民の皆様にわかっていただ

いて、そして、とにかく自分の命を守るために避難所等に避難をしていただく。

、 、 、私 一番困ったというか大変だと思ったのは 炊き出しのことも考えておりましたが

お店に食べるものがなくなっていたということ。これは本当に皆さん、失礼な言い方で

すが、お年寄りの方で昔の津波を経験した方は、とにかく逃げるということで、長くな

るということを承知の上で避難したと思われます。その際には、やはり水も食料も持っ

ていったようでございます。ただ、やはり到達予定時刻が来ても、要するに大したこと

がないというようなことから帰られた。配置された職員がまだと言っても帰られたとい

う事例が多いようでございました。しかしながら、それはたまたま今回そういうことで

何もなかっただけでございまして、どういう状況があるか全くわかりません。

ですから、結論としては、こういうことがあり得るということをきちっと周知して、

日ごろからそういうことに備えていただきたいと。備えていただくように普及するとい

うことを本当に全町民一丸となって取り組んでいくべきであろうと。そういうことで行

政、関係機関、町民と一体となって、防災計画、マニュアル等を今後十分検討しながら

つくり上げていくようにしていきたいと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） 10番。

●谷口委員 内容はわかりました。そういうことで、結果的には、避難をするに当たっての大

変難しい状況が今回の津波から教訓を出すことができたんではないのかなというふうに思う

んですけど、それでやっぱり情報を正しく得るということが必要になってくると思うんです

ね。

津波がどういうふうに来ているのかというのは全く見えないわけですね。いくら海の人で

あろうが、遥か彼方から来るわけで、それがどういうふうに来ているのかということからす

ると、やはり観測網をきちんとしていただかないと困るというふうに思うんですね。それは

当然、国の仕事になると思うんですけど、地震多発地帯ということで、厚岸町にも地震計が

設置されていますけれど、やはり潮位計というんですか、そういうものはいろんなスタイル

があるようでありますけど、海の底に沈めておくのから、海の上に浮かべておく、あるいは

陸地に設置するもの、そういうものを特に被害を受けやすい地域を中心に、あるいは沖合も

含めて、そういうものをきちんと設置していただくように地方の自治体からも強く要請をし
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ていってほしいなというふうに思うんです。そうでないと、私たちがまた同じようなそうい

う考えを持ってしまうと困ると思うんですね。

そういうことを考えれば、せっかくここまで科学が進歩している時代でありますから、そ

ういうものはやっぱり住民の生命や財産にかかわる問題ですから、ぜひ、強く働きかけてい

ただきたいというふうに思うんですが、町長いかがですか。

●委員長（竹田委員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えをさせていただきます。

この度のチリ地震における当地域の津波等における問題ですが、ご承知のとおり、ちょう

ど日曜日でありましたけれども、職員も初動体制をとり、また、全体的な役場としての対策

本部を設置いたしたところでございます。

しかし、そこで一番我々責任者として感じましたことは、近年にはいろいろな津波情報、

注意報が出ました。それは地震があって津波警報ということであります。しかし、この度の

チリ沖地震は、50年前と同様の津波状況であろうという情報、又は、現実にその津波に遭っ

た人は、50年前ですから当然少ないだろうということをまず、そういうことを頭に置きなが

ら、人事配置された人方は対応するようにということをお願いさせていただきました。

それと同時に、先ほどから出ております潮位部分。今回、テレビの方も番組を変更して、

。 、 、 、津波情報を常に流しておりました 当然 町民も見ていたということを考えますが しかし

私どもといたしましては、やはり防災無線等を通じながら、潮位も含めた状況を報告しなけ

ればならない、知らせなければならない。そういうことで、防災無線はあらゆる面において

活用いたしました。皆さん方もご承知のとおりと思います。

しかしながら、今議論がございましたとおり、しからば、厚岸の潮位は正確なのかといえ

ば、きのうの菊池委員からご質問があったとおりなんです。そういう意味を含めて、今後、

関係機関に対しまして、厚岸町においても正確な潮位が、また公にできる潮位が情報として

流されるような状況をつくっていかなければならないということは当然のこととして考えて

おりますので、今後とも強く要請し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） 他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、２目災害対策費。ございませんか。

21ページ。

12款１項１目給与費。ございませんか。

なければ、以上で歳出を終わります。

１ページにお戻りください。

第２条、繰越明許費の補正。３ページ、ございませんか。

次に、第３条、地方債の補正。４ページ、ございませんか。
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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） ご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しました。

●委員長（竹田委員） 次に、議案第46号 平成21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。

第３条、資本的収入及び支出。

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。ございませんか。

資本的支出に入ります。

１款資本的支出、１項建設改良費。ございませんか。

２ページにお戻り願います。

第４条、他会計からの補助金。ございませんか。

総体的にありませんか。

（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） ご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、本補正予算審査特別委員会に付託されました補正予算12

件の審査は、全部終了いたしました。

よって、平成21年度各会計補正予算審査特別委員会を閉会いたします。



- 113 -

午後２時12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３月１０日

平成21年度各会計補正予算審査特別委員会

委員長


