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厚岸町議会 平成２４年度各会計決算審査特別委員会会議録

平成25年10月23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年度各会計決算審査特別委員会を開会いた

します。

●委員長（佐藤委員） これより、審議に入ります。

進め方は、款・項ごとに進めてまいりたいと思いますが、これに、ご異議ございませ

んか。

（「異議なし」の声）

●委員長（佐藤委員） 異議なしと認めます。

それでは、款・項ごとに進めてまいります。

●委員長（佐藤委員） 先の第３回定例会において、本委員会に付託された決算認定10件

のうち、始めに、認定第１号、平成24年度厚岸町一般会計歳入歳出決算の認定について

を議題といたします。

各会計歳入歳出決算書の13ページをお開き願います。事項別明細書の歳入から進めて

まいります。

なお、質疑の際は、ページと事業名を特定のうえ、行ってください。

それでは、進めてまいります。

１款 町税、１項 町民税

２項 固定資産税。

10番、谷口委員。

●10番（谷口委員） 町税全般にわたってお願いしたいんですが、この際ですから、年度

別の収入額を見ますと、年々向上してきていることが資料等でわかるんですけど、実際

課税客体の推移はどうなっているのか。厚岸町は残念ながら、人口減が続いていますけ

ど、それに伴って対象も変わってきていると思います。収納されている努力も十分反映

されていると思いますけど、そのあたりをどのように考えているか、ご説明願います。

それから不能欠損なんですが、町税全体で400万弱の状況にありますけど、 近の法人

税について滞納が続いているが、その辺の状況について納税できない状況についてどう

なのかと。不能欠損扱いで現在厚岸町に住んでいて、何らかの理由で払えない状況なの

か。細かいことを言えば、軽自動車税21,000円とありますけどそれらの扱いについて。

不能欠損全体にわたって教えていただきたい。
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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） まず、課税客体の推移がどうなっているかということなんで

すけど、町民税の納税義務者数で申し上げますと、24年度は4,679でありました。これが20

年度ですと４千946ということで、わずかずつではありますけど納税される方が、減って

いる状況です。

そういったことで課税額自体もわずかずつ減っている状況です。

それから法人の関係でありますけど、ご質問者おっしゃるとおり昨年より法人税の未

納額が増えています。

これは事業活動の中でございますので、全体の傾向としてなかなか分析しにくいなと考

えてますけど、このことは平成25年度のこととも関連がありますが、24年度にこれだけ

滞納があったということは、事業活動が思わしくなかった方がいらっしゃって、納税ま

では行かなかった、その中で実は12法人のうち４法人は５月に入ってから、それ以外の

４社については分納中でございます。１社については折衝中でございます。2社が完納で

あと１社は東京本社の会社でありますけど、なかなか状況把握がむずかしいということ

で、連絡を取っても連絡が取れないという状況でありまして、いろんな機関を使って照

会中ということでございます。以上が法人税の滞納の状況でございます。

軽自動車の不能欠損については、停止期間満了ということです。これはどういうこと

かと申しますと、生活困窮されていて納税できないという理由です。もう１件は４年の

時効を迎えたということで、過去の部分で生活がままならないという理由でございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●10番（谷口委員） 結果的に不能欠損、収入未済額という状況が毎年出ている。先ほど

１回目でも質問しましたけど結果的に納入できない状態が個人、法人すべてあるわけで

すけど、今年度含めてなかなか納めずらい人が増えているのか、今の社会保障制度を利

用することによって、納めることが不可能になっているのか、その辺はどうなのか。

●委員長（佐藤委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） ひとつひとつ細かく見ると、それなりの理由がありますけど、

まず全体の納税の傾向について、答弁させていただきたいと思います。昨年の決算状況

で町税全般において、現年度分は町税収納史上 高の収納率であったことをご報告させ

ていただきましたが、それに引き続き24年度はどうであったかといいますと、実はそれ

を上回る率を達成できたということでございます。

23年度は97.88％24年度は98.29％で98％を超えたのは初めてのことです。滞納分の収納

額でございますが、これは、23年度は約2,370万円ほど入ってございます。

24年度は約2,150ほどでございます。

結果として全体の未納額ですが、前年度より1,000万円ほど圧縮することができました。

これは町税全般では、4年連続未納額の減少ということでございます。それと現年度分と
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滞納分を合わせた未納額は1,780万円ほどだったんですけど、これも昭和52年以来、 も

少ない額となりました。また、収納率が上がったということでございます。

また、町税と併せて国保税も重複して納める方もおりますので、両方見ないと現年度

の状況を見ることができません。国保の状況をお話ししますと、収納率は、94.65％で平

成23年度93.49％で1.26ポイント良くなっています。これは、10年ぶりに94％になってご

ざいます。しかも滞納分の収納額については、前年分は3,000万円ほどでしたが24年度は

3,800万円ほどということで、収納額を大きく伸ばすことができました。

結果として現滞合わせて翌年度の繰越額は、前年度よりも2,400万円ほど圧縮すること

ができたということであります。これにつきましても、２年連続滞納額を圧縮できたと

いうことであります。これから読み取れるのは、税金に関しましては、現年の収納も進

んでおり、滞納分も収納が進んでいる傾向にあります。ただ個々人の中で不能欠損にも

あったとおり、課税された際には納税資力はあっても納めるときには、それぞれの事情

で納めることができなくなったということです。それが何年か続いて、不能欠損に陥っ

たという人はいらっしゃることは確かです。ただ全体的には、収納が進んでいる傾向に

あるか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。

●10番（谷口委員） 分かりました。それで法人のほうですけど、結果的に完納されてい

る方、あるいは分納しながら25年度に持ち越している人というお話なんですけど、全体

として、これら事業主が営業は続けていると思うんですが、経営が上向いているのか、

どうなのかそのへんの傾向について聞きたい。

●委員長（佐藤委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 年内分納中の人は、それなりに苦しい中でも納税するだけの

余力を持ちながら営業を続けているというふうに考えてます。その部分が３社分納であ

ります。分納予定が1社であります。相手先との関係において、相当厳しい状況が続いて

おりますが、その状況が改善したならば直ちにしたいという申出書でございます。

また折衝中の所は、ここは営業的には非常に厳しい状況であるというところは、１社

であります。それぞれ事業活動の中でありますから、それぞれ諸事情があり、そういう

中で我々は聞き取りを行いながら進めていきたいと考えてございます。

（「いいですの声」あり）

●委員長（佐藤委員） 他に町民税ございませんか。なければ進みます。

２項固定資産税、

３項軽自動車税、

４項たばこ税、

５項特別土地保有税、
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６項都市計画税、

２款地方譲与税、

１項地方揮発油譲与税、

２項自動車重量譲与税、

３項地方道路譲与税、

３款１項利子割交付金、

４款１項配当割交付金、

５款１項株式等譲渡所得割交付金、

６款１項地方消費税交付金、

７款１項ゴルフ場利用税交付金、

８款１項自動車取得税交付金、

９款１項国有提供施設等所在市町村交付金、

10款１項地方特例交付金、

11款１項地方交付税、

12款１項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

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●10番（谷口委員） 保育所の保育料だと思うんですけど、38万5,405円の未納があるんで

すけど、これは前年度に比較してどうか、それから道営草地整備改良事業負担金、これ

はいつも年度変わったら入っていた様ですけど、納入状況はどうなのかな。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） 20ページ児童福祉負担金38万5,405円につきましては、認可

保育所の負担金でございます。

24年度の未納額に対しまして23年度の状況につきましては、433万365円でありましたが、

これが平成24年は385万5,405円に、収納率アップと申しますか滞納分の減少となったとい

うことでございます。

●委員長（佐藤委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） 道営草地整備改良事業負担金につきましては、滞納という

のはございません。

平成24年度に草地整備事業を実施した農家から負担金をいただくものでございまして、

これを負担金として収入にして、町から北海道に支出するものでございます。

今回につきましては草地整備改良事業の厚岸地区の負担金1,997万9千円、それと浜中

西部地区負担金が52万2千円ほど、それと尾幌地区の負担金これは、３地区合わせての負



- 5 -

担金でございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員

●10番（谷口委員） それぞれが収入未済額になっている訳でしょ。年度変わって入って

いるかということを聞いているんだけど。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） 平成25年度に繰越した385万5,405円の収納状況について、ご

答弁申し上げます。これは、9月末までの実績から出ておりますので今年度32万2,910円

の収入がされております。

この時期の昨年度では、42万2,450円であります。繰越額が減少している分、収入が一

昨年と比べて落ちている状況にありますけど、いつもの例から見ますと9％から10％の率

で収入がされている状況です。

●委員長（佐藤委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） この分につきましては、繰越をしております。

道営草地整備改良事業、浜中西部地区、尾幌第２地区の３地区それぞれ平成24年度で

もって経済対策事業の補正予算がつきまして、それぞれ前倒しとなっております。

平成24年度に事業を前倒ししている部分について、平成25年度に繰越をしていただい

てる分であり、その繰越している分が未済額になっておりますので、ご理解願います。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●10番（谷口委員） そうすると、この保育料のほうなんですけど、保育料はこのままで

いくと、何とか年度内にすべて今未納額になっている分は、収納されているものと理解

していいかどうなのか。これが更に滞納に繋がっていくのか、それを教えていただきた

い。

それから、前倒ししたということなんだけど、農家の負担は事業をやったらその段階

では負担金は納めなくてはなりませんよね。それで納めるのも1年間伸ばせることが可能

かと云うことで、ここで収入未済額として記載されているということで理解していいの

か、それとも、この収入未済額は25年度の中で納めなければならないのか、というふう

に考えていいのか、この下の国営農地再編整備事業負担金これも含めてちょっと教えて

下さい。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） 保育料の件でございますけれども、平成24年度決算におい
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て前年度までに滞納していた方以外に、新たな滞納者が発生しないように皆さん一生懸

命納めてくれた状況で、それまで滞納があった方がやっと生活も余裕が出てきたんでし

ょうか、保育料の方に納められる傾向が出てきています。

そんなことで、今後現年度分につきましては、前年度同様のペースで収入がされてお

ります。今後半年間ありますけど、このほかに新たな滞納が生じないような、相談対応

を行うことで滞納繰越額は私どもとして何とか減らしていきたいなと思いますけど、完

納まではもう少し時間がかかるだろうと、そういう考えでおります。

●委員長（佐藤委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） 道営草地の負担金につきましては、平成25年度の繰越事業

実施としておりますので、この事業が終了しましたら負担金が発生するということで、

前年度分まで納入いただくということになります。

次に国営農地再編整備事業につきましては、平成5年から平成11年度に厚岸西部地区パ

イロット事業の事業実施したものの、農家負担金ということで、平成13年度から平成24

年度までの期間で分割して支払いするという内容のものでありまして、平成24年度が

終年になりますけど14件分が446万9,154円ということで平成24年度で完了するという内容

のものでございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●10番（谷口委員） 国営農地再編整備事業負担金について、いま課長の話では平成24年

度で終わるといわれましたけど、24年度の納期は決算までなんでしょ。そこでこれは全

部終わったと考えていいのか。

●委員長（佐藤委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） 平成24年度で完了いたしました。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●10番（谷口委員） だけど収入未済額ってあるわけでしょ。収入未済額は道営草地と国

営農地の額の合わした額が3,925万円になるのかな、違うの、だって道営草地の方は2,639

万円で国営が446万9千円ということに説明書は書いてあるが違うのか。

●委員長（佐藤委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長）申し訳ありません。収入未済額で3,086万24円でこれが説明欄

に書かさっている収納額で道営分が2,639万870円、それから国営分446万9,154円、国営事

業については、収入未済額についてはないということになります。
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（「いいです」の声あり）

●委員長（佐藤委員） 他に３項ございませんか。なければ進みます。

14款使用料及び手数料、1項使用料

10番、谷口委員

●10番（谷口委員） ここでおたずねしたいんですが、住宅使用料でいくと収入未済額あ

りますよね。キノコ住宅含めて収入未済額ちょっと教えて下さい。

●委員長（佐藤委員） 建設課長。

●建設課長（高谷課長） 住宅使用料でございますけど、町営住宅のみでございます。キ

ノコ住宅の方は後段の方です。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●10番（谷口委員） 今、134万310円収入未済額だと出てますけど、滞納額と現年度の額

教えて下さい。

●委員長（佐藤委員） 建設課長。

●建設課長（高谷課長） 今回の134万310円の内訳ですけども、現年が58万8,150円、滞納

が75万2,160円の合わせて134万310円でございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●10番（谷口委員） あのこれは、前年度と比較して増えているのか。減っているのか。

そのあたりは。

●委員長（佐藤委員） 建設課長。

●建設課長（高谷課長） 23年度決算では、全体で97万3,060円で、その中身の現年は、22

万5,500円で滞納は74万7,560円で、ございます。

今回滞繰は74万7,560で前年度は75万2,160円で差し引き4,600円の差でそんなに変わら

ないのですが、現年度分が58万8,150円に対して前年度決算では、22万5,500円ですので36

万2,650円増えている、という金額的にはそういう実態でございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●10番（谷口委員） それで結果的には現年度が増えてきてますよね。
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さきほど税金の方は税財政課長が胸を張っておられましたが、こちらは若干増えてき

ている。この要因はどうなのか。

●委員長（佐藤委員） 建設課長。

●建設課長（高谷課長） 要因といいますのは、現年が増えているということで、入居者

の方について分析いたしましたら、ご家族の方の遠方にいる息子さんが交通事故を起こ

して、その方の生活が困窮しているということで、仕送りをなさって住宅料の現年分が

滞っているということで、もう１件の方は、少し借金を抱えてて支払いが滞っている方

が２名いる。ちょうどその差でございます。

●委員長（佐藤委員） 他にございませんか。なければ進みます。

23ページ２項手数料３項証紙収入、

15款国庫支出金、１項国庫負担金、

２項国庫補助金、

３項委託金、

16款道支出金、１項道負担金、

２項道補助金、

３項委託金、

17款財産収入、１項財産運用収入、

２項財産売払収入、

９番、南谷委員

●９番（南谷委員） １項財産運用収入でお聞きします。733万392円でお聞きします。よ

ろしいですね。

石材売払代43万8,007円計上になってますが、当初予算が160万円なのに当初予算と違っ

てるんですよね。それから対前年比も調べて見たんですけど、平成23年度決算で160万円

ほど計上されておって対前年比で、116万円のマイナス、そして前年度予算とでは84万5

千円ほど減額になっております。

更には平成24年度厚岸町各会計決算審査意見書の10ページです。17款財産収入が記載

されております。この中段の６行目ですが、なお、その他不動産等収入において、売払

数量・金額の確定手続きの遅延を理由に当年度は未調定・未収入となり、翌年度の売払

収入となる状況があった。貴重な歳入財源確保のためにも、その事務執行を適正に取り

進めるべく担当部局に厳しく指導徹底いたしたいという記載があります。

これを読ましていただきまして、何らかの遅延行為があったんではないかなと、私な

りに判断をさせていただきました。詳しくはわからないです。まずは内容についてお伺

いします。どういうことか、どうなって簡単でいいですから簡潔に説明いただきたい。

●委員長（佐藤委員） 建設課長。
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●建設課長（高谷課長） 今回決算で計上しております石材売払代43万8,007円でございま

すが、この売払収入は石材の売払代として278143万8,007円でございまして、実はです

ね、平成24年４月から９月までの石材売払代でございます。

平成24年10月から３月までの売払手続きを今年平成25年５月31日の出納閉鎖期間過ぎ

ても大変申し訳ないんですが、うっかり忘れていたため、歳入調定されないためであり

ます。

平成25年５月20日に税財政担当から、平成24年度の出納閉鎖まであと10日間で調定漏

れはないか、との再確認の事務連絡があり、その時点でも石材の売払調定のし忘れに気

づきませんでした。このことが事実であります。全く申し訳なく私の監督不行き届きで

ございます。申し訳ありませんでした。

●委員長（佐藤委員） ９番、南谷委員。

●９番（南谷委員） 出納閉鎖期間含めて金額、売払数量確定手続きの遅延により当年度

の未調定未収入になったことは大変遺憾に思います。

職員の皆さんは、会計年度独立の原則、職員でございますから、基本中の基本です。

これはね、職員だったら先輩たちがしっかり、指導してきているはずではないんです

か。しっかり事務の遂行をしていただきたいと思います。

そこでお尋ねさせていただきます。その後、この処理はどのようになったのか。今回

の処理を踏まえて今後どのような処理を講じられるのかお尋ねさせていただきます。

●委員長（佐藤委員） 建設課長。

●建設課長（高谷課長） その後の処理と、どのような対策を講じられるかということで

ございますが、さきほど述べましたように、調定を忘れたことに気づいたのは、６月４

日に監査の担当から定期監査資料の提出についての事務連絡依頼があって、その提出書

類の中の石材処分について確認したところ、歳入調定のし忘れに気づきました。そこで

早速６月14日に業者から下期分の売払実績の報告をいただきながら、6月28日に下期分の

売払実績として5,193、金額にして81万7,739円の歳入調定いたしまして、今年７月12日

に納入されました。

平成24年度の石材の売払収入はここに示してあります43万8,007円と忘れていた81万

7,739円合わせて7,972125万5,746円であり、このように未調定、未収額を生じ、会計年

度独立の原則という基本を欠き、全く基本の基本ができていなかったことについて、誠

に申し訳ありませんでした。

次に、どのような対策を講じられるかについてですけども、その業務を直接担当する

以外のスタッフを含めて今回の場合、それぞれの事務事業も含めて、その者だけに任せ

っきりにせず、共通の認識をして事務項目のリストを導入して、係内全体、課内全体が

事務処理を把握できる体制を講じて行きたい。

今年のような年度をまたぐような事務事業について、係内、課内全体でチェックを通

じて、今後このようなことが生じないようチェック体制をとりながら徹底してまいりま
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すので、ご理解いただきたい。本当に申し訳ございませんでした。

●委員長（佐藤委員） ９番、南谷委員。

●９番（南谷委員） 私は結果につきましては、本当に残念なことだと思います。しかし

ながら、過ぎたことではないんだけど、過去ばかり見てもだめだと思うんです。今回の

経験を生かして、今後の事務執行に生かしていただきたい。

私が思うに建設課は近年人事異動も多く、若い職員の皆さんが異動でそれぞれの持ち

場を担当されております。人事異動はそれぞれ担当者にとって、将来職員として人間形

成に大変貴重なことでもあるし大切なことだと思います。しかしながら異動したとき、

課長はじめ上司の皆さん、それから周りの同僚、前任者の引き継ぎというものは、不可

欠だと思うんですよ。

近年建設課は、台風の被害とかめまぐるしく、住民要望が多くございます。当然人間

ですから一生懸命やると目の前の事務作業や行動にとらわれがちでございますけど、や

はり事務職としてしっかりと腰を据えて課長は指導していただきたいし、疑問があった

場合建設課は若いスタッフがそろいました。将来をしっかり担っていただかなければな

りませんし、私の経験からすると異動したときは、初めての職場の時もあります。

自分一人で抱えきれないときもあると思うんですよ。周りとカバーリングというんで

すか、検証が必要だと思うんですよ。これは、建設課以外でもあると思うんですよ。今

回、監査委員の方でこのような措置をしていただきました。私は議会としても町として

も監査委員は英断を下したと思うんですよ。書面に残した訳ですから。ですから残った

からといって執行者は卑屈になることなく今回を契機にしっかりと前向きに捉えていた

だきたいし、そのような考えで進んでいっていただきたいと思います。

あることわざの中に「凡事徹底」ということわざがございます。簡単なことを徹底し

てもらうという意味でございます。

しっかりと簡単な作業でも、繰り返して連携をとりながら検証していただきたいな。

そんな思いで質問を終わらせていただきます。

しっかり頑張ってお互いにもちろん、担当者は異動した場合には、相談したり周りの

意見も聞くことが大事だと思います。それを周りの管理職皆さんは、しっかり徹底して

いただきたいと思いますが、いかがですか。

●委員長（佐藤委員） 建設課長。

●建設課長（高谷課長） 今回の件に関しましては、特に私の監督不行届きで大変申し訳

けありません。今回の経験を生かしながらしっかりやってまいりますのでご理解願いま

す。

●委員長（佐藤委員） 他に３項ございませんか。なければ進みます。

18款1項繰入金19款繰入金1項基金繰入金 ございませんか

20款1項繰越金、
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21款1項延滞金加算金及び過料、

２項預金利子、

３項貸付金元利収入、

４項受託事業収入、

６項雑入、55ページまで進みます。

２款１項町債 ございませんか。

なければ以上で歳入を終わります。

次に歳出に入ります。63ページですね。

１款１項 議会費

86ページ２款総務費、１項総務管理費、

87ページ２項徴税費、

89ページ３項戸籍住民登録費、

94ページまで進みます。４項選挙費、

５項統計調査費、

97ページ監査委員費、

３款民生費１項社会福祉費、

123ページまで続きます。ございませんか。

123ページ児童福祉費、137ページまで進みます。ございませんか。

次に137ページ４款、衛生費、１項保健衛生費、

151ページまで進みます。２項、環境政策費

161ページまで進みます。161ページ、５款農林水産業費、１項農業費、ございません

か。

183ページまで進みます。183ページ２項林業費191ページまで進みます。

191ページ、３項水産業費、ございませんか。

191ページ、６款商工費、１項商工費

10番谷口委員。

●10番（谷口委員） プレミアム商品券の換金率なんですが、この補助金、出しっ放しと

いうのも何ですけど、全体の発行額というか、金の回り具合というか回収というか、金

の回り具合についてお聞きします。

●委員長（佐藤委員） 町づくり推進課長。

●町づくり推進課長（湊谷課長） お答えいたします。

厚岸町からの補助金500万円につきましては、プレミアム相当分でございます。

全体発行額の状況でございますが、全部で5,100セットで、1セット5千円、20％プレミ

アム6千円相当でございますけど2,550万円分の商品券を発行してございます。

利用状況は、24年度おおまかに湖南と湖北に分けますと、5,100セットのうち湖南地区

1,695セット全体の33.7％湖北地区が3,405セットで全体の66.3％というふうになっていま

す。
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また、この商品券を利用されている状況ですけども、利用されたお店屋さんをいくつ

かのタイプに分けますと、大型店といわれるところが３店ほど厚岸町に入ってますが、

ここの利用は33.5％の利用、それとスタンドの方に8.8％、美容室の方に0.9％、飲食スナ

ックで５％、食料品小売りで35.6％、その他で16.2％という状況でございます。

また購入はしたんですけど回収の状況ということで、総体で3,060万円ほどになります

けど、実際に利用されている部分で 終は。

訂正させて下さい。さきほど回収状況を説明させていただきましたが、中間の数字を

申し上げてしまいました。

終でございますが、販売の業種でございますが、一番多かったのは、 終的には食

料品小売りでございます。36.6％でございます。大型店が30.8 ％、スタンドが11.6％、

美容室が1.1％、飲食スナック4.9％、その他履き物家電等でありますが15.1％でございま

す。

全体の額面で行きますと3,060万の発行となりますが、実際に利用されて換金に至った

ものは3,052万2千円でございますから、利用状況としては99.7％、 終的に利用されなか

ったのは、0.3％ということになりました。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●10番（谷口委員） そうすると、換金率はいいということなんですね。

●委員長（佐藤委員） 町づくり推進課長。

●町づくり推進課長（湊谷課長） この手のもので、換金率が良いか悪いか、判断がつか

ないんですが、期間が限られてますので、商工会と連絡を取り合って町としては、使い

残しがないように町民の方が買われて利用されないと言うことは不利益になりますし、

使う使わないは個人の自由ではありますけど、忘れているという事は当然ありますから、

私どもとしては、防災無線で期日が近づいた時点で何度か呼びかけをして、できれば100

％になるような方向で行ったところであります。

（「いいです」の声）

●委員長（佐藤委員） 商工費他にございませんか。なければ進みます。

217ページ７款１項土木管理費、

219ページ２項道路橋梁費、231ページまで進みます。

３項河川費、

４項都市計画費、

237ページ公園費、

239ページ６項住宅費ございませんか。

８款消防費

10番、谷口委員。
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●10番（谷口委員） 決算の町長説明で防災力強化をおしゃってましたが、資材等も納入

されて、施設も整備されたということなんですけど、今回台風などもありまして災害に

対する備えや、10月に講演会も実施されて南三陸町の町長も来て事業も行われてきたん

ですけど、今回整備された備蓄の関係も整備されましたけど、南三陸町の町長も強調さ

れてましたけど、ネットワークについて、災害地同士がネットワークするんだって、全

く違う遠方との自治体との連携が必要になってくるというような説明をされておりまし

たけど、そういうことを今後考えていくのか、それともう一つお聞きしますが、先月の

台風災害みたいに開発だとか自衛隊とか厚岸町に災害が起きているということで情報等

の収集に。

●委員長（佐藤委員） ちょっとすいません。休憩します。

午前11時09分休憩

午前11時10分再開

●委員長（佐藤委員） 再開します。

●10番（谷口委員） よろしいですか。今回もさきほどから防災会議だとか設置されて、

こういう予算の中で、進められてきておりますけど、そういうものを含めて、今後この

決算やいろんな事象含めてやっていく中では、対策がきちんととられていなければ、何

でこのフェスタをやっていくのかといえば、来年度の予算に一定程度反映する、そうい

う考えがあってこの時期にやっている訳ですから、その時期も含めてお答えをお願いし

たい。

●委員長（佐藤委員） 総務課長。

●総務課長（会田課長） 釧路管内町村、さらには関係機関も含めての協定というものは、

既に締結されています。

特に釧路管内の町村については、沿岸部に面している浜中町、厚岸、釧路町、釧路市、

白糠町ということになるかと思いますけど、このほか山沿いにあります標茶町、弟子屈

町、鶴居村はこれら含めて協定を締結した上で、それぞれ考えられる災害というものは、

当然海岸地帯におきましては地震津波、特に津波被害は大きいだろうと考えますし、山

沿いについては、火山による災害に伴う災害復旧、釧路管内につきましては、海岸と山

沿いに分かれておりますし、それぞれの性質の中で協定を含めて大きな災害があった場

合については、それぞれ連携をして協力し合うことになっております。

また厚岸町の場合もし大きな津波があった場合、この一時期それぞれ避難場所を見直

して今整備しているところでありますが、これが東北地方のように避難が長期にわたっ

た場合、厚岸町の住民が一時期でも住家が被害を受けてしまう訳ですから、ある一定期
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間ホテル等々に避難していただく措置も必要になってくる訳ですけど、これにつきまし

ては、いま、弟子屈町と町長から指示がありまして、今協議を進めているところであり

ます。

24年度、25年度の予算においても、防災対策様々進めております。

一定の防災対策については、25年度、更には26年度これである一定のハードの部分の

守備は、できると考えておりますけれども、まだまだ自治会からの要望等もございます

ので、更に見直した上で万全な対策を講じてまいりたい。このように考えております。

（「いいです」の声）

●委員長（佐藤委員） 他にございませんか。６番、堀委員。

●６番（堀委員） 私もこの項でお聞きしたいんですけど、奔渡３丁目の福祉施設に避難

階段が整備されて、屋内を通って避難場所まで上っていく訳なんですけど、大津波警報

が出た場合、夜間とか休日の場合、当然施錠されていると思うんですけど、その場合、

どの窓を破って入っていけばよろしいでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） コア奔渡施設のことでございます。

奔渡町自治会の方にお願いしておりまして、緊急時については鍵を持っている方がま

ず駆けつけていただくというふうに理解をしております。

ただその鍵を持っている方が、居なかった場合についての窓を破る場面の想定につい

てはしておりませんでした。

●委員長（佐藤委員） ６番、堀委員。

●６番（堀委員） ただ警報が出たと同時に鍵を持っている方が駆けつけて、だれよりも

早く駆けつけてくれればいいんでしょうけど、なかなかそういう状況というものがない

ということであれば、早急に屋外から上っていける様にということは、昨年度の総務産

業常任委員会の時にも指摘させていただいたんですけど、いっこうにそれらの対策につ

いてはない、そういった場合を想定した中においても、どうすればいいのかというよう

な指示がない中で、幸いにしてここ何年間かは大津波警報がない中で、良かったかもし

れないですけど対策がとられないのであれば、しっかりと使用方法について、検討とい

うものがされなければいけない思うんですが、どのようになってますか。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） 非常時の屋上に上がる手段として産建等の意見も参考にし

ながら担当課と協議しながら、検討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） ６番、堀委員。

●６番（堀委員） 検討した結果について、自治会なりを通じていただくといった中で住

民周知も十分図ってもらうと。

そして当然奔渡、誰が一番 初に逃げるかといった中では奔渡の住民だけじゃないわ

けですから、全町民に対してどのような形をとるか周知していただきたいんですけどよ

ろしいでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長）検討した結果につきましては、周知を図るように取り計らい

たいと思います。

●委員長（佐藤委員） 他にございませんか。なければ進みます。

９款教育費 １項教育総務費。

●委員長（佐藤委員） ６番、堀委員。

●６番（堀議員） 資料請求させていただきました。教育委員会の現状に関する調査とい

うものを要求させていただきました。

委員会の方々には中々資料の作成においては、大変だったろうなと苦労かけて申し訳

なかったと思うんですけど、この資料自体は設問の調査、設問に対する回答状況とまた

後段の方では、委員会の会議の概要ということになっておりまして、今朝配られたもの

ですから、私も急いで読んで、未だすべてを把握しているわけではないんですけど、そ

ういった中で何点かお聞きしたいなと思っています。

調査の設問の中で、どのような回答をされたのかという中で１の教育委員会の現状に

関する中で、１から４に当たる部分ですね。

教育委員の現状についてお聞きしたいなと思います。教育委員の状況、厚岸町は当然

教育委員は５人いるわけですけど、内保護者である委員の数というのが１人というふう

になってます。

厚岸町は多いとき３名はいないと思うけど、２名はいたと思ってるんですけど、現在

は１名といった時にじゃあ何名がいいのか、そういうものがあればお答えをいただきた

いと思いますし、また、その下の方の３番に再任回数ですねゼロ回が１人、１回が１人、

２回が２人、教育長の再任回数が３回となってますけど、この再任回数なんですけど、

全国的な平均を見るとですね、ゼロ回から１回という者がほとんどを占めるような形に

なるんですね。

ゼロ回から１回の再任回数が84％ですか、というような形が、全国平均では出ている

といった中では、やはり教育委員というものは、一定期間の中で少しずつ変わっていく

のが理想なのかなと、この結果から見ると思うんですけども、といった中ではゼロ回か

ら１回というものが多くて、むしろ２回というのがよほどの事情がなければ、と思うん
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ですけどこれについては、どのようなお考えなのかお聞きしたいと思います。

また、教育委員の研修ここでは、厚岸町で行った研修２回となってますけど、全国で

の平均は5.8回ですか約６回くらい行っていると、うちは町村独自で行ってるのが、4.8

回から５回くらいやっているという中では、そのような結果を見ると教育委員に対して

の町内研修というものが、十分にされているのか非常に不安に思うんですけど、まずこ

れら３点について教えていただきたいと思います。

●委員長（佐藤委員） 教育委員会管理課長。

●教委管理課長（佐田課長）ただ今のご質問でありますが、まず１点目の保護者である委

員の数ということで、厚岸町においては１名というふうになってます。

この数において何らかの定めがあるのか、というご質問でありますが、基準というも

のはございません。

教育委員現在５名おりますが、それぞれの保護者であったり、それからいろいろな経

験を持った中で教育行政に携わった方々ということで、議会の承認を得た中で任命され

たということであります。

それから教育委員の再任の関係でございますが、教育委員については教育委員会制度が

発足してから毎年１名ずつという形の中で、４年間にわたってそれぞれ１名ずつという

ことで当初発足しております。

それで毎年ということになりますと、毎年教育委員が替わってったり再任されていくと

いうことになりますが、厚岸町においては、２人いっぺんに辞めた部分がありまして、

毎年選任ということになってきている現状にあります。

●委員長（佐藤委員） 休憩します。

午前11時24分休憩

午前11時25分再開

●委員長（佐藤委員） 再開します。教育長。

●教育長（富澤教育長） 今説明が不十分だったと思いますので、ご説明いたしますが、

今説明したようにそれぞれ任期がずれております。

教育委員さんが前の教育委員がお辞めになるとき、一緒に辞められた経緯がございま

して、新たになった方がすぐに任期が来て在任期間ですから、２回再任されてるんです

けど実際にはお二人は同じ期間しか教育委員やってないんですよ。

片方の方は在任期間が少なかったので、すぐにもう一度更新されたという関係があっ

て、実際には２回といっても８年間やっているという状況にはございません。

３点目の研修の問題でございます。この件につきましては、私どもも特に委員になら

れたとき教育委員手帳の講習も私どもで行いますし、またその他、機会に研修も出て行
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ってもらって行っている状況ですけど、ここ何年間につきましては、もちろん個々の毎

年の研修はあるんですけど、詳しい教育委員としての研修は、初期の段階でかなり詳し

く積んでいただいている中で、現在定期的な部分については、数はこの程度ということ

でご理解いただければと思います。

●委員長（佐藤委員） ６番、堀委員。

●６番（堀委員） １点目と２点目については分かりました。

ただ１点目については、できるだけ保護者の方も入れるようにという記憶も、私はし

ていたもんですから、それについてお聞きしたんですけど、もし回答があればお聞きし

たいと思います。

研修については、教育の現場というのは、いろいろな問題がマスコミを通じて出ると

いう中では常に一番 初になったときばかりの研修ではなくて、その都度その都度の問

題点とかいろいろ今騒いでいる教育の問題とか出てくると思うんですよ。そういった中

でそういうものを委員の人の中で、できるだけ同じ視点の同じ情報を持った中で、いろ

いろ教育に携わった中で、研修というものは非常に大事だなと、私は思うんですよ。

それがあまりやられてないんであれば、やはりいかがなものかな、もっと教育委員の

人に委員会から情報をしっかり流してもらった中で、教育の会議の中でも生かされるよ

うにしていただければいいのかなと思うんですね。

そういった中で町独自のいろいろな研修というものを、やっていくべきじゃないのか

なと思います。

その次ですね。５番から９番まで次ページにあるんですけど、会議の回数というのが

定例が毎月１回とか臨時が６回とかはいいんですけど、その次の６番なんですけど、教

育委員会の会議の公開状況で傍聴者の数がゼロだよ。で議事録の公開も議事概要も公開

していないというふうに回答されていますね。

じゃあこれがそれじゃいいのかと、傍聴がなくていいのかと、議事録の公開がなくて

いいのか、ということになると思うんですよね。いや教育委員会として、傍聴なんて人

が来られたらもってのほかだし、議事録の公開もする気もさらさらないよと、いうこと

であればそういうふうにお答えいただきたいんですけど、やはりそうじゃないと思うん

ですよ。

当然教育委員会の会議については、公開を是とする規定が確かあったと思うんですけ

ど、そういった中で議事録とか会議の概要といったものを、常に公開していくというも

のがなければいけないというふうに思います。

それに先だって考えたとき、まず教育委員会の会議自体が、いつ行われたかというも

のを私たち町民なりにまるっきりわからないと、それでなくても定例会の一般質問でも12

番さんからも掲示板へ告示について質問されたんですけど、教育委員会の会議の開催に

ついても、告示に従って告示されていると思うんですけど、じゃあその告示は誰が見る

んだということなんですけど、会議についても、もっと広く事前に町民に周知してもら

った中でですね傍聴されるなり、議事録を広く公開することが必要でないかな。そうい

った中でゼロ人と議事録の公開がないということは、私は非常に遺憾に思いますし、教
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育委員会として前向きな善処というものが、必要でないのかなと思うんですよ。

それから、９番目の広報広聴活動の状況なんですけど、広報誌がありホームページがあ

り、パンフレットの作成あり、なんですけど、各課体育振興課とか生涯学習課とか、そ

れらの課のページなんですよね。ただ教育委員会としてのページはないんですよ。

教育委員会のページがあって、そこに事務局が載っている会議とかの、案内というもの

のページがない。

いかんせんホームページの作成といったものの、どうも違うんじゃないかなと。

教育委員会としての情報発信というものに、努められた方がいいんじゃないかと思いま

す。

これらの２点について先の質問に合わせてお聞きしたいと思います。

●委員長（佐藤委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） まず１点保護者枠の件でございますけど、これにつきましては、

法第４条第４項に、保護者であるものが、含まれなければならないという規定になって

おります。

これにつきましては、例えば保護者１名です。その方が保護者でなくなった状態があ

ってもその部分につきましては、罰則規定はないんですけど、その次の機会に交代があ

るときには、保護者を入れなさいという様に、解釈されるというふうに思っております。

現在、任命されたときには、お二人だったんですけども、お子さんの長期入院が一緒

になっているということだったんですけども、枠１名は確保しているということなので

ご理解いただきたいと思います。

あと研修につきましては、先ほどご指摘があったように、確かに 初だけ研修すれば

いいということではなくて、特に北海道の全道研修にも行っておりますけど、その中で

は現在教育委員会制度自体についての、いろいろな知見も文科省あるいは北海道の方か

ら説明を受ける中で、これからもっと積極的に教育委員会としてやっていくべきである

というものを、全道の委員とともに研修していく状況にありますし、それぞれ文科省で

今行われている会議などでも、これから教育委員会制度についての意見が、国レベルで

出てくるわけでありますから、それについても、委員さんたちにも見ていただいて、こ

ういう状況にあるという様なお話しは、させていただいているということでございます。

また機会があれば、委員とも協議して研修の機会を増やしていければと考えます。

次に議事録と傍聴の件でございますけど、確かに僕らも傍聴というものが、実は１番

初の段階では、防災無線で教育委員会がありますという放送をかけていただいた時期

があります。

私がなってからやったことはあるんですけど、実際には中々お見えになる方がいなか

ったという状況もあって、その中で私どももその点について、少し配慮に欠けてたかな、

というのは、実は教育委員会会議の議案の中には公開できない部分もある。であれば、

傍聴を主に考えれば公開できる所とできないところをはっきり分けて、議案立てしなけ

れば、ここは聞かないでくれ、ここは聞いてもいいという訳には本来いかないと思うん

ですね。
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そこらへん我々も少し配慮が欠けているふうに、事務局で考えております。

先ほどご指摘ありましたけど、確かに告示行為だけでいつやっているというのは、こ

れはあんまりだなというのはありまして、ホームページの中で、いついつに教育委員会

が開かれましたという部分については、ご指摘あってからでありますけど、ホームペー

ジに載せている状況にありますので、今後についてはだいたい定例については、前月の

会議の中で次の月を決定いたしますので、決まったことについては、ホームページ等で

も掲載するように考えておりますし、議事録についても、ただ全文をというのは中々難

しい状況であります。

発言も実際かなり多いわけでありますから、その中で今回のような形で省略するよう

な形になると思いますけど、概要がわかるような形で今後出していけるような形で検討

したいと考えております。

●委員長（佐藤委員） ６番、堀委員。

●６番（堀委員） 分かりました。今後、議事録の公開も考えていただきたいなと。

あと次のページに行って、教育委員会と首長との意見交換会実施件数で定例でもゼロ

回臨時でもゼロ回というふうになっております。全国的には約３割くらいの教育委員会

では、年に数回教育部局と町長部局との懇談というものをやっているようです。

やはりそういうものをしっかりとやっていく中で、教育委員会から厚岸町に声というも

のがもっと届きやすいように配慮するべきではないか。

そして後段の方に教育委員会会議の概要というものがありました。先ほど教育長から

もいわれたとおり、ホームページに載せるのに全文を載せるのは大変だといってもやは

りこれくらいはというのは語弊ありますけど、会議の提要というか概要というものを当

然毎回作る訳なんですよね。

そういった中で、これを載せるのに支障がないのかなというふうに思うんですよ。

この中でも非公開案件といった中では公開事件といった中では、その部門は抜いてい

るといった中で、議事録の公開ではやはり、ぜひともやっていっていただきたいなと思

うんです。

それから大変気になったんですけど、各会議の時間、これが非常に長いものでも94分

とかですね、短いものだと９分というものがあるんですよね。

当然定例と臨時でやるボリュームというものがあるので、一概にどれがどれがと言え

ないと思うんですけど、全国的な平均でいうと問題があるんですけど、やはり平均では1.6

時間とか約90分位の会議とか全国平均でやられている中では、ちょっと委員会の会議の

中身が活発な議論がなされているのか、これだけを見ると心配になるんですよね。

例えばこの中では第16回会議の会議録というものがあるんですけど、10月18日に46分

間の会議が開かれているんですけど、議案の中で51号 厚岸町総合計画の実施計画策定

に係る事業要望についてという非公開案件なんですけど、このような翌年度のですね教

育予算教育事業といったものをですね、話し合われる重要な案件にもかかわらず、時間

が46分ほどというような中では、その前の会議では９分で終わっている会議もあるもん

ですから、どうなのかと。それを思い詰めていくと、教育委員会から教育長への事務委
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任というものがされておりますね。

そういったものがある。私はそれをもっと精査して教育委員会側に戻したりした中で

教育委員会の会議の中でもっと話し合う、そういった合議制ということが教育委員会で

はいわれるんですけど、合議体制であればもっと会議の内容を濃くするように、今現在

委任されてるやつをもっと委員会に戻すことができるんじゃないかなと思うんですが、

これについてどのようにお考えなのか。

●委員長（佐藤委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 事務委任の問題と、あと問題になっているのは、責任体制の問

題が両輪になるのかなと思います。というのは一つには合議制の中で、いったい誰が責

任をとるんだという問題、でその中で教育長の責任はどういうふうになっているんだと

いうことになると思うんです。

今私どもは委任されている部分については、逆に言うと議案になる、委任されていな

い部分が議案になるということです。勿論、委任されている部分についても当然報告し

ていく中で、今厚岸町の教育の状況がどうなっている、学校の状態がどうなっているか、

教育委員さんにお話しをしております。

特に私どもは教育委員会会議の中での部分もそうなんでしょうけど、個々の事件なり

事案等については、フリートークの部分も必要だろうと会議終了後に、教育委員会室の

中でこういうような事案が起こっておりますということで、それぞれの課長から前の教

育委員会会議以降の事案についても報告させていただいて、その中でそれぞれ各教育委

員さんから、ご意見をいただいている時間を設けさせていただいております。

もちろん正式の会議の中でお伺いすればいい部分もあるんでしょうけど、ただその中

ではなかなかフリーにご意見をいただけない部分もあるもんですから、そういう意味で

は報告事項の中に特に、直近の事件等については、詳しくそういう場面を設けさせてい

ただいてるんで、教育委員さんたちが事務局がやっていることに対して、殆どわかりま

せんとか何とか、そういう状況については、うちの教育委員会にはないと考えておりま

すし、事務委任の部分につきましてはですね、今後国の流れの中で教育委員会の性質と

いうものも変わってくる可能性もあるということも含めて、様子を見させていただきた

い。このように考えております。

理事者との会合なんですが、現在持っておりませんので、実はですね。理事者ともそ

うですし、教育委員会の各それぞれの委員会が、社会教育委員会ですとか他の委員会も

あります、そちらの方との話し合いも必要ではないかなというふうに、今考えていると

ころでございますので、これにつきましても今後、協議させていただいて話し合いを持

てれば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。

●６番（堀委員） 当然、教育委員を任命するに当たって理事者側からの提案で議会の承

認した人が教育委員になるのだから、その人がたが理事者側とお話がしたいといった中
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では、理事者側は当然断ることはないとね町長と思いますよね。

ありがとうございます。そういった中で、もっと委員会だからということでなくて、

委員会と町ともっと接近した中でやるような方向になっていただきたいなと思います。

あと会議の中で出てこないフリートークなら出てくるということなんですけど、任命

されるとき、当然、識見豊かで教育行政に詳しい方が任命されているわけなんですから、

当然正式な会議の中で、しっかり意見が出せる方が選ばれていると私方理解しておりま

す。

そういった中ではもっと議事録にも載らないようなフリートークで良しとはせずにで

すね、しっかりとこの中で、話し合われるというものを委員会の話し合いの中で、しっ

かりと調整していっていただきたいなと思うんですけど、どうでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） もちろんご意見会議の場でもいろいろいただいております。

議題にもよるかと思いますけども、すべてがすべて会議の中で話し合いを持たなけれ

ばならないかというと、僕はそうでもないかなと思いますけど、ただいろんな形で非公

開の部分は出せないわけでありますけども、教育会議の中でいろんな形でお話しをさせ

ていただいておりますし、今後そういう場での話し合いもできるだけ多くしていきたい、

というふうに思います。

●委員長（佐藤委員） 他にございませんか。なければ進みます。

259ページ２項小学校費 ございませんか。

３項中学校費 277ページまで進みます。

４項幼稚園費、

５項社会教育費 293ページまで進みます。

６項保健体育費。

９番、南谷委員。

●９番（南谷委員） ６項保健体育費 学校給食費でお尋ねします。

学校給食センターの運営についてお尋ねします。

平成24年度の学校給食センターの運営について、一応年度は終わってるんですけども、

近のニュースを見てみますと直近では大阪府、長野県長野市で保護費着服２億円越え

か、更にはですね、雨竜町は福祉団体資金280万の着服、更には学校給食で職員が食材発

注時不正な経理をし、本来、子供たちが食すべき食料費が減額されていた事件が発生し

ております。

私、本町の給食センターの運営につきましては、絶大な信用信頼をしておりますけれ

ども、24年度の運営につきまして、職員の皆さん子供たちの栄養等を考えて、しっかり

と運営をされてきたと判断しておりますけど、あえて近年のニュースを見てますと、24

年度の運営はどうだったのか改めて、厚文の皆さんはいろいろ調査されていますが、私、

所管が産建なもんですから、勉強不足で申し訳ないんですけど、本当に単純なことです
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けどお伺いさせていただきます。

はじめに、給食費の24年度の流れについて、お尋ねをさせていただきます。まず徴収

から管理状況、特に発注から支払い方法について、金額がどうのこうのでなくて、その

流れを簡潔に説明をしていただきたいと思います。

●委員長（佐藤委員） 教育委員会管理課長。

●教委管理課長（佐田課長） ただ今のご質問は、経理の状況かなと捉えさせていただき

ました。

まず、見積もりの関係につきましては栄養士がおりますので、そちらの方で見積もり

発注しているところでございます。

その後に発注した後、職員２名おりますので、先ず主幹が給食材料等の検収をいたし

まして、検収簿を作った中でそれをチェックするとともに、支出伝票の作成をするわけ

でございます。

それについては、納品書それから請求書のチェックは、所長の方で行います。その後、

決裁という形の中で、再度係から教育長までの決裁をする中で、支払いというふうにつ

ながってきまして、決裁終了後支出伝票に基づきまして、給食センターの公団の方から、

各業者さんの口座へ支払うという形になっております。

新聞紙上で 近出ておりましたけど、その中では１名体制といいますか、１名の中で

見積もり発注から支出まで行っているような形でされているという、報道がされており

ますが、厚岸町の給食センターの中におきましては、３名事務職として、栄養士それか

ら職員が２名おります、その３名の中で絶えず連絡調整をとりながら、チェックしなが

ら行っているのが、当町の給食センターでの経理状況でございます。

●委員長（佐藤委員） ９番、南谷委員。

●９番（南谷委員） しっかりやっておられるということで、安堵しておるわけですけど、

再度ちょっとお尋ねをするんですけどね、検証態勢、今の答弁ですと建物の中で運営さ

れてる、だけどこの前のニュースですとね、建物ぐるみだったんですよね実は、そうい

うことから判断すると、教育委員会の上司がどういう検査態勢で検証してるのかなあ、

確認してるのかなあ、その頻度はどのようになってるのかなあ、その辺についてはいか

がですか。

●委員長（佐藤委員） 教育委員会管理課長。

●教委管理課長（佐田課長） ただ今のご質問ですが、１ヶ月に一度ですね処理簿があり

ますので、それに基づいて所長から上がってきたものをですね、私がチェックするとと

もに、教育長に報告している状況ですので、毎月毎月の収入の出入り支出というものが

ですね、きちんとわかる状況になってますので、問題なく業務が進められておりますし、

今後も問題なく業務が執行されるものと、確信しているところであります。
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●委員長（佐藤委員） ９番、南谷委員。

●９番（南谷委員） どうしても保護者の皆さんが、負担しているわけですから自分たち

の払ったものがどのようになっているか、この24年度終わりますよ、運営委員の皆さん

もおりますよ。

この人たちに給食会計の運営、こういうものを食べさせているよとＰＲも必要ですし、

お金の管理も保護者の皆さんに、決算が終わった時点にでも理解をこういうご時世です

から必要ではないかなと、広く理解させてこういうふうに頑張ってるんだということを、

明朗に管理をしてますよと、保護者の皆さんに訴えるべきだし、しっかりとＰＲすべき

と思いますが、この辺はいかがでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 教育委員会管理課長。

●教委管理課長（佐田課長） ただ今のご質問でございますが、給食センターの運営をめ

ぐっては、運営委員会というのがございます。委員おっしゃるとおり、運営委員会の中

で１年間どのような形にして、給食を提供していくか等々を、話し合われることになっ

ております。

今後も、そういう中で、きちっとした１年間の状況を計画するとともに、運営委員会

の中で検証していくことは当然のことだと思いますし、給食だよりも毎月発行しており

ますので、そういう中において給食に関する情報を今後も提供していければなと、いう

ことを思っているところでございます。

●委員長（佐藤委員） 他にございませんか。なければ進みます。

305ページ10款災害復旧費 １項厚生労働施設災害復旧費

２項文教施設災害復旧費

307ページ11款１項交際費 ございませんか。

12款１項給与費

13款１項予備費 ございませんか。

なければ、以上で歳出を終わります。

次に、311ページ、実質収支に関する調書です。

ありませんか。

次に、312ページから321ページまでは、財産に関する調書です。

総体的にございませんか。

●６番 （堀委員） 財産に関する調書でお聞きします。資料要求した普通財産24年度中増

減高明細についてお聞きします。この中で国や道から購入した物件はあったんでしょう

かまずこれをお聞きします。

●建設課長（高谷課長） 国や道からの物件はありません。
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●委員長（佐藤委員） ６番、堀委員。

●６番（堀委員） 私は９月の定例会の時にも普通財産の条例改正があって議論したこと

があるんですけど、少なくても国や道の普通財産の売払があって期間内のチェック体制

が、非常にとりづらくなっているという中では決算の資料の中にも、少なくても国や道

の売り払ったものは、９月定例の補正でも北海道財務部から真栄町２条のところですね

財務事務所から購入予算載ってたんですけど、購入する方では国から当然買って、国に

出す方はまるで「使って下さい」と言わんばかりに、無償で提供するように地方公共団

体の独自性から言ってどうなのかな。

そういうものをしっかり議論していく中で、国、道で財産移動があった部分について、

実は賃借関係についてもお聞きしてたんですけど、賃借関係の資料を見たんですけど、

これで今わかりそうなものがあったもんですから、国や道の物件はないと確認をさせて

もらったんですけど、この資料は出してもらえなかったんですけど、そういうものを含

めた中で、国や道の財産の移管関係をもっとしっかりと明示してほしいな。そしてこの

決算書の方に載らないのであれば、少なくても決算資料にこれらの資料を載せるように

考えてほしいと思うんですが、どうでしょう。

●委員長（佐藤委員） 建設課長。

●建設課長（高谷課長） 決算の書式の中には載せるということにはなりませんけど、次

年度以降資料として国、道の状況についてお示ししていきたいを考えています。

（「いいです」の声）

●委員長（佐藤委員） よろしいですか。昼食のため休憩します。再開は午後１時からと

いたします

午前11時58分休憩

午後１時00分再開

●委員長（佐藤委員） 再開いたします。他に相対的にございませんか

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●12番（室﨑委員） 財産に関する調書でお聞きします。まず320ページの基金なんですが

基金という制度の趣旨について、基金は昔は基本財産あるいは積み立てきんこくとか難

しい言葉で言われていたらしいんだけども、昭和30年後半に統一されて基金になったと

いうことが文献に書いてあります。その制度の必要性としては、こういう基金という制

度を創って、一つは特定目的の行政需要に応える財源を確保する、これには二つ意味が
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あって、例えば学校を建てるとか、大きな橋を造るとかというようなときに、単年度で

造ると間に合わないから、積み立てておいてどんと使いましょうという需要はあります

よね。もう一つは、ある一定の多額のお金を積み立てておいて、今利息がこれだけ安く

なって中々大変なんだけど、利息を運用しながら行政目的を達成していくということが

ありますよね。これが一つの需要。もう一つは、財政の収入が急に減ってしまったり、

予期しない財政需要が出たり、いろんなことがありますから、そういうものに備えるた

めに、弾力を持たせるために、ある程度のお金を用意して置くというようなものと、大

体そういう要請に応えるために基金という制度があるんだというふうに解釈したんです

が、そんな考え方で間違いないでしょうか。先ずこの点からお聞きします。

●委員長（佐藤委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） ただ今委員おしゃられた趣旨で間違いないというふうに考え

てございます。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●12番（室﨑委員） それで基金制度があって厚岸町もいくつもあるわけですね。ただ、

やたらめったら基金を造ると、また副作用が出てくるんですよね。その一つが何かとい

うと、一つの事業ごとに基金というものができて、その中で行われるとなると全体的な

財政運用でなくなる、これは国なんかではよく言われる話で、厚岸町ではそんなことは

ない。もう一つは、財政課長いますが、担当者としてはいざという時に備えるお金とい

うのは、いくらあっても足りないと思うんです。まだほしい、まだほしいとなると思う

んです。だから、ため込み主義の誘惑というのかな、そういうことも片方ではあるので

はないか。すなわち日常の行政需要を十分にやらないままに、家計で言うと三度三度家

計は切り詰めて、定期預金だけはどっさり積み上げて、その通帳だけ見て喜んでいるよ

うでは、これは健全な家計ではないですよね、それと同じようなことが起きては困ると

いうようなあたりが、副作用ではないかというふうに思うんですけど、それについては

どうでしょうね。

●委員長（佐藤委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 基金の積み立てる目的によってですね、その考えはあってる

と思います。委員おっしゃるように目的を持って、何に使うかある程度特定した上で積

み上げるわけですから、それに即した一定の規模と申しますか、そういうものが必要で

あろうと考えます。一方では予期せぬ財政需要に備える基金、財政調整基金がそれに当

てはまる訳ですけど、それについてはいくらが適当か、ということは当然あるとは思い

ます。それは町の財政規模に応じて変わっていくというふうに考えます。町村のレベル、

市のレベル指定都市のレベル、それぞれ財政規模が違いますので、はっきりと数値化さ

れたものはございませんけど、今までの経験則の中でどの程度がいいのか、それから全
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国の市町村の中ではどうなのか、それらの状況の中で将来に不安を残さない、安定的で

堅実な財政運営をするためにという視点を持って、基金の運営を積み立てて行きたいと

いうふうに考えております。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●12番（室﨑委員） 今言ったことのいい悪いじゃないですからね。そういうことをなさ

っていると言うことは十分理解しているつもりで言ってるんで、制度のことをちょっと

復習したんですが、それで基金というのは理事者が勝手に創るわけには行かないですね。

条例によって設置しなければならないですよね。それがまさに今、税財政課長がおっし

ゃったような要素を単に理事者だけが考えるんじゃなくて、これを議会というものに出

してそこできちんと議論をして、なおかつ基金というものは決算にも出てきますし、地

方自治法により基金と決算は別に項目があって、監査委員が監査するというような形で

適正化を図っていく。それが基金という制度であるというふうに考えるんですが、今の

ような考えでいいんでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 基金に関しては委員おっしゃるようなことでいいと思います。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●12番（室﨑委員） 監査委員は、これについて各会計決算審査意見書としか書いてない

んですが、基金についても監査してるんですね。念のために。

●委員長（佐藤委員） 代表監査委員。

●代表監査委員（黒田監査委員） 意見書の25ページにございますが、財産に関する調書

という意見書の中でも、そのように適正に管理されております。とりわけ毎月行われて

いる例月出納検査におきましても、必ず基金の運用状況含めて監査チェックをしており

ます。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●12番（室﨑委員） 基金については非常に初歩的な質問させていただいて、申し訳なか

ったんですが、わかりました。それで次に移りますが、昨年までの決算と今回大きく変

わってるんですよね。５番でもって北海道市町村備考資金組合という項目が新たに出て

まいりました。これについては何年か前から備考資金組合の納付金ですか、これについ

てはこういう会計処理でいいのかということを言ってました。それが今回はきちんと決

算書に載ってきた。これは長足の進歩である。会計の透明性から言って大いにこれは褒
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められるべきであると。今までやってなかったからどうのこうのではなくて、大変いい

ことだと思っております。その上でお聞きします。北海道市町村備考資金組合というも

のの法的な性質についてまず、説明いただきたい。

●委員長（佐藤委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 備考資金の状況につきましては、支出の科目につきましては、

負担金補助及び交付金と言うことで、備考資金組合としては納付金という扱いになって

おります。総務省に提出している決算状況におきましては補助費等という扱いになりま

して基金もこの中になります。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●12番（室﨑委員） 23年３月の第１回定例会の補正予算の審議の中でですね、税財政課

長は超過納付の部分は利率もいいし、いざという時になれば何の制限もなく下ろして使

うこともできるし、それから、いつ潰れることになる金融機関なんかに納めたら大変な

ことになるけれども、ここは安心して置ける所だ。信用はできる、そういう意味では非

常に有利だからここに積んでいるということについて縷々説明していただいて、私もこ

の点では納得しております。それでそのときにあなたは、そういうような取扱いができ

るから、財政調整基金のような基金と同様に考えていただくことが可能ですと、このよ

うに言っておりますね。そうすると厚岸町にとっては性質は、基金ではないかというふ

うに思うんです。実質的な性質というのはどうでしょう。

●委員長（佐藤委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 積み立てた超過納付をどのように取り崩して使うかというこ

とに関しましては、財政調整基金と同様に、自由に備考資金組合に通知して歳入に充て

て使うことができる。そういう意味では、基金と同様に歳入に充てたり自由度のあるお

金だ。一方では、普通納付については義務納付でありますので制約がある。安易に市町

村が何も目的がなくて、取り崩して使うことができないということで、ご答弁申し上げ

たつもりであります。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●12番（室﨑委員） 今の難しい話はともかくとして、実質的には基金と同様だよという

部分に関しては、決算資料の貸借対照表がそれを物語っているんですよね。余計なこと

ですがこの貸借対照表ね、お前のような年寄りでも読むなら読んで見ろよと、読めるも

んかと、非常に悪意に満ちた貸借対照表だというように解せざるを得ない。私も虫眼鏡

を買いましてね、それでもって初めて読んだ次第なんですよ。まー若い人にはいいんだ

ろうけど、町長も副町長も非常に目がよろしいと見えてこれで十分なんでしょうけども、
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私のように目もかすんでしょぼしょぼしているような年寄りにはですな、非常に見づら

い。悪意に満ちたとしか言いようがない、虫眼鏡を当ててみるんですがね。流動資産の

中に財政調整基金と北海道市町村備考資金組合等納付金というのが入ってます。それか

ら基金等という中にですね北海道市町村備考資金組合普通納付金というのが入っている

訳ですね。そうするとまさに性質では、普通納付金は特定目的の基金と同じ性質を持っ

ている。それから超過納付金の部分は財政調整基金とか減債基金と同じ性質を持ってい

る。従って実質的には厚岸町にとってはですよ、基金なんだというふうに、今言ってい

るのは性格ですよ、それはいえるのではないかそれが貸借対照表にも明記されていると

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） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 今般お示しさせていただいている貸借対照表のところに、備

考資金組合に納付している分を、どこに計上したらいいか検討させていただいてます。

貸借対照表に載せる場合は明らかに債務になるわけですから、この表の左側になります。

しからばこの表のどこに載せるべきか、ということで検討させていただきました。その

結果、このような計上になっているわけであります。あくまでも基金だと言うことで、

基金と同じ扱いのできるそういう性質のものであるという意味で、計上させていただい

たということでございます。今までの議論の中でそういう方向性という中でさせていた

だいておりますので、それをこういう形にさせていただいたということでございます。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●12番（室﨑委員） 監査委員にも確認しますが、何回も財政課長とのやりとりで決まり

文句の名刺の交換みたいな話ですけど今のところね。それで性質は基金に似てるけど基

金ではないよというような財政課長の答弁です。それで一番の理由は、さきほど基金の

ところで議論をしたとおり、条例を作って積んでいるわけではないからと言うことにな

るのではないかと。よしんば性質が同じであっても基金ではないと言わざるを得ないよ

ということだと思うんですけど。財政課長と監査委員と一緒にお聞きしますけど。その

ように理解しておけばよろしいんでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 申し訳ありません。質問の意図をよく把握してない答弁にな

ろうかと思いますが。

（「つかんでないというからもう１回いいます」の声）

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。
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●12番（室﨑委員） 要するに貸借対照表見ても、それから税財政課長の今までの答弁か

ら言ってもこれは基金と同様に解することができるくらい基金と似てるといっても良い

くらいだ。性質はね。だけどもこれは基金ですとは税財政課長は絶対言わない。それは

形式が違うからだ。形式というのは、基金というのは条例で一つ一つ創っていかなけれ

ばならない。納付金というのは、320ページに基金として何項目か上がっている他の基金

のような条例がないから、だから形式的には基金ではないよというようなことになるの

かなと、いうふうに私は思ったんですが、そうですかと聞いている。監査委員にも同じ

ことを聞きます。

●委員長（佐藤委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） ご質問者の主旨がそうであれば、そうであろうと思います。

●委員長（佐藤委員） 代表監査委員。

●代表監査委員（黒田監査委員） 厳密な意味での故意と虚偽とがありますが、そういう

意味における部分においては、ご質問者のおっしゃる結論のとおりになろうかと思いま

す。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●12番（室﨑委員） それでですね。私はこれは基金だと思うんですよ。その根拠を申し

上げますね。昭和39年の３月23日の条例第10号というのがあるんですね。今の話では、

この条例のことが全く出てこないんですよ。それでこの条例をきちんとふまえた上で、

もう一度今の議論に関しての答弁をお願いします。なお、今議席にいる皆さんも、どう

いう条例か分からないと思うのでコピーしましたので、35枚ありますから委員長これを

皆さんの手元に配付したいと思いますので。

●委員長（佐藤委員） 休憩します。

午後１時22分休憩

午後１時25分再開

●委員長（佐藤委員） 再開します。税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 委員から配付された条例については、私も存じております。

備考資金組合に義務納付する部分、厚岸町は毎年500万円を納付しておりますが、加盟し

ている市町村が毎年必ず500万円を納付することを担保するために、条例化を図ったもの

というふうに考えております。この中で備考基金という表現が使われておりますが備考
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資金組合の中で呼ぶ名称でありまして、いわゆる厚岸町の基金として扱う意味ではない

という解釈しております。なおかつ、これは39年に制定されたものでありますが、これ

を積立金の科目で計上しないで、この年から負担金補助及び交付金の補助費で計上され

ております。それで当時は機関委任事務で北海道が市町村に対して指導権限がありまし

て、毎年財務監視というのを受けております。それから決算統計における歳出の性質で

どのようなものを計上してるのかチェックを受けますが、その中の扱いにおいても、厚

岸町がこれを基金にしないで補助費にしていることが誤りであるという指摘はされたこ

とはございません。そういった意味でこれは条例化されているものとして解釈している

ものであります。一方超過納付でございますが、備考資金組合に加盟しているところの

義務として発生しているものではなく、その市町村が任意で納付しているものであると

いう部分で、条例によらない予算措置、これは議会の議決をいただくものですが、そう

いったものに基づく扱いだというふうに理解しているところであります。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●12番（室﨑委員） 条例に基金となっているものが、北海道備考資金組合の基金という

意味であって厚岸町では基金ではない。どこからそういう解釈が出てくるんですか、こ

れは厚岸町の条例ですよ。厚岸町の条例で明確に基金と謳ってるんです。基金設置条例

ですよ、これ。それがこんなふうにいいかげんな扱いができるんですか。それから、こ

れは責任納付については２条の１項に書いてありますよね。責任積み立てという書き方

で書いてあるかな。だけども、超過の納付については条例の中には明確に記載してませ

んよ。記載してないだけのことなんです。できるのかできないのかという議論は、また

別に議論しなきゃならないですよね。それじゃ超過納付に関しては、厚岸町においては

基金であるということだけは明確ですよ。なんとかの指導があったからとかなかったと

か、そんな話はないということは、それが全部結構でございますというお墨付きをもら

ったわけじゃないでしょう。見落としたかもしれない、そんなことはわからんですよ。

いずれにせよ、この条例は生きてるんです。この条例を無視して進めることは、できな

いと思いますよ。いかがですか。

●委員長（佐藤委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 昭和39年ですから相当古い条例であります。この条例に基づ

いて、当時も予算措置それから議会の説明もされていたと理解してます。そのあと決算、

監査委員の審査を受けた上で今提示している決算の財産に関する調書を作成しているも

のと理解しています。これは直ちに条例の条文だけを見て、基金だという扱いで理解す

ると言うことは、現段階では私の中では理解していないというふうに考えているところ

であります。休憩していただいでいいですか。

●委員長（佐藤委員）休憩します。



- 31 -

午後１時31分休憩

午後１時27分再開

●委員長（佐藤委員）再開します。12番、室﨑委員。

●12番（室﨑委員）前の決算の時に９番の南谷さんが、財政調整金を取り上げてましたね。

第２財調みたいのをいくつかこしらえることは、いろいろ対外的なこともあるのはわか

るけれども、町民の目から見ると厚岸町というのは財政状況というのが非常に不分明に

なっている。いわゆる財政の透明性からいって非常に問題があるという主旨のことをお

っしゃってました。私は大変な卓見だと思って聞いてましたよ。なるほどなと感服しま

したよ。

財政でまさに先ほど基金の時に言ったように貯め込み主義の誘惑というものがあるわ

けですよ。いざという時にいくらでも持っていたいという気持ちはわかるんですよ。だ

けども、沢山貯め込んだから立派な財政だとはいえないですよね。どうやって行政サー

ビスを充実させていくかということなんです。それで今の審議聞いてると基金にすると

いう条例があるにもかかわらず、その条例まで無視して、そして早く言えばへそくりを

作っている。裏金とは言いませんよ。議会の議決とってますから。だけども、今回初め

て出てきたけど今までは貸借対照表にすら出てこなかった。決算統計に出てくるかどう

かわかりませんけどね。このあとは、そのようなものを作っていくというのは問題では

ないか。それで貯め込み主義の誘惑からどう押さえていくかというために、基金という

制度では、町長が特に必要と認めたときは基金を設立することができると言うような条

例は許されないんですよ。何々のためにこういう基金を作ると言うような条例が、一基

金に条例が一つずつ必要なんですよ。

それがまさに担当者と理事者の貯め込み主義の誘惑というものから、きちんと防御し

ていきましょうという制度的な意味があるわけですよ。そのときに実質的には基金と変

わらないもの、こういうような形で作っていくということは、財政の透明性からいって

大変問題があるのではないかと私は思います。担当者は知恵を絞ってなんとか厚岸町の

財政の運用がスムーズに行くように考えた。それはよく分かります。監査委員としてこ

の点どう思いますか。

●委員長（佐藤委員） 代表監査委員。

●代表監査委員（黒田監査委員） 監査委員として申し上げます。私の認識としては、や

はり地方自治法でのいいかどうかの判断、厳密の上では似て否なるものであって、行為

の意味ではかなり類似はしておりますけれども、自治法でそれに該当する基金というも

のとは似て否なるものではないだろうか、今までもそういう認識できております。監査

として判断、法解釈、他の実例も見なきゃなりませんが、いずれにしても監査としては

財政施策としての是非は別にして第２義的なものとして、一義的には予算にしろ、条例

にしろ、町民の代表者たる議会の条例だろうと予算だろうとそういう形で議会の承認を
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得て、それらの積み立て若しくは納付それらを得た上での、それに添った、きちんとし

た上での厳正な残高のチェック予算の対比、そのあたりは監査委員として第１義的に例

月出納検査できちんと行っているつもりでございます。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●12番（室﨑委員） 何を言っているか分からんですね。もう一度お聞きします。基金と

いうのは設置条例を作ってやらなきゃならないという形になってます。それと同じよう

なものがいわば条例をなくして事実上の基金が８億積み立てられてる。それは年度当初

予算の１割ですよ。こういう事態を財政の透明性という観点から監査委員としてどう考

えるのかと聞いている。もう一度お答え願います。

●委員長（佐藤委員） 代表監査委員。

●代表監査委員（黒田監査委員） 財政の透明性という意味からは、正に議員さんおっし

ゃるとおりだと思います。監査委員の立場からすれば、それらの政策の是非等は一度立

法府の予算という形を通してそれに基づいて、忠実に積み立てしてる部分でございます

ので、経理的な部分のチェックとしては問題ない、ただ財政の透明性という部分につい

ては、適切だ不適切だというのは監査委員としては、あまりにも高度な判断なので、控

えさせていただきたいと存じます。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●12番（室﨑委員） あとは押し問答になりますのでこの辺で辞めますけど、条例を無視

した決算であると言わざるを得ないですね。この昭和39年に作られた条例第10号という

のは何か今担当者の答弁聞いてると、昭和39年の古い条例だからと言うようなことを言

ってるんだけども古かろうが新しかろうが生きてるんですよ。もし、これがそぐわない

ものであったら、廃止すればいい、それをしてない、だからこれ生きてるんです。生き

てる間はこれに従わなければならない。そうでしょう。行政は規則主義を採ってるんだ

から。その意味で私は大変に問題だと思う。そんな時に疑義を残すような決算を作らな

いできちんと条例に適合させたものを作ればいいじゃないですか。その上で議論すれば

いいじゃないですか。

簡単なことですよ。それから監査委員に申し上げるが、監査委員というのは数字の帳

尻が合えばいいということではないでしょう。業務も適正に行われているかというのも

監査委員の権限責任の中にあると私は理解してます。そういう意味で今のような判断に

ついて議会が決めてることだから、理事者が決めてることだからとか、私の方ではいえ

ませんというなら、何のために監査委員という制度があって、そこに座っているのかそ

う言わざるを得ない。もう一度きちんと勉強してまともな答弁ができるようになっても

らいたい。あなたの実力には期待してるから、あえてきついことを申し上げるけど、こ

れはやはりですね私は判断できませんというような立場の方ではないと言うことを肝に
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銘じていただきたい。以上です。

●委員長（佐藤委員） 町長。

●町長（若狹町長） ご指摘受けまして、町長として理解できる点があるんですが、予算

執行上の性質が違うんです。確かに両方とも目的があります。ところが条例上の資金と

いいますのは、

ご承知だと思いますが取り崩しができるんです。仮に24年度の予算でいろんな懸案事

項がある。皆さんからの要望もあるし地域からの要望がある。25年度の町づくりどうす

べきか、しかし予算が足りない、そういう場合は条例基金であっても取り崩ししながら、

やりくりしながら更にやり繰りしていくということなんです。備考資金の場合は災害と

いう第１条にありますね。予算執行上の性質がですね。違うということ。予算不足に対

する取り崩しできる資金だと。ですからはっきり申し上げて、もう財政厳しいことは議

員も知っていることと思います。やり繰りなんです。そういう中で予算執行して提案し

てるんです。そうして議会の議決をいただいて、年度予算が成立して執行されるという

ことは議員も知っていることと思いますので、この点につきましてはいろんな議論があ

ろうかと思いますが、そういう予算執行上の性質が違うということであることをご理解

願いたい。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●12番（室﨑委員） 町長も実情も分かってくれよということだと思うんですけど、それ

はいいんですが、私もこうやって大きな声で言ってますけど、大変に恥ずかしいんです

よ。今までこんな条例があると知らなかった。何か財政課長は知っていたらしいけどね。

私は知らなかった。つい 近一週間ほど前にパソコンの調子が悪くて、思った条例が引

っ張り出せなくて変なものが出てきて初めてこの条例が見えたんです。

それでなんだこれは、ということになったんですよね。それで分かった。それでいろ

いろ言ってきましたけど、やはり財政も大変だしこんなテクニックも必要なんだけども、

やっぱり枠というものがあるんですよ。財政上の。そうすると基金という制度が条例に

よってきちんと設置しなきゃならないそういうものを超えて額がたいしたものでなけり

ゃ、まだ私言いませんよ。３千万とか５千万とかだったら私言いませんよ。財政課長だ

ったらそんなもんだったらやったって意味ないというかも知れないけど８億ですよ。一

般会計の当初予算の１割ですよ。それがいわば裏基金になってしまっている。実質的に

は今町長がおっしゃったように財調基金と同じ扱いができるようになってしまった。

私が今問題にしてるのは超過納付の部分ですからこれは、枠というか裁量の域を超え

てしまった決算ではないかと、そういうふうに思います。それから、もしこの条例がそ

ぐわないということになれば、何で廃止するなり改正するなりしなかったのか、放置し

たのか、今私が聞くと39年度でもって道もこうだし何々もこうだしあってないんだと言

うことを言い出す、どっち転んだっておかしいですよ。いかがですか。
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●委員長（佐藤委員） 町長。

●町長（若狹町長） 今ご指摘のことも理解できます。しかし行政の責任者、予算を組ま

なくてはならない執行者としての責任の中で予算のやり繰りというのは、現実には大変

でございます。

特にご承知のとおり自己賄いできるというのは、３割にも満たないんです。26％です。

７割が国とか道とか地方交付税なんです。この交付税なくして厚岸をいい町にできない

んです。しかしながら何とかやり繰りしながら、できれば何とか健全財政を維持しなが

ら、一方で借金があります。これも返していかなければならない。そういうことからや

り繰りをしながら、年度年度のやり繰りをしているということです。

いろんな意見があるかと思いますが、昭和39年の関係につきましては、研究しなくて

はならないというふうに考えますんで、ひとつご理解願いたいと思いますのでよろしく

お願いします。

（「あとは双方の見解が違いますんで、これ以上いいです」の声）

●委員長（佐藤委員） 他に総体的にありませんか。

●委員長（佐藤委員） ９番、南谷委員。

●９番（南谷委員） 委員長総体的にでございますから、いろんな課に後戻りするような

ことはしませんけども質問ありますんでよろしくお願いします。実質収支に関する調書

311ページでございます。 終的に減って平成24年度は４億６千４百万実質収支で12番さ

んが議論されていた基金の関係ですが、２億５千万だとして25年度の繰り入れが2億１千

４百万になる、でこの数字だけ前年度と比較して下がってますよ。

それから決算状況の資料によると39ページなんですけど健全化判断比率総括表でござ

います。実質公債費比率13.6、将来負担比率が114.8、この二つにつきましてはそれぞれ

平成23年度よりも改善されてるという状況になっておりますが、実質赤字比率と連結実

質赤字比率がおのおのマイナスになっているが、これは23年度と比較しましてそれぞれ1．

数パーセント黒字の中で黒字が大きければ財務内容が良いということになるんでしょう

が、この数字は段々下がってきている状況にあるということを私なりに判断しています。

ただ今、12番さんの大変高度な質疑を聞いていたんですけど、まず簡単なことなんで

すけど24年度１年間の決算 終的に85億９千百万という数字になったが財務的にふだん

町長は健全化に向けて努力しますと言ってますが、一方では可能な限り住民要望には応

えるといってますが、それぞれの数字を踏まえて財政課としては24年度を総括してどの

ように捉えておられますか。

●委員長（佐藤委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 24年度の決算の状況でございますが、一つの基準として実質
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単年度収支というのがございます。これは24年度におきましては１億７千700万ほどで前

年度は８千２百万でありまして９千400万円ほどのプラスとなりました。

状況としては厳しい状況でありますが、財政的にはプラスの要因という傾向を示して

いるのではないかと思っているところでございます。実質赤字比率と連結実質赤字比率

は確かに数値的には若干黒字の率が圧縮されてございますけど、これは分母が基準財政

規模で国から来る交付税等この数字も関係していて、この数字が大きくなると分母が下

がるということもありますが、この程度の差であるならば財政的に何か問題があるかと

いうとそのような捉え方ではないというふうに判断しております。午前中の議論でもあ

りましたけど、数値的にも財源的にも良好な状態にございました。ここ数年の厳しい状

況の中でも若干いい傾向を示しているのではないかというふうに考えているところであ

ります。

●委員長（佐藤委員） ９番、南谷委員。

●９番（南谷委員） 町長が財政状況厳しい中でも積極的に事業を取り組んでこられた。

先ほど基金の議論がありましたが、私は財務の健全化にしっかり取り組まなければ厚岸

町として合併しないでやって行くためには、このレベルでは未だ未だだめだという考え

ですから、そういう意味でお尋ねをさせていただきます。将来負担比率これは先頃某新

聞でも順位は決して高い方ではないと出てましたし財務内容も褒められる内容ではない

し全道の平均にも届いてない、これも事実であります。これらを踏まえると厚岸町の財

政が、順風満帆と私は捉えてません。全国的に見ても田舎ほど少子高齢化にあるし厳し

い状況にある。

それから国の状況を見たときに生き残っていくために財務の健全化というものは、大

変な時代に入っていくと思ってます。平成24年度の事業展開としてはそれなりの評価を

しているんですが、３年５年の長いスパンで見ると財政健全化の指針のようなものが私

には見えないんですね。確かに将来負担比率とかは下がってますし町長の施政方針でも

財政の健全化もいってますが、どういうものに財政の健全化に取り組んでいくか。私に

したら言葉だけなんですね。３年５年のスパンで財政の健全化に取り組んでいく時期で

はないかと思うんですがいかがですか。

●委員長（佐藤委員） 町長。

●町長（若狹町長） そのことはきわめて重要な課題であります。ご承知のとおり私は平

成13年の町長就任であります。その中で厚岸町の財政の基本方針を作らしていただきま

した。１次から３次それに基づいて健全財政を維持してきたつもりであります。今４次

を作ろうとしているんですが、国の財政状況が極めて不安定なんです。というのは政権

が変わりましていろんな制度が次から次と変わってきたんです。極めて財政的な目途が

つきにくい時期なんです。それで担当課には既に指示してますが、４次の財政運営基本

方針を決めて行こうということで、作業に取りかかろうとしてるんですが、そういう事

情にありますので、これからも行政の執行に当たって財政基本方針を作って健全財政を
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運営してまいりたいと考えておりますのでご理解いただきたい。

●委員長（佐藤委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 数値的には若干良くなったと言うことでございます。基金を

幾らくらいまで積むかということですけど、三位一体改革が終わったときに十数億あっ

た基金が予算ベースで数年でなくなった。それ以降は、人件費カットに踏み切らざるを

得なかったという苦い経験がございます。10億程度では、国の方針転換によってすぐな

くなってしまうのではないかという心配もあり、それと大地震、大津波にも備える必要

もあります。それとご質問者おっしゃるとおり、財政比率と将来負担比率は決して去年

よりも好転してますけど、全道全国と比較してみて決していい数字ではない。逆に悪い

数字であります。全道平均では実質公債費比率が10.7％でした。これは厚岸町では13.6％

でした。ですから、数値が大きいと言うことは負担が大きいということです。それから

将来負担比率は全道平均が75.1％でしたが厚岸町は114.8％であります。これも全道平均

よりも将来負担が大きいということでございます。この将来負担比率は全道の順位から

言うと悪い順から20番目です。現在第4次の財政基本方針の策定に向けて取り組んでいる

ところですが、その中身は実質公債費率と将来負担比率を下げる方針で臨みたいという

ふうに考えているところであります。

できるならば全道平均まで持って行きたいと考えていますが、これが何年で達成でき

るかでございますが達成するためには、今抱えている借金を繰り上げ償還する必要があ

る。今産炭地振興センターというところで新基金を活用した中で、産業振興などの助成

を受けて事業展開しておりますけど、その新基金から厚岸町も過去に融資を受けた経緯

があります。

これは使用目的からすると、できるだけ早く新基金で中山間地の振興を図りたいとい

うことで、できるだけ早く返していただけないかと申し入れされています。ということ

は早く繰り上げ償還する必要があるというふうに考えてます。

それから、過去に財政状況が厳しかったとき、実は退職される方々の退職金を支払う

ため、これは途中で退職される方々が居ましたので、勧奨退職者扱いとなりました。こ

の部分の追加負担金を払うために退職手当債というものを発行してございます。これに

ついても退職された方々の分が借金として残っているということでございます。それも

借入先の融資条件が変わりまして、繰り上げ償還に応じるという情報が来ておりますの

で、こういったものを繰り上げ償還の対象としてこれから償還できるかどうか検討しな

がら議会に提示させていただきたいと考えているところでございます。

●委員長（佐藤委員） 他にございませんか。なければ以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。討論を省略し、本決算書は本案のとおり認定すべきものと決する

に、ご異議ありませんか。

（「異議あり、討論あり」の声あり）
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●委員長（佐藤委員） 討論ありますか。

（「あります」の声あり）

●委員長（佐藤委員）では異議ありの討論からご発言いただきたいと思います。

12番室﨑委員。

●12番（室﨑委員）私は本決算の承認に対して反対するものであります。基金と北海道市

町村備考資金組合というものがございましたが、この備考資金組合に８億６千705万860

円積み立てがあります。これにつきましては、先ほども議論しましたが、厚岸町には条

例がございまして、備考資金の設置管理及び処分に関する条例というものがございます

が、備考資金への積み立てに関しては、その条例に基づいておりません。従って条例違

反の決算については、その当否をうんぬんする前に、はい結構でございます、というよ

うなことは私にはできません。従いまして担当者や町長、以下理事者が財政運用に大変

努力して苦労していることが良くわかります。分かりますけど違法なあるいは条例違反

が明確な決算に私は賛成することはできません。以上であります。

●委員長（佐藤委員） 次に、原案に賛成者の発言を許します。ございますか。

６番、堀委員。

●６番（堀委員） 私は本決算に対して賛成の立場から意見を述べさせていただきます。

先ほど12番議員から言われました備考資金の設置管理及び処分に関する条例の適否であ

りますが、私がこの条例を見て判断するに当たっては普通の基金に対しては確かにこの

条例に関して違法性があると。しかし、超過納付金に関しての部分に関してはこの条例

は適合しないと私は判断します。近年大型化する災害にも対処するに当たっては、従前

のように毎年500万円ずつの金額だけを積み立てていっては大規模災害とか起きたときに

は、財政逼迫は免れないと、そういった時には超過納付を予めすることによって、財政

の健全化を保とうとするのは当然の財政運用だというふうに思います。私は賛成の立場

から意見を述べさせていただきました。よろしくお願いします。

●委員長（佐藤委員） 他に賛否の討論ございませんか。

なければ以上で討論を終わります。これより起立により採決を行います。

お諮りいたします。本案に賛成の議員の起立を求めます。

着席下さい。出席者数10名 そのうち起立者数９名。起立多数であります。

よって本案は原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。

●委員長（佐藤委員） 次に、認定第２号、平成24年度厚岸町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算の認定についてを議題といたします。

326ページ、事項別明細書の歳入から進めてまいります。

１款 １項 国民健康保険税 退職被保険者等国民健康保険税
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●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●10番（谷口委員） 退職被保険者等国民健康保険税でお尋ねしますが滞納の起きる原因

はどういうことでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 退職者が国保の納税義務者になった場合、60才以上の人が対

象ですがにどうして滞納なんだということですが、申し上げにくいのですが、それぞれ

の諸事情があるわけです。退職者だけをもってどうして滞納なのかということですが、

それほど滞納が多いということはございません。医療費がかかったとか、状況の変化な

ど様々な状況があります。一つの傾向としてこうだということは、ただ一口では申し上

げられない状況でございますけど、それぞれ滞納される方には事情を聞き取っておりま

す。いろいろな問題を抱えておられる方もおりますし、一時的に滞納されている方もお

られます。そういうことも踏まえて相談に応じているというのが実態でございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●10番（谷口委員） 結果的に退職者というと民間企業とか公務員とかの退職者と思うん

ですけど、それに見合った収入から課税されていると思うんですけど、滞納の原因とし

て一般的には事業者であれば収入が上がらなかったとか、民間企業では業績が上がらな

かったとか、そういう傾向と年金で生活していくとなると、一定のペースがあってその

ペースに沿って生活をされていく様な仕組みになっていてそれに基づいて税金が課税さ

れていくと思うんですけどそういう考え方でいいんでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 基本的には会社の保険に入って会社を辞められた方ですから、

終的にはおっしゃるように、年金生活に入られた方、プラス別の収入があるかもわか

りませんけど、その考え方でいいと思います。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●10番（谷口委員） 滞納が起きてしまうと、先ほど課長がおっしゃるように思わぬ出費

があっただとかということが、全くなかったと言うことはわたしは思っていません。む

しろあり得ることだと思うんですけど、このような滞納が毎年繰り返されるとなると、

これが税の公平となると過重な負担にならないか。年金もいろいろありますから十分生

活に耐えうるような年金を貰っている人もいれば、場合によっては同じ厚生年金でも大

変な生活をしている人もいる。その辺を十分に考えた課税になっているのかということ

なんです。
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●委員長（佐藤委員） 町民課長。

●町民課長（板屋課長） 今のご質問の答弁でありますけど、退職者制度につきましても

一般の被保険者と同じ課税となってます。所得に応じて７割５割２割の軽減措置もとっ

ておりますので、各世帯ごとに見合った課税になっていると考えております。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●10番（谷口委員） 今課長おっしゃるように軽減措置とられてますよね。それは24年度

ではどれくらいあったのか。軽減割り毎にお願いします。

午後２時22分休憩

午後２時24分再開

●委員長（佐藤委員） 再開します。町民課長。

●町民課長（板屋課長） 大変申し訳ないんですけど、退職と一般に分けたデータになっ

ておりませんで全体での数字となるんですけど、よろしいでしょうか。

（「なかったらしょうがない」の声あり）

まず７割軽減でございますけど448世帯、5割世帯ですけど119世帯、２割軽減は252世帯

で合計で819世帯でございます。

（「減額の額は全体で」の声あり）

減額の総体の額は、4,041万7,100円でございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●10番（谷口委員） これは制度で決まった減額ということですよね。特に厚岸町が軽減

措置に上積みしたということではありませんよね。

●委員長（佐藤委員） 町民課長。

●町民課長（板屋課長） 委員おっしゃるとおりでございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。
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●10番（谷口委員） 結果的に軽減措置をとりながらも私は退職者のほうでは制度からい

えば、十分納付ができるのかなというふうに考えていたんですけど、残念ながら滞納し

不能欠損もある状況を見ますと、不能欠損で落とす場合に、もう少し町の方でも軽減措

置をすることによって、不能欠損をしないですむ方法もあるのではないか、あるいは納

付を少しでも上げて行くことのできる方法があるのではないかと思うんですけど、いか

がですか。

●委員長（佐藤委員） 町民課長。

●町民課長（板屋課長） 現在行っている軽減措置をそのまま継続していこうという考え

であります。あと滞納の解消についてですけど、各納税者と折衝して、納めていただく

方法を積み重ねていくということで今後もそれを続けていくということでございます。

●10番（谷口委員） 国民健康保険税については、町民にとっては非常に負担感が大きい

住民負担なんですね。それを考えると釧路町だとか今進んでますけど、軽減を要望する

声が非常に大きいんですよ。やはりそのあたりを考える行政になって、いかなければな

らないのではないのかなと考えるんですが、いかがですか。

●委員長（佐藤委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 退職者の方々の納入の中身の状況を見ますと、現年度の調定

が１万２千600円程度そのうち未納になっている分が７万９千円程度ということですか

ら、収納率からいえば極めて高い率だということです。ご質問者がおっしゃっている滞

納のことですけど、滞納の関係については、調定額が480万円程度で未納額が100万円程

度でございます。それについては過年度の部分の未納分でございますから、 初の答弁

で私が申し上げたとおり、やむを得ない事情があってのことでありまして、現年度につ

いては、全体の収納率、個々の収納率、からすると退職者の収納率は高い位置にあると

云うことでございまして、どのようにして滞納に至ったか内容をもう少し検討し、ただ

全体の中で退職者の収納率はどうなのか検討を怠らない努力はしていきたいと考えてい

るところでございます。

（「いいです」の声あり）

●委員長（佐藤委員） 他にございませんかなければ進みます。

３款 分担金及び負担金、２項 負担金

４款 国庫支出金、１項 国庫負担金

２項 国庫補助金

５款１項 療養給付費等交付金、

６款１項 前期高齢者交付金

７款１項 道支出金
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２項 道補助金

９款１項 共同事業交付金

10款 繰入金、１項 一般会計繰入金

11款１項 繰越金

12款 諸収入 １項 延滞金加算金及び過料

３項 雑入 ございませんか。

なければ以上で歳入を終わります。

次に、歳出に入ります。336ページ。

１款 総務費、１項 総務管理費 ・・・・・

２項 徴税費

３項 運営協議会費

５項 特別対策事業費

以上で歳出を終わります。

356ページ、実質収支に関する調書です。

総体的にございませんか。

（「なし」）

なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。討論を省略し、本決算書は本案のとおり認定すべきものと決する

に、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。よって認定第２号、平成24年度厚岸町国民健康保険特別会計歳

入歳出決算については、認定すべきものと決定いたしました。

●委員長（佐藤委員長） 次に、認定第３号、平成24年度厚岸町簡易水道事業特別会計歳

入歳出決算の認定についてを議題といたします。

361ページ、事項別明細書の歳入から進めてまいります。

２款 使用料及び手数料、１項 使用料

以上で歳入を終わります。

歳出に入ります。363ページ。

１款 総務費、１項 総務管理費

以上で歳出を終わります。

371ページ、実質収支に関する調書です。

総体的にございませんか。

（「なし」）
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なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。討論を省略し、本決算書は本案のとおり認定すべきものと決する

に、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。よって認定第３号、平成24年度厚岸町簡易水道事業特別会計歳

入歳出決算については、認定すべきものと決定いたしました。

●委員長（佐藤委員） ここで暫時委員長を交代いたします。

●委員長（中川委員） 委員長を交代します。

●委員長（中川委員） 認定第４号から進めてまいります認定第４号平成24年度厚岸町下

水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。

376ページ、事項別明細書の歳入から進めてまいります。

１款 分担金及び負担金 ２項 負担金

以上で歳入を終わります。

歳出に入ります。380ページ。

１款 下水道費、１項 下水道管理費

以上で歳出を終わります。

390ページ、実質収支に関する調書です。

総体的にございませんか。

（「なし」）

なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。討論を省略し、本決算書は本案のとおり認定すべきものと決する

に、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

異議なしと認めます。よって認定第４号、平成24年度厚岸町下水道事業特別会計歳入

歳出決算については、認定すべきものと決定いたしました。

●委員長（中川委員） 次に、認定第５号、平成24年度厚岸町介護保険特別会計歳入歳出

決算の認定についてを議題といたします。

395ページ、事項別明細書の歳入から進めてまいります。

１款 保険料、１項 介護保険料

以上で歳入を終わります。

歳出に入ります。401ページ。

１款 総務費、１項 総務管理費
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以上で歳出を終わります。

417ページ、実質収支に関する調書です。

総体的にございませんか。

（「なし」）

なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。討論を省略し、本決算書は本案のとおり認定すべきものと決する

に、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

異議なしと認めます。よって認定第５号、平成24年度厚岸町介護保険特別会計歳入歳

出決算については、認定すべきものと決定いたしました。

●委員長（中川委員） 次に、認定第６号、平成24年度厚岸町介護サービス事業特別会計

歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。

422ページ、事項別明細書の歳入から進めてまいります。

１款 サービス収入、１項 介護給付費収入

以上で歳入を終わります。

歳出に入ります。428ページ。

１款 サービス事業費、１項 居宅サービス事業費

以上で歳出を終わります。

442ページ、実質収支に関する調書です。

総体的にございませんか。

（なし）

なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。討論を省略し、本決算書は本案のとおり認定すべきものと決する

に、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

異議なしと認めます。よって認定第６号、平成24年度厚岸町介護サービス事業特別会

計歳入歳出決算については、認定すべきものと決定いたしました。

●委員長（中川委員） 次に、認定第７号、平成24年度厚岸町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算の認定についてを議題といたします。

447ページ、事項別明細書の歳入から進めてまいります。
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１款 １項 後期高齢者医療保険料 ・・・・・

以上で歳入を終わります。

歳出に入ります。451ページ。

１款 総務費、１項 総務管理費 ・・・・・

以上で歳出を終わります。

455ページ、実質収支に関する調書です。

総体的にございませんか。

（「なし」）

なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。討論を省略し、本決算書は本案のとおり認定すべきものと決する

に、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。よって認定第７号、平成24年度厚岸町後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算については、認定すべきものと決定いたしました。

●委員長（中川委員） 次に、認定第８号、平成24年度厚岸町介護老人保健施設事業特別

会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。

460ページ、事項別明細書の歳入から進めてまいります。

１款 サービス収入 １項 介護給付費収入

以上で歳入を終わります。

歳出に入ります。462ページ。

１款 サービス事業費、１項 施設サービス費事業費

●委員長（中川委員） ９番、南谷委員。

●９番（南谷委員） ここでお尋ねします。465ページ負担金補助及び交付金でお尋ねしま

す。委員長実は私認定第10号町立病院の交付金991万6,702円の同額の金額ですが、この資

料要求をしておりました。ですけど病院の方は受けておりますけど、こちらの方は拠出

してるんですよ。ここで資料の説明を求めたいんですがいかがでしょうか。

●委員長（中川委員） いいです。

●９番（南谷委員） いいですかありがとうございます。それでは資料要求しておりまし

た資料の説明をお願いします。

●委員長（中川委員） 病院事務長。
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●病院事務長（土肥事務長） 991万6,702円についての説明ですが、初めての施設開所とい

うことで経費についてどう算出するか、当初予算より病院内で検討を重ねてまいりまし

た。

介護老人施設として請求いただけるものはそちらの方の利用度で支払い、しかしどち

らか区分できないものはいったん病院事業が支払いをして、一定の割合区分に基づいて

介護老人施設の方から負担金としていただくルールに基づいて今回予算決算を行ってお

ります。

合計として991万6,702円この分が老健が直接払うことができない経費としていったん病

院側が一時立て替えて分担金としていただいた内容のものであります

●委員長（中川委員） ９番、南谷委員。

●９番（南谷委員） ますこの資料の見出しなんですけど、平成24年度厚岸町立病院事業

会計決算に係る負担金交付金の内訳となってますよ。ここで引っかかったのは、負担金

なのか交付金なのかどちらかではないのか。老健側は負担金になってますね。老健とし

ては共通管理なのでどうなんだろう負担金として出さなきゃならないのか。どう整理し

たらいいのかお聞きしたい。

●委員長（中川委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） この資料を要求された９月議会の時点では、病院会計の審

議の際に病院会計の医業外の負担金交付金の内訳をいただきたいと云うことでしたので、

表題の方も病院の方の負担金交付金で説明をしているということです。病院会計の受け

た側としての収入の資料と云うことでございます。

●委員長（中川委員） ９番、南谷委員。

●９番（南谷委員） そうしますと老健側では負担金なんですか交付金なんですか。それ

からもう一点疑問な点は991万6,702円が一括計上されてます。一方の病院の数字と老健側

の数字と老健として991万6,702円に重複するものはないのか。これだけ単独なんでしょう

か。

●委員長（中川委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 負担金交付金というのは病院事業の準則の中で収入として

受ける科目として決まっております。ですから受ける科目として資料を出させていただ

いた。ただし、老健の方の支払いの方は19節の負担金補助及び交付金ということで決ま

っておりますのであくまでもそういう決まりの中でやり繰りしているということでござ

います。

それと２点目の関係でありますが、あくまでもいったん病院で全部払います。それを
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戻し入れると老健の方から収入として入れますので支出の方に戻し入れという形になり

ます。従いまして重複していることは一切ありません。

●委員長（中川委員） ９番、南谷委員。

●９番（南谷委員） そうしますと物によっては面積で全体面積、共有面積それぞれ面積

に応じて按分して、係数を出してますね。これら含めてある程度の基本という係数がで

きるのか係数が毎回代わるのかその辺はどうか。

●委員長（中川委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 時間や人区というものは入所者の増減に応じて数字は変わ

りますが、面積は保健所に届けておりますので、ここは共有、ここは病院側ここは老健

側というように基本的に増改築をしない限り面積は変わりません。しかし実際にかかる

額というのは、光熱水費、燃料費はそのときそのときの単価によりますので、そちらの

方が動きますので、当然金額が動きますが基本となるべき面積率は今後も動きません。

●委員長（中川委員） ９番、南谷委員。

●９番（南谷委員） 後にこれだけの負担を老健側として拠出して 終的に総体収支が

合いましたということなんですけど、実質老健側として負担金のこの数字当初予算とし

て700万だったんですけどどのように捉えていたのか。

●委員長（中川委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 会計が違うわけですから、きちんと老健側と病院の方と使

い方をきちんと根拠に基づき分けました。面積も人区も昨年から準備してまいりました。

広くどなたにも理解していただけるような係数を使っていると思っております。

●委員長（中川委員）続けてまいります。

以上で歳出を終わります。

466ページ、実質収支に関する調書です。

総体的にございませんか。

（なし）

なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。討論を省略し、本決算書は本案のとおり認定すべきものと決する

に、ご異議ありませんか。
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（「異議なし」の声）

異議なしと認めます。よって認定第８号、平成24年度厚岸町介護老人保健施設事業特

別会計歳入歳出決算については、認定すべきものと決定いたしました。

●委員長（中川委員） 休憩します 再開は３時40分とします。

午後３時９分休憩

午後３時40分再開

●委員長（中川委員） 再開します。

次に、認定第９号、平成24年度厚岸町水道事業会計決算の認定についてを議題といた

します。

決算書の10ページ、決算報告書、収益的収入及び支出から進めてまいります。

収入、第１款 水道事業収益 第１項 営業収益

以上で収入を終わります。

支出に入ります。

第１款 水道事業費用 第１項 営業費用

以上で支出を終わります。

次に、11ページ、資本的収入及び支出に入ります。

収入、第１款 資本的収入、第１項 企業債

以上で収入を終わります。

支出に入ります。

第１款 資本的支出、第１項 建設改良費 ・・・・・

以上で支出を終わります。

１ページに戻り、９ページまでは、事業報告書。

12ページから17ページまでは、財務諸表。

18ページから23ページまでは附属明細書。

総体的にございませんか。

（「なし」）

なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。討論を省略し、本決算書は本案のとおり認定すべきものと決する

に、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。よって認定第９号、平成24年度厚岸町水道事業会計決算につい

ては、認定すべきものと決定いたしました。
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●委員長（中川委員） 次に、認定第10号、平成24年度厚岸町病院事業会計決算の認定に

ついてを議題といたします。

決算書の７ページ、決算報告書、収益的収入及び支出から進めてまいります。

収入、第１款 病院事業収益 第１項 医業収益

●委員長（中川委員） 10番、谷口委員。

●10番（谷口委員） せっかく資料いただいているんでお聞きします。未収金の過年度分

についてお尋ねします。過年度分で特に大きいのは平成18年120万くらい平成17年が66万

くらい後は平成22年が多いですがそれぞれの内容についてお聞きします。

●委員長（中川委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 一部負担金の未収金につきましては、過年度分で431万199

円でその内訳は交通事故の加害者払いになっていてその分が未収で40万８千円ほど、こ

れは未だ解決していないのは原因です。納入の約束はしているが未だ未収となっている

のが、242万8千円ほど、それから重度身体障害者になり支払いが進んでいない分が11万4

千ほどで中々支払いに応じてもらえない分が14万4千円ほどで納入拒否を含めた残り121

万1千円であります。

●委員長（中川委員） 10番、谷口委員。

●10番（谷口委員） 過年度の中にいろんな理由があるということで、納入の約束をしな

がら遅れているということもありましたが、ただ見逃せないなと思ったのは、交通事故

で加害者が払うべきものが払ってないとはどういうことなのか、それから病院にかかっ

ていて納入拒否とはどういうことなのか詳しく説明をお願いします。

●委員長（中川委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 加害者払いになっている部分については、保険に入ってい

ないということですね。それから加害者になっている人が、自分は悪くないといってい

る。それから納入拒否というのは、きちんと診療を受けた事実を認識していて請求して

いるにも関わらずもう少し待ってくれとか、他の町の公納金を合わせるとかなりの滞納

金額になるためそちらも少しずつ払っているため払ってもらえないというケースも含め

てのことです。

●委員長（中川委員） 10番、谷口委員。

●10番（谷口委員） 交通事故の加害者払いの話は何年くらい経過した話なんですか。

法的な措置は行ったことはあるのか。納入拒否のことについて払う意思があるのか、そ
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れとも払う意思があっても払えないのかその辺はどうなのか。242万2千円の人との違い

はどうなのか。

●委員長（中川委員） 休憩します

午後３時55分休憩

午後４時10分再開

●委員長（中川委員） 再開します。病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 時間をいただき申し訳ありません。まず加害者払いの内訳

ですが平成16年に１件20万3,470円、平成17年に６万９千円、平成21年に13万6,200円です。

あと納入拒否については、督促状などの催促を行っておりますが、中々お支払いをして

もらえないということでございます。

●委員長（中川委員） 10番、谷口委員。

●10番（谷口委員） そうすると交通事故、納入拒否いずれもそれぞれの手続きは踏んで

いるということだが、今後どうするつもりですか。病院の方の次の対策は。

●委員長（中川委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 未納金があるということは相手方も認識しているので、逐

次相手方に納入していただくようにお願いしていくしかないと思います。

（「まあいいです」の声）

●委員長（中川委員） 他にありませんか。

●委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●12番（室﨑委員） 未収金ということで焦げ付いてしまって一種の不良債権になりつつ

ありますよね。病院の診療を受けて払わないというような債務、病院からすると債権で

すよね。これ時効期間何年ですか。

●委員長（中川委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 現在３年ということになってます。
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●委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●12番（室﨑委員） そうすると平成15年というと消滅時効にかかってしまいますよね。

それで時効の中断をしなければ、相手方が経済的に困窮してて、寝ている布団を剥いで

しまうような請求はできっこないですよ。だけどもきちんと払えるものを、払わないと

いう者に対しては、やはり一定の手続きをとって行かなければならないことも出てくる

かも知れない。その時にやって見たらやはり消滅時効で、あなたのところに債権なんて

ありませんよと言われたら困るんですよね。それで時効を停止させる手続きというのは

どういうものをいうんですか。

●委員長（中川委員） 休憩します。

午後４時29分休憩

午後４時34分再開

●委員長（中川委員） 再開します。病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 時間をいただき申し訳ありません。結論から申し上げます

と不能欠損で処理するということはできない。催告公告の手続きは行っておりますけど、

債権の場合強制的な手続きをすることはできないと解釈しています。本人からの申出が

あって始めて時効の中断の手続きが踏めるということですが、現在のところそういった

手続きは踏んでおりませんので、督促状の送付だけにとどまっておりますので、不能欠

損処理の手続きの処理はできない状況にあるということです。

●委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●12番（室﨑委員） 負担金未収金として過年度23年度以前としてね、平成15年からの分

を載せているんですよ。ここに出てくるということは、債権が生きてるということです

よね。確かに消滅時効が失効するまではいいわけですから、消滅時効になったら体制的

に絶対的に債権が消えるわけではありませんから、それはいいんです。ただそのために

債権を殺さないように消滅時効にかからないように病院側が打っていかなければならな

いんですよ。これがない中で交渉も何もないんですよ。やってないでしょう。それでよ

くね私何回か議員になって言った場面があるんだけどね。民法の147条では請求と差押え

等、承認が時効の中断事由として載っているんですよ。この請求というのを督促状を出

すことだと誤解している人が結構いるの。これは150何条だったかに書いてある催告なん

ですよ。催告というのは半年間時効の完成が遅れるだけなんです。その間に訴訟上の請

求をしないとだめなんです。それを請求というのは、払って下さいということだと思っ

て督促状をぽんぽん出しててそれっきりになっている場合が非常に多いんです。今の病

院まさにそれでしょう。

監査委員がわざわざそちらの席まで行って詳しく教えていたようだけど、少し私の耳
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にも聞こえましたけど、これじゃだめですよ。だから、まず時効中断に入って下さい。

それは割と簡単にやる方法はあるんです。債務者が承認すればいいんです。だから10万

なり20万なりの債務があっても今月千円だけでもいいから、500円だけでもいいから払っ

てくれと、あなたの誠意を見せてくれとするとうちの方でも、いっぺんに払えなんてと

言わないからこっちもやりようがあるから誠意を見せてくれということですよ。そして

向こうから千円でもと一つの例えですが入れてもらってちゃんとした領収書を渡してお

けばいいんです。

そうするとこれで債務者が債務の承認をすることになりますから、そこで時効は承認

されるんです。これは私が言う立場ではないんですが病院の職員にその手が回らなけれ

ば、代わりに税金の徴収とかの担当の人に一緒にやってもらうとかいろんな方法がある

と思うんですよ。病院だから病院がやれと言うことではなく、町全体で滞納している人

に払いやすい方法を考えてやることも必要だと思うんです。そういうことを早急に進め

ていただきたい。いかがでしょう。

●委員長（中川委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 以前にも同じようなご指摘を受けたと言うことで、誓約書

等をいただく中で一部分納いただいている方がおりますが、全員にできるように努力し

ていきたいと思います。

●委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●12番（室﨑委員） それから、診療支払い拒否という言葉を使って先ほど説明されたの

は勿論個々の事例でこういう場では説明できないでしょうが、どう考えても理不尽だと

いう人がいるんだと思うんです。そうでなければただ生活できないからちょっと待って

くれと言った人をですね、事務長が議会で説明したときに支払い拒否何名ですといった

ようなことは絶対しないと思うんですよ。それでそのような悪質と言うような人に断固

とした法的処置をとらなければならないと思いますしそのことについても、きちんと検

討しなければならないと思いますがいかがでしょうか。

●委員長（中川委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 中には診療内容について不満がある方もおります。委員お

っしゃるような手続きができるのかどうか今後検討したいと思います。

●委員長（中川委員） 他になければ進めてまいります。

以上で収入を終わります。

支出に入ります。

第１款 病院事業費用 第１項 医業費用

以上で支出を終わります。
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次に、８ページ、資本的収入及び支出に入ります。

収入、第１款 資本的収入、第１項 補助金

以上で収入を終わります。

支出に入ります。

第１款 資本的支出、第１項 建設改良費

以上で支出を終わります。

１ページに戻り、６ページまでは事業報告書。

９ページから14ページまでは、財務諸表。

15ページから20ページまでは、附属明細書。

総体的にございませんか。

（「なし」）

なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。討論を省略し、本決算書は本案のとおり認定すべきものと決する

に、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●委員長（中川委員） 異議なしと認めます。よって認定第10号、平成24年度厚岸町病院

事業会計決算については、認定すべきものと決定いたしました。

以上をもって、本委員会に付託された案件の審査は、全部終了いたしました。

よって、平成24年度各会計決算審査特別委員会を閉会いたします。

閉会時刻 午後４時44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25年10月23日

平成24年度各会計決算審査特別委員会

委員長


