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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６月25日

午後２時28分開会

●臨時委員長（中川委員） ただいまから平成25年度各会計補正予算審査特別委員会を開

会いたします。

本日は、委員会条例第９条第２項の規定により、年長の私が、委員長が互選されるま

で委員長の職務を行います。

これより、本委員会の委員長の互選についてお諮りいたします。

６番、堀委員。

●堀委員 中川委員長に、引き続き務めていただきたいと思います。

●臨時委員長（中川委員） ただいま、私が委員長との声がありますが、これにご異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」の声あり）

●臨時委員長（中川委員） 異議なしと認めます。

よって、私が、委員長に互選されました。

委員会を進めてまいりたいと思います。

これより、副委員長の互選についてお諮りいたします。

６番、堀委員。

●堀委員 委員長指名にて決していただきたいと思います。

●委員長（中川委員） ただいま、委員長指名の声がありますが、これにご異議ありませ

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。

それでは、委員長において、副委員長には大野委員を指名したいと思います。これに

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●委員長（中川委員） よって、副委員長には、大野委員が互選されました。
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●委員長（中川委員） それでは、早速審査を進めてまいります。

10番、谷口委員。

●谷口委員 お願いがあるのですけれども、資料要求で今回の補正予算の一般会計の大変

な財源が、ＳＡＣＯ、あるいは防衛調整交付金なのですが、これについて資料をお願い

したいのですが。

●委員長（中川委員） 休憩します。

午後２時31分休憩

午後２時32分再開

●委員長（中川委員） 再開いたします。

まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 今、資料要求のありました資料につきましては、できる

だけ早く調整して提出するようにいたしたいと思います。

●委員長（中川委員） それでは、議案第60号 平成25年度厚岸町一般会計補正予算（第

１回目）を議題とし、審査を進めてまいります。

第１条の歳入歳出の補正、６ページ、事項別明細書をお開きください。

８ページの歳入から進めます。

進め方は、款、項、目により進めてまいります。

15款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、２目民生費国庫補助金、

４目農林水産業費国庫補助金、６目土木費国庫補助金、７目消防費国庫補助金、８目教

育費国庫補助金。

ございませんか。

（な し）

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

（な し）

●委員長（中川委員） ３項委託金、１目総務費委託金。

ありませんか。

（な し）
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●委員長（中川委員） 18款１項寄附金、１目一般寄附金、３目民生費寄附金。

（な し）

●委員長（中川委員） 19款繰入金、１項基金繰入金、４目まちおこし基金繰入金。

（な し）

●委員長（中川委員） 20款１項１目繰越金。

（な し）

●委員長（中川委員） 22款町債、１項町債、４目農林水産業債、６目土木債。

（な し）

●委員長（中川委員） 以上で、歳入を終わります。

歳出に入ります。

１款１項１目議会費。

（な し）

●委員長（中川委員） ２款総務費、１項総務管理費、４目情報化推進費。

堀委員。

●堀委員 委員長、ここで申しわけありません。ここへ出てないのですけれども、今後の

補正で当該科目で出てくるであろうものについてお聞きしたいと思いますので、お許し

を願いたいと思います。

お聞きしたいのは、ちまたで言われているＸＰ問題と言われているものですね、厚岸

町役場においても各職員一人一人にコンピューターというものがあって、そのコンピューター

を動かすためにのＯＳ、オペレーションシステムと言われている基本的な操作をつかさ

どるプログラムというものが入っていると思うのですけれども、このうちマイクロソフ

ト社というところが出されているウィンドウズＸＰというＯＳが、来年４月９日にサポート

期間が切れてしまうということ。これが今、ちまたで、日本国内でコンピューターの約

３割から４割くらいがＸＰのＯＳを使っていて、それの切りかえ作業というものが今後

至るところで出てくるといった中で、その対応というものに自治体等もいろいろと苦慮

しているということが、何かの問題として出ていると思います。

そこで厚岸町でも配置されているコンピューター、その中でもウィンドウズＸＰとい

うものがあるのかないのかというものも含めて、今後、来年４月９日ですから、その対



- 7 -

応というのはこの25年度中に行わなければならないといった中では、あればどのような

状況になっているのか。また対応をどのように考えていて、またその費用というものが

今後補正の中ではどのように、幾らの計上を予定しているのかを教えていただきたいと

思うのですけれども。

●委員長（中川委員） 総務課長。

●総務課長（曾田課長） お答えいたします。

委員おっしゃられるとおり、来年の４月９日をもってウィンドウズのＸＰのサポート

が終了いたします。今、厚岸町役場は業務で職員が使用しているパソコンに、約230台ご

ざいますけれども、そのほとんどがウィンドウズのＸＰでございます。これが今年度末

には、全て他のＯＳに更新をすることの予定でおります。

実を申しますと、今、クラウド式といって、要はサーバーを庁舎内に置かないで、ほ

かのところでの業務を行うようなシステム構築を今準備中でございます。ですから、こ

のＯＳを更新するだけの費用ではなくて、それだけの費用をと言われますと、ちょっと

今、お答えすることはできないのですけれども、それらシステム更新も全部含めて、こ

のＯＳの更新も行っていきたいということで考えているところでございます。

●委員長（中川委員） ６番、堀委員。

●堀委員 そうすると、まだ具体的にはわからないと。ただ、年度内には行わなければな

らないという中で、少なくとも本来であれば当初予算からわかっていたらば、上げてお

くべきものだったのではないのかなというように思うのですよね。それがない、またこ

の６月にもないと。今の不安視されているのが、年度末にだんだん近づくと、ほかのと

ころもみんなコンピューターとかの代替需要というものが増えていった中で、時期的に

集中してしまったときに間に合わなくなるというおそれがあるのではないのかというふ

うに、一部ではささやかれています。

ＣＰＵと言われているように中央演算処理装置とかも、実際にコンピューター需要の

高まりからだんだん値上がり、円安の関係もあるのですけれども、だんだん値上がりを

してくると。今後下がることがなく、どんどんどんどん値上がりをしてくるというもの

の中で予想されている中では、できるだけ早くに対応をしたほうがより安価に、また間

違っても年度末まで間に合わないとかというもののないような感じにできるのかなと思

うのですよね。できるだけ急いだ中で、そういう対応というものをすべきではないのか

なというふうに思うのですけれども、どうでしょうか。

●委員長（中川委員） 総務課長。

●総務課長（曾田課長） 今回、補正予算には計上しておりませんけれども、９月をめど

に９月の補正で計上させていただき、またＯＳの更新につきましてもそれを含んだ上で、

今、各業者等々と準備を進めているところでございますので、このシステム更新と合わ
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せて年度内にはこのＯＳ移行、必ずできるものということで、今、準備を進めていると

ころでございます。

●委員長（中川委員） いいですか。

ここでほかにございませんか。

（な し）

●委員長（中川委員） なければ、進めてまいります。

10目企画費。

12番、室﨑委員。

●室﨑委員 ここに北海道離島振興協議会、それから全国離島振興協議会というのが出て

おりますが、この前報道を見ていましたら、小島が何か離島の認定というのでしょうか、

それに変動があるようなことが出ていたのですが、その報道だけでは詳しいことがわか

らなかったのですけれども、何かあったのか。あったとすれば、どんなことがあったの

か、簡単で結構ですから教えてください。

●委員長（中川委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） ご説明をさせていただきます。

離島振興法につきましては、昭和の早い時代に制定をされて、厚岸の小島につきまし

ては昭和39年の７月に指定を受けてございます。その際には、離島振興法の要件といい

ますのは、基本的には人口が100人以上ということでございました。そのほかに航路であ

るだとか、いろいろな条件ありますけれども、基本的には人口が100人以上、それと人口

の減少率等々を加味して指定をするということでございます。

ただ、その後、この指定基準の見直しがずっとされていなかったと、どこの島も大分

人口も減ってきていると、あるいは航路がなくなってきているところもあるということ

で、国の国土審議会の離島振興対策分科会、この中で離島して検討部会というのを立ち

上げて、この際、その要件を再度見直す必要があるということで検討をされてきたよう

でございます。その中で、そういった時代背景もあるという中では、当時、100名という、100

名以上という規定を緩和したほうがいいだろうということで、基本的には50名以上とい

うことで、こちらのほうはそういう見直しを図るということで進めてまいりました。

その際に、既存の今の指定されているところの離島についても、いま一度確認作業を

したと。実は小島は昭和24年には105名、これ人口というよりも国勢調査の数字でいきま

すので、昭和24年が105名、26年が104名と、それと昭和30年以降に100人を切るような状

況になってきたところでございますが、そういった意味で昭和39年に指定を受けました。

ただ、このたびの見直しに当たって、再度、今の小島の状況からいきますと、国勢調査

で実は今13名という数字になってございます。ですから、50名以上ということで要件緩

和がされたとしても、満たないということでございます。ただ、この検討部会の中では、
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指定済みの離島については人口要件を満たさなくなった場合においても、今後の離島の

方針等確認の上、指定解除について停止することを検討するという方向で今進められて

おりました。

実は、今、質問者言われたのは、６月21日に道新で全道版に出たわけでございます。

厚岸の小島など離島振興法解除になるおそれということで、これは決定ではなかったの

ですが、そういった意味でいろいろな調査をしながら国のほうでは昨日でございますが、

国土審議会の先ほど言いました離島振興対策分科会の離島指定検討部会が、昨日午後５

時から開催をされたようでございます。

けさの新聞にも小さかったのですけれども、厚岸の小島などの結論を持ち越しという

ことで、離島法の対象地域になっている小島等の設定については、全国で７カ所が50名

以下になったことによって指定解除をされるという案件で、そのうち２カ所については

異論がなかったと、残りの５カ所については委員からある程度異論が出ていたというこ

とで、小島も含めて結論持ち越しということになっていますが、 終的には部会長に一

任という形になってございます。

当初の予定から７月の頭には告示がされる予定ということでございます。解除なる場

合もそういったことで発表になると思いますが、今、国からの情報によりますと、基本

的には指定解除の停止がなされるのではないかという見通しの中で、今、進められてい

るようでございますが、あくまでもまだ結論には至っておりませんが、そういう状況と

いうことでございます。

●委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 それで指定解除の停止というのが、解除がされないということですね。そう

すると恐らくこのまま離島として指定をされて、厚岸町は離島振興法の対象になる町で

すよという状態が続いていく可能性が強いというふうに考えておけばいいわけですね。

それでもう一つお聞きしますが、この離島振興法という法律によって、厚岸町が離島

を抱えている町であるということの指定をされていますね。それによって、厚岸町に対

して何らかの恩恵があると思うのですが、それも余り知られていないので、これについ

ても簡単に説明をしてください。

●委員長（中川委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 初の部分ですね、離島指定の解除と、停止という

部分ですが、今のところはもしかすると条件がつくかもしれませんけれども、そのまま

指定から外れないような形で今、議論がされているやに聞いております。

それと、離島の地域指定を受けているということで、はっきりした数字は申し上げら

れないのですが、地方交付税での若干の、失礼しました。今、地方交付税と言いました

が、そちらのほうの部分については、必ずしもそういった措置は明確になっていないと

ころでございますけれども、離島地域に指定を受けていることで税制上の特例があると

いうことでございます。これは小島、厚岸町の場合に一部指定になっていまして、過疎
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と違いまして、厚岸町全体がということではなくて、離島指定になっているのは小島だ

けでございます。小島の島の中で、製造業、旅館業、農林水産販売業等々のそういった

該当の職種はありますけれども、そういった設備投資をするときにおいての税制上の特

例が受けられるというのがございます。

それと、小島の地域の離島、先ほど言った振興方向、方針を定めることによって、そ

れに基づく事業を起こそうとした場合、このたび離島振興法の期間の延長がされたわけ

ですが、その際に、離島地域活性化交付金という制度もできました。基本的にはソフト

事業が主になるものでございますけれども、ソフトと重ねることによってハードも可能

になってくるというものでございますが、そういった交付金制度の活用も可能になると。

それと、そういう離島地域を抱えているということで、例えば小島の方が本土に渡る

際には、床潭漁港を主たる寄港というか、船の着き場にしておりますので、床潭漁港の

整備に当たっても、離島地域のというような配慮をお願いするというような形でもプラ

ス要因としては働いているのだろうなと、そういうふうに考えてございます。

●委員長（中川委員） ここでほかにありませんか。

（な し）

●委員長（中川委員） なければ、進めてまいります。

５項統計調査費、１目統計調査総務費。

（な し）

●委員長（中川委員） ３款民生費、１項社会福祉費、４目老人福祉費。

10番、谷口委員。

●谷口委員 今回、地域の元気臨時交付金を充当して、特別養護老人ホームの改修を行う

というふうになっておりますので、この施設ができて相当たっていますよね。今までも

風呂だとかいろいろなものを改修してきているのですが、今後、この施設は改修を進め

ながらずっと使っていくのか、どこかの段階で新しい施設に切りかえるというような考

えでいるのか、その辺ちょっとお伺いをしたいと思います。

●委員長（中川委員） 特老ホーム施設長。

●特老ホーム施設長（高橋施設長） ご説明申し上げます。

心和園につきましては、昭和56年に開設しておりまして、32年以上が経過しておりま

す。それで経年劣化によりまして、建物の内部・外部において老朽化が進んできており

ます。これまでに今おっしゃったように、施設の内部、あるいは外部について補修が行

われておりますけれども、今の特にダメージがあるのは屋上、おっしゃったように屋上

から雨漏りがすると、その部分が大きな要因になっております。あと、外壁についても
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多少老朽化で剥離とか見られておりますけれども、致命的なものではないかなというふ

うに考えております。今後につきましても修理をしながら使用できるものと考えており

ます。

●委員長（中川委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 それで言ってみれば終の住処ですよね、特別養護老人ホームというのは。そ

うすると住居ですよね、それがある意味、快適と言ったらいいのかどうかちょっとわか

りませんけれども、居に適した施設でなければならないというふうに私は思うのですけ

れども、今、修理修理でいきたいというようなお話だったのですけれども、そういうこ

とをやりながらどのぐらい持たせようと考えているのか。

●委員長（中川委員） 特老ホーム施設長。

●特老ホーム施設長（高橋施設長） 現在、先ほど申しましたけれども、結構な今まで外

部・内部で7,700万円ほどかけて補修をしております。これにつきましては居室のカーペ

ット、あるいは廊下のカーペットの補修、あるいは窓ガラスの補修とか結構大きな補修

をしておりますし、その意味におきましては現在、生活をしていく上での支障はないか

なと思っております。

結構ふだんのメンテナンス、掃除も含めて気をつけて行っておりますし、居住する場

所としては快適であるというふうに考えておりますし、今、一番問題になっております

のが先ほど申しましたとおり、雨漏りが廊下でいきますと５カ所ぐらい雨漏りがすると。

必ず雨漏りがするというわけではなくて、特に強い風が吹いたときの雨、あるいは春先

の雪解け、これらにつきまして雨漏りが若干見られると。

あと、居室については１室だけ雨漏りが見られて、それほどひどい雨漏りではないの

で、ぽつぽつとおりてくるという形になっていますので、屋上の状態が防水になってい

るシートが剥離をしたり、あとひび割れが起きております。その部分を補修することに

よって、雨漏りは防げるというふうに考えておりますので、施設として使用する部分に

つきましては問題がないというふうに考えております。

●委員長（中川委員） ほかにありませんか。

（な し）

●委員長（中川委員） 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、１目農業委員会費。

（な し）

●委員長（中川委員） ２目農業振興費。
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（な し）

●委員長（中川委員） ３目畜産業費。

（な し）

●委員長（中川委員） ５目農地費。

（な し）

●委員長（中川委員） ２項林業費、３目造林事業費。

（な し）

●委員長（中川委員） ６款１項商工費、１目商工総務費。

（な し）

●委員長（中川委員） ７款土木費、２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費。

９番、南谷委員。

●南谷委員 ７款２項１目道路橋梁維持費、建設課の関係で800万円計上、ここでお伺いを

させていただきたいと。これは資料を見ますと、地域の元気臨時交付金充当事業という

ことで、その事業費が800万円、宮園公園通り、港町西１の通り、奔渡公住横２の通り、

寺通り、きっと梅香町のほうかなと思うのですけれども、さらには湾月町横４の通り、

５カ所ですか、当初予算でたしか500万円計上で、今回800万円の追加計上ということで、

オーバーレイのことだと思うのですよ。そういう認識で間違いないか、まずお伺いをさ

せていただきます。

●委員長（中川委員） 建設課長。

●建設課長（高谷課長） お答えいたします。

当初予算500万円でオーバーレイの予算を計上していて、今回さらに元気交付金で800

万円の追加の事業をしていくということで今回上程させていただきました。

●委員長（中川委員） ９番、南谷委員。

●南谷委員 ことし春先、道路の事情、町内の道路の穴が非常に目立った年だと、私なり

に認識をしております。町内の道路の舗装、非常に年数が経っているせいか、道道もそ
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うなのですけれども、大きな穴、大きくはないのですけれども、それから亀甲状という

のですか、道路が非常に舗装がひびが入っている、うろこ状になっているというのは町

内非常に多く目立ってきている中で、今回このように追加補正で800万円が計上されたと

いうことは、私は例年に比べて除雪が一生懸命やったせいか、こういうふうになったの

かなという思いもしていたのですけれども、いずれにしても舗装をしてから年数がたっ

て、町内の道路というのが非常に荒れてきているなという認識の中で、今回このような

計上されたということは、私なりに理解をさせていただいたのですけれども、まだまだ

町内には道路が、穴ぽこが非常に多い状況に私は思っておるのですけれども、建設課と

しては今後の計画も含めて、今回800万円計上されたのですけれども、長期の年次の中で

今回ここに充当された背景、それから今後の予定についてお伺いをさせていただきます。

●委員長（中川委員） 建設課長。

●建設課長（高谷課長） 今後の計画背景等々ですけれども、第４次３カ年実施計画でも

お示ししていますとおり、町道の舗装補修事業ということでオーバーレイ、年間500万円

という単独費で25、26、27と各町道を張りつけてございます。

ただ、先ほど南谷委員おっしゃったように、ことしの冬の寒さ、それから今まで舗装

してから相当年数が経っているということで、町道全体かなりのストレスがありまして、

そういったオーバーレイをしなければならない状況にあります。

当初予算500万円につきましてはもう発注済みで、工期はまだ残っていますけれども、

工事は終わりました。奔渡町の湖岸道路、住の江町の海岸通り、宮園台の１号通り、神

社の横ですけれども、そういうところをやらせていただきました。やるに当たっては３

カ年上で示した、それから当初予算で示した場所というふうに限らないで、それ以上、

すごく春先の状況によってひどい場所を選定いたしましてやらせていただきました。さ

らに今回800万円の元気交付金ということで、対象路線を800万円分をどこやろうかとい

うことで、担当係と現地を調査しまして、３カ年上で示している26年度、27年度、25年

度で示している以外の部分も洗い出しをかけました。

それによりまして、今回、宮園公園通り、奔渡公住横２の通り、これは漁村センター

の横ですけれども、それから寺通り、これは吉祥寺から翔洋高校の寮まで、それと湾月

町の横の４の通り、これは湾月集会所の横ですけれども、それから港町西１の通り、こ

れは丸弘水産のところから海岸までというところの路線を800万円相当できるなというこ

とで、今回計上させていただきました。それでその他、３カ年上で示している部分もご

ざいます。まだまだやらなければならないところが残っていますけれども、それは年次

的に予算を配置しながら、今後引き続きオーバーレイをやっていきたいというふうに考

えているところであります。

●委員長（中川委員） よろしいですか。

（「はい」の声あり）
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●委員長（中川委員） 暫時休憩します。

午後３時00分休憩

午後３時30分再開

●委員長（谷口委員） 委員会を再開いたします。

７款土木費、２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費で、南谷委員の質問で休憩に入りまし

た。

それでほかにあればお受けしたいと思いますが、ありませんか。

（な し）

●委員長（中川委員） それでは、進めてまいります。

２目道路新設改良費。

（な し）

●委員長（中川委員） ３項河川費、１目河川総務費。

（な し）

●委員長（中川委員） ６項住宅費、２目住宅管理費。

10番、谷口委員。

●谷口委員 町営住宅の改修費で白浜団地なのですが、これはできた当時から改修に次ぐ

改修を行ってきているのですけれども、これはいつごろになったらこの事業はなくなる

のでしょうか。雨漏りしただとか、いろいろあったのですが、そのあたりちょっと教え

てください。

●委員長（中川委員） 建設課長。

●建設課長（高谷課長） お答えいたします。

白浜団地の整備事業でございますけれども、委員おっしゃられるように、建設平成元

年からその後も引き続き雨漏りだとか地震の影響も含めて、そういった現象が見られて

改修しております。特に今回、２階建ての公営住宅につきまして、一昨年から去年は２

棟やらせていただきまして、３棟終わっています。全体で５棟ございますので、残り１

棟はことしの当初予算で承認得まして予算化されていました。今回、この事業による

後のもう１棟、５棟目が予算化されていますので、今回で２階建て等々のそういった支

障となっている改修工事は終わるということでございます。
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●委員長（中川委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 そうすると、今まで２階建ての住宅について工事を進めてきたということと、

今回これをやると、今までさまざまな問題があったのは全てクリアされるというふうに

理解していいのかどうなのか。

それから、ちょっと済みません。資料、今、出てきたので簡単に説明していただきた

いのですが、よろしくお願いします。

●委員長（中川委員） 建設課長。

●建設課長（高谷課長） 私のほうからまずご答弁させていただきます。

先ほど来申し上げておりますように、２階建ての町営住宅につきまして、雨漏り等々

のことで入居者の方々にもご迷惑をかけていましたけれども、これをもってそういった

部分での改修は完了と。あと、経年的にいろいろな部分では備品的な交換だとか、いろ

いろなものは引き続きこれから出てくる可能性はありますけれども、そういった意味で

の改修は、これで一段落つけれるということでございます。

●委員長（中川委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 先ほど、配付させていただきました議案第60号の説

明資料でございますが、急遽急いでつくったものですから、体裁ちょっとよくないので

すけれども、このような資料を用意させていただきました。

平成25年度の当初予算におきましては、訓練が、ＳＡＣＯですね、米海兵隊による訓

練が行われるという公表がなされましたので、当初予算におきましては中隊規模の55％

相当ということで、ＳＡＣＯ分については5,500万円ほど見込んだ中で当初予算計上をさ

せていただきました。このたびご承知のとおり、大隊規模で訓練が実施されたというこ

とで、その当初予算との差額8,390万円、ＳＡＣＯの部分は7,244万円、合わせて１億2,744

万円を見込む形でございます。それと、２次の配分のほうで1,146万円ほどの増額を見さ

せていただきまして、ただいま配付させていただきました枠が二つになっているかと思

います。上段と下段のほうになりますが、１から16、足したところの６月補正の交付金

の合計額でございますが、8,390万円の交付金充当事業ということで、このたびの補正の

中で計上させていただいているところでございます。

また、下のほうで民生安定事業、当初予算の中でも３事業ほど計画してございました

が、その２番目にあります農業施設の部分につきましては、交付配分が増額がされたと

いうことで、それに伴う補正、補助金額7,846万4,000円でございますけれども、この分

を増額で見させていただいているという資料でございます。

●委員長（中川委員） 10番、谷口委員。
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●谷口委員 １点目についてはわかりました。

それで２点目の事業、ちょっと再々聞くのもあれなのですが、結果的には 近的にＳ

ＡＣＯ関係が３億6,000万円ですか、合計で、そういう意味でいいのかな、いやいや違う

違う、３億287万8,000円、この額になるということでいいのですか、総事業費が、ＳＡ

ＣＯとはまた別なのかな。

●委員長（中川委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 改めまして、この資料で先ほどもちょっとお話しし

ましたが、ＳＡＣＯの部分につきましては当初で5,500万円見込んでおりました。これは

中隊規模の訓練が実施されるという公表がされた時点で55％というルールがありますの

で、それを見込ませていただきましたが、このたび大隊規模で実施をされたということ

で、大隊規模実施されますと１億2,744万円になります。その差額分であります額を7,244

万円、これが今回の補正の際の全体で8,390万円交付金なっていますが、そのうちの7,244

万円分は、ＳＡＣＯの大隊規模による差額分の増額ということでございます。

結果として、ＳＡＣＯにかかわる部分での交付金額は、当初予算と合わせて１億2,744

万円になります。それと、一般分の１次、２次配分、自衛隊の演習に伴う部分でござい

ますが、それを合わせて交付金額が２億6,660万円ということになるということでござい

ます。

●委員長（中川委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 そうすると、この資料見ただけでは、結果的には各事業ごとにＳＡＣＯだ自

衛隊だというふうに分けては、我々はつかめないというものなのですか。

●委員長（中川委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 配分の通知の際には、厚岸町分についてはＳＡＣＯ

分では幾らという明示がされますけれども、それを充当する事業については色がついて

いないものですから、それぞれ申請の段階までは、実績の段階までは明確に分けられな

いという状況になってございます。ですから、含めた中で調整交付金としてこういった

形になりますので、総体でなければお答えできないと。各事業ごとにどこにＳＡＣＯの

事業が張りついているかというのは、今段階ではお示しすることができないということ

でございます。

●委員長（中川委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 前にはきちっと分けてくれたような気がしたのですけれども、いつの間にか

こういうふうになってしまった、そうすると。ＳＡＣＯ関連予算というのは、きちっと

していると思うのですがね。
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●委員長（中川委員） 休憩します。

午後３時41分休憩

午後３時50分再開

●委員長（中川委員） 再開します。

まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 貴重な時間をとらせまして申しわけございません。

ＳＡＣＯの充当事業ということでございますが、当初予算の際にもそれらの説明資料

ということで、Ａ４版の１枚物で配付をさせていただいてございます。その際にも事業

費があって、その事業費の下に括弧書きで表示をさせていただいておりますが、それは

事業費に対してどれだけの調整交付金を充当させるかという表記になってございます。

ですから、ＳＡＣＯということではなく調整交付金、調整交付金の中にもＳＡＣＯも一

般分も入った中での充当事業という１項目ごとの金額を入れさせていただいて、 後の

下段の合計欄の下に、うちＳＡＣＯが幾らですよという表記にさせていただいてもらっ

ています。

ですから、先ほどもお答えしたとおり、申請段階で財政当局、あるいは防衛局とも調

整をさせていただきながら、その事業ごとにＳＡＣＯ分、あるいは一般分の充当の額を

決めて申請をするということになっておりますので、決算の中ではお示しはすることで

きますが、予算の段階ではそういう状況でありますので、お示しすることが今できない

ということでございます。

なお、大変皆様申しわけございません。今、こういう形で資料をちょっと確認をして

いたところ、表計算ソフトを使っているために表を入れたり削ったりすると、計算式に

違いが出てきてチェックミスがありました。

実は合計欄、上の調整交付金の事業が１から16までございます。そして合計欄がござ

いますが、実は１番目の消防設備の事業費が、それぞれの合計欄に加算されてないとい

うことになってございました。大変申しわけございません。口頭で今、数字を言わさせ

ていただきますので修正方お願いしたいと思います。16の下に、一般会計合計という欄

がございます。色のついた網がかかっている欄でございます。それの当初予算の事業費

が194,753でございます。その右の交付金の額173,200、一財の欄21,553、６月の補正欄は

ありませんので訂正はございませんが、補正後の予算がその右側になります。288,263と

いうところでございますが、それが292,999、交付金の欄257,100、一財の欄35,899。それ

で、その下の下の防交金合計という欄がございます。こちらのほうもそれぞれ１行目の

部分が足ささりますので、当初予算の事業費でございますが、204,632となっているとこ

ろが、209,368、交付金の欄186,300、一財の欄23,068、一番右の補正後の予算のところで

ございますが、事業費が307,614でございます。交付金の欄は270,200、一財の欄でござ

います。37,414。
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以上でございます。大変申しわけございませんでした。

●委員長（中川委員） いいですか。

住宅管理費、ほかにございませんか。

（な し）

●委員長（中川委員） なければ進めてまいります。

３目住宅建設費。

12番、室﨑委員。

●室﨑委員 住宅建設費、６項ですよね。ここの節の 後のところに土地購入、町営住宅

用地購入となっているのですが、先ほど概括的な説明で終わっているのですが、もう

ちょっと詳しく教えてください。

●委員長（中川委員） 建設課長。

●建設課長（高谷課長） 今回、予算計上いたしました町営住宅建設事業の土地購入でご

ざいますが、これにつきましては松葉町まちなか公営住宅で１棟建っていますけれども、

今回は同じ松葉地区に町営住宅用地として購入いたしたく計上いたしました。場所につ

きましては、元宮川電器さんがあったところ、田辺洋品店があったところでございまし

て、所有者は高橋眞治さん、それから田辺正保さんの所有で、合計敷地面積が999平米の

敷地を町営住宅敷地として用地購入したいということで今回計上させていただきました。

地番につきましては、厚岸町松葉３丁目107番、108番、109番、110番、111番でござい

ます。

●委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 これ地番が四つに分かれている、坪単価は皆同じですか、平米単価。

●委員長（中川委員） 建設課長。

●建設課長（高谷課長） 今、お示ししていますのは、この金額で購入するという金額で

ございません。あくまでも固定資産税の路線価をもとに算出した単価でございまして、

相手方にも内諾は得ていますけれども、公営住宅として購入したいと、敷地として購入

したいということで内諾は得ていますけれども、金額の提示はしてございません。あく

までもここの同じ予算の中に、町営住宅建設土地評価委託料16万円計上していますけれ

ども、町が委託しています不動産鑑定士によりまして、国の地価公示だとか、道の地価

基準値だとかをもとに固定の資産税路線評価が出ていますけれども、そういった事例を

もとに用地対策連絡協議会等々の土地評価をもとに、さらに詳しく委託しまして土地購
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入が、適正な価格がどのぐらいになるかとうことを判断させていただいて、それによっ

て相手方と交渉に入りたいということでございます。

●委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 固定資産税というのがありますよね、それは何年に１回だったかな、３年に

１回かな４年に１回かな、ちょっと忘れましたが、固定資産評価を行いますよね。そし

て、その評価額を生な形ではなくて、たしか0.7か何か掛けて固定資産評価額の基礎算定

価格を出しますよね、そしてそれにパーセンテージを掛けて固定資産税が決まりますね。

これの評価は何年前に行っていましたか。

●委員長（中川委員） 建設課長。

●建設課長（高谷課長） 24年度にも見直しを行っております。

●委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 ついこの間、いわゆるきちんとした評価をしているわけですね、そうすると

それからの大変動要因がなければ、大体そこでもって評価されたものが出るというふう

に考えていいわけですね。そうすると、固定資産税の基礎算定価格となっているうちの

評価額を0.7で割り返して、それがここのところに出てくるであろう額になる可能性は非

常に高いと、そういうふうに考えていいのですか。

●委員長（中川委員） 建設課長。

●建設課長（高谷課長） 24年度に見直しを行ったのですが、通常、私ども今回３カ年計

画でも示させていただいていました予算の中では、22年度のデータをもとにして0.7を割

り返した数字で、約１万8,000円ということで今回積算しておりますけれども、実際的に

は路線価が下がってございますので、それをもとにしてさらに先ほど申しました土地評

価を委託いたしまして、今現在、 大限適正な価格で交渉に当たりたいということでご

ざいます。

●委員長（中川委員） ほかに、住宅建設費ありませんか。

（な し）

●委員長（中川委員） なければ、進めてまいります。

８款１項消防費、２目災害対策費。

（な し）
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●委員長（中川委員） ３目消防施設費。

（な し）

●委員長（中川委員） ９款教育費、３項中学校費、２目学校管理費。

６番、堀委員。

●堀委員 ２点あって、委員長、申しわけありません。先ほどと同じようにコンピューター

のことで聞きたいのですけれども、ここにはないものですから今後、補正予算とかにも

関係すると思うので、特にお許し願いたいと思いますけれども。

学校コンピューターも、先ほど、役場コンピューターと同じように、学校コンピュー

ターの場合は約５年ほど前でしたか、備荒資金を活用してのコンピューターの一斉の入

れかえというものをやった記憶があるのですけれども、正確な金額というものを記憶、

今、私はないのですけれども、それらの学校コンピューターについても先ほど役場コン

ピューターと同じようにＸＰの問題による入れかえ等のものというのが出てくるのかど

うなのか、これをまず１点目お聞きしたいと思うのですけれども。

●委員長（中川委員） 教育委員会管理課長。

●教育委員会管理課長（佐田課長） ただいまの件でございますけれども、先ほど来ＸＰ

のサポート問題ということで学校コンピューターにつきましても関係が出てくることと

なります。学校コンピューターにつきましては、ただいま全小中学校におきまして約300

台の台数を設置しております。そのコンピューターについては、各学校において理科の

調べ物とか、コンピューターのインターネットの操作法とかをこれまでやってきている

ところでございます。

このＸＰのサポート問題につきましては、今後、どのように改修計画をしていくか、

設置していくかということになると思うのですが、一つは全てを更新していくという問

題もありますし、そのほかに既存の機種を使って安い価格においてできるような方法が

あるかどうかということを今調べている 中でございますのです。いずれにいたしまし

ても９月の定例会には何とか上げたいなというふうな形の中で、今、取り組んでいると

いう状況でございます。

●委員長（中川委員） ６番、堀委員。

●堀委員 わかりました。ただ、学校コンピューターについては５年前の一斉の更新のと

きに私ちょっと言わさせてもらったのですけれども、コンピューター事業の実施状況と

いうものが非常によろしくないといったような中で、その当時も資料を出していただい

て説明もいただいておりました。当然５年前から、５年間たったわけなのです。少しは

学校コンピューター事業というものが進んでいるのだろうなというふうに思いますので、
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そういう資料も含め、また今後の学校でのコンピューター事業をどのようにしていくの

かというものも含めた中で、補正予算として上げるときにそれらの資料も一緒に出して

いただきたいなというふうに思いますので、よろしいでしょうか。

●委員長（中川委員） 教育委員会管理課長。

●教育委員会管理課長（佐田課長） ただいまの件でございますけれども、確かに５年前

の21年度にコンピューター入れ替えております。その際に、各学校の授業時間どういう

ものに使っていたかということについて、資料として出している経過がございますので、

今回改めて更新する場合には、同じような資料として提出させていただきたいというふ

うに思います。

●委員長（中川委員） ６番、堀委員。

●堀委員 １点目についてはわかりました。

そこで本題の中学校消防設備整備事業についてお聞きします。

このものについては、さきに委員会等でも説明があったわけなのですけれども、この

ときに昨年の12月に消防設備の点検行った結果不具合がわかって、消防のほうからは２

月の段階で改善報告を求められたというふうにありました。その委員会のときも私ちょっ

と言ったのですけれども、よく考えてみると、消防のほうから来なければわからないと

いう状況ではないですよね、少なくとも報告というのは１回役場のほうから消防のほう

に上げるわけなのですから、当然２月というよりももっと前の段階で、消防署に申請を

上げる段階では既にわかっていたと思うのです。それは一体いつなのでしょうか。

●委員長（中川委員） 教育委員会管理課長。

●教育委員会管理課長（佐田課長） ただいまの件でございますけれども、この消防設備

の点検につきましては、委託をさせていただいて当たっております。この委託の決定に

つきましては、消防署、学校のほうに通知が来るわけでございますが、この通知が来ま

したのは、ことしの１月の中旬でございます。中旬に来まして、委員会といたしまして

もどのような形で取り進めていくかということで、修繕等の依頼を、見積もりをかけた

わけですけれども、その後、消防のほうから規定に基づきまして不具合等がある場合に

は、改善報告というものを求められますので、それに基づいてどういうふうにするかと

いうことで検討してきたところでございます。

それで修繕にかかわる当初大がかりな改修ではなくて、軽微な改修の中でできるのか

なというふうな話をしていたわけですけれども、調べていきますと、それにかかわる配

管等の中で漏水ということも、わかったということもありまして、今現在の状況の中で

は高額な金額にもなったということで、見積もり自体が550万円程度の見積もりが来てい

たものですから、どのような形でこれを改修していくことができるかということで、い

ろいろな補助メニューとかも調べながらやっていたわけであります。
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それで改修に当たっての報告通知なのですが、そのポンプがきちっと作動しないおそ

れがあるというような表現でありましたことから、100％動かないということではないの

かなという部分もありました。ただ、そうはいいながらもやっぱり消火栓ですから、万

が一火災等が発生した場合には問題になるのは当然の話でございますので、できる限り

早い段階において改修をしたいという思いの中で対応してきたわけですけれども、今回

交付金に当たってそういうメニューがございましたので、それにのっかった中で早急な

対応ということで協議をさせていただいた中で、今回、補正予算として上げております

ので、ご理解いただきたいというふうに存じます。

●委員長（中川委員） ６番、堀委員。

●堀委員 そうすると、さきに行われた委員会の中では２月14日に消防のほうからあって、

そのときには、そのときにわかったと言っていたのですけれども、そうではなくて１月

の中旬には既にわかっていたのだということ、約１カ月ほど早いわけなのですけれども、

消防設備ですよ。万が一、火災があったとき、この症状としては１と２というふうにあ

るのですけれども、屋内消火栓ポンプのふぐあい、緊急時の場合に運転しないおそれが

あると。万が一、火災があったときに消防設備が稼働しなければ、一体どうなっていた

かということですよね。

１月の中旬にわかったのは、１月の中旬であれば確かにまだ冬休み期間中なのかもし

れませんけれども、学校の先生方出ていて当然暖房設備とかも使っていたのかもしませ

んけれども、そういった中で、では１月中旬にわかって、早急に予算がないからできな

いのだ、では臨時の措置としてはどのようなことをされていたのでしょうか。

●委員長（中川委員） 教育委員会管理課長。

●教育委員会管理課長（佐田課長） その後、早急な対応というのはなかなかできなかっ

たわけでございますけれども、やはり故障になるというおそれが出てくるということで、

本年度に入りまして現在学校に置いてある消火器のほかに、廃校となった学校のほうか

ら消火器を持ってきまして設置をした経緯がございますが、それ以外の措置としては特

にはとっておりません。

委員言われますように、当然、火災が起きた場合にどうなるのかということを言われ

ますと、何とも難しいというか、大変答弁に苦慮するところでございますが、今回の予

算措置の中で早急にやりたいという思いの中で上げてさせていただいたということにつ

いては、ご理解いただければというふうに思います。

●委員長（中川委員） ６番、堀委員。

●堀委員 時間的に大分経過してしまっているので、今さら云々かんぬんとは余り言いた

くはないですけれども、ただ、ではその消火栓を多数配置したよ、体育館のほうにも置

いたのかもしれませんけれども、ではそのようなものをやった、やらなければならない



- 23 -

その状況というものは、当然、学校側ではわかっていた。ただ、親御さん、ＰＴＡとか

のほうには、父兄のほうには何ら説明というものなかったと私は思っているのですけれ

ども、では親御さんが実際この事実を知ったときに、大変不安に思うと思うのですよね。

消防設備、不具合があってもすぐに直してくれない、そういったもので学校に通わせな

ければならない、その事実というもの隠されていた。一体、親はどんな思いで学校の設

備管理というものを信頼して子供方を預ける、そういうふうに非常に不安に思うと思う

のですよ。

１月の中旬にでもわかっていれば、当然、３月の補正には何だかんだできたはずなの

ですよ。時間的には、追加補正だってあるでしょうし、財源がなくてもこれだけ大事な

ものですよ。臨時の措置として消火栓の多数配置するというのであれば、そういうのも

親御さんのほうにも父兄のほうにも説明があってしかるべきだったのではないですか、

非常に不満、不満というか不安ですし、不満に思うのですよ。教育委員会には、本当に

猛省を求めたいというふうに思うのですよね、どうでしょうか。

●委員長（中川委員） 教育委員会管理課長。

●教育委員会管理課長（佐田課長） ただいま堀委員おっしゃることは、重々そのとおり

だというふうに私も思います。設備等を改修する場合には、これまでも点検した中で点

検結果が判明した中で、順次、状況を見ながら更新していくということをこれまでもやっ

てきておりますが、もっと早くできなかったのかということは、大変そのとおりだとい

うふうに思いますし、反省しているところではございます。

さらは、ＰＴＡのほうにも話がなかったということについては、残念ながら私どもそ

こまでちょっと話をするに至らなかったということで、今後、そういう事案が発生した

場合には、できる限りそういう情報の提供というのをしていかなければならないという

ふうに思いますので、今後はそのような形の中で対応してまいりたいというふうに存じ

ます。

●委員長（中川委員） ６番、堀委員。

●堀委員 ぜひお願いいたします。

そういったときに、今回屋内消火栓ポンプの不具合といった中で、このポンプという

ものも設置後35年以上が経過しているというといったようなものの中で、部品等もなく、

大規模な交換というものが必要になったということの中であったわけなのですけれども、

そのときに私、委員会の中でも言ったと思うのですけれども、実際、消防設備の点検、

これは１年に１回だと思うのですよね、法律で決められている点検というのは。

ただ、１年に１回です。これは例えば12月にやる、ほかの施設もそうなのですけれど

も、もし万が一この点検のときにはよくても翌月、１月とかに、でも次回の点検までふ

ぐあいというものが要は発見されないままになってしまう。これだけ耐用年数、ポンプ

で35年という対応年数はないと思いますので、耐用年数も経過したらポンプを設置して

いて、そのポンプの点検というのを１年に１回で済まそうというのは、やはり施設管理



- 24 -

者として非常に不安だというふうに思うのですよね。耐用年数が過ぎている施設が重大

な施設にある場合、例えばそれを１年に１回のものを２回にするとか、そういうような

点検の回数をふやした中で、より万全な、耐用年数が過ぎたら、すぐ取りかえてくれれ

ばいいのですよ。

これは財政的なものになるのかもしれませんけれども、それをやらないがために今回

このような問題にもなるといった中では、すぐやっていってくれないのであれば、少な

くとも点検回数を多くした中でより万全を期していくと、そういうものは施設管理とし

ては必要ではないのかなと。これは教育委員会だけではなく理事者側のほうにも強く言

えることだと思うのですよね、その点について今後、消防設備等の点検、重大なものに

ついてどのように考えていくのか、それについてお答えいただきたいと思うのですけれ

ども。

●委員長（中川委員） 町長。

●町長（若狹町長） 私から、学校設置者という立場でございますので、お答えをさせて

いただきます。

ただいま教育委員会の管理課長から答弁がありましたが、私も設置者として安全な学

校、快適な学校、しかも大事なお子さんを預かる施設でございます。そういう中で、こ

ういう事案があったということについては本当に申しわけない、今後、このようなこと

のないように安全管理に徹底していきたい、また、教育委員会にも強く要請をしてまい

りたい、そういうふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。

●委員長（中川委員） ほかにございませんか。

（な し）

●委員長（中川委員） なければ、進めてまいります。

５項社会教育費、１目社会教育総務費。

12番、室﨑委員。

●室﨑委員 ここで報償費、記念品ほかとなっておりますが、これは確か予算説明で防災

標語云々という話が出ていましたが、それちょっと教えてください。

●委員長（中川委員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（桂川課長） ここでのせてあります予算なのですけれども、今、お話あ

りましたとおり、厚岸の防災標語ということで標語を集めようと考えております。これ

につきましては申し上げるまでもなく、東日本大震災の教訓を風化させることなく町民

一人一人の防災に対する意識の高揚を図りたいと。そういう意味で、厚岸町に在住・在

学・通勤している人、小学校１年生から高校３年生、一般まで含めての募集をしようと、
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それとテーマにつきましては地震・津波・避難行動など、広く防災に関することをテー

マに上げようと考えております。また、募集期間につきましては７月中旬から８月末ま

でというような形で進めまして、入賞には 優秀賞１点と優秀賞３点、佳作20点という

ことで、図書カードをそれぞれ贈呈しようと、そういうふうに考えているものでござい

ます。

●委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 委員長、申しわけありません。学校にもちょっとかかわるような話になりま

すので、それ審議するわけではありませんから、お許しください。

私も年のせいか、こういうのを見ますと、子供のころのことをふっと思い出します。

私が小学校や中学校のときにも、よくいろいろなテーマまで作文を書かされました。平

和で文化的なまち厚岸町をつくりましょうなんていう時代ですよね、そういうことで作

文を書かされました。ポスターも随分書かされました。はげ山に緑の帽子をかぶせましょ

うなんていうようなテーマでポスターを書かされました。標語でもいろいろな標語をつ

くらされました。手を挙げて横断歩道を渡ろうよとなんていうのもその中から出てきた

のだろうと思います。

何かあるとこういうことをやるのを俗に教育委員会３点セットというそうですね、やっ

て悪いわけではないのです。でも一般質問でもちょっと申し上げましたが、防災に関し

て言うと、まだまだやるべきことがたくさんあるのではないかと、そういうふうに思う

のですけれども、いやいやそれが全部やってやって標語に行ったのだということなので

しょか、そのあたりどんなふうにお考えでしょうか。

●委員長（中川委員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（桂川課長） 防災につきましては、子供たちには忘れてほしくないこと

でありますので、この標語を書いていただくときには、事前に東日本大震災だとか厚岸

町においての被害だとか、これからの起こり得ることを話しながら、標語を書いてもら

おうというふうに考えております。

また、きのうもご質問者からいろいろとお話ありましたが、我々としてもＤＩＧとい

うのを中心に考えていきたいというふうには考えております。そのほかにもいろいろと

あるのでしょうけれども、とりあえず今始められることということを考えまして、この

ようなことを考えた次第でございます。

●委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 答弁する方が大変優秀で、私がこれから理由を提唱しようと思ったら先に言

われてしまった、何か言うことがなくなってきたのですが、生涯学習の社会教育総務費

でこの予算をつけているということは、学校に限らないということだと思います。もち

ろん学校でも取り入れていきたいし、あといろいろな社会教育のほうで担当するような
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いろいろな団体もあるかと思いますが、そういうものを含めて今ＤＩＧということが出

ておりましたので、乗って言いますが、具体的に例えばお坊さんのような話になって悪

いのですが、足元を見よという言葉もございますけれども。長靴を履かないと逃げられ

ないのか、足袋、はだしでも逃げられるのかというのは、自分の周りをきちんと知って

なければわからないですよね。そういう具体的なものをきちんとつかまない中で、「津波

だ、逃げましょう」と言っても、しょせん絵そらごとになっていくおそれがありますの

で、そういうことを含めてきちんとしたものを進めていただきたい。これは一般質問の

ときにはどちらかというと、町長部局を中心に話をしましたけれども、教育委員会にお

いても全く同じであろうとそのように思いますので、どうかよろしくお願いしたい。

それは、いわゆる社会教育・学校教育、限らない全般的な話になるかと思いますので、

それぞれの部署できちんとしたものをつくっていっていただきたいとそのように思うわ

けで、決して標語をつくってはいけないという意味ではありませんので、よろしくお願

いしたいということです。

●委員長（中川委員） 教育委員会指導室長。

●指導室長（武山室長） 学校教育といたしましては、さきの教育行政執行方針の中でも

お伝えいたしましたけれども、釜石市の教育の手引をもとに厚岸町版を策定するという

ことで、６月20日に第１回の委員会を開いて、第２回７月で、年内に学校の指導の手引

を完成させたいと現在活動しているところであります。この中でも学級活動及び生活科

等の時間におきまして、ＤＩＧを取り入れて町内の地図をつくって、自分たちのことは

何ができるのだろう、そういうことが話題になってきております。

その中でもやはり学校の先生及び児童・生徒、3.11が２年ほど過ぎたわけですけれど

も、だんだん風化していくかもしれないということで、やはりもっと防災意識そういう

ものを高めていく必要があるということで、早急に完成させて授業の中で各学校ともそ

れぞれ取り組んではいるのですけれども、学校によって地域差・温度差これもあるとい

うのは否めない事実でありますので、厚岸町に育った子供たちは、 低限同じような防

災に関する教育を受けられると、それを目指して現在取り進めております。ですので、

教育委員会といたしましては、学校現場におきましての防災教育へますます力を入れて

いきたいと考えております。

●委員長（中川委員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（桂川課長） これにつきましては、私ども昨年、防災キャンプというこ

とで事業を実施しております。その中で釧路管内の防災マスターの方に来ていただいて、

いろいろとＤＩＧを勉強させていただきました。

今、指導室長からお話ありましたとおり、ＤＩＧとかにつきましては我々も一応知識

は持っておりますので、お互いに協力しながら、我々も協力しながら一緒にやっていき

たいと考えております。
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●委員長（中川委員） よろしいですか。

ほかにありませんか。

（な し）

●委員長（中川委員） なければ、進めてまいります。

６保健体育費、２目社会体育費。

（な し）

●委員長（中川委員） 12款１項１目給与費。

９番、南谷委員。

●南谷委員 12款１項１目給与費でお尋ねをさせていただきます。

総務課長にお尋ねをするのですが、内部流用だと思うのですけれども、私、一般質問

で職員の皆さん頑張っているということでエールを送らせていただいたのですけれども、

まずもってこの財源内訳をお伺いします。

●委員長（中川委員） 総務課長。

●総務課長（曾田課長） この財源内訳の内容でありますけれども、農業委員会の職員の

人件費にかかわるものでございます。

●委員長（中川委員） ９番、南谷委員。

●南谷委員 少なくとも給与費ですから、所管が総務課長だと私は認識しております。私

はお伺いに行ったのですよ。事前に、でも説明できなかったのですよ。恥かかせている

わけではないですよ、総務課長ね。農業委員会のどういうことにどうだったのか、道費

が減額になったよと、一財で補填しますよと、これはわかりますよ、そこまで僕も。で

も農業委員会の人件費が、何でどうなって８万5,000円が、道費が削られたのか伺ってい

るのです。

●委員長（中川委員） 総務課長。

●総務課長（曾田課長） 農地制度の実施の円滑化にかかわるほうに回した部分で、この

分を道の補助から一般財源のほうに振りわけたというものでございます。

●委員長（中川委員） ９番、南谷委員。

●南谷委員 いやいや難しい話でないと、８万5,000円のことだから。少なくても総務課長
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は、余りよく理解してないと思っているのですよ。どんな事業があってどうだというの

は、数字のことだから大小でなくて、町長は常々オール厚岸でと言っているのですよ。

でも少なくても議会に補正計上されていて、連携がないのではないのかなと、私は非常

に不満に思っているのですよ。今の答弁で、まだ僕の頭では理解できないのです。農業

委員会のどんな事業で、事業はどうでもいいのですよ。何がどうなってどうなったのか、

８万5,000円が減額になったのだと、事業が縮小になったのかどうなったのか、もう少し

はっきり説明してください。

●委員長（中川委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） それでは、私のほうから補足の説明ということでさせていた

だきたいと思います。

今般、農地制度の円滑化ということで、三つのシステムについて円滑化事業の補助金

を受けて修正、委託等を行うという、歳出予算の計上をさせていただいているところで

ございます。そこで当初予算で計上しておりました給与費に充当している部分８万5,000

円、この部分も含めて配分の増になった部分をこちらのシステム修正のほうの財源に使

うと、こちらのほうを優先させるということで、充当がえしたという内容になってござ

います。当初予算のほうでは、円滑化の事務費について充当しておりましたが、充当し

てもなお補助金のほうが増となっている部分は、これはかかる人件費にも充当してよい

という扱いになってございますので、当初予算ではそういう扱いでございました。

ただし、今般、この緊急を要するシステムの追加補正でございますので、こちらのほ

うに一番 初に充てるということで、充当がえをさせていただいたという内容でござい

ます。

●委員長（中川委員） ９番、南谷委員。

●南谷委員 やっぱり金額の大小にかかわらず、税財政なり農業委員会と、総務課長にこ

ういうことですよぐらいの連携はきちっとするべきだと思うのですよ。こういうことが

やはり大きな、どこがどうなっているかわからないけれども、私が総務課長のほうに聞

きに行ったら、まだ連絡が来ていませんと。これではオール厚岸で取り組む職員の皆さ

んにしては、金額は大小なるべく僕も聞きに行っているのですよ。やっぱりしっかり職

員の皆さん頑張って、自信持ってやっていただきたい。そのためにも金額の大小は、少

なくても予算に計上されるものについては、お互い職員同士しっかり連携をしてやって

いただきたいと存じますが、いかがですか。

●委員長（中川委員） 総務課長。

●総務課長（曾田課長） この件につきましては、連携不足であったことはおわび申し上

げたいと思います。

また、これだけではなくて、その他の部分につきましても連携を密にしながら、職員
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間で話し合い、協議をして、それぞれが共有できるようにしていきたいというふうに考

えております。

●委員長（中川委員） ほかに給与費ありませんか。

（な し）

●委員長（中川委員） なければ、歳出を終わります。

１ページにお戻りください。

第２条の地方債の補正、地方債につきましては、４ページの第２表と５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（中川委員） なければ、総体的にありませんか。

（な し）

●委員長（中川委員） 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（中川委員） 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。

●委員長（中川委員） 続きまして、議案第61号 平成25年度厚岸町介護保険特別会計補

正予算（１回目）を議題とし、審査を進めてまいります。

第１条の歳入歳出予算の補正、３ページ、事項別明細書をお開き願います。

４ページの歳入から進めてまいります。

９款諸収入２項３目雑入。

（な し）

●委員長（中川委員） 歳入を終わり、歳出に入ります。

４款地域支援事業費、２項包括的支援事業・任意事業費、１目包括的支援事業等事業

費。

ありませんか。
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（な し）

●委員長（中川委員） 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（中川委員） 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（中川委員） 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。

●委員長（中川委員） 続きまして、議案第62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（１回目）を議題とし、審査を進めてまいります。

第１条の歳入歳出予算の補正、３ページ、事項別明細書をお開き願います。

４ページの歳入から進めます。

９款諸収入、１項１目雑入。

（な し）

●委員長（中川委員） 歳入を終わります。

歳出に入ります。

１款サービス事業費、１項居宅サービス事業費、２目通所介護サービス事業費。

ありませんか。

（な し）

●委員長（中川委員） 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（中川委員） 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。
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（「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、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。

●委員長（中川委員） 次に、議案第63号 平成25年度厚岸町水道事業会計補正予算（１

回目）を議題とし、審査を進めてまいります。

１ページの第２条、継続費の補正です。

ございませんか。

（な し）

●委員長（中川委員） それでは、総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（中川委員） 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（中川委員） 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。

●委員長（中川委員） 以上で、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４件の審査は、全部終了いたしました。

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４時38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６月２５日

平成25年度各会計補正予算審査特別委員会

委員長


