
- 1 -

厚岸町議会 平成２５年度各会計補正予算審査特別委員会会議録

平成25年９月13日

午前10時00分開会

●委員長（谷口委員） おはようございます。

それでは、早速審査を進めてまいります。

まず初めに、議案第70号 平成25年度厚岸町一般会計補正予算を議題として、審査を

進めてまいります。

第１条の歳入歳出予算の補正。

７ページ、事項別明細書をお開き願います。

９ページ、歳入から進めてまいります。

款、項、目により進めてまいります。

歳入。

13款分担金及び負担金、２項負担金、１目民生費負担金。

ございませんか。

（な し）

●委員長（谷口委員） なければ進めてまいります。

14款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用料。

●委員長（谷口委員） ２目民生使用料。

（な し）

●委員長（谷口委員） 15款国庫支出金、２項国庫補助金、４目農林水産業費国庫補助金。

６目土木費国庫補助金。

（な し）

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

５目商工費道補助金。

18款寄附金、１項寄附金、４目衛生費寄附金。

20款繰越金、１項、１目繰越金。

21款諸収入、６項雑入、２目過年度収入。

３目雑入。

22款町債、１項町債、４目農林水産業債。

６目土木債。

10目臨時財政対策債。
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●委員長（谷口委員） 以上で歳入を終わります。

11ページをお開き願います。

歳出に移ります。

２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費。

４目情報化推進費。

12番、室﨑委員。

●室﨑委員 情報化推進費でお聞きしますが、ここに節にものっている総合行政情報シス

テムというものの説明が、提案理由説明のときに、これは行政クラウドの話だというふ

うにお聞きしました。それで、非常に新しいものだと思いますので、一応その内容を簡

単でいいですから説明してください。

●委員長（谷口委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） ただいまのご質問にお答えさせていただきます。

今回、総合行政情報システムの更新ということで、今、委員おっしゃられましたクラ

ウド環境への移行ということがまず一つの大きな目的でございます。そのほかクライア

ント端末の更新、それと業務システムの更新、継続、それとネットワークの再構築とい

うことで、それと出力環境の適正化ということで、大きな柱としてはこの５本で、あと

もう一つインターネットと、この６つの大きな項目で今回新たに更新をしようというこ

とで考えております。

まず、一つ目のクラウド環境への移行でございますけれども、これは一部のサーバー

を除いて現在情報処理室に設置しているサーバー類をデータセンターに全て移行すると

いうことですので、このうち全て24のシステムが厚岸町にはございますけれども、この

うち18のシステムのサーバーをこのデータセンターのほうに移行をさせると。戸籍管理

システムについては、これはまだ法的に遠くにサーバーを置くことは許されておりませ

んので、それら、あとは軽易なバックアップシステムですとか、ネットワークシステム

等々、６つのシステムについては庁舎の情報処理室にサーバーを置くということになっ

ております。そのほか、各課で運用している基幹ネットワークを利用しないシステム、

それぞれの単独で動いているシステム、これも庁舎内にそのままにしておくということ

です。

データセンターですけれども、一応今現在は札幌市にあるデータセンターに置こうと

いうことで考えております。サーバー類はハード、ソフトともに厚岸町専用、要は他の

自治体との共有をしないということで、さらにセキュリティを高めようということで考

えております。

ネットワークですけれども、データセンターと庁舎間の接続については専用線を利用

いたします。データセンターの被災や通信回線の不通に備えまして庁舎内の情報処理室

にバックアップサーバーを設置をしようと。ですから、今までの形とはまるっきり逆の

形で、今は庁舎内にサーバーを置いて、そこを中心としてやって、厚岸町に何か災害が
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あったときには、データセンターのほうのバックアップでデータを持ってくるというこ

とですけれども、それがまるっきり逆の形に今度はなります。

クライアントの端末ですけれども、職員が使用する端末については新クライアントと

いうことで、記憶装置を持たないパソコンになります、基本的には。そのほか、新クラ

イアント環境での動作ができないものが一部ありますけれども、これについては通常の

パソコンと。基本的には新クライアント方式でのパソコンということになります。です

から、情報漏洩リスクの軽減ですとか、障害発生の軽減、管理運用の向上、操作環境の

柔軟性を図ろうとするものでございます。端末のログイン、要は端末を動かす場合につ

いては、ＩＣカードを用いてよりセキュリティの強化を図ろうと考えております。

現在使用している端末につきましては、デスクトップのパソコンはスペック上でＷｉ

ｎｄoｗs７、新たに今度ＸＰから７に置きかえますけれども、この稼働がスペック上困

難なものですから、これらについては教育委員会へ配置がえと、デスクトップパソコン

は教育委員会の配置がえ、それとノートパソコンについては厚岸消防署への一部貸し出

しと、そのほか残りの端末については新クライアントとともに共有をしようということ

で考えております。

次に、デバイス制御ということで、ちょっと専門的な言葉になりますけれども、情報

漏洩セキュリティ対策向上を図るために、新クライアントとのポート制御を行ってＵＳ

Ｂというのがありますけれども、これも全職員にＵＳＢを貸与する形に、集中管理を行

うということにしております。業務システムにつきましては、今24のシステムが稼働し

ていることは申し上げましたけれども、そのうち３つのシステムを新たなシステムに更

新をしようということで考えております。

次に、ネットワークの再構築ということで、データセンターと庁舎を結ぶネットワー

クについては、１台に故障が発生しても残りの１台で通信を継続する仕組みを構築した

いと考えております。庁舎内のネットワークですけれども、ネットワーク、物理的な障

害が発生した際にも通信を可能としようと。あとは高速化を図ろうという仕組みをつく

りたいと思っております。

庁舎外の外部の施設ですね、これにつきましては、フレッツグループのアクセスの廃

止が予定されておりますので、全て光ネクストとのＶＰＮというグループとして高速化

をより図ろうということで考えております。これも同じく１台に故障が発生しても残り

の１台で通信を継続する仕組みを構築しようと考えております。

それと出力環境の適正化ということで、印刷単価の軽減、業務の効率化、情報漏洩を

考慮して庁舎内においてはコピー、プリンター、スキャナー、複合機の形を中心として

出力環境を構築しようと考えております。これもＩＣカードによって、どの複合機から

でも出力できるように情報漏洩と業務効率の向上を目指すということです。一部レーザー

プリンターが残りますけれども、一応27台継続して使用することとしております。この

複合機からの出力については、単価が１枚やったら１円程度ということで、かなり効率

化が図られるだろうというふうに考えています。

あとインターネットでありますけれども、庁舎内執務スペースのほぼ全域でインター

ネットに接続できるように、今、ＶＤＳＬ方式になっていますが、Ｗｉ‐Ｆｉによるネッ

トワークを構築しようと考えております。既存のノートパソコンのほかにオーバーＬサ
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イズのノートパソコンを用いて、各課に複数台の設置を予定しております。これは基幹

のシステムとはまっきり別個の線で結ぶ形、今のままの形で継続しようと考えておりま

す。インターネット端末からの印刷に関してもＷｉ‐Ｆｉを用いて各課にインクジェッ

トのプリンターを設置しようと考えております。導入のスケジュールにつきましては、

２月までにサーバー構築、機器設置を行い、３月から旧システムと新システムの重複す

る期間がありますけれども、どうしても全ての総合行政情報システムの更新となります

と重複期間が必要になってきますので、３月分からの借上料ということで今回補正予算

を計上させていただいたということでございます。

●委員長（谷口委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 今のお話を聞いていて、全部がするすると理解できた人はこの議場の中に何

人いるかなと思いながら聞いておりました。私も甚だ疎いものですから、一部は何かお

経か呪文を聞いているような心境になった次第であります。

それで、個々の難しい単語についてはよくわからないのですが、例えばクライアント

と言っているけれども、あれ患者さんでなくて利用者かなんかのことなのですかね、

ちょっと意味がわかりません。そういうカタカナ語が随分出てくる世界なんですね。そ

れで、ちょっとおぼろげながら感じるのは、大きく分けるといわゆる情報漏洩がないよ

うにするための部分、セキュリティというのですか、それから技術的にスピード化を図

り、効率化を図り、経費を節減するという部分。それから、もう一つは、メーカーのほ

うが今まで使っていたいたものを使えなくして、新しいのを買え買えということをせざ

るを得ないように持ってきていることがあって、それによって新しい機器を入れざるを

得ないという部分、そのぐらいに大きく分けられるのかなと思いながら、今、伺ってお

りました。

それで、進歩した機械を入れて、事務の効率化を図り経費の節減を図ることは多いに

結構なので、それはどんどんおやりになっていただきたい。それから、新しい相当お金

がかかってもメーカーのほうが既に保証期間が過ぎましたからというようなことで、新

しいのを使わざるを得ないようにしている部分、これは乗らざる得ないわけですね、否

が応でもね。それでなければ、全く違うＯＳというのですか、ユニックスベース、イナッ

クスベースとか、そんなものに変わっていかなければならないわけだけれども、それを

やっちゃうと、またそれで大変らしくて、今の線でメーカーの言うとおりにやらざるを

得ないというのがあるでしょう。それはそれで仕方がないから、おやりください。

それで、今、お聞きしたいのは、今回のシステム更新によって情報漏洩、漏泄と言っ

てもいいのですが、これが防ぐことがどのような保障があるのか、そこの部分について

ご説明をいただきたい。

●委員長（谷口委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） まず、大きなものとしては、今回データセンターにサーバーを

お借りすると、厚岸町専用の他の自治体と供用してそのサーバーを設置をしているとこ
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ろもあるそうですけれども、厚岸町に関しては、厚岸町以外の自治体等々が入ってくる、

一緒に供用するまずはサーバーではないということですね。しかもこのデータセンター

ですけれども、はっきりとした住所というのは知らされておりません。公にはされてお

りません。実際にその担当者もこの施設のほうには見に行きましたけれども、会社名は

知らされてますけれども、住所とかというのは公にはされてないということで、また、

専用線についても厚岸町との線を結ぶということで、情報漏洩ですとか、この部分につ

いては、今以上のセキュリティが図られるだろうということで考えております。

●委員長（谷口委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 補足をさせていただきたいと思います。

インターネット環境を厚岸町で整えたいというふうに考えたときに、議会の議論の中

で、いわゆるハッカーに対する対策はどうなっているのかというご質問がございました。

それで、国や北海道なんかは、自分のデスクに置いているノートパソコンで通常業務を

行いながら、しかもなおかつインターネットを利用できるという環境で仕事をされてお

ります。しかし、厚岸町の場合は、機関業務を行うコンピュータではインターネットに

接続できないという、むしろ逆にインターネットを利用する環境を整えている機器はス

タンドアローンと言いまして、独立しているということでありますので、その機械にし

かインターネットでは接続できないという環境を整えて現在までそういう手法をとって

きております。この手法は、今後も続けたいということであります。

それから、もう１点、非常に職員にとって業務がかわるのは、今までのノートパソコ

ンでは、先ほど総務課長からも説明がありましたけれども、いわゆるＵＳＢという記憶

をパソコンで業務をした内容を、わずか数センチの差し込みをするもので、その中に大

容量のデータを保存することができるＵＳＢというものがありますけれども、それを今

の環境では自由に流用ができるというふうになっております。ただし、我々は公務員で

ありますから守秘義務が課せられておりますし、それから個人情報が入ったようなテー

タは、部外に持ち出すことを内規でもって制約をしております。しかし、それを厳密に

管理できている状況かと言うと、必ずしもそうでない部分があります。今回はＵＳＢを

全職員に１本ずつ与えて、これはシリアル番号というものが付されて、その中に収まる

データですね、要するにパソコン本体からＵＳＢに、どういう情報が収まったかという

ことが管理できるシステムがあるそうであります。それを導入して、例えば大沼なら大

沼の機械でどの機械でどういう文章をＵＳＢに移行したかというようなことが管理でき

るようになっています。

今までは、ほとんど１台ずつ与えておりますが、そのパソコン自体に記憶容量があっ

て、そこに自分でつくったデータやなんかを保存できるという形をとっておりますけれ

ども、これからは全てサーバーという、パソコンが持っている記憶容量の数千倍、数万

倍を持っているサーバーという記憶装置の中に全部入れ込むと。自分のノートパソコン

には記憶容量がありませんから、各課で持っている情報の共有ができると、そこに自分

以外の他の部署の人間がアクセスできると。ただし、その中で今までも一部そういうこ

とが行われておりますけれども、パスワードを設定したりなんなりということで、そこ
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にアクセスできる職員というのはおのずと限定されているというようなこと。それから、

例えば機関業務の中でいろいろな業務がありますけれども、例えば選挙管理委員会の業

務に関しては、ほかの部署の業務の担当の者はアクセスできないというようなシステム

を構築して、そういうようなことで、総体的に今まで以上に情報の管理というものがよ

り適切に、それから漏洩ということがなくなると、ゼロというふうには言いたいのです

が、ゼロに近い形でなくなると。もし仮に、事件、事故が起きたとしても、誰がどうい

う情報を持っていったのかということも管理できるという状況になっております。

●委員長（谷口委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 わかりました。

できる限り徹底した管理を行っていただくということで。

それで、ちょっと念を押すような言い方で悪いのですが、まずデータセンターを経由

しているのは民間会社ですね。

●委員長（谷口委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） そのとおりです。

●委員長（谷口委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 クラウドに関して常にこれが言われているんですが、その会社が健全に経営

されている間は万全な体制をとっていても、その会社がつぶれたり、おかしくなったと

きにどうなるのかという話があるのですね。会社がつぶれても、この情報を引き出すこ

とができない、あるいは会社の中でもって、よからぬ者がいて操作をしようとしても、

かぎは開かない、そういう保障がきちんとありますか。

●委員長（谷口委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 今危惧されている部分については、全て確認をさせていただい

ております。

●委員長（谷口委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 わかりました。ぜひそのあたり非常に言われております。

それから、インターネットに関してスタンドアローンというのですが、何か映画に出

てくるような名前ですね、これについてきちっとなさっているというのはわかりました

ので、それは今までもそういうやり方でずっとやってきたわけですよね。いくらかぎを

かけても、扉があると誰かがこじ開けるおそれがあると、扉をつくらないということで

すね。
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それから、いわゆる情報セキュリティというのですか、何ていうのか知らないが、こ

れの中で実はこれ住基ネットのときに随分と議論があった部分なんですが、ブラック何

とかというような金融業なんかをやっているところは、ああいうものが非常に欲しいん

ですね、住民票のような情報を。それで、そういうものがのぞけないように、これだけ

万全なものにしているというふうに国のほうで言ったときに、そっちのほうのもちろん

名前は出しませんが、その巨頭が取材に応じてあるいは新聞でせせら笑ってましたね。

それは、例えば全国のいろいろな町にはサラ金で首の回らなくなった職員なんていうの

はいくらでもいると、そういうのをぎゅっと締め上げて情報を持ってこさせれば簡単に

取れるんだと、こういう言い方をしました。それができるがどうかはちょっと別にして、

言わんとするのは、ヒューマン何とかという情報漏れが起きる場合に、一番恐ろしいの

は人なんですよ。これはどんな機械を使っても、なかなか難しいんですね。

今、副町長が100％はできないんだけどと言うときには、恐らくそういうことまでお考

えになっているんだろうと思う。それで私は、厚岸町の職員がよからぬことをするんだ

などということを言っているわけではないんですが、この情報セキュリティだかなんだ

かというような、こういう話のときには、ちょうどうちらの町には泥棒するやつなんか

いないんだからと言って、かぎをかけないでいると事故が起きる。でも、きちんとかぎ

をかけることは未然にそれを防ぐことという意味で、この今ＵＳＢメモリーの話が出て

ましたですね、専用のＵＳＢメモリーを１個ずつ貸与すると。今、物すごい容量のもの

がたくさん出てますから、それで動画なんていうことになれば、ちょっといろいろとあ

るでしょうけれども、文書なんかでは全く問題ないだけの容量がありますよね。それ以

外の私物を持ってきて、ちょいと差し込んで、持っていくというようなことを、もしで

きるのか、それから、やったら必ず足跡が残るのか、このあたりのシステムももう一度

わかりやすく説明していただきたい。特に、このインターネットに関しては、役所では

スタンドアローンで自分の役所でいじっているコンピューターとつながってないんだけ

れども、家に帰って仕事をするために持っていった。持っていったら、それがインター

ネットにのって流れてしまったという事件は、特に教育関係では随分と世情をにぎわせ

ているんですね。恐らくほかにいろいろあるんでしょうけれども、その学校の生徒のい

ろいろな情報が流れたというのは、何カ月に一遍かは新聞に出てきますよね。厚岸町で

ももちろんそれに対してきちんとした内規はつくってあると、厚岸町の教育委員会のほ

うでも、思います。でも、私に言わせると、あんなものは１条あればいいんですよね、

間違いでも何でもいいから情報が流れたら、あなたの首も流れますよという１行をつくっ

ておけば、大抵ああいうものはきちんとなるんじゃないかと思うんですけれども、今回

のこのシステムの中で、そういう部分に対してはどういう手だてが行われているのか、

わかりやすく説明をしていただきたい。

●委員長（谷口委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） まず、ＵＳＢメモリーですけれども、これは登録済み、要は集

中管理ですから登録済みのＵＳＢ以外は使用できないことといたします。

それと端末、パソコンにログインする、使う場合にはそれぞれ個人ごとのＩＣカード
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を用いますので、もしも、そのような事態が起きた場合については誰がそのようなこと

をしたかということの検索は、すぐにわかるようなシステムにはなっております。あと

その職員へのモラルの部分になりますけれども、これも改めての注意喚起の運用するよ

うな取り決めというものを新たにつくる予定でおります。

●委員長（谷口委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 すみません。システムが完全に理解できる能力がないものですから、同じよ

うなことを聞いているのかなと思いながらお聞きしているので、その点は勘弁してくだ

さい。

登録済みのＵＳＢメモリーを使いますというような言い方をしていたんだけれども、

登録してない私物のＵＳＢメモリーを差し込んでも動かないようにしてしまうというこ

となんでしょうか、それが１点。

それから、何月何日の何時何分何秒から何時何分何秒まで、どういう仕事を誰がした

かという記録が全部残るということだろうと思うんです、今のはね。と同時に、こんな

ときにこんなことをやっているのを、おかしいよっていうようなものが常時とは言いま

せんよ、ランダムに監視できるような、そのいわゆる変なことをやっていたら誰かが見

ているかもしれないというような部分のシステムはあるんですか。

●委員長（谷口委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） ＵＳＢの件につきましては、これはその登録していないものは

使えないことになっております。そういうシステムにしようと考えています。

あとランダム、逐一監視システムという形で、これは構築をする予定であります。構

築できます。

●委員長（谷口委員） よろしいですか。

４目、他にございませんか。

（な し）

●委員長（谷口委員） なければ、進めてまいります。

５目交通安全防犯費。

10目企画費。

12番、室﨑委員。

●室﨑委員 ここでちょっとお聞きしたいんですが、定住自立圏形成協定というのがござ

いましたですね、これは議会で議論されまして、その各条項について丁寧な説明をいた

だいて、議決をしたと。これ議決要件ですからね。その中で、道路の問題も書かれてま

したですよね。それで、そこで高規格幹線道路の話が出てきましたが、このときだけだ
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けではないんですが、いろいろなところで言っていることを取りまとめるような形で、

このときも説明がありまして、厚岸町についてはバイパス的なものをつくられるような

道路環境の整備ではなくて、既存の国道44号線がより走りやすいような整備ということ

で実は開発局促進期成会の要望事項についても、別保、オンネ沼間については、簡単に

言うと釧路根室間については、効率的な整備と地域高規格道路でない効率的な整備をお

願いしたいというふうに考えているという説明がありましたが、これについては現在も

変わらないと、そのようにお考えでしょうか。

●委員長（谷口委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） お答えさせていただきます。

高規格道路といいますか、北海道横断自動車道これが今整備をされていて、来年26年

には白糠インター、27年には阿寒インターのほうまで開通予定ということになっており

ます。実は従来、この定住自立圏あるいはその他のときにも議会の中でいろいろそういっ

たお話があって、厚岸町としてどういう考えがあるのかということで、国の中での道路

の中期計画、何度かこれは政権の移行があっても、しながら変わってはいるんですが、

現状の中では別保からオンネ沼間、釧路・根室間になりますが、ここの整備については

現道を生かした効率的な整備ということで、国の計画自体も変わっておりません。ただ、

釧路総合促進期成会であることは、陳情をする際には、そういった要望をしております

けれども、先ほど言ったとおり北海道横断自動車道が、遅くても30年ころには釧路のほ

うまで来るだろうと。そうすると、その後引き続いて、釧路から根室までの今計画区間

になっているものですから、それを整備区間にしていただくような取り組みを、実質的

にはもう動き出さなければならないだろうという考えを持ってございます。

従来の部分では、今、国も計画もそういう形になっておりますけれども、3.11が発生

をして、厚岸でいえば白浜地区、門静地区、こちらのほうの国道も浸水をして通行がで

きない状況もあったと。あるいはその津波以外でも、大雨が降って水鳥観察館周辺のと

ころが冠水をして、道路が何日間にわたって通行どめになってしまったということでは、

現道のままでは、この幹線道路が機能を十分に果たせるのかということを危機としてと

して持っております。そういった中では、今、これから別保・オンネ沼間の整備に当たっ

て、地元近隣町村との協議というのがこれから進めさせてくるだろうと思いますけれど

も、そういった中では、そういった浸水で道路が使えないようなところは回避しなけれ

ばいけない。事前に開発等ともお話はさせていただいておりますけれども、一番頭に印

象として思うのは、そういったところを高く高架にして道路を走らせれば、それは状況

としては確保できるのかなと思う一方で、国はこういった高速道路の整備に当たっては

費用対効果というものを考えた中では、市街地を走るという部分では、かなりの支障物

件が出るということもありまして、そういった心配され２区間というのは、釧路・根室

間であっては厚岸が特にそういう状況が発生しているということでは、高台のほうにルー

トを変えなければいけなのかなという考えも持ってきております。

そういった具体的なルートについては、今後厚岸町だけではなくて、当然道路という

のは厚岸町のためだけではなくて、根室全体の高速道路体系網を考えてやるわけですか
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ら、関係市町村が集まって検討する中で、具体の話が検討されてくるのだろうなという

ふうに考えております。

●委員長（谷口委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 基本的には、現道整備である、改めて別個の高速道路をつくれということを

厚岸町は言っているわけではない。ただ場所によっては現ルートをそのまま整備すると

いうことで、場合によってはうまくいかないことが考えられるので、現道の44号からルー

トが少し離れることもあるかもしれないと。しかし、それはどこまでもどこからでも乗

り降りできる現在の国道のもっと立派になったものという考えであると、そういうふう

にお聞きすればいいですか。

●委員長（谷口委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 具体的なそういった方法というのは、これから検討

されると思いますが、もし万が一、その厚岸のそういった心配される区間のところをバ

イパスということで市街地を外れたルートを走るといった場合には、現状のこの国道は

国道で、そういった対処はしてもらわなければいけないとは思っています。まるっきり

ルートを変えて国道が今の沿線がどこかに変わるような形ということは、厚岸町として

は望んでおりませんので、そういったことについては国等の協議の中で実現させていた

だきたいなと思っております。

●委員長（谷口委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 ルートに関しては、まだこれから詰めなければならなところがあるだろうと。

ただ、私が聞いているのはそうじゃなくて、基本的なところで要するに、今のような形

式の国道と、高速道路と今のような国道というのは形式が全く違うのですよね。高速道

路というのは、いわば新幹線の鉄道線路みたいなもので、インターチェンジという駅か

らでないと乗り降りできないんですよ。そういうようなものをつくってくれということ

ではなくて、どこまでもルートが変わったとして、そしたら、今までの現道は現道で残

してもらわなければ、もちろんなりませんけれども、そういう国道整備というのか、そ

れでいってほしいという基本的な考えは変わってないのかということを聞いているわけ

です。

●委員長（谷口委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） これまでは、厚岸町のほうは現道を高速交通体系に

見合うような形での要望をさせていただくということは今までと、それはどういうこと

かと言うと、場所によっては譲り車線であるとか、あるいは防雪柵であるだとか、線型

が急なカーブを緩やかにするだとか、そういう安全対策を講じていただいて、高速交通
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体系に見合うような整備をという話をさせていただいておりましたが、実際北海道横断

自動車道というのは自動車専用道路、自専道と言われる部分で、今質問委員言われたよ

うなインターチェンジからでないと入れないような道路、これもまた一方では、考え方

としては国もあるわけでございまして、その高規格道路を整備するに当たっては、私ど

もは今の国道44号線を高速交通体系に行くような、どこからでも入るようなという要望

をしておりましたが、今言っているのはバイパス等々になりますと、自動車専用道路と

いうふうな形が当然考えとしては出てきますので、そういったときには、国道44号線に

つきましては、現道ではルートですね、その現道のルートにつきましては、今までと同

様交通安全対策を講じていただいた中で整備をしていただくという要望も、今も行って

おります。

ちなみに、水鳥観察館の周辺、あそこについては津波を関係なくして、この後の何年

間、通行どめになっているということでは、速やかに対応を図っていただきたいという

要望もしておりますし、それに向けた具体的な検討が開発局建設部のほうでも進められ

ているということでございます。

●委員長（谷口委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 定住自立圏形成協定というのは議決案件なんですよね。そこで説明されたも

のと、厚岸町が今要望していることが、大きくもし変わってくるならば、この議決案件

の説明ががらっと変わってしまうんですよね。今聞いたら、何かどんどんどんどん違う

話が出てくる。そうすると一体、この定住自立圏協定の締結が議決案件であったという

ことの意味というのはどういうことになるのですか。今の話し聞いていると、いやいや

水鳥観察館のそこの部分だけは高規格道路でやってほしいんだというふうに聞こえてし

まうんだけれども、そうなんですか、そこのところをきちんととらえていただきたい。

●委員長（谷口委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） すみません。うまく伝わっていないようでございま

す。定住自立圏の協定書の中でも、釧路・根室間については効率的な整備の促進に取り

組むということになっております。その考えは何も変わっておりません。水鳥観察館と

言っているのは、今の国道であっても、そういった状況で通行どめが何日間にわたって

行われるようなことになってしまうと、厚岸町というよりも根室からも大変大切な道路

でありますので、そういった対処は早急に行っていただくと。ただ、国のこれから釧路

から根室に至るまでの北海道横断自動車道の整備に当たって、具体的なルートの検討が

これから進められていきます。そういった中では、厚岸の白浜、門静、あるいは水鳥観

察館周辺のところの部分、そういった心配、津波が来たときにはどうなんだということ

も当然考慮した中で、震災後は高速道路の整備についても検討がされるということです

から、そういったところではルートが厚岸の中では変わってくるかもしれない。これは

これから協議でありますけれども。ただ、国道44号は、もし高速道路が整備が違うルー

トになったとしても複線化として、44号は残していただきながら、これは安全対策とい
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うのはしていかなければならないとは思っておりますが、いかんせん、今、その高速道

路の整備については具体的なルートがまだ決まっていません。あるいは決めるに当たっ

ては沿線自治体の協議等も入ってくると思いますけれども、そういった中では、厚岸町

の考えは変わらずの中で、整備の方向に向けて意見を述べていきたいというふうに思っ

ております。

●委員長（谷口委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 非常に何か微妙な話になってきて、厚岸町はそうすると高速道路をつくって

くれと言っているのかなというふうにも聞き取れなくもないんだけれども、そうではな

いんですよね。

●委員長（谷口委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 釧路、根室間における高速道路の整備については、

これは早くから厚岸町も構成として要望をしております。ただ、それが今国のほうでは

道路の中期計画というのが示されて、あの時点では今整備区間になっているのは釧路ま

でですから、ですから釧路から根室に至るまでは道路整備計画で位置づけられた現道を

生かした高速交通体系の整備をするという国の方針が示されたので、その方針にのっとっ

て、厚岸町としては進めていただきたいという要望、そして、その整備をできるだけ早

く行っていただきたいという要望を続けてきておりました。厚岸町としては、町長から

も以前の答弁の中でも、そういうお話をさせていただいていると思います。その考えは

変わっておりません。ただ、釧路までがほぼ30年ぐらいにはでき上がってくるだろうと。

根室間の道路のルートについてもこれから今の現道でいくのか、あるいは別ルートを考

えるのか、複線化をするのか、そういった話というのはこれからなってくるかと思いま

す。

ですから、今現状としては厚岸町の考えは何も変わっていないと。これから国等から

そういった検討が具体的になされたときには、その協議の中で厚岸町のこの現道を生か

すという部分は、引き続きお願いをしていっていきたいということでございます。

●委員長（谷口委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 現道を生かすというのはわかりました。それで、22年９月17日のときに、こ

この部分は相当議論しているのですよね。そのときには、実は開発局促進期成会の要望

事項についても別保、オンネ沼間については地域高規格道路でない効率的な整備をお願

いしたいということで、お願いしております。これが厚岸町の基本線であるということ

については間違いないないですね。ルートだとか何だとかいろいろな細かな問題もある

だろうし、これからの話し合いもいろいろあるだろうけれども、厚岸町としての考えで

すよ、国はどう言ってくるのか道がどう言ってくるのか、その話を聞いているわけでは

ない、その点で確認しておきたい。



- 13 -

●委員長（谷口委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 一番危惧しているのは、ほかの町のことで余り地名

を言うとあれですけれども、高速道路ができることによって、ぐるっと車の移動が変わっ

てしまって町の中が閑散としてしまうような状況というのが心配されるわけであります。

そういった中では、町の中に車が入り込まない、あるいは観光客が来づらいというか、

町を訪問しづらいような状況だけは当然避けなければいけないという考えの中で、具体

的な検討がされていない釧路、根室間にあっては、この国道44号線を効率的な体系にし

てほしいという要望を、今までもさせていただいておりますから、これから釧路等の部

分の話になってきたときには、そういったことを、今まで厚岸の考え方もお伝えしなが

ら検討をさせていただきたいと。また、そういう状況が変化するような状況にはいろい

ろ議会のほうにもお知らせしていきたいというふうに思っております。

●委員長（谷口委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 わかりました。厚岸町の基本的な考え方というのはちょっとくどく聞いて申

しわけありませんが、わかりました。

それで、実は８月６日の釧路新聞に、高速道根室延伸で論議というのが１面のトップ

を飾るニュースで出ておりまして、その中で、厚岸町の若狭靖町長は、白糠、阿寒イン

ターチェンジが開通後には、根室までの高速道路が着工する環境をつくってほしいと提

言した。これに対して浜中町農協の石橋栄紀組合長は、根室までの道路が高速化するの

は反対だ、観光や産業の振興を考えれば、国道44号のオール複線化をすべきだと持論を

展開した。こういう記事になっているんです。恐らくこの記事が正確かどうかというの

は、ちょっと私も疑問を持つんですが、このとき、厚岸町の若狭町長としては、どのよ

うな発言をなさったのか、それについてどうも町民の間でも、あれっ、厚岸町高速道路

じゃなくて44号を整備してくれというふうに言ってたのが、町長全然違うことを言って

いるのかというような印象を与えているようなんですよ。それで、ここのところを説明

していただきたいのですが。

●委員長（谷口委員） 町長。

●町長（若狭町長） 先ほど来から、担当の課長が答弁しているとおりなのです。

今、本別、釧路間が高速化道路が整備されております。これがおよそ30年ごろに完成

をするだろうと言われておるわけであります。我々釧路地方総合開発期成会においては、

先ほどご指摘がございましたとおり、道東自動車横断道については、早期着工計画から

整備にしてもらいたいというお話をしておるわけであります。それは毎年毎年国に強く

要請をさせていただいております。ただ、新聞は、ただ端的な言葉をこれ議論になって

ないんです。ただお互いの意見を聞こうというだけの話でございまして、何も賛成だ反

対だということでなく、私からは、やはり30年に本別、釧路間、すなわち札幌、釧路ま
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でが高速化されるので、引き続き根室まで速やかに準備が整うように、国としては考え

ていただきたいということでございまして、現行の44号線は整備をしなければならない

現実であります。特に厚岸区域が重要であります。なぜかと言いますと、冠水対策、津

波対策、この44号線を別の問題として速やかにやってもらいたいと、これも開発局も今

真剣に考えていただいておるところでございます。ですから、44号線の整備と、現行の

整備と、新たな課題としての高速化については、これ別な問題でございますので、私と

しては当時の釧路市長主催の今後の町のあり方についての意見として、私が申し上げた

ことでございまして、何か議論をなされたような記事になっておりますが、それぞれの

意見を申し上げたというだけの話でございますので、その点はご理解をいただきたいと

思います。

●委員長（谷口委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 議論でない、それぞれの意見を出したんだというところはわかりました。

それで、この定住自立圏のときにも、ほかのときにもありましたけれども話をしてい

る中では、町側の答弁としては、地域高規格道路ではなく、国道44号を利用した幹線道

路として、高速化とは言わないですよね、効率的な道路に整備してほしいということで、

ずっと来たのではないのかと。そこに、高速道路もつくってほしい、44号も整備してほ

しいというような話になったら、地域高規格道路ではない効率的な整備ということから

は、外れるんじゃないかと、そういうふうに思うんですよ。

それから、新幹線ができると在来線というのはどんどん便数が減ってしぼんできます

よね。それと同じように、やはり国道44号と並行して高規格道路が通ってしまえば、国

道44号の幹線としての意義はがたんと落ちますから、いわばローカルな道路としての位

置づけになってしまうんじゃないかと。そうすると、今まで厚岸町が考えていたことと

違うんじゃないかと、そのように思うんですよ。

私どもは、地域高速道路ではない効率的な幹線としての国道44号の整備、それはルー

トだとか何だとかについてはいろいろあるでしょうけれども、それをお願いしたいとい

うことで、議会も理事者も一致していたのではないかと。それが今の話を聞いていると、

釧路新聞が全くうそを書いているわけではなくて、町長としては、いやいや高速道路も

お願いしたいんだと言っているということになったら、議会での説明と違うんじゃない

かと、そのように思うんですよ。いかがでしょう。

●委員長（谷口委員） 町長。

●町長（若狭町長） 私のお話ししましたとおり、ルートについては今後どうなるかわか

りません。ただ、以前は医療関係等において強く要請がございました。44号線の高速化

をお願いしたいということで、関係する町村としての釧路市、根室市、浜中町、厚岸町

で統一した意見として44号線の高速化について強く国に要請をした経緯がございます。

その後、ルートについてはいろいろな議論があるかと思います。しかながら、ご指摘が

ございましたとおり、現行では44号線の整備が重要なんです、現存の。ですから、この
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ことについて特に厚岸地区は、何度も申し上げますが、冠水で二度通行どめになってい

る。津波でも通行どめになっている。それが主体なんです、現行は。しかし、今、平成30

年に完成をしようとする釧路までの高速化については、さらに延長すべきであるという

ことは開発期成会で要望しているんです。ですから、ルートについてはどうなるかわか

りません。そこをご理解いただかないと議論としては成り立っていかない、私はそうい

うふうに思ってますので、ただ、定住自立圏との関係においては、それらは生きており

ます。当然そのとおりです。

ですから、関係３町の中では、そういう方向で、もう既に国のほうも一部工事をいた

したわけでありますが、しかし、政権がかわった後、またいろいろな今問題が出ておる

ことは事実なんです、ルート等を含めてですね。ですから、これらの問題、今後どうい

う動きになってくるかわかりませんが、現行においては、全く変わっておりません。そ

の点はご理解、ご承知をいただきたいと思います。

●委員長（谷口委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 国がどう変わろうと、道がどう変わろうと、そんなことはいいんです。状況

がいろいろ変わるんなら変わるでいいんです。ただ、厚岸町としては、地域高規格道路

でない効率的な整備をお願いしたいんだという基本線を持っているということを議会に

示しているんですよ。その何とか期成会がそうではなくて、高速道路をつくってくれと

言っていて、それに一枚かんでいるというなら、それはそれでいいんです。そういう話

がよそに行ってはしゃべっているんだけれども、厚岸町の議会の話と一部食い違いが出

るようなことを発言するというのは、議会側としては甚だ不思議なのですよ。何でこう

いう状況が変わってきているから、高速道路は高速道路で、44号は44号で整備するとい

う考えを持っているんだというような話が、こういうときには出てこないんですね。新

聞で読んだら、えっというような話になって出てくる。

ある程度の時間にしゃべったのが、２行とか３行になるから、それはニュアンスの違

いというのがあるだろうし、そこらはこちも考えて読まなければならないとは思ってま

すが、いずれにしても、44号の現道をもっとスムーズに走れるように、それから安全な

場所を通ってもらうようにお願いしていきたいという問題と、高規格道路があそこまで

できたから、そこから先根室までどんどん延ばしてくださいという話は別ですよ。それ

を並行してやったほうが得策なんだというのであるならば、そういう話はきちんと議会

に示して、賛成反対いろいろな議論はあるでしょうけれども、町の考え方をみんながわ

かってなければならないでしょう。そういうことがされないままに、今こうやって聞い

たら、初めて出てくるような話がぽんと出てくるということは、甚だ遺憾であります。

その点いかがですか。

●委員長（谷口委員） 町長。

●町長（若狭町長） 先ほども申し上げましたが、釧路地方総合開発期成会としては、道

東自動車道の横断道についての、釧路、根室間については計画区域から整備区域にして
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もらいたい、ルートは別ですよ。そのことについては、もう何年前から重要項目として

国に要請しているんです。このことについてはもう既にご承知のことと思います。です

から、この問題は今後とも懸案事項として続けていかなけれはならない懸案事項である

と、私はそのように感じておるのであります。

●委員長（谷口委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 まあ、４日手になってもよくないから、このぐらいでやめますけれども、私

が行っているのは、ルートの話ではないんです、道路のあり方なんです、態様なんです。

高規格道路というのはインターチェンジからでないと乗り降りできません。インターチ

ェンジが自分の家の近くにないと遠くまで行ってからでないと上がれません。それから、

一般国道、これがどのように整備されようとも、それはどこからでも乗り降りできます

ね。これがまず大きく違うでしょう。それを整備するための費用とか企画とか、そうい

う専門的な話になると、またいろいろあるでしょうけれども。それで、この定住自立圏

構想のときには、はっきりと地域高規格道路でない効率的な整備をお願いしたいんだと

いうことを言っているわけですよ。そうすると、片一方で何とか期成会で言っているの

は、高規格道路をつくってくれというふうに言っているとするならば、もう既に、ここ

で矛盾しているんですね。高規格道路でない効率的な整備というふうに、はっきり言っ

ているわけです。そのあたりをやはり、そうでないならないように、きちんと説明する

必要があると思うんです。これでは誤解を与えますよ、その点なんです。ですから、そ

の期成会というのは、もう高規格道路で走らなければならない協定をしているというふ

うには、聞いてなかったですけれども、そのあたりで厚岸町としてはどう考えているの

か、厚岸町はこの後、国や道や、あるいは近隣町村との話し合いの中で、厚岸町の考え

だけが全部通るなんていうことはないかもしれない。でも、厚岸町としては、今のとこ

ろ基本的にこう考えているんだと、そういうものをきちんとやっぱり議会にも示してお

くと、そういうことが必要だと思います。

●委員長（谷口委員） 町長。

●町長（若狭町長） 厚岸町といたしましては、現行は現実なんです。44号線の厚岸区域

については、これは自立圏ができる前は震災なかったんです。なお、この分は、ますま

す今重要化されているんです、何度も言いますが。ですから、それは継続なんです。

もう一つは、釧路地方開発期成会で要望しております横断自動車道の計画区域を整備

区域にしてもらいたいという一方の要望、これは開発期成会としております。ですから、

定住自立圏における道路整備というのは、現在の中での早急に行わなければならない厚

岸町としての懸案事項であるということについてご承知いただければと、そういうふう

に考えておりますので、この点はご承知いただきたいと思います。

●委員長（谷口委員） 他に、10目ございませんか。
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（な し）

●委員長（谷口委員） なければ、進めてまいります。

４項選挙費、３目町長選挙費。

５項統計調査費、１目統計調査総務費。

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費。

２目心身障害者福祉費。

４目老人福祉費。

12番、室﨑委員。

●室﨑委員 ここで、２、３お聞きしますが、ＳＯＳネットというのがありますね。これ

の厚岸町における状況というのはどのようになっているのでしょうか。

●委員長（谷口委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） ＳＯＳネットワークの関係につきましては、徘徊老人とい

いますか、認知症高齢者を地域で見守り、不明になったときに地域の総力を上げて発見

命を救おうというネットワークでございまして、厚岸町では釧路保健所で行っている釧

路地域ＳＯＳネットワークにおいて加入し、町内の事業所とともに、そのネットワーク

に参加しております。

具体的な生きるに当たっては、それぞれの地域の警察署等への捜索願いというのでしょ

うか、そんなことを発端に地域の連携を図ると、そういうふうに厚岸町としても取り組

んでいるところでございます。

●委員長（谷口委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 釧路の場合には人口が多いですから、１年間で相当の人数がＳＯＳネットが

動いて、そして随分たくさんの方が救出というか身柄が確保できて、命を失わずに済ん

だというのがありますが、厚岸町の場合ですと、確かに人口も少ないので、件数はそん

なには多くないと思うんですが、１年間でどの程度のものがありましたか。

●委員長（谷口委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） ここの数年間はＳＯＳネットワークを発動したという状況

にはなっていないところでございます。

●委員長（谷口委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 ＳＯＳネットのいろいろな事例を見ますと、そこの発動までいかない状態で

ご近所の方がすぐ見つけてくださったりするようなものも結構あるんですよね。それで、
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ここでの話として全国的な統計といいますか、それで言いますと、行方不明になること

を繰り返す人が、これ言葉はよくないんだけれどもと専門家もあえてつけながらいって

いるんですけれども、リピーターと言うんだそうですね、これが３割ぐらいあると。そ

れで、現在、まずＳＯＳネットというのは実に悲鳴からできた制度なんですよね。とに

かくうちで見ているおばあちゃんが、足でも折ってくれれば、探し回らなくても済むの

にというような介護の家族の悲鳴、そして、出ていった人が、これ釧路市内で起きたん

ですけれども、はるか離れた原野の中で凍死をしてたというようなことがあって、釧路

の地域の障害老人を守る会、通称タンポポの会の皆さんがこういうシステムをつくろう

と立ち上がってできたと。それが広がって、警察署が取り上げて、今全国に広まった。

ところが一時期は、プライバシーの問題がありますのでといって、行政がそれから手を

引く時代が結構あった。ところが今、警察庁はプライバシーより命ですということを明

確に言うようになって、全国で今結構動き出しているという中で、実は繰り返しが３割

もあるということで、今はＳＯＳネットでいなくなった、見つかった、連れて家に戻っ

た、よかったねでは済まない。そのような状況にある本人、そして家族が地域内で安心

して生きていけるようにするための支え、それをどうつくるかというものがなければ、

モグラたたきに終わってしまうというようなことが言われているそうですが、その点は、

厚岸町としてはどんなことをお考えでしょうか。

●委員長（谷口委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） 厚岸警察署においてこの行方不明者の捜索願いをもとにＳ

ＯＳネットが発令されると、そういった環境をとるために、厚岸警察署と十分な連携を

実はこの間とらせていただいております。おかげで何かあったときに行政側からの相談、

あるいは警察側からの相談が、やっとスムーズに現状ではできるようになっております

が、現実的に私ども困っているのが、やっぱり家族が心配していてもご本人が認知症を

否定するという方々が、やはりどうしても医療機関の受診に結びつけるのが大変な状況

になっております。そういうことからすると、現状では私どもそこでやっぱりちょっと

行き詰まりがあるのかなというふうに思います。それを経て、先月、地域包括支援セン

ターを中心に厚岸町のケア会議をつくろうということで、先般、地域包括支援センター

運営委員会で協議をしていただいたところでございまして、この年内あるいは１月まで

に、関係機関これから選定するんですけれども、関係者にお集まりいただいて、そうい

うところまで踏み込んだ地域のケア会議というものを、ちょっとメンバーをそろえて考

えていこうという段階でございます。

●委員長（谷口委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 ぜひ、それはどんどん進めていただきたいと、そのように思います。

それともう一つは、今、どの町でもそういう形で、例えば見守りネットワークなんて

いうような言葉が使われて、組織が立ってきているんだそうです。現実に相当に動いて

いるんだそうです。ところが、そのネットワークと対象者の間がきちんと結びついてい
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ないところが結構あるんだそうですよ。一部ネットワークのためのネットワークになっ

ているんじゃないかというふうに、その家族や本人ということは余りないと思いますね、

関係者からの批判が出ているようなところもあるんだそうですので、ぜひ個々具体的な

それぞれの対象者にきちんと結びついているかということの検証を行いながら、そのよ

うなものを進めていただきたいと、これはお願いをしておきます。

それで、次に移りますが、キャラバンメイトというのがございますね。認知症サポー

ターというのがございますね、厚岸町も昨年か一昨年にこれを取り組みを始めましたで

すね。その後どのような動きになっていますか。

●委員長（谷口委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） キャラバンメイトにつきましては、現在厚岸町で進めてい

る認知症サポーターについては、地域の人々が認知症ということの理解を経て、何かあっ

たときに心配してあげる、支えてあげると、そういったことを一定の講話を聞いて身に

つけていただいた方、これを認知症サポーターと言います。この方々を養成する講師役

がこのキャラバンメイトでございます。

厚岸町の現状では平成22年度末で５人であったところでありますけれども、平成23年

度末までに７人に増やすことができたんですけれども、それ以降、今年度25度末におい

ても、これは今、拡大するまでに至っておらず、現状25年度末までは７人ということで、

これは25年度末までの考え方でございまして、認知症サポーターについては現在24年度

末までに530名に達しております。最終的には1,000名ほどの目標が厚岸町でありますの

で、25年度末までは630人まで、25年度中で100人増やそうという段階では、とりあえず

７人ということで、26年度以降については、ことしの新年度予算といいますか、来年度

の事業計画をつくる際に考えていきたいということで、キャラバンメイトの増加につい

ても課題としているところでございます。

●委員長（谷口委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 キャラバンメイトが講習会を行うわけでしょう。そして、それを受講した人

がサポーターということになるわけですね。ただ、私も２回受けましたけれども、２回

程度ではまだまだ十分に理解できたとは、自分では思っておりません。右の耳から入っ

て左の耳に抜けてしまうというのが実情です。これはもう本当に、軒だれが石を動かす

ようにどんどんどんどんやっていかなければならない問題ですね。一遍受けて、腕輪を

もらったからもういいわというようなものではないですよね。それで、ことしは、この

キャラバンメイトによる講習会というのは何回やっているのでしょうか。去年は何回やっ

たんですか。

●委員長（谷口委員） 暫時休憩いたします。

午前11時17分休憩
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午前11時19分再開

●委員長（谷口委員） 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。先ほど私は人数の部分

しか申しませんでして、今確認しましたところ、24年度については４回でありました。40

名の方の養成、それから25年度現在までに２回で、37人という状況でございます。

●委員長（谷口委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 これもどんどんと進めていただきたいと。

それで、もう１件聞きますが、これは節にございますので、委員長にもお許しいただ

けると思うのですが、介護保険に関する部分でございます。

介護保険のヘルパーの派遣について、単位が60分から45分になりました。それで、い

ろいろな意見がありまして事業者の中でも意見が分かれてまして、ある事業者のほうで

は60分から45分になったことでもって、十分なヘルパーの仕事ができないと非常に窮屈

になってしまったと。一日２回ということも可能でないかと言われるんだが、上尾幌な

どということを考えると、その行き帰りにえらい取られてしまってなかなかうまくいか

ないと、こういうようなことをおっしゃる事業所もあります。

また、いやいやそんなことはないと、上尾幌が全てじゃないので、うまくヘルパーの

配置をするというと、そこのところは乗り越えることができるし、また、一日に２回行

くことで効率的にできるんだというようなところもあります。それから、保険者として

は、45分になったときに、どうしてかという話では、生活援助、あるいは話をするとい

う部分ができなくなった言うんだけれども、それはもともとヘルパーの仕事ではないと、

こういうような解説もあったようです。

それでお聞きするんですが、じゃ、利用者と話をして、利用者の悩みやいろいろな悩

みを聞いたり元気づけたりする部分は、どうなんだということに対しては、ヘルパーの

仕事ではないという方たちは、これはケアマネージャーの仕事だというようなお話をな

さってました。ごめんなさい、どうも外国語が出てこなくて。

それで、そうなりますと、ケアマネージャーのそのあり方、今までよりも非常に大き

く浮かび上がってくるのではないかと。それで60分から45分にかわって今日、そういう

ケア会議のようなものや、いろいろな中でケアマネージャーは今まで以上にある意味ヘ

ルパーがかわってやっていたような部分を、全部やらなければならないということになっ

たんだろうと思うんです。そうすると、事業者に対して保険者からその点に関しての指

導なり監督なり、ある助言なり、そういうものは出ているのかどうか、また、それぞれ

の事業所やそういう横の連絡の中で、そういうことについてはどのような話になってい

るのか、その点について説明をいただきたいと思います。
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●委員長（谷口委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） まず厚岸町の体制についてでありますけれども、地域包括

支援センターというものを、町の直営であみかの中に設置してございます。その中では、

保健師と社会福祉士と介護支援専門員、この介護支援専門員がケアマネージャーでござ

います。３名体制で現在やっております。このそれぞれの町内のそれぞれのケアマネー

ジャーの状況、あるいは活動状況につきましては、これまで毎月１回、あみかにおいて、

それぞれの事業所の状況やら個々の困難事例などを持ち寄る会議を、事業者からの要請

において、町のほうでその役割を担わせていただいております。そういった中で、お聞

きしている中では、この介護報酬の改定に伴って派遣時間、生活支援では30分から１時

間のところが45分以上というくくりになったというところでございます。その関係では、

特に私どもその会議に、出たり出てなかったりするんですけれども、これまでも議会で、

あるいは委員会でそういうご質問があった際に、特段そのことによって時間がなくなっ

て大変なんだとか、そういった部分があるかどうかというお話があったと思うんですけ

れども、それについては、その月１回やる事業者が集まる、特にケアマネージャーが多

く集まる会議の中での話をもとにした私の答弁でございます。

したがって、そういうたくさんの方が時間が減らされたことで、悩んでいるという状

況にはないんだろうというようなふうに、私は実は現在までそう思っておりました。そ

ういう状況がもしそういうケアマネージャーのほうから聞かれないとすれば、これは大

変なことでありますし、これまで介護支援専門員、ケアマネージャーを指導する立場の

方を実は地域包括支援センターに置きなさいというのが、法律に関係する中でうたわれ

ております。この養成のために厚岸町に今３名体制でいるんですが、養成を研修を受け

る資格がまだ満たされていない職員たちばかりでございました。それで、今年度それを

やっとその資格を満たして講習を受けて、やっとこれを主任介護支援専門員ということ

で、介護支援専門員の頭に主任という、これを受講資格を満たして受講を受けて、結構

長い受講で、ちょっとここにないですけれども、前期と後期に分けて受けてる研修でご

ざいます。これを受けた体制が整います。それで今までは事業者が要請に応じて町が役

割を果たしていただくことができたんですけれども、今度は、先ほど申し上げた地域ケ

ア会議というきちっとした正式な場での指導、そんなものも専門部会で話し合う体制を

実は考えているところでございます。

●委員長（谷口委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 体制としてそういうものが着々整備されているのはわかりました。そうする

と、60分から45分になって、それで生活支援だとか話を聞くだとかということでもって、

大きな支障が出るんではないかという危惧が強く言わせれていましたけれども、少なく

ても実際にやったところでは、そのようなものは保険者の耳には入ってこないと。それ

から、ケアマネージャーがそのために特別な動きをしなければならないものではなかっ

たということになるのですか。
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●委員長（谷口委員） 暫時休憩いたします。

午前11時28分休憩

午前11時29分再開

●委員長（谷口委員） 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。答弁に誤りがないように、今

係員との確認をさせていただきました。

まず、介護報酬の変わった部分、ちょっと説明をさせていただきます。これまで30分、

１時間未満だったのが45分以上にされたということで、つまり59分の方も45分以上とい

うくくりになったと、そうですね。それで、新たにその30分未満ですね、20分から45分

未満というのを新たにつくられた、ここなんですね。現在今まで30分から１時間やって

いたものを、20分から45分の単価に下げられたということです。それから、１時間以上

というのは、もともとあるんですけれども、そこには手を加えられていない。今確認で

きたのは、利用者は、あるいはケアマネージャーは必要なサービスを行うために必要な

時間は利用者と相談し、足りないのであればこの１時間以上の単価だとか、そういうよ

うな利用をしているということでありますけれども、国が変えたのは、１時間と決めて

いても実際には45分で終わっているだろうと、50分で終わっているだろうという実態の

もとに45分の設定した関係で、当然ケアマネージャーはそこを工夫しているようでござ

います。それで、特にケアマネージャーはそれが１時間超せば新たな単価をいただけれ

ば、それでいいんですけれども、現実的には事業者自体がその単価を下げられたことに

よって、時間が下げられると単価が下がっております、下がります。そうすると、移動

時間等を含めて収入が少ないわけですから、事業所への経営への影響は出てると、その

ようには確認しております。

それで、ご質問の趣旨は経営のほうではなくて、利用者の立場のほうだと思いますけ

れども、そこについては、やりくりしている中でできているのではないかと、そういう

ふうなように今確認をさせていただいたところでございます。

●委員長（谷口委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 ケアマネージャーというのは、その費用を考えて、それから枠がありますよ

ね、計画を立てて、そしてヘルパーなりヘルパーの派遣について何と何を使うというだ

けではないですよね。その利用者の切実な声というものを受けとめて、そして、少しで

もよくしていかなければならないですよね。そして、言われているのは、その声を受け

とめる仕事もヘルパーが相当やってたんだけれども、例えば話を聞くとか、その生活支

援と大きく言われているようですが、そこの部分は45分というせせこましい時間に、15

分違うと随分違うんだということで、できなくなっているという声が聞くんですよ。そ
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の部分はやはり、もしそうであるならばケアマネージャーが受けとめなければならない

んでないかと。もともとはヘルパーの仕事ではないんだろうというふうに言われている

んであるならば、そこの部分でケアマネージャーのほうでは、いやいや、こっちでちゃ

んと受けとめているから問題ないんだということになっているのかということを、さっ

きから聞いているんです。

●委員長（谷口委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） 委員おっしゃいますとおり、ケアマネージャーにつきまし

ては、介護保険事業の範囲内のみならず、地域見守り体制だとか、そんなことも気をつ

けながら高齢者の方が地域で安心して暮らせるために必要な支援、サービスを整える方

でございます。そういった意味で、訪問介護員を派遣するだけではない支援についても、

考えていただきたい本来の職があります。そこについては、先ほどの主任介護支援専門

員をうまく成長していただいて、町内のケア体制が上がればいいかなというふうに思っ

ております。

ホームヘルパーがやる仕事と言いますのは、ケアマネージャーがケアプランというも

の、大まかなものをつくります。そのケアプランをもとにケアマネージャーの主任クラ

スのサービス提供責任者という方が、ケアプランに基づいて家庭訪問をし、個別の支援

体制、いわゆるサービスの手順ですね、ご飯はどう食べるのかとか、飲み込みにはこう

いうときには注意しようだとか、そんなようなものをそれはケアマネージャーではなく

ホームヘルパー、訪問介護員の責任者が行う仕事で、その責任者がつくったサービス計

画書、これに基づいて実はホームヘルパーというのは手順よく、いわゆるマニュアルど

おりに動く仕事なんですね。この中には、そういう相談されたら当然それについてはお

答えするという体制ではおりますけれども、こちらから何か心配事がないのだとかそう

いうことについては、ホームヘルパーにやらせることなくサービス提供責任者であるだ

とか、ケアマネージャーが本来やっていくべきものだというふうに私どもや持っており

ますし、特にそういった部分で先ほどの定例的な会議には余り私どもには耳に入ってき

ていないところで、十分な把握をしていないのかなというふうに、今ちょっとお話を聞

いていて感じているところでございます。

●委員長（谷口委員） よろしいですか。

４目老人福祉費。

他にございませんか。

（な し）

●委員長（谷口委員） なければ、進めてまいります。

２項児童福祉費、１目児童福祉総務費。

４目児童福祉施設費。

５目児童館運営費。
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ございませんか。

（な し）

●委員長（谷口委員） ４款衛生費、１項保健衛生費、２目健康づくり費。

２項環境政策費、１目環境対策費。

３番、石澤委員

●石澤委員 ここの、環境保全基金というこれの使い道というか、これを聞きたいんです

けれども。

●委員長（谷口委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 初めての答弁でございまして、緊張を拭えない部分でござ

いまして、大変申しわけございませんです。ちょっと資料があり過ぎて調べ切れない状

況で申しわけございません。

ご質問者いただきました環境保全基金でございますけれども、緑の循環型行動で、資

源ごみ等を売り払いいたしました資金を基金に積みまして、新たに植樹等の事業に充て

る中身でもって基金を積まさせていただいているものでございます。

今回先ほど歳入のほうで、寄附金のほうでイオン北海道株式会社様より７万542円の寄

附をいただきまして、今回環境保全基金につきましては、10万円単位での出し入れをし

ておりまして、寄附金、ご寄附をいただきました７万542円を足しまして、2万9,458円を

一般財源から積み出しさせていただきまして基金に積む内容でございます。

具体的にこの基金の活用でございますけれども、25年度当初予算におきましては、1,000

万円基金を取り崩して事業に活用させていただいております。この事業でございますけ

れども、町民の森造成事業、これに対しまして200万円、町有林森林対策事業に300万円、

別寒辺牛川、ホマカイ川流域環境保全協議会に対しまして100万円、それと水源涵養林取

得事業に400万円ということで、1,000万円のこの基金から取り崩した中で事業に財源と

して充てさせていただいているところでございます。

●委員長（谷口委員） ３番、石澤委員

●石澤委員 これはそうすると、ずっとこれまでもこういう事業を続けていくということ

なのですか。

●委員長（谷口委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） これにつきましては過去から、先ほど言いました資源ごみ

売り払いさせていただきまして、事業を続けさせていただいているところでございます。

資源ごみの売り払いなんですが、これにつきましては、25年度当初予算におきましては、
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1,123万7,000円、これを当初予算のほうで見込ませていただいております。そのうち500

万円をごみ処理場等の経費に充てまして、残りの部分につきまして、この環境保全基金

のほうに積み上げて活用させていただいている内容でございますけれども、当然今後と

も資源ごみ等の売り払いがある限りは続けていく内容でございます。

●委員長（谷口委員） よろしいですか。

他にございませんか。

９番、南谷委員

●南谷委員 同じところでお尋ねをさせていただきます。

基金残高、当初予算含めて今回10万円で、残高は年度末でどのぐらいの数字になるか、

まずお尋ねをさせていただきます。

●委員長（谷口委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 前年度末、平成24年度末の残高につきましては、2,665万円

基金残高がございました。本年度につきましては、この基金の中から繰入金としまして、

一般会計に先ほど申し上げました1,000万円を活用させていただきます。それと積み立て

のほうにつきましては、当初予算630万円、それに今回補正をいただきます10万円を足し

まして640万円を積み立てることになります。25年度末基金の残高でございますけれども

2,305万円が基金の残高として予定されております。

●委員長（谷口委員） ９番、南谷委員

●南谷委員 当初予算で2,000万円台の大きな数字の中で、今回７万円の寄附があって10万

円の計上なんですけれども、レジ袋、お客さんが袋を持つことによって７万円という年

間、毎年このくらいの数字が寄附されているというふうに認識しているんですけれども、

ことしは今回この７万円を受けました。総体額か事業費からすると微々たるわずかなお

金かもしれないのですけれども、町民の皆さん、環境のためにマイ袋を持つ時代になっ

たと思うんですよ。金額は小さいかもしれないんですけれども、本年度この受けたこと

に対して町民にもやっぱり私は、ある程度周知、理解というのですか、もっともっとマ

イ袋を推進していただくためには、何らかの周知も私は必要ではないかと考えるのです

が、今回の７万円を受ける活用も含めて、７万円を受けたら、これが７万円で皆さんの

おかげでというようなストレートなものがあればいいんだけれども、環境保全の総体事

業費の中に入ってしまうわけですいから、なかなか皆さんの行為が町民の皆さんに理解

されにくいなと私は考えるんですよ。そういう意味では何らかのアクションが必要では

ないのかなと思うのですが、いかがでしょうか。

●委員長（谷口委員） 環境政策課長。
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●環境政策課長（尾張課長） ただいまご質問いただきましたとおり、レジ袋の関係でご

ざいます。町におきましても、レジ袋の削減につきましては種々広報誌等を通した中で

過去にＰＲ等をさせていただいてきている状況にはございます。それら状況もございま

して、現在ある大型店ではレジ袋の辞退率が98％を達しておりまして、買い物の際につ

きましては、マイバック等をご利用いただいていることが、かなり定着はしてきている

状況にあるということになっておりますが、さらに、こういう機会をつくった中で、い

ろいろな中にさらに定着するような形のＰＲ活動につきましては、今後とも考えていき

たいというふうに考えています。

●委員長（谷口委員） よろしいですか。

他にございませんか。

（な し）

●委員長（谷口委員） なければ、進めてまいります。

５款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費。

２番、大野委員。

●大野委員 ここで、この畜産特別支援資金の利子補給の絡みで、この畜産特別資金、融

資だと思うんですけれども、このちょっと資金の中身とこの利子、補給債務負担行為の

補正にものってますけれども、これ25年間見込んでいるんですけれども、ちょっと中身

を教えていただきたいと思います。

●委員長（谷口委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） この畜産支援利子補給ということで、今回予算に上げさせ

ていただきました。これは大家畜経営の借入金の償還に要する低利資金に対して利子補

給金を交付するということで、平成24年度に今まであった、そういった制度がなくなり

まして、改めてことしから、こういった資金手当を国のほうでするという制度ができま

した。それで、その資金は負債整理資金ということでございまして、今の基準金利でい

くと2.25％の基準金利のうち、1.01％を国が持って、北海道が0.12％、町村、それから

農協にも0.06％の利子補給をお願いしたいというような形の制度になっております。

それで、農協さんのほうでは、今回のそういった制度ができたことによりまして、今

の経営状況の中から２件の対象者がいらっしゃるということでございまして、そのこと

に対して農協のほうもそういったことで活用したいということで、厚岸町に対してもそ

の0.06％の利子補給の制度の活用をお願いしたいということで、今回計上させていただ

いたという中身でございます。これがことしの、一応11月ころに資金の貸し付けが予定

されておりまして、それに間に合うように今回の補正予算に上げさせていただいたとい

う内容でございますので、ご理解いただきたいと思います。
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●委員長（谷口委員） ２番、大野委員。

●大野委員 今の説明でわかったんですが、間合いでいったら大家畜資金の名前変わって、

そのまま負債整備絡みの資金だということでよろしいんですよね。

●委員長（谷口委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） 前の大家畜資金と言われていたものの後継の事業というこ

とでございます。

●委員長（谷口委員） よろしいですか。

２目、他にございませんか。

（な し）

●委員長（谷口委員） なければ、進めてまいります。

５目農地費。

７目農業施設費。

３項水産業費、１目水産業総務費。

２目水産振興費。

９番、南谷委員

●南谷委員 ２目水産振興費でお尋ねをさせていただきます。

これあれですね、環境生態系保全活動支援事業472万5,000円のマイナス、確かこの事

業は、平成21年から25年までの５年間までの事業だったと認識をしております。今回こ

の赤字になった、マイナスになったと、完了したのかなと、それからその分、下の水産

多面的機能の発揮対策支援事業で同じような金額443万5,000円が計上されております。

この背景についてお尋ねをさせていただきます。

●委員長（谷口委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） 環境生態系保全活動支援事業、委員おっしゃられるとおり、

平成21年から25年度までの５年間の事業として事業が進んでまいりました。この事業で

もって、厚岸町では昆布漁場の雑草駆除の事業、それと三角ツブとヒトデの駆除の事業、

この２事業をこの事業にのせまして事業を進めております。

この環境生態系保全活動支援事業といいますのは、国が２分の１、北海道、それから

関係市町村でもって協議会をつくりまして、その協議会にその国が２分の１の分のお金

を出す、それから北海道が４分の１、それから市町村が４分の１を出して、そこで集め

たお金を各活動組織に交付をするということで事業を実施してもらうということの流れ

の事業でございます。それで、厚岸町はこの25％分をこの負担金ということで、持たせ
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ていただいております。

それで、この事業が５年間ということで進んでおりましたけれども、ことしになりま

して、この事業を完了させまして、新たにことしから水産多面的機能発揮対策支援事業

ということで、その新たに３年間の事業として、この事業をスタートさせております。

それで、その環境生態系の事業が完了になりましたけれども、この水産多面的事業に同

じ内容でもって今後の雑草駆除事業と、その三角ツブ、ヒトデの駆除事業がのれる事業

になってございますので、これに振りかえてのらせていただいたという内容になってお

ります。それで、その25％分は同じでございまして、今、この環境生態系のほうに472万

5,000円の減額、それで水産多面的事業のほうで443万5,000円上げさせていただいており

ますけれども、その差は、今実際に事業申請が出てまいりまして、その事業で精査され

た分が差額として出ておりますけれども、基本的には同じ内容のものを計上させていた

だいているということでございます。

●委員長（谷口委員） ９番、南谷委員

●南谷委員 おおむね理解をいたしました。そうすると１年繰り上がって、制度が変わっ

て、そうすると、さきの472万5,000円がマイナスになった事業については、今後なくな

るということの理解でいいのかなと。それから、同じようなことをしていきますよとい

うことで、理解をさせていただきました。

ただ１点、雑草駆除というのは私はいかがかなと、今日漁場造成事業というのですか、

雑草というのは生態系の中で要らないものを取るということには、少なくても課長とし

ては新たな言葉で発言していただきたいのですが、いかがでしょうか。

●委員長（谷口委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） 昆布の漁場改良事業ということで、町の単独の補助事業で

もってやっておりまして、その事業については、今使っている雑草駆除事業というよう

な内容で使わせていただいておりまして、それについてはそのような考え方というのは

わかりますし、それから、今回のこの水産多面的事業ということでは、岩盤清掃事業と

いう言葉を使わせていただいております。そういった形で、それのほうも変えてきてい

る部分もありますので、これから注意していきたいなと思います。

●委員長（谷口委員） よろしいですか。

それでは、６番、堀委員

●堀委員 私も今の内容について、あともう少し聞きたいんですけれども。この環境生態

系のほうの事業が終わって水産多面的というのは春に聞かさせてもらったんですけれど

も、新たにできましたこの水産多面的機能発揮対策支援事業、これが今の説明ではまるっ

きり同じものができるということで、移行しなければならないんだということですけれ

ども、この新たな事業では新たにできるものが増えてますよね、メニュー項目の中で。
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それらを導入というものの検討というものはされなかったのか、あくまでも事業名が変

わってと、新しくできたものであればやはり、これに乗っかって新たな取り組みをしよ

うとかというようなものの考え方はなかったんでしょうか。

●委員長（谷口委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） 水産多面的の事業につきましては、新たな活動項目という

部分では、海難救助に関係するものですとか、国境監視というようなことのものですと

かというものも出てまいっております。海難救助という部分でいきますと、当町には厚

岸救難所というものもございまして、その救難所に対しては厚岸町からも大きな補助金

を支出させていただいております。そういった中で活動をいただいておりますので、そ

ういったものに活用できないのかなというようなことも、検討はさせていただきました

けれども。ちょっと今の段階ではその活動にうまく乗れるような形がなっておりません

で、ちょっとそこについてはできなかったということで、今までやっていたものの継続

については、そういった北海道との協議の中でも、そういったものにはすぐ乗りかえれ

るというようなことでございましたので、まずそちらは優先させていただいて、今いっ

たものについても、ちょっと今の段階では無理だなということでございますけれども、

今後もそういったものに活用できるような方法が考えられるかというのは、引き続き検

討していきたいなというふうに考えております。

●委員長（谷口委員） ６番、堀委員

●堀委員 救難所関係のものが新たにこれの中に盛り込まれたといった中で、やはりこの、

海に面した厚岸町において、厚岸救難所の占めている役割というものは十分あって、運

営補助金といった中で、また町がずっと出されているということも理解しているんです

けれども。それでも、そういう中であっても、当然資機材の更新や何かといったものの

中では、やはり充足が完全にされているとは、なかなか思えないというふうに私だと感

じているんですよ。せっかくこのような中で３年しかない事業ですから、この中で少し

でもうまくのっかった中で、少しでもそういう資機材関係とかの充足がこれでできたか

というと、ちょっと私だと定かでないんですけれども、検討を加えた中で来年度以降の

中で少しでも進めるような形も考えていただきたい。全道大会が開催されるということ

でも話も聞いておりますので、やはりそういうことも踏まえた中で、検討をしていただ

きたいと思います。

●委員長（谷口委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） 実は、この水産多面的事業が具体的になりましたのは、こ

としのまだ２月、３月の段階でもはっきりした、水産多面的の事業がというのは情報は

ありましたけれども、具体的な詰めになったものが来たのは、実際にはもう３月の末、

４月という状況でございまして、すぐそれに乗りかえれるというのが、今継続している
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ものということでございます。救難所の関係なんかも私どもも何とか活用できないかと

いうことで検討はしておりますし、これからの中でそういったものについては引き続き

検討していきたいと思います。

それから、全道大会のお話でございますけれども、平成23年の震災の年に全道大会と

いうことで予定をしておりましたけれども、ああいう状況の中で厚岸町ではできないと

いうことになりましたけれども、また、来年厚岸町でということでのお話がもう決まり

そうな状況になっておりますので、そういったことも踏まえて検討していきたいなとい

うふうに思います。

●委員長（谷口委員） よろしいですか。

他に、この項目ないですね。

（な し）

●委員長（谷口委員） なければ、次に移りますが、昼食のため暫時休憩いたします。

午後０時02分休憩

午後１時00分再開

●委員長（谷口委員） 再開いたします。

審査を進めてまいります。

25ページ、３目漁港管理費から進めてまいります。ございませんか。

９番、南谷委員

●南谷委員 ３目漁港管理費ですよね、ここで普通旅費12万2,000円計上されておるんです

けれども、確か衛生管理型の市場を見に行くということで、八戸のほうにということを

聞いておるんですけれども、今回、計上に至った目的ですか、視察か何かだと思うんで

すけれども、この事業の目的、それからどのような構成メンバーで行ったのか、それか

ら、どのようなものを見てこられたのかについてお尋ねをさせていただきます。

●委員長（谷口委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） 今回、普通旅費ということで計上させていただいておりま

す、12万2,000円でございますけれども。それにつきましては、１回分が今おっしゃられ

ました八戸のほうに視察に行った関係でございます。それともう一つ、札幌防衛局のほ

うに出張させていただいた経費について、今回計上させていただいております。

それで、八戸の漁港の視察につきましては、今、厚岸の市場を湖南地区のほうに移す

ということで、漁港の整備計画、10年計画がことしからスタートをしております。それ

で、その市場を移すに当たって今後、きのうのお話の中でも人口地盤のお話がありまし
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たけれども、人口島につきましては、人口島の下を荷さばき施設として活用をしたい。

それとあわせて岸壁の全面を屋根をかけてと、それから清浄海水を取水を要する施設等

が計画をされております。

それで、それらの内容につきまして、今、まず、そこに荷揚げする船を動かすための

波除堤ということで、まず先に進んでおりますけれども、人口地盤の整備にあわせて衛

生管理体制も、どういうような形で進めていくのか、それからそれにあわせて施設もど

ういうようなものがいいのかというようなことを、これから詰めていかなければならな

いという状況になっております。

それで、今回八戸漁港に参りましたのは、そういったそのことを検討する上で先進地

を視察をしてきて、そういった検討に役立てようということで、漁業協同組合からは川

崎組合長、佐藤専務、それから総務部長、それと市場の課長、４名が参加しております。

それから、北海道開発局の釧路開発局建設部の築港課から１名、それと開発局の釧路港

湾事務所から桜井所長、それと担当係長の２名、それと厚岸町から私が出ております。

それと札幌のほうから、このいろいろな調査をするに当たって開発さんのほうから調査

事業の発注がされておりまして、その業者さんが２名ということで、八戸のほうに出向

いております。

それで、なぜ八戸漁港かということでございますけれども、この八戸の漁港につきま

しては、特定第３種漁港ということで、厚岸町から見るとかなり大きな漁港で、今、厚

岸町は３万トン程度の水揚げですけれども、八戸のほうは13万トンということで、大き

な漁港ですけれども、その中で鯖の水揚げに、ヨーロッパに輸出する基準をクリアする

ような衛生管理型の施設をつくったということがありまして、これが去年度完成して、

１回稼働したんですけれども、ことしの盛漁期から実際には本格的に稼働するようにな

るんですけれども、そういう施設をつくったということで、そこの施設を視察をさせて

いただこうということで進めたものでございます。

それで、見てきた状況でございますけれども、実は、その施設は船自体も改良された

船でして、その船からプッシュポンプで市場の中に吸い込んで、そこも自動的に選別を

して、そして今度選別したものがタンクに詰められて、氷も入れた海水のところに入れ

られて自動的にふたも閉めて、そしてトラックに積んでいくというような形で、外気に

さらさないような形のものの施設でございました。ＥＵの基準に対応できるようにつくっ

たということでございますけれども、まだＥＵの承認は得ていないということで、まだ

まだ改良しなければならないことがあるということで、それらについてはこれからとい

うことのお話でございました。

それで、その施設は新しかったんですけれども、うちの市場のようにいろいろな魚介

類が揚がるような施設については、そこも３地区に市場が分かれていまして、厚岸のよ

うにいろいろなものが揚がるところは厚岸町と同じような形態のままで、まだ進んでお

りまして、その部分については、進んでいるというような状況ではございませんです。

そういう意味では、一番最初を目指すということで、そういうものを進めてる部分があっ

て、それを進めながら全体の３カ所ある市場を今後衛生管理を考えたものにしていこう

という方向で進めているようでございます。そういう意味では、うちの水揚げの状況を

すぐ活用できるようなものでは実はなかったという状況でございます。ただ、川崎組合
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長、それから、港湾事務所の所長も一緒に行った中で、衛生管理に対しての考え方、大

切さということは同じ物を見て、同じ話を聞いて感じてまいりましたし、そういったこ

とをこれからの厚岸の衛生管理型の検討に役立てていけるものではないのかなというふ

うに考えております。

●委員長（谷口委員） ９番、南谷委員

●南谷委員 大変詳しい説明ありがとうございました。

計上されているんで、どのような内容についてというのが疑念に思ったんですけれど

も、将来の厚岸の漁港、衛生管理型漁港をしっかりつくっていただくという意味では、

開発局の皆さん、それから組合長みずから行かれたということで、衛生管理に対する新

たな認識をしていただいて、大変有意義だったなと私は感じます。ぜひ厚岸の浜に合っ

た衛生管理型の、やはり世界に日本だけでなくて、世の中随分変わって、１回つくった

らなかなか次に着手するということはできないんで、この機会ですから、大いにまたこ

のような機会があったり、全力を傾注して衛生管理型のしっかりした漁港づくりに取り

組んでいただきたいと思います。

それと防衛省のほうと、今説明があったのですが、防衛のほうに何で行ったのかなと

いうことについて簡略に説明願います。

●委員長（谷口委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） 防衛局のほうにつきましては、今、漁港の市場機能を向こ

うに移すということで進めている中で、実は漁港につながる道路、松葉町のほうからつ

ながる道路というのが、若竹の消防のところから１カ所、それから東和さんのところか

ら１カ所、それから北村商店のところから入っていく場所が１カ所、それとプールのほ

うから入っていくところがあるんですけれども、いずれも狭いような状況がございまし

て、それを何とか拡幅できるようなそういったことができないのかなというようなこと

もございまして、相談をさせていただいた状況でございます。

●委員長（谷口委員） ９番、南谷委員

●南谷委員 ちょっと広がるかもしれないですけれども、委員長許してください。

今聞いたら、次のステップに進んでいるわけですよね。できましたら、当議会にも委

員会もありますから、決定したわけでないんですけれども、こういうことでこういう取

り組みをしたいというのは、質問されるだけではなくて、折あれば委員長のほうに、こ

ういう状況ですよと、我々も聞きに行くのが本当かもしれないけれども、考え方が定ま

らないうち、決まらないうちに要らぬ誤解を招かねないかもしれないですけれども、少

なくても、そういう折に考え方みたいものを示していただければなと思いますが、いか

がでしょうか。
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●委員長（谷口委員） 町長。

●町長（若狭町長） 私からお答えをさせていただきます。議会との関係でございますの

で。

衛生管理型漁港整備につきましては、昨日の中川委員から縷縷質問がありまして、10カ

年計画の中でということでありますが、私といたしましては、一日も早く完成されるよ

うに国に強く要望してまいりたいと、そのように考えておりますし、実際それぞれの視

察もいたし、先進地を見てきておるわけでございまして、そういう点についてはご理解

いただくと思いますが、ただし、この計画はまだ決定しておりません。あくまでも説明

委員会にもあったことと思いますが、図面上の話でございまして、まだ漁業協同組合と

いうことは業者とまだ煮詰まったお話をしておりません。今途中でございまして、いろ

いろな課題が惹起をされておるわけでございます。そういう中でございますので、決ま

り次第当然議会にもこういう漁協になります、あるいは市場機能になりますというもの

は報告しなければならない。そして、共通な気持ちを持たなければならない。そして、

立派なものをつくっていかなけれはならない、そのように考えておりますので、ご理解

いただきたいと存じます。

●委員長（谷口委員） よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者のあり）。

他にございませんか。

（な し）

●委員長（谷口委員） なければ、進めてまいります。

４目漁港建設費。

５目養殖事業費。

６目水産施設費。

６款、１項商工費、１目商工総務費。

３目食文化振興費。

４目観光振興費。

５目観光施設費。

７款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費。

３目土木用地費。

２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費。

２目道路新設改良費。

３項河川費、１目河川総務費。

６項住宅費、１目建設総務費。

８款消防費、１項消防費、２目災害対策費。

12番、室﨑委員

●室﨑委員 過日、新聞報道があったんですが、白糠でしたかね、津波が来るというとき
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に、漁船が沖出しをするということについて相当具体的な何か検討をしているというよ

うなものがありました。あそこは直接外洋に面している地域ですよね。厚岸とは随分地

形が違いますよね。厚岸も外洋に面している筑紫恋、床潭、末広という地域もあります

ので、厚岸の場合には非常に海岸線が複雑ですから、いろいろな条件があると思います。

沖出しというようなものについては、厚岸町では何か特別な検討をなさっているでしょ

うか。漁師の人たちにちょっと聞きますと、話がばらばらなんですよ。それぞれがいろ

いろなことを考えているような段階じゃないかと思うんですが、このあたりを含めて

ちょっとお聞きしたいんですが。

●委員長（谷口委員） 町長。

●町長（若狭町長） ちょうど資料がございますので、私からお答えをさせていただきた

いと思います。

これは厚岸漁業協同組合で策定しました漁船の避難ルールでございます。これは全組

合員に行き渡っているルールでございますので、漁民はご承知をいただいておるもので

あると厚岸町は考えております。漁港に繋留中の漁船につきましては、沖出し避難を行

わない、厚岸湖内、沿岸域で操業中の漁船については、直ちに寄港し陸上避難を行う。

沖合で操業中の漁船については、水深50メートルの海域を目指し、直ちに避難行動を開

始すると、さらに詳しくありますが、この場所でございますので、こういうものが既に

決定というか、漁民に伝わっておりますので、十分なご理解をいただいているものであ

ろうと、このように考えておりますし、厚岸町といたしましても、この趣旨に沿った行

動をとっ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と存じます。

●室﨑委員 わかりました。

●委員長（谷口委員） 他にございませんか。

（な し）

●委員長（谷口委員） なければ、進めてまいります。

９款教育費、１項教育総務費、２目事務局費。

９番、南谷委員

●南谷委員 ９款１項２目事務局費、訴訟事務40万3,000円、ここでお尋ねをさせていただ

きます。損害賠償寺務委託料40万3,000円計上なんですけれども、確かこの関係は平成19

年上尾幌の関係の訴訟関係だと認識をしております。随分年数がたっております。当初

予算でも30万4,000円の計上がなされておりますが、さらに今回追加計上ということなん

ですけれども、まず、今回追加計上になったことも含めて、今日の訴訟状況というもの

の内容について詳しい説明を求めます。
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●委員長（谷口委員） 教委管理課長。

●教委管理課長（佐田課長） ただいまのご質問でございますが、ただいま南谷委員おっ

しゃったとおり、この件につきましては平成19年に上尾幌で発覚しました教員の淫行に

よる損害賠償の事件でございます。ただいま…。

●委員長（谷口委員） 暫時休憩いたします。

午後１時21分休憩

午後１時22分再開

●委員長（谷口委員） 再開いたします。

教委管理課長。

●教委管理課長（佐田課長） ただいまの発言の訂正を申し上げたいというふうに存じま

す。

ただいま発言したことについては、町内で発覚した損害賠償事件という内容で訂正さ

せていただきたいというふうに存じます。よろしくお願い申し上げます。

この件につきましては、ただいま札幌の高裁で控訴審…

●委員長（谷口委員） 暫時休憩いたします。

午後１時23分休憩

午後１時24分再開

●委員長（谷口委員） 再開いたします。

ただいま教育委員会管理課長のほうから、先ほどの答弁を削除していただきたいとい

う申し出がありましたけれども、皆さんにお諮りをいたします。了承をいたしますか。

（「はい」という声あり）

●委員長（谷口委員） それでは、先ほどの答弁については削除いたしまして、先ほどの

質問に対する答弁をこれから続けてまいりたいと思います。よろしくお願いします。

教委管理課長。

●教委管理課長（佐田課長） 大変申しわけございませんでした。

それで、現在、札幌高裁のほうで控訴審が行われているのでありますが、その際に厚

岸町の代理人として、釧路の弁護士さんにお願いしているところでございますが、その
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弁護士さんが出廷いたしますときに支払われる費用についての今回計上でございます。

その内容につきましては、保険会社のほうから当然支払われることになっておるんです

が、今回の40万3,000円につきましては、先ほど委員からもお話があったとおり、当初予

算で30万4,000円の当初予算でございましたけれども、このたび４月、５月、７月、８月

と４回開かれておりまして、それに弁護士が出廷しております。そういうことがござい

まして、新たに４回分の額として40万3,000円の増額を計上させていただいたところでご

ざいます。

この裁判につきましては、現在のところ進んでいないという状況なのが今のところで

ございまして、今後の状況を推移を見なければどのようになっていくかなというのは、

ちょっと今のところ何とも言えない状況でございます。高裁が始まりまして２年以上の

経過がたっているところではございますけれども、これまで準備審ということで人事手

続ということで何回も弁護士が行っているところではあるんですが、今後状況の変化が

あれば、当然議会のほうに報告をさせていただきたいというふうに思っておりますので、

よろしくお願い申し上げたいと思います。

●委員長（谷口委員） ９番、南谷委員。

●南谷委員 デリケートな部分があると、私も理解はしておるんですけれども、少なくて

もある程度の年数が経過しております。私、厚文の委員ではないんで、厚文のほうにど

の程度報告なりそれらの通達があるのかしれないのですけれども、やはり私ども町民の

一人として厚岸町内でのこの関係について、今どうなっているんだろうと、町としてど

うしていかなければならないんだろうという部分では、やはりある程度しっかりとした

今後の対応策も含めて、町としてしなければならないことは何なのか、非常に私自身苦

慮して悩んでいるところなんです。起きたことは仕方ないまでも、我々として町民議員

として何をしていかなければならないのかなという部分では、時間ばっかりたっていっ

て、その中身がさっぱりわからない、これではいかがなもんでしょうか、その辺どのよ

うにとらえておりますか。

●委員長（谷口委員） 教委管理課長。

●教委管理課長（佐田課長） ただいまの件でございますけれども、北海道、それから厚

岸町の指定代理人となっております弁護士さんのほうとも、お話をさせていただいてお

りますけれども、やはりこの問題につきましてはシビアな問題といいますか、大変難し

い問題でございまして、と言いながらも２年以上の経過がたっているということで、で

きるだけ早目に今後推移を願っているということの中で、高裁のほうにもお話、意見を

出しているところでございます。

厚岸町といたしましても、厚岸町の指定弁護士であります弁護士さんとも今後相談を

していきながら、解決に向けて努力をしてまいりたいというふうに思いますので、ご理

解いただきたいというふうに存じます。
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●委員長（谷口委員） ９番、南谷委員。

●南谷委員 少なくとも今民事のほうに進んでおられると思うんですよね、刑事のほうは

私の認識ではある程度方向性がついたと。教育長として、教育委員会としてこれらの問

題について、町としても今までも個人情報の問題とかいろいろ法律、私は詳しくないん

ですけれども、ある程度町としてどうしていかなければならないというものは、私には

見えないんですよね、正直なところ、この辺このままでいいんだろうかなというふうに、

非常に疑念に思うんですが、その辺の見解をお伺いいたします。

●委員長（谷口委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） この件につきましては、いわゆる事件に対するその内容につい

ては争うところはないということで、一審が判決がありました。その中で、私どもが控

訴したわけではないということは、そのときの判決の内容はお話をさせていただいたん

ですけれども、いわゆる訴えられているほうとして、ＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障

害）が、あるなしが争点となっております。

私どもは、この事件においてそのご本人がこの事件によってＰＴＳＤを発症している

ということについては異論があるということで、北海道、厚岸町の弁護士さんともにそ

の点を強調していると。ですから、慰謝料として、やった行為については争うところが

ないんで、高裁において慰謝料の金額が増額する等々については、それは裁判所の判断

ということですので、争うあれはないんですけれども、このＰＴＳＤについては、一審

ではほとんど採用されていなかったというふうな部分も含めて、高裁の中で今精査され

ているという内容でございまして、今後、まだしばらくかかるのではないかなというふ

うな印象を持って裁判を静観しているとろでございます。

●委員長（谷口委員） よろしいですか。

他にございませんか。

（な し）

●委員長（谷口委員） なければ、進めてまいります。

６項保健体育費、２目社会体育費。

12番、室﨑委員。

●室﨑委員 委員長、社会体育費なんですけれども、学校にもかかわりますので、厚岸町

全体ですからと言えば、それまでなんですが、よろしくお願いします。

体育に関する全般での話なんですが、ここのところ教育委員会はスポーツ障害の防止

に対していろいろと力を入れてきている。ことしはどのような対策がとられてきたでしょ

うか、概略で結構ですから教えていただきたい。
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●委員長（谷口委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） スポーツ障害等々の件でございますけれども、実は教職員の時

間外勤務の縮減というふうな一つの大きな道教委の課題となっておりまして、その中で

実はスポーツドクターを派遣をして、いわゆるその部活動をだらだらと長くなやってい

るだけではなくて、きちっとした根拠に基づいてやるほうが効率がよくて、力量の向上

にもつながるんだということでのスポーツドクターの派遣事業というのが道教委にござ

いまして、実はこの事業に手を挙げて、今年度できれば３学期入るあたりに実施して、

これについては町内校長会と体育振興課が共催して少年団、部活の指導者、保護者、そ

して学校の先生たちを中心に講演会を開きたいというふうに考えております。

●委員長（谷口委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 今、学校、少年を中心にお話があったんですが、町内のスポーツというのは

それだけにとどまりませんよね。それで、表には出てきてないと思うんですが、専門家

に話を聞きますと、パークゴルフなんかでもやっぱりそんな重たいものはないと思うん

ですが、あれは腰をひねる運動ですので、もう私ぐらいの年になると、いきなりやると

危ない部分もあるんだそうで、簡単な準備運動をやることで防ぐことができるというよ

うな話もありまして、ちょっと視点を変えるといろいろなところにあるんですよね。そ

ういうところを全部含めて、やはりスポーツ障害の予防という点を十分に考慮していた

だきたいなと、そのように思うんですが、いかがでしょうか。

●委員長（谷口委員） 体育振興課長。

●体育振興課長（木村課長） 今、言われましたとおりスポーツを始める前にはやはり準

備運動といいますか、体を温めるということが大変必要になってきています。終わった

ときにはクールダウンといって体の熱を下げるということは必要でけれども、実際パー

クゴルフで限定して言いますと、そこに来られて準備運動をするという方はなかなかお

られません。ただ、協会が主催する大会の中ではある程度開会式をやるんですけれども、

その中での軽く準備運動というのはやっております。

ただ、やはりそういった面では、私たち全体周知というのは不十分かなと、いろいろ

なスポーツ、体育館に来るバスケットだとか、バレーだとかが、学校のクラブ関係はき

ちんとやっているんですけれども、一般の大人といいますか、愛好者たちには本人任せ

という状況もありますので、それらについては体育協会等と協議をしながら、パンフレッ

ト等があれば、それを活用して配るとか、そういった対応を今後とっていきたいなとい

うふうに考えます。

●委員長（谷口委員） よろしいですか。

他にございませんか。
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（な し）

●委員長（谷口委員） ３目温水プール運営費。

４目学校給食費。

12款１項、１目給与費。

９番、南谷委員。

●南谷委員 給与費でお尋ねをいたします。

財源はゼロなんですね、その他215万円、一財からの振りかえということなんですけれ

ども、前回も補正のときに聞いたんですけれども、この一財が減ったよと、その他とい

うのはどこからどう財源が出てきたのか、教えていただきたい。

●委員長（谷口委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） お答えをさせていただきます。

９ページにお戻りいただきたいと思うんですけれども、９ページの歳入で、13款分担

金及び負担金のところの２項負担金、１目民生費負担金とありますけれども、ここで真

竜保育所と宮園保育所の歳入、負担金が増額の補正をしております。これは予算の説明

でもありましたとおり、当初見込んでいた入所者の増ということでありまして、これに

伴って合わせて282万9,000円が増額になっていると。この中で人件費と物件費に一定の

ルールをもって振り分けております。人件費に関しては76％、物件費に関しては24％と

いうことで、一定のルールでそれぞれに充当をしているということで、この282万9,000

円に76％を掛けると215万円ということで、この人件費に215万円を増額をして、一財か

らの振り分けを行ったということでございます。

●委員長（谷口委員） ９番、南谷委員。

●南谷委員 数字の根拠はわかりました。この真竜保育所と宮園保育所の280万円ぐらいの

金額の保育料が児童が増えて、その部が収入が増えたんで、そうすると人件費なんだけ

れども、片一方は人件費で当初予算で計上していた分が、保育料が多くなったことで当

初予定しているよりも増えたんで、そうしたら人件費の一財の財源から出さなくても入っ

てきたから充当したとの理解をすればいいのかなというふうに考えたんですけれども、

何かちょっとつじつまが合わないような気がするんですよね。負担割合が75というのは、

それはどこでどういうふうに決まっているんですか、町の規約の中で人件費というのは

ある程度増えたから、増えないからって、下がったり上がったりするのかな、財源充当

というのは一財から出てきて、その割り振りというのはある程度そういう決まりがある

んですか、その辺の分類の仕方というのかな、役所のルールなんでしょうか、その辺。

●委員長（谷口委員） 税財政課長。
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●税財政課長（小島課長） 保育料、いわゆる科目では負担金になってますけれども、そ

の部分につきましての財源充当につきましては、これは昔、国の負担があったときにそ

の人件費と物件費について、その保育の使用料を受けたほうで、その割合を国のほうで76

％は人件費と、それから運営のほうには24％ということで、当時示されておりました。

その部分を現在においてもその準用させていただいて、それを保育所のルールとして充

当させていただいていると、その中で、今回は入所される方が増えたものですから、当

初予算と同じようなそのルールの中で、財源を充当させていただいたというような内容

になっているとろでございます。

●委員長（谷口委員） ９番、南谷委員。

●南谷委員 手法については理解をさせていただきました。

例えばの話なんですけれども、へき地保育所増員になったよと、仮定ですね、この話。

地域の皆さんに負担をそれぞれお願いしてやってきていますよ、今でも、それが増えた、

その場合は、そうしたら期中だから負担割合、今言う75というのはどこまでも生きてい

くんですか、地域の皆さんに保育料を下げてやるとか、負担している部分を下げるとか、

そういう調整というのは、そういう場合はないんでしょうか。全体のところはわかるん

ですけれども、そういう地域の特質性みたい場合も同じような適用になるんですか。あ

くまでもそれはそれ、受けるものは受けるよ、どうなんですか、そういう場合。そうい

うケース、いろいろあると思うんですよね、地域によっては当初は少なかった、多くなっ

たによって、そういう場合は今言うように75％というものをずっと通すんですか。そう

いう考えからいけば、そういうことだというふうに理解をすればいいんですか。

●委員長（谷口委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） ご質問者、今、太田のへき地保育所のことを質問されました

で、それについてということで受けとめさせていただいて、ご答弁申し上げます。

最初の質問は町内の大きな保育所ということですね、それは１回目に答弁させていた

だいたとおりです。

へき地保育所につきましては、この部分については全額運営費のほうに充当させてい

ただいてますので、多いから入所される方が増えて、その収入が増えたんでその保育料

を減額するだとか、そういったことには直ちにならないのかなというふうには考えてい

ます。太田のへき地保育所も10人を割ろうとする危機もありましたけれども、現在は入

所の方が増えて、一定の安定したへき地保育所としての運営も一定程度継続していける

けれども、今、建ったばっかりでございますので、このままの状況の中で保育料もいだ

くことになろうかなというふうに考えているところでございます。

●委員長（谷口委員） 他にございませんか。

（な し）
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●委員長（谷口委員） なければ、以上で歳出を終わります。

次に、１ページにお戻りください。第２条の債務負担行為の補正です。

債務負担行為の補正は４ページの第２表のとおりであります。

にございませんか。

（な し）

●委員長（谷口委員） なければ、１ページにお戻りください。

第３条の地方債。

地方債については５ページの第３表と、６ページの地方債に関する調書となります。

ございませんか。

（な し）

●委員長（谷口委員） 総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（谷口委員） なければ、以上で終わります

お諮りいたします。

本案は、討論を省略し、原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●委員長（谷口委員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

休憩します。

午後１時46分休憩

午後１時47分再開

●委員長（谷口委員） 再開いたします。

次に、議案第71号 平成25年度厚岸町国民健康保険特別会計補正予算を議題といたし

ます。

第１条の歳入歳出予算の補正。

３ページ、事項別明細書をお開き願います。

４ページ、歳入から進めてまいります。

歳入。
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４款国庫支出金。

５款療養給付費等交付金。

７款道支出金。

ございませんか。

（な し）

●委員長（谷口委員） 以上で、歳入を終わります。

次に、６ページ、歳出に入ります。

１款総務費、ございませんか。

（な し）

●委員長（谷口委員） ２款保険給付費。

（な し）

●委員長（谷口委員） ９款諸支出金。

（な し）

●委員長（谷口委員） 以上で歳出を終わります。総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（谷口委員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

本案は、討論を省略し、原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●委員長（谷口委員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。

次に、議案第72号 平成25年度厚岸町簡易水道事業特別会計補正予算を議題といたし

ます。

第１条の歳入歳出予算の補正。

３ページ、事項別明細書をお開き願います。

４ページ、歳入から進めてまいります。

２款使用料及び手数料。

９番、南谷委員。
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●南谷委員 ２款使用料及び手数料でお尋ねします。664万8,000円、今回期中でですね歳

入のほうに手数料が計上されております。ふつうであれば当初予算で計上されますが、

今回どうしてこのような計上になったのかお尋ねをさせていただきます。

●委員長（谷口委員） 水道課長。

●水道課長（遠田課長） 歳出のほうで項目が出てくるんですが、地域づくり総合交付金

事業が昨年度からチャレンジ申請をしまして、本年度予定されておりました。それに充

てる財源として当初見込んでおりました水道使用料、この分を当初の分からそれに充て

る前提で留保していた関係で、そういう扱いとなりました。

●委員長（谷口委員） ９番、南谷委員。

●南谷委員 わからないわけではないんですが、企業会計だから、つうつうでなければな

らないんですけれども、留保してたというのは会計上そうなるのかなというふうに理解

をしなければならないのでしょうね。正直なところ、通常であれば当初予算にきちっと

計上して留保か何かであるんですけれども、つうつう会計だから、やむなし、こういう

ようなこの時期にその財源に充当する分だけの余裕を見て、当初予算で計上してあった。

この600万円ぐらいのものをその時点でも、ある程度予測をしていたと、ことしの事業に

向けて、そういうことも含めて、水道課苦肉の策でこういう判断をされたというふうに

理解をさせていただいたんですけれども、通常これからも物によってはこういうケース

があるというふうに、予算の計上上あり得るというふうに理解をしてよろしいんでしょ

うか。

●委員長（谷口委員） 水道課長。

●水道課長（遠田課長） この地域づくり総合交付金については、確かに前年度から見込

みはしておりましたが、当初の確定はしておりませんでしたので、交付金事業としての

採択は本年度に入ってからですので、当初からそれをその分も見込むということができ

ないので、どうしてもこういう操作といいますか、こういう計上の方向になってしまう

というのは、仕方ないのかなというふうにご理解願いたいと思います。

●委員長（谷口委員） よろしいですか。

それでは、２款はいいですね。

４款道支出金。

ございませんか。

（な し）

●委員長（谷口委員） 以上で、歳入を終わります。
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次に、６ページ、歳出に要ります。

２款水道費。

ございませんか。

（な し）

●委員長（谷口委員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

本案は、討論を省略し、原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか。

（な し）

●委員長（谷口委員） 以上で歳出を終わります。

総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（谷口委員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

本案は、討論を省略し、原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●委員長（谷口委員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。

休憩します。委員長、交代をいたします。

午後１時54分休憩

午後１時55分再開

●副委員長（室﨑委員） 再開いたします。

議案第73号 平成25年度厚岸町介護保険特別会計補正予算を議題といたします。

第１条の歳入歳出予算の補正であります。

３ページ、事項別明細書をお開き願います。

４ページ、歳入から進めます。

４款支払基金交付金、ありませんか。

（な し）

●副委員長（室﨑委員） ５款道支出金。
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７款繰入金。

８款繰越金。

ございませんか。

（な し）

●副委員長（室﨑委員） 歳出に入ります。

６ページ、１款総務費。

10番、谷口委員。

●谷口委員 ここでお尋ねしたいんですが、３項１目の介護認定審査会費のこの審査共同

設置事務処理システム保守点検委託料と、審査会共同設置寺務処理システム借上料、こ

れについて増減があるんですけれども、この内容を説明していただきたいと思います。

それと、これは先ほどの一般会計の関係とは全然関係のないものなのかどうなのか、

その辺お尋ねをしたいと。

それから、２目の認定調査費等についてお伺いをいたします。

ここで予算化されている健康保険料非常勤職員、臨時職員は減になっておりますけれ

ども、この内容について説明をしていただきたいというふうに思います。

●副委員長（室﨑委員） 保険福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） １点目の厚岸浜中介護認定審査会における委託料並びに使

用料及び賃借料の関係でございますけれども、当初予算においてこの保守点検委託料と

賃借料について、使用料及び賃借料のほうに一本化して予算計上をさせていただきまし

た。これは今年度はこのシステムの更新時期が来ておりまして、それにあわせ何とか一

括契約できないものかという模索していたところでございます。実際に入札執行して保

守点業務を行うに当たって、保守点検業務については毎年これはまだ出てくるもんです

から、改めて予算を振りかえて明確にしたということでございます。

なお、システム借上料のほうについては、全体で５万3,000円を入札減だったのですけ

れども、そのうち３万7,000円については、委託料のほうで契約をさせていただいたとい

う内容でございます。

次に、介護認定調査でございますけれども、これは介護給付費の適正化という観点か

ら、厚岸町においては民間事業者にその大部分を委託することなく、直営でやりなさい

という国の通知等をもとに、５年ほど前から直営でほぼ認定調査をやっております。昨

年からだんだんまず調査件数が多くなってきたことと、それから、昨年ちょっとベテラ

ンの臨時調査員が自己都合により退職をなされるということでいて、実際に４月に入っ

たときにはやっぱりかなわず退職されて継続雇用にならなかった関係であります。

加えて、この間直営という観点から職員みずからもやっておりますし、地域包括支援

センターの職員にもやっていただいていた、この間地域包括支援センターの業務の増大

等が見られまして、これらの部分を軽減するためにも、これまでの臨時職員１日おきの
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勤務でございました。これを非常勤職員化して週４日として担う担当件数を多く処理で

きるような体制を組みたいということで、今までは非常勤職員１名、臨時職員１名、計

上２名のところを非常勤職員２名体制でもって今後の増加、それから他の職員の負担軽

減を図ろうとした内容でございます。

●副委員長（室﨑委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 １目のほうはわかりました。

それで、２目の関係で重ねてお伺いいたしますけれども、先ほどの一般会計のほうで

も議論があったんですけれども、非常に介護保険の給付、昨年から変わったということ

で、その任に当たる方々の仕事がどういうふうに変わってきたのかということがもう少

し詳しく、先ほどの話を聞いていても、ちょっとうかがい知ることができなかったので、

もう少しお伺いしたいんですが、この認定に当たる業務を行う人たち、そこまでを持っ

ていく仕事をされる方、それぞれいますよね。そして、実際に認定審査を行うという手

順になっていくんではないのかなというふうに思うんですけれども、いわゆるケアマネ

ジャーだとか、そういう名前がいろいろな名前がありますよね。先ほども主任何だとか、

そういうふうにいっぱい名前を並べられておりましたけれども、その機能一つ一つが、

なかなか私はぱっと聞いて理解をするのは難しいんですけれども、そのあたりでどうい

うふうに機能しているのか、それについて説明をしていただきたいなというふうに思う

のですが。

●副委員長（室﨑委員） 保険福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） ただいまの質問は、利用の申請から調査、審査を経て介護

度が決定されるという、一連の流れの手続についてをご説明させていただくことになる

かと思います。

利用者は、ほぼ何か地域包括支援センターに相談に来ます。まず、こういう事情で困っ

ている、どうしたらいいだろうかと、あるいは介護保険というものがあるのを聞いたん

だけれども、そこが入り口です。そこで、地域包括支援センターでは事情を聞いて、介

護サービスというものをお知らせし、内容についてもお知らせし、じゃ、利用してみた

い、申請書を提出いただきます。この申請書を受けて必ず認定調査を行います。認定調

査員、一定の講習を受けた方々しかできない認定調査、これがこの予算でございまして、

次に、認定調査を経た者はコンピュータに入れます。その認定調査員の結果、１次判定

を行います。次に、２次判定は介護認定審査会、ドクターであるだとか、保健師、薬剤

師等を厚岸町構成しておりますけれども、この厚岸浜中介護認定審査会において２次判

定を行います。その結果介護度が決定されます。

その介護度が本人に決定された段階で、本人はケアマネージャーという方を選任しま

す、自己自身で。こちらのほうでは事業所を紹介いたします。それで私はここのケアマ

ネージャーにお願いしたいというふうになります。そこで、ケアマネージャーが再度訪

問し、具体的なニーズにあったケアプランを立てていくと、そういう役割分担となって
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おります。

●副委員長（室﨑委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 この認定調査の流れ、今説明をいただきましたけれども、事業所を紹介され

て、その事業所を個々の利用者がどういう事業所を利用したいかということを選定した

上で、そこの事業所のケアマネージャーにケアプランをつくっていただいて、どういう

サービスを受けるのかということを決めていくということで、よろしいんですよね。そ

ういう流れに今までもなっていたように私は思うんですけれども、私ども随分世話にな

りましたから。

それと、先ほど今回の昨年の介護報酬が引き下げられたことによるサービスの低下、

これらについて議論がありましたけれども、実際に今までは30分から60分、60分以上と

いうような形、それが20分から45分、45分以上というふうになったんですよね。それで

このポイント計算なんですけれども、これは30分から60分のときは幾らで、そして60分

以上は何単位だったのか、そして、20分から45分に今現在なったんですが、この間では

単位数は幾らになっているのか、45分以上の場合は何単位なのか、そして、この１単位

は幾らに換算されているのか、厚岸の場合ね、これちょっと教えてください。

●副委員長（室﨑委員） 保険福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） まず、１点目の利用の手続なんですが、介護度が決まって

から私どもの事業者紹介に基づいてケアマネージャーを選任すると、これが一般的な流

れですけれども、事前にもうあらかじめわかっている人は、初めからケアマネージャー

の仕事のところに相談に行って、自分で先にケアマネージャーを決めた上で申請される

方も実はおります。その点ちょっと説明を加えさせていただきいと思います。

２点目の単価のほうでございますけれども、具体的に平成24年の改正直前においては、

30分未満が254単位で、単位の単価ですけれども、これは厚岸町が決めるのではなくて、

全国決まっておりまして１単位10円でございます。30分未満がこれがまず変わっており

ますが、そこを設定、254単位がまず20分未満が新設、これは170単位、そして20分以上30

分未満ができて、ここが254単位、ここは単位変わりません、254、254であります。次に、30

分以上１時間未満というのがある、これは変わらず、１時間以上も変わらず、それ以降30

分ごとの加算も変わらずであります。30分以上１時間未満は402単位、１時間以上は584

単位、30分ごとの加算がプラス83単位、これが身体介護の部分です、今申し上げた部分

が。

次に、生活支援です。これ訪問介護と身体介護と生活支援の二つに分かれておりまし

て、生活支援は、これまでは30分から１時間未満が229単位、細かく申請されたのが20分

から25分未満が190単位、その上が45分以上というのが235単位。そして１時間以上は291

単位、これは変わっておりません。これが変わったところの全てでございます。

●副委員長（室﨑委員） 10番、谷口委員。
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●谷口委員 それで、主に生活支援の部分で聞きたいんですけれども、身体のほうも非常

に大事ですけれども、一般的になるべく自立して、病院にいるより家庭で頑張ってほし

いという方向で今来てますよね。そのためにこういう制度があるんだから、なるべく病

院に入院しないで自宅でさまざまな介護の制度を利用しなから、老後を過ごしていただ

きたいというのがこの介護保険制度の持っている意義ではないのかなと。それで結果的

に、昨年４月からのこの介護報酬が変更されたことによって、一つは今、課長のほうか

らも説明があったように、30分から60分、それから20分から45分で大体17％の減少、単

位で言えばね。それから、それ以上は19.2％ぐらいの減少になるんではないのかなとい

うふうに言われてますよね。それで、結果的に今、介護にかかわる人材をきちっと確保

しておくということを考えると、そう安易にヘルパーさんの給料、そういうものを削る

ことはかなわないということで、結果的にはその分は事業主が負担をして何とかヘルパー

さんの流出を防ぐような手だてをとっているところが多いのではないかと。そして特に、

小さな事業事業者にとっては非常に大きな負担になっているというのが現実ではないの

かなと。それは改定率は12％引き上げられたけれども、介護職員処遇改善交付金、これ

が介護報酬に換算すると２％になってしまうということで、実際に0.8％ぐらい引き下げ

になるんではないのかなという計算もあるんですよね。そうすると、非常に今のヘルパー

さんたちが置かれている実態、あるいはヘルパーさんの給料というか、そういうものは

維持しても事業者のほうが非常に大変な状況にあると。それを吸収できる何かの事業が

あるところと、それだけでやっている事業では、大変な違いが出てきているんではない

のかなというふうに考えるんですけれども、いかがでしょうか。

●副委員長（室﨑委員） 保険福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） この改定については、不必要な部分の時間については、新

たな単価を決めさせていただいて、適性な時間配置をするという結果が、一部のところ

では今までもらっていた単価まで稼げないという状況になっております。このことは、

やはり事業者への経営の圧迫の一つの要因としてとらえております。現状、私ども厚岸

町には訪問介護をやっているところは４カ所ありましたけれども３カ所あります。それ

で、社会福祉協議会の経営状況報告をこの６月の定例会で報告させていただいた際に、24

年度の収支の報告もさせていただいております。それらを見ますと、前年より利益が落

ちている、これは利用者の減もあるんですけれども、そこら辺の単価の減が影響してい

るものと考えておりますので、少なからず事業者への影響はあるというふうには、正直

申し上げて思っておりますが、社会福祉協議会においては、職員の人件費を経営者側が

負担するというまでは、今回の改正での影響はないという内容になっておりまして、当

然給与もこれまでどおりお支払いすることができております。前段の事業者への影響で

は収支面、加えて全般的な利用が下がるという、これはその事業所が質が高いサービス

を提供しているかどうかも反映するんですけれども、利用が低下するとやっぱり魅力あ

る職場なのかどうなのかということで、介護員の確保がやっぱり難しいものも聞いてお

ります。したがって、事業者への経営はちょっと大きいものだなというふうにとらえて
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ございます。

●副委員長（室﨑委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 これで最後にしますしますけれども、そういう実態がやはりあるということ

と、それからヘルパーさんの仕事と、それからケアマネージャーだとか、そういう人た

ちが私、ホームヘルパーはいわゆる家政婦ではないというふうに思うんですよね。やっ

ぱりそこに派遣されたときに、そこでかかわる人がどういう状況にあるのか、何を要望

しているのか、そういうこともやはりある程度聞けるような余裕の持てるヘルパーとし

ての仕事もあるのではないのかと。やっぱりそこのコミュニケーションです。ケアマネー

ジャーなんですけれども、私ども利用させていただきましたけれども、うちでは別に老

人虐待とかないから、したわけでないから別に何ともないけれども、ケアマネージャー

が頻繁にお年寄りの家を訪問できるるだけの日程的な余裕があるのかなというふうに思

うんですよね。抱えている件数は今決められているわけでしょう、何件までだとか。物

すごく余裕を持って回れるような仕組みでなくて、きちんと対応できるように１人のケ

アマネージャーは何件までというふうになってますよね。そうしたときに、それほど頻

繁にひとり暮らし、あるいは独居老人夫婦世帯だとか、そういうところを巡回できるだ

けの余裕がケアマネージャーにあるのかなというふうに考えますけれども、そこまで頻

繁にやられているケアマネージャーさんというのはいらっしゃるのでしょうか。１週間

に１回だとか、十日に１回だとか、せいぜい月１回、もしあっても２回ぐらいが精いっ

ぱいではないのかなというふうに思うんですが、いかがですか。

●副委員長（室﨑委員） 保険福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） ただいまのホームヘルパー、それからケアマネージャー、

それぞれの役割の中でケアマネージャーのローンが多過ぎて十分な年寄りの状況把握が

できていないのではないのかなというご心配する意見かなというふうに受けとめさせて

いただきました。ケアマネージャーはやはり最低でも一月に１回、そのケアプランをつ

くらなければなりませんし、状況変化等を観察するためにも面接等を行います。そこで、

全ての状況が把握できるかということに対しては、やはり難しいものがあるんだという

ふうに思います。その後の活動なんですけれども、ケアマネージャーと訪問介護員の間

には事業所があって、事業所にはホームヘルパーのサービス提供責任者という方がいらっ

しゃいます。具体的にこの人が、ケアマネージャーの意見と要望を踏まえて家庭訪問を

し、そのケアプランどおりにサービスを提供するには、どうしたらいいかというプラン

をつくります。これのマニュアルに沿って訪問介護員がやるんであって、訪問介護員自

身はそういう自分で企画するとか、そういう分野まで及びません。個々のことを言いま

すとあれですけれども、役割としてそこまではないということなんですね。その役割は

サービス提供責任者なんだろうというふうに思います。

ですから、この方たちに訪問介護員が気づいたことを、サービス提供責任者に報告し

ます。そのサービス的責任者がどこまで、では今度は足を踏み入れてケアマネージャー
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よりも町民と接する機会を持つかどうか、そこにかかるんだろうなというふうに思いま

す。ただ、そこの実態はどうなのかについては、今後も注意しながらお話を聞いていく

中で、きちっと説明できるように準備をしておきたいなというふうに思います。

●副委員長（室﨑委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 非常に大事なんですよね。今、ケアマネージャーとそれから主任、その方と

ホームヘルパーの方とそれぞれ役割があって、それで、ただそうはいっても主で訪問す

るのは訪問ヘルパーの方なんですよね。その方がやっぱりお年寄りの方々がここの家の

お年寄りは、きょう元気だったよ、何かちょっと病気が出始めているのかなとか、そう

いうものというのは、「ごめんください」と入っていって、きょうはこれとこれをしま

すと言って、やって帰ってくるものではないと思うんですよ。そのときに話をしたり、

やっぱりそういうコミュニケーションをとることよって、その実情みたいのが主任、そ

の人に伝えられて、そして、それはどうしたらいいのかなとか、そういうことになると

思うんですよね。そういうやっぱり余裕みたいのが私は本当は必要ではないのかなとい

うふうに思うんですよ。そのあたりをやはりきちんと見ていただけるような体制にして

いかなければ、なかなかその味も素っ気もないというか、そういう感じでヘルパー事業

が行われるということになると、昔はこんなことなかったけれども、今はこれがあって

大したいいということだけには、ならないんではないのかなというふうに思うんですよ

ね。やっぱりそういう異常をいち早く察知できるようなそういう体制も、私はこの中で

は必要ではないのかなというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。

●副委員長（室﨑委員） 保険福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） 訪問介護員、つまりホームヘルパーにつきましては、同じ

人が同じ家に行くということではないんです、まず。誰が行くかわかりません。中には

この人嫌だという方もいらっしゃいますけれども、そういうのはやっぱり事業所の対応

として、それがいいのか悪いのかを判断し、行いますけれども、基本的に毎日同じ人が

行くとは限っておりません。そこで、訪問介護員は、当然訪問日誌を書きます。それを

業務が終わる前に必ず引き継ぎます。それをサービス提供責任者が見る責任がございま

す。そして、次の訪問介護員に引きつなげるわけですから、それだけの対話をし、相談

を聞く時間を設けることができないにしても、作業等を行いながら聞き取ったことを日

誌に書く訓練をしております。そういう中でも、少なからず状況はつかめる状況にはあ

ります。加えて訪問介護員であっても、それに気づいてもやはり必ずしも事業者に言う

かどうか、報告するかどうかというのは、またあるわけで、介護保険上はそういうこと

もないように、特に混乱事例と言いますか、サービス提供が一律ではない、いろいろな

工夫をしなければならないという方々については、サービス担当者会議の開催を、これ

は全てにそうなんですけれども、一事業者だけではなくて他の事業所も入れて客観的に

見た中でサービスが適当なのかどうなのか、そういうケアマネージャーというのは最も

適切なサービスを提供するプランをつくるのが役割ですので、他人の意見をやっぱり聞
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かないと、他人の見た状況を観察を聞かないといいプランができないという観点から、

サービス担当者会議というのも開いておりますので、そういう中で現在はやっておりま

す。

今後については、そういう介護報酬が変わって１年たつわけでありますけれども、今

後の動向を見ながら進めてまいりたいというふうに思います。

●副委員長（室﨑委員） よろしいですか。

１款、他にございますか。

（な し）

●副委員長（室﨑委員） なければ、先へ進みます。

５款介護給付費準備基金費。

７款諸支出金。

以上で、歳出を終わります。総体的にございませんか。

（な し）

●副委員長（室﨑委員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

本案は、討論を省略し、原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●副委員長（室﨑委員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、議案第74号 平成25年度厚岸町介護サービス事業特別会計補正予算を議題とい

たします。

第１条の歳入歳出予算の補正。

３ページ、事項別明細書をお開き願います。

４ページ、歳入から進めます。

歳入。

９款諸収入。

ございませんか。

（な し）

●副委員長（室﨑委員） なければ、以上で歳入を終わります。

歳出に入ります。

１款サービス事業費。



- 52 -

ございませんか。

（な し）

●副委員長（室﨑委員） なければ、以上で歳出を終わります。

総体的にございませんか。

（な し）

●副委員長（室﨑委員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

本案は、討論を省略し、原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●副委員長（室﨑委員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、議案第75号 平成25年度厚岸町後期高齢者医療特別会計補正予算を議題といた

します。

第１条の歳入歳出予算の補正。

３ページ、事項別明細書をお開き願います。

４ページ、歳入から進めます。

歳入。

４款繰越金。

ございませんか。

（な し）

●副委員長（室﨑委員） 以上で歳入を終わります。

歳出に入ります。

歳出。

１款総務費。

ありませんか。

（な し）

●副委員長（室﨑委員） ２款後期高齢者医療広域連合納付金。

ありませんか。

（な し）
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●副委員長（室﨑委員） 以上で歳出を終わります。

総体的にございませんか。

（な し）

●副委員長（室﨑委員） 以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

本案は、討論を省略し、原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●副委員長（室﨑委員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

●副委員長（室﨑委員） 次に、議案第76号 平成25年度厚岸町介護老人保健施設事業特

別会計補正予算を議題といたします。

第１条の歳入歳出予算の補正。

３ページ、事項別明細書をお開き願います。

４ページ、歳入から進めます。

歳入。

８款繰越金。

ございませんか。

（な し）

●副委員長（室﨑委員） 以上で歳入を終わります。

６ページをお開き願います。歳出に入ります。

１款サービス事業費。

ございませんか。

（な し）

●副委員長（室﨑委員） 以上で歳出を終わります。

総体的にございませんか。

（な し）

●副委員長（室﨑委員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。
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本案は、討論を省略し、原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●副委員長（室﨑委員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

●副委員長（室﨑委員） 次に、議案第77号 平成25年度厚岸町水道事業会計補正予算を

議題といたします。

１ページ、第２条、業務の予定量の補正です。

ありませんか。

（な し）

●副委員長（室﨑委員） 次に、第３条収益的収入及び支出。

５ページをお開き願います。

収益的収入から進めてまいります。

１款水道事業収益。

ありませんか。

（な し）

●副委員長（室﨑委員） 収益的収入を終わります。

次に、収益的支出に入ります。

１款水道事業費用。

ございませんか。

（な し）

●副委員長（室﨑委員） 次に、１ページにお戻り願います。

１ページの第４条、資本的収入及び支出の補正です。

５ページをお開き願います。

資本的収入から入ります。

資本的収入の第１款、資本的収入。

ございませんか。

（な し）

●副委員長（室﨑委員） 資本的収入を終わります。

次に、資本的支出。
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１款資本的支出。

ありませんか。

（な し）

●副委員長（室﨑委員） 総体的にありませんか。

（な し）

●副委員長（室﨑委員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

本案は、討論を省略し、原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●副委員長（室﨑委員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

以上で、平成25年度各会計補正予算審査特別委員会に付託されました補正予算８件の

審査は終了いたしました。

よって、平成25年度各会計補正予算審査特別委員会を閉会いたします。

午後２時34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。
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委 員 長
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