
- 73 -

厚岸町議会 第１回定例会

平成24年３月６日

午前10時00分開会

●議長（音喜多議員） ただいまから、平成24年厚岸町議会第１回定例会を続会いたします。

●議長（音喜多議員） 直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

●議長（音喜多議員） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、12番、室﨑議員、１番、佐藤議

員を指名いたします。

●議長（音喜多議員） 日程第２、議案第16号 平成23年度厚岸町一般会計補正予算から議

案第24号 平成23年度厚岸町病院事業会計補正予算まで、以上９件を一括議題といたし

ます。

本９件について、職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

税財政課長。

●税財政課長（小島課長） ただいま上程いただきました議案第16号 平成23年度厚岸町一

般会計補正予算から議案第22号 平成23年度厚岸町後期高齢者医療特別会計補正予算の

提案理由をご説明申し上げます。

初めに、議案第16号 平成23年度厚岸町一般会計補正予算（５回目）の提案理由をご

説明申し上げます。

議案書の１ページでございます。

平成23年度厚岸町一般会計補正予算（５回目 。）

平成23年度厚岸町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条、第１項、歳入歳出予算の補正でございます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５億2,876万6,000円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ98億1,900万8,000円とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は 「第１表 歳入歳出予算補正」による。、

２ページから５ページにわたりますが、第１表、歳入歳出予算補正であります。

歳入では15款31項、歳出では11款28項にわたって、それぞれ５億2,876万6,000円の増

額補正でございます。

事項別によりご説明させていただきます。

13ページをお開き願います。
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歳入でございます。

１款町税、１項町民税、１目個人1,782万8,000円の減。12月までの調定及び収納状況

をもとに推計しての減でございます。

。 。２目法人937万7,000円の増 12月までの申告実績をもとに推計しての増でございます

２項１目固定資産税1,332万6,000円の増。主に償却資産の新規取得分の増で、12月ま

での実績をもとに推計したものでございます。

３項１目軽自動車税20万7,000円の増。

４項１目たばこ税2,713万9,000円の増。当初予算は、国の見込みをもとに、本数を30

％減で推計しておりましたが、12月までの実績では約15％減であり、これをもとに推計

した増でございます。

６項１目都市計画税86万6,000円の増。

２款地方譲与税、１項１目地方揮発油譲与税655万2,000円の増。

２項１目自動車重量譲与税223万2,000円の減。

６款１項１目地方消費税交付金451万2,000円の減。

７款１項１目ゴルフ場利用税交付金28万2,000円の増。

それぞれ交付実績及び３月交付見込みによる増減でございます。

９款１項１目国有提供施設等所在市町村交付金２万円の増。交付額確定による増でご

ざいます。

11款１項１目地方交付税、４億6,856万1,000円の増。普通交付税２億7,652万8,000円の

増。本年度確定額全額の計上で、総額36億7,544万3,000円となるものでございます。震

災復興特別交付税１億9,203万3,000円、アサリ漁場及びカキ養殖施設災害復旧助成事業

債が総事業費の15％分から20％へ、５％分の上乗せ措置がとられ、その後、その起債発

行予定額の全額を国の補正予算の成立によって震災復興特別交付税で交付されることと

なり、５％分を増額して財源振り替えの計上でございます。

12款１項１目交通安全対策特別交付金23万1,000円の減。交付実績及び３月交付見込み

による減でございます。

次ページ。

13款分担金及び負担金、２項負担金、１目民生費負担金、１節社会福祉費負担金14万

7,000円の増。２節児童福祉費負担金155万9,000円の増。

２目衛生費負担金、１節保健衛生費負担金50万6,000円の減。

それぞれ説明欄記載のとおりでございます。

３目農林水産業費負担金、１節農業費負担金2,387万2,000円の減。主に道営草地整備

改良事業負担金の減でございます。

14款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用料、１節総務管理使用料25万9,000

円の増。

２目民生使用料、１節社会福祉使用料８万4,000円の減。２節児童福祉使用料4,000円

の増。

３目衛生使用料、１節保健衛生使用料57万1,000円の減。

それぞれ説明欄記載のとおりでございます。

４目農林水産業使用料、１節農業使用料1,843万9,000円の増。主に牧場使用料1,829万
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3,000円の増でございます。２節林業使用料７万円の減。５目１節商工使用料、1,000円

の増。

６目土木使用料、３節住宅使用料75万5,000円の減。町営住宅の各団地ごとの収納見込

みに伴う減でございます。

７目教育使用料、３節社会教育使用料８万8,000円の減。

次ページ。

４節保健体育使用料15万8,000円の減。

それぞれ説明欄記載のとおりでございます。

２項手数料 １目総務手数料 １節総務管理手数料１万7,000円の減 ２節徴税手数料12、 、 。

万8,000円の減。３節戸籍住民登録手数料13万9,000円の減。それぞれ説明欄記載のとお

りでございます。

３目衛生手数料、１節保健衛生手数料2,000円の減。

４目農林水産業手数料、１節農業手数料48万3,000円の減。主に預託牛捕獲手数料51万

4,000円の増でございます。２節水産業手数料6,000円の減。

６目土木手数料、５節住宅手数料４万5,000円の減。

３項１目１節町費収入46万9,000円の増。し尿処理町費収入の増でございます。

15款国庫支出金 １項国庫負担金 １目民生費国庫負担金 １節社会福祉費負担金9,000、 、 、

円の減。２節児童福祉費負担金170万円の増。子ども手当負担金の減でございます。

２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、１節総務管理費補助金35万円の増。離島振

興特別事業費補助金、地震・津波防災対策への充当財源の計上でございます。

２目民生費国庫補助金、１節社会福祉費補助金２万5,000円の減。２節児童福祉費補助

金367万7,000円の増。次世代育成対策交付金の増であります。

３目衛生費国庫補助金、１節保健衛生費補助金20万5,000円の減。

次ページ。

４目農林水産業費国庫補助金、２節林業費補助金10万7,000円の減。３節水産業費補助

金65万5,000円の減。事業執行確定に伴う災害等廃棄物処理事業費補助金の減でございま

す。４節防衛施設周辺整備事業補助金609万円の減。矢臼別演習場周辺農業用機械導入事

業補助金、畜産業の減でございます。

６目土木費国庫補助金、１節道路橋梁費補助金、155万1,000円の増。社会資本整備総

合交付金、道路新設改良でございます。５節住宅費補助金14万円の減。

７目消防費国庫補助金、１節防衛施設周辺整備事業補助金267万1,000円の減。

８目教育費国庫補助金、２節小学校費補助金20万8,000円の減。３節中学校費補助金43

万7,000円の減。

それぞれ説明欄記載のとおりでございます。

３項委託金、１目総務費委託金、１節総務管理費委託金14万円の増。２節戸籍住民登

録費委託金10万7,000円の増。

２目民生費委託金、１節社会福祉費委託金25万1,000円の減。

４目土木費委託金、１節河川費委託金1,000円の減。

それぞれ説明欄記載のとおりであります。

16款道支出金 １項道負担金 １目民生費道負担金 １節社会福祉費負担金179万7,000、 、 、
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円の増。主に障害者自立支援給付費負担金216万3,000円の増でございます。２節児童福

祉費負担金２万7,000円の減。

２項道補助金、１目総務費道補助金、１節総務管理費補助金２万6,000円の減。２節総

務管理費交付金102万円の減。緊急雇用創出事業交付金の減でございます。

２目民生費道補助金、１節社会福祉費補助金65万7,000円の増。説明欄記載のとおりで

ございます。２節児童福祉費補助金471万9,000円の減。主に子育て支援センター事業補

助金494万2,000円の減。国庫補助金の次世代育成対策交付金への振り替え減でございま

す。

次ページ。

３目衛生費道補助金、１節保健衛生費補助金253万7,000円の減。説明欄記載のとおり

でございます。

４目農林水産業費道補助金 １節農業費補助金30万7,000円の減 ３節林業費補助金240、 。

万8,000円の増。主に造林事業補助金の増でございます。４節林業費交付金57万7,000円

の減。５節水産業費補助金2,387万5,000円の減。水産業共同利用施設復旧支援事業費補

助金、執行見込みに伴う減でございます。

６目土木費道補助金、６節住宅費補助金30万円の減。

３項委託金、１目総務費委託金、２節徴税費委託金６万8,000円の増。３節戸籍住民登

録費委託金9,000円の減。４節選挙費委託金29万9,000円の減。

２目民生費委託金、１節社会福祉費委託金４万1,000円の減。

３目衛生費委託金、２節環境政策費委託金9,000円の増。

４目農林水産業費委託金、１節農業費委託金１万3,000円の減。２節林業委託金13万

8,000円の増。３節水産業費委託金５万4,000円の増。

５目１節商工費委託金2,000円の減。

６目土木費委託金、２節河川費委託金2,000円の減。３節住宅費委託金８万4,000円の

増。

それぞれ説明欄記載のとおりでございます。

17款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、１節土地建物貸付収入34万円

の減。

２目１節利子及び配当金37万3,000円の増。

次ページにわたり、それぞれ説明欄記載のとおりでございます。

２項財産売払収入、１目不動産売払収入、２節その他不動産等売払収入61万円の増。

２目１節生産物売払収入323万1,000円の増。主に椎茸菌床売払代243万2,000円の増で

ございます。

18款１項寄附金、１目１節一般寄附金45万8,000円の増。札幌市北海道地方下水道協会

様１万円、東京都、矢萩英司様10万円、厚岸町女性団体連絡協議会様６万3,083円、茨城

、 、 、 、 、県 内藤裕史様３万円 厚岸中学校生徒会様２万5,130円 埼玉県 東海林孝文様３万円

釧路市釧路末広歓楽街様20万円でございます。

21款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目１節延滞金16万3,000円の減。

２項預金利子、１目町預金利子、１節預金利子13万4,000円の増。

３項貸付金元利収入、２目１節ウタリ住宅改良貸付金元利収入43万6,000円の減。
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４項受託事業収入、５目土木費受託事業収入、１節住宅費受託事業収入7,000円の減。

それぞれ説明欄記載のとおりでございます。

６項３目３節雑入117万1,000円の減。

次ページにわたり、説明欄記載のとおりでございます。

22款１項町債、本補正のうち節説明欄括弧内に過疎特別分と表記があるのは、昨年６

月、町議会定例会において可決、承認いただきました厚岸町過疎地域自立促進市町村計

画の変更計画が総務省において受理され、同計画に位置づけておりました過疎地域自立

促進特別事業分への過疎対策事業債の発行が総務省から同意予定通知が出されたことか

、 、 。ら 前年度と同様に 同計画に基づき総額１億3,700万円を補正計上するものであります

１目総務債、１節総務管理債610万円の増。

２目民生債、１節社会福祉債1,790万円の増。２節児童福祉債990万円の増。

３目衛生費、１節保健衛生債3,460万円の増。２節環境政策債460万円の増。

４目農林水産業債、１節農業債1,050万円の減。２節林業債260万円の減。３節水産業

債１億4,830万円の減。

５目１節商工債2,290万円の増。

６目土木債、２節道路橋梁債60万円の増。４節都市計画債70万円の増。

７目１節消防債１億1,440万円の増。

８目教育債 １節教育総務債420万円の増 ２節小学校債20万円の増 ４節幼稚園債230、 。 。

万円の増。５節社会教育債120万円の増。６節保健体育債60万円の減。

それぞれ増減額は説明欄記載のとおりでございます。

以上で、歳入の説明を終わります。

29ページ、歳出でございます。

１款１項１目議会費９万4,000円の減。内容は説明欄記載のとおり計数整理でございま

す。

31ページ。

、 、 。 、２款総務費 １項総務管理費 １目一般管理費176万5,000円の増 次ページにわたり

主に文書・法制の通信運搬費、庁舎町民広場の燃料、光熱水費の増でございます。

２目簡易郵便局費１万円円の増。

次ページ。

３目職員厚生費110万4,000円の減。主に人事給与管理、共済費、76万4,000円の減、そ

の他、説明欄記載のとおり計数整理でございます。

。 、 、４目情報化推進費216万4,000円の増 次ページにわたり 主に地域情報通信基盤整備

修繕料325万3,000円の増、情報告知端末の新規設置の増によるものでございます。その

他、説明欄記載のとおり計数整理でございます。

５目交通安全防犯費６万5,000円の増。

６目行政管理費985万9,000円の減。町史編さん、次ページにわたり、当初予定してい

た新厚岸町史通史編第１巻の発行を新年度に延期したことによる発行経費の減額でござ

います。

７目文書広報費25万5,000円の減。内容は、それぞれ説明欄記載のとおり計数整理でご

ざいます。
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８目財政管理費３億2,948万1,000円の増。財政管理、北海道市町村備荒資金組合超過

納付金１億円、前年度と同様に、積立基金に準じて超過納付をするものでございます。

次ページ。

減債基金２億2,940万円の増。今年度の起債償還に備えた積み立てで、年度末現在高は

６億2,759万6,000円となるものでございます。

９目会計管理費49万3,000円の減。

10目企画費１万8,000円の増。

11目財産管理費34万4,000円の減。

それぞれ説明欄記載のとおり計数整理でございます。

次ページ。

12目車両管理費66万5,000円の増。公用車管理、燃料費と修繕料の増でございます。

２項徴税費、１目賦課納税費19万7,000円の減。

次ページ。

３項１目戸籍住民登録費２万8,000円の減。

次ページ。

４項選挙費、１目選挙管理委員会費18万6,000円の減。

２目道知事・道議会議員選挙費30万円の減。

次ページ。

町議会議員選挙費559万2,000円の減。

次ページ。

農業委員会委員選挙費112万4,000円の減。

それぞれ執行見込みに伴う減でございます。

53ページ。

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費4,741万万円の増。次ページにわた

りますが、国民健康保険特別会計繰出金4,727万1,000円の増ほか、それぞれ説明欄記載

のとおりでございます。

２目心身障害者福祉費744万9,000円の増。主に、次ページ、障害者（児）介護・訓練

等給付831万8,000円の増。その他、説明欄記載のとおり計数整理でございます。

次ページ。

３目心身障害者特別対策費93万3,000万円の増。

次ページ。

４目老人福祉費525万9,000円の増。老人保護措置費85万3,000の減。

65ページ。

介護保険特別会計繰出金66万3,000円の増。介護サービス事業特別会計繰出金633万

4,000円の増。

５目後期高齢者医療費12万1,000円の減。後期高齢者医療特別会計繰出金の減でござい

ます。

７目自治振興費２万円の減。

８目社会福祉施設費20万6,000円の増。次ページにわたり、説明欄記載のとおり計数整

理でございます。
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２項児童福祉費、１目児童福祉総務費35万3,000円の増。主に、次ページ、子育て支援

対策、次世代育成出産祝金45万円の増でございます。

２目児童措置費24万9,000円の増。

３目ひとり親福祉費28万2,000円の減。

次ページ。

４目児童福祉施設費90万9,000円の減。主に真龍保育所70万円の減ほか、説明欄記載の

とおり計数整理でございます。

次ページ。

５目児童館運営費18万3,000円の減。説明欄記載のとおり計数整理でございます。

75ページ。

４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生費9,000円の減。説明欄記載のとおり計数

整理でございます。

２目健康づくり費382万9,000円の減。主に、母子健康保健の次ページ、妊婦一般健康

診査委託料159万円の減。予防接種87万7,000円の増。がん予防保健134万8,000円の減。

今のところ、もう一度繰り返します。

主に、母子保健の、次のページ、妊婦一般健康診査委託料159万円の減。予防接種87万

7,000円の増。がん予防保健134万8,00円の減。

健康増進の次のページ、健康診査委託料101万4,000円の減でございます。

３目墓地火葬場費12万8,000円の増。

４目水道費32万9,000円の減。簡易水道事業特別会計の減でございます。

次ページ。

５目病院費8,018万円の増。病院事業会計負担金の増で、補正後の負担金補助金総額は

５億6,641万2,000円となるものでございます。

６目乳幼児医療費242万円の減。乳幼児医療費の減でございます。

２項環境政策費、１目環境対策費21万5,000円の増。環境審議会12万6,000円の減。

次ページ。

環境保全基金積立金50万円の増でございます。資源ごみの売払代を積み立てる厚岸町

緑の循環構想に基づく積み立てでございます。

２目水鳥観測館運営費10万6,000円の減。説明欄記載のとおり計数整理でございます。

３目廃棄物対策費49万8,000円の増。主に、廃棄物対策一般、次ページの生ごみ有害物

質検査委託料70万6,000円増のほか、説明欄記載のとおり計数整理でございます。

４目ごみ処理費43万7,000円の減。主にごみ処理場管理の修繕料61万6,000円の増のほ

か、次ページにわたり、説明欄記載のとおり執行減の計数整理でございます。

５目し尿処理費53万9,000円の増 主にし尿処理場管理の燃料費56万円の増 光熱水費20。 。

万4,000円の増のほか、次ページにわたり、説明欄記載のとおり執行減の計数整理でござ

います。

91ページ。

５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費８万6,000円の増。

２目農業振興費53万7,000円の減。主に農業経営基盤強化資金利子補給50万2,000円の

減でございます。
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次ページ。

３目畜産業費615万円の減。主に矢臼別演習場周辺農業用機械等整備事業の事業費確定

による減でございます。

４目農道費759万2,000円の減。主に道営別寒辺牛地区道路整備事業及び道営太田第２

地区集乳道整備事業の事業費確定による減でございます。

次ページ。

５目農地費2,734万4,000円の減。説明欄記載のとおり、主に道営整備事業３件の事業

費確定による減でございます。

６目牧野管理費37万4,000円の増。主に、次ページ、町営牧場の消耗品費、燃料費、修

繕料の増のほか、説明欄記載のとおり執行減の計数整理でございます。

次ページ。

７目農業施設費26万4,000円の減。

８目農業水道費18万4,000円の減。

それぞれ説明欄記載のとおり執行減の計数整理でございます。

９目堆肥センター費41万7,000円の増。主に堆肥センターの、次ページ、機材購入80万

9,000円のほか、説明欄記載のとおり執行減の計数整理でございます。

２項林業費、１目林業総務費14万4,000円の減。説明欄記載のとおり執行減の計数整理

でございます。

２目林業振興費84万5,000円の減。主に、次ページ、美しい森林づくり基盤整備事業補

助単価の増に伴う100万6,000円の増のほか、説明欄記載のとおり執行減の計数整理でご

ざいます。

３目造林事業費59万3,000円の減。

４目林業施設費11万1,000円の減。次ページにわたり、説明欄記載のとおり執行減の計

数整理でございます。

５目特用林産振興費1,009万5,000円の増 次ページにわたり 主にきのこ菌床センター。 、

の燃料費405万5,000円の増、菌床製造材料購入623万9,000円の増のほか、説明欄記載のと

おり執行減の計数整理でございます。

３項水産業費、１目水産業総務費130万8,000円の減。漂流物破損業務撤去処分執行に

伴う減でございます。

２目水産振興費89万6,000円の増。

次ページ。

あさり漁場災害復旧助成事業930万5,000円の増。カキ養殖施設災害復旧助成事業648万

円の減。それぞれ厚岸漁業協同組合が執行する災害復旧事業の進捗状況を踏まえた見込

み額の計上でございます。

なお、歳入でもご説明いたしましたが、国の財政支援策の上乗せにより、町の助成額

を事業費の国・道補助金の残額25％分の66.7％から80％に引き上げる補正計上でござい

ます。このほか、説明欄記載のとおり執行減の計数整理でございます。

３目漁港管理費13万3,000円の増。

次ページ。

５目養殖事業費76万9,000円の減。
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次ページ。

６目水産施設費8,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおり執行見込みによる計数整理

でございます。

115ページ。

６款、１項商工費、１目商工総務費２万円の増。

２目商工振興費58万6,000円の減。

次ページ。

３目食文化振興費48万6,000円の減。

４目観光振興費37万3,000円の減。

次ページ。

５目観光施設費20万4,000円の減。

次ページにわたり、内容はそれぞれ説明欄記載のとおり執行減の計数整理でございま

す。

123ページ。

７款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費3,000円の減。

２目土木車両管理費８万1,000円の減。

４目地籍調査費83万8,000円の減。主に地籍修正事業の境界杭埋設委託料72万円の減ほ

か、それぞれ説明欄記載のとおり執行減の計数整理でございます。

２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費40万9,000円の増。次ページにわたり、道路橋梁

管理の資材購入39万4,000円の増、道路照明管理の光熱水費77万円の増ほか、説明欄記載

のとおり執行減に伴う計数整理でございます。

２目道路新設改良費7,000円の増。床潭末広間道路整備事業。次ページにわたり、道路

調査委託料50万5,000円の増。桜通り整備事業工事請負費197万9,000円の増。

次ページ。

苫多道路整備事業工事請負費238万8,000円の増のほか、説明欄記載のとおり執行減に

伴う計数整理でございます。

３目除雪対策費144万9,000円の増。平成23年12月末で嘱託職員の退職に伴う代替臨時

職員賃金の増でございます。

３項河川費、１目河川総務費203万円の減。次ページにわたり、説明欄記載のとおり、

各事業費の執行確定に伴う減でございます。

４項都市計画費、１目都市計画総務費8,000円の減。

次ページ。

３目下水道費13万1,000円の増。下水道事業特別会計繰出金の増でございます。

５項公園費、１目公園管理費13万8,000円の減。

次ページ。

６項住宅費、１目建築総務費60万9,000円の減。主に住宅耐震改修工事補助金60万円の

減でございます。

２目住宅管理費12万6,000円の減。町営住宅の修繕料28万4,000円の増のほか、執行減

に伴う計数整理でございます。

137ページ。
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８款１項消防費、１目常備消防費53万7,000円の増。釧路東部消防組合負担金の増でご

ざいます。

２目災害対策費１億1,356万2,000円の増 災害対策115万円の減 防災行政無線24万6,000。 、

円の減。

次ページ。

災害避難所１万円の減。それぞれ執行減に伴う計数整理でございます。

次の４事業は、国の補正予算の成立に伴い、繰り越し執行が可能で、財源措置の有利

な過疎対策事業債及び緊急防災減災対策事業債が100％充当できることになり、平成24年

度当初予算へ計上予定であったものを、今年度、補正予算に前倒し計上するものでござ

います。

。 、 、 、地震・津波防災対策3,180万1,000円 避難所テント62張 暖房機器51台 毛布2,000枚

マット200セット、携帯無線機40台、ハザードマップ作成6,000枚などでございます。

避難階段整備事業5,639万5,000円。厚岸味覚ターミナル南側と東側斜面、松葉町地区

集会所裏山斜面、コアぽんときらく屋上、４カ所に避難階段を整備するものでございま

す。

災害対策本部整備事業2,077万2,000円。大津波警報が発令された場合、対策本部とす

る厚岸味覚ターミナルと厚岸中学校に、その業務を遂行するために、津波監視カメラシ

ステムの導入、総合行政ネットワークシステム拠点整備、高速無線通信整備、避難者支

援システムなどを整備するものでございます。

避難所整備事業600万円。コアぽんときらく、苫多の避難所２カ所に太陽電池灯等、避

難標識を設置するものでございます。

141ページ。

９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費、補正額ゼロ。教育委員会事業内調

整でございます。

２目事務局費16万8,000円の減。訴訟事務29万5,000円の増のほか、執行減に伴う計数

整理でございます。

３目教育振興費90万円の増。

次ページ。

主に高等学校教育支援、通学バス定期券助成86万5,000円の増でございます。

４目教員住宅費4,000円の減。

５目就学奨励費1,000円の減。

６目スクールバス管理費13万1,000円の減。主にスクールバス運行委託料48万9,000円

の減でございます増。

次ページ。

２項小学校費、１目学校運営費166万9,000円の増。149ページまで、主に各小学校の光

熱水費、燃料費の増でございます。

２目学校管理費４万6,000円の減。

次ページ。

３目教育振興費12万6,000円の減。執行に伴う計数整理でございます。

３項中学校費、１目学校運営費399万4,000円の増。主に厚岸中学校光熱水費183万3,000
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円の増。

次ページ。

真龍中学校燃料費184万6,000円の増。光熱水費55万9,000円の増でございます。

次ページ。

２目学校管理費79万5,000円の増。主に学校管理修繕料34万5,000円の増。公共下水道

事業受益者負担金、北海道から譲渡された真龍中学校分として57万3,000円の増でござい

ます。

３目教育振興費27万6,000円の増。

次ページ。

主に中学校教育振興、就学費助成16万8,000円の増。太田中学校に統合となる片無去地

区からの通学生徒の変更となる体育着の購入費を助成するものでございます。

４項１目幼稚園費６万2,000円の増。私立幼稚園就園奨励費の増でございます。

５項社会教育費、１目社会教育総務費26万5,000円の減。

161ページ。

２目生涯学習推進費２万2,000円の減。

３目公民館運営費２万7,000円の増。

それぞれ執行見込みに伴う調整でございます。

次ページ。

４目文化財保護費88万4,000円の減。主に国指定史跡国泰寺跡整備事業の執行減による

ものでございます。

５目博物館運営費12万6,000円の増。主に海事記念館の燃料費の増でございます。

６目情報館運営費６万9,000円の減。次ページにわたり、執行見込みに伴う調整でござ

います。

６項保健体育費、１目保健体育総務費18万2,000円の減。171ページにわたり、体育施

設燃料費が61万5,000円の増のほか、執行見込みに伴う調整減でございます。

３目温水プール運営費67万8,000円の増。主に温水プールの光熱水費60万2,000円の増

でございます。

４目学校給食費87万3,000円の増 次ページにわたり 主に学校給食センターの燃料費70。 、

万2,000円の増でございます。

175ページ。

11款１項公債費、１目元金、財源内訳補正。

２目利子176万3,000円の減。一時借入金利子の減でございます。

177ページ。

12款１項１目給与費346万7,000円の減。執行見込みに伴う調整でございます。

以上で、歳出の説明を終わります。

１ページへお戻り願います。

第２条、繰越明許費であります。

地方自治法213条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費

は 「第２表 繰越明許費」による。、

６ページをお開きください。
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第２表、繰越明許費でございます。

歳出でご説明いたしましたとおり 消防費の防災関連の４事業について 合計１億1,496、 、

万8,000円を、国庫補助金及び町債を、国の繰り越し承認を受けて翌年度の繰り越して執

行するため、繰越明許費の設定を行うものでございます。

再び１ページへお戻り願います。

第３条、債務負担行為の補正であります。

債務負担行為の変更は 「第３表 債務負担行為補正」による。、

７ページをお開きください。

第３表、債務負担行為補正。

追加であります。

町史編纂業務委託に関する債務負担。期間、平成24年度。限度額984万5,000円と設定

するものでございます。当初計上の新厚岸町史通史編第１巻の発行を翌年度に延期いた

しますが、本年度において債務負担行為の設定を行って発注し、完成を平成24年度とす

るものでございます。

次に、変更でございます。

農業経営基盤強化資金利子補給に関する債務負担。限度額を８万4,000円に変更。

漁業近代化資金利子補給に関する債務負担。限度額を752万6,000円に変更。

小規模商工業者設備近代化資金利子補給に関する債務負担。限度額を24万9,000円に変

更。

それぞれ期間については変更ありません。

次ページに調書がございますので、ご参照願います。

再び１ページへお戻り願います。

第４条、地方債の補正であります。

地方債の追加、変更は 「第４表 地方債補正」による。、

９ページをお開きください。

追加でございます。

公共事業等、限度額2,060万円。変更欄１段目に記載の一般公共事業から、制度の変更

により、記載名称が変わったことによるものでございます。

緊急防災減災事業8,300万円。

以上２件。起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりでございます。

次に、変更でございます。

一般公共事業2,470万円の減。

災害復旧事業１億4,880万円の減。

防災対策事業80万円の増。

地方道路等整備事業20万円の減。

辺地対策事業430万円の減。

過疎対策事業１億3,460万円の増。

公有林整備事業260万円の減。

それぞれ起債の方法、利率、償還の方法については変更ありません。

10ページをごらんください。



- 85 -

地方債に関する調書補正であります。表の下段、合計欄でございますが、平成22年度

末現在高111億791万1,000円、平成23年度中起債見込額11億2,140万円。補正後の平成23年

度末現在高見込額は112億2,386万6,000円となるものでございます。

以上で、議案第16号の説明を終わります。

次に、議案第17号でございます。

議案書の１ページでございます。

平成23年度厚岸町国民健康保険特別会計補正予算（３回目 。）

平成23年度厚岸町の国民健康保険特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条、第１項、歳入歳出予算の補正であります。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,480万1,000円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ16億7,159万8,000円とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は 「第１表 歳入歳出予算補正」による。、

次ページをお開きください。

第１表 歳入歳出予算補正であります 歳入では10款13項 歳出では７款15項にわたっ、 。 、

て、それぞれ2,480万1,000円の減額補正でございます。

事項別によりご説明させていただきます。

６ページをお開き願います。

歳入でございます。

１款１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税9,978万6,000円の減。

２目退職被保険者等国民健康保険税848万6,000円の減でございます。

それぞれ12月までの調定及び収納実績をもとに、推計による減でございます。

３款分担金及び負担金、２項負担金、１目１節保健事業費負担金33万円の減。がん検

診及びインフルエンザ予防接種者の見込み減によるものでございます。

４款国庫支出金 １項国庫負担金 １目療養給付費等負担金 １節現年度分1,577万2,000、 、 、

円の増。一般被保険者療養給付費分及び後期高齢者支援金分の増額に伴う増でございま

す。２節過年度分1,000円の減。

２目１節高額医療費共同事業負担金60万7,000円の増。高額療養費拠出金通知額の変更

に伴う増でございます。

３目１節特定健康診査等負担金２万3,000円の増。

３項国庫補助金、１目１節財政調整交付金2,293万7,000円の減。交付金算出方法の変

更等に伴う減で、前年度交付実績から推計したものでございます。

２目１節出産育児一時金補助金２万円の増。

５款１項１目療養給付費等交付金、１節現年度分2,458万7,000円の減。退職被保険者

等に係る給付費の減によるものでございます。２節過年度分1,000円の減。

６款１項１目前期高齢者交付金64万5,000円の減。

次ページ。

７款道支出金、１項道負担金、１目１節高額医療費共同事業負担金60万7,000円の増。

２目１節特定健康診査等負担金２万3,000円の増。

２項道補助金、２目１節財政調整交付金494万4,000円の増。交付金変更申請に伴う交
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付見込みの増でございます。

９款１項共同事業交付金、１目１節高額医療費共同事業交付金519万2,000円の減。

２目１節保険財政共同安定化事業交付金3,401万6,000円の増。

それぞれ国保連合会の通知見込み額の変更に伴うものでございます。

10款繰入金、１項１目１節一般会計繰入金4,712万1,000円の増。収入不足に係る補填

分の繰入金の増でございます。

11款１項１目繰越金、１節前年度繰越金3,381万円の増。平成22年度決算に伴い、23年

度に繰り越した剰余金全額の計上でございます。

12款諸収入、１項延滞金加算金過料、１目一般被保険者延滞金、１節延滞金１万8,000

円の増。

２目退職被保険者等延滞金、１節延滞金5,000円の増。

３項雑入、１目一般被保険者第三者納付金、１節賠償金46万4,000円の減。

３目一般被保険者返納金、１節返納金32万9,000円の増。

４目退職被保険者等返納金、１節返納金１万2,000円の増。

５目１節雑入17万1,000円の増。

それぞれ説明欄記載のとおりでございます。

以上で、歳入の説明を終わります。

10ページをお開き願います。

歳出でございます。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費13万3,000円の増。

２項徴税費、１目賦課徴収費５万1,000円の減。

３項１目運営協議会費15万7,000円の減。

次ページ。

５項１目特別対策事業費1,000円の減でございます。

それぞれ説明欄記載のとおり計数整理でございます。

次ページ。

２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費、財源内訳補正でござ

います。

２目退職被保険者等療養給付費1,890万8,000円の減。

３目一般被保険者療養費44万4,000円の減。

４目退職被保険者等療養費４万1,000円の減。

それぞれ医療費見込みによる減でございます。

５目審査支払手数料３万9,000円の減。

２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費20万7,000円の減。

次ページ。

２目退職被保険者等高額療養費345万6,000円の減。

それぞれ高額療養費見込みの減によるものでございます。

４目退職被保険者等高額介護合算療養費。

３項移送費、２目退職被保険者等移送費。

それぞれ財源内訳補正であります。
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４項出産育児諸費、１目出産育児一時金84万1,000円の増。出産見込み増によるもので

ございます。

５項葬祭諸費、１目葬祭費４万円の減。

次ページ。

３款１項後期高齢者支援金等、１目後期高齢者支援金33万4,000円の増。

次ページ。

４款１項前期高齢者納付金等、１目前期高齢者納付金１万3,000円の増。

次ページ。

６款１項１目介護納付金15万9,000円の減。

それぞれ額の確定に伴う増減でございます。

次ページ。

７款１項共同事業拠出金、１目高額医療費拠出金。

２目保険財政共同安定化事業拠出金。

それぞれ財源内訳補正でございます。

次ページ。

８款保険事業費、１項１目特定健康診査等事業費164万1,000円の減。主に特定健康診

査受診見込み、保健指導料見込み減によるものでございます。

２項保険事業費、１目保険衛生普及費97万8,000円の減。主にがん検診受診見込み数の

減によるものでございます。

以上で、議案第17号の説明を終わります。

続きまして、議案第18号でございます。

議案書の１ページでございます。

平成23年度厚岸町簡易水道事業特別会計補正予算（３回目 。）

平成23年度厚岸町簡易水道事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条、第１項、歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ11万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,867万9,000円

とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は 「第１表 歳入歳出予算補正」による。、

２ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算補正であります。

歳入では３款４項、歳出では２款２項にわたり、それぞれ11万9,000円の増額補正でご

ざいます。

事項別によりご説明させていただきます。

４ページをお開き願います。

歳入でございます。

１款分担金及び負担金、１項分担金、１目１節水道費分担金１万4,000円の減。

２款使用料及び手数料、１項使用料、１目水道使用料、１節計量使用料49万5,000円の

増。

２項手数料、１目水道手数料、１節給水工事手数料３万3,000円の減。
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５款繰入金、１項１目１節一般会計繰入金32万9,000円の減でございます。

以上で、歳入の説明を終わります。

６ページをお開き願います。

歳出でございます。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費６万4,000円の増。執行見込みに伴う計

数整理でございます。

次ページ。

２款水道費、１項１目水道事業費５万5,000円の増。簡易水道施設修繕料79万8,000円

の増のほか、事業執行に伴う減でございます。

以上で、議案第18号の説明を終わります。

続きまして、議案第19号でございます。

議案書の１ページでございます。

平成23年度厚岸町下水道事業特別会計補正予算（２回目 。）

平成23年度厚岸町の下水道事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条、第１項、歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ509万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億9,865万

7,000円とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は 「第１表 歳入歳出予算補正」による。、

次ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算補正であります。

歳入では５款５項、歳出では２款３項にわたり、それぞれ509万8,000円の減額補正で

ございます。

事項別により説明させていただきます。

６ページをお開き願います。

歳入でございます。

１款分担金及び負担金、２項負担金、１目１節下水道費負担金107万5,000円の増。

２款使用料及び手数料、１項使用料、１目１節下水道使用料177万5,000円の増。

それぞれ収納見込みに伴う増減でございます。

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、１節下水道事業費補助

金192万9,000円の減。事業費執行確定に伴う減でございます。

５款繰入金、１項１目１節一般会計繰入金13万1,000円の減。

７款１項町債、１目下水道債、１節下水道事業債260万円の減。

以上で、歳入の説明を終わります。

８ページをお開き願います。

歳出でございます。

１款下水道費、１項下水道管理費、１目一般管理費７万5,000円の増。説明欄記載のと

おり計数整理でございます。

２目管渠管理費2,000円の増。

３目処理場管理費47万3,000円の減。主に終末処理場の光熱水費の減でございます。



- 89 -

次ページ。

４目普及促進費74万9,000円の減。主に水洗化等改造工事補助金の減でございます。

２項下水道事業費、１目公共事業下水道費395万3,000円の減。主に事業費確定に伴う

減でございます。

14ページ。

３款１項公債費、２目利子、財源内訳補正であります。

以上で、歳出の説明を終わります。

１ページへお戻り願います。

第２条、債務負担行為の補正でございます。

債務負担行為の変更は 「第２表 債務負担行為補正」による。、

３ページをお開き願います。

第２表、債務負担行為補正。

変更でございます。

水洗化等改造工事資金利子補給に関する債務負担。期間を平成24年度から平成27年度

までに、限度額を２万8,000円に変更するものでございます。

下段に調書補正がございますので、ご参照願います。

再び１ページへお戻り願います。

第３条、地方債の補正であります。

地方債の変更は 「第３表 地方債補正」による。、

４ページをお開きください。

第３表、地方債補正。

変更でございます。

公共下水道事業、限度額260万円の減。起債の方法、利率、償還の方法については変更

ありません。

地方債に関する調書補正であります。表の下段、合計欄でございますが、平成22年度

末現在高42億7,806万5,000円、平成23年度中起債見込額２億6,520万円。補正後の平成23

年度末現在高見込額は42億9,124万9,000円となるものであります。

以上で、議案第19号の説明を終わります。

続きまして、議案第20号でございます。

議案書の１ページでございます。

平成23年度厚岸町介護保険特別会計補正予算（３回目 。）

平成23年度厚岸町の介護保険特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条、第１項、歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ352万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億9,702万

5,000円とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は 「第１表 歳入歳出予算補正」による。、

次ページをお開きください。

２ページから３ページ。

第１表、歳入歳出予算補正であります。
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歳入では８款12項、歳出では４款13項にわたり、それぞれ352万5,000円の増額補正で

ございます。

事項別によりご説明させていただきます。

６ページをお開き願います。

歳入でございます。

１款保険料 １項介護保険料 １目第１号被保険者介護保険料 １節現年度分331万6,000、 、 、

円の減。２節滞納繰越分48万9,000円の増。収納見込みによる増減でございます。

２款分担金及び負担金、１項負担金、１目１節地域支援事業負担金４万2,000円の増。

配食サービス事業負担金の増でございます。

３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目１節介護給付費負担金56万4,000円の減。負担

金確定に伴う減でございます。

２項国庫補助金、１目１節財政調整交付金８万円の増。

５目１節介護保険事業費補助金241万1,000円。新規計上。介護報酬改定に伴う介護保

険システム改修費に対する補助金でございます。

７目１節地域支援事業交付金71万6,000円の減。説明欄記載のとおりでございます。

４款１項支払基金交付金、１目１節介護給付費交付金312万2,000円の減。主に施設介

護サービス給付費分の減でございます。

２目１節地域支援事業支援交付金39万1,000円の減。

５款道支出金、１項道負担金、１目１節介護給付費負担金26万7,000円の増。負担金確

定に伴う増でございます。

２項道補助金、３目１節地域支援事業交付金35万8,000円の減。説明欄記載のとおりで

ございます。

３項委託金、１目総務費委託金、１節介護状態等審査判定委託金１万4,000円の減。

６款財産収入、１項財産運用収入、１目１節利子及び配当金１万6,000円の増。

７款繰入金、１項１目１節一般会計繰入金66万3,000円の増。

２項基金繰入金、１目１節介護給付費準備基金繰入金582万3,000円。保険給付充当の

ための繰り入れでございます。

２目介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金、１節第１号被保険者保険料軽減分繰入

。 。金232万7,000円 介護保険料軽減及び制度周知経費充当のための繰り入れでございます

次ページ。

９款諸収入、２項３目１節雑入11万2,000円の減。認定審査会共同設置費負担金の減で

あります。

以上で、歳入の説明を終わります。

10ページをお開き願います。

歳出でございます。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費459万5,000円の増。介護保険事務電算

処理482万3,000円。介護報酬改定に伴う介護保険システム修正委託料の計上でございま

す。

２項徴収費、１目賦課徴収費５万6,000円の減。

３項１目介護認定審査会費30万8,000円の減。
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次ページ。

２目認定調査等費82万6,000円の減。

それぞれ執行見込みに伴う減でございます。

４項１目趣旨普及費42万4,000円の増。介護報酬改定に伴う介護保険制度の周知用パン

フレット作成費の計上でございます。

５項１目計画策定委員会費３万3,000円の減。

６項１目地域密着型サービス運営委員会費１万4,000円の減。

それぞれ執行見込みによる計数整理でございます。

16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1,084万円の

増。

２目施設介護サービス給付費844万6,000円の減。

３目居宅介護福祉用具購入費25万8,000円の減。

４目居宅介護住宅改修費21万4,000円の増。

５目居宅介護サービス計画費150万4,000円の減。

６目審査支払手数料５万5,000円の減。

次ページ。

２項１目高額介護サービス費42万2,000円の減。

３項１目高額医療合算介護サービス費92万円の増。

４項１目特定入所者介護サービス費101万1,000円の増。

それぞれサービス量の見込みに伴う増減でございます。

20ページ。

４款地域支援事業費、１項介護予防事業費、３目１次予防事業費、財源内訳補正でご

ざいます。

４目２次予防事業費130万5,000円の減。主に介護予防事業委託料127万円の減でござい

ます。

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12万1,000円の減。

２目任意事業費114万7,000円の減。

それぞれ次ページにわたり、執行見込みに伴う計数整理でございます。

24ページ。

５款１項１目介護給付費準備基金費１万6,000円の増。

以上で、議案第20号の説明を終わります。

続きまして、議案第21号でございます。

議案書の１ページでございます。

平成23年度厚岸町介護サービス事業特別会計補正予算（２回目 。）

、 。平成23年度厚岸町の介護サービス事業特別会計補正予算は 次に定めるところによる

第１条、第１項、歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ63万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億7,610万円

とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳
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入歳出予算の金額は 「第１表 歳入歳出予算補正」による。、

次ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算補正であります。

歳入では４款７項、歳出では１款２項にわたって、それぞれ63万6,000円の増額補正で

ございます。

事項別により説明させていただきます。

４ページをお開き願います。

歳入でございます。

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、１節通所介

護費収入338万4,000円の減。５節介護認定基本調査費収入１万9,000円の減。

２目１節施設介護サービス費収入196万8,000円の増。

２項予防給付費収入、１目居宅支援サービス費収入、４節居宅支援サービス計画費収

入152万2,000円の増。

３項１目１節自己負担金収入514万7,000円の減。

５項自立支援給付費収入、１目１節障害者短期入所介護費収入５万9,000円の増。

それぞれサービス見込みに伴う増減でございます。

７款１項寄附金、１目サービス事業費寄附金、２節施設サービス事業費寄附金４万円

の減。

８款繰入金、１項１目１節一般会計繰入金633万4,000円の増でございます。

９款諸収入、１項１目雑入、１節実費収入35万7,000円の減。２節雑入30万円の減。そ

れぞれ説明欄記載のとおりでございます。

以上で、歳入の説明を終わります。

６ページをお開き願います。

歳出でございます。

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52万7,000、 、

円の増。

次ページ。

３目訪問入浴介護サービス事業費45万8,000円の減。

次ページ。

４目短期入所生活介護サービス事業費８万2,000円の増。

７目包括的支援事業費12万3,000円の増。

８ページ。

８目障害者介護給付事業費５万6,000円の減。

２項施設サービス事業費、１目施設介護サービス事業費41万8,000円の増。

それぞれ執行見込みに伴う計数整理でございます。

以上で、議案第21号の説明を終わります。

続きまして、議案第22号でございます。

議案書の１ページでございます。

平成23年度厚岸町後期高齢者医療特別会計補正予算（３回目 。）

平成23年度厚岸町の後期高齢者医療特別会計補正予算は、次に定めるところによる。
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歳入歳出予算の補正でございます。

第１条、第１項、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ203万2,000円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億1,208万4,000円とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は 「第１表 歳入歳出予算補正」による。、

次ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算補正であります。

歳入では３款３項、歳出では２款３項にわたって、それぞれ203万2,000円の減額補正

でございます。

事項別によりご説明させていただきます。

４ページをお開き願います。

歳入でございます。

１款１項後期高齢者医療保険料、１目特別徴収保険料、１節現年度分416万9,000円の

減。

２目普通徴収保険料、１節現年度分162万3,000円の増。２節滞納繰越分55万1,000円の

増。それぞれ収納見込みに伴う増減でございます。

３款繰入金、１項１目１節一般会計繰入金12万1,000円の減。

５款諸収入、３項３目１節雑入８万4,000円の増。高齢者医療制度円滑運営臨時交付金

でございます。

以上で、歳入の説明を終わります。

６ページをお開き願います。

歳出でございます。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費２万2,000円の減。

２項１目徴収費１万5,000円の減。

それぞれ執行見込みに伴う計数整理でございます。

次ページ。

２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金199万5,000円の減。保険料収入減による

納付金の減でございます。

以上をもちまして、議案第16号 平成23年度厚岸町一般会計補正予算から議案第22号

平成23年度厚岸町後期高齢者医療特別会計補正予算の提案説明とさせていただきます。

ご審議の上、ご承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

●議長（音喜多議員） 次に、水道課長。

●水道課長（常谷課長） 続きまして、議案第23号 平成23年度厚岸町水道事業会計補正予

算（２回目）の内容についてご説明申し上げます。

１ページをごらんください。

第１条、総則。

平成23年度厚岸町水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

第２条、業務の予定量の補正でございます。
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主な建設改良事業について、配水管布設替等事業を140万円減額し、3,170万円に。機

器等更新事業を26万9,000円減額し、1,073万1,000円に。設備改修事業を159万2,000円増

額し、1,159万2,000円に。メーター設備事業を94万3,000円減額し、4,685万1,000円とす

るものでございます。

第３条、収益的収入及び支出の補正でございます。

収入につきましては、１款水道事業収益を144万4,000円増額し、２億1,945万8,000円と

するものでございます。

１項営業収益は125万6,000円の増額。

２項営業外収益は18万8,000円の増額でございます。

支出につきましては、１款水道事業費用を100万1,000円増額し、２億4,397万2,000円と

するものでございます。

１項営業費用は93万円の増額。

２項営業外費用は７万1,000円の増額でございます。

収益的収入及び支出の内容につきましては、補正予算説明書により説明いたします。

６ページをお開き願います。

初めに収益的収入でございます。

１款水道事業収益、１項営業収益、１目給水収益は116万4,000円の増額であります。

水道使用料の営業用で14万1,000円減額でありますが、団体用18万円、工業用80万円、臨

時用32万5,000円、それぞれ増額するものであります。

２目受託工事収益は９万2,000円の増額でございます。

２項営業外収益、１目受取利息及び配当金は6,000円。

４目雑収益は18万2,000円、それぞれ増額であります。

次に、収益的支出でございます。

１款水道事業費用、１項営業費用、１目原水及び浄水費は90万2,000円の増額でありま

す。主に21節動力費93万4,000円の増、水道施設電気料の増でございます。

４目総係費は３万9,000円の減額。各節計数整理による減でございます

６目資産減耗費は６万7,000円の増。

２項営業外費用、３目消費税及び地方消費税は７万1,000円の増額であります。

１ページへお戻り願います。

第４条、資本的収入及び支出の補正でございます。

２ページをお開き願います。

収入では、１款資本的収入を276万8,000円減額し、6,338万8,000円とするものでありま

す。

１項企業債は280万円の減額。

５項工事負担金は３万2,000円の増額でございます。

支出では、１款資本的支出を102万5,000円減額し、１億9,202万5,000円とするものでご

ざいます。

１項建設改良費が102万5,000円の減額でございます。

資本的収入及び支出の内容につきましては、再び補正予算説明書により説明申し上げ

ます。
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７ページをお開き願います。

１款資本的収入、１項１目企業債は280万円の減額。事業費確定による借入額の減額で

あります。

５項１目工事負担金は３万2,000円の増額でございます。

次に、資本的支出でございます。

１款資本的支出、１項１目建設改良費は７万7,000円の減額。事業費確定による配水管

布設替等事業140万円の減。浄水場中間塩素注入設備改修工事の工事内容見直しなどによ

る設備改修事業159万2,000円の増が主な内容であります。

２目総係費は2,000円の減額。

３目メーター設備費は94万3,000円の減額。事業費確定による減額であります。

４目固定資産税購入費は3,000円の減額でございます。

ここでまた１ページへお戻り願います。

第４条の括弧書きでございます。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億

2,863万7,000円について、過年度分損益勘定留保資金7,321万3,000円、当年度分損益勘定

留保資金5,002万1,000円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額540万3,000円

で補填するものでございます。

２ページをお開き願います。

第５条、企業債の補正であります。

企業債の予定額を280万円減額し、5,710万円とする内容であります。起債の方法、利

率、償還についての変更はございません。

第６条、議会の議決を経なければ流用できない経費の補正でございます。

職員給与費について９万6,000円減額し、3,775万2,000円とするものでございます。

３ページと４ページは補正予算実施計画 ５ページは補正資金計画 飛びまして８ペー、 、

ジと９ページは予定貸借対照表でございます。いずれも記載のとおりでありますので、

説明は省略させていただきます。

以上が平成23年度厚岸町水道事業会計補正予算（２回目）の内容であります。

大変簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお願い

いたします。

●議長（音喜多議員） 次に、病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 続きまして、議案第24号 平成23年度厚岸町病院事業会計補

正予算（３回目）について、その内容をご説明いたします。

第１条は総則であります。

平成23年度厚岸町病院事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

第２条は、業務の予定量の補正です。

、 、 、(1)患者数のうち 年間延べ患者数でありますが 入院では補正予定量2,928人の減で

１万7,202人、外来では補正予定量4,880人の減で、５万2,948人、合計患者数を７万150人

の計上とするものです。１日平均患者数につきましては記載のとおりでありますが、入

院で８人減で47人、外来では31人減となる見込みの計上です。昨年決算に比較して、入
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院で１日７人、外来で１日20人減、217人と見込むものであります。

次に、(2)主な建設改良事業の補正は341万3,000円を減額し、2,061万9,000円とするも

のです。内容は後ほど説明いたします。

次ページの、第３条、収益的収入及び支出、第４条の資本的収入支出は、８ページか

らの補正予算説明書で説明いたします。

８ページをお開きください。

収益的収入でありますが、１款病院事業収益1,273万3,000円の減。

１項医業収益１億1,012万8,000円の減。

内訳で、１目入院収益で7,457万3,000円の減。

２目外来収益で5,058万8,000円の減。

それぞれ患者数の減に伴うものであります。

３目その他医業収益で1,503万3,000円の増。室料差額収益、公衆衛生活動収益の増に

よるものであります。

２項医業外収益です。補正額9,739万5,000円の増。

２目患者外給食収益で14万2,000円の減。

３目その他医業外収益で1,088万4,000円の増。

４目他会計補助金で8,626万4,000円の増。

６目道補助金で38万9,000円の増。

内容につきましては、それぞれ説明欄記載のとおりであります。

続きまして、９ページ、収益的支出に入ります。

１款病院事業費用では1,160万円の減。

１項医業費用では1,235万1,000円の増であります。

内訳は、１目給与費では450万5,000円の増。共済組合負担金等の整理です。

２目材料費では508万9,000円の増。注射器等診療材料費の増が主な内容です。

３目経費では464万4,000円の増であります。それぞれ３月末までの決算見込みの計数

整理でありますが、主なところでは、１節厚生福利費で、職員健康診断料の内容変動に

よる増。６節光熱水費は電気料の補正。７節燃料費は重油の単価高騰による増。10節手

数料は火災消火器、医療消耗備品の廃棄、車検料などの補正。13節修繕費は医療機器修

理、施設修理などとなっています。そのほかは計数整理であり、記載のとおりでありま

す。

10ページ。

。 。６目研究研修費では188万7,000円の減 それぞれ記載のとおりの減額内容であります

次に、２項医業外費用で757万1,000円の減。

これは、１目支払利息及び企業債取扱諸費のうち、一時借入金利息30万円の減。

２目医療技術員確保対策費45万1,000円の減となっております。

これにより、この予算案で、平成23年度 終収益的収支、病院事業収益から病院事業

費用を引いた収支では、税込みで2,229万3,000円の収入不足となる見込みであります。

11ページは資本的収入支出です。

収入支出ともに341万3,000円を減じるもので、ナースコール及び電話交換機更新工事

の入札執行による事業費確定によるもので、収入で他会計補助金及び特定防衛施設周辺
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整備補助金をそれぞれ整理する内容であります。

３ページにお戻りください。

第５条は、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。

給与費で450万5,000円の増。交際費で11万5,000円の減となります。

第６条は、他会計からの補助金の補正であります。

９項目で、内容を精査し、8,018万円を追加補正して、総額５億6,641万2,000円とする

内容であります。

第７条では、棚卸資産購入限度額の補正で、総額１億7,701万9,000とするものです。

第８条は、重要な資産の取得であります。

現在工事中のナースコール及び電話交換設備であります。

次ページ、５ページから６ページは補正予算実施計画、７ページは補正資金計画、12

ページ、13ページは予定貸借対照表であります。内容につきましては、それぞれ記載の

とおりでありますので、説明を省略させていただきます。

以上、簡単な説明でありますが、議案第24号 平成23年度厚岸町病院事業会計補正予

算（３回目）の提案説明とさせていただきます。

よろしくご審議の上、ご承認賜りますよう、お願い申し上げます。

●議長（音喜多議員） 本９件の審査の方法についてお諮りいたします。

本９件の審査の方法については、議長を除く12人の委員をもって構成する平成23年度

各会計補正予算審査特別委員会を設置し、これに付託し、会期中に審査したいと思いま

すが、これにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（音喜多議員） ご異議なしと認めます。

本９件の審査方法については、議長を除く12人の委員をもって構成する平成23年度各

会計補正予算審査特別委員会を設置し、これに付託し、会期中に審査することに決定い

たしました。

本会議を休憩いたします。

午前11時17分休憩

午前11時21分再開

●議長（音喜多議員） 本会議を再開いたします。

日程第３、これより一般質問を行います。

質問は、厚岸町議会会議運用内規61の規定により、通告順に行います。

初めに、12番、室﨑議員の一般質問を行います。

12番、室﨑議員。
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●室﨑議員 さきに提出いたしました通告書に従いまして質問を行います。

まず一つ目は、放射性廃棄物処理についてであります。

文部科学省が行政参考資料として明らかにした原子力政策研究会報告によりますと、幌延

に設置された深地層研究センターというのは、表向きは研究施設だが、実は核廃棄物の 終

処分目的の施設であった そして その施設の設置場所として考えられていたのは厚岸町だっ。 、

た。こういう内容の記事が平成23年12月26日の新聞に掲載されました。非常にびっくりし

たわけです。町はこの事実をつかんでいたかどうか。ことの経緯と町の見解を教えてい

ただきたい。これが１点目です。

２点目は、防災対策についてであります。

昨年３月11日の災害経験を踏まえて、町は厚岸町地震・津波防災対策アクションプロ

グラムというものを策定し、総合的にその施策を進めていると伺っております。

この１年、平成23年度、具体的にどのような対策が実行されたか。また、平成24年度

はどのような対策が実行されるのか、具体的に説明をしていただきたい。

３点目は、孤立死防止策についてであります。

昨年の終盤から今年にかけて、全国各地で孤立死の報道が相次いでいます。今年１月

に大きく報じられた札幌の事件は本当に胸が痛みます。これは都会に限ったものではな

くて、厚岸町においてもいつ起こるか、決して人ごとではないんです。このような悲惨

な事件を起こさないために、どのような体制が構築され、どのような対策がとられてい

るか、具体的に説明をしていただきたい。

以上で、１回目の質問とさせていただきます。

●議長（音喜多議員） 町長。

●町長（若狹町長） 12番、室﨑議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の放射性廃棄物処理について 「文部科学省が行政参考資料として明らかにした、

原子力政策研究会報告によると、幌延に設置された深地層研究センターは、表向きは研

究施設だが、実は核廃棄物の 終処分目的の施設であり、その施設の設置場所として考

えられていたのは厚岸町だったという内容の記事が平成23年12月26日の新聞に掲載され

た。町はこのような事実を知っていたのか」と 「事の経緯と町の見解を問う」について、

でありますが このことは ご質問にあるとおり 昨年12月26日の 北海道新聞 と し、 、 、 「 」 、「

んぶん赤旗」の朝刊で報じられ、この中で、1994年、平成６年８月の原子力政策研究会

において、当時の東京電力副社長が発言した、低レベル廃棄物処理について、幌延は地

下水が多過ぎてだめ。釧路管内厚岸町が本命の候補だったが、漁協の反対で、泊原発建

。設に影響が及ぶのを恐れた北電の意向で断念したとの記事が掲載されたものであります

この新聞報道を受け、直ちに厚岸町では北海道新聞社に問い合わせ、このたび文部科

、 、学省が開示した島村原子力政策研究会の議事録の一部を入手し その内容を確認した上

当町へ何らかの打診等があったかどうかも確認するため、関係課に当時の文書等を検索

させるとともに、厚岸漁業協同組合にも同様の依頼をいたしました。

その結果、当町並びに厚岸漁業協同組合には、このような事実を承知している者、ま

た、それを記録した文書は存在しないことが確認されました。
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しかし、この議事録を見ると、報道にあるとおり、当町が 初の候補地であったこと

は事実のようでありますが、この会議の中で、豊田元東京電力副社長が厚岸湾を推して

おり、そのことを戸田元北海道電力会長に話したところ、あそこはワカメの産地で、と

にかく北海道は漁業組合が非常に強くて困ると言われ、泊原発建設の影響が及ぶのを恐

れた北電の意向で断念したとの記録もあります。

このことから、豊田元東電副社長が委員を務めていた原子力委員会の中で、このよう

な議論はあったものの、直接、厚岸町や厚岸漁業協同組合に何らかの打診等があったも

のではなく、町はこのような事実を知っていたのかと言われますと、全く承知していな

いということであります。

続いて、２点目の防災対策について 「昨年3.11の災害経験を踏まえ、町は厚岸町地震、

・津波防災対策アクションプログラムを策定し、総合的に施策を進めていると聞いてい

る。この１年、平成23年度、具体的にどのような対策が実施されたか」と 「平成24年度、

はどのような対策が実行されるのか」についてでありますが、厚岸町地震・津波防災対

策アクションプログラムの体系図に基づき、平成23年度に実施した対策と、平成24年度

に実施する予定の対策を合わせてお答えをいたしますので、あらかじめご承知いただき

たいと存じます。

まず、大地震、大津波に着実に備える予防対策の推進のうち、町民防災意識の啓発に

ついては、23年度は、震災後、管内市町村の中で 初の防災講演会を開催し、広報では

防災特集を掲載、ホームページでは防災関連のページを充実させたほか、この３月５日

から役場１階ホールで、１年前の厚岸町の震災状況の写真や、地震・津波のメカニズム

などを掲載したパネル展を行っております。

24年度には、引き続き防災講演会、パネル展示、広報での防災特集を行うとともに、

新たな地震想定、津波浸水予測図をもとに、ホームページの防災関連ページの更新、充

実を図ってまいります。

保育所、学校等における防災教育の推進については、23年度は、沿岸地区の小中学校

において、児童・生徒と教職員に対する防災教育、津波避難訓練、災害時対応マニュア

ルの作成、中学校においては、生徒に対する救急救命講習、保育所においては、子ども

の年齢に応じた避難訓練、災害時対応職員会議、職員初動体制マニュアルの作成を行っ

ております。

24年度は、学校、保育所において、引き続きこれらの訓練や講習を行うとともに、児

童館において災害時対応マニュアルを作成する予定です。

津波避難対策の促進については、23年度は、10月16日に実施した厚岸町防災訓練の午

前の部において津波避難訓練を実施しております。

ご承知のとおり、昨年の防災訓練は、東日本大震災を教訓として、とにかく高台にあ

る近くの避難場所へ逃げるという地域住民の意識の高揚と知識の向上を図ることを目的

に、初めて 「地震だ、津波だ、すぐ避難！～少しでも早く、少しでも高くへ」をスロー、

ガンに掲げ、訓練想定を、これも初めて500年間隔地震規模のものとし、町民の皆さんが

家族ぐるみで参加できる昆布漁が終了した日曜日としました。

また、この訓練では、避難場所での避難者リストの作成、避難時間などを検証するた

めのアンケート調査、新たに購入した衛星携帯電話を使った通信訓練なども新たに行っ
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ております。

また、津波避難場所の整備では、テント18張を購入しております。

24年度は、さらに内容を充実させた避難訓練を実施するほか、来月には北海道から周

知される予定の津波浸水予測図に基づく津波避難場所の見直しや、新たな津波ハザード

マップの作成と配布、津波避難計画の作成を行います。

また、津波避難場所の整備では、備蓄倉庫とトイレの設置、暖房機器と灯油携行缶、

、 、 、 、テント 毛布 アルミ折り畳みマット ポータブルラジオの購入を予定しておりますし

避難路、避難階段等の整備では、コンキリエに上がる２カ所の避難階段と、松葉地区集

会所裏山に上がる避難階段の設置、コアぽんときらくを避難場所とするための屋上等の

整備、苫多分館とコアぽんときらくへの太陽電池灯、避難場所標識の設置を予定してい

るとともに、既存の避難場所標識への海抜の表示も行いたいと考えております。

ライフライン対策の促進については、23年度は、上下水道管路の耐震化を図るための

管の新設、更新を行ったほか、緊急時連絡体制の整備のため、厚岸町防災訓練に合わせ

た情報伝達、応急給水、仕切弁の模擬操作などの実践的な訓練を行いました。

24年度も同様に、これらの整備を図ってまいります。

自主防災組織の育成・活性化については、23年度は、震災後、さらなる組織率の向上

を目指し、組織化されていない沿岸地区の自治会を対象に働きかけを行ってきました。

また、４月までには、自主防災組織の組織化と活性化を図るための説明会を開催する予

定です。

、 、 、24年度は 組織の結成促進と活性化を図るため 自主防災組織運営マニュアルの作成

配布と合わせ、未結成の沿岸地区自治会に対し、さらに強い働きかけを行ってまいりま

す。

次に、災害時に迅速かつ適切に対応する応急対策の推進のうち、災害時要援護者の保

護体制の強化については、要援護者支援台帳システム導入後、24年度にかけて台帳と要

援護者マップを整備するとともに、災害時要援護者支援プランの見直しに合わせ、福祉

避難所の設置を行ってまいります。

行政防災力の強化については、23年度は、災害対策本部廃止に伴う地震・津波等災害

対策推進本部の設置 災害時における住民基本台帳システム等の稼働確保と役場保有デー、

タのバックアップ体制の整備 防災訓練にあわせた職員の参集訓練と情報伝達訓練を行っ、

たほか、役場庁舎に代わる防災拠点施設の機能強化のための本部用テントと、これに付

随する電動エアポンプ、発電機を購入し、コンキリエと厚岸中学校に配備しました。

また、震災後、速やかに全職員を対象に、震災時の町の対応などに係るアンケートを

行ったほか、私と係長以下職員との間で行う町長と語る会では、地震・津波対策をテー

マに意見交換を行いました。結果として、これらで職員から出された意見や対応時の問

題点は、今行っている防災対策に大いに生かされているところであります。

また、さらに、防災対策に係る要望では、道の駅の防災拠点化に向けた整備等につい

て、国土交通省、北海道開発局、北海道などへ、私が自ら出向き、要望を行ってきてお

ります。

24年度は、災害対策本部整備事業として、庁舎に代わって防災拠点施設とするコンキ

リエと厚岸中学校に総合行政情報ネットワーク拠点、インターネット接続環境、高速無
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線による通信インフラ、被災者支援システム、自家発電機、音声通話システム、津波監

視用ｗｅｂカメラ、保管庫、ソーラーパネル式蓄電システムを整備するほか、地域防災

計画の見直し、道の駅防災拠点化に係るさらなる整備と避難路の整備などについて、北

海道開発局と協議を進めながら、国・道へ要望してまいります。

初動態勢の強化については、23年度は、震災後、直ちに職員の初動態勢マニュアルと

配置計画の見直しを行うとともに、防災訓練に合わせ、職員非常登庁訓練を行っており

ます。

24年度は、避難勧告・指示マニュアルを整備いたします。

災害時の情報収集・伝達体制の強化については、23年度は、防災行政無線に連動して

稼働する全国瞬時警報システムを整備するとともに、震災時の教訓を踏まえ、移動系の

携帯用無線機を40台、衛星携帯電話を２組購入いたしました。

、 、 。24年度は さらに移動系の携帯無線機を40台 衛星携帯電話を２組購入する予定です

救急救助・医療体制の強化については、23年度は、町立厚岸病院の部署ごとの災害発

生時の初動対応マニュアルを作成するとともに、病棟において、マニュアルに基づき、

避難移動の実験を行いました。

24年度は、町立病院において、避難の判断やタイミング、誘導の方法などを検討した

上、マニュアルを作成するとともに、医療上の災害等医療対策マニュアルの見直しを行

うこととしております。

また、ＡＥＤが設置されていない山の手地区集会所、太田地区公民館、苫多分館、松

葉地区集会所の各避難場所について、年度内の設置を目指しております。

避難所の設置・運営体制の整備については、24年度において、避難所運営マニュアル

の作成、道立少年自然の家などとの運営支援に関する協定を締結してまいります。

応急復旧対策の実施については、23年度は、応急給水パックを100個購入しており、24

年度は、この応急給水パックを200個購入する予定です。

緊急物資確保体制の整備については、23年度は、５年間の保存期間到達に伴い、乾パ

ンと飲料水を購入したほか、震災時の教訓を踏まえ、乾パンに代えて蒸しパンの缶詰と

容器を小さくした飲料水を相当数増量して購入しました。また、北海道コカ・コーラボ

トリング株式会社との間で、災害対応型自動販売機による協働事業に関する協定を締結

しております。

24年度は、災害時における燃料、防災資器材、食料・医薬品・生活用品等の緊急物資

などの優先供給に係る協定と、釧路管内町村間における災害時応援協定の締結を進めて

まいります。

衛生、防疫活動体制の強化については、23年度は、町と委託先との間で、災害時にお

けるごみ収集の体制を整備いたしました。

以上、23年度に既に実施した対策と、この３月と24年度に実施することとしている対

策について申し上げましたが、今後もより効果的な対策について検討、協議を行うとと

もに、このアクションプログラムを基本として、随時、内容の見直しを行いながら、そ

の進行状況を管理してまいりたいと考えております。

続いて、３点目の孤立死防止策についてのうち、初めに 「どのような体制が構築され、

ているか」についてでありますが、町では、第２期厚岸町地域福祉計画において、人に
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やさしい福祉のまちづくりを基本目標として、施策の方向を地域生活を支える仕組みづ

、 、 、 、くりとし 基本施策を見守り支援の体制づくりとして 貧困や引きこもり 家庭内暴力

虐待、自殺など、新たな社会問題に対する取り組みを掲げているところであります。支

援を必要とする人を漏れなくカバーする仕組みづくりが求められていることから、民生

委員、児童委員や自治会を中心に行われている見守り活動を広げ、公的な福祉サービス

では対応できない地域の課題などに対応するとともに、日ごろから助け合いや支え合い

が地域で展開されるように、地域住民が支援者となる環境づくりを進めることとしてい

るものでございます。

主な取り組みにつきましては、自分の責任で自分が行うことの位置づけで、日ごろか

ら隣近所とのつき合いを大切にする 認知症や障害者の理解を深める 認知症サポーター、 、

になる。周囲や地域が協力して行うことと位置づけた、隣近所での安否確認のシステム

づくり、生活支援員の推薦をふやし、活動を支援するなど。個人や周囲、地域、あるい

は民間では解決できないことについては、民生委員、児童委員の研修を行う、関係機関

と連携し、安否確認に関する事業を推進する、見守り活動と連携し、また、情報提供を

行い、支援を必要とする人が地域で孤立しないよう努める、認知症サポーター養成を継

続する、心の健康づくりを普及啓発するなどの内容となっております。

昨年８月には、厚岸町社会福祉協議会が中心となり、厚岸町地域支え合いネットワー

ク会議が立ち上がり、同社協で策定している地域福祉実践計画の 終年度を１年繰り上

げて策定された 平成24年度からスタートする厚岸地域福祉実践プランにも地域福祉ネッ、

トワークづくりへの取り組みが盛り込まれ、行政が策定した計画との調和を図る展開が

行われることとなっております。

また、厚岸町地域支え合いネットワーク会議は、社会福祉協議会、町、民生委員、警

察、医療機関、消防署及び一部の自治会で構成し、具体的な取り組みを通して連携を図

、 、るネットワークを形成しようとするもので 高齢者や障害者などの日ごろからの見守り

災害時要援護者の把握と災害時の支援体制の整備、日常的にかかわることができるサロ

ンなどの実施に取り組んでいるところでございます。

次に 「どのような対策をとられているのか」についてでありますが、これまでに、登、

録制でボランティアによる安否確認のためのハートコールサービスの実施、緊急通報装

置の設置、要介護認定者への介護サービス提供の際の声かけ、認知症サポーター養成、

民生委員、児童委員の自己啓発研修、社会福祉協議会に対する地域サロンづくりへの支

援などを行ってきております。

また、昨年11月からは、災害時要援護者等登録事業を開始することができ、登録され

た情報は、消防における救急活動と医療の連携、災害時における要援護者支援との連動

を図るものとして、個人情報の管理に配慮しつつ、その情報を共有、孤立死などの社会

問題に対する町民の意識高揚を図ってまいりたいと考えているところでございます。

なお、２月には、65歳以上の高齢者のうち、要介護者及び要支援者を除く全員の皆様

方、約2,600名に、介護予防のための基本チェックリストを送付させていただいたところ

でございます。

アンケート方式で回答をいただきます内容から、生活機能の低下度合いや、介護が必

要となるおそれがないかをチェックするもので、おおよその実態が把握できるのではな
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いかと考えているところでありますが、回答ができない方を含めて、未回答となられた

方々に対しましては、改めて実態把握を急ぐ対象者と実施方法について検討し、できる

だけ早く対応を図り、孤立死防止対策を推進してまいりたいと存じます。

以上でございます。

●議長（音喜多議員） ２回目の質問を午後からしたいと思いますが、よろしゅうございます

か。

（ はい」の声あり）「

●議長（音喜多議員） 昼食のため、休憩します。

午前11時50分休憩

午後１時00分再開

●議長（音喜多議員） 本会議を再開いたします。

12番、室﨑議員の２回目の質問から入ります。

12番、室﨑議員。

●室﨑議員 まず１点目の、放射性廃棄物処理についてからお聞きいたしますが、ちょっと目

立たない形で書いてあった記事があって、私はびっくりして、それで、町のほうでもすぐ動

いてくれて、いろいろお調べいただいたということが今わかりました。

それで、知っていたんですか、いや、知らなかったよという話で終わったんでは、これは

町民の皆さんに、何を聞いて、何を答えたんだと怒られると思うんで、核心についてお聞か

せいただきい。

それは、今後、厚岸町を候補地として、こういういわゆる放射能を穴掘って埋めると

いうような施設をあんたのところへつくりたいんだけどというようなことを言ってきた

ときに、町長は、条件次第では受け入れることもあり得ると考えているのか、いかなる

条件であろうと、どんな話であろうと、そんなものは絶対にお断りだというふうに考え

ているのか、その１点についてお聞かせいただきたい。

●議長（音喜多議員） 町長。

●町長 若狹町長 ただいま これは福島原発事故以来 原発に対する考え方が大きく変わっ（ ） 、 、

てきていることはご承知のとおりであります。

そういう中で、こういう記事が出たということは、私も大きな関心を持って読ませていた

だいたところであります。先ほどの第１回目の答弁でいたしましたけれども、全く承知をし

ておりません。しかもまた、私的な機関がそういうことで議事録をもとにして報道されたと

いうことでございまして、今質問がございました点については、もちろん受ける気持ちはご
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ざいません。

●議長（音喜多議員） 12番。

●室﨑議員 今回の新聞記事で一番お聞きしたかったのは、その１点だけです。ありがとうご

ざいます。

次に、２番目の防災対策に入ります。

今お聞きしたところ、このアクションプログラムという、非常に総合的な施策をもって一

つ一つ進めていくんだということで、23年にはこういうものを行ったし、24年度にはこうい

うことを行うんだよという話がありまして、ここで言われているようなことはぜひ進めてい

ただきたい。もっと言うならば、もっともっと前倒しでやっていただきたいと、そういうふ

うに思います。

ただ、このアクションプログラムを読ませていただいて、個々の話に入る前に、基本的な

ところでちょっとお聞きするんですが、１ページ目に、これは道が作成した津波シミュレー

ションに基づいているというような形で書いていましたが、マグニチュード8.6、震度６強。

それで、津波の 大遡上高が4.2メートルから10.1メートルと、10センチ単位で書いている。

波高ではないんですね。遡上高というのは斜面を駆け上がった到達点ですよね。だから、今

、 。 、回の東日本大震災では40.4メーターということがわかりましたね 高到達点 そうすると

厚岸町のアクションプログラムというのは、遡上高が 大でも10.1メートルの津波、それを

前提にしてつくっているというふうにお聞きしてよろしいんですね。

●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） このアクションプランに基づいて前倒しで行っていけるものについ

ては行っていきたいといとうふうに考えております。

また、この4.2メートルから10.1メートルの津波の高さですけれども、これは平成18年に出

された500年間隔地震の遡上高として4.2メートルから10.1メートル、地域によって違います

けれども、4.2メートルが町内の湾内のところ、10.1メートルは、これは 大で末広になって

おりまして、 大遡上高としてこちらのほうに周知をされているものでありまして、現在の

ところ、この形でアクションプログラムをつくらせていただきました。

ただし、これから北海道のほうから新たな想定のもとでの津波シミュレーションがまた４

月にはお知らせされることになっておりまして、これに基づいて、改めてこのアクションプ

ログラムの想定については見直しを行っていきたいというふうに考えております。

●議長（音喜多議員） 12番。

●室﨑議員 遡上高が10.1メーターですから、波高といったらぐっと下がりますね。例えば2.5

メートルとか、その程度でも遡上高が10メーターを超えるのは幾らでもあり得ますよね。そ

うすると、それも厚岸町としては 大このぐらいになるかもしれないという独自の判断は一

切しないで、平成18年の道が出したものを使ってやっているわけですね。今度、道が４月に
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変わるかもしれない。変わったら、アクションプログラムは根本的に変わる可能性あります

ね。例えば、波高20メーターなんていうような予想が出たら、このアクションプログラムは

がらっと変わらざるを得ないですね。そういうこともあり得るということでお聞きしている

わけです。

●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長 會田課長 今 議員おっしゃられたとおり この後の北海道から出されるシミュ（ ） 、 、

レーションが変わった場合、20メートルとなった場合には、基本的にはその形で災害想定を

行うということで考えておりますが、ただし、今回の東北地方のように、想定外という言葉

がございましたけれども、その辺、十分に慎重に見定めた上で想定を行っていきたいという

ふうに考えております。

●議長（音喜多議員） 12番。

●室﨑議員 何を言われているのかよくわからないんです アクションプログラムで１年間やっ。

てきて、これから平成28年とかいうようなものまで、長期計画まで出ているものが、今動き

出している。でも、その も前提になるところの津波の大きさ、それについては自分たちで

は独自の判断を一切していない。そうすると、いわば足元がぐらぐらいしているんじゃない

ですか。そういうことなんです。

それから、厚岸では、波高16メーターだったかな。北大の平川っていう先生が、たしか16

メーターか14メーターか、ちょっと今、忘れましたが、波高で、そういうものが襲ってくる

可能性があるということも新聞で発表していますよね。それで、私、びっくりして、ちょっ

と標高を専門家に聞いたんですが、国道のお寺が三つ並んでいますよね。その下のほうにあ

る高野寺さん、東岸寺さんは、その波高が16メーターだとしたら14メーター、14メーターだ

としたら12メーター、あ、そうするとやっぱり14メーターだな。14メーター。それで、津波

が来るよと言っている波高は16メーター、そういう話も新聞に出ていますよ、もう既に。

そういう中で、道が言ってくるまでは、こういうものについては全然いじらないんだとい

うことについては、ちょっと解せないんですが、もう一度答弁をいただきたい。

●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 平川教授等がそのような形で新聞で報道されている記事も見ており

ます。今回、平川教授も、今、北海道がつくっているシミュレーションの部会のメンバーと

して入っているそうでございます。ですから、その平川教授の意見も入った中で、太平洋沿

岸のシミュレーションが新たにつくられるものだというふうにこちらのほうでは考えている

ところでありまして、あくまでも具体的な研究で厚岸町が独自にそれらを、津波の高さを出

すということにはなりませんので、あくまでもそのシミュレーションに基づいた中で計画を

つくらざるを得ないのかなというふうに考えておるところでございます。
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●議長（音喜多議員） 12番。

●室﨑議員 わかりました。それはその程度にしておきます。

それで、私、前に提言しているんですが、厚岸町での津波対策といったって、場所によっ

て随分違いますよね。外海に面しているところ、湾の中、それから、地形だってそれぞれ場

所によって違います。それから、例えば沿岸部でない地域の人たちに、津波が来るから避難

する用意しておいてくれということは野暮ですよね。

それで、役場の職員が、町長さん以下、理事者や職員が一生懸命考えて、そしていろんな

ものをつくっていくと、これは当然といえば当然。それをどんどんやってくださったのはわ

かりますが、同時に、それぞれの地域の住民の皆さんと膝を交えて相談をしていく必要があ

るだろうということが、私、提言いたしました。単に自治会連合会あたりを通じて、要望が

あったら出してくださいなんていうようなものではなくて、この地域ではこれが一番おっか

ないんだというようなものを、もちろん町の力でそれが全部解決できるなんていうことはな

いでしょう、自然災害ですからね。そういうもののためにどうしたらいいかと。次善の策、

三善の策でもいいからどうしたらいいか、そういう話をやっていってはいかがですかという

ことを、私、言ったんですよ。そしたら、担当の方は、早速そのように進めますと言ったん

ですよ。私、この半年なり、そのぐらい見ていたんですけども、うちの自治会にはそういう

ことは来なかったんですね。だから、うちの自治会を飛び越えて、どっかほかへ行っている

んですか。何カ所ぐらいでやりましたか。

●議長（音喜多議員） 総務課長。

（ ） 、 、 、●総務課長 會田課長 まず このアクションプログラムでありますけれども 基本的には

厚岸町役場がどのような形でこれから対策を進めていくかという基本的な事項を地域防災計

画の具現化として定めたものでありまして、今、この後、津波避難計画というものを地域ご

とに定めなければならないというふうに考えております。これは１冊になりますけれども、

あくまでも地域ごとで避難場所、あとは避難路等も含めて考えなければならないというふう

に考えておりますけれども、この際、今、４月に、新たな想定のもとでのものが出ます。こ

れを今のところ待っている状態なもんですから、それによって避難場所、あとは、津波の想

定も変わってくる可能性もあるということを考えると、それを待って津波避難計画を定めて

いきたいというふうに考えていたものですから、それぞれの自治会に対する協議だとかとい

うのはこれまで行ってきていないというのが現状でございます。

●議長（音喜多議員） 12番。

●室﨑議員 大元は北海道の津波シミュレーション何とかが出てこないからだと。これが出て

こないから動きようがないんだと。じゃ、道のほうが都合でまた１年遅れたら、また１年、

黙って待っているわけですね。

●議長（音喜多議員） 町長。
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●町長（若狹町長） 私からお答えをさせていただきたいと思います。

これは大事な課題であります。ご承知のとおり、このたびの24年度の執行方針の中でも、

も重大な課題として、執行方針に何ページにわたっても述べておるわけであります。

私は3.11以来、やはり安全・安心なまちづくり、特に沿岸地域47キロあります。そこに住

んでいる方々、8,000余人おるわけであります。そういうことで、まず私は、その沿岸の自治

、 、 。会に対しまして ぜひ自分の身は自分で守るんだということで 自主防災組織をしてくれと

まだ未設置のところが６カ所あります。私は、まずその海岸地域の自治会に、早急につくっ

ていただきたいというように要望いたしております。

それと、ご指摘がございました、それぞれの自治会との対話はどうなっているんだという

ことでありますが、今、担当課長が言ったとおりなんです。しかしながら、私としては待ち

切れずに、とりあえず自治会連合会を通して、みずから私も出席をいたし、強く要請をいた

しておるところでございます。

そういう中で、正式なものが北海道から来たならば、当地域においてはこうなります

よということをお伝えしながら、やはり自分の身は自分で守っていくという防災意識を

高めてまいりたい、そのように考えておりますので、ご理解いただきたいと存じます。

●議長（音喜多議員） 12番。

●室﨑議員 この次の話は、３番目の質問とも結びつくとこなんですが、津波てんでんことい

うような言葉が非常に走って歩いています。この解釈をどういうふうにするかというのは非

常に難しいものがあります。親兄弟でも何でも一切構わずに、自分さえ助かればいいと思っ

て逃げればいいんだということを私の口から人に言うことは、やはり抵抗があります。私た

、 、 。 、ちの自治会でも 声かけということをやろうと せめて おぶって山の上まで逃げなくても

隣のおばあちゃん、何ともなかったねというのを確認してから逃げようという、声かけ地図

をつくろうという、今作業をやっています。

ところが、ある時期、ぐっと盛り上がりました。しかし、この前の、もちろん町側の真意

ではないんだけども、とにかく早く、一刻も早く高台へ逃げてくださいというスローガンの

もとに避難訓練をやりました。そうすると、どうも津波てんでんこと重なって、隣に声かけ

なんてやっている暇なんかなく、すぐ山の上に上がればいいんだというふうに受け取ってい

る人が結構いらっしゃる。

私どもの自治会で考えたのは、声かけの役を決めたら、その人同士はふだんから親しくつ

き合っていく。何も災害だけじゃなく、これはこの後の孤立死ともすぐ結びつく問題です。

そういうようなシステムをつくろうと。何か町のほうから、 初に、去年のだいぶ早いうち

に、モデルとして、それが今回の避難組織そのものなのかどうか知りませんけれども、来た

のは非常に立派な規約で、これはとっても我々には使えないということになりました。とに

かく簡単にして、それから、個人情報というやつも、名前と、それから生年月日じゃなくて

生年、それで、２階にいるのか、ふだん、１階で寝ているのか、そのぐらいなものが隣の人

に分かればいいわけです、いざというとき、声かけするとき。それ以上の、貯金が幾らある

、 、 。かとか 国民健康保険に入っているかとか そういうことは隣の人には必要ないんですよね
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そんなようなことも考えて、実際に動けるものを進めているんですが、まだうちの自治会で

は完全にでき上がっておりません。でも、発想としては、そういうものでいいんじゃないか

ということをみんな了承しております。

そういう時期ですので、町のほうからもひとつ、そういう形での仕組みの主体は自治会で

も、こういう仕組みをつくっていくという機運をつくっていくのは町の仕事ですから、単に

紙の上に立派な組織ができてよかれとするんじゃなくて、現実に動けるものをつくっていた

だきたいと、そのように思うんです。

●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） ただいまの議員の自治会の中で行っている自主防災組織の中での活

動、大変参考になるものでございました。今後、まだ未結成の地区がございます。今後進め

ていく上で、また、既にある組織を結成している自治会についても、ぜひモデルの形で、同

じような進め方をできるように、参考にさせていただきたいというふうに考えております。

●議長（音喜多議員） 12番。

●室﨑議員 何かとんだところで持ち上げられて面映ゆいんですが、でもまだちゃんとでき上

がっていないから、その意味で逆に恥ずかしいんですがね。

それで、時間もないので、３点目に進みますが、孤立死の問題は、私、２年か３年前に、

、 、 、 、 、当時 孤独死というような言い方をしていたので 孤独死というふうに言ったら いや 今

孤立死というんだというふうに担当者のほうで注釈をつけてくださったのを覚えています。

そのときの答弁で、厚岸でも出たという答弁があって、私はびっくりしたんですけどね。

孤立死、孤独死、これに対する明確な定義はないと言われていますよね。１人で住んでい

る人が、何か家の中の事故、あるいは病気で亡くなって、３日か４日、たまたま誰も訪ねな

かったもんだからわかんなくて、そのぐらいに発見されたというようなのまで全部、孤立死

に入れて考える考えもあるようですし、そうじゃなくて、社会的な結びつき、近所や行政や

いろんな意味での結びつきが全くなくて、誰も手を差し伸べてくれない日常の中でひっそり

と亡くなっていくのを孤立死というんだという定義もあります。私は後者のほうが問題を考

える上で非常にいい定義でないかなと思いまして、そういうふうに今お話をするわけです。

それで、今の答弁を聞きますと、非常にいろいろなことを厚岸町はやっているんだなと、

これに関連することというふうにも見えますし、とりあえず今の中から、役に立ちそうなも

のをあちこちから拾ってきて、のりとハサミでつくったというふうにも見えるわけですよ。

大変失礼な言い方だな。

この問題で、私は一番大事なのは、情報の集積と、その情報をいかに有効に活用するか、

この１点にかかっていると思います。現在、福祉関係の制度と言っていいんでしょうね。例

えば消費者被害防止なんかも、広い意味での福祉というふうに考えて、いろんな制度があり

ます、国の制度から町の制度まで。いろんな審議会や委員会も動いています。しかし、大抵

のものは、事件が起きてから、言ってくれればよかったのに、わかっていればこうできたの

に、それで終わりなんですよね。
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それで、時間もないから余りくどく言いませんが、全日本手をつなぐ育成会というものが

ございまして、ここでこの前、障害児を抱えて孤立していたお母さんが病気で亡くなって、

その後、子供は自分で食事がとれる状態でなくて、餓死したという悲惨な事件も載っていま

。 、 、 。 。した 札幌での事件は 私 質問通告書にもちょっと触れました 釧路でもあったそうです

そういうのを見ていきますと、申請を出してくれれば何とかできたんですというのが必ず

出てくる担当者の言い訳です。それともう一つ、今回の答弁で一切そういうことを言ってい

ないだけ、厚岸町は意識が高いなと思ったんですが、個人情報の保護の壁がありましてと、

。 、 。 、必ず言うんです 個人情報保護の壁というのは あれは嘘ですよね あれは壁と言わないで

盾と言うべきです。攻撃に対して身を守る盾ですね。こういうふうに全日本手をつなぐ育成

会は言っています。個人情報保護は、その人に不利益になることまで許容しているわけでは

なく、行政は自らの責任をプライバシーの問題にすりかえている。これは厳しい指摘だと思

います。

それで、今回も厚生労働省のほうで、電気だとかガスだとか、厚岸町はガスはちょっと違

うのかもしんないけど、電気だとか水道もそうでしょうけど、そういうライフライン、根本

的なライフライン、そこで滞納がずっと続くような状況のときは、まさかベンツ乗り回して

払っていないなんていう人は１万人に１人もいないでしょうから、大体非常に困窮している

んじゃないかと思われるので、それを行政の福祉関係のほうに情報を提供してくれというの

は、厚生労働省ではそういう通達を出しているんですよね。要請ということになるのかな、

民間だから。ところが、４％とか７％ぐらいしかいっていない、数のうち。こういうことも

出ております。何せ個人情報だと。

それから、札幌では、何回も相談に来たんだけども、生活保護の申請を出してくれなかっ

たからそれっきりになりました。あるいは、東京かどこかであったときには、担当の人に、

紙おむつの配達をしている業者が、毎回受け取っているのに、今回、続けて何回か受け取ら

ない、変だよということを言ってある。そうすると、ケースワーカーだか何だか知りません

が、そういう人は自宅まで行った。戸をたたいたけど出てこない。あ、旅行か何かに行って

留守なんだろう、それで終わっている。あと一歩の踏み込みがない。

時間もないからやめますけども 厚岸町では やはりこういう今言ったような組織をつくっ、 、

ていくことは非常に大事です。どんどん進めていただきたい。

それから、 後に出てきた65歳以上のアンケート、これもどんどんやっていただきたい。

そういうもので返ってこないところにこそ問題があるだろうと思って、突っ込んでいきたい

ということを言っていたんで、これもやっていただきたい。

と同時に、紙おむつ業者からの通報ということが示すように、例えば牛乳であるとか、ヤ

クルトであるとか、できれば郵便局もお願いしたいんだけど、これはどうも難しいらしいと

いう話はこの前聞いたので、あえて言いませんが、そういう洗濯屋さんだとか、いろんな形

で個別訪問する業者がいますね。そういう人たちとの間でも連絡がとれるようなことも提言

しておきます。

それから、情報は、先ほどちょっと緊急事態の話でしたように、集まったものは全部出さ

なくてもいいわけです。必要なものだけ出せばいいわけです。そして、いろんな団体との共

有をしていくということが大事ですよね。Ａランクではこうする、Ｂランクではこうする、

Ｃランクではこうするというようなことが大事だと思います。そういうことをやって、何と
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かネットっていうんですか、とにかく孤立して、周りと全然隔絶した中でひっそり死んでい

くようなことはないようにしていただきたいと、そのように思いますが、いかがでしょう。

●議長（音喜多議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） ただいまご提言をいただきました内容につきまして、きちっと

認識し、できれば社会福祉協議会とともに厚岸町のまちづくりを考え、安心な暮らしを守っ

ていきたいなというふうに思います。ご理解いただきたいと思います。

●議長（音喜多議員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●議長（音喜多議員） それでは、12番議員の一般質問を終わります。

次に、９番、南谷議員の一般質問を行います。

９番、南谷議員。

●南谷議員 第１回定例会開催に当たりまして、通告してあります３点について質問いたしま

す。

初めに、外来船乗組員厚生施設の早期修繕、改善について質問をいたします。

昨年 厚岸漁業協同組合地方卸売市場の外来船 イカ釣り漁船の入港は133隻 延べで1,151、 、 、

隻、水揚げは３億6,900万円、イカ釣り水揚げの78％も占めております。さらには、サンマ漁

船は13隻、延べで218隻、水揚げが３億6,900万円、サンマ水揚げの18％でございます。

外来船の入港は、本町の経済に多大な貢献を示してくれました。本町は、水産業対策協議

会が核となり、外来船誘致に努めておりますが、肝心要の乗組員厚生施設は、平成５年４月

に供用開始となり、はや19年が経過し、数年前から１階休憩室は雨漏りし、天井から白いつ

ららが垂れ下がり、鍾乳洞状態でございます。さらには、風呂も使えない状況にあり、せっ

かく厚岸港に入港の外来船の乗組員のつかの間の休憩施設、雨漏りはするは、風呂に入れな

い。幾ら外来船誘致を唱えても、私は致命傷だと思います。早期雨漏り修繕と、風呂に入れ

るよう改善すべきと考えますが、いかがでしょうか。

次に、４月１日開設の厚岸町介護老人保健施設運営についてお尋ねいたします。

２月18日、情報館において開設されました説明会に私も出席をさせていただきました。私

を含め91名の方々が参加し、午後からの開催、福祉センターでございますが、54名の参加と

伺いました。出席をさせていただいて、改めて町民の老健に対する期待を肌で感じてまいり

ました。説明会は、資料、本当に私もいただいたんですが、厚岸町介護老人保健施設説明資

料、理路整然ときちっとした資料で、私は非常にわかりやすい資料だなと思って見たんです

が、説明も受けましたし、質問も受けてくれました。しかしながら、参加者の多くは、老健

施設の制度や入所基準、さらには、料金体系について質問されても、収入によって料金が異

なることや、個人情報の問題もあり、それぞれ、あみかのほうに出向いてくださいという

ことで、私は十分な質疑がなされていなかったな、町民はよく理解されなかったんでは
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と、そう思ってまいりました。

そこで、改めてお尋ねをさせていただきます。

心和園の待機者は現在何人ですか。

現状、心和園入所者数と、町立病院医療療養入院患者数の関係から推定し、老健施設

の実質新規入所者数はどうなりますか。

入所基準と入所可能期間はどのようになっておりますか。

入所選考基準と、その方法はどうなりますか。

施設入所基準、運営方法をしっかりと町民に広く周知すべきと考えますが、いかがで

しょうか。

３点目でございます。

本町の明日を担う子供たちの学力や体力の向上についてお尋ねいたします。

全国47都道府県中、北海道の学力は、私は下位であると。その中でも、北海道、道東

は決して高いとは言えないと思います。

このような状況の中、 近、新聞に、管内の学力テストのニュースが目につきます。

標茶町もありましたし、釧路市、それぞれ管内の状況について、新聞のニュースに話題

に載っておるところでございますが、本町の学力テストの実態についてお尋ねをいたし

ます。

アとして、標準学力検査と全国学力・学習状況調査の実施状況について、まずお尋ね

をいたします。

イ、その結果を学力向上にどのように反映し、活用されておられますか。

さらには、学力や体力向上についてお尋ねをさせていただきます。

ア、地域一体の取り組みが私は必要と考えますが、いかがでしょうか。

家庭での対応、家庭生活の充実が必要ではないでしょうか。

教師の指導意欲向上や指導体制強化のバックアップが私は必要と考えますが、いかが

でしょうか。

以上をお尋ねし、１回目の質問といたします。

●議長（音喜多議員） 町長。

●町長（若狹町長） ９番、南谷議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の、厚岸漁港、外来船乗組員厚生施設の早期修繕・改善について 「外来船誘致のた、

め、１階休憩室の雨漏れ修繕と入浴可能に改善すべきではないか 」についてでありますが、。

厚岸漁港休憩施設につきましては、外来船の誘致対策として、湖北地区の厚岸漁協地方卸売

市場裏手に 平成４年度に漁港環境整備事業により建設しております 構造は 補強セラミッ、 。 、

クブロック造一部２階建て、延べ床面積176.55平方メートルで、平成13年度には、一部ボイ

ラーの増設などの改修をし、外来船乗組員の方々に休憩・シャワー・洗濯場などを提供して

おります。乗組員の皆さんにとりましては、海から陸に上がってゆっくりくつろげる場とし

て好評を得ており、厚岸漁港にとっては欠かせない施設となっているところであります。

しかしながら、この施設も建設から19年が経過し、その間、幾度も細部の補修を行いなが

ら活用してきましたが、近年、経年劣化による雨漏りや、電気、シャワーなどの設備の老朽
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故障から、施設の利用に支障を来すとともに、乗組員からは、シャワーだけでは体が温まら

ないので、何とか入浴できるようにしてほしいとの要望を受けております。

こうしたことから、厚岸漁港のサンマやイカの水揚げに欠くことのできない、外来船乗組

員の健康維持、増進による安全操業に寄与するため、屋根や外壁の防水処理、内壁や床の補

修、電気配線の補修のほか、１階部分の一部を再編し、シャワー室に浴槽を設置するととも

に、隣接して脱衣所などを整備することといたしました。併せて、トイレについても給水設

、 、 、備の老朽化により 一部閉鎖を余儀なくされ 乗組員をはじめ近隣の加工場従業員や仲買人

地元漁業者の利用に支障を来しているため、改修を行うこととしております。

なお、これらに係る費用については、今議会に提案している新年度予算に、厚岸漁港休憩

施設整備事業として、設計委託料126万円、改修補修工事費1,764万円、合わせて1,890万円の

予算を計上させていただいておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

続いて ２点目の４月１日開設の厚岸町介護老人保健施設運営についてのうち 初めに 心、 、 、「

和園待機者数は何人ですか 」についてでありますが、２月末現在で96人の待機者数となって。

おり、そのうち、厚岸町の方は85人、町外の方は11人となっております。

次に 「現状、心和園入所者数と町立病院医療療養入院患者数の関係から推定し、老健施設、

の実質新規入所者数はどうなりますか 」についてでありますが、町立病院の医療療養病床の。

入院患者数は日々変わることから、ここでは２月の平均患者数で申し上げますと、約13人と

なっております。そのうちで診療内容を考慮した場合に、厚岸町介護老人保健施設、いわゆ

る老健施設にそのまま移行して入所となる方は５人程度と見込んでおります。この施設の入

所定員が23人ですから、残りの18床分が新規で入所可能な人数と考えております。

次に 「入所基準と入所可能期間は、どうなりますか 」についてでありますが、この施設、 。

は介護保険の要介護の認定を受けている方が入所の対象者であります。また、入所の期間は

３カ月を一定の基準としておりますが、在宅に戻る準備が遅れている場合や、ほかに希望す

る施設のベッドに空きがないなど、すぐに退所が困難な方は、事情を検討の上、相談を受け

ていくことになります。ただし、 初から無期限で入所可能な心和園とは異なった役割の施

設であることをご理解いただきたいと存じます。

、 、 、なお これらの内容を入所前に説明することが 手続として義務づけられておりますので

十分に理解していただくよう努めたいと考えております。

次に 「選考基準とその方法は、どうなりますか 」についてでありますが、入所の承認に、 。

は、現在の病状や身体機能の状況、さらには家族や家庭環境など、多くの要素から判断する

ことになりますので、施設内に入所判定委員会を設け、構成員となる医師、看護師、リハビ

リ技士、支援相談員など各専門職員の意見をもとに総合的に検討した上で、必要性の高い方

から入所いただくようになりますので、画一的な選考基準はありません。

、「 、 、 。」次に 施設入所基準 運営方法を町民に広く周知すべきと考えますが どう思いますか

についてでありますが、町民を対象に２月18日に湖北地区と湖南地区でそれぞれ老健施設の

役割や心和園との違いなどについて説明会を開催したほか、23日には社会福祉協議会をはじ

めとする町内介護保険事業者を対象に、さらに、入院中の患者さんやご家族に対しては28日

に院内の会議室で、それぞれ説明会を行ったところでありますし、この後、町の広報誌と告

知情報端末でお知らせすることや、パンフレットを公共施設に配置するなどして周知を行う

よう準備中であります。
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いずれにいたしましても、町内で初めての施設で、医療入院とは異なり、すぐには入所で

きませんので、ご本人やご家族が、入所できる諸条件や手続について、十分に時間の余裕を

持って事前に確認いただくことが大切となります まずは 町立病院や地域包括支援センター。 、

にご相談いただくよう関係機関の協力も得ながら、さまざまな機会を利用して周知を図って

まいります。

３点目の、子供たちの学力や体力向上については、教育長から答弁をいたします。

●議長（音喜多議員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 続きまして、私からは、３の子供たちの学力や体力向上についてお

答えいたします。

まず、(1)の本町の学力テストの実態についてのア 「標準学力検査と全国学力学習状況調、

査の実施状況について」ですが、本町では、児童生徒一人ひとりの学習状況を踏まえて、教

育課程や指導の改善を図り、その結果を基に、児童生徒が学習上の課題を認識し、その後の

、 、 、学習に役立てることを目的に 町独自の標準学力検査を他町村に先駆けて 平成17年度から

小学校全学年を対象として、国語・算数の教科で、中学校では１、２年生を対象に、国語・

数学・英語の教科で実施しており、本年度は２月７日に行いました。

一方、全国学力・学習状況調査は、各地域における児童生徒の学力や学習状況をきめ細か

く把握・分析することにより、教育及び教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図るこ

とを目的に 小学校６年生・中学校３年生を対象として 国語 算数・数学の教科で 平成19、 、 、 、

年度から全国で実施しております。

平成22年度調査においては、調査方式を悉皆調査から抽出調査及び希望利用方式に切り替

えました。また、平成23年度においては、東日本大震災の影響のため、文部科学省が全国的

な調査の実施を見送ったことから、北海道教育委員会が希望利用方式で９月27日に実施して

おります。

続いて、イ 「学力向上にどのように反映、活用されていますか」についてですが、検査結、

果は各学校において分析し、職員全体で理解不十分なところや弱いところを認識し、共通理

解を図るなどして、授業改善にあたっています。また、読解力の弱さが課題とされた学校で

は、朝読書や朝学習の時間を利用した作文指導を実施するなど、学力向上の取り組みに活か

しております。併わせて、結果を保護者にも返却し、家庭での学習を啓発しております。

次に、(2)の「学力や体力向上について」お答えいたします。

まず、ア 「地域一体の取り組みが必要と考えますが、いかがですか」についてですが、学、

力・体力向上は、学校教育だけでは解決できない問題で地域、家庭の理解が重要です。家庭

の教育力を上げるためには、地域の意識が変わる必要がありますし、家庭が変わると地域も

、 。変わるものと思いますので 様々な面で地域と一体となって取り組むことが必要と考えます

次に、イ 「家庭での対応、家庭生活の充実が必要ではないですか」についてですが、学力、

・体力向上には、基本的な生活習慣や家庭学習の習慣化が重要であり、家庭生活の充実が不

可欠ですので、あらゆる機会を通し、家庭への啓発を行ってまいります。

次に、ウ 「教師の指導意欲向上や指導体制強化のバックアップが必要と考えますが、いか、

がですか」についてですが、各学校とも教育局主催の講習会や研究会に先生方が積極的に参
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加しており、教育局の指導主事を招いての校内研修なども活発に行うなど、指導力向上に努

めております。町教委といたしましても、初任者研修など、町独自の講習会・研修会を実施

し、指導体制強化のバックアップに努めてまいります。

以上でございます。

●議長（音喜多議員） ９番、南谷議員。

●南谷議員 まず１点目についてお伺いさせていただきます。

24年度の予算で総事業費1,890万円を計上され、修繕に取り組んでいきたいということで、

安堵しております。そうしますと、以前も説明を受けたんですけれども、お風呂のほうも公

衆浴場許可を取得され、改善されると、そのための施設整備だということで理解をさせてい

ただいたんですが、それでよろしいでしょうか。

さらには、供用開始というんですか、実際に使えるのはいつころになるんでしょう。サン

マ時期、イカ時期というと秋口になると思うんですが、それには間に合うんでしょうか。い

かがでしょうか。

●議長（音喜多議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） 公衆浴場法の関係でございますけれども、基本的に公衆浴

場法の許可をとるように現在話を進めておりまして、事前協議を行っております。予算

が確定しました後に、正式に保健所さんのほうに申請を出して、その手続を進めたいと

いうふうに考えております。

それから、供用開始の関係でございますけれども、この工事につきましては、まず実

施設計を行いまして、その後に工事というふうになってまいりますけれども、実施設計

で大体２カ月半程度かかると。それから、工期も３カ月から４カ月かかると。浴槽です

とかそういった関係、それから、外壁の雨漏りの関係なんかもございまして、期間が必

要というふうに聞いております。

そういったことから、外来船の人たちが使うというような時期は８月くらいから使う

というような状況になりますけれども、それまでには工事としてはできないというふう

に判断をしておりまして、それらの利用が終わってから、実際の工事に着手をせざるを

得ないなというふうに考えております。としますと、実際に外来船の方が使えるように

なるのは、来年の漁期からというふうになろうかと思っております。ただ、一部、トイ

レにつきましては、完成しますと来年の当初から使えるような状況になろうかなという

ふうに考えております。

●議長（音喜多議員） ９番。

●南谷議員 設計 それから改修工事 そうすると 漁期中だとなかなか 使用する関係もあっ、 、 、 、

てそうなんだろうと思うんですけども、せっかく1,890万円投入して、実際、効果が出るのが

来年だよというんであれば、やはり今年も三陸のほうは大変な状況にありますよ。そうする
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とこっちに集中するんではないかなと、そういうことを私は想定をしておるんですが、何と

かその辺、設計を早くするというわけにはいかないんでしょうけれども、少しでも外来船の

、 。皆さんにお風呂の関係も可能な限り努めるべきではないのかなと思いますが いかがですか

●議長（音喜多議員） 産業振興課長。

●産業振興課長 阿部課長 実際 外来船の方が使われるのが８月から ８月 ９月 10（ ） 、 、 、 、

月、去年みたいにサンマの群が道東沖に残っているというような状況になりますと11月

まで使うというような形になろうかと思います。そのときに、実際、工事をやりながら

利用するということは、どうしても浴槽を設置をする、それから、浴室に隣接した脱衣

所、それから、トイレが必要、公衆浴場法の許可をとるためにはそういったものが隣接

して必要だというようなことがございます。という中で、お風呂の工事をやりながらお

風呂に入れるということはもちろんできませんし それから 外壁も屋根から全体にちょ、 、

すというような形になるもんですから、実際の利用をしながら工事をするということは

非常に難しいのではないのかなというふうに考えておりまして、今年については漁期が

終わってからというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

●議長（音喜多議員） ９番。

●南谷議員 事情はわかるんですけれど、何とか少しでも、市場が管理運営をされていると思

うんだけれども、少しでも、後ろのほうでも、予算が計上されているわけですから、１月、

２月に工事されても意味がないんですよね。 大限間に合うような努力を私はされるべきだ

と思います。いかがですか。

●議長（音喜多議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） 大変申しわけありません。繰り返しの答弁になろうかと思

いますけれども、どうしても工事を、設計の期間が大体２カ月半なりかかって、手続も

含めると３カ月程度かかろうかなと。そうしますと、どうしても４、５、６と６月まで

かかって、実際に工事を発注できるのは８月くらいになるのではないかなと。とします

と、ちょうど利用する時期と本当にぶつかってしまうというようなことで、利用しなが

ら、外壁の部分だけちょすということであれば、また囲いながらということもあろうか

と思いますけれども、中の浴室の周りを間仕切りを変更してやらなくちゃいけないとい

、 、 、うような状況 それから 浴槽を設置しなくちゃいけないというようなことからすると

実際、その間、使えないというような形になってしまうもんですから、反対に、今年、

シャワーも使えないという形になれば、外来船の乗組員の皆様にも迷惑がかかるという

ようなことにもなるもんですから、どうしても漁期が終わってからというふうに考えざ

、 。るを得ないのかなというふうに考えておりますので ご理解をお願いしたいと思います

●議長（音喜多議員） ９番。
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●南谷議員 課長の答弁は、１回言っているわけだから、もうだめだというのはよくわかるん

ですけど、少なくても商店とかお店ではないんですよ。外壁やっていたって、乗組員の皆さ

んに協力願って、１週間我慢しれやとか、工事中でも安全な方法、対策をとって、少しでも

後半、間に合うとか、そういう努力を私はするべきだと考えますが、それについては極力努

力をしていただきたいということでとどめます。

次にまいります。

２点目の、説明会に出席をさせていただいて非常に感じたんですけれども、現在、心

和園の待機者が96名おられ、実際には23のベッドに18人だということもよく理解をさせ

ていただきました。

厚岸で初めての老健施設でございます。私は、町民に、老健施設の役割や入所条件、

入所期間というものも、先ほどの答弁で懇切丁寧に説明をいただいたんですけれども、

なぜ、町民の皆さんにすると、心和園の緩和措置になるんでないかなと、大きな期待を

持っているんですよね。行ってみて非常に感じたんですけれども、身内に入所を希望さ

れる方、それから、将来、自分の家庭の事情や家族構成なんかで、みずからが心和園施

設や老健施設を利用したいと、そんな思いで聞きにこられた方々がたくさんおられたと

思うんですよ。

ただ、残念ながら、せっかく質問を受けるにしても、人数も多いし、きちっと理解を

していただけなかったんではないかなと。それから、老健施設そのものに対する基準に

ついても、初めての施設なんで、パンフレットをいただいて、読めばわかるんでしょう

けれども、なかなか、何せ自分の期待度というんですか、そういうものを非常に感じて

きたわけでございます。

そんなことで、期待が非常に大きい老健施設でございますから、老健施設の役割とい

うものを十分踏まえていただいて 心和園や町立病院との連携を密にされまして スタッ、 、

フ一同、一丸となって、町民に愛される、利用される、そして感謝される施設運営をす

るべきだと考えますが、いかがでしょうか。

●議長（音喜多議員） 病院事務課長。

●病院事務長（土肥事務長） 説明会を開催しまして、大変そういった期待感があるとい

うのは私どもも感じさせていただきました。

、 、このたびの説明会につきましては 病院からどういうふうに大きく変わるんだという

施設の転換のあり方、それから、大まかな入所の基準ですとか、大まかな目安の金額、

個人負担ですとか、そういったこれからの４月の開設に当たっての全体説明会という趣

旨の位置づけでありましたので、どうしても個々個人の個別相談会ではなかったと、こ

れはちょっとできる状況にはなかったということであります。

、 、 、心和園につきましては 入所される方が期限を限定されることなく無期限で しかも

その場所が生活の場所というふうな位置づけになっております。これに対して、老健施

設につきましては、心和園と療養病床の中間的な役割ということで、基本的な入所期間

。 、 、 、につきましては３カ月であります ただし そういうことですので 入所の期限のない



- 117 -

退所の期限のない特養ホームとは全く異なった施設ということが位置づけられておりま

す。

また、この施設は病院と併設型という、老健施設の中でも病院の中にあるということ

ですので、常にドクターがいるということで、医療の管理下にあるということで、独立

。 、 、して運営している施設とは大きな違いがあります なおかつ 日常生活を送る力を維持

向上するという役割を持っておりますので リハビリにも重点を置いていると そういっ、 。

た意味では、特老とは大きな違いがあるということで、相談時、今、相談を受けている

中でございますが、こういった違いを十分理解していただけるように説明をしている

というところでございます。

相当期待されている施設だということですが、我々も今後の高齢化支援策について、

今回、新たな設置となる老健、それから心和園、デイサービスセンター、それから、在

宅で受けられます各種の介護サービス、これらと一体になって、今後、介護サービスが

様々重要となりますので、ニーズに応えられるように連携を図っていきたいと思います

し、そのことによって厚岸町にあってよかったと喜ばれるような施設の運営を図ってい

きたいと考えております。

●議長（音喜多議員） ９番。

●南谷議員 ３点目、子供たちの学力や体力向上についてお尋ねをさせていただきます。

１点目の、本町は管内でも早い時期、平成17年からテストを実施されており、その結

果も十分調査をされ、活用されているということはよく理解ができました、先ほどのご

答弁で。

２点目の、学力や体力の向上についてちょっとお尋ねをさせていただきたいと思いま

す。

私は 本町の子供たちの学力向上 非常に気にしておるというわけでないけど 頑張っ、 、 、

ていただければなと、そんな思いが強いんですが、私は、先生や家庭、子供たち、教育

、 、 、 、委員会はもちろんでございますが 議会も オール厚岸町的な考えで それも継続して

全町で強い教育に対する関心を持ち続けることが必要でないのかなと、かように考えて

おるもんですから、何とか厚岸の子供たちの体力、学力の向上につながっていただけれ

ばなと、そんな取り組みをしていただきたいという思いから、今回、質問をさせていた

だきました。

かつて本町の太田地区、屯田兵の皆さんが入植をされました。開墾でそれぞれ皆さん

、 、 、 、厳しい生活環境の中で 大変な生活 その日食べるものにも窮しておった そんな中で

非常に子供たちへの教育に対する思いが強いものがあったんではないかと思います。や

はりそこの地域というんですか、時代は変わっても、この厚岸の子供たちにオール厚岸

でしっかりと教育や体力向上に取り組んでいくべきではないか、かように思うわけでご

ざいます。そのためにも、オール厚岸の取り組み、高い教育意識を持ち続ける。１年で

はだめだと思うんですよ、３年でも。やはり長いスパンの中で、総体的に厚岸町の誰も

が、みんなが折に触れ、教育環境というものをしっかり支えていかなければ、一時的な

ものではだめだと思うんですよね。そういう取り組み、考え方をやはり根底に持たなけ
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ればだめではないのかなと。

教育長の教育方針、読ませていただきました。まさに前段、１から３番目までに粗々

載っていますよ。残念ながら具体策というのがないんですよね。そういう姿勢で臨まれ

るということはよく理解されました。

私は、やはり長いスパンで取り組んでいく、一体となった取り組みをされる、それに

ついては、やはり教育長、教育委員会として、議会もそうなんですけれども、それの取

り組むためのリーダーシップというものを強く発揮していただけることが必要ではない

のかなと、かように思うもんですから、その辺の考え方につきましてご答弁をいただき

たいと存じます。

●議長（音喜多議員） 指導室長。

●指導室長（武山室長） それでは、私のほうからお答えさせていただきます。

今、議員が言われたように、やはり学力向上、体力向上におきましては、家庭や地域

の人々の積極的な協力を得て、児童・生徒にとって学習の場である地域の教育資源や学

習環境を一層活用していくことが何よりもかえがたいということが学校教育法でもうた

われております。

それで、教育委員会といたしましては、教育執行方針の中でも、詳しい具体策につい

ては述べていないんですけれども、例えば今回、小学生の通学合宿というのをネイパル

。 、 、 、のほうで行いました その中で 子供たちの感想の中に 歩くのが非常に楽しくなった

地域の人におはようとあいさつをかけられてとてもうれしかった、ふだん、親に送って

もらっているから、地域の人と朝のあいさつはしたことがなかった、このような声が聞

かれております。

この通学合宿というのは、一つのねらいに体力向上もありましたので、歩くこと、そ

して地域とのふれあい、この二つを通して、子供たちは非常に地域に育てられていると

いうことを認識したようです。

このような取り組み、まだまだ模索中ですけれども、地域の力を家庭に、家庭の力を

学校にということをこれから順次考えていきたいと思います。

その中で、今すぐできることと考えているのが、学校の先生方が地域社会の一員とし

て、ボランティア活動を通して家庭や地域に積極的に働きかけて、そして地域も、地域

先生も含めまして、あと、本町から現在、教育大学のほうに通学している大学生もおり

、 、 、ますので そういう大学生の学生ボランティアを放課後等に学校に活用するなど 地域

家庭、そして学校の機能が相互的に発揮されるような、そういう取り組みを中長期的に

行っていきたいと考えております。

以上です。

●議長（音喜多議員） ９番。

●南谷議員 室長の大変詳しい取り組みにつきましてはわかりました。

私は、本町の子供たちの家庭での勉強時間、いかがでしょうか。テレビ、メール、パソコ
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ンにさわっている時間が非常に長いと伺ったんですが、実態はいかがでしょうか。

●議長（音喜多議員） 指導室長。

●指導室長（武山室長） 詳しい時間まではただいま手持ちはないんですけれども、全国

学力学習状況調査の中で、生徒質問紙という項目があります。その中で、家庭でのテレ

ビの時間、勉強の時間等が質問される項目があるんですけれども、残念ながら本町にお

ける児童生徒の家庭での勉強時間は非常に少ない。全道及び全国に比べても非常に少な

いという状況があります。ただし、 初の調査から比べると、その後いろいろ教育委員

会及び学校等の取り組みもありまして、家庭でもっと勉強しましょう、そういう啓発を

行ってまいりましたので、どんどん時間は長くなってきているんですが、逆に全道、全

国のほうも家庭での勉強時間が長くなってきているということで、まだそちらの差は縮

まっておりません。

●議長（音喜多議員） ９番。

●南谷議員 時間を長くすれば学力向上になるのかどうかはわからないんですけれども、やは

りそういう課題はあるわけですよね。そういうことをしっかり家庭の皆さんにも理解をして

いただいて、協力を願う方法も、私は、課題があるわけですから、しっかりと取り組んでい

ただきたいと存じます。

次にまいります。

教師の指導意欲向上や指導体制強化のバックアップについてでございます。

私は、町教委、先生も頑張っておられますことはよくわかって、目にさせていただいてお

るんですけれども、特に体力向上のほうについては、新聞等もにぎわしておるわけでござい

ます。

しかしながら、新しい指導要領で授業時間も延びてきている、先生の子供たちに対する指

導をする時間、勉強する時間が逆に少なくなるだろう。そうした中で、先生たちの指導をす

るための必要な研修 こういうものは 先ほどの答弁 それから 基本方針の中にも十分バッ、 、 、 、

クアップをしていくということを言われているんですけども、現実、時間は短くなる、それ

から、休暇をとる、それから、さらには費用の問題、１人が研修に出ると周りの先生に負担

がかかるわけですよ 文言でバックアップしますよと言っても そういう環境にあるんでしょ。 、

うか。これらについてもしっかり取り組まなければ、新たな、今までと同じことをしても私

はならないと思うんですよ。せっかく意欲のある先生、子供たちに愛情を持って接する先生

には、しっかりと私はバックアップをすべきではないか。そのための体制づくりというもの

が私は必要だと思いますが、いかがでしょうか。

●議長（音喜多議員） 指導室長。

●指導室長（武山室長） 今、ご質問にありました教師の指導意欲、指導力向上とも言い

ますけれども、新指導要領になって、子供と向き合う時間が減るのではないかという問
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題も出てきております。学校においても、職員会議の短縮及び日課表を工夫したりする

ことによって、子供との時間をなるべく確保するように努めているところであります。

先生方が研修に出かけると、当然、今までいた先生が１人いなくなるわけですから、

残った先生方には負担はかかります。ですが、そういう形で計画的に研修に出ていくこ

、 、 、 、 、 、とで 後々 自校に戻って それを還元 還流する そういうことで自校の指導力向上

学習改善に生かしておるところです。

ただし、こういう研修、研究会というものも、やはり釧路市等に出向くことが多いと

。 、 、いう弊害もあります ですので 昨年から局との共同事業で進めているんですけれども

算数、国語ミドルリーダーというのを、町独自で、そういうベテランというか、そうい

う先生を講師として、厚岸町で言えば厚岸町の、例えば算数の指導力向上講習会を行い

ますので、各小学校の先生は必ず１名参加してください、そういう講習会を昨年度とい

うか平成23年度から実施しております。地域に軸足を置いた、そういう地域の先生方が

出やすい講習会、研究会、こういうことを活発に開催することによりまして、学校側の

負担 先生方の負担 そういうものを解消して 指導力向上へのバックアップ強化を図っ、 、 、

ていきたいと考えております。

●議長（音喜多議員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●議長（音喜多議員） 以上で、９番、南谷議員の一般質問を終わります。

次に、８番、竹田議員の一般質問を行います。

８番、竹田議員。

●竹田議員 質問通告書に従って質問をしたいと思います。

１として、エゾシカ被害の減少方法について、町の対応を問う。

(1)2011年の道内の農林業の被害は59億円というが、厚岸町はどのような被害額になっ

ているのか。

(2)厚岸でのエゾシカ被害の内容については、どの程度認識しているのか。

(3)厚岸での被害対策については、どのような形態をとっていくのか。また、ＬＥＤの

鳥獣忌避装置を実験的に使用してはいかがか。

２として、ＮＰＯと市町村の関係について。

、 。(1)ＮＰＯは 住民や市町村との協働のパートナーと思うがそれについてどう考えるか

３として、町税条例の改正について。

(1)認定制度や仮認定制度を取得した、いわゆるＰＳＴをクリアしたＮＰＯ法人に、個

人・企業が寄附した場合、2012年４月１日改正ＮＰＯ法がスタートにより、従来よりも

寄附金控除額が有利になり、寄附がしやすくなる。また、法人格を取った団体は寄附金

を受けやすくなり、活動がしやすくなる。その上で、認定ＮＰＯ法人への寄附金控除に

係る町税条例の改正を求めるが、町の考えを伺いたい。

以上であります。よろしくお願いいたします。
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●議長（音喜多議員） 町長。

●町長（若狹町長） ８番、竹田議員のご質問にお答えいたします。

１点目の 「エゾシカ被害の減少方法について、町の対応を問う 」のうち、初めに 「2011、 。 、

年の道内の農林業の被害は59億円というが、厚岸ではどのような被害額になっているのか 」。

についてでありますが、平成22年度の町内の被害額は、牧草被害として730ヘクタール、１億

2,700万円の被害を受けており、平成17年度は370ヘクタール、6,200万円の被害でありました

ので、面積、金額ともに５年間で約２倍になっております。

次に 「厚岸でのエゾシカ被害の内容については、どの程度認識しているのか 」について、 。

でありますが、先に述べた牧草のほかに、被害額の不明なもので、森林において、植栽木へ

の食害による生長不良や、個人の庭木、花壇、家庭菜園の食害・踏みつけによる生育不良や

交通事故などがあります。

次に 「厚岸での被害対策については、どのような形態をとっていくのか。また、ＬＥＤ鳥、

獣忌避装置を実験的に使用してはいかがか 」についてでありますが、これまで農林業被害対。

策については、被害を減少させることを目的に、効果的な駆除を実施するため、平成９年に

「厚岸町野生鳥獣被害対策協議会」を設立し、対策を講じてきております。

その対策の一つとして、毎年４月から、一般狩猟が始まる10月下旬までの期間と平成22年

度から北海道の交付金を活用し、１月から２月までの期間、町が申請者となり、北海道から

有害鳥獣の許可を受け、主に山間部や農村部で行っているエゾシカの駆除を行っており、駆

除実績は、平成22年度実績で773頭であります。

この協議会での駆除とは別に行っております一般狩猟による捕獲が、毎年10月下旬から翌

年３月下旬までの期間行われ、捕獲実績は 新の統計資料によると、平成21年度分で2,441頭

であります。

このほか、平成20年度から急激に湖南市街地でのエゾシカの出没が増えたことで、その対

策を求める自治会が相次いだことから、被害対策と頭数調整を目的に北海道から特別に許可

をいただき、毎年３月と11月に湖南地区のエゾシカの駆除を実施しております。湖南地区の

エゾシカ駆除については、安全対策上、駆除期間が短い上にエリアや要請するハンターも限

定されていることなど、厳しい条件ながら、ハンターの皆様方のご協力によって行われ、こ

れまで平成23年12月末現在までの４年間で523頭の駆除を行っております。

増え続けるエゾシカについては、全道で64万頭と推定され、何も対策を講じなければ、毎

年20％ずつ増え続けると言われております。

このような状況の中で、北海道でも平成24年度から平成26年度までの３年間で、増加をく

い止める計画を持っております。北海道の対策としては、狩猟期間の延長や、期間限定でオ

ス鹿の捕獲制限をなくしたり、冬期間、林道を除雪し、禁漁していた道有林を開放したり、

北海道独自の事業を展開するなど対策を講じております。

町といたしましても、今後の対策については、厚岸町野生鳥獣被害対策協議会が中心とな

り、北海道や猟友会等関係機関との協議を踏まえ、駆除頭数を増やしていきたいと考えてお

りますし、次年度以降も同様の時期に駆除活動を行うよう北海道をはじめとする関係機関と

調整し、対応していきたいと考えておりますので、ご理解願います。
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ＬＥＤ鳥獣忌避装置については、製造メーカーに問い合わせたところ、現在、実証試験中

であり、実際に装置を見ていない状況の中で、テレビのニュースや新聞等の資料を参考にし

てのお答えしかできないことをご了承願います。

この装置は、奈井江町の民間会社が、細長い蛍光灯に似た、長さ40センチから50センチの

「ＬＥＤモジュール」と呼ばれる装置に改良を加え、光の点滅周期をコントロールできるＬ

ＥＤの特性を生かし、センサーがシカを感知すると、ＬＥＤが10から15秒点滅する仕組みを

考案し、さらに、効果を高めるためにスピーカーを併設し、音声も出るように改良したもの

と伺っております。

シカは学習能力が高く、単純な光の点滅や音では「パターン」を覚えてしまい、効果が半

減してしまうことから、点滅パターンを不規則化するなど改良を加えたようであります。ま

た、昨年から東京農業大学オホーツクキャンパスでエゾシカ飼育場で効果を確認するための

実験を行ったところ、効果があることが確認され、さらに、弟子屈町でもエゾシカによる食

害を受けている農場で 実用化に向け実証試験を行ない 設置前と設置後で大きな効果があっ、 、

たとのことであります。

町においては、釧路太田農協で草地の食害を受けている酪農家に対して、来年度以降、補

助制度を活用したエゾシカ対策を検討しており、ＬＥＤの鳥獣忌避装置の設置にも注目して

いるところであります。

厚岸町としては、実証試験を行っている弟子屈町で２年目以降効果があるのか、さらに検

証していく意向でありますので、その結果や現地の状況について確認しながら、導入につい

て検討していきたいと考えておりますので、ご理解願います。

２点目の ＮＰＯと市町村の関係について ＮＰＯは 住民や市町村との協働のパートナー、 、「 、

と思うが、それについてどう考えるか 」についてでありますが、これまで、公的サービスは。

行政が提供すべきものとの考え方が、行政側にも住民側にも定着していたところであります

が、特定非営利活動促進法、いわゆるＮＰＯ法が施行されて以来、13年が経過し、さまざま

なＮＰＯ活動が活発化している中、ＮＰＯ法人が行政に代わり、公的なサービスを提供する

例も出てきております。

こうした事例を見ますと、ＮＰＯ法人については、多様化する住民のさまざまなニーズに

対し、行政とは異なった視点で取り組んでいける部分もあることから、これからの地域づく

りを行っていくには、一般的に公益性が高く、運営への住民参画の度合いも強い地域に根差

した活動を行うＮＰＯと行政が協働、連携していくことは、厚岸町が進めている協働のまち

づくりにおいても重要なことであると考えております。

続いて、３点目の町税条例の改正について 「認定ＮＰＯ法人への寄附控除に係る改正を求、

めるが、町の考えを伺いたい 」についてでありますが、本年４月１日、改正ＮＰＯ法、正式。

には特定非営利活動促進法が施行されます。この法律の改正によって、これまで優遇税制の

対象となる認定ＮＰＯ法人の認定事務や監督等を国税庁が行っておりましたが、都道府県に

移管されることになり、北海道ではＮＰＯ法人事務を所管する環境生活部において、現在、

その準備が進められております。

このたびの改正により、新たに導入された仮認定ＮＰＯ法人と認定ＮＰＯ法人への寄附者

は、所得税上の所得控除と税額控除が選択可能となり、地方税と合わせて寄附金額の 大50

％が控除されます。
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この創設される仮認定ＮＰＯ制度でありますが、仮認定することで認定ＮＰＯ法人となる

ための一番高いハードルであるＰＳＴ要件、いわゆる、広く一般から一定金額以上の寄附を

受けていることを免除し、ＰＳＴ要件以外の要件を満たすＮＰＯ法人が３年以内にＰＳＴ要

件を満たすこととなれば、認定ＮＰＯ法人として認めるというもので、いわば、ＮＰＯ法人

が国税上の優遇措置を受けられる認定ＮＰＯ法人になるための中間的な位置づけ期間を設け

たということであります。

一方、租税特別措置法の改正により、所得税の寄附金控除の対象として認定ＮＰＯ法人に

仮認定ＮＰＯ法人も規定されたことで、これまで認定ＮＰＯ法人を地方自治体の条例により

住民税の寄附金控除の対象とすることができましたが、仮認定ＮＰＯ法人も可能となりまし

た。

平成23年12月31日現在、道内の認定ＮＰＯ法人は７法人のみであり、市町村が住民税の寄

附金控除の対象とするには、控除を行う市町村にとって受益関係が認められる認定ＮＰＯ法

人であることが必要であり、本町には、この要件に当てはまる法人がなかったことから町条

例において規定しておりませんでした。

しかしながら、認定条件の緩和が図られたことから、今後は仮認定ＮＰＯ法人を経て、認

定ＮＰＯ法人が増えることが予想され、その中に本町との受益関係が認められる法人があっ

た場合、町・道民税として寄附金控除の対象法人が同じであることが望ましいとの考えのも

と、北海道との連携を図り、町条例への規定を積極的に検討してまいりたいと存じます。

以上でございます。

●議長（音喜多議員） ８番、竹田議員。

●竹田議員 １点目のエゾシカ被害の減少方法についてということで、平成22年には１億2,700

万円の被害を受けているということであります。大変な額の被害を受けているんだなという

のを改めて認識をしたわけです。

その中で、厚岸町としては、この減少のための駆除方法として、銃を活用したエゾシカの

駆除対策がほとんどであります。ある市民団体からの道に対するシカ駆除の手段として、銃

で殺すということ自体が、子供の教育という面から考えて、どうなんだろうというお話もご

ざいます。

ここでお聞きします。教育委員会として、そういった駆除に対する銃での駆除というもの

に関して、どういうお考えでいられるのか、お伺いしたいと思います。

●議長（音喜多議員） 休憩します。

午後２時33分休憩

午後２時34分再開

●議長（音喜多議員） 再開します。

教育長。
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●教育長（富澤教育長） 野生動物、いろいろな野生動物いるわけですけども。人間社会の中

で、当然、共生していくことが大切だろうというふうに考えます。いろいろなものの命の大

切さということは、当然、子供たちには教えていくわけですけども、共生する中で、いろい

ろな形で人間社会にとってそういう駆除が必要であるという部分も当然必要ですし、命の大

切さというのは、助けることだけの問題ではないというふうに思います。一時、テレビ、映

画等でも話題になりましたけども、豚を育てて、 後にはお肉としていただくというふうな

。 。授業をやっている学校もある その中で生命の大切さというのを学ぶということもあります

ですから、ただ駆除する、殺すということが教育上悪いというふうな観点では私どもは考え

ておりませんし、ただ、北海道として、適正な数をどういうふうに維持していくかという問

題と、直接、銃を使って駆除するということだけが教育上に悪いのではないかという議論で

は、直接は結びつくものではないというふうには考えております。

●議長（音喜多議員） ８番。

●竹田議員 ありがとうございます。教育関係者としてそういう立場になって考えているとい

うことが改めて認識されたということについて、どういう考えを持っているのかということ

でお聞きしたかっただけなんです。

それについて、そういう考えをきちっと持っている中で、厚岸町がどういう駆除を行って

いるかということが明確になってくるというふうに思うんですね その中で 片方は銃を持っ。 、

て殺すということが良いとか、それから悪いとかという議論にも繋がってくるわけですよ。

その中できちっとした意見を持つということが大事であるというふうに思います。今の教育

長のお話を聞いて安心しました。ありがとうございます。

それで、住民の中にも道民の中にも、それぞれものの考え方があると思うんですが、一つ

にとっては、銃で駆除するということは当たり前というものの考え、仕方がないというもの

、 。 、 、 。の考え 両方あると思います また その中で 動物を殺すということに反対な人もいます

その中で、動物と要するに共存していく中で、とても考えなければならない部分で、殺す

のではなく、その場から退去してもらうということであれば、忌避装置というのが安全であ

り、人間の住んでいる場所に被害をもたらさずにして追い払うという、そういう装置である

、 、 、ということについては 非常に効果があるものというふうに考えますけども 答弁の中では

それらについて検討していきたいというふうに答弁されているので、それ以上は申しません

けども、もう一度お伺いしたいと思います。

●議長（音喜多議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） エゾシカの関係でございますけども、先ほど教育長からもご答

、 、弁ありましたけども 銃で湖南地区のエゾシカ駆除を行っているという関係につきましては

、 。 、いろいろ駆除の方法を考えた結果 銃の駆除しかないということでありました くくりわな

、 、 、 、それから囲いわな そういったいろいろな方法がございますけども 確実に そして安全で

そして効果のある方法ということを、平成20年当時、いろいろ検討してみた結果、このよう
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な銃の方法ということであります。

有害鳥獣駆除ということであります。あくまでも農業被害、そういった被害がある、そう

いったことで、今回、有害鳥獣駆除という方法で、本来でありますと、鳥獣保護区の関係も

ありまして、まちの中ではそういったことはできないわけでありますけども、そういった被

、 、 。害があるということから エゾシカの銃の駆除ということで 今進めているわけであります

それから、ＬＥＤの鳥獣の忌避装置の関係につきましては、現在まだ、答弁にもございま

したとおり、実証試験ということで、今、弟子屈町、それから、オホーツクの東京農業大学

のキャンパス、それぞれ今、実証試験中でございます。これらの状況、まだ１年目でござい

ますので、２年目、今年の状況、そういったことを、現地ももちろん行ってみようかなとい

うふうに思っていますから、現地の結果が良好であれば、厚岸町にとってこの方法が有効で

あるということが実証されれば、私どものほうも町民の森初めそういったことで、今、電気

、 。木柵で町民の森の植栽地が無事に守られているかどうか そちらのほうも試験中であります

そういった選択肢がもう一つ増えるのかなというふうに思っていますので、ご理解を願いた

いと思います。

●議長（音喜多議員） ８番。

、 、 、●竹田議員 十分調べてわかっているとは思いますけども この忌避装置については カラス

、 、 。それからクマ イノシシ そういった動物にも適用可能であるという実験結果が出ています

そういったことも勘案しながら、ぜひ前向きに検討していってほしいというふうにお願いを

して、１点目については終わりたいと思います。

それから、２点目について、これからＮＰＯと市町村との関係について、ＮＰＯは住民や

市町村との協働のパートナーと思うがどうかということについて、これからのまちづくりを

行っていくには、一般的に公益性が高く、運営への住民参画の度合いの強い、地域に根差し

た活動を行うＮＰＯと行政が協働、連携していくことは、厚岸町が進めている協働のまちづ

くりについても重要なことであると考えておりますという考え方が、私も同じであるという

ふうに認識しましたので、この２点目についてもご理解いたしましたので、今後ともよろし

くお願いいたします。

続いて、３点目の、ＮＰＯ法人への寄附控除に係る町税条例の改正を求める、町の考え方

を伺いたいということについてでありますが、これも町税条例への規定を積極的に検討して

まいりたいというふうに答弁されているので、これ以上お聞きすることはないのであります

けれども、このＮＰＯ法人のＰＳＴという要件を満たすということについて、これもまた大

変な部分なんですけれども。まず、ＰＳＴの認可を取るのに３年間かかるということも要件

の一つでありますし、経常収入金額に対する寄附金等の収入金額の割合が20％を総体値基準

としてクリアをしなければならないというのがまず１点であり、寄附金額が年に3,000円以上

の寄附者の数が100人以上、絶対値、クリアしなければいけない。また、３点目に、自治体が

条例でＮＰＯ法人を個別に指定する条例個別指定基準をまたクリアしなければならないとい

う、この三つが選択制として求められています。これをまずクリアしなきゃいけない。

、 、 、 、 、 、それから ＰＳＴの要件以外として 活動対象 運営組織及び経理 事業活動 情報公開

所在町への書類の提出、不正行為等、この６点についてのホームページでの公開というもの
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もなされています。要は、さまざまなＮＰＯ法人をとられている団体があるけれども、この

ＰＳＴの認定をとることによって、さまざまな規約等、条例等をクリアしなければならない

が、クリアした法人については特別な措置をしてあげましょうという、要するに良い団体も

あれば悪い団体も今後できていくという、大きな差別化につながっていくんではないかなと

いうふうに思います。何でもかんでも法人を取得すれば、何でもかんでも控除が受けられる

のかという考え方ではないんだなというふうに認識しております。正しい活動をして、町の

ために活動していく団体について、町も諸手を上げて一緒になってまちづくりをしていくた

めに、さらなる検討をしていってほしいと。そのために、相互理解が求められるように、ぜ

ひとも厚岸町のためになるようなＮＰＯ法人の団体が今後生まれてくることを期待して、な

るべく早く条例改正をしていくような努力をしていただきたいというふうに改めてお願いを

して、もう一度答弁を伺いたいと思います。

●議長（音喜多議員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 私のほうから答弁をさせていただきますが。 初の答弁にもあ

りましたように、このたびのいわゆるＮＰＯ法の改正、それから地方税法の改正で、個

別指定ということが改正の中でうたわれておりまして、現在、北海道のほうでも、基準

ですとかいうことを検討中というふうに伺っております。これらの情報を適切にとらま

えて、可能な限り早い段階で町税条例、それから、個別の条例の制定、これらも含めて

積極的に制定に向けて検討をしてまいりたいと、そういうふうに考えます。

●議長（音喜多議員） ８番。

●竹田議員 くどいようですけども、ちょっとこれを聞いていただきたいと思います。

北海道においての市町村は、今、少子高齢化、人口減少、財政健全化など、課題が多い中

で、地域社会の今後にどう対応するのかという地域社会の自治の理念が問われている時代に

入っています。

そんな中で、市町村は、このたびの条例指定、ＮＰＯを指定するという税条例改正プロセ

スを、地域社会の自治の理念と、理念に基づく協働のあり方、協働の担い手としてのＮＰＯ

の位置づけ、新しい公共の再確認、協働による地域社会の自治をどう再建するか、再考の機

会ととらえるように提案をしたいと思います。

また、条例指定、ＮＰＯへの寄附控除の税条例改正は、厚岸町の地域社会をどのように担

うかという明解な理念が市町村になければ、従来どおり北海道に依存した結果になることを

明確にあらわしているものだというふうに私は認識しておりますけども、その認識について

は同じ考えかどうか、 後にお聞きしたいと思います。

●議長（音喜多議員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からお答えをさせていただきます。

、 。このたびのＮＰＯ法の改正の意味するところは 地方分権を目指しての改正でございます
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すなわち、現在は17項目、17分野あるわけでありますが、さらに増えます。特に今、地方分

権と言いましたけれども、すなわち観光の振興、農村漁村、中山間地域の振興に役立つ等々

。 。の地域型のＮＰＯが含まれたわけであります 合わせて20分野に相なるところでございます

そういう意味におきまして、ＮＰＯと自治体は一定の分野や領域で協働することに大きな

意味があると思っております。特にこれからの分権社会では、先ほどもお話しいたしました

が、その精神は極めて重要であり、ＮＰＯを促進していかなければならない、これは行政で

できるものでもございませんが、民間と相携えながら行っていくことが協働のまちづくりだ

ろうと、そのように私も理解をいたしておるところでございます。

●議長（音喜多議員） いいですか。

（ はい」の声あり）「

●議長（音喜多議員） 以上で、８番、竹田議員の一般質問を終わります。

休憩します。

午後２時52分休憩

午後３時30分再開

●議長（音喜多議員） 本会議を再開いたします。

一般質問、３番、石澤議員から始めます。

３番、石澤議員。

●石澤議員 さきに提出した通告書に従って質問します。

１、新学習指導要領について。

(1)新学習指導要領での学校教育は、子供に負担になっていないのですか。

、 、 、 、 、ア 学期内外を問わず 授業を特定の期間に行うことができるとしていたものを 夏 冬

学年末の休業の期間と明記された。夏休み、冬休み、春休みとも授業を行えというに等しい

と思いますが、義務教育の段階で、正規の授業数で教え、定着することは不可能だというこ

となんですか。不可能だとすれば、どこに問題があると考えていますか。

イ、小学校１年生は毎日５時間授業となったと聞きますが、児童の発達を考えた場合、か

なり無理だと思いますが、１年間実施して、実態はどうなっていますか。

ウ、学習内容の量は週５日制前に戻っていると思います。子供たちへの大きな学習負担を

どのように認識し、どのように解消しようとしているのですか。

エ、本年４月から実施される中学校１、２年生で必修となる武道について、受け入れ体制

はできているのか。武道着など、保護者負担を減らすことは考えていませんか。全体として

事故の多い柔道の導入について、生徒に対する安全対策をどう取り組んでいくんですか。

オ、特別支援学級について、新学習指導要領でどう変わっていきますか。また、負担は出

てこないのですか。
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２、子育て支援について。

子供の医療費の無料化、せめて小学校卒業まで拡大できませんか。

それから、発達障害の子供たちの義務教育終了後の支援はどうなっていますか。

以上で、１回目の質問を終わります。

●議長（音喜多議員） 町長。

●町長（若狹町長） ３番、石澤議員のご質問にお答えいたします。

なお、先に私から２点目の子育て支援についてお答えをし、その後、教育長から１点

目の新学習指導要領についてお答えをいたします。

２点目の子育て支援についてのうち、初めに 「子供の医療費の無料化を、せめて小学、

校卒業まで拡大できないか 」についてでありますが、ご質問は、小学生までの厚岸町乳。

幼児等医療費の助成に関する制度の拡大についてのこととしてお答えさせていただきま

す。

ご質問者ご承知のとおり、この制度は 「北海道医療給付事業」の助成制度を受けて実、

施しているものであり、厚岸町乳幼児等医療費の助成事業費の２分の１は北海道が負担

しているものであります。

また、この制度については、これまでに４度の対象年齢の拡大を行ってきており、近

年では、平成20年10月に、入院と訪問看護に限定されてはおりますが、小学校まで対象

年齢の拡大をしたところであります。

この制度の拡大については、昨年３月の第１回定例会のほか、これまでにも数回ご質

問をいただいており、子育て世帯の経済的負担の軽減を図り、安心して医療を受けられ

るようにしてほしいとの思いは十分理解できますし、厚岸の未来を担う子供たちの健や

かなる成長は、私が も望むところでもあります。

できれば、ご質問にありますように、かかる医療費全額を助成することができ、その

範囲も拡大できれば良いわけでありますが、拡大した部分については、道の補助制度の

対象外となり、町の単独補助となることから、財源の検討が必要となります。

新たに必要となる財源ですが、直近の３年間のデータを基に推計した場合では、仮に

現在の助成条件のまま、小学生まで拡大した場合に必要となる額が、年間約1,400万円と

なり、ご質問にあります小学生までの医療費全額無料化を実施した場合は、年間約2,100

万円が必要と試算され、この分については全額町の負担となります。

このような状況から、現段階においては、ご要望に沿ったお答えはできませんが、今

後とも、国や道の医療制度の推移などを見極めながら、限られた財源の中で、また、厚

岸町における「子育て支援」施策全体の中で引き続き検討してまいりたいと考えており

ますので、ご理解願います。

次に「発達障害の子供たちの義務教育終了後の支援はどうなっているのか 」について。

でありますが、子ども達の発達障害については、幼児期の健康診査などでの早期発見が

行われ、医療機関や児童相談所、あみか21などでの相談を経て、厚岸町子ども発達支援

センターにおける早期療育、幼稚園や保育所の利用が行われています。小学校からは、

児童館の利用、小学校・中学校・高等学校における特別支援教育、短期大学や大学など
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への進学、就職へと、それぞれの関係機関が連携し、障害福祉サービスの利用を含めた

支援に努めているところであります。

しかし、幼少期に発達の遅れに対する取り組みが行われず、成年期に至ったような場

合は、ご本人自身の気づきや自己理解が重要となります。気づきがあり、納得のいく診

断・支援・指針がある場合、ご本人の安心につながります。ご本人に限らず、社会自体

が「気づく」ことが重要であり、成年後見制度の利用も視野に入れながら、広い年齢層

に対応できる支援体制を構築することが課題となっている状況でございますので、ご理

解願います。

私からは以上でございます。

●議長（音喜多議員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 続きまして、私からは、１の「新学習指導要領について」お答えし

ます。

(1)の「新学習指導要領での学校教育は、子どもの負担にならないか」についてのア 「学、

期内外を問わず授業を特定の機関に行うことができる」としていたものを 「夏期、冬期、学、

年末等の休業の期間」と明記された。夏休み、冬休み、春休みも授業を行えというに等しい

と思うが、義務教育の段階で正規の授業数で教え、定着することは不可能なのか。不可能だ

とすれば、どこに問題があると考えるのか」についてですが、新学習指導要領では、各教科

等や学習活動の特質に応じ効果的な場合には 「夏期、冬期、学年末等の休業日の期間に授業、

日を設定する場合を含め」と、従前の新学習指導要領では記述されていなかった実施期間を

明示しています。また、長期休業期間については、学校教育法施行令において、教育委員会

が定めることになっていますので、各学校が夏期、冬期、学年末、農繁期等の休業日の期間

に授業日を設定する場合には、集中的に授業を設定することが効果的であることを反映した

年間指導計画を作成し、教育課程を教育委員会に提出しなければなりません。

町教委といたしましては、正規の授業数で教え定着することは可能と考えておりますが、

基礎・基本の定着度が低い児童生徒には引き続き補充的な学習を実施し対応してまいります

ので、長期休業期間での授業日の設定の必要はないと判断しております。

、 、「 、 、 、次に イ 小学校１年生は 毎日５時間授業となったと聞くが 児童の発達を考えた場合

かなり無理だと思うが、１年間実施して、実態はどうなっているのか」についてですが、小

学校１年生の授業時数は、週23時間から、段階的に週25時間へと、２時間増となりました。

毎日が５時間授業となったわけですが、４月当初は午後からの授業に慣れない児童もいたよ

うですが、次第に昼休みも元気に遊び、５時間目を迎えるようになるなど、十分に適応して

いるようです。学校でも、５時間目は、思考力を余り必要としない教科を配置するなど工夫

しております。

次に、ウ 「学習内容や量は週５日制前に戻っている。子ども達への大きな学習負担をどの、

ように認識し、どのように解消しようとしているのか」についてですが、新学習指導要領で

は各学年の週あたりの授業時間数が、小学校１、２年生で２時間、小学校３年生から中学校

３年生まででは各１時間の増となりました。

今回の改訂では、基礎的・基本的内容の習得不足、国際的な学力調査の結果などから、学
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力低下に対する不安の払拭が意図されました。そこで、年間の総授業時数については、これ

まで改訂のたびに少なくなっていたものが、一転して時数増となりました。時数増で生み出

、 、 、された時間については 前回までの改訂で削減された教科の内容や 時代の変化に伴う内容

各調査で弱いとされる能力を身につけさせるために付け加えられた内容などのために充てら

。 、 、 、れています 週１時間から２時間の時数増は 負担感はあるかもしれませんが 各学校とも

先ほども述べたように、時間割の工夫をしたり、少人数指導を取り入れるなどして、児童生

徒が大きな負担に感じないような取り組みをしておりますし、町教委といたしましても、学

習指導法改善への助言など、学校への支援を強化してまいります。

次に、エ 「本年４月から実施される中学１、２年生で必修となる「武道」について、、

。 。受け入れ体制はできているのか 武道着など保護者負担を減らすことは考えられないか

、 」全体として事故の多い柔道の導入について 生徒に対する安全対策をどう取り組むのか

についてですが、新年度から、伝統と文化を尊重して郷土愛を育むことを目的に、中学

校の１、２年生において武道が必修となり、本町では３校が柔道、１校が剣道を実施い

たします。

現行学習指導要領では 「武道」又は「ダンス」のいずれかを選択して履修することに、

なっており、本町の全中学校でも既に武道の授業を実施しておりますので、各校とも指

導方法や指導体制は整っていると考えております。

柔道着につきましては、２校が個人負担で既に購入しており、新年度においても同じ

。 、 、取り扱いになります 父母負担の軽減という点では 以前はスケート授業を行っており

現在はこのスケート授業を武道に変えた点においては、負担増にはなっていないと考え

ておりますし、地元高校においても柔道の授業があり、高校へ進学しても利用できるも

のでありますので、個人での負担をお願いしているところであります。しかし、学校に

おける父母の負担は減る傾向にないことから、今後も父母負担費全体における軽減につ

いて取り組んでまいりたいと考えております。

安全対策についてですが、新年度は３校とも外部指導者を招聘しての授業を予定して

おり、安全に身を処するために必要な「基本動作」の確実な習得をはじめとして、安全

の確保に十分留意してまいります。また、教育局や厚岸町教育研究所体育部会等による

実技講習会を実施し、体育教師の指導力向上にも努めてまいります。

次に、オ 「特別支援について、新学習指導要領でどう変わっていくのか。又、負担は、

出てこないのか」についてですが、今回の改訂においては、障害のある児童生徒の指導

にあたって、特別支援学校等の助言や援助を活用すること、個々の児童生徒の障害に応

じた指導内容や指導方法の工夫を計画的、組織的に行うことが新たに加わりました。

また、障害のある児童生徒一人ひとりについて、指導の目的や内容、配慮事項などを

示した「個別の指導計画」を作成したり、家庭や医療機関、福祉施設などの関係機関と

、 「 」 、連携し 様々な側面からの取り組みを示した 個別の支援計画 を作成したりするなど

、 。教職員等の共通理解の下に きめ細かな指導を行うことが大切であると明記されました

以上のことは、従前の特別支援教育においても行われていたものでありますので、授

業時数は増えるものの、児童生徒への新たな負担はないものと考えております。

以上であります。
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●議長（音喜多議員） ３番、石澤議員。

●石澤議員 まず、新学習指導要領の問題から聞いていきたいと思います。

厚岸でもきちっと取り組んでいくということでしたけども、小学校１年生、それから２年

生、一番体を動かしたい子供たちが、時間が長くなっていく。負担はないという言い方をし

ていますが、小学校入門期の子供たちですよね、１年生とか２年生というのは。確かそうい

うふうに聞いたんですけども その子供たちにとって 学校の指導の内容がだいぶ難しくなっ、 、

てきているというふうに聞いているんですけども、そういう取り組みとか、それから、それ

に対して先生方が教科を準備していく、それから、そのことに対しての時間というものが十

分とれているんでしょうか。その辺はどうなっていますか。

●議長（音喜多議員） 指導室長。

●指導室長（武山室長） それでは、私のほうからお答えいたします。

、 、 、小学校１ ２年生の時数につきましては 先ほど教育長の答弁にもありましたとおり

各週２時間増加しております。特に１年生におきましては、学校生活に慣れるまでは４

時間授業を中心にし、給食指導を入れながら５時間目に移行するなど、工夫して運用し

ております。

あと 指導時数 授業時数が増えたことで 子供たち 学習も難しくなり 負担になっ、 、 、 、 、

ていないかというご質問ですけれども、指導要領によりますと、この増えた時間は、主

。 、に復習やドリルなどの反復時間に大きく割いているとも書いております しかしながら

実際に先生方の教える負担というのは増えていると理解しております。先生方、先ほど

南谷議員のところでもご説明しましたけれども、子供と向き合う時間をなるべく確保、

今より減らさない取り組みということで、職員会議の時間の短縮化、日課表の工夫など

含めて、それぞれ対応しているところであります。ですから、子供たちの負担にはなる

べくならないよう、各学校で創意工夫して、指導方法、工夫改善を講じながら取り組ん

でいるところであります。

●議長（音喜多議員） ３番。

●石澤議員 具体的に言いますと、例えば今、１年生、２年生と言いましたけど、小学校３年

生、４年生で、俳句とか短歌の暗唱などが出てきていますよね。それから、小学校２年生で

直角三角形を教えようとして、直角という言葉も教えるとしています。また、小学校低学年

の段階で、面積、それから数量、数、式、図などを言葉で教えなさいというのが出ています

よね。でも、１年生とか２年生の段階で、面積というよりも、広さというのはこういう広さ

なんだよとか、それから、形はこうなんだよということから入っていかなきゃならないもの

だと思うんですけども、こういう難しい形で入ってきて、それを子供たちにきちっと本当に

。 、 、定着させることができるんでしょうか それがちょっと知りたいんですが どうでしょうか

それは。
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●議長（音喜多議員） 指導室長。

●指導室長（武山室長） 今おっしゃられたように、かなりそういう文言だけをとらえま

すと、非常に子供たち、本当に理解できているのかな、そういう疑問が生じると思いま

す。

しかしながら、学校として、これは難しいから子供たちに教えられないという問題で

はなく、学校にはこれを子供たちに噛み砕いた言葉で理解させなければならないという

ことで、正直、現場の先生方も大変だなと思っているところはあるんですけれども、こ

ちらもやはり学校で校内研修等も含めまして、各いろんな先生方、例えば算数だったら

算数、国語だったら国語の任意団体、国語研究会だとか、そういうものにも加盟して、

日々研修、勉強しております。ですので、与えられたものを、大変だからといって逃げ

るのでは、逃げるという言葉は適当ではないんですけれども、子供たちに確かな学力を

つけさせなければならないというのは喫緊の課題ですので、大変なことは重々承知です

けれども、子供たちが負担を感じないように、先生方、日々努力しているものととらえ

ております。

●議長（音喜多議員） ３番。

●石澤議員 子供たちの時間がすごく短くなっているというふうに、活動する時間がね。例え

ば、５時間とか、小学校５年生、６年生になると、ずっと６時間授業ですよね。そして、そ

の中でクラブ活動もあります それから 委員会活動もしなきゃならない 先生方の 今言っ。 、 。 、

た研修もしていかなきゃならない。それを本当に十分に時間をとってやれるのかなって思う

んですよ。そのほかに、教育長の教育方針の中にもありますけれども、学校内外における体

験活動の促進とかっていうのを出していますよね。でも、子供たちの、今言っていました、

きちっと教えていかなきゃ、逃げるわけにいかないんだから教えるんだと言いました。そう

したら、教えるために時間をたっぷりかけなきゃならないですよね。そのことによって学校

の行事が減らされていくということは起きていないんですか。

●議長（音喜多議員） 指導室長。

●指導室長（武山室長） 週の時間数につきましては、先ほど小学校１、２年生で週２時

間、小学校３年生から中学校３年生までは週１時間増えましたと。それで、中学校にお

いては週29コマですので、今年度までは５時間授業の日が２日間あったわけですけれど

も、新年度からは５時間授業の日は１日だけとなります。

小学校４年生から６年生までにおきましては28コマとなりまして、５時間授業の日が

、 。 、 、２日間 そして６時間授業の日が３日間となります ですので 小学校におきましては

５時間授業の日に職員会議、研修及び児童会活動、クラブ活動などに当てることができ

ますので、小学校のほうにおきましては、今までから比べてさほど放課後の時間、苦慮

しているという話は聞いておりません。

しかしながら、中学校におきましては５時間授業の日が１日ということで、今まで週
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に２日あったものが１日ということは、中学校のほうにおきましてはかなり厳しいとい

うふうに聞いております。この要領が出た２年前、３年前から、中学校のほうにおきま

、 、 、しては いかにこの時間を生み出すかということで 各学校とも苦慮しているところで

先ほど来申し上げましたとおり、職員会議の工夫、あと、掃除の時間の工夫、給食後の

昼休みの時間の工夫、そういうところで時間を生み出しております。

先ほど質問者からご質問ありました、学校行事を減らすことはないのかということで

すけれども、各学校とも、現在ある学校行事の精選、見直しはしておりますけれども、

やはり学校行事というのは学校生活に潤いを与え、学校生活の成就を味わえるものです

ので、なるべく学校行事は削らないで、その中で指導していく方向を各校とも模索中で

あります。

●議長（音喜多議員） ３番。

●石澤議員 ぜひそういうふうにしてやってください。

先生方の中でこういう声が出ています。１年生から差が出てくる、そういう気がする。そ

れから、わからないところを時間をかけて見てやれない。子供が嫌いじゃないのに楽しくな

い。職員室でも子供のことを話す時間がだんだん減ってきている。これが声です。そういう

声をきちっと聞いて、そしてちゃんと教育委員会で、もし対応できることがあったらやって

あげてください。今でも超過勤務になっているのかな、その辺はわからないんですけども、

もし超過勤務になっているんでしたら、どうやって減らしていくのか、それをどう思ってい

るのか。

それから、子供たちのために、さっき授業内容を工夫していると言いましたけども、学校

が楽しくない学校にならないように、さっき行事は減らさない、行事は潤いを与えると言っ

ていましたので、個人の人格を育てる場にしていけるようにしてほしいと思います。

次に移ります。

、 。 、武道のことなんですけども 今までずっとやってきている それほど問題ないんでないか

。 、 、研修も続けているということでしたけども これ ずっとテレビでもやっていましたけども

柔道において、実際、重大な事故が発生していますよね。114人が死亡、275人が重い重症を

負う、これは過去28年間、中学校、高校で起きた柔道事故の被害に遭った子供たちです。こ

れは文科省の外郭団体である日本スポーツ振興センターが毎年発行している、学校管理下の

死亡とか傷害というので出ています。

それで、今までは部活とか、その部活の中でも、結局、どうしても脳の部分で起きること

みたいで、頭部の損傷が多いということですよね。単純に頭をぶつけただけでなくて、揺ら

されただけでも亡くなってしまう、死亡事故につながるという、そうでなかったら、あとは

下半身が動かなくなるとか、そういう事故が起きています。

そういうことも踏まえて、さっき研修していますと言っていましたけども、どういうふう

にやっていくのか。今、文科省でも、４月中間ぐらいに新たに指針を出すと言っているよう

なんですけども その辺ももう少し考えて どういう取り組みをするかというのは考えていっ、 、

たほうがいいと思うんですけども、どうでしょうか。
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●議長（音喜多議員） 指導室長。

●指導室長（武山室長） 今おっしゃられたとおり、名古屋大学の内田准教授が主催する

学校リスク研究所において、1983年から2010年の28年間における死亡及び重度傷害とい

うことで、死亡が114件、傷害が275件という報告がありました。

その中で、部活動が99件で86.8％、そして授業が14件で12.3％、大会中が１件で0.9％

で、部活動が約７倍という、圧倒的に多い数字になっているのも事実であります。

、 、 、また 今後 学校においては重度傷害というのが授業で起こっていないのかというと

授業でも起こっておりますので、部活動だから、授業だからということは関係なく、や

はり危険が伴うものであるということは認識しなければいけないと考えております。

それで 今回 今まで３校 先ほど申しましたけども 平成17年度からが１校 平成18、 、 、 、 、

年度からが１校、平成23年度からが１校ということで、町内の学校、それぞれ取り組ん

でいるわけでありますけれども、やはり先ほど言った、特に大外刈り等の投げ技で後ろ

に行った場合に、脳が揺らされて、それで脳障害、ぶつけていなくても揺らされただけ

。 、 、で脳障害が起きるということもあります この大きな要因の一つには やはり教える側

指導者側の指導力不足というものが挙げられているそうです。ですので、導入に当たり

ましては、先ほどもありましたけども、受け身等の、まず自分の身の安全を処するとい

う基本動作、それの実践というか指導を徹底してやっていきたいと考えております。

あと、外部指導者、こちらのほうも各学校で準備しておりますので、その外部指導者

とチームティーチング、２人もしくは３人などによってやっていきたいと思います。柔

道の事故というのは、乱取中と、授業が始まってすぐのあたりが一番事故の危険性が多

、 、 、いというデータもありますので そういうところ 要するに礼を重んじる競技ですので

初、静寂な雰囲気の中で始めて、私語のない中で始めていって、そういう精神を培い

ながら、そして複数体制でやっていくことで、危険な柔道と言われておりますが、それ

が安全で楽しい授業となるように努力してまいりたいと思っております。

●議長（音喜多議員） ３番。

●石澤議員 ぜひそういうふうにしてください。

さっき部活のほうが多いと言っていましたけども、東海、北陸７県の中学で昨年起きた柔

道事故の分析したものがあるんですけど、危険性の高い負傷事故の割合は、部活の８％に対

して、体育の授業は19％と、2.4倍というデータもあります。地域によっては、さっき言って

いた大外刈りなどの足技、そういうものは避けて、受け身を中心にやっていくということも

出ています 柔道自体が悪いというのではなくて 日本の柔道のもともとの事故の温床になっ。 、

てきたいろんな体罰、しごき、そういうような問題もあったのかなという感じはしますけど

も、それはこれからいろいろ考えていってもらえばいいことですから、それはいいですけど

も、初心者がフラフラになりながらも指導者、上級生に何度も投げられる、あるいは部活も

含めてですけど、今回のこれとは違いますが、それも含めて、柔道をやる子が、女の子も含

めて増えますので、本当に注意して、子供たちが加害者にならないように、それは重々気を

つけてほしいと思います。
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それから、次、発達障害のことなんですけども、今、きちっと今までどおり、大して

変わらないんだと、今までどおり取り組んできたという話ですけども。今までやってき

たこと、問題行動から発展を読み解き、安心できる場と信頼関係の形成、わかる喜びな

ど、大切にしてきたと思いますけれども、それが徳目の注入とか規範意識、活用と分離

されたドリル学習などが入ってくることによって、これも歪めることにならないかと思

うんですけど、その辺はどうですか。

●議長（音喜多議員） 指導室長。

●指導室長（武山室長） 特別支援学級につきましては、先ほどから説明しております新

学習指導要領の改訂に伴いまして、今、質問者おっしゃいましたけれども、そういうこ

とは、特別支援学級には障害の程度に応じて独自の教育課程を編成することが可能とさ

れておりますので、自立活動を中心に、また、自立活動に重きを置いて教育をしていっ

ていいということが明記されておりますので、そういう面では負担は増えないかと考え

ております。

●議長（音喜多議員） ３番。

●石澤議員 障害の個別の指導内容なんですけども、今までこういう形でやってきて、子供た

ちが、親との関係もありますけれども、きちっと自分たちが学校の中で生活をして、そして

やってこれていたという前提の話でなっていると思うんですけども、そういう先生方の集団

的な子供たちの発達をきちっと指導していく、例えば勉強する場所、そういうことはこれか

らもきちっととっていく、また、どういうプログラムでやっていくのか、そういうのははっ

きりしているんでしょうか。

●議長（音喜多議員） 指導室長。

●指導室長（武山室長） 各学校には、担任教師だけが指導に当たるのではなく、校内委

員会を設置いたしまして、特別支援教育コーディネーターというものを学校長が指名い

たしまして、学校全体の支援体制を整備するとともに、特別支援学校、要するに高等養

護学校ですとか、釧路でいいますと養護学校の専門知識を有する方々の助言を要請する

などして、計画的に、組織的に取り組むことが重要であるとされております。

実際の研修体制においてどうかといいますと、札幌のほうに道の施設で北海道特別支

援センターというのがあります。本町におきましては、本町独自のものです。例年、１

学期中に、そこの専門員の方を招いての講習会、相談会を行っております。移動巡回相

談です。その際に、各学校のコーディネーターを集めて、コーディネーター研修会とい

うものを行っております。あと、局の事業としてもコーディネーター研修会並びに巡回

相談というのもございます。あと、コーディネーター研修というのはますます重要とさ

れておりますので、昨年度におきましては、特別支援センターの講師を招いてのコーデ

ィネーター研修会と、中標津高等養護学校の先生を講師に招いての講演会という形での



- 136 -

コーディネーター研修会ということで、町独自のものとして２件行っております。

●議長（音喜多議員） ３番。

●石澤議員 その内容なんですけど、子供の心の発達という問題になってくると思うんですけ

ど、大きな団体の中に入って、そしていろんな人たち、子たちとふれあいながら子供が発達

していくというものなんでしょうか。それとも、1982年、27年前に、ティーチプログラムと

いうのがノースカロライナでやっている実例があるんですけど、そういうものに基づいた指

導なんでしょうか、学習会なんでしょうか。

●議長（音喜多議員） 指導室長。

●指導室長（武山室長） 今の日本の特別支援教育、以前は特殊学級と呼んでおりました

けれども、その特殊学級の中でのみ授業をするという形が大部分でした。 近は、そう

ではなくて、一般的に言われる通常学級のほうで一般の児童生徒と一緒に交流をしなが

ら、そこで社会性、人間性を身につけていくべきだという動きもあって、ですから、学

校におきましては、例えば国語と算数については特別支援学級の先生の個別学習、その

ほかの、例えば音楽、体育等、集団の中が効果的だと思うものについては、先ほど言っ

た通常学級、要するに交流学級、そういう中のほうが効果的だと思うところには、子供

たちがそういうところに行っております。ですので、今の考え方としては、やはり個別

でやるのではなく、集団という大きな中に子どもたちを置いて、そこで集団性、規範性

も身につけさせながら、弱い部分、不得意なところを特別支援学級の担任が見取るとい

う形になっていると思います。

●議長（音喜多議員） ３番。

●石澤議員 学習会のことはまた後で話していきたいと思いますけども、今いる子供たちは、

自閉症の子もいるだろうし、それぞれいろんな障害を持っている子もいると思います。それ

で、その人の障害にあわせた指導をしていくと思うんですけども、今、弱いところと言いま

したけども、ある意味では、専門力、専門性がものすごく高いという場合もあると思うんで

。 、 、 。 、すよ 狭いところに ものすごい集中していく その子によっては それがその子の特質だ

よいところだというこで、よいところを伸ばしていくという、そういう取り組みなんかも、

こういういろんなものが出てきたときに、それも補いながらやっていくことができるという

ふうに理解していいんですね。

●議長（音喜多議員） 指導室長。

●指導室長（武山室長） そのとおりだと思います。確かにいろんな障害、特に自閉症、

情緒の子については、通常学級の子よりも数段優れている、そういういいところが実際

にあります。学校としても、そういうところをどんどん伸ばしていって、よいところを
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伸ばす、そういう教育で問題ないと考えております。

●議長（音喜多議員） ３番。

●石澤議員 高次機能障害の子供が大人になってから、ティーチ訓練を受けた子が、言葉がな

ければよかったと。言葉がわかるようになってから、とてもつらい思いをしたということを

発している人がいます。自閉症の場合は、短い言葉、例えばカードとか、その子によって違

うと思うんですけども、そういうもので、私らはよく言われましたよね、１聞いたら１０知

れとかって。でも私は１言われても３くらいしかわからないんですけど、１を言われたら１

しかわからないということだと思うんです。その子が社会に出て、自分の特質をちゃんと理

解して生きていくためのことを学校の中できちっと、高校も含めてなんですけども、どこま

で子供の発達を、普通に生きていくことができるようにするかというのは、これから大事な

ことだと思うんです。教育現場でも、いろんな札幌でやっていることもあるでしょうけれど

も、いろんな場所で、特に自閉症の場合はそういう精神的な取り組みもありますから、そう

いうのも入れながら、きちっとやっていってほしいと思います。それをお願いします。

それから、次に移っていきます。

いつも言っているんですけども、子供の医療費の問題なんですけど、かみつかないから安

心してくださいね。手ぐすね引いて待っていたかなという感じがするんですけど。小さい子

供たちのお母さんが、前にも言いましたけど、何が心配か、病気ですよね。安心して子育て

して、このまちに住みたいと、町長がこの中に書いていますけども、だれもが住みよい、住

みたくなる、来たくなるまちづくりと言いますよね。やっぱり若い人がここに住んでいきた

、 、 、 。 、いなと思ったときに 安心して 厚岸は町立病院があります 小児科もあります とすれば

この病院を生かして、病院にかかるときにお金がかからないというのはとっても大事なこと

だと思うんです。

今までお金が1,000何百万円、2,100万円とかっておっしゃっていましたけども、こうやっ

て見ますと、高校生まで医療費の無料化になっているところも、道内、結構ありますよね。

釧路管内でも、鶴居村、浜中町はずっとやっています。浜中町も、前に言いましたけども、

中学生までですね。高校生までやっているところもあります。例えば蘭越とかそういうとこ

ろでは、今、商品券、そういうものを出して、それで交換するような形で、町民も無料化に

なる恩恵を受けられるような形の無料化の方法もやっています。単純にだめというんでなく

て、地域の通貨、自己負担分を還元するようなやり方をやっています。そういうことでお金

を回すという形をしているところもあります。

それから、病気予防を重視することで、医療費がぐっと減るんだという形でやっている地

域もあります。そして、これは島根ですけども、日本一の子育て村へということで、集えシ

ングルマザーたちということで、このまちに来たら子供を育てるのにとても安心して暮らせ

ますよ、医療費だけじゃないんですけど、すべてのものが、子育てのものは、保育料とか、

それもすべてそうなんですけど、そういうのを安く、子育てがすごく楽にできるという取り

組みをしているところがあります。ですから、何とか厚岸町に若い人が、ここにいたら安心

して子育てできるから戻ってこようよというようなことになるような施策を何とかできない

ものかと思うんですけども、どうでしょうか。
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●議長（音喜多議員） 町民課長補佐。

●町民課長補佐（石塚課長補佐） 私のほうからお答えさせていただきたいと思います。

議員言われますように 道内 小学校通院まで拡大している市町村数ですが 179市町村中54、 、 、

市町村 管内におきましては８町村中２町村 中学校までにつきましては 道内179市町村中33、 、 、

市町村、管内におきましては８市町村中２町村、さらに高校までの入通院について拡大して

いる市町村でございますが、道内179市町村中４市町村、管内については実施しているところ

はないという状況になってございます。

それと、商品券の話が出ておりましたが、弟子屈町におきまして、新年度から小学校の通

院について、直接的に無償化するのではなく、領収書を持ち、役場のほうに申請に来ると、

１円につき１ポイントがたまるというふうにしまして、500ポイントで町内で使える商品券を

発行するということを予定している市町村も確かに出てきております。

ただ、町長の答弁にもありますが、すんなり無償化ということでできればいいわけであり

ますけども、財源等の問題もまだ残るところでございますので、子育て支援の施策、要は厚

岸町がやっている施策全体の中で、引き続き検討させていただきたいと思いますので、ご理

解をよろしくお願いしたいと思います。

●議長（音喜多議員） ３番。

●石澤議員 いろいろ研究してもらっていますからあれなんですけど、島根県でやっている町

村なんですけども、5,000万円かかると。5,000万円を子供基金として積み立てて、それを運

用してやっていくということも考えているところもあります。ですから、子供たち、どんど

、 、 、 、ん減っていっていますし そういうことで 過疎化対策というのかな そういうのを含めて

やっぱりもっと踏み込んで考えていただきたいと思います。

それで、次のあれなんですけど、障害を持った人たちが家庭でどうなっているのかなとい

うことなんですけども、さっきの問題と結びついてくるんですけど、発達障害の終了後のこ

とですね。小学校、中学校、保育所のあたりからずっと見ていってやっていれば、そこで１

人で生きていくための力をつけてやることができるはずなのですけれども、実際問題、厚岸

町の中では、外で働くことができなくて、家の中にいるという人たちもいます。それで、そ

のために、どういうふうに対応していくのが一番いいのかなというのを私は聞きたかったん

ですけれども、施設が余りないということもあるのかなということもあるんですが、終了後

でも支援はできるんですよ。中標津とか、そういう重度になってくると施設に入ることも可

能ですけども、ほどほど、重度ではないんだけど、やっぱり意思の疎通ができなかったり、

自分自身は普通だったかなと思いながら、だけれども相手の言っていることをすんなり理解

ができなかったり、それから、思っていることを相手に言えなくて、成績はいいんですけど

も、結局は大学とか入っていますね、各種学校、高等学校、ずっと大学、進学、就職といっ

、 、 、ているんですけども 結局はそこで続かなくて戻ってきている人たち そういう人に対する

ここに支援体制を構築することがと書いてありますけど、実際、今現実にいます、そういう

人たちがたくさん。だから、それをどういうふうにして動かしていくのか、その辺を聞きた
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いんですけど。

●議長（音喜多議員） 保健福祉課長。

（ ） 、 、 、●保健福祉課長 松見課長 発達障害につきましては 幼少期に早期発見 早期療育という

今、充実した制度が厚岸町でも順調にいっているんだな、そういった面では教育との関係も

十分に進んでいるんだなという部分での１回目の答弁でございます。

なお、今、ご質問者の話をよく聞いておりますと、成人期に達して、あるいは成年期に達

したときに、その障害が就労への障壁になるだとか、そういうようなふうに私はお聞きして

おりました。

こう考えますと、その方が幼少期に障害に気づいていたのかどうなのか、いわゆる早期発

見で療育が行われていたのかどうなのかということが、一つ遡って検討する必要があるのか

なというふうに思うんです。

１回目の答弁では、早期から成人までの継続した療育という観点からの答弁をさせていた

だいたんですけれども、発達障害につきましては、必ずしも知的指数が劣るものではないん

です。これはご質問者もご存じかと思うんですけども、そういう発達指数が明確にあらわれ

るような著明な発達のおくれがない場合は、やっぱり幼少期の発見は、現在の医学とか、そ

ういった部分では実際に診断する医師も少ないですし、釧路管内にも数多くはありませんの

で、そういういわゆる知的障害とかそういったものを伴わない発達障害と考えたときには、

実際、どれだけ町が支援できているのかという部分については、そう多くはない状況なんで

す。

これを、実際に社会に出る前に、例えば高校進学した際に、周りの人が気づいて、その方

の好きな分野であるだとか、得意な内容であるだとか、それをいち早く伸ばしてあげるとい

う意味では、早いときから就労を視野に入れた、例えば高校に入りましたら、次の専門学校

であるだとか大学に見学に行くだとか、そういうような早く早く次の方策について支援をし

てあげることが必要だなというふうに考えておりますけども、現状では、町と高等学校の間

では、実は残念ながらそういった関係にない状況でございます。

今後、そういったことが必要なんですけれども。今度は就労の部分でございますけども、

、 、 、ご本人が相談等 あるいはそれに気づいて 今後の方針を明確に持っていただいた場合には

いろいろと就労面での支援だとか、障害福祉サービス、そういったことも考えながら、実際

には支援をさせていただいている、十分ではないと思いますけども、そういう関係ではござ

いますので、まずは相談をいただきたいなと、そういう現状でございます。

●議長（音喜多議員） ３番。

●石澤議員 保育所からずっと幼稚園、それから中学校卒業、高校までの関係を話していただ

きましたけども、福祉と教育の両方の部分で、勉強会とか、そういうのをぜひ、前に教育長

はそういうのを進めていくということを言っていましたけども、今、教育大に二宮教授でし

たっけ、彼がいますし、それから、さっき言いましたように、ティーチングという、ティー

チプログラムということもあります。ですから、そういうのをいろいろ入れながら、障害を
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持ってるけども、ちゃんと自立して、その場で仕事をしながら、他人との関係もきちっとで

きる、そういうやり方をぜひやってほしいなということで、これで質問を終わります。

●議長（音喜多議員） 答弁は。

●石澤議員 教育委員会にお願いします。

●議長（音喜多議員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 今お話ございましたけども、釧路管内の障害児教育というのは、二

宮先生とお話する中でも、ほかの管内から見ると、随分いろんな面で進んでいる部分も多い

というふうに伺っております。実際に今、幼稚園、あるいは保育所と学校との連携というの

は、釧路管内ではかなりよくなってきて、そのお子さんの状況というのを、もちろん親御さ

んの承諾を得て、しっかりと小学校に引き継ぐ、あるいは中学校に引き継ぐということがで

きているというふうに思っております。

ただ、おっしゃるように、それが高校、あるいはそこから大人になるという部分でのいわ

ゆる個別計画なり何なりというものを作成して、それを地域がどのようにその人たちを受け

入れていくかというところまでは、まだ大きな意味でできていないんではないのかなという

ふうにも思っております。福祉関係とも連携をとりながら、私どものできる範囲内でのそう

いうふうな学習活動、あるいは発達障害等々に関する住民の理解もあわせて住民に周知して

いくということも大切なことなんだろうというふうに思っておりますので、今後とも特別支

援の教育に関しては、福祉関係との連携のもとに進めてまいりたいというふうに考えており

ます。

●議長（音喜多議員） いいですか。

（ はい」の声あり）「

●議長（音喜多議員） 以上で、３番、石澤議員の一般質問を終わります。

次に、６番、堀議員の一般質問を行います。

６番、堀議員。

●堀議員 私は、さきに通告いたしました質問通告書に基づきまして、次の２点について質問

いたします。

まず１点目であります。運営審議会委員等の氏名等の公表についてであります。

(1)地方自治法第138条の４第３項により、執行機関の附属機関として設置される自治紛争

処理委員会 審査会 審議会 調査会その他の調停 審査 諮問または調査のための機関 以、 、 、 、 、 （

下「運営審議会等」という ）の構成員であり、地方公務員法第３条第３項第２号によるとこ。

、 、ろの特別職の氏名等を広く町民に公表することにより より幅広い意見の集約が可能となり

行政の活性化が図られるようになると考えるが、そこで、アといたしまして、町広報誌や町
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ホームページなどに氏名等を掲載する考えはないか。

イといたしまして、運営審議会等の議事録についてもホームページ等により閲覧可能とす

べきと考えるがどうかについてをお伺いします。

次に、２点目、厚岸町暴力団排除条例（仮称）の制定についてを伺います。

(1)北海道暴力団の排除の推進に関する条例が、本年３月31日で、制定、施行されてから１

年が経とうとします。

アとしましては、町は、道条例によるところの事業者等に当たると思われるが、この条例

の中で、事業者等への責務として、暴力団を利することにならないよう、暴力団の排除への

積極的な取り組みをすることとされている。どのようなことをこの１年間してきたのか。

イといたしましては、道条例の基本理念をより達成するために、また、町民の暴力団排除

への意識を高揚させるために、町暴力団排除条例（仮称）の制定をする必要があると考える

かどうかをお聞きします。よろしくお願いいたします。

●議長（音喜多議員） 町長。

●町長（若狹町長） ６番、堀議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の運営審議会委員等の氏名等の公表について、初めに 「地方自治法第138条の４第、

３項により、執行機関の附属機関として設置される、自治紛争処理委員会、審査会、調査会

その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関の構成員であり、地方公務員法第３条第３

項第２号によるところの特別職の氏名等を広く町民に公表することにより、より幅広い意見

の集約が可能となり、行政の活性化が図られるようになると考えるが、町広報誌や町ホーム

ページ等に氏名等を掲載する考えはないか 」についてでありますが、まず、ここでいう「委。

員会等」については、公選による委員、議会の同意若しくは選挙を伴う委員または町長若し

くは教育委員会が任命若しくは委嘱している委員で構成され、かつ、その委員に対し、町が

報酬を支給しているものに限定させていただきますので、あらかじめご承知いただきたいと

存じます。

、 、 、 、町では これまでも 公選による農業委員会委員 議会の同意又は選挙を伴う教育委員会

、固定資産評価審査委員会及び選挙管理委員会の委員長並びに代表監査委員の氏名については

広報で公表しております。

しかし、一方、前述の委員会等の委員と、そのほかの地方自治法第138条の４第３項に規定

する、法律または条例の定めにより置かれた執行機関の附属機関である委員会等の委員の氏

名等は、ご承知のとおり、これまで公表はしておりません。

そこで、これらの委員の氏名等の公表についてでありますが、原則として、その氏名等を

公表したいと考えております。

ただし、現在、委員になっていただいている皆さんは、氏名等の公表を前提に委員就任を

承諾したものではありませんので、公表に当たっては、委員の皆さんへの周知と一定の理解

を得る必要があると考えておりますし、特に個人、会社等の利害などに関わる事案を調査、

審議する委員会等については、委員の氏名等を公表することによって、関係者に多大な影響

を及ぼす恐れと、委員就任依頼や事業の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあることも考えら

れます。
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これから、あくまで公表する方向で協議いたしますが、委員の皆さんに周知をし理解をい

ただく期間と、委員会等ごとに公表の可否を決定するまでの期間を頂戴いただきたいと存じ

ます。

また、これら委員会等の委員をすべて公表するとした場合、委員数が非常に多くなります

ので、紙面に限りのある広報ではなく、町のホームページ掲載により公表したいと考えてお

りますので、ご理解願います。

次に 「運営審議会等の議事録についても、ホームページ等により、閲覧可能とすべきと考、

えるが、どうか 」についてでありますが、教育委員会については、地方教育行政の組織及び。

運営に関する法律第13条第６項に 「教育委員会の会議は、公開する。ただし、人事に関する、

事件その他の事件について、委員長または委員の発議により、出席委員の３分の２以上の多

数で議決したときは、これを公開しないことができる 」と、農業委員会については、農業委。

員会等に関する法律第26条に 「総会及び部会の会議は公開する 」と規定されております。、 。

一方、厚岸町情報公開条例第26条には、町長、教育委員会などの「実施機関に置く地方自

治法第138条の４第３項に規定する附属機関及びこれに類するものは、その会議を公開するも

。 、 、 、 、 、のとする ただし 当該会議の審議の内容が許可 認可等の審査 行政不服審査 紛争処理

、 、試験に関する事務等に係るものであって 会議を公開することが適当でないと認めるときは

この限りではない 」と規定しております。。

よって、これらの法律及び町条例の規定を勘案すると、町などが保有する会議録等は、法

律及び町条例の規定のただし書きにあった議事、審議内容等、さらには厚岸町情報公開条例

並びに個人情報保護条例に規定する非開示情報を除き、閲覧できるようにすべきものと考え

ます。

しかし、現に委員会等によっては、審議結果又は審議の要点のみを記録し、すべての審議

経過等を明確に一字一句記録していない委員会等もありますので、会議録等の閲覧について

は、会議録の作成方法も含め、今後の検討課題とさせていただきたいと考えますので、ご理

解願います。

続いて、２点目の厚岸町暴力団排除条例の制定について 「北海道暴力団の排除の推進に関、

、 、 。」 、 、する条例が 本年３月31日で 制定・施行されてから１年が経とうとする のうち 初めに

「町は、道条例によるところの事業者等に当たると思われるが、この条例の中で事業者等へ

の責務として 「暴力団を利することにならないよう暴力団の排除への積極的な取り組みをす、

ること」とされている。どのようなことをこの１年してきたのか」についてでありますが、

まず初めに 「町は、道条例によるところの事業者等に当たると思われますが」とのことです、

、 「 」、 、「 」が 道条例の基になっている 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 以下 法

とさせていただきますが、法第14条第１項において、事業者は「事業を行う者で、使用人そ

の他の従業員を使用するもの」と規定されており、さらに第32条第１項では 「事業者、国民、

又はこれらの者が組織する民間の団体」のことについて 「事業者等」と規定しております。、

したがって、道条例はこの規定を引用しており、地方公共団体である市町村については、道

条例で規定している事業者等には当たらないものと理解しております。

道条例においては、暴力団の排除に関し、道、道民、事業者等の責務を明らかにし、道及

び事業者が講ずるべき措置、暴力団事務所に関する措置について必要な事項を規定している

ものであり、市町村の責務については規定されておりませんので、ご理解願います。
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、 、 、 、 、なお 道条例の公布後 北海道においては 道条例の周知のため 公布からこれまでの間

北海道及び北海道警察のホームページへの掲載、道広報への掲載、４月から６月までの間に

おける全道キャラバン隊による周知、各種業界団体における総会時などを利用した説明会の

実施、条例施行前において暴力団排除総決起大会の開催、全道市町村説明会の開催、暴力追

、 、放総決起集会・暴力追放パレード 北海道暴力団排除推進協議会の設立を実施してきており

厚岸町においても、昨年11月に開催された市町村説明会に参加をしております。

次に 「道条例の基本理念をより達成するために、また、町民の暴力団排除への意識を高揚、

させるために、町暴力団排除条例の制定をする必要があると考えるが、どうか 」についてで。

ありますが、厚岸町暴力団排除条例の制定については、基本的には道条例により補完される

ものと考えられますが、昨年11月に開催された市町村向けの説明会などの内容から、道条例

では規定することができず、市町村条例で規定すべきものの整理、また、規定した場合の実

施体制や実施方法など、さらに検討すべき部分も多々ありますことから、町条例の制定に関

、 、 。しましては そのあり方について検討させていただきたいと考えますので ご理解願います

以上でございます。

●議長（音喜多議員） 休憩します。

午後４時41分休憩

午後４時42分再開

●議長（音喜多議員） 再開します。

ここで、会議時間の延長を行います。

本日の会議時間は、堀議員の一般質問が終了するまで、あらかじめ延長いたします。

６番、堀議員。

●堀議員 それでは、まず１点目の運営審議会委員等の氏名等の公表について。原則として、

その氏名等、公表していきたいというふうに考えているという答弁、大変ありがたく思いま

す。

確かに現在なっている委員という人方に、氏名を公表するよとか、そういうようなことを

あらかじめ承認いただいた上でなってもらっているわけじゃないので、今すぐの公表という

ものにはならないというのは私も理解はします。そこら辺も、当然、１回目の町長の答弁の

ほうでも書いていただいておりますので、それについては本当によく考えていただいている

なと思います。

要は、町民にとっても、私たち議会議員、そして行政側、それ以外のこういう附属機関と

いうものがたくさんあるんだと。行政機関に対しての何かの意見というものを、私たち議会

や行政だけじゃなくて、そういうところにも言うことができるんだというものをやっぱり広

く町民に知らしめたいなという思いで、この質問というものをさせていただきました。そう

することによって、より幅広い意見というものが上がってくることができますし、それぞれ

の、私たちの議会や行政側、そしてまた審議会等においても、やはり深まった意見交換、よ
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りよい行政運営というものができるというふうにも思いますので、できるだけ早い対応とい

うものをお願いしたいなと。

また、ここの中では、公表できないものもある、それも十分理解します。ただ、やはりそ

れも何かしらの方法で、これについてはこうだから公表できないんだよという、そういうも

のもやはり付け加えた中での氏名を伏すとか、そういうものというものをやっていただきた

いなというふうに思います。

そして、議事録について、議事録は、やはり国の原子力災害等の重要な会議などの議事録

というものが何もとられていなかったとか、そういうような問題というものもあったんです

けれども、やはり議事録をとることによって、その委員というものもより発言というものに

対しての責任を感じ、より無責任な会議内容にならないというような中では、やはり常に議

、 、事録というものをとって それができるだけ早い段階で公開できるようになるというものは

やはり私たち議会もそうですけれども、やはり大事なものじゃないのかなと思います。

つい先だって、携帯電話の新しい機能の中で、音声認識が90％以上もできるような、そう

いうようなサービスというものが始まったとかというのがつい先だって話題になりましたけ

ども、恐らくそういう音声認識をすぐにデータ化して、それを文字とすることというのは、

もう、さほど難しい問題じゃなくなってきているはずです。そういったものの中では、やは

。りできるだけ早い議事録の公開というものにも努めていただきたいなというふうに思います

そして、続けて２点目もやります。

厚岸町暴力団排除条例の制定です。まずここで、事業者等には当たらない。じゃ、厚岸町

というか、市町村というのはどこに当たるんだと。北海道条例の中には、基本理念等があっ

て、道が講ずべき措置、事業者が講ずべき措置とか、道民が講ずべき措置というものの中で

は、そういうものでは規定はしているんですけど、確かに中にあるように、市町村という言

葉というのは、出てくるのは、市町村に対する支援、市町村の暴力団排除に対する道の情報

提供等の支援というところぐらいでしか確かに市町村というものは出てこないんですけれど

も、だからこそ、なおさら市町村というものは、この道条例の中でもどこかに入っていなけ

ればならないんじゃないのかなと私は思う。そういった中では、事業者等の中に入らなけれ

ばならない、そういうふうに思うんですよね。ここではいろいろ法の中で規定されているか

ら、それを引用しているから、それには当たらないんだといいますけれども。ただ、じゃ、

道民である町民はこの道条例の中で規定されている。北海道も規定されている。会社等も規

定されている。じゃ、厚岸町はどうなんですかという話に当然なると思うんです。

１点目の運営審議会については答弁いただきながら、２点目の、まず一つについても答弁

していただきたいと思います。

●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） １点目の氏名等の公表について、私のほうからお答えを申し上げま

す。

まず、氏名等の早いうちの公表ということなんですけれども、住所も含めて、それを公表

していいのかどうかも考えながら、十分配慮しながら検討していきたい。早いうちに公表が

できればというふうに考えていますし、今のご質問からいきますと、ホームページでの掲載
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ということで了解いただいたというふうに認識をしております。

それと、議事録の公開ですけれども、これは今現在、町のホームページ上で議事録が公開

されている、また、ほか、法律上で縦覧という規定もございますけれども、行っているのは

議会の議事録のみでございます。その掲載方法も含めて、これも十分庁内で審議をして、議

論をしながら、どのような形で公開すべきなのか、また、今、音声認識のシステムがあると

いうことをお聞きしましたが、これも、そのためにはそれなりの予算が必要になってまいり

ますので、今、現状、テープ起こしを行って議事録をつくるとなると、かなりの労力を使う

ということは、議員ご存じのとおりかと思います。この辺も含めて、会議録の公開に向けて

十分検討をしていきたいというふうに考えていますので、ご理解いただきたいと思います。

●議長（音喜多議員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） ２点目の暴力団排除条例に関するご質問にお答えをしたいと思

いますが、あくまでも解釈上、事業者等という文言の中には、地方公共団体である市町

村、これは含んでおりません。道条例でほとんどのことが補完されている。つまり、厚

岸町民は道民でありますから、北海道の条例はほとんどが補完されているというふうに

解釈をしております。

ただし、大きく１点だけ、公共事業等に関する規定があります。これは道条例では、

北海道が発注する建設工事及び道の事務または事業という規定をされておりまして、そ

うなりますと、市町村の発注する建設工事等には、これは該当してこないということで

、 、 、ありまして その辺のこともよく検討をして 道条例で補完できていない部分について

町の条例で制定すべきかどうかというようなこともあわせて検討をさせていただきたい

というふうに考えております。

●議長（音喜多議員） ６番。

●堀議員 ただ、先ほども言いましたけれども、道民に対しては責務が働いていると。じゃ、

どのようなことをするんだといった中で、例えば契約書の作成というものがあります。土地

の売買とか、不動産の貸し付けとか、そういうような中には、あらかじめ契約の相手方に対

して、暴力団事務所の利用目的の確認とか、あとは、それが暴力団のために借りるとか買う

とかといった場合のものがあったときの措置とか、そういうものがもう既に道民のほう、事

業者には、これは義務じゃなくて、努力義務というか責務なんで、必ずやらなければならな

いわけではないんですけれども、しかし、道民にはそのような責務がかかっている。じゃ、

町村はといったときに、そういう売買契約、貸地契約とか、そういうものに対して盛り込ま

なくてもいいのかと。条例の中で、市町村がここには入らないから、じゃ、道民と同じよう

に、道民がそれに対して一生懸命やろうとしているのに、厚岸町が、町村がそのような契約

というものの中にも全然盛り込まないとか、そういうふうにはならないと思うんですよね、

私は。やはり町民に対して指導していくというのは行政側の立場としてあると思うんですよ

ね。といったときには、やはりそれを道条例の中で入っていないというんだったら、なおさ

ら条例化して、それをやっぱりうたって、そしてやっていくんだと、そういうものの中で、



- 146 -

例えば町民からの相談に対しても答えるようなこともできるしと、そういうふうにもなると

思うんですよ。なぜかしら暴力団排除条例というのが、道内どこの市町村も町の条例という

のをまだ制定はしていない。ただ、本州というのはあれですけど、道外の市町村の中では多

くの市町村が既に条例の制定というものがされております。そういった中で、例えば北海道

警察とかも、何とか各市町村に町村条例をつくってくださいといった中で、昨年末とかから

いろんな説明会とか、そういう会議等も開いているというふうにも聞いているんですよ。

要するに、道条例の中でうたい切れないものがあるというのは、先ほど副町長もそのよう

に理解しているはずなんで、これについては、やはり条例の制定というものは必要だし、初

め私が考えたのは、議員立法でこの町村条例を上げようかというものも実は考えました。い

ろいろと調べればいろんな例というものがありますし、どういう規定を設けなきゃならない

のか。ただ、やはりこの中では、町の責務というものが、やはり一つ、それが核になります

から、それを議員立法の中でつくって、いきなり責務を行政側に課すというものも、なかな

かこれは乱暴だなというふうにも思ったものですから 今回 質問をさせてもらうことになっ、 、

たんですよね。本当に原課のほうでも十分そういうものはわかっていると思うんですよね。

作成しないというふうには私はならないと思うんです。先ほども言ったとおり、町の中でも

道民に対しての責務というものがもう既にかかっている中で、それを指導、補完する立場の

町村がその中には入らなければならないというふうに思いますので、条例の制定については

できるだけ早い時期に私はやってくれるもんだと思っていたんですけれども、なかなかそう

いういい回答がないもんですから、もう一度この点についても答弁願いたいと思います。

●議長（音喜多議員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からお答えをさせていただきたいと存じます。

暴力団排除条例は、内容によっては、ご承知だと思いますが、警察権限との関係も多々あ

るわけであります。

そこで、市町村条例につきましては、道条例を上乗せする形で規制を強化することや、自

治体独自の施策、今お話しいたしました、堀議員から質問ありました、契約、公共施設の利

用に関する排除規定を設けるというような条例にならざるを得ないんです。そういう点で、

、 。道条例もありますが 独自の条例はそのような形にならざるを得ないということであります

それともう一つ、何といいましても条例は条例です。やはり暴力団排除は、住民と行政が

一体となってその活動をしていかなければならない、そのようにも考えておりますので、私

は、町条例については推進をすべきであるという考えでおりますが、そういう状況にあると

いうことをご理解いただければと思っております。

●議長（音喜多議員） ６番。

●堀議員 町長のほうから、推進すべきであるという、本当に前向きな答弁いただきましたの

で、ありがたいなというふうに思います。

実際のところ、既に自治体と警察とがいろんな協力関係というものを結んで、既にこうい

う暴力団の排除に関しての同じような取り扱いというものは、実は町営住宅の入居の際の申
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し込みに当たっても、既にそういうものは警察等とも協定を結びながらやっているというも

のがあります。そういった中では、警察からの情報提供というものも、昔以上にずっとずっ

と簡単にもなっているといった中では、やはりそういうものも勘案した中で、先ほど答弁い

ただきましたように、できるだけ早い時期の条例制定というものをぜひお願いしたいなとい

うふうに改めましてお願いいたします。

●議長（音喜多議員） 町長。

●町長（若狹町長） 厚岸町も今いろいろな町政課題、何と言いましても、やはり住んでいる

人方が安全・安心な暮らしが大事であります。そういう意味におきましても、ご指摘ありま

した町条例についても、それを生かすことが重要な課題でもなかろうかと、そのように考え

。 、 、ております そういうことで 堀議員から大変重要な質問をいただいたわけでありますので

前向きに検討させていただきたい、かように考えております。

●議長（音喜多議員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●議長（音喜多議員） 以上で、６番、堀議員の一般質問を終わります。

●議長（音喜多議員） 本日の会議はこの程度にとどめ、明日に延会したいと思いますが、

これにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（音喜多議員） ご異議なしと認めます。

本日はこの程度にとどめ、明日に延会いたします。

ご苦労さまでした。

午後４時59分延会

以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。

平成２４年３月６日

厚岸町議会

議 長

署名議員
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署名議員


