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厚岸町議会 平成２４年度各会計予算審査特別委員会会議録

平成24年３月９日

午前10時00分開会

●委員長（佐藤委員） ただいまから、平成24年度各会計予算審査特別委員会を開会いた

します。

初めに、議案第６号 平成23年度厚岸町一般会計予算を議題とし、審査を進めてまい

ります。

予算書１ページ、第１条、歳入歳出予算から審査を始めてまいります。

29ページをお開き願います。

事項別明細書です。

31ページの歳入から進めます。

進め方は、款項目により進めてまいります。

歳入。１款町税、１項町民税、１目個人。

10番、谷口委員。

●谷口委員 今回この説明欄を見ますと、普通徴収の所得割、それから特別徴収の所得割

を見ますと 普通徴収のほうが前年度より増額になって 特別徴収の所得割が減額になっ、 、

ているんですけれども、この要因は何なのかということをお尋ねしたいと思います。

それと、初めに言うの忘れたんですけれども、資料要求をお願いしたいというふうに

思います。

国保会計の繰入金についてでありますけれども、法定分の繰り入れと法定外繰り入れ

ありますよね。それで、法定繰り入れはどういうものがその対象になって、その法的根

拠はどういうものなのかということ。それから、法定外についてはどういうものがある

のか。さらに、過去22年度の決算、それから23年度の 終補正ありますよね、それで見

たものと新年度の予算で見込まれているもの、それぞれの比較をした資料を出していた

だきたいというふうに思いますけれども、お願いできるでしょうか。

以上です。

●委員長（佐藤委員） よろしいですか、それで。

（ はい」の声あり）「

●委員長（佐藤委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） ご質問にお答え申し上げます。

まず、個人の普通徴収のほうが増になって、特別徴収が減になっていると、この要因

はというご質問でございますけれども、23年度の課税ベースをそれに準拠して24年の当
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初予算も計上しているわけでございますけれども、特別徴収というのはご質問者ご存じ

のとおり、企業にお勤めになっている方々の給与をその企業が天引きして納めるという

制度でございます。ということは、高齢の方の退職者、退職間際の方は高給な方が多ご

ざいます。そういう方が退職するということによって、その分の特別徴収税額も連動し

て落ちてくるということが、まず一つでございます。それと、その企業によっては、そ

の年度の企業の業績ですか、そういったものによってそういった方々の特別徴収から普

通徴収に移られるというのですか、特別徴収をしている数が少なくなっているという事

例もございます。

一方では、普通徴収の要因ですけれども、そういった方々が特別徴収から普通徴収に

移られる方もあるということで、これは個々の企業の中の要因として積み上がってきて

いると。特別何か大きな要因があるというふうには、我々はそこまでは思ってございま

せんと、そういった事情は大いに推察できるというふうに思っているところでございま

す。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 今説明されたことで理解はできるのですけれども、今、非常に雇用状況が厳

しい状況にありますよね。その点では厚岸の雇用状況は前年並みに推移しているのか、

それとも前年というか過去２、３年をベースに考えると、いい方向に来ているのか、そ

れとも横ばいで来ているのか、下降なのか、そのあたりはどうなんでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 直接的に雇用状況を分析しているわけではございませんけれ

ども、いわゆる納税義務者の数という部分では、この件に関しては前にもご質問受けた

、 、 、経緯がございますけれども 微減状況にはあるということは 人口が減っている状況で

働いている階層が、もう残念ながら減っているということですから、その雇用と連動す

るかという直接的なお答えにはならないかもしれませんけれども、そういった働いてい

、 、る人自体が減っている状況になって その課税ベースも自然に落ちているという状況は

数字的にはあるというふうに思っているところでございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 そうすると、この個人で71万3,000円新年度予算は前年度の予算と比較して増

えているわけで、これの根拠はどういうことになるのですか。

●委員長（佐藤委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 数字的には余り大きな差がないということにはなってますけ

れども、中身的には二つの要因を我々は考えてございます。
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一つは24年度から、これは２年前の税制改正で行われましたけれども、年少扶養控除

の廃止ということがございます。これによる影響額を我々は約2,200万円と試算してござ

います。この部分は増額要因でございます。

、 、 、 。 、一方では 減額要因としては漁業 特に震災の影響を受けたカキ アサリ それから

生産量、金額とも落ちた根拠、この辺は漁業協同組合を通じて情報をいただいています

ので、全体の数字ではございますけれども、その部分を推察して漁業所得全体が落ちる

という試算のもとに、この辺はプラスマイナスゼロくらい、おおむねというふうに今の

ところは試算しております。ということで、大きな差が出なかったということでござい

ます。

●委員長（佐藤委員） よろしいですか。

（ いいです」の声あり）「

●委員長（佐藤委員） 他に、１目個人、ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） なければ進みます。

２目法人。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２項固定資産税、１目固定資産税。

10番、谷口委員。

●谷口委員 土地家屋については、前年度と比較してマイナスと、償却資産については前

年度よりプラスということになってますよね。この要因をちょっと説明してほしいんで

すが。

●委員長（佐藤委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） まず、土地について申し上げますが、土地についてはご質問

者ご存じのとおり、毎年国土交通省の土地公示価格、それから北海道での土地調査の公

表通知、毎年下落しております。我々土地を評価するに当たっては、その公的な基準を

もとに算定することになってございますので、残念ながら厚岸町においても例外なく下

、 。落が続いているということで この評価の減分を見込んでいるということでございます

、 、 、それから 家屋につきましては これは３年に一度の評価替えの年でございますので

今国のほうからその基準が来てございますが、木造とも非木造とも減じるという基準に

なってございますので、その分を見込んでの算定でございます。
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一方、償却資産でございますけれども、これは23年度補正予算でも計上させていただ

いていますが、伸びてございました。前年度伸びた分をベースにというふうに考えてご

ざいますが、その要因は主に農業関連の設備機械等が大きく伸びているということでご

ざいます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 滞納繰越分なんですが、今まで話題になっているもの以外を引くと、この滞

納繰り越しというのはどういうふうになるのですか。

●委員長（佐藤委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 滞納繰越分の対応については、我々も非常に苦慮していると

ころでございますが、23年度の今現在のベースとしては、額的には前年度と同程度を収

納できる見込みであるというふうに考えております。それをベースにして、我々も 大

限の努力をするつもりでございますが、同程度ということを念頭に置きながら予算計上

させていただいていると、これを 低限ノルマというのは変ですけれども、確保する努

力を 大限していきたいという計上でございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 それはわかるんですよ。それで、今回見ているのはいつも話題になっていま

すよね、大きなのが、それを除けば、これにはどのぐらい見込んでいるのかということ

をちょっと聞きたいんですが。

●委員長（佐藤委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 個々具体的なことは申し上げられませんけれども、その分に

ついては、この中には見込んでございませんので、それ以外の部分をベースにしている

ということで、ご理解いただきたいと思います。

●委員長（佐藤委員） よろしいですか。

12番、室﨑委員。

●室﨑委員 滞納繰り越しでちょっとお聞きしたいんですが、昨年の当初予算に比べて、

現年度分と滞納分の総額ですね、それが大分下がっているんですよね。滞納繰越分では

母体というかな、基礎になるほうが約5,700万円ちょっと切れるぐらいですね。それが今

回は5,000万円ぐらい。それから現年度繰越分のほうは、960万円を今回は800万円ぐらい

、 。 、というふうに見えるんです 昨年の当初予算と比べてですよ これはどういうわけかと

それを。
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●委員長（佐藤委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 滞納繰越分については、前年度の収納とリンクするわけでご

ざいますけれども、これもまだ 終的な決算に至らない段階ではございますが、23年度

において 大限の収納努力をするというベースの中で繰越分が減るということを念頭に

置いて数字を置かさせていただいてます。と申しますのは、余りにも滞納繰越分を多く

見ると、収納してないという結果にもなりますので、そこは滞繰分は控え目というのが

適当かどうかわかりませんけれども、その分もあると。それから現実的には不納欠損と

いう作業はこれから年度末に向けて行うわけでございますが、その分もおよそ想定して

の数字ということで、この部分は今の段階では減額になっていくという想定のもとでの

計上でございます。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 そうすると昨年滞納繰越分として、このぐらいあったのが、昨年当初予算で

ね、今回はこのぐらいというふうに見ているのは、これから31日出納閉鎖までの間、一

生懸命頑張って少しずつでもいいから滞納しているものを入れてもらえれば、それだけ

減るわけですね。それともう一つは、今言った、俗に地獄帳に落とすというか、これで

整理していく。それも相当部分あるということで、このぐらいのものは落ちることにな

るであろうという予測、もちろん予算の歳入というなんていうのは全部予測ですけれど

も ということで 基礎数字をこのぐらいに出したというふうに考えておいていいでしょ、 、

うか。

●委員長（佐藤委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） あくまでも当初予算のベースというふうに申し上げたいと思

いますが、今の現在、もう不能欠損額が確定しているわけでもございませんし、個々の

調査に基づいて一人一人判定するということにもなります。ですから、そういった部分

をその部分を少な目に見て、滞納繰越分を過大に見ないようにというふうに、我々は考

えての計上だというふうにご理解いただきたいと思います。

●委員長（佐藤委員） よろしいですか。

（ いいです」の声あり）「

●委員長（佐藤委員） 他に、１目固定資産税ございませんか。

（な し）
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●委員長（佐藤委員） なければ進みます。

２目国有資産等所在市町村交付金。

10番、谷口委員。

●谷口委員 これは何のための交付金なのか、ちょっと教えてください。

●委員長（佐藤委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 実は、国、それから都道府県が持っている固定資産につきま

しては、非課税扱いというのが原則でありますが、ただし、収入を伴う財産がある場合

は固定資産税はかけられないのですが、国、それから北海道において固定資産税にかわ

るものとして、この交付金制度が設けられておりまして、固定資産税を固定すると、実

質的に、そういう趣旨の制度で厚岸町に交付される部分でございます。減額になってい

るのは評価替えがあるという それに連動するものですから 決算上 それで減額になっ、 、 、

ているということでございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 対象は何なんですか。

●委員長（佐藤委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 土地と建物になります。例えば、道有林の管理センター、今

は釧路総合振興局森林室と名称が変わりましたから、そこの例えば個人で入っている住

宅、ここは入っていることよって収入を得てます。そういった施設を対象にするという

ことになります。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 この対象は、そうするとその森林室の職員住宅で家賃が出てくるんで、得る

ことができるんで、そういうものがこの対象になるということだけでいいんですか。例

、 、 、 。えば あと臨海実験所だとか いろいろありますよね そこにも職員住宅ありますよね

そういうのは対象にならないのか、なるのか、そのことを、何がなっているのか。

●委員長（佐藤委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 具体的な部分ということでございますが、今現在、この交付

金の対象になっているのは北海道財務局で持っている土地関係ですね、それから先ほど

申し上げました道有林、旧森づくりセンター等の住宅、それから翔洋高校の住宅、それ

から厚岸警察署の住宅、それから国有林の管理事務所等もありますので、そちらのほう
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の住宅関係も対象になっているということでございます。実験所はここには含まれてご

ざいません。

●委員長（佐藤委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（佐藤委員） ２目、他にございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） なければ進みます。

３項、１目軽自動車税。ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ４項、１目たばこ税。

12番、室﨑委員。

●室﨑委員 歳入だけの問題ではないんだけれども、指標としてはこの歳入を使わなけれ

ばならないと思うので、ちょっと話が膨らむ思うけれども勘弁してください。

たばこ税のところの説明欄に何本売れたかということが書いてましたよね。それで、

たばこ税というのはたばこの料金変わりますから、この場合は税か、税金が変わります

ので、単純比較ができないので、厚岸で消費されたたばこの量こういうふうに推移して

いるだろうというのは、この何本で見るより方法ないと思うんです。どこかほかの町で

買って厚岸で吸っている人がいないわけじゃないけれども、やっぱりそれはもう取りよ

うがないですからね。そうすると22年には、2,600万本に切れるぐらいということになる

のかな。23年は税金が上がりましたから、これはもう補正のときにも聞きましたけれど

も、がたんと落ちるだろうと、３割ぐらい落ちるだろうといったら、１割５分しか落ち

なかったということで補正しましたよね。それで今年は去年よりは少し多くして、2,200

万本にちょっと切れるというふうにしているんですね。

だから、そういう横からいろいろな要因が入ってきますので、なかなか難しいとは思

うんですけれども、厚岸町はいわゆる健康増進のためにいろいろな施策を打っている中

で、大きな眼目としては、塩分の取り過ぎ、子供を含めて歯を健康にしましょうという

ことと、それからたばこはなるべく控えましょうよと、できればやめましょうよという

のが、町民に対するいろいろな健康増進のための提言の柱ですよね。そうすると、それ

が効果を上げているには毎年何割かずつたばこの売り上げが減っていくという状態が見

、 、 。えれば よその町に行って一生懸命買って減ったんだということは まず考えられない

中心はここだろうと思うんです。

それで、この前税金の値上げがあって、ちょっとそこのところで話が狂うんだけれど
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も、それちょっとこっちへおいて、大体年にどのぐらいのパーセンテージでもって減っ

てくるのかと。税財政課のほうでは減ってくるという話になるし、それから福祉課のほ

うでは減らしていくというような話になって、ちょっとニュアンスは変わるかもしれな

いけれども、町全体としてそのあたりはどのように見ているのか、それをご説明願いた

だきたい。

●委員長（佐藤委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） まさしくご質問者がおっしゃられる税と、それから喫煙され

る方が購入をどの程度するかというのは ある程度はリンクするんだというふうには思っ、

てございます。そういったことも考えながら、国では税制改正をしているという状況も

あります。それが厚岸町においてどのように推移しているかという趣旨のご質問だと思

います。

今 手元にある数字として申し上げますが 売上本数という数字でございます 平成20、 、 。

年度においては、対前年度との本数の率ですけれども、94.79％、それから、21年度はま

た20年度との比較になりますけれども、95.03％、それから22年度、94.09％ということ

で、おおよそ５％前後ぐらいずつ減っているという状況にあるのかなというふうに思っ

てございます。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 それで、たばこを少しずつでもとにかく減らしていこうと、減煙と、それか

ら何煙というのかな、断煙というのか、要するにやめるということ、それをいろいろな

形で町からは周知しているのだろうと思います。目標としては５％ぐらい減っていくの

は、もう目標どおりに動いているんだというふうに担当課というか、町としては考えて

ますか。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） 保健福祉課のほうから健康づくりの面において、厚岸町の

現状がどうなっているかという部分が、今のご答弁になるかどうかちょっとわかりませ

んけれども、厚岸町ではみんな健やか厚岸21という町民の健康増進計画を持っておりま

す。実は、この計画の策定時というのは、今からもう14年ほど前なんですが、当時47.6

％ これ女性と男性を含めたので見ているんですけれども 特に男性は66.5､％ 女性は30、 、 、

％、これが実は47.6％という数字でありました。これを一定の計画推進状況を評価する

ために、平成18年度に中間評価を実はさせていただいております。これを見ますと、男

性が44％まで下がり、女性も23.1％も下がっております。それで18年度は実は31％であ

ります。このときの目標が実は40％以下を目指しておりましたので、目標よりは明らか

に禁煙率が下がったという状況であります。

この時期以降にたばこの値上がりというものが生じてきておりますので、私の周りを
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見ると、禁煙者がどんどんどんどん出てきた状況がこの数年間あります。そういうこと

から考えると、再度今回この３月に町民へのアンケート調査を実施させていただきます

けれども、もうちょっと下がっているんではないのかなということで、今後も目標とし

て、未成年はもっともっと、未成年は吸っちゃいけないですからあれですけれども、ゼ

ロにしていくとか、そういう目標を考えると、順調に喫煙率は下がっているんだろうな

というふうにとらえているところでございます。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 あと今の健康増進に関しては歳入ですから、今度歳出のところでお聞きしま

す。ただ、どうしても税財政課は税財政課のお仕事の中で数字を出していく、それから

保健福祉課か保健福祉計画の中で数字を出していくということなんだけれども、こうい

うものも指標としてやはり役立てていただきたいなということは、お願いしておきます

が、いかがでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 答弁要りますか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（佐藤委員） 休憩します。

午前10時28分休憩

午前10時29分再開

●委員長（佐藤委員） 再開いたします。

保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） 大変申しわけございませんでした。

今年度、みんな健やか厚岸21の見直し作業を実は行わさせていただくことになってお

ります。ただいまのご意見について税収の状況、そういったものも指標への参考としな

がら目標値の設定に参考にしていきたいというふうに思います。

●委員長（佐藤委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（佐藤委員） １目たばこ税、他にございませんか。

（な し）
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●委員長（佐藤委員） なければ進みます。

５項、１目特別土地保有税。ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ６項、１目都市計画税。

（な し）

（ ） 、 、 。●委員長 佐藤委員 ２款地方譲与税 １項地方揮発油譲与税 １目地方揮発油譲与税

ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２項、１目自動車重量譲与税。

３款、１項、１目利子割交付金。

４款、１項、１目配当割交付金。ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ５款、１項、１目株式等譲与所得割交付金。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 進みます。

６款、１項、１目地方消費税交付金。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 進みます。

７款、１項、１目ゴルフ場利用税交付金。

８款、１項、１目自動車取得税交付金。ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ９款、１項、１目国有提供施設等所在市町村交付金。

10番、谷口委員。

●谷口委員 さきの固定資産税のほうの２目は減額で、こちらは増額になっているんです
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けれども、その理由をお聞きしたいというふうに思うんですよね。それと、今年沖縄の

米海兵隊が矢臼別で訓練をするということになっています。それで、今年はまだ６月か

ら７月、規模はどんな規模でやる予定だったんでしょうか。

それから、これをやることに伴う何かがあったと思うのですけれども、それはどこに

予算としては出ているのでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） まず国有提供施設等所在市町村交付金、いわゆる自衛隊基地

交付金でございますけれども。これにつきましては、国の予算においては対前年度増減

ゼロ、前年と同額という情報でございます。それで、２万円積み上がっているのは、23

年度の交付額と同額を当初予算に計上させていただいたと、その理由でございます。新

年度に入った段階の中で、きちんとした交付金の額が示されるのだと思いますが、場所

が山奥なものですから、それほど評価が下がらない可能性もあります。ということで、

できるならば、この額でいただきたいというふうに思っているところでございます。

●委員長（佐藤委員） よろしいですか。

失礼しました。副町長。

●副町長（大沼副町長） 今年度の実施予定の演習の規模、これはまだ通知されておりま

せん。実施をするということは、ほぼ決まってるというようなことなものですから、そ

れでそれに伴ってＳＡＣＯの交付金、これが入ってまいります。これは数年前から予算

規模等で通知が来て、そういう財政措置をとっておりますけれども、議案の第６号の説

明資料で既に配布をしております。ごらんになっていただいてますでしょうか。６号配

布資料、沖縄県道104号線越え実弾射撃訓練の、よろしいでしょうか。県道104号線越え

実弾射撃訓練の分散実施にかかわる受け入れ状況、進捗状況という資料でございます。

ここで示した数字が、24年度の計画数値ということで、交付される総体の額につきまし

ては、当初の予算では中規模程度、中規模のことを想定してそのうちの55％、中規模の

場合に交付されるであろう金額の55％これを予算措置をさせていただいていると。これ

は、もし訓練を都合によって中止するという場合があります。その場合は残りの45％は

入ってこないと。これは数年前に、計画をしていた訓練が実施されなかったらゼロにす

るという国からの考え方を示されたときに、それはないだろうと、当初予算できちっと

訓練の規模は別にして、あるなしというのは事前にわかるはずだから、わかった段階で

我々は全国５カ所の関連する自治体にとっては予算というのは３月議会で議論をいただ

いて、その方針を決めるわけだから、決めたものを、いや、なしよということでゼロに

するということについては、問題があるだろうということで、町長を先頭に陳情を申し

上げて、55％は訓練がもしやらなくなった場合にあっても交付をするという約束を取り

つけて、そういう結果になっていると。時期については、６月の上旬から７月の上旬に

かけてということで通知が参っております。
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●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 この交付金については、何とかこれを下回らないようにということを、財政

課長は願っているというお話ですが、それで、結果的に先に話が行ってしまっては悪い

ので、後のほうの歳入で質問したいと思いますけれども、その前にちょっとお伺いして

おきたいんですけれども、これ大隊規模になったら、この総体も変わり得るということ

ですよね。

●委員長（佐藤委員） まちづくり推進課長。

（ ） 、 。●まちづくり推進課長 湊谷課長 それでは 私のほうからご答弁させていただきます

平成24年度の当初予算におきましては、今、副町長からもお話ししたように、防衛省

からの通知を受けまして、中隊規模の55％相当ということで、当初予算に計上をさせて

いただいているという内容でございます。これが規模は今はっきり国のほうから示され

ていませんので、中隊規模で見ておりますけれども、これが大隊規模になって、そして

実際に行われるということになりますと、総体で１億2,700万円ほどの交付金ということ

が見込まれるところでございます。

これにつきましては、当然、今は中隊の55％公表があって、 悪のやらなかった場合

、 、 、を想定した中での予算組みをしておりますけれども 今 副町長からありましたように

６月の上旬、７月の頭にかけて実際にこれが行われて、なおかつ大隊規模になった、あ

るいは実施されたという段階においては、それに合わせた予算対応を補正対応の中でや

らせていただくということになるということでございます。

●委員長（佐藤委員） よろしいですか。

では、他に、１目ございませんか。

９番、南谷委員。

●南谷委員 委員長、初めに、議事進行の関係でお願いをしたいんですけれども、よろし

いでしょうか。資料要求なんですけれども、温水プール３カ年の利用状況、例えば子供

たち、学生、これ分けれるかどうかわからないんですけれども、それから一般成人の３

カ年の利用状況。さらには、老人クラブなど高齢の方々が利用状況がどうなっているの

か、３カ年の。

さらには、もう１点なんですけれども、各種イベントの利用されている、例えばいろ

んな団体がこういう取り組みをしてるという利用状況があれば、３カ年のものを資料要

求をさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。

●体育振興課長（木村課長） 20、21、22でよろしいでしょうか。

●委員長（佐藤委員） ９番、南谷委員。



- 21 -

●南谷委員 ９款、１項、１目、国有提供施設等所在市町村の交付金でお尋ねをさせてい

ただきます。

大変10番委員さん、この関係で非常に高度な質問をなさっておられましたけれども、

その後なので後戻りするような格好で恐縮なんでございますが、対前年比大体同じよう

な同額と計上されております。自衛隊基地交付金、この制度、仕組みについてまずお伺

いをさせていただきたいとなと思うんですが、と言いますのは、迷惑料という認識では

おったんですけれども、算定根拠、どういうことでこの1,300円万円というものが厚岸町

に交付されるのか、単純にお答えいただきたいと思います。

●委員長（佐藤委員） 税財政課課長。

●税財政課長（小島課長） 自衛隊基地交付金の制度でございますが、自衛隊が使用する

演習場に要する固定資産について交付するというとになってございます。矢臼別演習場

における厚岸町における固定資産というのは土地のみということになってございますの

で、そのうち、10分の７相当がこの対象資産の価格をもとに算定することになってござ

います。残りの10分の３、これは様々な要因を加味した中で交付するということになっ

てございまして、この中身については開示されてございません。

●委員長（佐藤委員） ９番、南谷委員。

●南谷委員 ただいまの説明ですと、10分の７が固定資産、国の公共用地になっているわ

けですから。先ほど来答弁を聞いてますと、私が思うには10分の７はかつては厚岸町の

土地です、国のものでなければ10分の７については町税として入ってくるのでないのか

なと、もしなければですよ。それと比較してどうなんでしょうか。例えば、今言うよう

に、こういう形で受け入れているんですけれども、例えば固定資産税として厚岸町に、

厚岸町の土地ですから、もともとは。今は国のものですから。そうすると、現在は固定

資産税は徴収できない。それと比較してどうなんだろうなと。

●委員長（佐藤委員） 税財政課課長。

●税財政課長（小島課長） この資産の評価につきましては、固定資産の評価に準ずると

いうことになっていますので、ここはご質問者おっしゃられるように、この10分の７相

当の額は、もし、この基地がなければ町の固定資産税のほうで収入となるものというふ

うに我々は考えているところでございます。

●委員長（佐藤委員） ９番、南谷委員。

●南谷委員 何がしかのものは、ここまでいくかどうか別にして、私は入るんでないのか

なと。そうしますと、現地の実態から、私も何度かその演習地に行ってきたんですけれ

ども、別海町の立地条件と厚岸町の立地条件、うちは着弾地なんですよ。多くの部分に
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着弾して迷惑かぶっているのはこっちだと先ほどの議論でないんですけれども、来る来

ないにかかわらず、厚岸町としては基地を置いて、あそこにあることで実質大きな被害

を被っているという部分では、防衛予算で非常に町としても配慮いただいているんです

けれども、もっとしっかりこの1,300万円が私は決して、もっと高くあるべきではないの

かなと私は考えるんですが、いかかでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 税財政課課長。

●税財政課長（小島課長） ご質問者のおっしゃられる点につきましては、厚岸町として

、 、 。も同じ意見を持っておりまして これは毎年度 基地対策の要望する組織がございます

その中に厚岸町の意見として、この評価額のアップを求めてございます。

、 、 。それと 着弾地という部分がございましたが これもおっしゃるとおりでございます

この部分は多分10分の３相当の部分に入っているということになっているのだと思いま

すけれども、額的には非常にまだわずかであるということでございまして、この部分は

今後とも強力に国に対して要望を続けてまいりたいというふうに思っているところでご

ざいます。

●委員長（佐藤委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（佐藤委員） 他に１目、ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） なければ進みます。

10款１項１目地方特例交付金。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 11款１項１目地方交付税。

９番、南谷委員。

●南谷委員 厚岸町の町政執行方針、若狭町長の町政執行方針の中に、望む基本姿勢とし

て、１点目が防災力の強化、有備無患ですか、この精神にのっとってとりかかられると

いうことで、２点目が地域経済の回復、そして３点目、財政の健全経営でございます。

その財政の健全経営の中でも町財政の生命線とも言える地方交付税は云々というご発言

がありました。

私も、その本定例会、この中で一番地方交付税、大きな要因を占めておると判断をし

ております。そこで、今回平成22年度は32億9,300万円、平成23年度36億800万円、そし
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て今年度がこの大体同じような数字が記載されておるわけでございます。

まず、この本年度の先ほど申しましたけれども、いろいろな要因があるんですけれど

も、それぞれに配慮をしながら今年度の予算を作成された。そこで、この大体去年と余

り変わらない8,300万円ほど地方交付税が計上されておるんですけれども、基本的なこの

数字の根拠というものを、基本姿勢というものをお伺いをさせていただきます。

●委員長（佐藤委員） 税財政課課長。

●税財政課長（小島課長） 厚岸町の財政運営上の基本姿勢としてのご質問でございます

けれども、当初予算ですべての財政需要、町民サービスを年間を通して計上するのはす

。 、 、ごく困難な作業になります 年このあと３回あります定例会 あるいは臨時会において

その時々のその追加の財政需要に応じて補正予算案を計上させていただくと。このこと

は従来とは変わってございません。そのためには財源を持っていなければ、当然計上で

きないわけでございます、その部分の財源をこの普通交付税の中に留保しておく必要が

あると、こればかりではございません。という考えのもとに、まず、この普通交付税は

今年度、新年度において厚岸町分として幾らぐらい期待できるのかということを、我々

も少ない情報の中でいろいろ試算して、作業を進めてきたわけでございます。

そういった中で、新年度におきましては、当初、総務省の概算要求の段階では1.6％減

らすという要求だったのです。総務省自体が財務省に出す要求が1.6％減と、これはもう

大変なことになるというふうに我々思いました。と申しますのは、前年度が、これは結

果的には前年度と申しますのは23年度の話ですが、国全体の予算は2.8％伸ばしているん

です。ところが、厚岸町はやっぱり予想したとおり減額算定になったということは、２

年連続で減額はもう必至だという情報の中で、予算の編成方針を町長から出していただ

、 。いて それに相応した予算編成をしなければならないということで進めてまいりました

終的には、国に対する地方の大きな声が届いて、結果的には0.5％を伸ばすということ

で決着しました。今は、まだ予算の審議中でございますけれども、これがベースになに

るんだということです。

ただし、この0.5％増ですけれども、この分がどこで伸びるのかということになるんだ

と思うのです。我々の持っている情報の中では都道府県の需要を伸ばすという情報でご

。 、 。 、 、ざいます では 市町村の中でどうなんだということです 市町村の中でも 大きな市

町村ではまた事情が違います。そういった中と、それから数々の細かな情報を拾い集め

た中で、マイナスの要素を一つ一つ丹念に推計をしてまいりました。その結果、現在推

定しているのは約35億5,000万円という数字が、我々としては持ってございます。これを

ベースにして予算編成に臨むということでございまして ということは 去年よりもやっ、 、

ぱり減額算定になる可能性があるということです。我々としては、この35億5,000万円と

いうのは 低ラインと、こういうふうに見ています。これよりも上積みする、いわゆる

これから単位費用と、それからいろいろ小さな町にはいろいろなプラスの計数整理とい

うのが、加算措置というのがこれから明らかになってきます。その部分を期待してはお

りますけれども、今まだ期待を数値化するわけにはまいりませんので、その部分を見た

中で35億5,000万円、 低ラインというふうに見て予算計上をしているところでございま
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す。

ですから、現在のところこの予算計上している部分との差が、我々が持っている留保

財源ということで１億6,000万円ほどというふうに、今のところこれを年間通しての補正

財源、町民サービスの追加需要に対応する財源として考えてきたというふうに思うとこ

ろでございます。

●委員長（佐藤委員） ９番、南谷委員。

●南谷委員 今日、地方自治体の自主自立が問われる時代、非常に国のほうの状況も厳し

い中で、今年の交付税の算定の仕方というのは私も非常に興味のあったところでござい

ますけれども、しっかり国のほうに働きかけをしていただいて、私なりに評価をしてお

るんです、この計上については。今後も予断を許さないわけでございますし、厚岸町の

自主財源しっかり確保するために、町長を初め頑張っていただきたいと存じます。

●委員長（佐藤委員） 町長。

（ ） 。●町長 若狭町長 私から地方交付税についてのご質問にお答えをさせていただきます

一般会計の示す新年度の予算における地方交付税の構成比ですが ご承知のとおり48.7、

％です、約半分です。そういう極めて貴重な財源なんです。地方交付税なくして厚岸町

。 、のまちづくりはできないと言っても過言でない状況にあるわけであります さらにまた

将来を見越した場合に、算定基準になっております人口減、これも大きな影響を受ける

わけでございまして、将来を見据えますと極めて厳しい地方交付税の算定にならざるを

得ないであろう、そのように考えざるを得ないわけであります。

しかしながら、貴重な財源でございます。地方交付税の措置について、さらに国と、

今、担当課長からお話しありましたけれども、強く要請をしてまいりたい。そして、自

主自立の厚岸町のまちづくりをしていきたいと、そのように考えております。

●委員長（佐藤委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（佐藤委員） 他にございませんか。

12番、室﨑委員。

●室﨑委員 今、一番大事なとこはもう議論が終わってしまったので、あと周辺の小さな

ことだけお聞きしますが、交付税算定のときに、何とか需要項目、それから何とか収入

項目というのがあって、その需要額から収入額を引いた額というのが基本ですよね。そ

ういうものをベースにしてだと思うんですが、それぞれの町の財政力といいますか、そ

れを健全性とでもいうか、そういうものをあらわす指標というのがあるというようなの

を、前にちらっと読んだんですが、直近で厚岸町の場合のそういう財政指標と言いまし
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たか、ちょっと私もはっきり覚えてないのですけれども、そういうものをちょっと全体

と、そして厚岸町はこのぐらいですよというのが出ているのであれば、教えていただき

たい。

●委員長（佐藤委員） 税財政課課長。

●税財政課長（小島課長） 今、ご質問者おっしゃられた部分でございますけれども、基

準財政需要額というのは、国が示す標準的な町民サービスをした場合には、これぐらい

かかるだろうということをベースにして、国が指し示す数値ということになります。

それと、基準財政収入額というのは、国がこれも標準的に見た収入等を、これを厚岸

、 。町の課税ベースに置きかえて数値化していくと 簡単に言うとそういうことになります

この割合を財政力指数と、ご質問者はこの部分を指しているんだと思います。

、 。ということは 需要に対して自主財源がどのくらいあるのかという数値でございます

今 ちょっと手元にないのですが 細かな0.幾ら幾らという数字なんですけれども 約20、 、 、

％程度が厚岸町の指数ということになってまして、この数字が大きいか小さいかという

ことでございますが、これは小さい部類に入ります。いわゆる財政力が弱いと、残念な

がら弱いということでの位置づけになっているところでございます。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 そういうことから数値化していても、肌で感じているように厚岸町はどちら

かというと貧乏町村だと。だから地方交付税減らされると大変なことになるんだという

ことが、わかるわけですね。

それで、そういう今ちょっと口でおっしゃった、こういう公式でなって、そして 終

的にその指数がこうなるんだよというふうなものを、後で結構ですから、一応ペーパー

で資料として出しておいてください。この後のいろんな議論のいわば基礎になるかと思

うんですよ。

昨日、病院会計に関してちょっとその地方交付税の中から、法定何とかというような

話が出ておりましたが、あれ基準財政需要額の話をしているんじゃないかと、私は思っ

てたんだけれども、そうなのかどうかもよくわからないんですけれども、それはいいで

すよ。だから、そういうふうにいろんなところでもって地方交付税との絡みが出てくる

もんですから、地方交付税というのはこういうものなんだよということを、わかりやす

い指標と一緒に簡単な説明をつけて、出しておいていただければありがたいと、そうい

うふうに思います。簡単なものでいいです。

●委員長（佐藤委員） 税財政課課長。

●税財政課長（小島課長） ご用意して、できるだけ早く出す準備をしたいというふうに

思います。

なお、内容については、ご質問者と確認させていただきたいと思います。
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●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 地方交付税については、結果的に国のほうの地方財政計画でも前年を若干上

回る額を確保して、厚岸町もそれに基づいてきっと予算化されているんだろうなという

ふうに思うんですけれども。国は24年度の地方財政について、二本立てで見ていますよ

ね、通常分と東日本大震災の分と。それで、歳出にかかわるまででよろしいんですけれ

、 、 、 、 、ど この東日本大震災分の特別交付税 あるいは直轄 あるいは補助 地方単独の事業

それから補正でもこの間やりましたけれども、緊急の防災・減災事業ありますよね。厚

岸町はもう後はないのか、この後24年度分でもやるのか、その辺について新たの事業で

計画、この地方財政の中で示されている事業をさらに進めていくのか、その辺をちょっ

と教えていただきたいです。資料要求をお願いいたします。

●委員長（佐藤委員） 税財政課課長。

（ ） 、 、 、●税財政課長 小島課長 ご質問者おっしゃられるように 今般 国の予算措置として

通常収支分という表現を使ってます。それと震災復興分ということで、別の会計を設け

てその震災復興に充てる部分の予算を確保したということでございます。この部分につ

きましては、我々が今、国から示されているのは、23年度分への措置でございます。こ

の分として出させていただいているのが、カキ、アサリの養殖施設等への復旧支援事業

分、これが復興の特別交付税として措置されるという情報。それと減災・防災の対策事

業、これも23年度の補正予算で措置させていただいて、実質的には24年度の執行を国は

後のぎりぎりの補正でしたので、国が。それで、それを認めて実質的に24年度の執行

を認めると。

ただ、この部分は国としては23度の予算措置として、国も繰り越すということでござ

います。24年度分でございますけれども、24年度に予定している分を23年度に前倒しい

たしました。 大限早く措置するということと、財源措置が有利な分が23年度でもう措

置されたということで、すぐそこに乗っかるべきだということで措置したわけでござい

ます。実はその後に、24年度も同じような財政措置を講じるという情報がその後に参り

ました。その部分は予算化しておりませんが、厚岸町は、過疎地域指定になっておりま

すので、その部分の財源を活用して、それと防衛庁の調整交付金というのがありますか

ら、それと震災復興の部分も加味しながら、もし今後、防災・減災対策として新たに必

要だという部分が出てきた場合には、そういった有利な財源を有効に活用しながら、補

正で計上して対応してまいりたいというふうに思っているところでございまして 今 24、 、

年度の当初予算の中には、その部分は入っていないということでご理解いただきたいと

思います。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 そうすると、その東日本大震災の分については、これから厚岸町の必要事業
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等を検証しながら、補正予算があり得るというふうに考えていいということですか。

●委員長（佐藤委員） 税財政課課長。

●税財政課長（小島課長） これは、町長の指示のもとに、できるものから速やかに予算

、 、措置して実施していくという方針でございますので 臨機応変に対応してまいりたいと

そういった国の制度をいち早く情報を収集しながら、どういうものが必要かということ

を、防災担当のほうと企画のほうとも調整しながら、予算措置してまいりたいと、そう

いったものがあった場合、想定されるものが出た場合ということで考えているところで

ございます。

●委員長（佐藤委員） よろしいですか。

１目地方交付税、他にございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） なければ進みます。

35ページになります。

12款、１項、１目交通安全対策特別交付金。

13款分担金及び負担金、２項負担金、１目民生費負担金。

10番、谷口委員。

●谷口委員 保育所の保育料の関係なんですけれども、各保育所ごとの今年度の入所者数

と、来年度の見込み、ちょっと教えてほしいんですけれども。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） 時間を取らせて大変申しわけございません。

平成23年度の現在の入所の児童の状況でございますけれども、まず真竜保育所におい

、 、 、ては50人 厚岸保育所においては74人 宮園保育所においては61人となっておりまして

当初予算におきましては、24年度です。真竜保育所が46人、厚岸保育所が64人、宮園保

育所が55人、そのように当初予算を計上しているところでございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 あの、当初ですから、年齢に達してから入所するというのも考えられますよ

ね。そうすると、これが若干増えるというような考えでいいんでしょうか。プラス５人

だとか、３人だとか、 終的には。あり得るのかどうか、ちょっと。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。
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●保健福祉課長（松見課長） 例年の状況から見ますと、年間を通じて大体10人から20人

ぐらい年度末では多い状況になっておりますので、今年度もやはり年齢に達してから保

育所に入るという児童も例年どおりいらっしゃるのかなというふうに考えております。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 そうすると前年並みに行くのか、やっぱり若干下回ることを予想しなければ

ならないのか、その辺はどうなんですか。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） これまでの幼稚園の利用、あるいは保育所の利用、全子供

からの状況を見ると、余り大きな状況が変わっていないのですが、それからすると今現

在185人程度ですけれども、これをやはり10名以上は下回るのではないのかなと。ですか

ら決算では170人台でとどまるのではないかと、子供の数からしてですね、そういうよう

な状況にあるかと思います。

●委員長（佐藤委員） １目民生費負担金、他にございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） なければ進みます。

２目衛生費負担金。

10番、谷口委員。

●谷口委員 インフルエンザの予防接種なんですけれども、これは前年度22年度と23年度

比較してどうだったのか。そして、それは今回は何を根拠に同額を予算で見たのか、そ

の辺ちょっと教えてください。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） インフルエンザは高齢者へのインフルエンザということで

ございます。平成22年度においては53.2％という状況になっておりまして、平成21年度

においては49.2％ですから、大体３ポイント程度上がってきております。23年度の実績

まだ取りまとめが医療機関からの請求等でわかりませんから、おおむね53％ですね、こ

れと同様に当初予算を見積もらしていただいたところでございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。
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。 、●谷口委員 インフルエンザのこの予防対策というのは大変だと思うんですよね それで

今回町立病院の医師までインフルエンザに感染したということを聞いているんですけれ

ども、やはりこの予防接種が、限りなく100％に近づけることが非常に大事なことではな

いのかなというふうに思うんですけれども、その辺がどうなのか。

それから、もう一つお伺いしたいんですけれども、学校の教員だとか、それから保育

所の保母だとか、日常的に子供たちがいろいろな人と接することの多い人たち、こうい

う人たちは予防接種を受けるようになっているのか、もし受けているとすると、どのく

らいの接種があるのかは、つかんでいるんでしょうか、ないんでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） 予防接種は53％というのは、やはり低いように見えるんで

すけれども そこそこ受けられている状況があるのではないのかなと ただ 今委員おっ、 。 、

しゃるとおり、もっともっと受診率を向上するように健康意識の啓発は私は必要だとい

うふうに思っております。ただ、今の時点で何パーセントにすべきなのかと、その程度

はちょっと私押さえておりませんけれども、これに安心せず、さらに向上していく必要

があるかなというふうに思います。

●委員長（佐藤委員） 教育委員会管理課長。

●教育委員会管理課長（米内山課長） 学校の教員に関しまして申し上げますと、受ける

というような決まりということにはなってございませんので、あくまで個人で受けられ

ているという状況ですが、その詳細についてはちょっとつかんでございません。当然推

奨はしてますけれども、その数字としては今現在つかんでいる状況にはございません。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） 私のほうから、保育士の予防接種の接種状況についての答

弁漏れがございました。保育所の職員全員が予防接種を毎年受けている状況でございま

す。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 保育所はそれは自己負担ですか、全額。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） 町職員への福利厚生というのでしょうか、安全性というの

ですか、そういう面からの町費でもって接種を、一部個人負担でもって接種をいただい

ているところでございます。
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●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） 大変申しわけございません。インフルエンザ料金は2,800円

なんですけれども、そのうち1,050円をご本人負担としてさせていただいているところで

ございます。失礼いたしました。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 予防接種 町の福利厚生の事業の一環を活用しながら 自己負担を含めてやっ、 、

ているという説明ですけれども、やはりこの制度というか、学校の教員なんかは道職員

ですよね。道教委の職員であるということなんですけれども、北海道も含めてやはり先

生方がたまたまどこかに出張した、あるいはどこかへ出かけたということで、ありがた

、 、くインフルエンザのあれをもらってきて 全校にばらまいたということになったんでは

やはりまずいんではないのかなというふうに、私は思うんですよね。そういうことを考

えると予防接種をやっぱりきちんとしていくということが大事ではないのかなと。子供

たちから私たちはもらうんですと言われるかもしれないけれども、その逆もあるんでは

ないのかなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 教育委員会管理課長。

●教育委員会管理課長（米内山課長） 教職員の健康診断に関しますことは、厚岸町のほ

うで取り扱っている内容でございます。したがいまして、今、ご提言のございました予

防接種に関しても本来的には考えるべきものだというふうには、前から実は思ってはお

りました。ただ、いろいろな状況の中で、個人の負担の中で受けられている方、それか

らいない方ということの中で、今、実はこの辺のところを調査をするとともに、どうす

べきか、それから他町村の状況がどうなっているのかということも含めて、検討させて

いただきたいなというふうに考えてございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 厚岸町が対応するというのも大事なんですけれども、やはり任命権者であり

ます道がきちっと対応するというのが一番肝心なことだと思うんですよね。それもあわ

せて、やっぱりやっていただきたいなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 教育委員会管理課長。

●教育委員会管理課長（米内山課長） おっしゃるとおり、道教委のほうにも強く要請し

ていきたいというふうに考えてございます。
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●委員長（佐藤委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（佐藤委員） 他に、２目衛生費負担金ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ３目農林水産業費負担金。

10番、谷口委員。

●谷口委員 道営草地整備改良事業負担金なんですけれども、1,800万円ぐらい減額ですよ

ね。これの要因は何なんでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 産業振興課長。

（ ） 、●産業振興課長 阿部課長 道営草地整備改良事業負担金の内訳でございますけれども

今回上げさせていただいておりますのは、東部地区、太田、それから若松の地区の整備

事業、それから、浜中西部地区トライベツに関係する事業、それから、尾幌第２地区と

言いまして尾幌の地区、それから片無去地区も一部入った地区の事業、３地区合わせた

負担金を計上させていただいております。それで、昨年から落ちておりますけれども、

去年の事業費で申しますと、厚岸東部地区につきましては１億5,800万円の去年当初の計

上でございましたけれども、今年につきましては6,300万円の計上でございます。それか

ら、浜中西部地区につきましては、昨年1,200万円の計上に対して、今年は900万円を予

。 、 、 、定しております それから 尾幌第２地区と言いますのは 今年から始まりましたので

去年はなくて、今年2,600万円の事業費を予定しております。

これはそれぞれ地覆修正事業、草地更新の事業がほとんどでございまして、各農家さ

んの草地を更新するという事業でございます。当然各農家さんの希望を振興局のほうで

取りまとめしてやるものですから、そういった中で、とりまとめの結果、こういうふう

な事業費になったということでございますので、一応きちっと地元その農家さんの希望

に沿った形で事業費を計上させていただいているということでございますので、ご理解

を願いたいと思います。

●委員長（佐藤委員） よろしいですか。

他に、３目農林水産業費負担金ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 進みます。

14款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用料。
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12番、室﨑委員。

●室﨑委員 補正のときに、ここの項目で資料をお願いいたしました。手数料にかかる本

条となる各条項及び減免にかかる条項を出していただきたいということをお願いしまし

た。それで、１日予定が早くなったものですから、実質的には資料を出すのが３日早く

なったということだと思うんです。土日がないですからね。それで、その間にこれだけ

の大きなものをつくっていただくことになったというのは、大変申しわけなかったなと

いうふうにおわびして、感謝いたします。

それで、ざっと見まして実は私は、手数料条例で相当大きな部分がカバーされて、後

は幾らもないのかなと、非常にそういう意味で稚拙なことを考えておったんですが、こ

の資料を見ますと、手数料条例でカバーするのはごく一部で、それぞれの各課、各係の

いろいろな部所において、やはり手数料・使用料を徴収するための根拠条例があるわけ

ですね。それと、それぞれの徴収目的といいますか、色彩といいますか性質が、それぞ

れ違いますので、規定の仕方も違うわけですよ。もちろん、したがって減免の仕方も違

うというのがわかりましたので、これを今ここでやるのはちょっとうまくないんじゃな

いかと私なりに判断しまして、議長にお願いなんですが、総体のところで私のほうも少

し勉強して、簡略に質問できるようにパターン化して、それから進めたいと思いますの

で、お許しいただけますでしょうか。

（ ） 、 。●委員長 佐藤委員 各駅停車にならないで ただいまのを総体的にということですね

わかりました。

（ よろしくお願いします」の声あり）「

●委員長（佐藤委員） 他に。

10番、谷口委員。

●谷口委員 総務使用料なんですけれども、23年度の 終補正で543万円になっているんで

すよね。それをさらに上回る使用料がこの予算化されているんですけれども、その理由

は何なんでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） お答えいたします。

主な要因としては、この厚岸情報ネットワーク使用料、昨年ちょっと情報通信基盤と

いう名前だったと思いますけれども。これはこの施設、情報通信基盤施設ネットワーク

を使ってのインターネットの接続が、この加入者が昨年の当初段階では210件程度だった

ものがだんだんと加入者数が増えて、 終的には350件程度になったと。ですから、その

終的な実績に基づいて、今回この340件から50件程度の月数の中で試算をしたというこ

とでございまして、１件につき1,300円で、延べ数では4,080件ということで、この予算
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を出させていただいております。ですから、昨年の210件程度から百何十件増えてますの

で、その加入数に基づいて増額されているということでございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 その 終補正で504万3,000円になったわけでしょう。今回629万6,000円とい

うふうになりますよね。それで、結果的に1,300円の予算を見ると350件でやると、こう

いうふうになりますよよということなんですけれども、23年度は途中の人もいるから五

百何万円で済んだけれども、年間を通すと600万円かかりますよって、そういうふうに理

解していいんでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 基本的には申請、要は町の施設ですから、これをＮＴＴに使用

させている、この部分について厚岸町がその部分をＮＴＴが使用している部分を使用料

としていただいているということでございまして、インターネットの加入者数が増えて

いっているということですから、今後また増えれば、この使用料の収入についてもまた

上がるということになろうかと思います。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 終的に 終の加入者数はこうですよっていうことを説明されたわけでしょ、

う。だから、それで504万3,000円になったんだと。来年度は、さらに何ぼも増えるから

というんではなくて、加入者数はさっき言った 終の数字をもとに、さっき説明されて

いるような気がするんですよね。ただ、そうすると100万円、したらどういうことなんだ

ということなんですよ。だから、私が言ったのは、途中に加入したり接続したり、そう

いうのがあるんで、そういうのでだんだんだんだん増えてきて、 後に500万円が必要に

なったんだということなのか、だけれども年間を通せば、600万円かかるんですよという

ふうに理解すればいいのかということですよ。

●委員長（佐藤委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 失礼しました。 初に、委員おっしゃられとおりのことでござ

いまして、あと途中から増えてって、 終600万円、五百何十万円になったということで

ございまして、それを24年度については、頭からその数で四捨五入したということでご

ざいます。

●委員長（佐藤委員） よろしいですか。

他に、１目総務使用料ございませんか。
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（な し）

●委員長（佐藤委員） なければ進みます。

２目民生使用料。

３目衛生使用料。

９番南谷委員。

●南谷委員 ３目衛生使用料でお尋ねをさせていただきます。

本町側の霊園永代使用料でございます、27万円計上されておるんですけれども、本町

の霊園なんですけれども、私、いまだに町民の方から言われるんですけれども、現在半

分ぐらいしか利用されていないんですよね。非常に距離があると、何とか早目に、普段

は車、入れないようになっているんですね。行かれる方はどちらかと言うと高齢の方ほ

ど一生懸命あそこに通われると。それも年に大体３回だと思うんですけれども、春秋の

彼岸とお盆の時期、そうしますと、非常に管理棟側から自分のボランティアまで遠いん

ですよ、何とか車の入れれるようにというのですけれども、水を持ってたないでいくの

は大変だと、整備について。それから、この辺についてやはり住民の方々、まだいまだ

に苦慮されていると。

それから、せっかく例えばお盆とかも、浜の人は気が早いもんですから、彼岸の前の

日ではないんですよ、もっと前に暇な時期に行っちゃうんですよね。ですから、少し早

目にあそこを開放してもらうとか、そういう手順ももう少し利用者の方々に１回、そう

、いう苦情が来ないようにきちっとコンセンサスをしっかり受けるべきだと思うんですが

いかがでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） ただいまのお年寄ほど早く、あるいは住民たちの体力的に

年寄りなんで、もう少し気遣いをしてほしいというお話でございます。実態等につきま

、 、 、 、して 管理人が時期になると期間限定なんですけれども おりますので その管理人の

あるいは担当で何とかそういった声にお応えできるような、そういった方向で勉強して

まいりたいというふうに思っております。

●委員長（佐藤委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（佐藤委員） ３目衛生使用料、他にございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） なければ進みます。
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４目農林水産業使用料。

６番、堀委員。

●堀委員 私は牧場使用料についてお伺いします。

牧場使用料は夏期の放牧預託使用料と冬期の舎外の使用料、あと牧場の収入的には預

、 、 、託牛の捕獲手数料というのが また別にあるんですけれども それはおいておきまして

この二つがこの２億2,410万8,000円になると思うんですけれども、その算定基礎という

か、数字を、まずは教えていただきたいなと思います。

●委員長（佐藤委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） 使用料の算定基礎でございますけれども、夏期放牧使用料

につきましては、2,300頭を153日で単価が使用料が241.5円で8,498万3,850円でございま

す。それから、冬期舎外の使用料は1,250頭を212日で１日使用料が525円で、１億3,912

万5,000円、合わせて２億2,400万円という形になってございます。

●委員長（佐藤委員） ６番、堀委員。

●堀委員 私がお聞きしたいのが、今回３月の補正でも 終は増額というようになってま

すよね。あのときにもお聞きすればよかったのかもしれませんけれども、その増額の主

な要因としては、当然この３月のときですから、冬期の舎外の数というものが、今現在

、 、の当初予算で見込む１日平均 1,250頭よりも多く入っていたんだろうなということでは

思うんですよ。そういう実態がある中において、実際のところ平均1,250頭なんですけれ

ども、冬期の預託開始が11月の１日ですか、それから例えば今年の２月いっぱいまでと

いったら、大体121日ぐらいなんですけれども、その中では冬期の預託延べ頭数というの

はくらいの数だったんでしょうか。

●産業振興課長（阿部課長） 冬期の関係でございますけれども、冬期の１日の頭数につ

きましては、一応1,350頭ということで規則で決めてございますけれども、去年の議会で

もご指摘いただいておりまして、若干それ以上を飼っているというようなことがござい

ます それで 昨年の11月につきましては １日平均が1,482頭でございます それから 12。 、 、 。 、

月 1,339頭 １月 1,367頭 ２月 1,338頭という今現在の実績ではそういうふうになっ、 、 、 、 、

ております。昨年その1,350頭を超えているという状況の中で、過密でないのかと、病気

の発生なんかもあるというようなことからお話をいただいておりまして、それらにつき

ましては 昨年の11月の29日に牧場の運営委員会を開催しまして その中で 終的に1,350、 、

頭の数量が適正なのか、そうでないのか、それから皆さんのその考え方がどうなのかと

いうようなことをお聞きしまして、 終的には1,350頭という数字を維持していこうとい

うことで、委員会の中で決めさせていただきました。

それに従いまして数量を、入ってくる牛と、それから出て行く牛がありますので、そ

の中で調整をさせていただいて、11月につきましては1,482頭ということで、多い数字で
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ございましたけれども、ずんずん1,350頭の数量に合うような形で協力をしていただいて

いるというような状況でございます。

●委員長（佐藤委員） ６番、堀委員。

●堀委員 私は去年のこの予算のときに指摘させてもらって、1,350頭以上を１日でも入れ

るということは、あれが 大ですから、それよりも多く入れるというのは条例や規則か

ら違反しているのではないのかといったときに、超えないようにしますという答弁だっ

たですけれども、今聞いたら、実際にはもう、昨年というか今シーズンの冬期舎外の中

ではもう既に平均でも、ただ11月は特殊要因というのは私もわからないでもないと、夏

期放牧から移るわけですから、そのときの意向でもって、どうしてもというのも私もわ

からないわけではないんですけれども。ただ、やはり12月や１月、２月においても、そ

の1,350頭に極力近いもの、１月はちょっと超えているんですけれども、そのような実態

があると。あの施設はあくまでも1,350頭が 大です。それに近いということはもう100

％、ほとんどもう使われているというような状態がある中で、ましてや、これは平均で

すから、日計を見ていけば当然でこぼこというか、もっと多く入っているとき、それと

も、1,350頭より大分少ないときというのもあると思うんですけれども、の平均ですから

当然多いときにある。日計を考えたときにはもっともっと過密状態というものが容易に

予測できるわけなんですけれども、それでは去年の予算のときにも言わせてもらったん

ですけれども、牧場としてどのように考えているのか、今先ほど11月の29日に運営審議

会の中で1,350頭というのを維持しようと。ただ、それは現行規則の中で1,350頭 大を

維持しようと言っているだけであって、何も解決にはなってないわけですよね。３カ年

とかを見ても、牧場のそういう整備関係の計画というものが全然載られていないような

中で、実際何かがあったときには、本当に施設が100％使われている中では、何かあった

ときには、当然牛を皆さん方のところに帰すとか、退牧をお願いするとか何とかで、施

設の改修とか何かもしなければならないというものもあったときには、当然農家の人方

にも多大な迷惑というか影響を与えると思うんですよ。

じゃ、そういうのも考えたときには、施設のキャパシティーというか、それはやっぱ

り１割とか１割５分、本当は２割ぐらいもあればいいのかもしれませんけれども、それ

だとちょっとあれかもしれないので、やはり１割くらいの余裕というものが常にあるよ

うに運営されるのが、やはり事業者として当然なのでないかなというふうに思うんです

よ。現在の100％の状態をそのままされていったときには、やはり何らかの事故等があっ

たときには多大な影響があるというふうに予測をされる中では、やはり牧場の冬期舎外

頭数を増やすべくものというものは、やはり考えてほしいと思うんですよ。

今年というか24年度の中では 乾燥舎の整備というものはあるんですけれども パドッ、 、

クを広げるとか、そういうようなものというのはのっかっていない中では、このことに

ついてはどのように考えているのか、また、そしてどのようにしていこうというふうに

考えているのか、教えていただきたいと思うんですけれども。

●委員長（佐藤委員） 産業振興課長。
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●産業振興課長（阿部課長） 施設を増やせれば増やしたほうがいいと、増やせれば本当

はいいというのは私もそのように思います。ただ、今現在の施設の中でも、平成23年度

に一部直営でもって物置を改造しまして、牛舎とそのパドックをつくって、そこを牛を

飼えるような状況にいたしました。そこにつきましては、去年病気の問題なんかもござ

いましたので、そういった病気のときなんかに対応できるようなことも含めて対応して

ございます。

そういう中で、今、1,350頭ということでやらせていただいておりますけれども、運営

委員会の議論の中でも、牛の種付けをして、そして農家さんのほうに帰っていくまでの

間で、もう各農家さんによってかなり取り扱いというのが違いまして、妊娠をした段階

ですぐ帰してもらうという農家さんもいらっしゃいますし、それから、ご自分のところ

の牛舎の問題もあって、できるだけぎりぎりまで預かってほしいというような農家さん

もいらっしゃいます。

そういう中で今回お願いをしましたのは、そのぎりぎりまで預かってほしいという農

家さんの部分でもって、若干、早目に引き取ってもらうと、帰させてもらうというよう

なことをお願いをして、頭数の制限をしてきております。基本的にその運営委員会の中

の話なんかでも、そういう結局、保育センターのほうから入ってくる、あるいは農家さ

んのほうから入ってくるという牛もいると。それから当然それを入れるためには出てい

く牛もいないとならないということで、何とか入ってくるほうを優先してほしいと、入

れてもらわなければ困るというようなことでもって、そういった中では、出るのをぎり

ぎりまでというのを少し早目に帰ってもらうというような中で調整をさせていただこう

ということで、進めていると。

そこの部分も、今度実際に牛をきちっと健康な状態で帰すということを目的に考えま

すと、やっぱりぎりぎりまで置いておくというようなことは、きちっとした基本的には

群管理の中の話でございますので、個別に管理ができる状況ではありませんので、そう

いったことを同部分では少し早目に帰っていただくということが、その牛をきちっと管

理をして、その後継人になっていくという部分では大事なことではないのかなというふ

うに思っております。

今、お話しございました、その施設の整備というものにつきましては、今のような話

。も含めて農協さんのほうともよく相談しなくてはいけないことだというふうに思います

そういったことをよく相談をして、今後のことを検討していきたいなというふうに考え

ております。

●委員長（佐藤委員） ６番、堀委員。

●堀委員 牧場側としてはそうやって頭数がどんどん入れたいという要望があるもんだか

ら、妊娠させた牛についてはどんどんどんどん早目に出すようにしているんだというの

ですけれども。ただ、今度は、それを帰される農家側としては当然牛乳の出ない牛を、

要は飼っておかなければならないといった中では、牛舎の限りというのあるわけなんで

すすよね。そういうものがあったときには、じゃ、その分の牛舎は今度建て増しするの
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かとか、そういうような話にもなってくると思うんです。そういうふうにしないがため

の町営牧場だというふうに私だと思うんですよね。それはあくまでも、それが全部でな

くてそれが一面であるということでの町営牧場だと思うんですよ。ですから、今回のこ

の当初予算のように1,250頭なんだと、大体常時は1,250頭ぐらいなんだと、多いときに

は1,350頭ぐらいまでいくとかというんだったら、まあ施設内でも安全というものも見ら

れていいのかなというふうに思うんですけれども。そうじゃないのが実態だといった中

では、やはり私だと1,500頭ぐらいに施設の規模は上げないと、やっぱり1,350頭という

のは危険じゃないのかというふうに思うのです。

去年23年度に、パドック等の整備をしたと言いますけれども、ただ、パドック等の絶

対的な面積の不足というのは私は去年の当初予算のときにも、１頭当たりの面積という

ものを出した中で説明させてもらったんですけれども。それをまた、あえて同じように

説明するつもりはありませんけれども、そういった中で、やはり総体的な絶対面積には

もうあそこでは1,350頭を入れるとかというのを、どうやっても無理だというふうに私だ

と考えています そういったものの中で いや 絶対大丈夫なんだと どんな事故があっ。 、 、 、

ても農家のほうには迷惑をかけないんだというのであれば、いいのかもしれませんけれ

ども、そういう約束というものはできない中で、やはり事業者としてはもう少し余裕を

もったものを考えてほしいなと。引き合いもある中で、今すぐに断るとかというのも確

かにできないといった中では、そのときにはやはり農協とも打ち合わせた中では施設改

修の計画なりを積極的に行っていってもらいたいと。

特に、昨今のいろいろな外圧的な要因等もあるような中では、やはり今が一つのチャ

ンスと言えば、私だとチャンスだと思うんですよ、事業化に走る部分とかでもですね。

やはりそういう外圧にも負けない強い農家をつくっていくといった中では、分業化とか

というような目標を立てながら、より預託受けるほうの受託事業者と生産農家と、また

草とかのコントラクターの分業化とかも進めていくんだとかというふうな中では、事業

化若しくはモデル事業化というものも、十分可能な情勢ではないのかなと、そこら辺の

研究も含めて、やはり農協ともよく打ち合わせた中で、できるだけ早い事業計画なり、

また牧場の将来予測なりというものを、これが将来1,310頭じゃなくて、1,200頭ぐらい

がもうピークでなっていくんだというのであれば、無駄な投資はしなくてもいいわけで

すから、そこら辺も含めて早目にそういうものも示せるようにしていただきたいなと思

うんですけれども、どうでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） その1,350頭の適正化という部分でいきますと、確かに１頭

当たりの面積を計算すると1,350頭というのは非常に厳しいものではないのかなというふ

うに思っております それにつきましては 共済組合の先生たち それから普及センター。 、 、

のほうともいろいろ意見聞いておりますけれども、ただ、数量的に牛舎の建設をする場

合の基準ですとかから比べますと、確かに面積が少ないということはございますけれど

も、ただ、それがほかの共済の先生たちに聞いて、ほかの牧場との中で厚岸の牧場が非

常に窮屈な状況なのかというようなことのお話なんかを聞いても、そんなことはないよ
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ということも話としてはいただいております。

今の中で、今年については病気の問題もおかげさまで何とか出なくてよかったなとい

うふうに思っておりますけれども、今の中では何とかきちっと対応できるようにしたい

なというふうに思っております。その、牛を早く帰すということについても、その基本

、的にきちっと責任を持って農家さんにお渡しできるときが余り遅い状況になったときに

やっぱり問題としては群管理の中では、一生懸命気をつけてやってはいますけれども、

問題はあるということは、皆さんのお話を聞いてても、わかっていただいていると思い

ます。やっぱり農家さん自分のところに帰ってくれば、きちっと子供が産まれるまで、

子牛が生まれるまできちっと管理できるわけですから、そういった部分では、牧場にぎ

りぎりまで預けておくことがいいのかどうかということは、やっぱりいろいろな考え方

があると思うのですけれども、単純にそう、ぎりぎりまでというのは、そうではないん

でないのかなというふうなことも思っております。

施設の関係につきましては、やっぱり今の農協のほうでいろいろ計画を今策定中でご

ざいますけれども、その中でも総体の頭数というのは減らすという計画ではございませ

ん。ただ、その農家さんがその減っていくという状況の中で、大規模化というものもあ

る程度限界に来ているというようなことがあって、法人化を目指すというような部分も

あります。それから、一方では、そういった大規模化を求めないで、今ある草地と牛舎

、 。 、で余裕を持って その牛を飼っていくんだという方向性もあります そういった中では

今その牧場の数量がぎりぎりなので、すぐ増築する、新しい施設を求めるということは

やっぱりその辺をきちっと見極めないといけないんだというふうに思ってます。ですの

で、それらにつきましては、農協のほうともよく相談をしていきたいとなというふうに

考えているところでございます。

●委員長（佐藤委員） よろしいですか。

他に、４目農林水産業使用料、ございませんか。

２番、大野委員。

●大野委員 今のことに関連するんですけれども。先月でしたか、牧場で利用者アンケー

トをとりましたよね。冬期預託農家だけか全戸なのか、ちょっと僕には定かでないんで

すけれども。あれには確か平成28年くらいまでの利用頭数はどうなりますかとかと、い

ろいろ項目あったと思うんですけれども、その集計結果ってもう集計されたんでしょう

か、それともこれからなんでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） 預託をされている農家さんにアンケートを牧場のほうでさ

せていただいていると。今、まだ期限が来ておりませんので、まだ集計にはなっていな

いということでございますのでよろしくお願いします。

●委員長（佐藤委員） ２番、大野委員。



- 40 -

●大野委員 その一部の目的は、やっぱりこれからの施設の利用度がどうなるか、それと

、 、どんな整備計画をしなければならないか いろいろな方面で使うと思うんですけれども

それがもうやっぱり多分重要な参考とするんだろうと。それと農協等の考え等を、これ

からの振興計画云々あって、進めていくんだろうなと思うんですけれども。僕的には余

、 。 、り多分飼養頭数って そんなにめちゃくちゃ減るとは思っていないんですよね だから

町には前向きな方向でぜひ考えていただきたいなと思うんですけれども、いかがでしょ

うか。

●委員長（佐藤委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） 私もできれば皆さんのあれに応えたいというふうには思い

ますけれども、ただ、当然その施設を整備しますと、また利用料金の問題にもなってま

いります。ですので、そういういろんな問題が出てまいりますので、その辺につきまし

ては、よく相談をしながら考えていきたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思

います。

●委員長（佐藤委員） よろしいですか。

昼食のため、休憩いたしたいと思います。再開は午後１時からといたします。

午後０時00分休憩

午後１時00分再開

●副委員長（中川委員） 再開いたします。

委員長が所要のため、委員会条例第11条第１項の規定により、副委員長の私が委員長

の職務を行いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、早速審査を進めてまいります。

35ページ。１項使用料の５目商工使用料から進めてまいります。ありませんか。

７番、金橋委員。

●金橋委員 １点だけです。絞り込んでちょっとお聞きしたいんですけれども、愛冠野営

場の使用料、平成22年度の決算で46万3,960円だったんですが、これ見ると37万4,000円

ですから、１点だけです、野営場の使用が減っているか減ってないかだけです。ちょっ

とそれ聞いて、過去さかのぼりは要りません、減っているか減ってないかだけです。そ

の１点だけちょっと説明していただきたいなと思います。

●副委員長（中川委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） お答えをさせていただきます。



- 41 -

実は、平成23年度、直近でございますけれども、全体の利用として721という利用の状

況になっておりまして、対前年から見ますと400ほど利用が落ちているという状況には

なってきております。ただ、その過去のは余り詳しくとは言わなかったんですが、21年

度から22年度には増えたんです。23年度でまた落ちているという部分で、昨年の場合に

は特に震災の影響等もあったと、あるいは高速道路の無料化の実験が終わったと、いろ

いろな要因が重なって落ちたと。24年度の新年度の予算の見方につきましては、過去３

年間の平均をとった形で予算計上をさせていただいているという内容でございます。

●副委員長（中川委員） ７番、金橋委員。

●金橋委員 やっぱり地震の影響で震災の影響が出てると思います。それで、私はあそこ

はやっぱり財産だと思っているんですよ。減るは減るなりの理由があると、増えるは増

えるなりの理由があるんであれば、増える理由を今後ちょっと私なりに勉強してみて、

またちょっと相談して、やりとりの中でどうすればあそこの利用が上がるのかとか、あ

そこはもうこれからうまく使用すれば、まだ増える可能性もあります、こういう時代で

すから。ですから、その辺のとこをちょっと聞きたかっただけなので、これで終わりま

す。

●副委員長（中川委員） ほかにありませんか。

（な し）

●副委員長（中川委員） なければ進みます。

37ページ。６目土木使用料。

10番、谷口委員。

●谷口委員 ６目の土木使用料でお願いいたします。

３目の住宅使用料なんですけれども、宮園団地が180万円ぐらいの、この中ではちょっ

と大きくプラスになっているんではないのなというふうに思うんですけれども、それぞ

れこのプラスになっている理由をちょっと説明してください。宮園団地と有明団地がマ

イナス以外は全部プラスになっているので、その理由をちょっとお願いいたします。

●副委員長（中川委員） 建設課長。

●建設課長（高谷課長） お答えさせていただきます。

プラスになった団地を説明ということでよろしいでしょうか。プラスになった宮園団

地高層、昨年よりも180万8,000円増えてます。その増えた要因でございますけれども、

新年度予算では132件分想定してまして、減免の方が38件、642万7,000円の減免の方が減

額、いわゆる下がったんですね。それで3,363万2,000円ということで、詳しく言います

と、入居による家賃の増が１件ありまして、入居者による家賃の増、家賃が高くなった
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方が 32万1,000円増えました それから 収入減少による家賃の減というのが46万9,000、 。 、

。 。 、円ございます それから収入増加による家賃の増が243万7,000円ございます それから

先ほど言いました減免金額が減少になったので家賃の増 結果的には増額になったのが42、

件で166万2,000円。それから減免金額が逆に増えた人、いわゆる家賃が減になった方が

７件で100万9,000円ということで、1,000円単位未満の数字はちょっと省略させていただ

きましたけれども、合計でこれが180万8,000円がプラスになりましたということでござ

います。

それから、次に、プラスになった要件の白浜団地、昨年に比べまして23万2,000円でご

ざいますけれども 白浜団地は新年度予算で56件で1,381万3,000円 減免で９件で下がっ、 、

た分が131万5,000円で、1,249万8,000円というふうに予算歳入を見込んでおりますけれど

も、その内容は入居者の収入の減少によって家賃が下がった方が、７件で74万4,000円。

それから、入居者の収入が上がったことによって家賃が上がった方、５件でございまし

て60万5,000円。それから、減免の減少で家賃が増えた者が11件で53万5,000円、逆に減

免金額が増えまして家賃が逆に下がった方が、１件で16万4,000円。締めて23万2,000円

の増となっております。

続きまして、奔渡団地でございますけれども、奔渡団地の要因は43万3,000円増えてご

ざいます。要因は入居による家賃の増が63万1,000円出ました。それから退居による家賃

の減、これが14万8,000円というふうに考えております。それから入居者の収入減によっ

て家賃が下がっている方、これが９件で44万4,000円でございます。それから、逆に入居

者の収入が増加したことによって家賃が増えた方が、13件で83万7,000円の増でございま

す。それから減免金額の減少による家賃の増が13件で36万4,000円、逆に減免金額が増加

して家賃が下がった方が、５件で81万円ということで、以上によって43万3,000円増を見

込んでおります。

それから、次に梅香団地でございますけれども、同じく要因は家賃の増えた方が１件

で、18万5,000円相当を見込んでおります。それから、入居者の収入減少による家賃の減

で、４件で22万6,000円、収入増加によって家賃が増えた方が、５件で21万15,000円。そ

れから、減免金額の減少、結果的に家賃の増で８件の方がおりまして、22万8,000円増え

ております それから 減免金額の増える 家賃が結果的に下がった方が ４件で24万9,000。 、 、 、

円でございます。13万4,000円の増額と見込んでおります。

次に 上尾幌団地 17万3,000円増えてございます これは入居による家賃増が １件 17、 、 。 、 、

万7,000円。それから入居者が収入増加によって家賃が増えたのが11万6,000円でござい

ます。それから、減免の増加ということで家賃が下がった方が、１件で12万円です。締

めて17万3,000円の増加となって、増減合わせて昨年平成23年よりは162万4,000円の減と

なっております。

以上でございます。

●副委員長（中川委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 162万4,000円プラスですよね、今、減と言ったような気がするんですけれど

も。そうですよね。
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今回、今説明されておりますけれども、家賃を条例で決めている、それを収入が増え

たことによって家賃が高くなるシステムに今なってますよね。そういうことで、そうい

うことによる例えば自分で住宅を建てる、あるいは別なところに移るというようなこと

というのは、あるんでしょうか。

●副委員長（中川委員） 建設課長。

●建設課長（高谷課長） そういった案件もございます。

●副委員長（中川委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 どのくらいあるんですか。

●副委員長（中川委員） 建設課長。

●建設課長（高谷課長） 時間、いただけますか。

●副委員長（中川委員） 休憩します。

午後１時12分休憩

午後１時13分再開

●副委員長（中川委員） 再開します。

建設課長。

●建設課長（高谷課長） 今、確認しましたところ、23年度、今現在ですけれども、そう

いう方で退居なさった方は2件ございました。

●副委員長（中川委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 今回の公営住宅の目的、そういうことで住宅を本当に困窮しているという人

たちに入っていただくのが公営住宅の目的ですよね。そういうことからすると、そうい

う収入増等のある人たちについては、応分の負担をしていただくというような仕組みを

とりながら、そういう自立と言ったらいいのか、そういう自分なりの計画を立てていた

、 。 、だくということで 近はそういう方法になっていると思うんですね そういうことで

今までそういう方法をとりながら、どれぐらいそれが進んだのかちょっとわかりません

けれども、それを進めながら、やはり必要な人にはきちんと入っていただくようにして

いかなければならないというふうに思うんですよね。

それで、昨年の津波の災害等による緊急の入居だとか、今も募集をしているようであ
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りますけれども、やはりそのあたりを考えながら、今回も入居を進めているんではない

のかなというふうに思いますけれども、 近の入居傾向というか、それはどの団地が希

望が多いのか、あるいは希望して、例えばこちらが入れなくても、あちらの団地なら入

れますよというようなことを促したり、そういうことをされているのかどうなのか、

ちょっとお伺いしたいと思います。

●副委員長（中川委員） 建設課長。

●建設課長（高谷課長） ご質問にお答えいたします。

今日の12時45分現在での入居者の募集状況でございますけれども、先日は２件の応募

ということで、２件応募者がありました。今日が締め切りでございまして、現在では11

件の応募がございます。団地別に言いますと、やはり宮園団地が一番この中では人気が

ございまして、11名のうち８名の方が宮園団地を希望なさっているというのが現状でご

ざいます。先ほど委員おっしゃいましたように、人気のあるところ倍率が当然高いです

から、ほかの団地なら応募者がいるだとかいないだとかという情報も適宜、うちのほう

では応募された段階ではここの入居者はかなり応募が多いですよというようなことで、

お知らせはしております。

それから、入居の募集の実績でございますけれども、今年度は今回で３回目の募集に

なりますが、第１回目は宮園、白浜、奔渡の３戸を募集をして、応募倍率は３倍でござ

いました。第２回目、11月でございますけれども、宮園の２戸の募集にしまして3.8倍の

倍率でございました。やはり人気の高い宮園だとかが応募倍率が高いというのが現状で

ございます。

それから、先ほど委員言われましたように、公営住宅の入居の資格、要件でございま

すのは、やはり同居親族が多いだとか、それから住宅に困窮されている方とか、低額な

所得の方だとか お体が悪いだとかということのために いわゆる住宅のセーフティネッ、 、

トと言いますか、住宅を確保できる仕組みとして町営住宅が存在するものですから、当

然入居の選考に当たっても、そういった方をベースにしまして入居をしていただいてい

るという状況でございます。

●副委員長（中川委員） ほかに、ここでございませんか。

（な し）

●副委員長（中川委員） なければ進みます。

７目教育使用料。

２項手数料、１目総務手数料。

３目衛生手数料。

４目農林水産業手数料。

39ページに入ります。

６目土木手数料。
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７目教育手数料。

３項諸収入、１目諸収入。

15款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金。

２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金。

２目民生費国庫補助金。

３目衛生費国庫補助金。

４目農林水産業費国庫補助金。

５目商工費国庫補助金。

６目土木費国庫補助金。

７目消防費国庫補助金。

41ページに入ります。

８目教育費国庫補助金。

３項委託金、１目総務費委託金。

２目民生費委託金。

４目土木費委託金。

16款道支出金、１項道負担金、１目民生費道負担金。

２項道補助金、１目総務費道補助金。

２目民生費道補助金。

３目衛生費道補助金。

４目農林水産業費道補助金。

６目土木費道補助金。

７目教育費道補助金。

３項委託金、１目総務費委託金。

３目衛生費委託金。

４目農林水産業費委託金。

５目商工費委託金。

45ページに入ります。

６目土木費委託金。

17款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入。

２目利子及び配当金。

２項財産売払収入、１目不動産売払収入。

２目生産物売払収入。

12番、室﨑委員。

●室﨑委員 ここでちょっとお聞きしておきますが、カキ種苗の売払代というのは、今年

。 、はぐんと伸びてますよね これはこの１年間のいろいろな事情でないかと思うんですが

そのあたりのまず説明をいただきたい。

●副委員長（中川委員） 産業振興課長。
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●産業振興課長（阿部課長） カキの種苗売払代でございますけれども、今年度につきま

しては225万3,000個を計上させていただきました。昨年度の当初では162万5,000個とい

うことでございましたので、40万個以上の数量を増やさせていただいております。この

数量につきましては、昨年の11月、12月の段階で漁協を通じまして、生産者の皆さんに

注文をとった状況を反映させてございます。それで昨年の震災の後、数量的には42万個

ほどの、昨年23年度は当初から増えまして、その数量を供給をいたしました。大体似た

数字の今年の数量になっている状況でございます。

●副委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 今回はこの震災でいろいろなことがありましたですね。それで、本州の岩手

県ですね、そちらへの支援も行いましたよね。これもまあカキセンターというものの存

在感を非常に著しく高めたというふうに思います。

それで、どうなんでしょうか、あの種苗をつくっているあそこの施設の能力からいっ

て、まだまだ余裕はあるというふうに考えていいんでしょうか。それとも目いっぱいで

やっているというふうに考えたらいいんでしょうか、そのあたりちょっと説明をしてく

ださい。

●副委員長（中川委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） カキの施設の、生産建設時の計画でございますけれども、

それは３ミリの種苗を1,200万個を想定をして、他の施設をつくっております。ただ、そ

の後、大量斃死なんかもございまして、そういったところで、業者さんのほうからの要

望なんかで５ミリサイズまで大きくした形で提供してほしいというような要望なんかも

受けて、今現在は、正確に言いますと４ミリのカネの上に乗るようなサイズということ

になるんですけれども、５ミリ種苗サイズのもので一応供給するという形でやっており

ます。そうしますと、やはり数量的には1,200万個という数字は当然できませんので、大

体今は500万個程度が、その５ミリサイズの種苗を生産するとすると、そういうような形

になるのではないかなというふうに考えております。

●副委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 わかりました。

それから、餌料藻類の売払代ですが、昨年と同じぐらいの数字ではないかと、960万円

ぐらいだと思うんですが、これはその年によって波があるのかどうか、それとも大体同

じぐらいでいっているのかどうか、そこらの動き。

●副委員長（中川委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） この餌料藻類につきましても、購入いただいている施設に
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昨年末の段階でアンケートをとりまして、その数字をもとに計上させていただいており

ます。当初の段階では大体同じよな形での取りまとめでしたので、大体同じような数量

にさせていただきました。ただ、例年その数量的には伸びてきてるといいますか、途中

で生産を増やしたいということで、その次も何かも増えてきているというような状況は

ございます。

●副委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 昨年度というか、今年度というか23年度を見ても、 終補正で増額してます

よね。割と大きな増額をしてますね。そうすると、そのぐらいなものが年度の途中で注

文が増えたということだろうと思うんです。今年もですから、それはいわゆる留保とし

て去年と同じぐらいなんです。だからもう少し伸びるかもしれないというふうに理解す

ればいいんですね。それで、問題は人もさることながら施設も随分時間が経ってきまし

たよね。そういう点でまだまだ大丈夫な余力があるのかと、いわゆるソフトもハードと

でもいうのか、人も機械もというようなところで、どのようにお考えなのか、それにつ

いてお聞かせいただきたい。

●副委員長（中川委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） 餌料につきましては、基本的に種苗の生産を第一に考えて

ございまして、それに提供するための種苗を生産するのがまず第一でございます。それ

の余力でもって注文があったものについて対応しているという状況でございます。

今の人員の体制からいたしますと、今年も 終的には1,000万円以上の予算になりまし

たけれども、かなり厳しいといいますか、今の人員の中ではその程度がそれ以上は売る

ものを生産するというのは難しいのかなというふうに考えてございます。

●副委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 餌料に関しては大体このあたりが目いっぱいだと。今の要するに余分な時間

を使って、余分という言い方おかしいんだけれども、繁忙期でないときにうまく動かし

て、そしてそういう全国からの注文に応える。それと、前に議会でお聞きしたときに、

担当課のほうでご説明くださったんですけれども、これと同じものをつくろうとしてい

る会社は幾つかあるらしいんだけれども、厚岸のようないいものをつくれるところは一

つもないんだと。だからいろんなつてを頼って、少し分けてくれというのが来て、どん

どん増えてしまうんだというような、非常に聞きようによっては胸を張って自慢してい

るような話もありまして、なるほど、いいことだなと思ったんですが、それだけに加重

負担になるかどうかということがちょっと心配だったんですが、その点は心配はないと

いうことですね。

●副委員長（中川委員） 産業振興課長。
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●産業振興課長（阿部課長） 職員の努力もありまして、今、そういった形でやっていた

だいております。今の程度であれば何とかやっていけるかなと、職員も含めて話をして

いるところでございます。

●副委員長（中川委員） ここで、ほかにございませんか。

（な し）

●副委員長（中川委員） なければ進めてまいります。

18款、１項寄付金、１目一般寄付金。

19款繰入金、１項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金。

２目減債基金繰入金。

３目地域づくり推進基金繰入金。

47ページに進みます。

５目老人福祉基金繰入金。

６目環境保全基金繰入金。

10番、谷口委員。

●谷口委員 この環境保全基金なんですが、この目的をもう少し詳しく教えていただきた

いのですが。

●委員長（佐藤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） この環境保全基金の繰入金の関係でありますけれども、こ

の基金につきましては町及び町以外のものが、環境への負荷の低減、あるいは環境保全

活動にかかる事業の財源に充てているものでございます。これは緑の循環構想に基づき

まして、廃棄物の売上金といいますか、雑入で上げております廃棄物の売払代ですけれ

ども、そういったものが財源となりまして、町の緑の緑化事業の環境保全施策にかかる

財源にＰＲをして、ごみの分別の徹底、そういうのを促進をさせまして、ごみの減量化

を目指して環境保全基金の積立財源を恒常的に確保するということを目的にしてござい

ます。

以上です。

●副委員長（中川委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 これの基金の目標額みたいのがあるんですか。

●副委員長（中川委員） 環境政策課長。
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●環境政策課長（大崎課長） この構想を長い期間でやっていくと、長い期間この環境保

全基金を使って長い期間やっていくと、そういったことを続けるためには、ある程度積

みながら充当して、あるいは取り崩しながらその継続的にやっていくというような方法

を、今までもとってございます。年によりまして、大型のいろいろな目的の町民の森の

造成事業とか、あるいは民有林の振興対策事業とか、そういったことにも毎年使ってま

すけれども、いろいろなごみの処理場の経費に一応年額幾らと、500万円なら500万円と

いうような形で、そういった固定的なものもありますけれども、そういった年によって

いろいろでこぼこと金額が大きい少ないありますけれども、大体その2,000万円、あるい

は2,500万円ぐらいを常に年度末までにプールさせながら、足りない部分については財政

当局にもお願いしなければいけませんけれども、大体そのぐらいを毎年プールしながら

この基金をのせているということでございます。

●副委員長（中川委員） よろしいですか。

ほかに、ここでありませんか。

（な し）

●副委員長（中川委員） なければ進めてまいります。

20款、１項、１目繰越金。

21款、諸収入、１項延滞金加算金及び過料。１目延滞金。

２目加算金。

３目過料。

２項預金利子、１目町預金利子。

３項貸付金元利収入、２目ウタリ住宅改良貸付金元利収入。

５目地域総合整備資金貸付金収入。

６目十勝沖地震災害援護資金貸付金収入。

７目東北地方太平洋沖地震災害援護資金貸付金収入。

４項受託事業収入、３目衛生費受託事業収入。

５目土木費受託事業収入。

６項雑入、１目滞納処分費。

２目過年度収入。

３目雑入。

ありませんか。

（な し）

●副委員長（中川委員） それでは、51ページ。

22款、１項町債、３目衛生債。

４目農林水産業債。

６目土木債。
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７目消防債。

８目教育債。

10目臨時財政対策債。

10番、谷口委員。

●谷口委員 申しわけありません。ここでお尋ねしたいんですが、5,090万円の前年度減に

なっているわけですね。これでこの臨時財政対策債、これは厚岸町にとっては大きな財

源ではないのかなというふうに思います。それで、これ一般的な借金ではありませんよ

ね、他の企業の町債と違ってね。そういうことを考えると、この臨時財政対策債が減に

なることに対して、やはり影響があるんではないのかなというふうに考えているんです

けれども、そのあたりはどういうふうになっていくのか、わかりやすく説明をお願いし

ます。

●副委員長（中川委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 臨時財政対策債、別名赤字地方債と呼ばれてる起債でござい

まして、ご質問者ご存じのとおり、本来であればこれは普通交付税で交付されるべきお

金でありまして、地方の一般財源という扱いに国ではしているところでございます。ご

質問者おっしゃられるとおり、この部分が減るということは、町の財源を失うというこ

とにもなりかねないということでございます。

ただし、この部分はあくまでも町債の一部でありますから、今年度では利子をつけて

ます。お返ししなければならないと、これは財政融資資金ですから、財務省の資金とし

て、財務省にお返しするという形になるわけでございますけれども、そこで、この起債

の残高が膨らんでいくと後年度の償還額が膨らむと。そうすると、その償還分は当該年

度の普通交付税の中で算定するという形にはなっております。100％算定するという形に

はなっているんですが、その部分を後年度も国が地方の分を担保できるのかということ

が、国自体の財政が立ち行かなくなりつつあると、今、もう赤字国債を発行して国全体

の一般会計を補っている部分が増えてございますので、大変な状況になっているという

ことで国としてはこの部分、特に財政力の弱い町村ですね、このところだけでもこの発

行額を抑えて、本来の普通交付税のほうを増やそうという形にしていこうということが

示されていることがわかりました。国全体ではこの発行枠は0.2％伸ばすというのが、国

で今策定された地方財政計画の全体の数字ではございます。ただし、この数字と同じよ

うな発行額にしていくと後年度の負担が、町村部分では重荷になってくるということで

ありまして、国から来ている情報の中では、この部分が厚岸町の財政規模、人口規模で

あれば約8.4％減ぐらいで済むのではないかと、実は、その部分が普通交付税のほうに増

えていくという形になっております。その部分も推計した中で、普通交付税のところご

質問あった部分も、振り替えの部分あるんだろうなという部分を想定しながら、作業を

進めているところでございます。

●副委員長（中川委員） 10番、谷口委員。
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●谷口委員 そうするとあれですか。交付税が７月ぐらいですか、大体決定するのが。そ

のあたりでそれが決まるのと、今回この臨時財政対策債の交付について算出方法なんか

、 。をきちんと示してくるというのとが 一緒になるというふうに考えていいんでしょうか

●副委員長（中川委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） ７月に一度算定いたしますけれども、決定は８月に例年ずれ

込んでおりますので、ご質問者おっしゃるとおり、時期は８月ということで申し述べさ

せていただきますけれども、この部分は普通交付税とかなり財政対策債セットで国で確

定値と、そういうものが示されるというスケジュールになってございます。

●副委員長（中川委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 そうすると、今回交付税のほうは増えていますよね。そして、臨時財政対策

債が減っているんですが、率にすればどのぐらいということに、額の差は3,000万円ぐら

いか交付税との差、増減、その程度で今見てますよね。それが 後調整の段階で交付税

のほうが上に差し引きして増額になるというふうに、交付税でなくて全体としては交付

税と臨時財政対策債合わせて、増額になるというふうに見ていいのか、それともまだ見

通しが、あるいは下がるかもしれないというふうに見ていいのか、その辺はどういうふ

うに考えているのでしょうか。

●副委員長（中川委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 普通交付税と臨時財政対策債につきましては、相関関係がご

ざいますので、算定の段階で臨時財政対策債の発行分が抑えられると、その分は普通交

付税のほうに振りかわるという相関関係にございます。そういった状況の中で、それは

確定値の中では、増、減はあり得るということで、ご答弁させていただきたいと思いま

す。ただし、普通交付税の計上額につきましては、先壇の９番議員さんのご質問の中で

申し述べさせていただいたとおり、現在の推計値全額を計上してございませんので、留

保分があるということはご承知のこととは思いますけれども、その分の推計値の中で確

定値の差が補正財源として出てくるというふうに考えているところでございます。

●副委員長（中川委員） ここで、ほかにございませんか。

12番、室﨑委員。

●室﨑委員 今のお話を聞いていて、非常に難しいお話なので、なかなか飲み込みづらい

んで、ちょっともう一度お聞きするんで、申しわけないけれどもよろしくおつき合いい

ただきたい。

臨時財政対策債というのはもともと交付税でよこしていたもの、それが交付税削らし
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てもらうよ、そのかわり、こういう特別のいわゆる起債を認めるから、こういう話です

よね。これできたときからそういう説明を受けていました。

それで、地方交付税のほうは総額で2.8％を増やしたけれども、厚岸にはお金はなかっ

たというような話がありましたよね。今年は今度はマイナス要求をやったと、 初。何

をやっているんだということでもって、地方自治体一緒になってわっと霞ヶ関に抗議し

て、やっと重い財務省の腰を少し動かして0.5％増やしたけれども、去年2.8％増えてい

るのに厚岸町はお金がないということになれば、0.5％全体で増やしたって増えるわけは

、 、 、ないだろうと厳しい見方が出てるという話でしたね まず 前段の地方交付税の話では

これ復習です。

それで、本論に入りますが、今度臨時財政対策債も減ってくると。そのときには臨時

財政対策債で減らしたものは地方交付税に乗せかえると、元に戻すと、簡単に言えばで

すよ。ということなので、そういうものを全部見越して、今回留保財源を１億6,000万円

、 、ほど持って地方交付税もやっているし 臨時財政対策債もそういうことで予定というか

見込み額ですよね、こんなものは、それをやっているんだと。だから、両方合わして留

保財源というのは１億6,000万円ぐらい見てるんだというふうに見ればいいんですか。

●副委員長（中川委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 留保財源につきましては普通交付税のほうで想定している数

字でございます。臨時財政対策債につきましては前年度の確定値がございますので、そ

れをベースにして現在来ている情報の中で8.4％減ということで、２億6,110万円を計上

させていただいてます。ですから、ここの部分については、留保という部分は我々は想

定してないところでございます。ただし、これはあくまでも、まだきちんとした計算式

にのっとって、これも複雑な計算のもとに実は財政力とか、いろいろなものを計算しな

がら国がはじき出すものでして、その段階でどのくらいの地方に対する配慮があるのか

というのは、今後詰めていく話ですので、その段階でまたしかるべき補正予算のときに

出させていただいて、増減を調整させていただきたいというふうに思っているところで

あります。

●副委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 もう１点、基礎的なことでお聞きしますが。そうすると、こういうような話

をするときに、臨時財政対策債これだけ減らされたから、結局この分は地方交付税に振

り替えるんだと言っているときは基準財政需要額の項目になるんですか、それとも実際

に来るお金のところで、要するに基準財政需要額から基準財政収入額を引いて、調整率

を掛けて、なおかつ財政指数を掛けるんでしょう。そうするというと、実際に来るお金

が決まるわけだ。その前の段階では紙ですよね、話ですよ。握って初めて金ですね、お

金というものは。だから、この臨時財政対策債で減らされた分は地方交付税に上がるん

ですと簡単に言うんだけれども、それは紙の話なのか、金のなのか、そこのところはど

うなんでしょう。
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●副委員長（中川委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） この臨時財政対策債の計算する上で、ご質問者おっしゃられ

るように基準財政需要額というものをまず算出いたします。その中に、この臨時財政対

策債分が含まれてるという計算になります。それで、国が臨時財政対策債分を計算して

指し示したときに、その厚岸町に交付する部分の額から臨時財政対策債分を差し引くと

いう形になります。差し引いた分は普通交付税の算定上減額になるということでござい

まして、その計算になった分は机上の計算というか、計算式がございますから、計算式

ではありますけれども、実額ベースでもってそういう計算がされていくんだというふう

に言ってもいいのではないかなというふうに思います。

●副委員長（中川委員） ほかに、ここでありませんか。

（な し）

●副委員長（中川委員） なければ、以上で歳入を終わります。

次に、53ページの歳出に入ります。

１款、１項、１目議会費。

57ページ。

２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費。

10番、谷口委員。

●谷口委員 町長にお伺いいたしますけれども、厚岸町は町長の交際費については、明ら

かにするということは決まっていないと思うのですけれども、今後これを公開するとい

うふうな考えというのはあるのかないのか、ちょっとお伺いいたします。

●副委員長（中川委員） 町長。

●町長（若狭町長） 交際費の公開ですが、自治体によっては公開しているところもあり

ます、確かに。厚岸は今までは公開しておりませんけれども、しかしながら、これから

の課題としてどうすべきかと、検討事項にしていきたいと。さらにここで、どうします

ということについてはちょっと勉強をさせてください。よろしくお願いしたいと思いま

す。

●副委員長（中川委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 町村は、きっと義務付けというかないのでないのかなと、今、市規模ではほ

とんどが公開するようになってきてますよね。法的に私、きちっと押さえているわけで

はないので、その辺正確なことは言えないんですけれども、やはり一定の規模の町村で



- 54 -

あれば、それも含めてやはり明らかにすることが今後必要になってくるのかなというこ

とで、今回提案みたいになりますけれども、町長にご検討をお願いしたいというふうに

思います。

●副委員長（中川委員） 町長。

●町長（若狭町長） 先ほどもお話しいたしましたけれども、その点も含めながら検討さ

せていただきたいというふうに思います。

●副委員長（中川委員） ９番、南谷委員。

●南谷委員 名誉町民年金60万円についてお伺いをさせていただきます。

今日の厚岸町の財政状況や時代背景を鑑み、まことに厳しい状況の中で町民の中から

も、この年金制度についていかがかという声もございますし、老齢年金を一時金にした

経過もございます。この辺の今後の考え方も含めまして、見解をお尋ねさせていただき

ます。

●副委員長（中川委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） この名誉町民の年金につきましては、一度見直しをして金額を

下げている経過がございます。今のところ町としては、この名誉町民の年金につきまし

て下げるということの検討はしていない現状にございます。

●副委員長（中川委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●副委員長（中川委員） ここで一般管理費、ございませんか。

（な し）

●副委員長（中川委員） なければ、２目簡易郵便局費。

３目職員厚生費。

12番、室﨑委員。

●室﨑委員 先日の議会で条例の審査で、本人の勉強あるいはボランティア活動、そうい

うもののために何年間か席を空けるというときに、その席を保障しましょうという、

ちょっと今名前すぐ思い出せないんだけれども、条例が可決されました。そのときに、

これは大学出た人が、いわば学士の資格を持っている人が学士入学をしたり、あるいは

大学院に行ったりというようなもので、厚岸町の職員としてはごく一部の人だけに使え
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るもので、というような話もありましたよ。それから、学士であるかどうかは別にして

も、非常に高度なレベルでの話ですよね。それからボランティアだって国際ボランティ

アＪＩＣＡでもって派遣されようなものだけですよね。そうすると、そこに至るまでと

いうのは変だけれども、あのとき私が言った、例えば富士山のてっぺんに登ろうとして

いるのだけが、この条例の対象になって、御供山に上がろうとという人については、こ

こでは対象になりませんよねって、今言い方しましたが、それに対して副町長だったか

な、職員研修というのに力入れてるんだという話をなさいまして、ああ、なるほどなと

思いました。

それで、66ページ、節の説明欄に職員研修出てきているんですが、今年度は細かく言

う必要はないですよ、大ざっぱで結構ですが、どういうものが行われていくのか、これ

についてお聞かせをいただきたい。

●副委員長（中川委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 24年度の研修の内容ということでございますけれども、まず、

先日の条例の関係ですけれども、自主啓発との休業制度、それと若干裾野を広くした修

学部分休業制度というのがございました。この度のこの職員研修の予算でございますけ

れども、これまでと大体同じ程度の額で計上をさせていただいております。ただし、行

政業務委託料という部分で、職員研修実施委託料というのが今回改めて特別旅費のほう

から、下げた形で計上をさせていただいております。これまで中心的には町内研修より

も北海道の市町村職員研修センターで行われている税務の専門研修ですとか、あとはメ

ニューもかなり 近増えてきまして、地方自治法の研修ですとか、あとは法令実務研修

ですとか、これも上級と初級に分かれておりまして、そのような研修の内容がございま

すけれども 職員の希望 あとは各課課長からのその職員を派遣したいとの申し出によっ、 、

て 研修を決定をしておるところでございまして また 千葉のほうに市町村アカデミー、 。 、

というのがございます。こちらのほうはまたメニュー的にはさらに高度化したものとい

うことになりますけれども、１週間から２週間程度の先日も議会の局長が、議会運営と

いうことで行かれておりますけれども、メニュー的にはそれほど変わらないのですけれ

ども、若干、日にちも長いですし、その研修の内容についても高度なものとなっておる

ところでございまして、今回この町内研修で行いたいというふうに思っているのが、接

遇研修でございます。

これは、この度新たに新規採用職員として入られる職員並びにここ数年で入られた職

員、さらには希望されれば当然ベテランの職員でもその研修を受けることはできますけ

れども、これを専門の方を呼んで、庁内で広く職員を募集した中で行いたいということ

で考えております。

また、もう一つは、クレーム対応、説得力養成研修というものも一つ庁内で考えてい

、 、 、るところでございまして なかなかアカデミーだとか 北海道の職員研修となると１名

２名程度で旅費もかかりますし、旅費がかかる割には人数は少ないということなもので

すから、庁内で広く20人、30人、50人規模の中で研修ができれば、それだけ広く職員の

知識が上がるのではないかということで、考えているところであります。
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また、 近は、この市町村アカデミーと北海道の市町村職員研修も見返りが 近あり

まして、アカデミーだと１人につき派遣ごとに３万円以内で、アカデミーのほうから振

り込まれると、あとは北海道の研修も、これも去年からなんですけれども、旅費の３分

の１以内が厚岸町のほうに戻ってくるというようなことで、さらに研修については人数

も増やせるのではないかということで考えてますし、管内の中では厚岸町はこの研修に

対する経費というのはかなりかけていると思いますし、これは町長の公約でもございま

すので、今後とも力を入れていきたいというふうに考えているところでございます。

●副委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 大いにやってください。庁内研修として接遇研修というのですか、いわゆる

接客ですね、これはもう本当に必要だと思います。これを必要とするなという事案に幾

つもぶつかっておりますから、よろしくお願いしたい。

それから、この厚岸町外のいわゆる機関に出て研修を受けて、いろいろなおみやげを

背中に背負って帰ってくるんだろうと思うんですが、そのときに、それが一番身につく

やり方は人に教えることなんですね。自分が先生になってやらなければならないとなっ

たときには一番勉強しますから。ですから、勉強をしてきた人が今度はその関係者に教

える、そういうようなシステムを作っていくことが非常に大事だと思います。単にそこ

でもらった資料と ある程度の感想文のようなものを書いたものが 課の中をくるくるっ、 、

と回って、みんながぽんぽんぽんと判を押して、それで終わりというのではもったいな

、 、 。いですので 伝達講習会という言葉が今ありまして いろいろな団体がそれをやります

東京に集まるのは北海道から１人、２人というような人が行って、帰ってきたら、そこ

のところでもっていろいろ機材を使ったりもするんでしょうけれども、今度はそこの団

体の人たちを集めて、その行った人がみんなにそのことを教えると、こういう伝達講習

会というのは、非常に経費という面から考えて能率的だと思いますし、なおかつ先生役

になった人は大変なんですよ。だからその分がっちり勉強しますんで、そういうような

こともお考えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

●副委員長（中川委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） まず、前半の接遇の研修と、それから総務課長から説明があり

ましたクレーム対応を、今特に初任者、新規採用の職員に対する研修の機会というもの

をきちとっと持ちたいと。それは一つには、例えば電話の応対、これはなかなか、今、

携帯電話がもう小さい子ですと、小学生や中学生が持つようになって、そうしますと、

これまでは１家に１台しかなかった電話の応対、それを親の背中を見て、どういう言葉

遣いをしているのかというようなことを見てきたと。それが携帯を持つことによって見

られなくなったと。どういう言葉遣いを使っていいのかというものを、なかなか勉強し

ていない、そういうようなことも感じられました。そういうようなことで、その電話応

対や接遇の研修を充実させたいと。

それから、クレーム対応についてでありますが、これはクレームという事柄に対する
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考え方、これを改めなければだめだと。住民の皆さんからいろいろなクレームが入る。

これはいいことなんだと、ありがたいことなんだという基本的な考え方に立って対応を

していかないと、わあわあというふうなことになってしまうと、まとまる話もまとまら

ないし、住民の方にもきちっとした説得力を持った対応ができないというようなことも

ありまして、ここ数年前からそういう研修に参加をしてもらっていると。その研修を受

けてきた職員が、先ほど言いました伝達講習みたいなものを開いて、これはもう役場の

中でできることですから、そういうふうに広めていきたいという考え方を持っておりま

す。

さらには、釧路支庁管内、これも研修委員会というものを作っておりまして、それぞ

、 。れの市町村の担当 厚岸町でいいますと総務課長がその委員になっておりますけれども

、 、 、そこで 管内としてのスキルアップも図ろうやということで 各町村初任者研修の講師

それから新規職員に対する講師 それから中級職員に対する講師というものを要請を図っ、

ておりまして、これにも厚岸町は積極的に講師になってもらうということで、他町村よ

りは若干多目の講師を今、用意しております。特に、これらの方は登壇をしてもらうこ

とになっています。管内のそういう初任者研修、新規職員採用研修、中級職員研修とい

う３段階がありますけれども、そこに必ず登壇してもらう。そうなりますと、特に中級

なんかの研修になりますと、もう受講者のほうが相当専門的のレベルを持っている職員

が参加してきます。その職員に対する質疑応答に、その登壇した職員が対応しなければ

ならないということになりますと、これは相当勉強をしないと対応ができないというふ

うなことの報告も受けております。そういうようなことで、基本的にはＯＪＴ、それか

らＯＦＪＴというのがありまして、通常の業務の中で、先輩、同僚の指示や普段の生活

を見ながら勉強をしていくというのが、これは横文字なんですが、オン・ザ・ジョブ・

トレーニング、要するに通常の業務時間中に研修をスキルアップを図っていくと。それ

から、ＯＦＦ－ＪＴと、オフ・ザ・ジョブ・トレーニング、現場から離れて研修所みた

いなところに入って研修を積み重ねていくというやり方、二つありますが、その両方を

考えながら職員のスキルアップを図っていきたいと、そのように考えております。

●副委員長（中川委員） 職員厚生費で、ほかにございませんか。

６番、堀委員。

●堀委員 福利厚生でお聞きしたいんですけれども、出産休暇、そしてまた育児休業です

ね、それとあと配偶者の育児休暇というものも、もうできるようになっております。直

近１年間の中で出産休暇、そしてあと育児休暇、そしてまたその配偶者の休暇というも

のがあったのかどうか。また、配偶者の場合はその配偶者が出産しての、受けられる対

象という人が何人いたのかというものの中で、その中で受けられた方が何人だったのか

というものを教えていただきたいんですけれども。

●副委員長（中川委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 育児休業、あと出産の休暇、それと配偶者の休暇なんですけれ
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ども、配偶者の休暇が特にこれまでとりづらい部分とは思いますけれども、実際に厚岸

町の職員の中ではございました。ただ、この配偶者に関してはちょっと申しわけないん

ですけれども、私の記憶の中ですけれども１名ないしは２程度、男性の方ということで

ございます。

あと育児休業もございますし、当然その育児休暇もとっている方、子供を産む方、生

んだ方、それぞれ満遍なくこの育児休業だとか、育児休暇というのはとっておるところ

でございまして、何名と言われると、今ちょっと資料がないものですから、大変申しわ

けないんですけれども、いることだけお伝えします。

●副委員長（中川委員） ６番、堀委員。

●堀委員 そうすると１名か２名というのが、とられたという方ですよね。ただ、やはり

そうじゃなくて、奥さんが出産して自分も働いているといった中で、とられなくても本

当はとる権利というか、申請すればとることができたんだけれども、とらなかった人と

いうものもいたと思うんですよ。そこまでは押さえてはいないんでしょうか。

●副委員長（中川委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 申請が上がってくれば、拒否するつもりはございませんけれど

も、いたのかいないのかと言われますと、当然いたとは思いますけれども、ただ、これ

らの休暇制度については職員のほうには周知をしているつもりでございますし、この申

請が上がってきた場合には、拒否するつもりはございません。すべて申請に対する承認

はしたいというふうに考えております。

●副委員長（中川委員） ６番、堀委員。

、●堀委員 このことでどうのこうのというような意味合いのものではないんですけれども

ただ、やはりきのうのスキルアップの条例とも同じで、やはりとりやすい環境というも

のがまず大事だろうなと。例えば、こういう配偶者の育児休暇とかというのであれば、

総務課自体が押さえてなくても、例えば管理職は当然職員を管理するわけですから、職

員の奥さん方が子供が産まれたというのは情報として、そういうものも得られる、得て

。 、 、いるはずなんですよね そういったときには やはりそういうのを管理職側のほうから

こういう制度を使うとか、若しくは本当にその情報を総務課のほうで集めた中で、より

とりやすいような環境を整備させてあげるというのが、先ほど来の研修とかもそうです

けれども、やはりそういうものについて、とりやすい環境というものをできるだけ醸成

するようなことというものをやっていってほしいなと思うんですけれども、どうでしょ

うか。

●副委員長（中川委員） 総務課長。
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●総務課長（會田課長） 改めて年度も変わることですし、職員係のほうから全職員に対

してメールで周知をしたいというふうに考えますし、また、課長会議等でも周知をして

いきたいというふうに考えております。

●副委員長（中川委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●副委員長（中川委員） ここの職員厚生費、65ページにまたがってますけれども、ほか

にございませんか。

（な し）

●副委員長（中川委員） なければ、続けてまいります。

67ページ。４目情報化推進費。

12番、室﨑委員。

●室﨑委員 ホームページはここですればいいんですよね。ホームページの内容の問題で

はございませんので。

つかぬことをお聞きしますがという言い方はよろしくないかと思いますけれども ホー、

ムページに、監査委員の意見を含めて決算をホームページに載せて、だれでも見られる

ようにする。それから、この審議がもちろん終わって通った後の予算書をホームページ

に載せる。これをやった場合には何か不都合なことがあるでしょうか。

●副委員長（中川委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） お答えいたします。

監査委員の決算にかかる意見書ですとか、あと決算書、これはホームページに掲載す

。 、 、ることは何ら問題ないというふうに考えております ただし この膨大になりますので

データ量が。このデータ量に見合う分だけのそのものかどうかというのは、今ちょっと

確認してみなければわかりませんけれども、載せることに関しては何ら問題ないという

ふうに考えております。

●副委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 動画を載せたり、それから極彩色のものを載せたりすることを考えれば、白

黒２色のこのようなものというのは、何とかバイトだとか、何か言いますよね、そうい

う意味では甚だ軽いもんだと思うのんで、そのことも今、担当課でもって答えれないと

いうのは、ホームページの容量というものをつかんでないのかなと思うので、そのあた

りちょっと確認してください。
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●副委員長（中川委員） 休憩します。

午後２時18分休憩

午後２時19分再開

●副委員長（中川委員） 再開します。

総務課長。

●総務課長（會田課長） まったくデータ的にも問題ないと。逆に１年だけではなくて、

２年、３年、過去に遡っても問題ないということでございます。

●副委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 情報化推進の目の 初のところに情報公開という言葉も出てくるんですが、

やっぱりこういうものはホームページに載せて積極的に公開していくということは、非

常に大事な姿勢だろうと思うんですよ。それでぜひ、多少の手間はかかるでしょうけれ

ども、実現させていただきたいんですが、いかがでしょうか。

●副委員長（中川委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 検討して、速やかに対応したいというふうに考えております。

●副委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 同じ目の中なので、この問題ともう一つお聞きします。

厚岸情報ネットワークというのは たしか名前が今年から変わって地域情報ネットワー、

クとか何とかいって、ＩＰ電話の問題でないかと思うんです、テレビ電話と言うんです

か、それでないかと思うんですが、それでよろしいんですか。

●副委員長（中川委員） 総務課長。

（ ） 、●総務課長 會田課長 昨年まで情報通信基盤何とかということでなってますけれども

ネットワークという形で変えました。

●副委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 そうすると名前変わっても中身は同じですね。それで、前に私お聞きしたん

ですが、このテレビ電話をつけて何をやるのかという話を聞いたときに、ただいまいろ



- 61 -

、 、 。いろ検討中であるというお話が出ておりましたが どうです メニュー出てきましたか

●副委員長（中川委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 昨年、委員のほうからご質問を受けまして検討をしてきており

ます。ただし、これはいろいろと福祉面ですとか、商工面ですとかいろいろとございま

して、この連絡協議は全道の中で協議会持ってますけれども、その中でいろいろと各町

村行われている内容、私どもも聞いてきております。ただ、なかなかそれが簡単にはい

かないような部分もあるんですけれども、庁内の中で改めて各関係課のほうにも働きか

けを行って、さらに住民の有効活用に向けて検討して、新たな情報発信をしていきたい

というふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。

●副委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

。 、●室﨑委員 １年前にもほとんど同じ話聞いたんですよね あと何回聞けばいいんですか

そういう話を。これ耐用年数何年ですか、耐用年数中にでき上がりますか。

●副委員長（中川委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 前の答弁と変わらない答弁と言われても、仕方ない部分はござ

いますけれども、直ちに作業に取りかかって、早いうちにできるように心がけていきた

いというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。

●副委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 前回のとき唯一具体的な話を、こういう計画があるんだというのでお聞きし

。 。 、 、ました 何か商工会と連携して視察までしてきたと しかし その後どうなったんだか

、 。難しいんでないかなあというネガティブレポートが出ただけで 終わってしまっている

あの話どうなりました、やっぱりあんなものは使い物にならんということで終わりまし

たか。

●副委員長（中川委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 告知端末といいますか、ＩＰ電話を使って、買い物

弱者対策という部分も一例として挙げた中で、これまでのご議会の中でもいろいろ質問

がありまして、いろいろやりとりしたところでございます。

あのときは、産炭の調査事業を活用した中で、買い物弱者対策の調査研究をさせてい

ただきました。具体的には福島県のほうに行って、その事例等を見て、厚岸町で導入し

ようとしている機器で対応が可能なのかどうか そうするとどれだけのシステムがかかっ、

て、どういう運用がなるんだろうかという検討をしてきたところでございます。ただ、
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、 、その部分につきましては 先の定例会の中でもお答えしたところでございますけれども

福島県でやっているような大きな都市、これをそのまま厚岸町に持ち込んできた場合に

は、採算面からするとかなり難しいところがあるということでございます。

ただ、厚岸町、あるいは厚岸町商工会といたしましても、買い物弱者問題につきまし

ては大変重要なことだということで、とらまえていると。商工会としても平成23年度の

事業計画の中に取り入れて検討を進めているというお話をさせていただきました。その

後、商工会等での具体的な検討がどのように進んでいるのかということも、いろいろ商

工会とも連携をとっているところでございますけれども、商工会のほうでは商業部会が

ありまして、そちらのほうで検討を進めてきておりますが、日々どんどん状況が変わっ

てきている。例えば、町内でいきますと、大きなところが宅配サービスを行う、あるい

は全道にある大手が地域を回って販売をしている さらには 宅配業者のほうがそういっ。 、

た取り組みをしたいという考えを持っていると、そういった大手がいろいろな検討を進

めているという中では、厚岸町商工会のほうで独自でそういった運用をしたときに、ど

うなのかという問題にもぶつかっているということをお聞きしてございます。

だからといって、この弱者対策何もしてないかということではなくて、引き続いて商

工会のほうでも検討しておりますけれども、そういった大手の中で動きがあって、それ

で極端な話、厚岸町民の方々がその買い物で困らないような状況であるならば、あえて

商工会が独自でということにならないというのもありますので、そういった動きも情報

収集しながら厚岸町にとって商工会としてどういう責務を持って取り組んでいったらい

いのかという部分を、今商業部会のほうで取り組んでいるということでございます。い

ずれにいたしましても、結果としては、まだ出ていないというのが結論でございます。

●副委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 これも前回お聞きしたときの答弁と何一つ変わってないですね、中身はね。

商工会と一緒に見に行ったんだと。そしたら、福島とっても大きいところで、厚岸で使

えるようなもんじゃなかった。したから帰ってきたと、いろいろあるから、今検討して

いる。それだけですよね。そんなことは、わざわざそこに行かなくなってわかるような

ことでしょう。その行った先が何万人の都市で、どういうことかなんて、行く前にわか

るんじゃないですか。それ以上は、その件に関しては言いません。

それから、私、この前のときにたしか提言したはずなんだけれども、町民の皆さんが

このテレビ電話でもって、どんなことをやってくれるとありがたいかというようなこと

を、きちっとまず知らないで、一部の偉い人たちだけが、こういうことをやるか、ああ

いうことをやるかと言ったって 受けるのは各家庭の町民なんですよ ということも言っ、 、

たはずです。それに対して、意向調査というか、アイディア調査というか、それはいろ

んな言い方があるだろうけれども、そういうものをやってますか。

●副委員長（中川委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） まだ行ってないのが現状でございまして、すぐに準備をして行
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いたいというふうに考えてますので、ご理解をいただきたいなというふうに思います。

●副委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 何か語尾が震えてしまうので、よく聞こえないんですが、あなた非常に誠実

な性格の方だから、何が問題かということはよくわかっていると思います。ＩＰ電話を

使って調査せとは言いませんから、とにかくどういうものをあれにのせていったら有効

なのかということについては、やはり実際の受け手の意向も含めて調べてください。お

願いいたします。そうすれば、宙に浮いた計画ばっかりやって多額の費用を使うなんて

いうことはなくなると思いますからね、これはよろしくお願いしたい。

一例、また一つ提言しておきますが、まちづくり推進課長があれだけ言ってくれたん

で、顔見てて思い出したんですが、例えば厚岸町に去年押し買いなんていうのが入って

きましたね。そういうときに防災無線で流すのも一例ですけれども、防災無線が混んで

いるならば、ＩＰ電話使ってどんどん流せばいいんですよ。それで、あれはそういうお

知らせが来るときは何かポンポンポンときれいな音がするでしょう。何かなと、そうい

うところに非常に有効な有用な情報が入ってくるんなら、みんな見ます。見ても何だ、

こんなことかというものであれば、結局見なくなります。そういうことを含めて生活に

非常に大事な情報が役場のほうで、そしてお知らせしたほうがいいだろうというような

ものを、どんどん流すというようなもので使っていけるんじゃないかと、これは言うま

でもないことですが。よろしくお願いしたいということですが、いかがでしょうか。

●副委員長（中川委員） 町長。

●町長（若狭町長） お答えいたします。

通称、わかりやすい言葉で、テレビ電話ということでご理解いただきたいと思います

が。これはやり始めてご承知のとおり１年ちょっとであります。そういう中でいろいろ

なご意見、町民からもお聞きをいたしておるわけであります。しかし、大半からはすば

らしいものですねという、私なりの耳にはそのように入っています。しかしながら、さ

らに有効活用するにはどうしたらいいのかということについては、今、担当課長からお

話しがありましたとおり、それぞれの課において、どういう使い道があるのか、はっき

り言いましてこのテレビ電話というのは、本当にいろいろな広範囲の利用ができます。

ですから、そういう中で、さらにまず利用度を高めるにはどうしたらいいかということ

を、さらに考えていかなければならないと思います。

、 、 、さらには また町民からの もちろんそういう要望もいろいろあるかと思いますので

こういうこともいいんじゃないですか、やり方についてもこうあるべきであるとか、こ

ういうような意見ももちろんあるでありましょう。そういう点については、私といたし

ましても町民の声を、ニーズを大事にしながら、有効な効果あるテレビ電話にさせてい

ただきたいと、そのように考えるわげてあります。

また、先ほどの質問にあったわけですが、商工会との関係なんですが、実は、この言

葉の取り扱いも今世論として変わってきました。 初は買い物難民だったんです。とこ
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ろがこのごろは弱者という言葉に変わってまいりました。そういうことで、今日、高齢

化に向かっております厚岸町でもあります。また、昨日からお話しありましたとおり、

孤立死の問題等を含めて独居老人も増えておるわけであります。そういう中で、商工会

としてはぜひ独自の事業として買い物弱者の対策として講じていきたいと。大変なご苦

労もあったようでありますが、しかしながら市場調査なり、または町民のニーズ等を考

えました中で、また民間も既にもうやっているんですね、ご承知だと思いますが。

ですから、そういういろいろな関係を含めて、まだ決断に達してないということをお

聞きしておりますので、住みやすいまちづくり、特に高齢化時代を迎えた高齢者が住み

よいまちづくりというものを考えていかなければならない、これは当然であります。そ

こで、とりあえずまちなか居住、すなわち歩いて買い物ができるまちづくり、例えばコ

ンパクトシティとかいうことで、今いろいろと高齢化対策も含めた中で住みよいまちづ

くりを考えておりますので、この点についてご理解願いたいと思っております。

（ ） 、 、 、●副委員長 中川委員 ここで もう２ページにわたってますけれども 情報化推進費

ほかに。

10番、谷口委員。

●谷口委員 ホームページのことでちょっとお伺いしたいんですが、厚岸町には年間何十

万件ぐらい訪問される方が、ホームページを通しているんでしょうか。その推移みたい

の過去にホームページ始まってから、年々うなぎ登りに増えているのか、そのあたりも

ちょっと教えていただきたいと思います。

●副委員長（中川委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 21年度で、新しくリニューアルをホームページしておりますけ

れども、更新後のホームページの閲覧の状況でありますが、一月平均7,000件から１万

6,000件でございます。一番多いのはやはりカキまつりの時期が閲覧数が一番多いという

データが出ています。この辺は大体横ばい状態ということなんですけれども、やはり新

しいページにした場合とか、そういうときは若干増えたりしますけれども、大体一月平

均では7,000件から１万6,000件というデータが出ております。

●副委員長（中川委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 それで、その訪問するページというのは、どのあたりにアクセスしているの

かは、わかるんですか。

●副委員長（中川委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 閲覧の多い順番としては、やはりトップページが一番多いんで

すけれども、その次に、観光・イベント、お知らせ、病院、入札関係ということの順番
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になっております。観光・イベント一緒ですね。それとお知らせ、それと病院、入札関

係、この順番になってます。

●副委員長（中川委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 近、何かつぶやきを始めたようなんですけれども、そちらはどうなんです

か。

●副委員長（中川委員） 総務課長。

●総務課長 會田課長 ブログでの取材日記ですとか 立ち上げてますけれども ツイッ（ ） 、 、

ターですとか、立ち上げてますが、閲覧数としては同程度の閲覧数ということで、その

平均にすると大体１万件程度ということになっております、一月です。

●副委員長（中川委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 それで、ホームページなんですけれども、お知らせだとか、それはわかりま

すけれども、例えばいろいろな厚岸町がやっている仕事ありますよね。それらについて

簡単に、ここではこういうことをしてますから、この係へというふうな程度しか厚岸の

ホームページからは、私、入り方が悪いのか、前にも話されていましたけれども、その

制度を詳しく知りたいなという場合は、ここまで行けますよというようなものもやって

いただけると非常にありがたいなと、あるいはそのときに必要な厚岸町が出しているチ

ラシなんかも添付されていれば、なおいいなというふうに考えるんですけれども、そう

いうことはできないのか、やる気がないのか、そのあたりはどうでしょうか。

●副委員長（中川委員） 総務課長。

（ ） 、 、●総務課長 會田課長 今 町のホームページ上の中で修正点として今考えているのが

やはり委員おっしゃられたように、暮らしのガイドの町民向けの各種制度だとかが見れ

る、暮らしのガイドの部分なんですが、これがわかりやすく、見やすくたどり着きやす

くという修正が必要だろうというふうに考えておりまして、どのような形で行えば、ま

た、ページを増やせば見やすくなるのかということも含めて、早期に検討していきたい

というふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。

●副委員長（中川委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 今言われた暮らしのガイドなんですけれども、確か、これリニューアルする

前と大して変わってないんでないかなと、表は変わったけれども、中身は結果的に一番

初めの表紙だけは変わったけれども、そちらは前と何か見てたら同じだなというふうに

思うんですよね。やっぱりその辺はせっかく、逆に今度アクセス7,000件も１万6,000件
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もあって、そのうち厚岸町のホームページは、もういいやということになられては困る

と思うんですよね、せっかく、相当なお金を使ってやっている事業ですからね。これが

やっぱり有効に、そして町民にこういうことが、これをやるとわかるんですよというあ

たりを、大いに知らせていくことが大事ではないかなということで、私はこの7,000件、

それから１万6,000件が町民がどのくらいこれを有効利用してるのかという調査も、やっ

ぱりきちんとすべきではないのかなと。町外に発信する大きな手だてではありますけれ

ども、町民にとっても利益にならなければならないというふうに、私は思うんですね。

そのあたりではどうですか。

●副委員長（中川委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） ただいま委員おっしゃられたご質問をご提言として、今後町民

が見やすい形での、しかも情報がそれだけである程度わかるような形で、各課にも働き

かけを行った上で更新をしていきたいというふうに考えておりますので、ご理解いただ

きたいと思います。

●副委員長（中川委員） ８番、竹田委員。

●竹田委員 総務省の北海道総合通信局というのがあるんですけれども これは主に目立っ、

た部分での局としての仕事の部分というのはどういう内容なんでしょうか。

●副委員長（中川委員） 休憩します。

午後２時41分休憩

午後３時15分再開

●副委員長（中川委員） 休憩前に引き続きまして、委員会を再開いたします。

総務課長の答弁より進めてまいります。

総務課長。

●総務課長（會田課長） 貴重なお時間を有してしまい、申しわけございません。

それでは、先ほどの総合通信局の業務ということで答弁をいたしたいと思います。

業務としては大まかに不法無線局の取り締まり、無線局、放送局、有線放送の許認可

、 、 、 、及び検査 電波 伝搬路指定の許認可 高周波ウエルダーなどの高周波利用設備の許可

無線従事者免許証の発給、インターネットサービスプロバイダー等の電気通信事業者に

かかる許認可、自治体の情報通信インフラ整備の支援、情報通信分野の研究開発や情報

通信分野にかかわるベンチャー企業の支援等が主な業務となっているところでございま

す。
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●副委員長（中川委員） ８番、竹田委員。

●竹田委員 22年の12月の第４回定例会で、ひとり暮らしの高齢者の見守りシステムにつ

いて一般質問をさせていただきました。この中での答弁の中で、今後補助事業者である

総務省北海道総合通信局の指導等を仰いでまいりたいと考えておりますということで、

私はよろしくお願いしますということで、昨年度お願いをしてまいりました。

さまざまな今年の、この第１回の定例会でも、各委員さんの質問もありました。孤独

死の問題、これについても以前私も質問をさせていただきました。私の記憶の中では、

病院事務長のほうから、一例が厚岸町であったという似たような事例があったというよ

うなことも、そのときにお聞きしました。その中で、このひとり暮らしの高齢者の見守

りシステム、ぜひ厚岸町でも取り組んでいただきたいということでお願いをしました。

それから約１年ちょっと経つんですけれども、この総務省北海道総合通信局の指導等を

仰いでまいりたいと考えておりますということだったんですけれども、その後どのよう

なお調べをなさってきたのか聞きたいと思います。

●副委員長（中川委員） 休憩します。

午後３時18分休憩

午後３時26分再開

●副委員長（中川委員） 再開いたします。

総務課長。

●総務課長（會田課長） 答弁に貴重なお時間を取らせてしまい大変申しわけございませ

ん。

委員のご質問の中で、総合通信局と、まずこの見守りシステムというものができるの

かどうかということを確認をさせていただくということで、答弁をさせていただいてお

りますが、このインフラを使ってその見守りシステムというものができることは可能で

あるということで、総合通信局のほうから回答をいただいておりまして、今この情報通

信基盤利用にかかる研究会というものを全道で、このＩＣＴを整備した団体で研究会を

設けております。この中でもそのような事例、その中には総合通信局も入っていただい

ておりますけれども、その中で現在、この高齢者の安否確認という形で研究を進めてい

るところでございまして、厚岸町単独ではなくて、この協議会の中で今後さらに研究を

進めていくということで、今現在これは年に数回行われてますけれども、その中で進め

ていっているところでございます。

●副委員長（中川委員） ８番、竹田委員。

●竹田委員 今、答えていただいたその研究会というのは、いつころ立ち上がって、どの
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ような人たちが集まって、どのような研究を進めているのか、もうひとつ詳しく教えて

いただきたいと思います。

また、今後僕なりに光ファイバー、いわゆるブロードバンドの活用によって、この見

守りシステムはできるということで、北海道に何カ所かの事例があるということで一般

質問をさせていただきました。そのときは僕の調査の中では、北海道で３カ所あったと

いうふうに、町長のほうからもそういう答弁があったかと思います。１年経ちまして、

その後、北海道の中で事例的に増えてきたのか、または、その今おっしゃっていただい

た北海道全体の中で、インフラ整備進んでいるんですけれども、研究会をもとに進めて

いっている各町村がどのぐらいまたあるのか、そういうデータはお持ちなのかどうなの

か、その辺もあわせてお聞きしたいと思います。

●副委員長（中川委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） まず、この情報通信基盤利用にかかる研究会というものですけ

れども、これは23年の５月24日に初めての会議が行われておりまして、当時２２町村中

の17町村が出席をして始まった会議でございます。趣旨、目的でございますけれども、

住民との協働によるまちづくりを進めるのにあたり、若干読ませていただきます。

行政情報の共有は重要な課題となっている。全道の町村では、光ファイバー網による

高度情報通信施設の整備を推進したが、施設を積極的に活用した新たな情報通信基盤利

活用の仕組みづくりが、今後の共通の課題となっている。このため、情報通信基盤施設

の一層の利活用を図るため、１町村を超えた複数の町村による相互の情報交流の場を設

ける中で可能な活用を見出し、さらなる利活用を推進することを目的とするということ

になっております。

厚岸町はこれら、今言われました見守りシステムや高齢者の安否確認等をさらにほか

の利活用、これらも含めてこの研究会の中で一緒に、今話し合いを行っているところで

ございまして、他のこの中に入っているＩＣＴの整備をした町村の中では、まだ今のと

ころ、このシステムを立ち上げたところはないということなんですけれども、ほか単独

で、このＩＣＴを使わない中でのやっているところの町村については、ちょっと今答弁

することはできないんですけれども、この研究会引き続きさまざまな利活用を行ってい

くという上で、必要なものだというふうに考えておりますので、あくまでもこの研究会

に入って厚岸町は進んでいきたいというふうに考えておりますので、ご理解願いたいと

思います。

●副委員長（中川委員） ８番、竹田委員。

●竹田委員 一般質問のときにもおっしゃいましたけれども、費用的にもかかるというこ

とで、１町村当たり大体人口が１万人くらいであれば、費用的には3,000万円くらいとい

うふうに聞いてます。要するにコールセンターの設置をしながら、そこにまた従業員を

置きながら、そして、独居老人また身障者の方々のひとり世帯、こういった方々の世帯

の中に、１件１件付けていかなければならないという実態があります。その中では、プ
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ライバシーの問題とか等々いろいろ出てくるわけですけれども、いずれにしても、12番

さん委員、10番さん委員の、町民に対するひとりの孤独死というものを取り上げて、今

回も一般質問をしたわけであります。町としても、社会問題の中でその町としても真剣

に考えていかなければならないテーマだというふうに思います。もう少しで厚岸町も高

齢化30％を迎えるということで、町長もその部分については影ながらも、言葉としては

お年寄りがたくさん厚岸町に住んでもらえてありがたいことだと、うれしいことだと、

、 、長寿できる厚岸町であるんだからというふうことをおっしゃってますけれども しかし

現実的にひとり暮らしが増えている。障害者の方もひとりという世帯をやはり町民を守

るという意味、住民サービスという意味からも、極めて重大なポイントだし、重大な取

り組みになろうかというふうに思います。

私も一般質問のときにも申し上げたとおり、町議会の定数を３名減らして、その削減

の費用をこれに少しでも充てていただければというお願いも当時いたしました。要は身

銭を切ってというわけではありませんけれども、そういう真剣な思いでこの質問をさせ

ていただきました。どうか町民の声も非常に高いものであると思いますので、担当係、

町長、いま一度、この見守りシステムのほうを費用的なものもあると思います。また、

今、答弁いただきました研究会等で、どんどんどんどんこの形が進んでいって、どんな

形がいいのかという部分、また費用的にどのくらいかかるのかというものを、北海道全

体、国全体で進めていった中で、研究会で、じゃ、あの各町村に、また国のレベルとし

て、北海道のレベルとして予算づけという形も見えないわけではないのかなというふう

に思います。

そういった部分も含めて、町単独で工事をやるということも大変な状況になろうかと

思います。その面わかってて申しているわけですけれども、そのことを踏まえて、どっ

ちにしろ、声を上げてこの物を進めていくことによって予算づけも早くなるだろうし、

いろいろな研究も進んでいくだろうし、ぜひ前向きに進んでいってもらいたいという切

なる思いを願望して、もう一度答弁をしていただきたいと思います。

●副委員長（中川委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 昨年の答弁の際には費用がかかるということも、こちらのほう

。 、から申し上げました この研究会の中で北海道通信局も入っていただいておりますので

さらに安価なものとして機能性の高いシステムが構築されるのではないかということで

考えておりますので、今後ともこの研究会の中で、一緒に入って厚岸町もその構築に向

、 。けて考えていきたいというふうに考えておりますので ご理解いただきたいと思います

●副委員長（中川委員） ８番、竹田委員。

、 。 、●竹田委員 しつこいようですけれども 期限的に切ることはできないと思います ただ

５年、10年は待てないと、どの程度の期間を有すればどの程度のものになっていくのか

というおおよその目的というか、そういう部分はどう思っているか、お聞きしたいと思

います。
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●副委員長（中川委員） 町長。

●町長（若狭町長） 私からお答えをさせて、期限の問題なんですが。今、孤立死、孤独

死含めた見守り対策、高齢化対策等々は、厚岸町のみならず各自治体の大きな課題でご

ざいます。今の研究会のお話ございましたが、当管内では厚岸町と鶴居村が加入をいた

しております。その中でも厚岸町は進んでおります。しかも日高山脈を中心とするこの

道東一円では、この二つだけなんです。合わせて全道では17ということに相なるわけで

ございまして、そういう中で、今先ほど、室﨑委員からもテレビ電話等の話がございま

した中で、いろいろなより効果的な利用を考えたらどうだということで、研究会でも今

いろいろな意見があります。実は、いろいろなものに使えるんです。使えるけれども、

お金等の財政的な問題等もありまして、しからばどういう方法でどうしたらいいのかと

いうことを、お互いに出し合いながらやっておりますので、そう遅くならずにその方法

は結論として見えてくるのではなかろうかと、そのように考えてございまして、厚岸町

といたしましても、その結論次第、やはり今委員がご質問あったような安心して暮らせ

る老後生活、また、人々の生活が安心安全なまちづくりにするように、心がけてまいっ

ていかなければならないと、そのように考えておりますので、ご理解いただきたいと思

います。

●副委員長（中川委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●副委員長（中川委員） ほかにございませんか。

（な し）

●副委員長（中川委員） なければ進めてまいります。

71ページ。５目交通安全防犯費。

６目行政管理費。

９番、南谷委員。

●南谷委員 ６目行政管理費、行政業務委託料1,159万4,000円と、町史編さん業務委託料

ですか、この関係についてお尋ねをさせていただきます。

確か昨日の補正でも98万5,000円、債務負担行為を承認を決定したところでございます

が、本年度もこの金額を、昨年度は1,109万8,000円、大体同じような金額が計上されて

おります。この事業の概要について、まずお尋ねをさせていただきたい。それと昨年度

1,959万4,000円のうち、債務負担行為984万5,000円に至った経緯もあわせて時系列でご説

明を求めます。
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●副委員長（中川委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） お答えをさせていただきます。

この町史編さんにつきましては、厚岸町の新しい町史編さんを進めて現在おります。

この町史編さんのこの事業につきましては、それにかかわる行政業務委託料の中で、そ

れを専門にサポートしてくれる業者さんに対する委託料、それと昨年の当初予算で見て

おりましたのは、それを受けて通史編の第１巻、新厚岸町史につきましては、通史編を

１巻、２巻、３巻というふうに３巻立てにして編さん作業を進めてございます。

今現在進めているのは、その通史編の第１巻を今進めているところでございますけれ

ども、その第１巻の印刷業務ということで、昨年当初予算におきまして955万円、これも

この行政業務委託料の中で見ていただきまして、予算づけをしていただいたところでご

ざいます。

実は、この町史の第１巻につきましては、当初の計画では平成22年に印刷、発行をす

。 、 、 、るという計画で進めさせていただいておりました ところが この第１巻の中でも １

２、３編と、３編立てになっておりますが、その１編を担当している執筆の取りまとめ

の先生が急遽亡くなったということで、どうしても22年度中での発行ができなくなった

ということを、昨年のこの当初予算の中でも若干説明させてもらった経緯もあるんです

、 、 、 、 、けれども そういった中で 23年度にその第１巻を印刷 製本 発行するという予算を

昨年予算議決いただきました。

その第１編の部分の先生に代わる執筆者をいろいろ手だてを使いながら探して、その

執筆作業を進めてきたところでございますけれども、結果的にはようやく現在 終稿が

まとまる状況になったということでございます。どうしても、新しい先生が見つかって

も、すぐ原稿が書き上げれるという状況にないわけですから、それぞれ時間を当初想定

したよりもかかってしまったということでございます。

それで、原稿自体はもう既にほとんど固まってきました。これにかかわる印刷という

ものをぜひ今年度中、23年度中で契約をさせていただきたいと。ただ、これから発注を

しても年度内の完成はできないということが、これは明らかでございますので、これに

つきましては債務負担行為でということで、平成23年度の予算を減額をさせていただい

て、そして新年度のほうで予算措置すべく債務負担行為の手続をとらせていただいたと

。 、いうことでございます 24年度のこの町史行政業務委託料の中身でございますけれども

今申し上げましたような新厚岸町史を編さんするための専門的業者さんでの、通年上の

委託業務、これ例年ずっと同じような形でやっています。若干見直しをかけて減額をし

ながら、でるだけ低価でいうことで今取り進めてございますけれども、その委託料と、

昨年の23年度の予算減額して落とした分の印刷製本にかかわる部分、これが984万5,000

、 。円になるわけでございますが それを合わせた1,159万4,000円ということでございます

●副委員長（中川委員） ９番、南谷委員。

●南谷委員 再度確認させていただくんですけれども、そうしますと、この1,159万4,000

円の中に内数として債務負担行為の984万5,000円が含まれると、こういう理解をすれば
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よろしいんでしょうか。

●副委員長（中川委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） ご質問者おっしゃるとおりでございます。

●副委員長（中川委員） ９番、南谷委員。

●南谷委員 少なくとも22年度にその当初予定だったと、執筆の先生が亡くなられたとい

うのも説明を受けたんですけれども、所管の厚文になるのか総務になるのかわからない

んですけれども、議会のほうには全くそういう経緯というものが報告なされないで、こ

の債務負担行為にぼんとのっかってきたんで、私もびっくりしてね、何が何だか、どう

なってるんだろうなと。今説明聞いてわかったんですけれども、やはり少なくても亡く

なった当初の予定よりも２年ずれ込むんですよね。それは課長の責任ではないかもしれ

ないけれども、どこかで何らかのアクセスがあってもよかったんではないのかなと、か

ように思うんですが、いかがですか。

●副委員長（中川委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） お答えをさせていただきます。

、 、 、 、言われるとおり 半年程度の遅れであれば それはあれだったんですが 結果として

このように年度にすれば２年度もずれ込むようなことになったということを、機会を得

て説明すべきところだったのかなというふうに思っておりますので、今後このような同

じような事案が生じるような場合には、そのように心がけていきたいというふうに思っ

ております。

●副委員長（中川委員） ほかに、ここでありませんか。

（な し）

●副委員長（中川委員） なければ進みます。

77ページ。７目文書広報費。

８目財政管理費。

10番、谷口委員。

●谷口委員 昨日も議論をされておりましたけれども、北海道市町村備荒資金組合納付金

なんですけれども、今回500万円ですか、厚岸町に今までどのぐらいこれに積み立てある

んですか。

●副委員長（中川委員） 税財政課長。
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●税財政課長（小島課長） 22年度末現在高として、5,012万3,384円でございます。

●副委員長（中川委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 今、説明されたのは22年度のですね。そうすると、これ町民１人当たりにす

るとどのくらいの金額になるんでしょうか。

●副委員長（中川委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） およそ4,700円程度に相なります。

●副委員長（中川委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 私の持っている資料では 22年度で人口が１万654人ということで ３万2,852、 、

円になるというふうになっているんですけれども、相当違うんですけれども、どういう

ことなんでしょうか。21年度であれば4,131円ということになるんですけれども。

●副委員長（中川委員） 休憩します。

午後３時49分休憩

午後３時50分再開

●副委員長（中川委員） 再開します。

税財政課長。

●税財政課長 小島課長 私は 金額を5,012万3,384円を１万631人で割りました 約4,700（ ） 、 。

円と申し上げましたが、私は、この数字で正しいかなと思いますけれども。

●副委員長（中川委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 北海道中のこの備荒資金組合の納付額の一覧表があるんですよ。そうすると

厚岸町の納付額の総額は私わからないんですけれども、22年度の納付額は3,500万円とい

うことになっていて、大体１人当たり３万2,852円でないかと。それで、鶴居なんかはも

のすごい額が大きいんですよね。そういう書類というのは厚岸町はないんですか。

それと、ちょっともう一つお伺いしたいんですけれども、ここで質問していいかどう

かわからないので、どこで質問すればいいか教えてほしいんですけれども、釧路の空港

ビルありますよね、その関係はどこ、厚岸も何か出資かなんかしてますよね。どこで質

問すればいいか。
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●副委員長（中川委員） 休憩します。

午後３時52分休憩

午後３時54分再開

●副委員長（中川委員） 再開します。

税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 私、この備荒資金組合の納付額の普通納付の部分で、お答え

いたしましたので、この部分については、5,012万3,384円ということで、先ほどの4,700

円程度ということになりますけれども、ご質問者が言われた部分は、超過納付の部分も

、 、含めての数字での人口で割り返した数字でございますので それをもとにいたしますと

ご質問者がおっしゃられるような、ちょっと今データいただいてませんけれども、３万

幾らというお手元にある資料は正しい数字になろうかなというふうに思います。谷口委

員がお持ちの数字は、22年度末現在の数字でございます。私も申し上げましたのは、22

、 、年度末の数字でございますので 私は普通納付の質問だと思いましてお答えしましたが

谷口委員は超過納付の部分も含めての数字でございましたので、前年度に22年度に積み

立てました３億円分も含めての数字としてご質問者のおっしゃられるような人口で割り

返す数字になろうかというふうに思います。

●副委員長（中川委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 結果的に、これ各町村が有利な運用を進めるということで、ここに厚岸町も

乗っかってやるということだと思うんですよね。それで 近運用について紛らわしいの

もあったりして、企業年金が非常に今大変な問題起こしているんですけれども。この厚

岸町が運用しようとする資金等について、そういう心配は全くないものなのか、それと

も、ひょっとしたらあり得るということを覚悟しながらやらなければならないというふ

うに理解をしなければならないのか、その辺はどうなんでしょうか。

●副委員長（中川委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 北海道市町村備考資金組合につきましては、道内の市町村が

加盟いたしまして、このように普通納付、あるいは超過納付をして大事な資金を預かっ

て、運用したお金を原資にしながら、それぞれ加盟している市町村の災害需要や、さま

ざまな施策に貸し付けなどとして利用されているということでございまして、この納付

されたお金は、安全な運用をされているということでございまして、その運用先につき

ましては、国債、それから政府保証債、それから地方債といいまして、いわゆる厚岸町

でいうと町債で起債を発行して事務や何かを行うとき、その179の加盟している市町村が
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お金を借りるときの長期債を指しますけれども、こ地方債での運用と。それから財投機

関債ということで、すべてにわたって政府の関与しているところでそういった運用をさ

れているというふうにお聞きしていますし、我々が受けている書類も、そのようになさ

れておりますので、ここは安全確実な部分での運用だというふうに、我々は承知してい

るところでございます。

●副委員長（中川委員） よろしいですか。

ここで、ほかにございませんか。

12番、室﨑委員。

●室﨑委員 次のページのところに、財政調整基金、減債基金、地域づくり推進基金とい

うのが、それぞれ積み立ててますよね。これら年度途中にまた取り崩して使うようなこ

ともあり得ることだと思うんですが、それはそれで、現在それぞれの積立額どのぐらい

になっているか教えてください。

●副委員長（中川委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 現在の23年度末ということで、いわゆる 終補正予算ベース

ということでお答え申し上げたいと思います。

まず、財政調整基金でございますが、４億8,736万7,000円、それから減債基金でござ

いますが６億2,759万6,000円、それから地域づくり推進基金でございますが9,180万1,000

円でございます。

●副委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 何とか基金というのは厚岸町たくさんありますよね。その中で法定というの

か、あるいは国の指導というのか、そこら私詳しくはわかりませんが、例えば財政調整

基金だとかなんていうようなもの、この減債基金なんかもそうなのかな、これ積み立て

なければならないものありますよね。それから、厚岸町が独自につくっている、さっき

もちょっと出てた環境関係の基金なんていうのがありますよね すると法的性質はちょっ。

と変わるんでないかと思うんですが、例えば、財政調整基金だとか減債基金だとかいう

のは、ある程度一定額持ってないと財政運用でちょっと困ったことになるということが

あるから、特別の需要が出るときのために、これだけは蓄えておきなさいということだ

と思うんです。

それで、これはあれですか、このぐらいは持っていなさいと、何でもかんでも積み立

て、こんなにしてはだめですよと、そういうものというのはあるんですか、それとも全

くそこらは自由なんでしょうか。

●副委員長（中川委員） 税財政課長。
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●税財政課長（小島課長） まず、基金の法定上の扱いでございますけれども、財政調整

基金は、これはどこの自治体もこの基金は設定しております。地方自治法上、ここは法

律上持っているということになってございます。それ以外の基金につきましては、これ

は独自に条例制定でもって、持っている基金であるという、いわゆる独自の基金という

ことではありますが、減債基金、それから名前を変えてはおりますが、地域づくり推進

基金、このあたりはある程度ほかの町でも持っているところが多ございます。

それと基金の積み立ての上限だとか、そういったものというのは法律だとか、それに

。 、 、類するものとしてはございません ただし 申し上げにくい部分もあるんですけれども

ちょっと休憩とらせていただいてよろしいですか。

●副委員長（中川委員） 休憩します。

午後４時02分休憩

午後４時03分再開

●副委員長（中川委員） 再開します。

ほかにございませんか。

（な し）

●副委員長（中川委員） なければ進みます。

77ページの９目会計管理費。

10目企画費。

12番、室﨑委員。

●室﨑委員 ここに、まちおこし補助金というのが出てくるんですが、昨年も7,000円で結

局全額不用額になっているというか、費目替えしているというふうに見えるんです、基

金のほうに回したんでしょう、同じ額をね。これまちおこし基金が、そうすると去年は

１年間で全く使われなかったということなんでしょうか、それとも、後からちょっと

後の補正しか見てないんで、それはわからないんですけれども、後から足しておいて引

いたのか、ちょっとそのあたり。

●副委員長（中川委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） お答えをさせていただきます。

このまちおこし補助金につきましては、昨年も当初予算の中で7,000円見させていただ

きました。この7,000円は皆さんもご承知かと思いますが、当初の段階では利子相当分を

見ながら予算計上させていただいて、４月に入ってから町内のまちおこし団体からそう

いった事業をとりまとめて、内定委員会等を図りながら、補助すべき事業というものが
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固まった段階で 議会のほうに再度補助金の増額をつけさせていただくという手続をとっ、

ております。昨年につきましても、同額の予算措置をさせていただいた上で、町内のほ

うに周知をさせていただきながら募集を行ったところでございますが、結果として、平

成23年度については利用をしていただいた団体がなかったということで、全額落とした

ということでございます。

ただ、貴重なこういった厳しい中でも、それぞれのまちおこし団体の独自の発想でで

きる制度でもございますので、この活用については町としても今後活用に向け、あるい

は制度の周知に向けて取り組んでいきたいというふうに思っております。

●副委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 私もね、昨年不用額にしたから必要ないんでないかなんていうつもりで言っ

ているわけでは、全くありません。何百万円もかかるようなイベントをやるというのと

は別に、10万円以下のお金であればこんなことができるのにというものが、いろいろあ

ると思うんです。関係団体に周知をしているんでしょうけれども、案外知られてないん

ですよ。だから、やっぱりもう少し効果的なＰＲを考えていただきたいと、そして割と

規則を見ると難しい、素人にとってはおどろおどろしいことが書いてるんだけれども、

そのあたりはまちづくり推進課だとか、そういうほうでいろいろと手伝って、書類だと

、 。 、 、か何だとかやってくれているようですので 今までも だから そういうことを含めて

やはりどうしても事務仕事に精通されている方というのは、この１万何千人いるこの厚

岸町でも、そうたくさんはいないんですよ。そうすると、申請書をこう書いて、ああし

て、こうして、それに数字を入れて帳尻が合うようにというなのが非常にやっかいなん

ですね。だから、そういうあたりはいくらでも手伝うよということを含めて、やはり活

用していただくようにお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

●副委員長（中川委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） ご質問者言われることはもっともだとは思います。

私どもも、そういった難しい部分はお手伝いをさせていただく、あるいは制度の内容が

わからなくても、何かこういったことは町のためになると思って考えているんだといっ

た部分については、対象になるならない関係なくご相談くださいということでの、広報

紙を通じた周知をしているわけですけれども、いかんせん、それで皆さんが制度につい

てよく知っているかというと、それもまたそうでない部分もあろうかと思いますので、

どういった方法で周知するのが好ましいのか、４月に向けて検討しながら、制度を有効

に活用していただくように取り組んでまいりたいというふうに思います。

●副委員長（中川委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 ここで負担金で、釧路地方総合開発促進期成会12万7,000円というのがありま

、 。 、すけれども 釧路管内なんですが この事業の内容をちょっと教えていただきたいのと
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先ほどちょっと私言ったんですけれども、釧路の空港の問題なんですけれども、空港ビ

ルはそれなりの成果を上げて、配当金もわずかでありますけれども厚岸に来ているとい

うことですよね。ところが、空港自体の運営がなかなか厳しいということで、ニュース

の中には、空港ビルと空港の業務を統合するというか、そういう考えがある、あるいは

採算の合わない空港は国が責任を持ってやらないというようなことも言われているんで

すけれども、そういうことに関して厚岸町はどういう情報を得ているのか、またもし得

ていてどういう対応をとっているのか、ちょっとお伺いをいたします。

●副委員長（中川委員） 町長。

●町長（若狭町長） 釧路地方総合開発促進期成会について、まずお答えをさせていただ

きたいと思います。

、 。 。構成員は釧路管内の自治体 経済界であります それから議会等の構成員であります

目的は当釧路管内における懸案事項を解決し、それぞれの市町村、そして釧路管内の発

展のために尽くしていくというのが大きな目的でございます。

さらには、空港ビルが株式会社でございまして、釧路市が中心となった株式会社であ

、 、りますが 一部このごろのニュースでは民営化というお話も出ているようでありますが

私の承知している中では、釧路株式会社は大変な経営状況にはありますが、この組織の

中で運営をしてまいりたいと。しかしながら、我々町村会というのがあります、釧路管

内町村会。その存続のためのいろいろな支援も町村間としては行っておるわけでござい

まして、理事の中には、町村会の会長であります白糠の町長も理事として入っているわ

けでございまして、そういう意味においての健全な空港運営のあり方というものも我々

も承知をしておりますので、今、お話がありましたことについても、これからもさらに

町村会としても、会議をしてまいりたいと、そういうふうに考えております。

●副委員長（中川委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 指摘されたらあれなんですので、簡単にしますけれども。空港ビルは今、町

長おっしゃったように、民営会社ですよね、株式会社で運営されていると。ところが、

飛行場がこれは国がやっていますよね。それで、そちらのほうの採算が非常に全国的に

見ても採算の合う飛行場というのはもう全国に幾つもないんだと。北海道だって千歳、

旭川がどうだっかちょっと忘れましたけれども、それ以外はもうほとんどが赤字運営だ

というようなことで、その飛行場の経営と空港ビルの経営、空港ビルのほうが採算合っ

ているもんだから、一緒にしてはどうかというような話も出ているように私ニュースで

聞いたんですけれども。ただ、それができないのであれば、飛行場が国はもう引き上げ

ますよと、管制官だとかそういう人はもう国土交通省の人たちが当たっているわけです

よね。そういうものも引き上げてしまいますよということになると、田舎の飛行場はほ

とんどもう運営ができなくなってしまうというような状況にあるというふうに言われて

いるんですけれども、それらについてこの町村会等では、ほとんど議論にもなっていな

いんでしょうか。
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●副委員長（中川委員） 町長。

●町長（若狭町長） 北海道には、今、34の飛行場があるわけであります。釧路空港につ

、 、 、いては国土交通省の管轄ということでございますが 今 谷口委員からのお話について

私は承知しておりませんので、ここでお答えできないわけでありますが、谷口委員がそ

れなりの知識持っておられるのだと思いますが、その点、質問を受けたわけですから、

後ほどでも勉強させていただきたいと思いますで、よろしくお願いしたいと思います。

●副委員長（中川委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 ぜひ調査していただきたいなというふうにお願いをしておきますので、よろ

しくお願いをいたします。

●副委員長（中川委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●副委員長（中川委員） ほかにございませんか。

（な し）

●副委員長（中川委員） なければ進みます。

11目財産管理費。

12目車両管理費。

２項徴税費、１項、１目賦課納税費。

３項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費。

進みます。

４項選挙費、１目選挙管理委員会費。

２目道知事、道議会議員選挙費。

４目町議会議員選挙費。

７目農業委員会委員選挙費。

８目海区漁業調整委員会委員選挙費。

５項統計調査費、１目統計調査総務費。

進めてまいります。

95ページ。

６項監査委員費、１目監査委員費。

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費。

12番、室﨑委員。
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●室﨑委員 ここで簡単にお聞きしますが、先ほど来、話が出ている孤立死の問題なんで

すけれども。一般質問でもちょっと申し上げたんですけれども、福祉関係と言っていい

、 、 、んでしょうね いろいろな制度があり いろいろなセーフティネットと言われるものが

現在日本の国にはあるんですよね。だけれども、すべて申請主義なんですよね。窓口だ

けでなくてもいいんです、担当者のところに来て、相談なり申請なりしてくれればでき

るんですよ。本当に困っている人は、自分の家から出る力もない人は申請できないんで

すよ。誰も知らないうちにひっそり亡くなっていくんですね。昨日もまたテレビでやっ

てましたですね、一部白骨化してた人の話ね。必ず福祉事務所だとか福祉課だとか、そ

ういうところにテレビが入ります。そしてカメラで、これも大変だと思うんですけれど

も、いや、何せ相談に来てくれれば何とかなったんですけれども、こういう話ですね。

それから、もう一つあるのは、ご近所の方や、あるいはちょっとおかしいなあと思っ

てた、いろいろな民間の方が、でも個人情報だから人に言えませんでした。この二つで

終わりなんですね。札幌は今回ニュースで見てますと、道のそういう関係者、それから

札幌市長含めてのそういう人たちと、民間のガスだとか、電気だとか、そういうような

人たちとの話し合いがあったんだけれども、やっぱり個人情報はそれ以外のものに使え

ませんというようなことを言って、何か前に進まない。私に言わせれば、何を今ごろと

思うんですよ。10年以上前に札幌で、電気をとめられてしまった親子がろうそくで明か

りをとって 食事をしたり 夜暮らしてて そのろうそくの火から火事を出して死んじゃっ、 、 、

たという事件あったんですよ。そのときも同じような話が出て、それっきりですよね。

、 、 、そういうふうになってしまっても困るので まずお聞きしたいのは 厚岸町の中でも

例えば消費者被害防止何とかかんとかというような制度がありますよね。そこで、やっ

ぱり孤立しているような人が狙われているんですね。この場合には生活保護とはちょっ

と違うでしょう。生活保護を受けないと明日の食事に困るようなところに業者が来て、

物を売ったって金になりませんから、それは来ませんわね。でもやっぱり困っていると

きに、支えてくれる人がいなくて、そういうものに入っていくんですね。そうするとま

、 、ず 役場の組織内でそれぞれ何らかの意味でそういう部分に関与している課というのは

恐らく幾つかあるんだろうと思うんです。そういう中での連絡体制ってどういうふうに

なっているんですか。

●副委員長（中川委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） まず、保健福祉課がそういった窓の消費者被害というふう

なのがありましたので、消費者被害について考えてみますと、保健福祉課長もその構成

員となる消費者被害防止情報連絡会議というのが、これは一般の町民の方々も入られて

いる会議でございますけれども、その１人の構成員として、そこで情報収集をさせてい

ただき、必要な協議を行っていただいております。

また、私ども介護保険事業者が毎月１回「あみか」に集まっていただいて、皆さんの

担当するご老人の方々の情報交換などもしておりまして、そういったときに、たびたび

こういった消費者被害の話がなかったかというのが出されます。そういったこともあっ

て、警察署にも参加していただいて、厚岸町の状況をその場で説明していただくなど、
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市、また、まちづくり推進課のほうにも情報提供をいただいて、個々の情報ではそんな

にないんですけれども、 近の情報をいただくということで、私ども介護保険事業との

話題提供をさせていただいていると、そういうふうに体制をとっているところでござい

ます。

●副委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 消費者被害の関係だけが流れるということですか。他にはそういうような常

に連絡を取り合っていくようなものというのはないんですか。消費者被害そのものにつ

いての、こうこう具体的なというか、それに単一したことは後から聞きますよ、ここ違

うものということで。

●副委員長（中川委員） 休憩します。

午後４時22分休憩

午後４時24分再開

●副委員長（中川委員） 再開します。

保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） 「あみか」はご承知のとおり町立病院のほうに役場本庁か

ら離れているということでございます。役場内のこの役場本庁舎の中、あるいは教育委

員会等で、そういった福祉的なご相談、あるいはその方に対する配慮が必要な場合につ

いては 「あみか」のほうへご連絡いただくなど、担当課とその都度、その事例にあった、

対応をさせていただいているところでございます。

●副委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 個々具体的な話はもちろんできないからだと思うんだけれども、非常に抽象

的な話で終わりなんですよね、いつも。具体的にこういうような事例があったときには

すぐ、だれに相談すると。例えば、総務課で、たまたま何かやっていたときにぶつかっ

たと、そしたら、これはすぐ例え民生委員なり保健師なり、あるいは福祉課の人なりが

現場を尋ねていったほうがいいんじゃないだろうかというような、何か異変がありそう

だというようなときに、ぱっと、ここのところにはすぐ言わなければならないというよ

うな体制というか、体制までいかなくてもいいんだけれども、いうようなネットワーク

が築かれてますかって聞いているんです。

●副委員長（中川委員） 町長。
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●町長（若狭町長） 私からお答えをさせていただきたいと思いますが、かつての実例を

お話しさせていただきたいと思いますが、食中毒、学校給食センターでの事件がござい

ました。その都度は教育委員会だけでは対応できないということで、私のもとで管理職

会を招集いたしました。直ちにそれぞれの対応、配備に着かせたわけでありますが、今

ご指摘のように、それぞれの事案の中で、もちろん町長は 高責任者ですから、その点

についての対応はしたいと思いますが、いろいろな事例があると思いますので、今の室

﨑委員の質問を受けまして、さらにこういう事例があった場合はどうするとかいう、や

はりお互いの意識のつながりを持っていなければならないだろうというふうに考えてお

ります。

、 、 、 、 、 、また 先ほどから 孤独死 孤立死のお話がございましたけれども 札幌市 釧路市

そして室﨑委員が質問終わった翌日に 今度は東京の立川市で起きました もう大変困っ、 。

ておるわけであります。また、私も新聞紙上しか承知しておらないわけでありますが、

３月３日の日に、中標津町で中標津町の社協が主催で、地域の中の孤独を見逃さないた

めにという主題で講演が行われたわけであります。その講師が我々が心配しております

プライバシーが多少損なわれても、困ったときは助け合うことが大事だと。ということ

は、少々もう入り込んでもやりなさいということでもないかなと思うわけであります。

ですから、立川市の場合も、これは行政の怠慢もありました。通報を受けて、もう何カ

月もたってから行ったとか、そういうこともありますので、我々行政の責任も十分に考

、 、 。えると同時に このプライバシーの問題をどうするのか これも大事な問題であろうと

しかもまた、以前に平成22年、ＮＨＫが面社会ということで講演をいたしました。これ

がまた自治問題として、当時は造語でしたけれども、すっかりもう面社会というものが

通じるようになりました。

そういういろいろな過去の事例があるにもかかわらず、今日このような時を迎えてい

るということも十分に承知をしながら、厚岸町といたしましては、高齢化対策はもちろ

、 、んでありますが こういう寂しい死に方がないように心がけていかなければならないと

そのように考えております。

●副委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 孤立死という言い方をしたので町長も孤立死に限って、お答えいただいてい

ると思うんですが。実は考えていきますと、ご近所、お隣との結びつきがそんなに親し

くなくてもいいけれども、疎遠にならない程度のおつき合いがずっとあって、隣が何て

、 、 、いう人で どんな暮らししているのかが全くわからないような社会でなくなれば 今度

さあ、津波来る、逃げろというときには、隣のおばあちゃん大丈夫かい、逃げるよって

声かけるようになるんですよね。実は防災組織として立ち上げてというような言い方を

すると、物すごく何か大変なことをやるようだけれども、実は普段の付き合いの中でつ

くっていくものだと思うんです。

それから、変てこな業者が入ってきて、ただの水を１本1,000円もするような何とかド

リンクだって売りつけて、それで実際に私ぶつかりましたよ。そのおばあちゃんは生活

保護を受けていたか受けていないかわからないけれども、大体ボーダーじゃなかったか
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と思うのですが、その息子さんは東京にいて、亡くなったときに来ましたよ。私も昔か

らの付き合いがあったものですから、このごろ疎遠だったけれども、その息子さんから

電話あったので 行きました そしたら台所に 調理するのに邪魔になるぐらい だあっ、 。 、 、

と水が積んであるんですよ、アクア何とかってね。それで、その後、そのすごい野太い

声で、その息子さんのところに電話があったそうです、払ってもらいますと。まだ、こ

れだけ残金ありますから。その息子さんは私が横から悪知恵入れたんだけれども、わか

りましたと、出るとこ出て話しましょうと言ったら、それっきり来なかったと。やられ

てたんですよね。だけどもそんなこと誰も知らないんですよ。こういうことと結局孤立

死というのは同じ根なんです、全部。だから今言ったんです。

それと、もう一つ余計ながら申し上げますが、私らの目から見ると、行政というのは

、 。どうしても行政機関の中の結びつきというかな ネットワークに終始しがちなんですね

言葉としては協働のまちづくりとかいろんなこと言いますよ。民間活用とか何とかね。

だけども大体そうなんですよ。それで、そこから飛び出していかないと、こういうこと

はできませんよね。そうすると、例えば今、私もう郵便局は全然相手にしてくれないの

かなあと思ってたんですが、民営化のときの国会のやりとりなんか聞いてまして、そう

でもないらしいですよ、現実にやっているところあるみたいです。町長が何歳以上の人

。 、 、も全部葉書出すんですね 配達員が小さな村ですけれども 行って実際に渡すんですね

ただポンと入れていかない。そのときに状況を見てるんですね。そのときに何か変だな

と思うようなとき、あるいは行ったけど全然いなかったというのは、すぐ役場のほうに

情報が入るというふうなことをやっているところもあるそうです。

それから、例えばいろいろな宅配をする業者がいますよね。そういうところで、例え

、 、 。ば３日も新聞がたまってて あるいは牛乳がそのままになってたりしたら 変ですよね

それで旅行に行ったなんていう形跡も全くなければというのは、わかると思うんです。

それがたまたま空振りで結構なんですよ。空振りなら大いに結構なことなんです。とい

うふうなものを、ぱっと行ってみたらという程度のことを教えていただけるようなシス

テムができれば、これはすごくいいと。

それから、ごみの収集で厚岸町はセンター方式じやないですよね、一部を除いて。各

戸収集ですね。そうすると、あるとき以降ぴたっとごみが出なくなったら、何かあるわ

けでしょう。そういうことだってできると思う。そういう知恵を使って、いろいろな方

たちからその情報を受け取れるようなシステムをつくっていくことがすごく大事だと思

うんです。今、町長言ったプライバシーにちょっと一足踏み込んだと、そのときはこっ

ちがかぶるからと言わなかった民間の方は動けないですよね。そういうことも含めて、

昨日ですか、ちょっと今こういう孤立死が多いものですから、どの放送局でも15分ぐら

いのニュースショーかなんかの中に特集みたいにやっています。その中である町では、

そういうことをもうやってるところが出てました。その町長さんが言いましたね、福祉

というのはお節介なんだって。お節介焼くなって怒られるんだと。でもそれが福祉なん

だと言いました。あれいい言葉だなと思いました。

それから、手をつなぐ育成会ですか、そこのところが前にもちょっと申し上げました

が、個人情報保護というのはその人を危険に陥れたり、不利益に陥れたりするところま

で共用しているわけじゃないよという意味の声明を出しておりますが、そういうことだ
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と思うんです。いかにして、その申請主義のその届かないところというか、申請主義の

、 。欠点というのをどういうふうにカバーするか これがポイントでないかと思うんですよ

その点で、ぜひそういう組織というほどのもんじゃありません、やりとりができるよう

なものを立ち上げていくことが非常に大事でないかと、そういうふうに思いますが、い

かがでしょうか。

●副委員長（中川委員） 町長。

●町長（若狭町長） お答えをさせていただきます。全くそのとおりです。大事なことで

す。

実は、厚岸町も以前民営化する前、郵便局と協定を結びつつ、見守り協定をしており

ました。また、つい 近、郵便局とやっておるだろうなと思いましたけれども、実は民

営化した後、取り交わしていなかたんです。それにも気づきまして、早速郵便局ともお

話しさせていただきたいと思っております。

それと、いいことですから名前出したいと思います。佐川急便のほうからも、結びま

しょうというありがたいお話もございます。さらにはまた、新聞の話も出ました。新聞

屋さんとも当然私としては取り交わしていきたいと。あらゆる面をやはりお互いに支え

合い、助け合い、昨年の3.11以来強くなってきておりますけれども、その精神というも

のは大事にしなければならない。佐川急便でなくてクロネコやまとでした、失礼しまし

た。そういうことで来ましたんで、今ちょっとメモ入りました。

そういうことで、ただ実は私もびっくりしたんです。これは厚岸のみならず、日本人

として考えなければならないアンケート調査を見ました。これはもう国の調査なんです

。 。 、 、よ 実は平成23年度の内閣府が発表したんですね そうしますと ちょっといいですか

頼れる人がいないというのは、世界と日本と比べた場合、スウェーデンがわずか9.7％、

ドイツが5.4％、韓国が20％、アメリカが10.5％、日本20.3％です。それから、交流がほ

とんどないという人、スウェーデンがわずか17.6％、ドイツが8.62％、韓国が12.8％、

アメリカが29.2％、日本が31.6％。それからと隣に住んでいる人を知らない43％、これ

日本です。知っている57％。それから自分のことを知ってほしいかと、ここが大事です

ね、ほしくない67％です。知ってほしい33％。こういう結果見てびっくりしたんですけ

れども。ですから、こういうことをどう乗り越えて、我々はやっていかないといけない

のか、いろいろこの議会でも議論出ましたですね。プライバシーの問題とか、いろいろ

ありましたけれども、現実の数字が出てるわけです。ですから、そういうことを考えま

すと、やはりこれから高齢化社会を迎えているわけですから、さらに迎えるわけですか

ら、十分に高齢化対策を考えてもらわないと、私はそういうふうに考えております。

●副委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 今、町長の非常に話を伺いまして、とにかくお願いしたいということです。

それで、もう１点お聞きしますが、厚岸町は福祉事務所がないんですよね。それで、

民生委員というのを統括しているのは、釧路の、昔で言うと支庁、今、総合振興局。そ
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うすると、機構の上では厚岸町の福祉課は頭の上を越えていくことになりかねないわけ

ですよね。実際にはそうなってないと思うんですけれども。民生委員さんは多少、人に

よってばらつきあるようですけれども、それぞれの地区のことを非常によく知っている

方だと思います。釧路でそういう事件が起きましたですね、このごろ。そのときに何で

その地域の民生委員、それすぐ行かなかっただろうと言ったら、その地域は民生委員が

いないんだと。たまたま欠員になっていたんだという話も伺いまして、びっくりしまし

た。確かに民生委員の高齢化、受け手がいないという、いろいろな問題はあります。た

だ、厚岸町の場合には大変ありがたいことに、三、四十人の民生委員の方がそれぞれの

地区を見守ってくれてますよね。その民生委員と福祉課の間の情報のやりとりというの

は、例えば年に１回とか２回、会議を開いて話をする程度なんですか、それとも常時何

かやりとりがあるんですか。

●副委員長（中川委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） 厚岸町の民生委員については定数が33人と、加えて主任児

童委員２名を加えた35名の割り当てがあって、厚岸町では現在１名が諸事情がありまし

て辞退をしたいということでしたんですが、前回の昨年の大震災の後になかなか国のほ

うで委嘱事務ですか、そういった手続がちょっと遅れているようで、いまだに承認が来

ない状況で、欠員の状況は続いておりました。これについて総合振興局にお尋ねさせて

いただきましたところ、もう待たなくて新しい民生委員を探してくださいと、こういう

ようなことでありますので、この分については早急に欠員補充の作業をするわけですけ

れども。民生委員は毎月１回 「あみか」に集まり定例会、あるいは釧路、帯広まで出か、

けて、それぞれの定例会以外に研修への参加をしていただいております。

また、私ども気になる方々、あるいは民生委員から寄せられる気になる方々の相談等

については、常時担当者と個々の民生委員でやっている。新人とか多い部分もあります

ので、手に負えない場合は協議会で話し合うだとか、そのようにやらせていただいてお

ります。

●副委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 余り長くなって悪いんで、この程度でやめますけれども。釧路で、世界で初

めてというものができたのが、ＳＯＳネットワークというものですね。これはお年寄り

の徘徊した場合に、いろんな機関、釧路の場合にはＦＭ釧路から、釧路バスから始まっ

て、ハイヤーからいろんな人たちが、そのネットワークの中に入っていて、こういう年

格好のこういう服装のおばあちゃんが歩いてたら、見かけたら教えてくださいというの

をやる。警察ももちろん、保健所も中心に入っているというシステムですよね。このシ

ステムが発動した場合、うまく保護した場合、今度はそこの家に保健師が行くんだそう

です。そして、その後のいろいろなケアというものも行うらしいんです。何言いたいか

と言うと、民生委員の方と保健師の方が、こんにちはって入ってきたときは余り怒る人

いないと思うんです。保健師がやっぱり本来の業務ということは、机に向かって書類書
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くことも、それも非常に大事なんですよ。だけども、保健師なるがゆえの本来の業務と

いうのはやっぱり 「こんにちは、おじいちゃん、元気、おばあちゃん、元気」って入っ、

ていけることですよね。どうも厚岸の体制見てると、国もまた次から次といろんな報告

書出せ、これやれっていうふうに言ってくるらしいです。私直接やっているわけではな

いから、また聞きですけれども。そういう中で、本当に福祉課というのは大変なところ

で夜遅くまで電気が消えないというふうなことを町民の方も言いますよ。またガラス張

りですから、全部見えますからね、あそこは。それで、保健師が、そういう保健師なる

がゆえの業務がどんどんできるような体制に、今厚岸町はあるのかどうか、その点にお

聞きします。

●副委員長（中川委員） 副町長。

●副町長 大沼副町長 保健師の体制でございますが 実は今 新年度を迎えるに当たっ（ ） 、 、

て２名不足をしております。これは昨年からずっとホームページ等を使って募集をかけ

ておりました。一旦募集をかけて問い合わせがあったのが、鹿児島県の方、それから大

阪府の方、この２名が問い合わせがあって、試験をやりたいと言いましたら、どういう

。 。 、わけかお二人ともキャンセルになってしまいました という状況がございます 私は今

年度末を控えて担当課長から、欠員を何とかしてほしいということをずっと言われてお

りまして、現在おられる保健師さんの卒業された学校等に就職担当の先生や、お知り合

いの先生がまだ残っておられるという学校もありますので、相談をしてほしいというこ

とをお願いしました ところが 24年度につては北海道が私の情報では 24年度頭から30。 、 、

人募集をするということでありまして、これだけ一気に大量募集をかけているという年

度は、ここしばらくなかったんですね、北海道は。

ところが、そういうような状況なものですから、それを保健師を養成する学校が全部

そっちに流れてしまっているという状況で、なかなか厚岸町のほうにおいでをいただけ

るような状況にないということであります。ご存じのとおり各種健診業務ですとか、地

域に出向いて健康相談とか、保健師の皆さん一生懸命やっていただいていて大変なんで

すが、そういう今２名欠員、産休に入るという職員もおりますから、体制が非常に弱い

状況になってます。これを早急に募集をかけてぜひ補充をして、その体制をきちっと整

えたいなというふうに思ってました。これは懸案になっているところでございます。

●副委員長（中川委員） ほかにございませんか。

10番、谷口委員。

、 、 、 、●谷口委員 福祉灯油なんですが 今年度は何件で これ リッター幾らで見ているのか

、 。去年は70円から76円というように説明されたように聞いているんですが どうなのかと

、 、 、 、それから ちょっと この間 孤立死の問題が議会でも取り上げられているんですが

ここで聞きたいのは、厚岸も随分高齢者のみ世帯というのも多くなってきてますよね。

それで、 近テレビコマーシャル見ても、私は腹立つんですけれども、子供の世話には

なりたくないと、だけど葬式だけは頼むというようなコマーシャルが盛んにやられてい
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ますけれども、一生懸命育てた子供に面倒見てもらうの当たり前だというのが、私の考

えなんですけれども、そうは言ってもなかなか今大変な時代で、お年寄りだけで結果的

に孤立するような人が増えてますよね。そうしたときに、今成年後見人制度という制度

、 、ができているようでありますけれども 厚岸町はこのことについて何か手を打ったのか

そして、町長としては、この制度についてどういうふうに考えているかお伺いをしたい

というふうに思います。

●副委員長（中川委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） まず、福祉灯油の当初予算の関係でございますございます

けれども、単価88円で計上しております。なお、平成23年度当初は76円というふうに見

てございます。リッター数は双方60リッターで見ております。なお、平成23年度の交付

については既に終わったんですけれども、まだ業者から全部請求書が上がってきており

ませんので、 終的な人数は、まだ不明な状況でございます。なお、平成22年度は助成

世帯417世帯というふうになってございます。平成24年度は415件であります。

もう１点の成年後見人の関係でありますけれども、福祉サイドのほうの支援という関

係では、成年後見制度を利用に当たっての支援という形で、私ども「あみか」包括支援

センターのほうで担当をさせていただいておりまして、申立人がいないと、親族もいな

い、身寄りもいないとか、そういった場合は町長が申し立てをできる仕組み制度でござ

いますので、そういった部分においての町の支援、費用も含めて町が負担していくと、

そういう制度を設けて対応をさせていただいているところでございます。

●副委員長（中川委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 そうすると、この福祉灯油については、当初は前年と同じですよね。前年度

も415件という説明だったと思うんですけれども、世帯的には私は何か今の一般的な統計

からすると、年寄りがどどん増えていくというふうに言われているんですけれども、そ

ういう増減はこのことについてはないんでしょうか。

それから、今のところ、この具体的な成年後見人についての厚岸町の取り組みという

のは、町民というか、そういう人たちに対してこういう制度があると、そういう人たち

、 、 、にと言ったら失礼になっちゃうから 厚岸町の広報等を配布する中で あるいは広報に

こういう制度があるというようなことを広報していくというようなことを、あるいは民

生委員等を通じてのそういう広報を進めるというようなことができるのか あるいはやっ、

ていくのか、いるのか、その辺について再度質問いたします。

●副委員長（中川委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） まず、世帯の動向でありますけれども、私どもその世帯が

どういう世帯であるかという状況については、やはり申請があって実は初めてわかると

いう仕組みに、申請があってその世帯の状況を必要な広報等で確認して、該当するかど
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。 、 。うかという状況なわけでございます それで 要は申請をしてこない方もたくさんいる

実は、その申請をしてこない理由がどうなのかということは調査してはいなかたんです

けれども、例年の実績を見ると、22年が417で、21年が419、平成20年が452なんですね。

実は、このとき物価高騰して非常に灯油が高くて、冬が大変だということで、福祉灯油

に非常に関心が持たれた。この関心が持たれたときに、こういう普段は四百十何ぼなん

ですが、ここは459が来るということで、そのとこは実際のところはつかめないといいま

すか、例年でいくと419、417でありますので、実は今年もそのあたりの状況ではありま

した。

それから、成年後見制度なんですけれども、成年後見制度と、ただぽっと広報に出し

ても、なかなか一般町民には理解していただきたいという部分では大変な内容になりま

す。それで実は、広報等を確認しましたところ、これまでＰＲを行った形跡がございま

せんでした どうやっていたかと言うと あみか に来た方々の個々の相談に応じてリー。 、「 」

フレットを用いて、成年後見制度のＰＲの範囲でとどめられていたということがわかり

ました。

今後においては、ＰＲがやはり課題だということで、現在介護保険計画と、それから

高齢者保健福祉計画策定中でございますけれども、この中にこのＰＲ、住民への周知、

理解ということを強くうたい込んで、計画をまとめようという作業をしているところで

ございます。

●副委員長（中川委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 福祉灯油については、そのときの状況だとか、それから以前は100リッターま

でやった時期もありますよね。そうするとやっぱり関心も当然出てくるんではないのか

なというふうに思うんですよ。ですから、そのあたりは厚岸町の福祉政策が前進してい

るというか、そういう言い方をすると町長にしかられたら困るけれども、前進したり後

退したりを繰り返しているわけでしょう。それに合わせてやはりこういうものに関心も

変わってくるのではないのかなと。必要ない人に福祉灯油ということにはならないと思

いますけれども、手続だとか、先ほどから言われている申請主義でやられていることで

すから、そういう煩わしいんであればというのも出てくるんではないのかなというふう

に思うんですけれども、今後の改善点みたいなのが考えているんであれば、説明をして

ほしいなと。

それから、成年後見制度については、その身寄りがないとか、それだけではなくて、

親子親戚でもなかなか難しい問題が出ている場合に、この制度を活用すべきではないの

かというようなことも言われてますよね。そうであれば、やはりそのことも含めて、か

えって身内の場合のほうが悪かったというふうなことも話にはないわけではないですよ

ね。ですから、そのあたりも含めて、そういう今ある制度をやはりわかりやすく説明で

きるようなことを体制としても、とっておくべきではないのかなというふうに考えます

が、いかがでしょうか。

●副委員長（中川委員） 保健福祉課長。
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●保健福祉課長（松見課長） 福祉灯油でございますけれども、制度発足古いんですけれ

ども、これまでの間に該当世帯とする対象者の見直しだとか、追加等を行って現在経て

おりますけれども、今後に向けて現状に照らして対象者のあり方とか、そういったもの

について検討をしてみたいと思います。

なお、成年後見制度につきましては、先ほど現状の町の体制についてご答弁申し上げ

ましたけれども、身寄りのいない人だけではなく、町として支援すべき世帯について、

どう支援していけるか、それらも含めて現在も検討してございますので、ご理解いただ

きたいと思います。

●副委員長（中川委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●副委員長（中川委員） ほかにございませんか。

（な し）

●副委員長（中川委員） 休憩をします。

午後４時59分休憩

午後４時59分再開

●副委員長（中川委員） 再開します。

本日の会議はこの程度にとどめ、12日の10時から、審査を行いたいと思いますが、こ

れにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●副委員長（中川委員） ご異議なしと認めます。

よって、本日の委員会は、これにて閉会いたします。

ご苦労さまでした。

午後５時00分閉会

以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。

平成２３年３月９日
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