
- 256 -

厚岸町議会 平成２５年度各会計予算審査特別委員会会議録

平成25年３月18日

午前10時00分開会

●委員長（佐藤委員） ただいまから、平成25年度各会計予算審査特別委員会を開会いた

します。

本日は、昨日に引き続き、議案第１号 平成25年度厚岸町一般会計予算を議題とし、

審査を進めてまいります。

280ページをお開き願います。

８款１項消防費、２目災害対策費から進めてまいります。ございませんか。

12番、室﨑委員。

●室﨑委員 何点かお聞きさせていただきます。

一番 初に、まず、厚岸町地域防災計画、これは全く新しくするんだというような話

を前から聞いているんですが、いつごろでき上がって、我々の手元にも新しい防災計画

が配付されることになるんでしょうか。その見通しを教えていただきたいです。

●委員長（佐藤委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） お答えいたします。

地域防災計画ですけれども、去年の第４回定例会において、私のほうから、年度内に

は、地震・津波対策編という形で、それを別個にして作成したいということを申し上げ

させていただきましたけれども、これまで準備を進めてまいりましたが、そのような形

での、まずは計画の改定については、この年度内にできなかったということについて、

おわびを申し上げます。

ただし、今、避難場所等の整備を進めておりますけれども、 低限の改定部分、この

避難場所の見直しですとか、 低限の見直しの部分については、先日、防災会議を開催

しまして、そちらのほうで承認をいただき、その部分についての改定はできましたので、

その 低限の行った改定の部分については、今月中に皆さんのほうにその改定版をお渡

ししたいというふうに考えております。

また、以前から言っております地震・津波対策編につきましては、25年度、早期のう

ちに作成をし、改めて地震・津波対策編のまとまった形でのものを皆さんのほうにお渡

しできればということで考えております。

いつごろかということは、今回、そのような形で行う以上は、じっくりと津波対策編

の部分を作成をしたいということもございますし、また、ここ 近では、釧路町ですと

か、今、釧路市でもそのような形で策定に取りかかっているということもお聞きしてお

りますので、その辺の情報も集めながら、できる限り詳細な形で作成をしたいというふ

うに考えているところでございます。
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●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 それで、防災計画に関して、ちょっと提言を含めてお聞きするわけですが、

今回の２目を見ますと、そこに、災害避難場所、それから、津波避難場所整備事業、津

波避難場所備品整備事業、三つ、似たような名前があるんですが、この津波避難場所と

いうのと、災害避難場所というのはどういうふうに違うんですか。

●委員長（佐藤委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 285ページにあります災害避難場所と、一番下段にあります津波

避難場所整備事業の違いでありますが、津波避難場所整備事業につきましては、投資と

いう形で、これは新たに整備をいたします避難場所の整備に関する事業を盛り込んでお

ります。これについては、特別養護老人ホーム心和園の裏山の新たな整備ですとか、あ

とは避難場所で見直しをした、桜通りの頂上の横、高台ですとか、あとは床潭中央高台

町有地、これら見直しの部分の新たな整備について盛り込んでいると。

災害避難場所につきましては、これまで整備してきたところの太陽電池等の保守点検

委託料部分について、修繕部分ですとか、この部分について予算を計上しているのが災

害避難場所という違いでございます。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 私の質問の意図がちょっとわかっていないようなので、少なくとも私が聞い

たのに明確な答えにはちょっと聞こえなかったので、もう一度言いますね。

災害避難場所、津波避難場所、避難場所に２種類あるんです。今の話をお聞きしてい

ると、古いのが災害避難場所で、新規のが津波避難場所という言い方をするんだという

ふうに聞こえるんですが、そういう意味なんですか。何年以降のものが津波避難場所と

いう言い方をして、その以前のものは災害避難場所というんですか。そうではないと思

う。

それで、町長の行政執行方針を読んでも、それから、今の課長の話を聞いても、結局、

避難場所という言葉に落ちるんですよね。それで、もう一度お聞きしたい。

●委員長（佐藤委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） まず、津波避難場所整備事業につきましては、先ほど申し上げ

たとおりで、この地域防災計画でいきますと、津波時の緊急避難場所ですね。この部分

で見直しをした、新たな津波の避難場所についての整備事業ということで考えていただ

ければと思いますし、また、災害避難場所というふうなくくりになっておりますけれど

も、本来、避難場所といった場合については、津波避難場所、それと広域避難場所、そ

れと指定避難場所というのがあります。この３種類があって、それら合わせれば災害避
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難場所というくくりになるかと思いますけれども、今現在、災害避難場所で計上させて

いただいている予算につきましては、この特化した部分として津波避難場所の整備とい

うか保守、あとは修繕、これらにかかる費用を計上させていただいているという考え方

でご理解いただきたいと思います。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 そうすると、今回の予算の項目になっているところは、具体的にいうとみん

な津波の避難場所であると、こういうことですね。

それで、ちょっとここからは提言を交えた話になるんですが、実は３月11日、厚岸に

も津波が襲いました。そのときに、住民の方たちが避難場所と言われるところに避難し

ているんですが、対応した職員を含めて、避難所という言葉を使っていますけど、これ

も避難場所のようなもんだとすれば、３種類あるということの区別を知らなかった。み

んな津波のときここへ逃げるんだと思っていた、そういう事態が起きていました。これ

は私、議会で指摘しましたけど。

それで、今回、谷口委員長のご指導のもとに、釜石にも行ってきたわけです、厚生文

教常任委員会として。そのときに、釜石の奇跡ということはマスコミはすごく喧伝して

いるけれども、実は釜石の悲劇というのがあるんだといって、避難訓練のときには、避

難場所になっていたのかどうか、そこはちょっと詳しくわからないんですが、とにかく

避難する場所として、昔の消防庁舎の建物が集会所か何かになっているんですね。そこ

のところへ200人以上の方が逃げ込んだんですが、そこの、通常の建物であると３階分ぐ

らいあるのかな、２階建てなんですけどね。消防庁舎だから１階の建家がすごく高いん

ですよね。ですから、建物としては２階の天井まで水が来たわけです。それで、220人ぐ

らいと聞いていましたかね、ちょっと定かでないんですが、そのうちの180人、もうちょっ

といったかな、200人を切る人がそこで亡くなったわけです。そういうものが起きました。

これはまさに避難場所としての認識の混乱なんですね。

それで、こういうふうに何とか避難場所という、似たような名前をつけておくと、結

局、一番みんながそれこそパニックを起こしかねないような、すぐ逃げろというのが、

このまちを襲う大災害は津波だと思うんです。今、まち中が延焼してしまうような大火

災が起きる可能性というのは非常に少ないと思います、建物の構造からいってもね。避

難場所という言葉を津波に限定するというようなことも考えていただきたい。そして、

その避難場所として指定されたところには、大きく避難場所であるということの提示を

出すとか、常にみんなが、ここが津波が来るぞ、逃げろといったときに逃げる場所だと

いうのが一目でわかるようなことを考えて、例えばほかの場所については避難場所とい

う言葉を使わないで、例えば退避所であるとか、ほかの言葉に変えてしまうとか、一目

でわかるような方法をぜひご検討いただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 総務課長。
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●総務課長（會田課長） お答えいたします。

今、ハザードマップの作成を行っております。今月中には、６月に北海道が示した新

たな津波浸水予測図に基づくハザードマップを、４月の早々には町民の皆さんにお配り

できるだろうという準備を進めているところでありますけれども、これでは、津波避難

場所というのを明確に示させていただきました。今、広域避難場所についても、既に学

校のグラウンド等に看板を設置をして皆さんにお示しをしておりますけれども、やはり

今、委員ご指摘のありましたとおり、この辺については、たしか谷口議員からも一般質

問等でご質問があったと思いますけれども、この辺、明確にしていくよう行わなければ

ならないということは考えなければいけないだろうというふうに考えております。ただ

し、この辺については、もう少し検討をさせていただきたいと思いますので、あくまで

も町民の皆さんの避難ということを優先に、その辺を明確にさせていただきたいという

ふうに考えます。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 よろしくお願いします。

次に行きますが、防災行政無線というのがありますよね。やはり無線の強さというの

がありますよね。直下型地震の話まで今出ているわけですから、やっぱり有線というの

は、架線の切れる場合が非常に想定されますよね。予想されます。その点、無線は強い

ということなんです。この防災行政無線が、現在、住宅には、恐らくそれは100％、１軒

の例外もないとは言えないかもしれないけれども、まず全家庭に配置されているという

ことについては間違いないと思います。日中、住宅にいないで、事業所というんですか、

工場であったり、いろいろなところに、ほとんど日中の時間を過ごしている方は結構ま

ちなかにいらっしゃいますよね。そういう部分に対しての対応というのはどういうふう

になっているんでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） お答えいたします。

各家庭、さらには一般の人たち、住民の人たちが大勢、ある一定の人数の人たちが利

用する、郵便局ですとか銀行さんですとか、こちらのほうには町のほうから設置をさせ

ていただいておりますけれども、これら事業所関係については、今現在、設置をしてる

いところはほとんどございません。もしその要望があった場合については、有料でとい

う形で今現在は設置をさせていただいているという状況でございます。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 ２点お聞きしますが、まず１点は、ほとんど設置されていない状況が、これ

でいいとお考えですか。

それから、ほとんど設置されていないという状況をつくり出している原因は何だとい
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うふうにお考えですか。

●委員長（佐藤委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） この部分については、やはり防災行政無線を設置した当初から、

これら事業所、さらには、通常、日中、工場等でお仕事をされている、漁師の皆さんも

そうだと思うんですけれども、こちらのほうについては、これまでも有料という形で行っ

てきたということと、それに対する金額等の面で、住民のそういう必要な方々がなかな

か希望してこなかったということもあろうかと思いますし、それらが原因ではないかと

いうふうに考えます。

●委員長（佐藤委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 済みません、答弁漏れがございました。

そのままでいいかといいますと、今の津波に対するこういうような状況を考えますと、

今の状況でいいというふうには考えておりません。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 それじゃ、どういうふうにしようとお考えですか。

●委員長（佐藤委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 特に従業員等が多いところについては、今後、これまで設置を

してきております、ある程度集客人員のあるところと同じような形で設置をしなければ

ならないのかなというふうには考えております。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 そうすると、１人で住宅の隣の建物で、作業所で作業しているところまでは

ちょっと手が回らないけれども、ある程度の人数のいる事業所に関しては、公共の人が

出入りするような場所に準じて、これは町のほうでもって料金をとらないで設置すると

いう方針にすると、そういうことですね。

●委員長（佐藤委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） どれだけの数があるかわかりませんけれども、そのような検討

もしなければならないだろうというふうに考えております。

ただ、防災行政無線につきましては、個別受信器だけではなくて、一応屋外拡声器と

いうものも設置をしておりますので、特に災害時の災害の危険がある場合については、
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個別受信器だけではなくて、屋外拡声器からも 大音量で流しておりますので、その情

報も含めて、補完はできるのではないかということも考えられますけれども、いずれに

しても、従業員が多く勤めておられる場所については、設置について検討しなければな

らないだろうというふうに考えています。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 前からそういう話はあったわけで、検討しましょうというような話も確か議

会でもあったんですよね。だけど、今聞いていると、どれだけのものかの実態の把握す

らしていないというものの言い方なんですよ。そうすると、一体検討って何だったのか

なということにもなります。

ただ、今までやってきたことをどうだこうだというふうに言っていても前に進みませ

んから、まず実態を把握して、そしてある程度の人数、例えば10人以上いるようなとこ

ろとか、５人以上いるようなところとかということになるでしょうけれども、そこにつ

いては一般家庭と同様な基準でもって設置していくというようなことについて、いつま

でに結論を出すか、そのめどを教えていただきたい。

●委員長（佐藤委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 予算の関係もございますので、設置ということになった場合に

ついては、早いうちに設置できるように考えていきたいと思います。いつまでというの

は、今の段階としては、できるだけ早いうちにということで考えております。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 あのですね、津波が来るということになったときには、１人でも漏れなく、

素早くその情報を伝えなければならないということは基本ですよ。それで、町民の中で

も、いない家の中では、からっぽになっている我が家では、昼間、がんがんとそれは鳴

るけれども、仕事をしている場所には何の情報も入ってこないということに対して疑問

を呈している方はたくさんいるんですよ。それについて、町のほうが、いや、その必要

性はある程度はわかっているけれども、検討したこともなければ、この後どうするとい

うことについても何ら明確なことが言えないというのは、私はこれは大変問題だと思い

ますよ。いかがでしょう。

●委員長（佐藤委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） このたび、先日の災害対策基本条例も可決をしていただきまし

た。その中には、事業所の自助ということも設けさせていただきました。また、事業所

の共助ということも設けさせていただきました。これらの観点からいいますと、遅くと

も来年度中に設置できるように進めていきたいというふうに考えます。
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●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 よろしくお願いいたします。

次に、もう１点お聞きしますが、避難訓練を厚岸町も年に一度、町民みんなが参加す

る避難訓練をやっていますよね。参加率が非常に少ないと。町の願っている参加率より

は随分少ないということが非常に問題だということをいろいろな機会にお聞きしており

ます。私もそうだなと思います。自分の周りを見ていてもそういう感じがいたします。

それで、まず一つは、避難訓練が、こういうものは大体どこでもそうなんですけれど

も、訓練儀式になっていく可能性があるんですよね。例えば、本番という言い方はおか

しいのか、実際に災害があるときに逃げる避難のあり方と、それから、訓練のときが違

い過ぎるんじゃないかというような声が出ています。ただ、１人でも多く参加してもら

おうとすると、やっぱり暖かい、いい時期にやらなきゃならないと思うんですが、実際

に大きな地震だ、津波だというのは冬に多いんですよ。そうすると、下が凍っていて大

変なときに、避難路というのを実際に歩いてみれば、いろいろなことがまたわかるんじゃ

ないかという声もあるんですよ。そうすると、参加率だけではない、そういう本当にこ

うだったなということがわかるような避難訓練というものも、全町でやるか、あるいは

あるモデル地区をつくってやるか、いろいろなやり方があると思うんだけれども、考え

てみなければならないんじゃないかというふうに思うんですが、そういう点についての

ご検討はありますか。

●委員長（佐藤委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 厚岸町が行っている防災訓練、それにあわせて必ず避難訓練も

行っております。実際に実戦に即した形での避難訓練というのは大きな課題だというふ

うに考えております。今現在は、10月15日の昆布漁期が終わった後の初めの日曜日とい

うことで、ここ数年来、避難訓練を行っております。

冬の時期の、当然、路面が当面している時期の避難訓練というのは、これは実際に歩

いた場合に、当然に時間もかかると思いますし、この辺の訓練を含めた検証等につきま

しては、10月のその時期に一度行った後に、また全体のとなると、なかなか難しいと思

います。この辺については、今、それぞれ自主防災組織という組織化も進んでおります。

これら自治会等とも協議をさせていただいて、モデル地区と、今、委員おっしゃられま

したけれども、そのような形で行えるように進めていきたいというふうに考えます。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 モデル地区って私も言いましたけれども、モデルだけができればＯＫという

わけじゃないですから、その点はよろしく。

もう一度戻りますけれども、全町挙げての避難訓練というのは、私は全町民、それか

ら、団体でいえばあらゆる団体、これが参加すべきものだというふうに思っていますが、
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これについてはいかがでしょう。

●委員長（佐藤委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） そういう形でできるのが一番理想だというふうに考えています。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 そうすると、少なくても公共機関だとか、それから公的な団体だとかは、そ

のときに、自分のほうで同じ日に別の行事をやっているから出られないなどということ

はないようにしなきゃならないですよね。

●委員長（佐藤委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 当然そのとおりだというふうに考えます。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 明けて、昨年の避難訓練のときに、ある学校が、学校行事のために、これに

は全く協力ができなかったという話がまちなかに流れておりまして、そういうもんなの

かねという話が町民の中にありますが、そのような事実はあったんでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 昨年の防災訓練につきましては、そのような状況が確かにござ

いました。すぐにその辺については、来年度、修正をすべく、関係機関と話をして、そ

の日については行事を入れないようにということで、それぞれ認識をしているところで

ございます。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 それは当然だと思います。当時の事情についてお聞きしているんです。

●委員長（佐藤委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 当時は、それぞれ主要な小学校で学校の行事がございまして、

実際には日曜日という形で行わせていただいておりますけれども、その子供たちが実際

には参加をすることができなかったという事実でございます。

●委員長（佐藤委員） 教育委員会管理課長。
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●管理課長（米内山課長） 学校の避難訓練の参加の状況でございますけれども、確かに

そのような状況がございました。学校の年間の行事を大体２月いっぱいぐらいで固める

わけですけれども、その後も、避難訓練がいつになるんだろうということが確定ができ

なかったものですから、大体学校のほうで認識したのが５月過ぎということの中では、

行事が確定していた中で、参加できなかったというような事実でございます。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 いろいろな場所で、いろいろなことで災害に関するお話を聞いております。

それで、例えば釜石の、一部のマスコミなんかでは釜石メソッドというようなことを

言っているようですが、あらゆる教科の中に防災の意識を入れて、子供たちが単に頭の

中だけじゃなくて、皮膚感覚として防災というものをきちんと認識する人を育てるとい

うようなことを厚岸もやっていきますと。厚岸版、釜石型のそういうものもつくってい

きますというようないい話はたくさん聞いているんですよ。だけれども、具体的な話を

聞いてくると、早くに聞いていなかったから、学校行事とぶつかってしまってできませ

んでしたというようなことをもってよしとするような話になってしまうんですね。右の

手と左の手が全然違うんじゃないかと思うんです。

例えば、避難訓練というのは朝ですよね。せめて避難に関しては、10時か11時になれ

ば完全に終わっているでしょう。その後も埠頭でいろいろな訓練をやるのをぜひ見学し

てくれとか、それはありますけれども、町民の参加する一番の主要部分というのは、も

う午前中に終わっている。そうすると、参観日か何か知らんけれども、あった行事の時

間をずらすということすら学校は考えない。

また、避難訓練を行う町のほうの連携も果たしてどうだったのかという話も、それは

当然あるでしょう。でも、そういう話は内部の話なんですよ。町民にすれば、あ、学校

というところは、町で行う避難訓練なんかはどうでもいいんだというふうに考えている

んだねというふうに受け取るんですよ。大変な問題だと思う。こういうものに関しては

どうお考えなのか。

●委員長（佐藤委員） 管理課長。

●管理課長（米内山課長） ご指摘の部分、もっともだというふうに考えてございます。

この訓練に関しましては、校長会を通じて議論もしたところでございます。今年度終わっ

た後のそういう意識の問題というのは、やはり深く反省しなければならないというとこ

ろでは認識させていただいたところでございます。当然、意識の問題が、やはり一番遅

れている、防災教育、それから防災をすべき学校、それから先生方についても、やはり

もっともっと意識を高めていかなければならないといったところでは深く反省していま

すし、先日から申し上げてございます厚岸版の防災教育、あるべきものにつきまして、

その点を一番重要視しながら進めていきたいというふうに考えているところでございま

す。
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●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 よろしくお願いしたい。くどくは申し上げません。

後にお聞きしますが、実は今、15分ルールというような言葉がテレビなんかでも言

われていました。どういうことかというと、これは釧路市のある地域の自治会なのかど

うかわかりませんけれども、そういうところが実験をやってみて、これが大きくマスコ

ミにも取り上げられたし、そういう防災の関係者の間でも注目を浴びているということ

なんですが、自分の周りに要援護者がいますよね。同じご近所にそういう人がいたとき

に、まずは近所の人たちがかけつけて、テレビでやっていたときは、車椅子に乗せて雪

道を歩いていましたが、あれは大変だと思いますけれども、とにかく15分間で坂の上の

高いところへ避難しようと。やったんですけれども、坂の上り口のあたりで15分経って

しまいました。何で15分かというと、15分間は精一杯助けようと。だけれども、それを

過ぎたら、今度はもろともにやられてしまうおそれがあるので、15分たったら、そこで

もってあとはてんでばらばらに逃げなさいというルールなんだという説明がありました。

ただ、そういうことを言っているリーダーの方も、果たして置いていけるかねというこ

とは言っていました。

また、三陸を初めとして、消防団、消防署、それから町職員が随分亡くなっています。

これはほかの人を助けようとして、あるいは避難を誘導しようとして、 後まで自分は

逃げないでいて亡くなった方が多い。それではやっぱりうまくないだろうということで、

こういうところでも似たような考え方が今出てきている。津波が来るぞという発令があっ

てから、15分なのか20分なのか知らないけれども、それを過ぎたら持ち場を捨てろと、

こういうものが出てきているというふうにいいます。

こういうものについて、町のほうでは相当いろいろな具体的情報を持っていると思う

んですけれども、その情報と、それから、町のほうでの考えなり、検討事項なり、それ

がありましたらご説明をいただきたい。

●委員長（佐藤委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） そのような報道を私も見させていただきました。また、昨年の

避難訓練の際には、ある自治会で、実際に災害時、要援護者の人を乗せて行ったわけで

はないと思いますけれども、避難の際に、車椅子を使って実際に行ってみたという自治

会もございました。また、被災地に10月に町長と一緒に行ったときにも、私どもの行っ

た陸前高田市ですとか、南三陸町等、これらが職員が亡くなった方が多い市町でありま

すけれども、実際にそのような形で亡くなられた消防団員の方、消防職員の方、それと

町職員の方がおられたということもお聞きしております。

実際に町としては、10月１日から、津波警報が発令された場合については、職員につ

いては、勤務時間中であれば、役場庁舎からコンキリエのほうに全て移動すると。また、

職員それぞれ状況を見ながら避難場所のほうに駆けつけるという形にしましたけれども、

この15分ルールという部分については、まだどのような形で、その15分たった時点で、
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それをそのままにして自分だけが逃げるということのルールづくりについては、今後検

討していかなければならないだろうというふうに考えておりますし、それぞれの来年度

の避難訓練については、自治会のほうにも呼びかけをしながら、実際に車椅子で指定さ

れている避難場所に避難することができるかどうかの検証ということもさらに行ってい

きたいというふうに考えております。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 先ほど課長さんのほうで、実践的訓練というふうにおっしゃったんだけれど

も、まさにそういうものとこれはセットにならないと意味ないんですよね。

例えば車椅子で雪道の上というのは、これはほとんど不可能に近いですよ。それより

ソリのほうがいいんですよね。というふうに、やっぱりやってみないとというものはた

くさんあると思います。

自助、共助、公助というふうに簡単に言いますけれども、それから、各自治会でそう

いう組織、防災組織をつくって、そこでやってくれと簡単に言いますけれども、どうい

うことをどういうふうにやったらいいのかということに関してのアイデアなり、あるい

は、こんなことがこういうところでは行われているんだけれども、この地区ではどうだ

ろうかというような持ちかけだとか、こういうのはやっぱり町の仕事だと思うんですよ。

はい、皆さん、組織つくったから、そっちで考えておいてください、これではどうにも

ならないですよね。

そういう意味で、この15分ルールだって、現実にできるのかどうかということを含め

て、やっぱりやっていかなきゃなんないですよね。問題は、たしか町長の行政執行方針

にもそのことは述べられていましたが、要援護者に関して、きちんと調査をしてリスト

をつくっていくというような話はありました。そこまではできると思います。でも、じゃ、

そのリストに載っている方を、いざというとき、どうするのかという部分については、

なかなかこれは大変なことだと思うんです。じゃ、ほっといてみんなして逃げろと、こ

れもなかなか言えないですよね。そういう中で、一つの具体的な話として、こういうよ

うなものが出てきたんだろうというふうに思いますので、こういう部分は、ああ、聞い

ているよ、マスコミでもそんなこと言っていたねということではなくて、やはり町の防

災の一つの我が身のこととして十分に検討し、その検討も、役場の中だけで検討するの

ではなくて、いろいろな関係者、地域の人だとか、あるいはそういうことに関与する人

だとか、いろいろな人たちが一緒になって考えていかなければならないと、そのように

思います。今私はそれ以上のことは申し上げる内容を持っておりませんが、いかがでしょ

うか。

●委員長（佐藤委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 他市町の事例も含めて、今後、10月に行う予定の避難訓練に向

けて、また、さらにはそれぞれの地域ごとでの防災訓練も含めて研究をしながら、町民

の皆さんの避難意識の向上を目指して、いろいろと取り組んでまいりたいというふうに



- 267 -

考えております。

●委員長（佐藤委員） 他に、２目、ございませんか。

10番、谷口委員。

●谷口委員 今回、補正されているんですが、25年度の政府予算で、防災安全の交付金な

んですけれども、１兆460億円計上されているんですけれども、厚岸町はどういうものに

今回その財源を充てているのか、ちょっと教えてください。

●委員長（佐藤委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 今回、24年度補正、国の防災・減災対策事業へ特化した形でと

いう形で、いろいろとメニューが出されました。ただし、通常、考えますのは、総務省

の消防庁ですとか、あとは内閣府、これらの中での防災・減災対策事業の予算というふ

うに考えるんですけれども、実を言いますと、水産庁が所管する強い水産業づくり交付

金ですとか、あとは強い農業づくり交付金とか、いろいろといろいろなところにメニュー

が散らばっておりました。

今回、厚岸町としては、要は漁港の背後地の避難場所を整備するという形で、水産庁

所管の強い水産業づくり交付金の中の事業で、今回、整備に関する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（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 25年度の予算で、政府が１兆460億円みているんだよね。それで、地方自治体

が実施する町の取り組みを集中的に支援すると。地域住民の命と暮らしを守る総合的な

老朽化対策及び事前防災・減災対策の取り組み、地域における総合的な生活空間の安全

確保の取り組み、効果促進事業の活用によるハード、ソフトの連携を通じた効果的な取

り組み、そして防災安全対策の一層の充実のための交付金対象メニューを拡大するとい

うふうに、国土交通省がつくった資料を、私、読み上げているんですけれども、そうい

う中で、以前は道路、下水道、治水、住宅、海岸、港湾、まちづくりというふうになっ

ていたんだけれども、個別補助金は原則廃止をして、社会資本整備総合交付金として交

付しようというふうになっているんですよね。

それで、今回、厚岸町がやろうとしているのはどういうことなのかなと。インフラの

老朽化対策だとか、事前の防災・減災対策、あるいは生活空間の安全確保、今、町がや

る効果促進事業としてハザードマップの作成だとか水防訓練の実施というのが入ってい

るんですけれども、わかります？ どうなんでしょう。

●委員長（佐藤委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） お答えいたします。
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今、委員おっしゃられました防災安全交付金という、国土交通省が出されているメニ

ュー、確認をさせていただいておりますけれども、まだこちらのほうについては、細か

い部分、要は大枠でのそういうような、地域の防災・減災、安全を実現する整備計画に

基づく何々という大枠での、国土交通省のホームページを見ると出ていますけれども、

実際にこれらの細かい部分については、詳細な部分がまだ町のほうには届いておりませ

ん。来ておりません。どちらかというと、国土交通省に関しては、インフラ整備という

ことが一番大きな目的なのかなというふうには思いますけれども、これら詳細な部分が

来ましたら、またさらに研究をさせていただいて、町の防災・減災対策に結びつけてい

けるように検討していきたいというふうに考えております。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 そうすると、町のほうに来ていないということは、その分についての交付金

は、今後、ふえると考えていいんでしょうか。それとも、今、予算化していますよね、

厚岸の新年度予算に。その中に紛れ込んでしまって、わけわかんなくなるなんていうよ

うなものなんでしょうか。それとも、町がもう計画しているから、その財源はそっちで

すよというふうになってしまうのか、その辺、ちょっと教えていただきたいんですが。

●委員長（佐藤委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 実際に国の24年度の補正予算案、これは今、通ったばっかりと

いうことで、今、恐らくそれぞれの省庁の中で詰めて、詳細な部分が来るのだろうとい

うふうに考えますし、また、特に25年度予算案につきましては、まだ国で可決がされて

おりません。ですから、これらも可決がされた後、詳細な部分が定まって、こちらのほ

うに流れてくるだろうというふうに考えます。

改めて今回、町として、水産庁所管の交付金を使わせていただくよう計上させていた

だいていますけれども、これらについても、北海道の関係課等、それと、実際に国の交

付金を所管する水産庁、さらにはそれを管轄している内閣府、これらのほうにまで私ど

もとしては確認をさせていただいて、今回の予算計上という形をとらせていただきまし

た。まだまだ国も、15カ月予算というふうに言っておりますけれども、24年度補正予算

案、それと25年度予算、それぞれ大枠ではこのような形で定まっているようですけれど

も、詳細な部分については、今後、町のほうに恐らく通知がされるだろうということで

考えていますので、それに合ったメニューがあれば、町としてもそれらを見て、検討し

て、予算に計上させていきたいというふうに考えております。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 わかりました。

先ほど室﨑委員も避難訓練等のお話をされておりました。それで、避難訓練というの

は大変なものだなというのがわかるんですよね。私も実際、自分も参加して、あるいは3.11
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で避難をしてみて、後から、次の日になってから厚岸のまちの中を見てみて、こんな状

況になっていたんだということを改めて知って、夜中だから誰も一般的にはわかりませ

んよね。そういう実態というのは、三陸のほうの被害みたいに、日中、明るいうちにあ

あいうのがどんどん来ていれば、きっともっと住民も真剣にというか、そういうふうに

なるんだろうなというふうに私は思うんですけれども、それで、今、自主防災組織だと

か、いろいろ私もそれなりに取り組んではいるんですけれども、なかなか思うように進

みません、はっきり言って。ただ、そうは言っても、いざというときの備えを、やっぱ

り自治会、町内会でも積極的に取り組んでいかなけれはならないし、その備えをそれぞ

れの地域でやっぱりきちんとしておく必要があるんだろうなと。それから、どんな時期

でも、避難をしたところが、避難場所が本当に活用できるのかどうなのかということも、

これもやっぱりきちんとしておかなければならないと思うんですよね。

それで、一つは、やっぱり避難場所に、今、すごく皆さん興味というか、そっちがき

ちんとするかどうかということに目が行っていますけれども、避難するときに、それで

は今、車で逃げるなというふうに言われていますよね。それで、釧路で入船あたりの人

たちが、昔のつくった坂を一生懸命頑張って上る訓練をされたようでありますけれども、

そういうことを我々もやっぱり、訓練ができるかどうかはわかりませんけれども、その

備えはしなければならないと思います。

そうしたときに、やっぱり今、足が弱っている人がたくさんいますよね。そうすると、

そういう人たちをどうやって避難させるか。厚岸だったら車で逃げられるんでないかと

かという話もありますけれども、やっぱりそのときに、困ったときにどうすると。そう

したら、例えば要所要所にそういう人たちを運んでいけるようなものを、リヤカーだと

か、そういうものを配置しておくことも大事ではないのかなというふうに思うんですよ。

うちの近くの集会所だとか、あるいは児童館のあたりまで行ったけれども、もう動けな

くなった、あるいはもう車が進めないと。その車の中に誰かが乗っているけれども、あ

そこの踏切のあたりに行ったらもう車が全然動かなくなったと。そういう場合に、児童

館あたりにリヤカー等があれば、そういうものに乗せて、少しでも高いところに進めて

いけるとか、そういうものも、上にいろいろなもの備えるのも大事だけれども、下にも

ある程度そういうものを備えておくということも、上と下だから同じものでなくていい

んですよね。下には何が必要か、上には何が必要か、そういうものをきちんと調査、研

究されて、備えておくということが大事だと思うんです。

それから、今、だんだん上のほうにそういう施設を整備されて、あるいは今まであっ

たけれども、そこには何もなかったと。むしろがゴザが１枚敷いてあるだけというよう

な施設も床潭だとかにはあったわけでしょう。そういうところにも発電機を設置したり、

いろいろなことをしたのかな、どうかわかりませんけれども、そういうものが果たして

いざというときに動くのかどうかというのも、緊急に担当する部署が一気にやってみる

訓練だとか、一つ一つ行って、動く、動かないを点検するんではなくて、１回、そうい

う非常事態を想定して、一気にやってみて、どうなのかという訓練も私は必要ではない

のかなというふうに思うんです。そういうときに、地域の代表でもいいから参加しても

らってとか、そういう訓練も一つはやってみる価値があるんではないのかなと。皆さん

参加してくださいというのもなかなかあれだけれども、実際やってみたら、これは大変
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だよというようなことに気がつくのではないのかなというふうに思うんですけれども、

いかがでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 実際に訓練を通して、さまざまな問題点、これを一つ一つ洗い

出しをして、それをどのようにしていったらいいかという検討も、これは当然行わなけ

ればならないというふうに考えます。

町としては、これまでの間、どちらかというと、そっちのほうよりも、まずは皆さん

が避難をする場所、これらの整備が必要なんだろうと。災害対策本部も含めて、それら

を中心として整備を進めてまいりました。

これは避難場所でのそれぞれの地域の皆さんができること、さらには、災害対策本部

も今整備をしておりますけれども、これも実際にどのような形で我々職員が運用するの

かということも、当然、整備をした後には検証しなければならないというふうに考えて

おります。

いずれにしても、災害時については、我々個の人間がそれぞれの皆さんを救助する、

援助するということは不可能です。地域の力が当然必要になってまいります。これら、

今、それぞれの地域の皆さんの意識も含めて高めていくためには、それらの一つ一つの

検証、さらには、地域の皆さんのお力を借りて、そのような訓練等も含めて行っていか

なければならないというふうに考えますけれども、いずれにしても、１年、２年ででき

ることではないというふうに考えておりますので、この辺は地域の皆さんと力を合わせ

て、そういうような避難対策、防災対策を進めていかなければならないと。また、地域

の自治会の必要なそれら物品等についても、町として支援をしていかなければならない

だろうというふうに考えております。

いずれにしても、来年度、地域の人たちと一緒に、また防災対策を進めていきたいと

いうふうに考えております。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 予算はこういうふうにやっていただけて、体制もそうやってつくっていただ

けるということが大事ですけれども、やはり一番肝要なのは、まず逃げることですから、

それに全力を挙げるというふうになると思うんですけれども、今の人口構成というか、

そういうものもやっぱり見ていただかなければ、なかなか大変な時代に今なってきてい

るんだと。商店街だからといって、若い人がいっぱいいるとは限らないということも見

ていただきたいなというふうに思うんですよね。そうでないと、せっかく上のほうは整

備したけれども、下のほうから残念ながら行き着くことができなかったということにな

らないようなものを、やっぱり公の仕事も、あるいは地域の仕事もうまくかみ合ってやっ

ていかなければならないと思いますので、そのあたりは、やっぱり地域の声も何かで聞

く機会をつくるとか、そういうことをしていただきたいなというふう思うんですが、よ

ろしくお願いしたいんですが。
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●委員長（佐藤委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） いずれにしても、町として、防災対策をさらに進めていかなけ

ればなりませんので、ぜひとも地域の皆さんに協力を願いながら、防災対策、特に津波

対策について進めていきたいというふうに考えています。

●委員長（佐藤委員） 他に、２目、ございませんか。

８番、竹田委員。

●竹田委員 地域防災計画のこの冊子なんですけれども、この中で、51ページの全壊、半

壊というところに、減損耗率を乗じた額としてというのがあるんですけれども、この減

損耗率という、読み方間違っているかもしれないんですけれども、これはどのような率

で計算をするようになるんでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 休憩します。

午前11時04分休憩

午前11時13分再開

●委員長（佐藤委員） 再開いたします。

８番、竹田委員の質問については、鋭意、今調べています。その部分だけ後送りして、

わかり次第、またご答弁申し上げますので、よろしくお願いしたいと思います。

８番、竹田委員。

●竹田委員 済みません、決して困らせようと思って言ったんじゃないんです。わかんな

いべななんて、そういういやらしいことを思って言ったわけでもないんです。ずっと読

んでいて、感じて、何なんだろうというふうに。減損と減耗という、二つに分けてやれ

ば、減損の意味はわかるんですけれども、率というのがわからなかったんで、どういう

計算方法なのかなというふうに思ったんです。それは後でわかれば教えてください。

次に、79ページのところなんですけれども、消防水利の保有数、平成22年の12月現在

というふうにあるんですけれども、これは課長のところにも、僕らが持っている第４次

の災害予防計画の中の79ページの消防水利の保有数は平成22年のままなんでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 済みません、休憩します。

午前11時15分休憩

午前11時16分再開
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●委員長（佐藤委員） 再開いたします。

総務課長。

●総務課長（會田課長） 大変申しわけありません。たびたびお時間をとってしまいまし

て大変申しわけございません。

今回の修正に段階で、24年12月末現在という形で修正をさせていただいております。

この後、皆さんのほうには、修正の形でお配りをさせていただきたいというふうに考え

ております。

●委員長（佐藤委員） ８番、竹田委員。

●竹田委員 24年の現在でということですよね。増えていっている部分について、あるん

だろうというふうに僕は思っていたんです。そういうのは、変わっていない部分はいい

んですけれども、変わっていった部分については、僕らにもこういう資料を早目にいた

だきたいなという要望だったんです。それはわかりました。

次に、164から165ページなんですけれども、19節の住宅対策計画というところにある

んですけれども、ここのところに、前にも僕、お聞きしたことあるんですけれども、実

際の話でいくと、はっきりしたことは、応急危険度判定士の話なんですけれども、応急

危険度判定士、１回目、建設課のほうで、家づくり協会のところに行って、お話、説明

をした経緯があります。そこで、家づくり協会にお願いしたいと、町のほうからお願い

をして、応急危険度判定士というものをきちっと設立してやりましょうということで、

設立にはなりました。その後、この応急危険度判定士、家づくり協会が中心となってや

る部分についての連絡協議会みたいなのは全くなされてはいないんです。

そこで、提案でお願いがあるんですけれども、応急危険度判定士、今、家づくり協会

のほうでもなるべく多くの、建築士を持っている方でないとこの資格が持てないという

ことなので、なるべく家づくり協会のほうにお願いをして、早く認定試験等を受けて、

たくさんの方がいるようにお願いをしたいというふうに建設課のほうからもこっちのほ

うにお願いをしている経緯があります。

そこで、この応急危険度判定士の件なんですけれども、きちっと何名いるのかという

のはある程度押さえていると思うんですけれども、その部分について、もうちょっと応

急危険度判定士の方々との連携を持っていかないとだめだというふうに思います。

この住宅対策計画の中にも、応急仮設住宅を設置しようとする場合とかというふうに、

もろもろずっと書いているんですけれども、応急危険度判定士、この中の住宅に関する

部分で、地震、災害が起きたときに、きちっと手立てをして、まず見ると。例えば、今、

応急危険度判定士との協力体制、何も次に行っていないわけですよね。例えばあすにも

大きな地震が来たとしたときに、まちと協力体制を持つ応急危険度判定士、家づくり協

会のほうで、どういう形でどう進めていくんだということがまだはっきりされていない

ということですよね。その部分をもうちょっと具体的に、実際起きたときにどういう連

携をとって、どういう順番でやって、何をしていくのかという具体的なものを早く決め
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てほしいなというふうに思います。それがまず一つの提案です。

それと、前にも聞いたんですけれども、仮設住宅をもし厚岸町でつくるとした場合に、

どこの場所が適切なのか、それと、仮設住宅をつくろうとなったときには、極めて迅速

に行わなければならないというのがあります。そのときに、一々入札や何やらという形

をとれない場合もあるかもしれない。そういったときに、仮設住宅を建てる設置班、建

築班とでもいうんでしょうか、その辺の言葉はわかりませんけれども、そういう方々に

お願いする準備も決めていたほうが、私はスムーズにいくというふうに思うんですけれ

ども、その辺をちょっとお聞きしたいと思います。

●委員長（佐藤委員） 建設課長。

●建設課長（高谷課長） お答えいたします。

応急危険度判定のご質問でございますが、委員、以前から応急危険度判定の体制、厚

岸町でいえば私ども、それから家づくり協会ともきちっとそういう応急危険度判定の判

定士になるようにということで、私どもも昨年、そういったご提言を受けまして、家づ

くり協会、それから、町内の建築士の方にも、そういった判定士の更新を受けるように

ということで案内をさせていただきました。更新が、認定期間が昨年の９月で切れてい

ますので、私も含めまして、町内の民間の方々と、ことしの１月、釧路のほうで判定講

習を受けてまいりました。そこで、机上でございますけれども、実地訓練をして、判定

の仕方というんですか、再度勉強させていただきまして、先日、新しい危険度判定の証

書が私のところにもまいりました。

応急危険度判定でございますが、一番問題になっているのは、阪神・淡路、それから3.11

も含めまして、新潟の地震も含めまして、実際に起きたときに、そういった応急危険度

判定士が、全国、北海道、相当数いるわけなんですが、要請が官公庁にしか来ないと。

民間の建築士の方に、実際に応援に来てくれという実態上が実際に少ないと。それは北

海道の建築士会、全国の建築士会でも問題提起されまして、官庁の人間でしか実際には

応急危険度で各災害のあったところに行っていないと。私どもも含めまして、要請は来

るんですが、結果的には私ども、人数の問題、それから体制の問題もありまして、そう

いったところに参加はできなかったんですが、管内では釧路市の職員が数名行っている

という状況でございまして、それは今回、建築士会でも問題になっていまして、民間、

せっかく危険度の判定の人材がいるのに、そういったところをきちっと手立てするとい

うことで、そういう体制を組もうじゃないかということで、今現在、その作業に建築士

会としても準備中でございます。的確にみんなが民間の者も含めて応急危険度判定をや

ろうじゃないかと、参加しようじゃないかと。当然、そういう判定士の力を持っていま

すので、ということで、今そういう動きになっていますので、それは早急に建築士会も

含めまして、行政的にもなっていくだろうというふうに考えています。

町内に関して、私どもも、委員、以前からおっしゃっているように、いろいろなボラ

ンティアを使って、そういった災害に対して、建築士を持っている、建築行政に携わっ

ている者も含めて、そういった判定なり対応なりをすべきでないかということでござい

ますので、私どもも家づくり協会、その他建築関連業者とも、そういった内容をこれか
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ら詰めていきたいというふうに考えております。

それから、２点目の、仮設住宅の準備でございますが、実際にどこが適切かというこ

とでのご質問でございますが、津波の場合に関しましては、当然、高台を考えていかな

きゃならないんじゃないかというふうに考えています。具体的にどこだということでご

ざいますが、高台といいますと、太田地区のそういった空地、広場、グラウンド等が適

切じゃないかというふうに考えております。

それから、仮設住宅の準備等につきましても、先ほど来も私が申しています、委員も

加入なさっています家づくり協会と、具体的にどういった準備がみんなでできるのかと

いうことも踏まえて、考えていきたい、検討していく必要があるだろうというふうに考

えています。

●委員長（佐藤委員） ８番、竹田委員。

●竹田委員 応急危険度の話をして、お願いしてから約２年がもう経過します。課長、早

急にと言ったんですけれども、早急にぜひやってほしいと。もう３月も終わりなので、

４月、５月、このあたりに、ぜひ時期を見て、双方の話し合いをしていただいて、本当

に早急に、どういったことをしていったら役に立つのか、どういったことをしていった

ほうが一番住民に対していいのかという部分を協議しながら、早急に進めてもらいたい、

ぜひお願いいたします。

●委員長（佐藤委員） 建設課長。

●建設課長（高谷課長） 今、委員おっしゃいましたように、いつ来るかわからない災害

のために、できるだけ早くということは私どももおっしゃっています。委員も所属なさっ

ている協会とともに、そういった対応の仕方も含めまして検討してまいりたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

●委員長（佐藤委員） ８番、竹田委員。

●竹田委員 先ほどの一つの部分については、次、科目を移っていても、時期がわかった

ときに再開してもらえればと思いますけれども、よろしくお願いします。

●委員長（佐藤委員） はい。

他に、２目、ございませんでしょうか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 288ページ、９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費。
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（な し）

●委員長（佐藤委員） ２目事務局費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ３目教育振興費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ４目教委住宅費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ５目就学奨励費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ６目スクールバス管理費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２項小学校費、１目学校運営費。

10番谷口委員。

●谷口委員 小中学校の、中学校もあわせてちょっと聞きたいんですけれども、24年度と

来年度の父母負担軽減費、どういうふうになっているか、ちょっと教えてください。

●委員長（佐藤委員） 教育委員会管理課長。

●管理課長（米内山課長） 来年度の父母負担軽減費ということでございますけれども、

今、予算で見てございますのは、昨年、24年度の小学校で3,000円、それから中学校で6,000

円ということでございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 そうすると、3,000円、6,000円は変わらないということですね。

それで、実際、今、父母が小学校、中学校で、軽減費を見ながらも、負担をしなければ

ならない経費というのは何と何なんですか。
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●委員長（佐藤委員） 管理課長。

●管理課長（米内山課長） 各学校、いろいろでございますけれども、まず、国語、算数

ノートという教材、それから平仮名練習帳、いろいろなものがございますけれども、入

学の記念写真ですとか、種ですとか苗だとかという部分もございますし、書き初め展の

出展料、出品料というんですか、そういったものもございます。多種、学校によってい

ろいろな、父母負担軽減費で払っている部分、それから、それがはばけて父母負担になっ

ている分というようなものもございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 厚岸町で厚岸町の教育委員会が運営している学校は、義務教育の学校ですよ

ね。それで、義務教育は無償でなければならないというふうに、これは決まっていると

思うんですよね。それで、厚岸町は今まで父母負担軽減費を予算化して、父母負担を順

次なくしていこうというように取り組まれてきていると思うんですけれども、これ、父

母負担をゼロにするというのは無理なんでしょうか。私たち、修学旅行だとかそういう

ものも含めて、無償にすべきではないのかというふうな意見を持っていますけれども、

学校の教材として、必要なものとして購入しているものばっかりですよね、今の説明を

聞いていると。そうすると、もしこういうものを購入しなかった場合は、厚岸の子供た

ちに相当の影響力が出てしまうのかどうかわかりませんけれども、それと、学校による

差があるというふうに今も説明されておりましたけれども、やはりどこの学校に行って

も、負担がもしあれば同じでなければならないし、差があるというのは非常におかしい

というふうに思うんです。前に、これが始まる前にいろいろ調べたときには、学校によっ

てはほとんど負担がなくてもできる学校もあれば、ものすごい額を負担しなければなら

ない学校があるという、そういう非常にアンバランスな状態にあったんですよね。それ

を解消していこうというのが父母負担軽減費の趣旨ではないのかなというふうに思うん

ですよね。どうしても必要なものであれば、これは公費でやっぱりきちんと負担をすべ

きものではないのかなと。それでなくても今、いろいろな格差が出てきたり、生活が大

変な状況にある中で、町民の所得はふえているわけではありませんよね。そういうこと

を考えると、行政がやっぱりきちんと対応していくということが私は大事ではないのか

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。

●委員長（佐藤委員） 管理課長。

●管理課長（米内山課長） 委員おっしゃるとおり、本来的には義務教育は無償でなされ

るべきというふうに考えてございます。ただ、実態がそういうようなことから、この父

母負担軽減費、そういう趣旨に も近い方向に持っていくために予算化しているという

のが実情でございます。ただ、それをもってしても、いまだにまだ実際に父母に負担を

いただいている現状がございます。

我々も、毎年度、この父母負担軽減を何とかならないかということで、学校にご相談
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申し上げていますし、通知もしているところでございます。先ほど言いましたように、

いろいろな父母負担の部分がございますけれども、それを一つ一つ検証する中で、これ

が本当に必要なのか、これは手づくりでできる教材ではないのかといったことを１点１

点協議していただいて、何とか減らしていく方向で進めていただきたいというのもお願

いしているところでございます。そんなようなことでできるだけ進めていただきたいと

いうことで、現在も努力しているところでございます。

実際、学校によって差がある、これもまた事実でございまして、ただ、大きい学校、

小さい学校につきましては、やはり諸事情が実はございまして、１点を買うだけでぼん

と跳ね上がるといったようなケースもございまして、そのような差が出てくる場合もご

ざいます。

現在までの増減のところを見ますと、わずかですけれども、昨年度比、小学校におい

てはほとんどの学校が減になってございます。これは先ほど言ったようなことを少しず

つ進めていくという中で、できるだけ負担を少なくするように近づけていこうという努

力の 中であるということでご理解いただきたいというふうに思います。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 教育費の父母負担の問題は、やっぱり 終的にはゼロでなければならないと

思うんですよね。ただ、今までやってきた中で、どうしてもそういうことをしなければ

ならないということでやってきたんですけれども、やはり学校間に格差があってはなら

ない。やっぱり今、課長おっしゃったように、非常に効率の悪い部分もあるというよう

な説明でしたけれども、そういうのはやっぱり公費でも一定額をきちっと見るべきでは

ないのかなと。一律ではなくて、そういうものが出たときには、やっぱりきちんと学校

の需用費等をきちんと見ていくべきではないのかなと。余りにも今、事務の効率化みた

いなところに走り過ぎて、そちらをぎゅうぎゅうしめるもんですから、結果的に窮屈な

思いから、父母負担に走ってしまうということにまたなっていっては困るんですよね。

ですから、やることによって年々下がっていくというのであればいいけれども、それが

だんだんまた父母負担がいつの間にかふえてしまっているというようなことにならない

ような対応はしていただきたいというふうに思うんですが、いかがでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 父母負担軽減費なんですけれども、校長会でも毎年お話をさせ

ていただいています。特に去年あたりは、それこそ多い学校にはぜひ先生たちにも、ほ

かの学校との比較表をつくっていますから、それを見ていただいて、安易に前年度を踏

襲して同じ教材を買うということではなくて、ほかの学校で工夫できているところにつ

いては工夫してほしいということも含めて、実際、３年連続下がってきているんですよ、

ほとんどの学校が。それだけ、できるだけお金のかかる教材等々については控えると言っ

たら変ですけれども、そういう部分もありますし、もう一つ、同じもので、公費でも負

担できる部分もあるでしょうという中で、ほかの学校が公費で負担している部分なんか
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については、この分は公費で負担しますという中で減らしていく。できるだけ少ない金

額になるようにということでお話をさせてもらっていますし、現実に下がってきており

ます。

このことについては、ゼロまでなるかというと、やはり写真代とか、一部、個人に帰

するものというのはあろうかと思いますけれども、それ以外の共通で使う教材について

は、その部分については父母の負担がないように、これからも努力してまいりたいとい

うふうに思います。

●委員長（佐藤委員） 他に、１目、ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２目学校管理費。

６番、堀委員。

●堀委員 308ページですね。スクールバスの整備事業についてお聞きします。

71人乗りのバスということで230万円というふうにあるんですけれども、71人、初めは私

も、え、こんな大きいバスってあるのかなというふうに思ったんですけれども、中乗り

前降りバスですよね。それが要は立つところが多いバスなんですけれども、このバスの

購入に至る経過、また、このバスをどのように使われるのか、説明していただきたいと

思います。

●委員長（佐藤委員） 管理課長。

●管理課長（米内山課長） 今回購入する予定の72人乗りですけれども、この購入に至る

経過でございますが、実は平成21年に購入いたしました、同じくこれは46人乗りだった

と思いますけれども、中古のバスを購入した経過がございます。このバスが、実は今回、

車検をとろうということの段階で、かなり高額な整備費がかかるということになりまし

た。そうしますと、相当古いバスでございますので、それだけの多額の費用をかけて、

これからどれくらいまた乗れるのかということも計算しますと、今回、もっとちょっと

体のいいバスがあるというような情報を得ましたので、そちらのほうに振りかえるとい

うことで、今回、予算措置をさせていただいた経過でございます。

用途でございますけれども、もちろんこれは床潭・筑紫恋線のスクールバスでござい

まして、それに使うということでございますが、21年に購入した123という番号のバスな

んでございますけれども、これは大きいバスでございますので、いろいろな面で重宝に

使ってきました。これはプールの授業ですとかスケートの授業、それから体育の授業、

それから少年団の送迎、その他もろもろのそういう大量輸送に使用してきたバスでござ

いますので、それに匹敵するような輸送力を持つバスが必要なわけでございまして、今

回、このようなバスを買わせていただくというようなことでございます。
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●委員長（佐藤委員） ６番、堀委員。

●堀委員 今回、備品購入で230万円、車両購入というふうになっているんですけれども、

改修、改装費というのはこの中に含んでいるんでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 管理課長。

●管理課長（米内山課長） 実はこのバスもやはり古いことには間違いございませんので、

エンジンをオーバーホールしていただく、それから、厚岸町という、外部の塗装の部分

も含めて、込みで購入するという内容でございます。

●委員長（佐藤委員） ６番、堀委員。

●堀委員 買う車についてはわかったんですけれども、ただ、これを今聞いて思ったのが

何点かあるんですけれども、71人乗りのバスであれば、当然、座席が確か29席ぐらいだっ

たと思うんですよね。確か10の14の５席とかという感じぐらいだと思うんですけれども、

座席数としてですね。スクールバスとして床潭・筑紫恋線だけに使われるわけじゃない

といったときに、じゃ、座席にシートベルトというものはあるんでしょうか。

また、71人乗りであれば、当然、つり革のあれですよね。子供が乗ったときに、つり

革にかかることができるのかどうなのか、そういうようなものというのは検討はされて

いるんでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 管理課長。

●管理課長（米内山課長） このバス、座席は25席でございます。シートベルトは席には

ついてございます。あと、通常、71人を乗せるわけではございませんけれども、今の通

学だけに使う筑紫恋・床潭線につきましては、現在、児童・生徒が20人、一般の方も乗

られますので、それを入れても席については間に合うという計算はしてございますけれ

ども、ただ、先ほど言いましたように、プールの送迎ですとかという部分については、

これは座席なしで遠くに、遠距離に行くということは難しいというふうに思いますが、

町内での移動について考えてございます。それは通常の、今、路線バスも同じ型のバス

でございますので、これは小学生の通学バスでも使って、これは路線バスですけれども、

利用していただいている。それから、座席の肩につかまるところもございます。つり革

につかまるのは中学生以上かなというふうに考えてございますので、その利用範囲の中

で利用していきたいというふうに考えてございます。

●委員長（佐藤委員） ６番、堀委員。

●堀委員 ただ、もっぱら町内といっても、大量輸送の中で、例えば少年団活動とかといっ

たときに、例えば釧路市に行ったりとかというような中で、心配になるのが、事故時の
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安全対策というものがしっかりとこのバスでとられるのか。先ほど荷物の搬送もという

ような中で言われていたんですが、例えば荷物の置き場所がきちんと固定されるものな

のか、急ブレーキ時に荷物がどーんと前に行くとか、後ろから追突されたときにどんと

後ろに来てしまうとかというような危険性というのも当然あると思うんですよ。これが

本当にスクールバスとして人員の輸送だけであればいいのかもしれませんけれども、そ

ういうようなものもあったときに、安全性的にどうなのかなというのが心配なところ。

そして、71人という、すごい大きいんですけれども、定員管理というのも、それじゃ

できるのかなと。25席分埋まって、なおかつ立つよと。これがどんどんどんどん人が、

学校行事でそれじゃ100人を一遍にというような感じでもないんでしょうけれども、ただ、

子供であれば詰めれば乗れることにもなるのかなと。１学校が全てこのバスに乗ってと

いうような形の中でもあったときに、じゃ、立つとかといったときの定員管理とかもき

ちんとできるのかというのが心配になるんですけれども、その点についてはどうなんで

しょうか。

●委員長（佐藤委員） 管理課長。

●管理課長（米内山課長） まず、安全性について配慮するのは一番大事なことだという

ふうに思います。当然、このバス、利用として、スペースがありますので、そのスペー

スに荷物を置いて、今までもバスとトラックを出していたような行事が、トラックの部

分が不要になるというようなことで利用できるといったメリットもあるというふうに考

えてございますが、もちろん荷物を固定できなければ、やっぱり安全性に問題がござい

ますので、その辺のところについては十分に注意してまいりますし、遠くに行く場合に

ついては、やはり席以上の人が乗るようなことは避けたいというふうに考えてございま

す。

また、定員管理につきましては、当然、私ども、いろいろな行事とか、学校から受け

るときに、人数をお聞きします。その中で、このバスについては何人というふうに割り

振りを１台１台するわけですから、その中で管理はしていきたいというふうに考えてご

ざいます。

●委員長（佐藤委員） ６番、堀委員。

●堀委員 できるだけ子供たちに危険性というものが少しでも軽減されるようなことを常

に考えて、安全対策が必要なものがあれば、やはりしっかりととめ具的なものを整備す

るとかというものも、購入に合わせての検討としてはしていただきたいなというふうに

思いますので、よろしくお願いいたします。

●委員長（佐藤委員） 管理課長。

●管理課長（米内山課長） 安全対策については十分配慮してまいりたいと思います。



- 281 -

●委員長（佐藤委員） 他に、２目、ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ３目教育振興費。

７番、金橋委員。

●金橋委員 自然教室推進ということについて、これについて、内容を教えていただきた

いんですけれども。

●委員長（佐藤委員） 管理課長。

●管理課長（米内山課長） ここで自然教室推進ということで４万1,000円ほど予算化して

ございますが、これは学校の年間教育計画に位置づけてございます自然教室推進事業に

対する経費に対して支出するというものでございますが、基本的には、ネイパル厚岸少

年自然の家を利用して行う事業に対して補助をする。施設使用料につきましては、施設

におきまして、施設の中でも免除をしている部分がございますけれども、それを除いた

以外のものに使用料を支出する。それから、消耗品につきましては、学校１校当たりに

対して幾らということで、限度額を定めて補助している。食事代につきましては、これ

は修学旅行と同じく、要保護、準要保護の生徒に対する食事代を補助しているという内

容のものでございます。

●委員長（佐藤委員） ７番、金橋委員。

●金橋委員 簡明直裁に発言したいと思います。

自然の教育というのは、いろいろ私も別な観光のほうとかそういう部分で話してきた

んですけれども、小学校のころからそういう部分で少し教育を進めていくという考えと

いうんですか、今後ですけれども、小学校のうちからそういうような部分の教育をでき

るだけ多くしていったらどうなのかなというふうに思うんですけれども、それについて

どのようにお考えか、お聞きしたいんですけれども。

●委員長（佐藤委員） 管理課長。

●管理課長（米内山課長） できるだけこういう事業を進めることによって、子供たちの

感性も含めて、豊かな自然環境の中に置くということで、もう一つには、宿泊研修です

から、規律ある集団行動を送ることができる、その中で共同奉仕の精神も養うという別

な面もございますので、自然とあわせてそういった部分も重視しながら進めてまいりた

いというふうに考えてございます。

●委員長（佐藤委員） ７番、金橋委員。
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●金橋委員 このことについては、ちょっと私も勉強不足と思っていますので、勉強して、

あとは一般質問なりそういう形で少し質問していきたいと思いますので、これで終わり

ます。

●委員長（佐藤委員） 答弁要りますか。

●金橋委員 いいです。

●委員長（佐藤委員） 他にございませんか。

10番、谷口委員。

●谷口委員 就学援助でちょっとお聞きしたい。保健福祉課長、生活保護基準は、新年度、

変わったんでしょうか。変わる見通しがあるんでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） 生活保護の関係につきましては、北海道が実施機関として

いるわけですけれども、当町では、新聞報道だとか、あるいは国からの資料の送付など

でその情報を把握しております。

その中で、本年の８月から削減するということでございます。生活保護基準額につい

て、３年間で削減を図るという内容の資料が届いているところでございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 就学援助についてお伺いしたいんですけれども、就学援助、それからそのほ

かの、結果的には準要保護でなくて要保護の子供たちにも影響が出てくるんではないの

かなというふうに思うんですけれども、結果的に生活扶助の基準が、今、政府のほうで

は引き下げようという方向で来ていますよね。そうすると、この就学援助の対象者等に

も大きな影響が出てくるんではないのかなと。厚岸は1.20で来ていますよね。もしこれ

が下げられていくということになると、対象から外れてしまう、あるいは、今度は要保

護のほうの対象から外れてくるというような問題が起きてくるんではないのかなという

ふうに考えますけれども、これらについては町としてはどういうふうに考えているのか。

同じようなペースでやっていくと、該当者が減る可能性が非常に強いですよね。ですけ

れども、そういう家庭はやっぱり今までの家庭からすると非常に大変だということで支

援しているわけですから、町は、生活扶助が下がったから、これは非常にありがたい制

度だということで、予算を減額するいい材料ができましたということになって、ばっさ

りと切り捨てを進めていこうという考えでいるのか、そのあたりについてちょっとお伺

いをいたします。
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●委員長（佐藤委員） 管理課長。

●管理課長（米内山課長） 生活保護基準が下がることによりまして、さまざまな援助し

ている部分に影響してくるものがございます。この要保護、準要保護の制度もそうでご

ざいますけれども、この話は、実は文部科学省の大臣が申しますのは、下げないでいき

たいというふうな国の考えはありますけれども、ただ、実際にやって基準をつくってい

るのは市町村でございますし、その財源を補助されているわけでもございません。一般

財源ということで、地方交付税の中でということでございます。

ただ、今、どのくらい下がってくるのか、それに対する影響がどのくらいになるのか

ということが実はつかめてはございません。まずその実態をつかんだ上で判断するべき

ことだろうというふうに思いますが、もう一つは、地方交付税で扱っている部分につい

ても、実は文科省の大臣も、総務省と相談しながらというふうなことも発言の中にはご

ざいます。交付税のほうがどういうふうに変わってくるのかということもございますし、

その影響というものを詳しくつかんだ中で考えていくことだろうというふうに思います

が、できれば、やはり昨年まで同じ収入で援助を受けていたのにできなくなるというよ

うなことはできれば避けたいという教育委員会サイドの考え方はございますけれども、

これも町側とも、町長とも相談させていただかなければならない問題でございますので、

その辺のデータが出た段階で協議してまいりたいというふうに考えてございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 その影響が出るのは８月以降という問題ですよね。そうすると、その段階で

どうするかということなんですけれども、やはり実際、所得が上がってきたから援助は

いいということではなくて、生活保護の扶助基準が下がると、保護者も大変、どういう

人にどういう影響が出るのかというのも、まだ政府のほうでもきちんとしていないみた

いですけれども、実際、子育てまっ 中の人にやっぱり大きな影響が出るんでは、やは

り困ると思うんですよね。そのあたりについてはやっぱり慎重に対応していただきたい

し、その水準が下がるということは絶対ないような対応をとっていただきたいというふ

うに考えるんですけれども、教育長、いかがですか。

●委員長（佐藤委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） ただいまのご質問でございますけれども、少なくとも私は、今

年度については、４月に認定した部分については、このまま１年間いきたいというふう

に考えておりますし、来年度以降についても、文科省自体ができるだけ下げないような

というふうなことを言っているわけですから、この点についても何とか交付税措置をし

ていただいて、従前の形をとれるような形に来年度以降もなってほしいなというふうに

考えております。

●委員長（佐藤委員） それでは、昼食のため、休憩いたします。
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再開は午後１時からといたします。

午後０時01分休憩

午後１時00分再開

●委員長（佐藤委員） 再開いたします。

初めに、先ほどの竹田委員の質問にご答弁申し上げます。

総務課長。

●総務課長（會田課長） お時間をとらせてしまいまして大変申しわけございません。

実際に地域防災計画に出てくる減損耗率、これは実際には北海道が、被害状況報告に

当たって、被害状況判定基準というものを定めておりまして、その中に、直に減損耗率

を乗じた額としというふうになっているんですが、いろいろと調べさせていただきまし

た。結果としては、この基準を作成するに当たっての造語ということだそうです、北海

道による。実際には、これもいろいろと調べた結果、恐らくということですけれども、

損耗減点補正率というものがありまして、家屋の損耗の状況による減点補正率はという

ことで解説が述べられております。原則として経過年数に応ずる減点補正率によること

と通常はされているんですけれども、天災、火災その他の事由により、当該家屋の状況

から見て適当でないと認められる場合については、この損耗減点補正率によることとさ

れているということでございます。算出方法は、経年減点補正率に補正後の建築費評点

数の合計ですとか、これらを掛けて出すことになりますけれども、それで割り出された

率が損耗減点補正率ということになるようであります。

ただし、東日本大震災に関しては、余りにも被害の住家が多かったということで、実

際には住家被害認定迅速化のための調査方法というものが改めて出されまして、ただ単

に住家流出の場合については全壊ですとか、おおむね１階天井まで浸水が全壊ですとか、

床上、床下浸水については一部損壊ですとか、床上浸水が半壊というような形でそれぞ

れ評価を行ったという経緯がございます。

いずれにしても、家屋の被害状況を算定する上での率ということで認識をしていただ

ければというふうに考えます。

●委員長（佐藤委員） よろしいですか。

８番、竹田委員。

●竹田委員 その上で、この減損耗の率というのをつくった時期というんですか、意味は

わかったんですけれども、いつころつくり上げて、こういう形になってきたのか。阪神

・淡路大震災の後だよというんであれば、それはそれでいいです。何年何月何日という

ところまではいいんですけれども。

もう一つ、そのつくられた時期と、この計算方法、ぱっと聞いただけでは非常に難し

いように聞こえるんですが、厚岸町の被害になったときに、事態になったときに、要す
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るに損耗減点補正率というので計算をするとなったときに、これは誰がどのような形で

しなきゃいけないのか。それは役場の職員のほうだけででき得るものなのか、あるいは、

倒壊の率が非常に高い、倒壊の棟数が非常に多いといったときに、これらを一つ一つ判

別、分別していくためには、本当に役場の職員だけでも大丈夫なのかどうなのか、その

辺の部分についてはどうなんでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 今、私のほうから説明させていただいた内容につきましては、

平成23年10月、恐らく東日本大震災以降に改めて見直されたものだというふうに思いま

すが、大規模災害に係る被災家屋の評価についてということで、平成23年度、家屋評価

に関する調査研究委員会というところで、この内容について話し合われたようでありま

す。メンバーにつきましては、それぞれ大学の教授が集まって、さらには民間会社の技

術担当の担当者が集まってこのようなものを定められたということで、町につきまして

は、もしそのような災害があった場合には、先ほどの東日本大震災のような、家屋数が

多くて、それぞれ１軒ずつこの評点をしているいとまがないといったものについては、

先ほどのような形で、ごく判断しやすいものでそれぞれの被害の認定というのはされる

んだろうというふうに思いますけれども、いずれにしても、これを町の職員が一つ一つ

判定していくことは難しいだろうと。そのためには、やはり先ほどの応急判定士さんで

すとか、さまざまな関係機関、さらにはそういう技術の知識のある方々に協力をいただ

かなければならないだろうというふうに考えます。

●委員長（佐藤委員） ８番、竹田委員。

●竹田委員 本当に数多い部分が出てきた場合には、職員の対応だけでは大変難しくなる

だろうというふうに私も思います。

そこで、また改めてですけれども、こういった部分、それから、住宅計画の資料のこっ

ちの部分と、先ほども応急危険度判定士の部分で申し上げました。この部分についても、

やはり連携を密に、どういうふうにしていったらいいのかということを模索しながら、

ぜひとも、先ほどもお願いしたんですけれども、総務課のほう、建設課のほう、あわせ

て民間の力を借り入れながら、公と民のほうでどういった対応をしていったほうがいい

のかというのを、やっぱり早く連携をとっていただきたいというふうに、もう一度申し

上げたいと思います。

●委員長（佐藤委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 災害対策本部の事務に当たる総務課として答弁をさせていただ

きます。

先ほど建設課長のほうからも、早急にというお話がございました。なかなか難しい部

分もあろうかと思いますけれども、早いうちにそのような形で技術者の人たちとお話し
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合いをして、厚岸町の災害対策がもしあった場合については早急にその対応ができるよ

うに、話し合いをさせていただきたいというふうに考えます。

●委員長（佐藤委員） ８番、竹田委員。

●竹田委員 これでやめますけれども、要は、受ける側の立場として、役場のほうで早急

にとんとんとんとんと行かないかもしれないけれども、受ける側として、やる側として、

何も応答がないというふうになると、大したことないんだろうと、そんなことやんなく

てもいいのかなという、そういう減退するような考え方に陥っていくということがある

と思うんです。それはわかっていただけると思うんですよ。ですから、やっぱりスピー

ドという部分はある程度、大変忙しいだろうと思うんですけれども、そこはやっぱり頑

張っていただいて、早急にやっていただきたいなというふうに思います。

●委員長（佐藤委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 実際に担当する建設課とも協議をしながら、早急に進めていき

たいというふうに考えます。

（「よろしいです」の声あり）

●委員長（佐藤委員） それでは、310ページ、３項の教育振興費、他にございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 進みます。

３項中学校費、１目学校運営費。

10番谷口委員。

●谷口委員 ここでちょっとお尋ねしたいんですが、 近、いじめだとか、体罰だとか、

いろいろ問題になっていますよね。

それで、厚岸町内の小中学校で、内科等の病気を除いて、一般的に何らかの精神的な

苦痛だとかいろいろなことがあって、登校不可能になっているような状況になっている

子供がいるのかどうなのか、教えていただきたいと。

それと、教職員の側にも、一部、登校というか、勤務につくことが困難になっている

先生がいるようにも聞いているんですけれども、そういう実態は厚岸町にあるんでしょ

うか。

●委員長（佐藤委員） 指導室長。

●指導室長（武山室長） お答えいたします。
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児童生徒の一般的に言われる不登校気味にある者につきましては、小学生については

現在のところおりません。中学生については２名、現在そういう生徒がおります。

教職員のほうにつきましては、１名、現在、病気でお休みという者がおります。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 中学校の２名の主な不登校になっている原因みたいなのはどういうことなん

でしょうか。

●委員長（佐藤委員） 指導室長。

●指導室長（武山室長） 学校のほうとも何度か協議というか、相談を受けまして、スクー

ルカウンセラー等も入って、家庭訪問等も行っているんですけれども、直接の原因に至っ

ては、やはり友達関係とのトラブル、そこで人間関係を構築できなくて、ずるずるとな

かなか登校できない状況が続いていると、そういう人間関係のトラブルに起因するもの

が２名ともの原因となっております。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 これは中学生ですよね。今、何年生なのか、もし３年生だとすると、進路の

問題にもかかわってくると思うんですけれども、そのあたりはどういうふうになってい

るんでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 指導室長。

●指導室長（武山室長） まず、生徒のほうにつきましてですけれども、２名のうち１名

は３年生です。もう１名につきましては２年生です。その１名につきましては、高校の

ほうに進学ということで、本日、公立高校のほうに合格しております。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 そういう進路が決まったということで、落ちつけるのかどうなのか、そのあ

たりはちょっとわかんないんですけれども、まだもう１名残っているわけですよね。そ

れについては、今後どういうふうにしていくのか。今、学校に配置されているカウンセ

ラーですか、これは学校ごとに配置されているのかどうなのか、それを教えていただき

たい。

それからもう一つ、今、体罰の問題が随分いろいろな、スポーツ界も含めて問題になっ

ていますよね。これは文科省がたしか調査するというような話も聞いていたんですけれ

ども、厚岸町内にはそういうことは一切ないというふうになっているのか、問題がある

のかどうなのか、その辺はどうなんでしょう。
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●委員長（佐藤委員） 指導室長。

●指導室長（武山室長） 不登校関係ですけれども、先ほど３年生と２年生と申しました

けれども、３年生と１年生の誤りでした。

町内のスクールカウンセラーにつきましては、同じ方が町内の二つの学校のほうに、

週１回、それぞれ行って勤務をしております。１年生の子に対しましても、学級担任、

管理職、養護教諭、そしてカウンセラー等による学校での保護者、本人との面談及び家

庭に出向いての家庭訪問をして、登校を促していますけれども、なかなか保健室登校も

含めて、まだ改善できない状況であります。

この不登校関係にしては、無理に登校させることが果たして本人のためになるかとい

うことも十分考えながら、逆にいうと、登校するだけが全てではない、そういう考えの

心理学者もいまして、なかなか非常にデリケートな問題でありますので、学校のほうの

臨機応変及びスクールカウンセラー等の外部の力も得て、本人にとっていい道はどうい

うことなのか、そういうことを模索しているところであります。

進学というか、きょう、高校のほうが決まりました３年生のほうですけれども、実は

昨年、小学校５年生の後半からずっと不登校になっていて、中学校もほとんど登校して

いなかった生徒がいたんですけれども、昨年、受験をして、高校へ行くという環境が変

わったら、今のところずっと高校のほうに行っているということもありますので、やっ

ぱりこういう人間関係、なかなかトラブルに陥った子というのは、環境が変わることが

一つの立ち直りのきっかけになるということもありますので、この３年生につきまして

は、そういうことで立ち直るということを祈っております。

●委員長（佐藤委員） 管理課長。

●管理課長（米内山課長） 体罰調査のことでございますけれども、厚岸町では問題ない

のかということでありますが、既にご報告させていただいている体罰事件もございまし

たし、全くないということではございません。ただ、まだ調査中でございまして、その

まとめが今月いっぱいかかり、来月の初旬に道教委に報告しなければなりませんので、

それまでには実態が出てくるかと思いますが、ただ、調査自体が非常に微妙な部分もご

ざいまして、その辺の検討を加えた結果ということになりますので、もう少し後の結果

ということになろうかと思います。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 体罰の問題なんかは、やはり非常に微妙、デリケートな問題がたくさんあり

ますよね。それで、たまたま声の大きい先生だったばっかりに、それが非常に恫喝的に

聞こえてしまうとか、そういう場合も子供にすればあるかもしれないし、何とも難しい

問題ではないのかなというふうに思うんですけれども、ただ、そういうことで、先生方

が萎縮してしまうような調査であったり、調査結果の発表の仕方だとか、そういうもの
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はやっぱりきちんとしていただかないと困るんではないのかなと。今度は逆に、本当は

正しいことをやっていても、何かにつけて難癖がつけられるということになってしまっ

てもやはり困るし、先生方がやっぱり日常的に、先生方が自分のやっていることに自信

を持つということが一番大事なんだろうなというふうに思うんですけれども、そうやっ

ていても、なかなか通じない場合もあるんではないのかなというふうに私は思うんです

よね。そうすれば、ちょっとしたトラブルまでが体罰だとか、そういうものに結びつけ

られるようなことにならないように、やっぱりきちんとしたものをつくっておいてほし

いというふうに思うんですよね。そのあたりではどういうふうに考えているのか、お伺

いをいたします。

●委員長（佐藤委員） 管理課長。

●管理課長（米内山課長） ご質問者おっしゃるように、学校教育法では、体罰は厳に禁

止されている。ただ、懲戒という部分では、その境目がいろいろマスコミ等でも問題に

なっているようですが、今回、文部科学省のほうで、その点をはっきりさせるという意

味で通知を出したということが載ってございますが、これは今回初めて出てきた通知で

はございません。以前からこの通知はあるんですが、今回は新たな細かい部分もござい

ますけれども、今までも懲戒と体罰の境目といいますか、違いというものを、学校の校

内研修であったり、個別研修の中で、これはこうなんだという具体的な例をもって指導

しているのが実態でございます。

ただ、そうはいっても、現場はいろいろなケースが実はございます。今回の厚岸町に

おけます体罰事件についてもそうでございましたが、その先生は、本当に体罰というよ

りも、何とかいいほうに持っていこうという意識を持ってやることが、やはり過ぎたる

ものになってしまったというのが多くございます。ただ、それだけでは済まされない問

題がやはりございますので、この辺の、今までもございました個別事例をもって、これ

からも校内研修なり個別研修を進めていく中で、体罰というぐあいにならないような指

導を進めてまいりたいというふうに考えてございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 体罰は、手を上げたり足でけったり、そういうことは問題外ですよね。ただ、

やはり先生方の教育力というか、そういうものが上がっていかないとならないし、そう

することがやっぱり説得力にもつながっていくと思うんですよね。ですから、そのあた

りを力をつけていただかなければ、この間、室﨑委員も質問していましたけれども、や

はり精神論だとか、そういうものに偏ってしまうようなことでは困ると思うんですよね。

依然として柔道連盟は明確なものがいまだに出せないでいるみたいですけれども、やっ

ぱり教育界はそうであってはならないというふうに私は思うんですよね。ですから、そ

のあたりをきちんとやっていただかなければ、それと、やっぱり指導する側の人権もあ

りますから、それもきちんと守れる仕組みをつくっていただきたいというふうに思うん

ですが、いかがでしょうか。
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●委員長（佐藤委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 体罰の件なんですけれども、いろいろな事例が道教委のほうか

らも送られてまいります。

まず一つは、僕たちの小さいときもそうですけれども、やはり先生にちょっと頭をは

たかれるというのは、ずっとあったというふうな部分はあると思うんです。ただ、現実

には、今のいろいろな対応の中では、やはり指導力のなさがそういうふうな体罰につな

がっているんだという意識を持つことがまずは一つ大切なんではないかというふうに思

います。

その中で、こういう事例で体罰に当たるんですよ、こういう事例で懲戒処分を受けて

いますよというのをしっかりまず先生たちにも勉強していただいて、その中で、僕、思

うんですけれども、やっぱり必要以上にいわゆる体罰が入るというときには、先生たち

が本当に冷静だろうかというのが、一つは私、大きいんだなというふうに思っているん

です。というのは、やはり指導ですから、冷静な中で、この子をどういうふうに導いて

いこうかというふうな中では、これはやはり体罰は必要ない、言葉で話をする中、そし

てまた、１人でできない場合については、まず集団指導体制、学校全体で、この子にこ

ういうふうな言動がある、こういう行動があるんだけれども、どうしようかという中で、

１人の先生が悩むんではなくて、みんなで学年なりで指導していく、あるいは学校のそ

ういうふうな指導部の先生も入れて相談をしていくというふうな中で、孤立しないよう

な形で先生たちにいろいろな研修、そしてどういうふうに指導していくかというのも、

改めて、逆にいうといい機会ですから、今まで、軽くちょっと俺、はたいていたなとか

という部分だってないことはないと思うんですよね。ですけれども、これはだめなんだ

というのも、今回、改めて認識していただきたいというふうに思いますし、学校のほう

にもそのように指導していきたいというふうに思います。

●委員長（佐藤委員） 他に、１目、ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 進みます。

２目学校管理費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ３目教育振興費。ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ４項１目幼稚園費。
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（な し）

●委員長（佐藤委員） ５項社会教育費、１目社会教育総務費。

９番、南谷委員。

●南谷委員 ９款５項１目社会教育総務費、325ページ、姉妹都市中学生国際交流390万円、

ここでお尋ねをさせていただきたいと思います。

先般、姉妹都市中学生交流事業、議員協議会のほうに資料を提出いただきました。平

成25年度に、実施期間が平成26年３月22日から29日までの７泊８日でクラレンスとの学

生の交流という事業の詳細なこれをいただいたわけでございますけれども、この資料で

事業の内容は十分わかったんですが、一つ気になったのが、３ページ目の支出の欄なん

ですけれども、食料費42万4,000円の中に、引率者食事代５万4,000円計上されているん

ですよ。この内訳の中に、国内昼食費２回分と。引率者というのは、恐らく職員の皆さ

んが対象になるんだろうなというふうに理解をさせていただいたんですけれども、議員

のほうは、出張の場合は、国内の場合でも昼食費というのは支給されないんですけれど

も、ここで食料費42万4,000円の中に引率者の食事代として５万4,000円計上されている、

その中で国内の昼食２回分というふうになると、昼食代は職員の皆さんは支給されてい

るのかなというふうに理解をさせていただいたんですけれども、いかがでしょう。

●委員長（佐藤委員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（桂川課長） このお示しさせていただきました予算書につきましては、

ちょっとこのあたり、大変誤解を招く表現でありまして、国内昼食、これについては日

当に含まれるものでございまして、ここであらわしたのは、中学生と引率者の部分で詳

しく出させていただきましたので、本来であれば、昼食代という形ではなくて、日当と

いう形ですので、そのあたりで大変誤解を招いたことをおわび申し上げます。ですから、

ここの中では、基本的にはそのものは昼食代という形ではお金が出るというものではご

ざいませんので、ご理解賜りたいと思います。

●委員長（佐藤委員） ９番、南谷委員。

●南谷委員 この文書からいくと、そういうふうには読み取れないんですよね。総事業費

を丁寧に出していただいたんで、その中での日当の部分から回すんだということで理解

をさせていただきました。慎重に書類はつくっていただきたいと思います。当然、議員

のほうは昼食というのは実費ですし、職員の皆さんも実費で私は理解をしているんです

よ。ですから、誤解を招かないように、ひとつ気をつけていただきたいなという気がい

たしました。

次に、今回、この事業を実施するに当たりまして、二、三、お尋ねをさせていただき

たいと存じます。
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今までは、過去はアイリスですか、民間主体でこの事業を推進してきたんですけれど

も、アイリスの皆さん、１年以上もかけて、いろいろ英語の勉強から日常の振る舞いま

で、それぞれ日々、週に何回かの実習を積まれてこの事業に参画をしてきた経緯がある

と思うんです。せっかく今日までやってこられたんですけれども、その時期は、引率者

も含めて自己負担があったんですよね。今回は丸々100％町が実施主体になる、事業主体

に。実行委員会というような形にはなっているものの、私は恐らく職員の皆さんが対象

になるんだろうと理解しているんですよ。

そうしますと、職員の旅費規程なりで、町の規程でいきますと、今までは、学生は同

じですけれども、引率者は違いが出てくるわけですね。それも町の職員に負担をせとい

うわけにはいかないんでしょうけれども、この辺のギャップみたいなもの多少僕は違和

感を感じるんです、正直なところ、総体の事業費を見るとね。過去は民営主体でしっか

りやってこられた。そして今回、それが残念ながらいろいろな事情があってできなくなっ

た。この事業を町が今回改めて推進をするという一番の要因について、改めてお聞かせ

いただきたいと存じます。

●委員長（佐藤委員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（桂川課長） ご質問者おっしゃられるとおり、今までアイリスというと

ころが、約12年間、延べにして123名ほどの子供たちを連れて行っておりました。それが

平成18年度で、引率者の方も高齢になられたということで、民間のほうでは動きができ

なくなったということで、中止になったわけでございます。

その以後は、ご承知のとおり子供交流はしておりませんけれども、昨年、町長がクラ

レンスに行った段階で、そして町長の執行方針や教育長の執行方針でも述べさせていた

だいておりますけれども、またこの子供交流はぜひ実施したいということでありまして、

それを受けて、30周年ということもありましたけれども、また再開したいということで、

今回、25年度で計上させていただきました。

そういう中で、今までは、アイリスが行ったときについては、確かに１年なり２年な

り勉強して行っていたという経過があります。今回はそういう長くはなかなか研修の機

会は設けられませんが、大体年10回程度、いろいろな英語研修やらマナーの勉強とか、

そういうことをしながらいこうというふうに考えております。

自己負担につきましては、基本的に引率者は、今おっしゃられましたとおり、出張命

令ということになります。その命令で行く者と、公募によって行くことになります子供

たちの分と、この分については分けて考えないと、なかなかちょっとそういう面ではギ

ャップがあるというふうに言われても、なかなかそのあたり、埋めることは難しいのか

なという気がしますので、ご理解賜りたいと思います。

●委員長（佐藤委員） ９番、南谷委員。

●南谷委員 本当に今までせっかく民主体で実施されてきた。そういう組織があって、子

供たちの将来を考えると、しっかり研修もなさって事業を実施していくということなん
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で、引率者の事業費も含めて、町がやや主導でやっていくんだと、こういうことなんで

すけれども、町民感情として、前より条件が悪くなるのに続けるんだ、何で今なんだと、

こういうふうに思われかねないと思うんですよ。やはり子供たちの将来のためにきちん

と投資をしていくんだというものを全面に出していただかなければ、我々議員としても、

そうかそうかとはならないと思うんですよ。やはり研修もしっかりやっていただきたい

し、来た後も、子供たちの将来に反映できるような実施をしていただかなければならな

いと思うんですが、今後の見通しなんですが、今回計上されているのはわかったんです

が、今後の見通しというのはどうなんでしょうか。以前のように民間の皆さんにそうい

う組織なりそういう支援をしながら自主的にやっていただくような状況になっていくん

でしょうか。今後も町がある意味では事業主体となって、この事業をどう続けていくの

か、その辺のお考えについてお尋ねをさせていただきます。

●委員長（佐藤委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 以前のアイリスの自主的な活動というのは、非常にありがたい

活動だったなというふうに私自身も思います。ただ、現状の中で、アイリスの構成員の

方たちが、現在、続けることができないという中では、私どももできれば民間ベースで

こういう活動ができればいいなというふうには思っております。ただ、現状の中で、そ

ういうふうな団体がまだ構成されないという中では、行政として行っていく中でも、で

きるだけ子供たちの将来につながるような活動をしていきたい。

当時、大きな活動だなというふうに思っていたのは、やはりホームステイをあちらで

して、何らかの形でオーストラリアからおいでになる方のホームステイを受け入れたり

というふうな活動があったかというふうに思うんです。このことについては、今回もホー

ムステイいたしますし、実は以前に、ちょっと学生が違うもんですから、純然と中学生

にならないんですけれども、あちらの中高校みたいな、５学年あるんですかね。そこの

子供たちが訪問にまいりました。そのときも、交流できないだろうかという話をされて

おりましたので、できれば今回、私どもが行くのをきっかけに、相互の交流がされるの

が一番いいことだなというふうに思っていますし、できればそういうふうなご相談もし

ていきたいというふうに思います。

私どもも何らかの形で民間の団体ができるような機運があれば支援してまいりたいと

いうふうに思いますし、そういう形が一番望ましいのではないかなというふうには考え

ております。

●委員長（佐藤委員） 他に、１目、ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２目生涯学習推進費。

９番、南谷委員。
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●南谷委員 ２目の生涯学習推進費、生涯学習活動でお伺いをさせていただきます。

第５期厚岸町総合計画、この資料でございますが、これの111ページ、第２節に、生涯

学習推進体制の充実と題しまして、生涯学習推進体制の充実で、ライフスタイルに応じ

た多様な学習機会の充実をうたっております。町民のニーズと社会的背景を考慮したさ

まざまな講座などを実施するとうたっておりまして、この学んだ成果を生かせる体制の

整備に努めますと、こういうふうに記載してあるんですけれども、確かにここで載せら

れている10カ年の計画の中では、各種講習会などをやっているのは私も承知をさせてい

ただいておるんですけれども、ここで述べている文言の中で、学んだ成果を生かせる体

制の整備に努めますとあるんですよ、一番 後のほうに。そうしますと、講座で習って

きたことを、成果を生かせる体制の整備というふうになると、どういう体制をつくって

どう進めるのかなという部分が、この計画を読んでいて理解ができないもんですから、

今年度の計画も含めて、教育委員会生涯学習課としてどのような取り組みをなさってい

くのか、まずお尋ねをさせていただきます。

●委員長（佐藤委員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（桂川課長） ここで述べております多様な学習機会、ご質問者ご承知の

とおり、いろいろな生涯学習活動とか、高齢者大学の開設、あるいは学び場厚岸という

ような講座、今、９講座開いておりますが、そのほかに文化協会が行っている、今、40

団体参加して、230人ぐらいの方々が入っているわけですが、そういう方々が行っている

事業、そういう事業に対して、活動しやすい、参加しやすいような体制づくりというこ

とを考えております。

それと、学んだことを発表する場、要するに今、厚岸町で行っているのは、文化祭、

芸能発表、そういうようなものも含めた意味で、体制の整備ということで述べさせてい

ただいているところでございます。

●委員長（佐藤委員） ９番、南谷委員。

●南谷委員 正直言って、この文章、こういうふうに計画書だからつくるんでしょうけれ

ども、もう少し、文化祭は昔からやっているんですよね、はっきり言って。講座までは

わかるんですよ。僕も十分理解できるんです。だけど、新たな整備、体制づくりを構築

していくよということなると、市民の生活の中にどう取り入れていくのとか、もう少し

計画書の中に、10カ年の計画ですから、読んでいるだけでは、実は僕、町民に聞かれた

んですよ。どういう整備をするんですかと。答えられなかったんです、はっきり言って。

講座をやっていることは僕もわかるんですけれども、やっぱり計画書、10カ年の体系を

つくるわけですから、もう少し具体的なことも、実際にどのような整備をするかという

ことも、計画書ですから、具体的なものもわかるような、町民誰もが見ても理解ができ

るような、今の答弁ですと、私自身は、今まで粛々とやってきていることを続けてやっ

ていきますよというふうにしか理解できないんですが、いかがでしょうか。
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●委員長（佐藤委員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（桂川課長） 確かに今のお話ですと、そういうふうにとられてもしよう

がないのかなと思います。

今後につきましては、この辺の文言につきましてもいろいろ検討を重ねながら考えて

いきたいと思いますので、ご理解賜りたいと思います。

●委員長（佐藤委員） ９番、南谷委員。

●南谷委員 文言を責めているわけではないんですよ。やっぱり10カ年の体系でつくるわ

けだから、新年度の予算の中でも、日々こういうものというのは、計画だから、繰り返

してやってきているもんですけれども、少なくともみんなこの文章を見て判断するとい

うことです、我々は。日々の活動というのは、我々、見えない部分もあるんですよ。で

すけれども、そういう中で、こういうものをいただいて、それなりに我々なりに努力し

ているんですけれども、やっぱり活動というものは、町民の皆さんもこういうものを見

る機会もありますよ。それで僕のところに尋ねてこられたんだけれども、答弁ができな

い。それは僕も勉強不足な部分もあるけれども、やはりことしの事業の中に、この年次

の中でこういう流れでやっているんだというものが明確にわかるような表示の仕方に努

めていただきたいと存じます。

●委員長（佐藤委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 今、課長のほうからもちょっとお話あったんですけれども、実

は真龍小学校でやっている学び場講座というのは、実はこれは町民がそういう資格とか

がなくても、自分はこういうことを教えたいんだと、こういう講座を開きたいんだとい

うふうに相談をしていただければ、その場所とＰＲをして提供しますというような講座

で、今、９講座になったんですよ。これはある意味、生涯学習というのは、自分が学ぶ

ことも大切なんですけれども、その発表の場と、もう一つは、人に教えることによって

自分の技量も上がっていくし、やはり人に教えるためには一生懸命努力しなきゃなんな

いと。そういうふうなことで、真龍小学校に行ってからこの学び場講座というのを始め

ました。これは着実に増えてきているんですよ。ですから、これは逆に言うと、先生た

ちが、自分がやってきたことを人に教えたいなというふうなものを気軽に相談していた

だいて、講座がふえていっている。これは来年度以降もふえていくだろうというふうに

思っていますんで、こういう形で、体制として、やりたいことを自主的に、なかなか自

分だけで家の中で講座を開くわけにもいかないという中では、場所の提供として充実し

てきていると思いますし、ＰＲにも努めてまいりたいというふうに考えております。

●委員長（佐藤委員） ９番、南谷委員。

●南谷委員 済みませんね、今、課長の答弁だと、やっていないんだというふうに理解し
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たんだけれども、教育長の答弁で、形に見えない部分もあるけれども、そういうことで、

ここに沿ってやっているんだと、こういうことですよね。わかりました。

●委員長（佐藤委員） よろしいですか。

●南谷委員 はい。

●委員長（佐藤委員） ２目、他にございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ３目公民館運営費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ４目文化財保護費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ５目博物館運営費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 336ページ、６目情報館運営費。

９番、南谷委員。

●南谷委員 ６目情報館運営費でございますけれども、要求していた資料をいただきまし

た。ありがとうございます。

私なりにこの資料、じっくり検討させていただきました。この数年、上の段の資料費

なんですけれども、1,170万円ぐらいで推移をしておる。貸し出し点数は余り変わらない

のですが、利用者が減少してきております。

この資料なんですけれども、平成23年度まで上の欄では出ているんですけれども、平

成25年、この計画の資料費でいいんですけれども、金額、どのぐらいになるのかな。こ

こに明示がないもんですから、平成25年度の資料費が幾らになるのか。

それと、貸し出し点数、利用者数を、平成25年度分、まずお伺いをさせていただきた

いなと思います。

それから、利用者が減少してきています、若干ですけれども、毎年この３年間ぐらい。

この要因というんですか、若干ずつ下がってきているんですけれども、なぜ下がってき

ているのか。さらには、今後の見通しというものはどうなんだろうと。利用者のほうな

んですけれども、これにつきましてお尋ねをさせていただきます。
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●委員長（佐藤委員） 情報館長。

●情報館長（福地館長） お答えさせていただきます。

平成25年度の資料費ですが、こちらは平成23年度、24年度と同額の1,176万1,000円と

なっております。資料費の内訳についても、ご提示いたしました資料のほうと同額になっ

ております。

続きまして、利用者数、それから、入館者数の減少についてということですが、こち

らの要因について、大きく二つ考えております。

１点目は、厚岸潮見高校の閉校の影響です。学校の帰りに立ち寄ってＤＶＤを見たり、

それから資料を借りたり、そしてまた、学習スペースとしても利用されておりました。

ＪＲやバスを利用する高校生にとって、玄関脇の情報プラザは語らいの場所ということ

で、大変利用が多かったものですから、21年度に生徒募集停止、そして平成22年度閉校

という形で、そのことの影響が大きかったなというふうにとらえております。

そして２点目は、子供の数の減少です。子供の利用実態については、読書を習慣とし

て身につけた子供たちは、平均して大人よりも多く本を借りてくれます。そして頻繁に

情報館に足を運んでくれます。ということで、児童数、そして生徒数が減っていること

の影響が大変大きいなというふうにもとらえております。

今後の見通しについてですが、児童生徒数が減少する状況というのは変わりはないわ

けで、そういうことではありますが、これまで情報館として行ってきたブックスタート

や読み聞かせ、こういったものの子供の読書習慣の形成、それについて取り組みをいろ

いろ行ってきたわけですが、これをまた継続して実施してまいります。その中で、減ら

ないように、引き続き利用していただけるように、まずは現状維持に努めてまいりたい

と思っております。

以上です。

●委員長（佐藤委員） ９番、南谷委員。

●南谷委員 資料費は伺ったんですけれども、もう１点の、25年度の利用者数と貸し出し

点数もできればお願いしたいなと思います。

それで、情報館の全体の利用状況、下のほうなんですけれども、この資料を見せてい

ただいたんですけれども、サークル室の利用やパソコンの実習室、お話の部屋など、こ

の３年間の利用状況は非常にふえており、頑張っていると思います。情報館、なかなか

私も借りに行くだけで、実態というのはよくわからなかったんですけれども、この資料

をいただきまして、そのように理解をさせていただきました。一生懸命職員の皆さん頑

張っているんだなということはよく理解できました。

この施設は、平成８年７月27日に開館いたしました。当時と今日の状況、やはり時代

が、17年ですか、平成８年からだから、23年だから、そのくらいの年数がたっています。

当時の状況と、人口減少もあって、随分変わってきていると思いますし、インターネッ

トやパソコンの時代に入ってきていると思います。これからの、今年度の予算を私なり
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に今お聞きしたんですけれども、この３年間の数字というものが余り変わっていないん

ですね。平成25年度の事業もそうなんですけれども、情報館が何もしていないっていう

ことではないんですよ、あくまでも。僕はそれは評価しているんですけれども、年数も

経ってきています。子供たちや、あそこに行っている皆さんも、10数年以上もたってい

るんですけれども、これからの厚岸の情報館がどうあるべきか、課題なんかにつきまし

て、そろそろ見直しをして、少しでも多くの皆さんに情報の基地として信頼にたり得る、

活用のできる情報館にするためには、再度この辺で、インターネット含めて、情報館の

あり方というものについて、今計画について、私は見受けられなかったんですけれども、

情報館のお考えをお伺いさせていただきたいと思います。

●委員長（佐藤委員） 情報館長。

●情報館長（福地館長） 先ほど１点抜けておりました。平成25年度の貸し出し利用目標

ということでお知らせいたします。

まず、平成23年度の住民１人当たりの貸出数、表のわき、一番端の下なんですが、13.3

冊となっています。このことについては、情報館の利用が広く町民に定着していること

を示す数字であるというふうにとらえております。ここ数年来、道内の同規模の自治体、

人口１万人以上の市町村なんですが、ここにおける住民１人当たりの貸出数、こちらは

厚岸町は１位となっております。近隣でいえば、釧路・根室管内13市町村においてもも

ちろん１位ということで、そういう結果を残しております。

こうしたことを踏まえまして、平成25年度の目標なんですが、貸し出し利用者を２万

8,000人、貸し出し点数を14万5,000点ということを目標にしたいと考えております。

それから、引き続きまして、先ほどインターネット等含めてというお話がありました

が、情報館のサービスの中で、ＩＴ、パソコン関係のことについてお話をしたいと思い

ます。

情報館のカウンターのちょうどコンピュータ学習室の前に情報検索コーナーというの

がございます。この利用については、自宅でのパソコンという環境が整ってきた状況が

ありますので、一般、大人の方については、利用は実際はちょっと減っているんですが、

子供たちの利用は多くなっております。フィルタリング、有害なサイトへのアクセスを

制限するということで、子供たちには安全に利用してもらえる環境となっております。

そうした環境を維持して、そして子供たちにサービスを提供するためには、今後は機器

類の更新ということが必要になってくると思われます。

また、コンピュータ実習室、こちらにおいてはパソコン教室を行っております。初級

者が主に中心ということになっておりますので、学習する上においては、自宅のパソコ

ンと、それから、情報館に置いてあるパソコン、このＯＳの違いといいますか、そうい

うものが違いますと、なかなか初心者にとっては、学んだことを家に持って帰ってから

復習しづらい環境というのができてしまいます。ですので、パソコンの環境というのは

とても重要になってきております。ということで、こちらも機器類の更新が今後必要に

なってくるものと考えております。

ということで、先ほどインターネット、パソコン関係ということでしたので、このよ
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うにお答えさせていただきます。

●委員長（佐藤委員） ９番、南谷委員。

●南谷委員 大変丁寧な答弁ありがとうございます。

私、パソコン関係全くだめなもんですから、私のような人間にならないように、これ

からの子供たちのために、やはり情報館の重要性というものを再認識いただいて、新た

にこれからの目指す情報館のあり方について、しっかりと皆さんで協議していただいて、

町民に愛される情報館づくりというものを、ことしの計画は計画として、再度、こうい

うものにも将来展望も考えて、町民のためにしっかり構築していただきたいと思います

が、いかがでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 後に私のほうからお答えいたします。

今お話ししたように、人口も減ってきていますし、子供たちも減ってきています。た

だ、利用数としては、住民１人当たりの貸し出し点数は維持しておりますし、子供たち

もいろいろなアンケートの中で、まちの中でのどういう施設が大切ですかというふうな

アンケートの中でも、情報館と答えてくれる子供がたくさんいるというのが、情報館の

内部の人間にとっては大変うれしい話ですし、これから、確かに平成８年にできたとき

には、それこそまだコンピュータもなくて、非常にもの珍しい機能ではありました。た

だ、今は逆に言うと、安易にパソコンの検索を信じてしまうというのも、これは一つ悪

い傾向なのかなと。実際に自分の力で本に当たって情報を得るというのも、大人になっ

ていく上では必要な、物事を検索する力というのが必要なんだろうというふうに思いま

す。そういう意味では、ぜひ学校のほうにも、情報館なり、あるいは学校の図書施設を

使って、直接本に当たって物事を調べていくというやり方も絶対必要なんだというあた

りを認識していただきたいと思いますし、今後も子供たちのそういうふうな児童サービ

スには力を入れてまいりたいというふうに考えております。

●委員長（佐藤委員） 他に、６目、ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 進みます。

９款教育費、６項保健体育費、１目保健体育総務費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２目社会体育費。
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（な し）

●委員長（佐藤委員） ３目温水プール運営費。ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ４目学校給食費。

３番、石澤委員。

●石澤委員 給食センターの食材についてお聞きしたいんですけれども、前に3.11以降に、

食材のことで、一定の地域を外して食材を購入しているという話をしていたんですけれ

ども、それは今も続いているのかということと、それから、放射能測定器を借りていま

すけれども、それはどういうふうに使っているのか。

それから、牛肉の輸入が、月齢が緩和されました。それで、危険部位も除かないとい

うふうになって、入ってくるようなんですけれども、加工もその部分で認められてきま

すから、ゼラチンなんかを使ったような給食の食材の出し方があるのか。牛由来と豚由

来とあるもんですから、その辺、どうなっているのか。

●委員長（佐藤委員） 管理課長。

●管理課長（米内山課長） まず、食材の部分でございますけれども、前にお答えしたの

は、１都16県の食材、これはなるべく使わないで済むものであれば使わない方向で進め

るといったお答えだったというふうに思います。どうしても使わなければならない中で、

放射能のおそれはということの中で、実は放射能検査器をお借りすることになりました。

昨年の12月から実は検査を始めてございます。これは先ほど言いました１都16県の食材

を購入せざるを得ない部分について検査をしているわけでございますけれども、今まで、

先日ですか、少し前に弟子屈の放射能検査器の報道がございましたけれども、その以前

に、当町の放射能検査も始めるといった報道もたしかあったと思います。

その中で、今まで現在、12月に11件、１月に13件、２月に23件、３月に入りまして６

件ということで、今現在、53件ほどの放射能検査をしました。その内容につきましては、

ホームページのほうに掲載してございますので、そちらのほうで確認していただければ

というふうに考えております。

それと、牛肉……（発言する者あり）

大変重要なことを申し上げてございません。その53件の中では、もちろん不検出とい

うことでございます。

それと、牛肉については、実は給食費の関係ではございませんけれども、値の張るも

んでございまして、牛肉についてはほとんど使っていないというのが実情でございます。

したがいまして、ご指摘のございましたゼラチン等も同じく使用している状況にはござ

いません。
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●委員長（佐藤委員） ３番、石澤委員。

●石澤委員 不検出ということですので、給食センターでそれを調べるというのは大変な

ことだなと思うんですけれども、向こうで調べてこっちに来るということもあるんでしょ

うか、食材は。産地で、こういうことはないですというようなものもあるんですか。例

えばお米とか、お米なんかは道産米を使っているんでしょうか。あと、１都16県以外の

ところから来るやつでも、そういう放射能の検査というのはしてくるのか、それとも、

全くそれは何もない状態で入ってくるんでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 給食センター所長。

●給食センター所長（田中所長） 食材のことに関しては私のほうからお答えしたいと思

います。

１都16県の部分については、移送される前というか、出荷されるときに、全部放射能

のセシウムのほうは検査をして、大丈夫ということで各地に出回っていると思います。

あと、１都16県以外の食材については、セシウム検査だとかは、私の記憶ではしてい

ないんじゃないかなと思うんです。その17都県の分だけの検査でクリアしたものだけこ

ちらのほうで使わせていただいているんですけれども、先ほど管理課長が申しましたと

おり、食材に関しては野菜類が主なんですよね。一応１都16県に該当する野菜類に関し

ては、１キロもしくは500グラムということで、前日、前々日に入れてもらいまして、そ

この中で全部センターのほうで、スピードカッターで全部砕きまして、機械が入ってお

りますので、セシウムの数値をはかるということでやっております。その中では、今ま

では全部不検出でした。

●委員長（佐藤委員） 他にございませんか。

６番、堀委員。

●堀委員 私が資料要求しまして、学校給食センターにおける残滓率というものをいただ

きました。やっぱり学校給食を考えていく上で、子供たちの栄養価とかカロリーを考え

る上でも、やはりどれだけ子供方が残すのかというのは、一つやっぱり大きなテーマだ

と思うんですよね。それじゃ、子供方が喜ぶものばかり出せばいいのかというと、さす

がにやっぱりそうもいかないというのも事実でわかります。

資料要求した中で、こうやって見させてもらっているんですけれども、月別の比較表

なども、旧センターのときと新しい給食センターでどうなのかといった中では、大変改

善が見られていると、これだけを見て、本当に思いました。

また、メニュー別の比較表、本当は学校給食センターのメニューというのは、当然こ

れだけじゃなくて、もっともっといっぱいあると思うんですけれども、代表的なものを

出されたんだなというふうに思います。資料的にも膨大にもなると思うので、それは十

分理解します。

うちの子供などが学校給食の中で一番好きなのが、実はハヤシライスだと、これはう
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ちの子供３人が口そろえて言うんですけれども、なぜかしら23年６月は3.3で、24年の５

月は10.8というふうに増えているということは、うーん、何かうちの子供の食味が違う

のかともちょっと思ったんですけれども、それはさておき、やはり先ほども言ったとお

り、学校給食１食における栄養価とカロリーというのは、当然、全部食べてのものが、

やはり子供方にとっての必要なカロリーであるでしょうし、栄養価であると思うんです。

このように残滓率が出てきているんですけれども、引き続きやはり研究、検討していた

だきまして、学校給食センターにおいて、少しでも残滓率を減らしていくようにしてい

ただきたいなというふうに要望するところであります。

それと同時に、 近、食育とか何とかということの中で、やはり食べる喜びとかといっ

たものも教えていく中では、地元産の食材とか、あとは、どうしても健康管理といった

中では、塩分を抑えたメニューとかも出されるんですけれども、やはり余りそういうも

のに偏ってしまうと、どうしても子供方の味覚に合わないとか、子供方の味覚というの

は、今、本当に大分はっきりとしちゃっている味覚だとは思うんです。私方のように微

妙な味覚というものを本当は私方も教えればいいんでしょうけれども、なかなか教えら

れないといった中では、学校給食の中においてもなかなか難しいところである。そうい

うのが、こういうものでも、各それぞれ見た中では、なかなかはっきりと、いろいろな

ものが混ざり合うような味というのは、なかなかに子供方も残しやすいのかなというよ

うな思いで見させていただきました。

当然、そういったときに、じゃ、どうやっておいしくするんだと。例えば塩分であれ

ば、塩分は抑えるけれども、塩味は残す。あとは、今まで以上に出汁のとり方ですとか

を工夫するとかというふうにやっていけば、当然、おいしくもなるでしょうし、子供方

にも喜んでもらえるものはつくれるんだとは思います。

ただ、学校給食においては、食材というものに対しては、一切学校給食費で賄われて

おりますよね。といったときには、そういうふうにどんどんどんどん、例えば地元産の

食材を使うよ、また、そういうちょっと変わった出汁の食材を使うとか、塩分調味料と

か、そういうものも使うとなると、そういうものが全部給食費のほうにしわ寄せがいっ

てしまうんじゃないのかなと。そうなると、やはり１食分当たり260何円とか、中学校は290

何円とかだったと思うんですけれども、そういうもの中の圧迫されていた中では、やは

り学校給食センターとしては食材として、また、子供方に喜んでもらうために、どんど

んどんどんいろいろなものを研究して出していきたいんだけれども、食材的な賄い材料

のほうの制約というものもあって、できないというふうにもなりかねないというふうに

思うんですよね。

といったときには、やはり学校給食に関して、やはり賄い材料だけじゃなくて、少し

でも公費を入れるなり、また、学校給食の負担なりを少しでも減らしていただくような

ことも考えてもらった中で、センターの運営というものを考えることができないのかな

というふうに思うんですけれども、この点についてもどうでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 管理課長。

●管理課長（米内山課長） 残滓率の調査はずっと長年続けてございます。その主なもの
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は、ご質問者おっしゃるように、本来的には100％食べていただければよろしいんでしょ

うが、それがいかないと。その全容を確かめるためにも、残滓率の調査というのは必要

なんだろうというふうに思っておりますので、今後とも、調査をするだけではなくて、

その中身について研究して、なぜかということ、それを発展的に残滓率を下げる方向に

進めたいというふうに考えているところでございます。

次に、食べる喜びも含めた地元食材の利用につきましては、極力、漁組さん、それか

ら農協さんのご協力を得る中で、現在も進めているところでございます。先日も、何年

かぶりでカキを使った給食も出させていただきました。牛乳においても、なかなかでき

ませんけれども、地元の農家の方の牛乳を使用してみる、年に３、４回になりますけれ

ども、このような形の中で、少しずつ地元食材を利用していく。それから、管内的にで

はございますが、エゾシカの肉の利用ということも近年求められてございますので、そ

の辺の研究も進めてまいりたいというふうに思っております。

次に、味つけの面では、確かに塩分につきましては、１日10グラムというある程度の

目安の中で、その３分の１を給食で使うというようなことでいきますと、どうしてもや

はり薄味になりがちだということで、不評を買うという部分も確かにございます。ただ、

委員おっしゃるように、塩からさというのは、また別の面で表現できる部分も 近はあ

るようでございますので、その辺の研究も進めてまいりたいというふうに思います。

あと、お金をかければ確かにおいしいものができるのかもしれませんが、原則、町が

負担するのは、調理する部分、搬送、それから調理、この部分は公費でやりますが、材

料費は学校給食費の中で扱うというのが原則でございます。ただ、ちょっと前ですけれ

ども、やはり小麦の値段が高騰しまして、給食費を上げないために、町のほうからご支

援をいただいたということはございます。それ以外については、近年、これからいろい

ろな面で厳しい食料事情になるのかなという気がしますけれども、その辺も深く認識し

ながら、できれば給食費に反映させないでいけるような、そしておいしい給食ができる

ような、まことに虫のいい話でございますけれども、そんな中では努めていきたいと考

えております。

その中でも、先ほど言った地元食材を使う中でも、漁組さん、農協さんにはかなりの

協力をしていただく中で、給食費に反映させないような方向で進めておりますので、ご

理解いただければと思います。

●委員長（佐藤委員） ６番、堀委員。

●堀委員 何とかおいしいもの、ただ、決められた値段の中で一層頑張ってもらいたい。

今、学校給食費、私費会計なんですけれども、滞納がゼロだというふうに聞いていま

した。これは本当に全道的にも全国的に見ても大変すばらしいことだと思いますし、こ

れを本当にやれる、担当の方や、また、学校給食に対しての親御さん方の理解というも

のも本当に高い。だからこそ、なおさら親御さん方はやはり学校給食に期待している部

分というのは高いと思うんですよ。やはり今後もそういう親御さん方の信頼に耐えるよ

うに、学校給食として頑張っていってもらいたいなというふうに思うんですけれども、

よろしくお願いいたします。
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●委員長（佐藤委員） 管理課長。

●管理課長（米内山課長） ご指摘の点、重々考えながら努めてまいりたいというふうに

思います。

●委員長（佐藤委員） 他にございませんか。

10番、谷口委員。

●谷口委員 学校給食費の以前の滞納というのはもうないんですか。

●委員長（佐藤委員） 管理課長。

●管理課長（米内山課長） 滞納分は、実は毎年度、出納閉鎖になってから、前年度分は

毎年若干残るわけですけれども、それはその年内、年度内でなくて年内に大体けりはつ

きますし、今現在は全くございません。

●委員長（佐藤委員） よろしいですか、他に、４目、ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） なければ、進みます。

11款１項公債費、１目元金。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２目利子。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ３目公債諸費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 12款１項１目給与費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 13款１項１目予備費。ございませんか。
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（な し）

●委員長（佐藤委員） 364ページから368ページまでは給与費の明細書であります。ござ

いませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） なければ、以上で歳出を終わります。

次に、１ページの第２条、債務負担行為については、６ページの第２表と369ページか

ら371ページの債務負担行為に関する調書でございます。ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 次に、１ページの第３条、地方債については、７ページの第３表

と373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（佐藤委員） 次に、１ページの第４条、一時借入金について。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 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ございません

か。

（「異議なし」の声あり）

●委員長（佐藤委員） 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（佐藤委員） 次に、議案第２号 平成25年度厚岸町国民健康保険特別会計予算

を議題とし、審査を進めてまいります。

８ページ、第１条、歳入歳出予算について、374ページ、事項別明細書、376ページ、

歳入から進めてまいります。

１款１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税。
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９番、南谷委員。

●南谷委員 一般被保険者国民健康保険税でお尋ねをさせていただきます。

この算出根拠でございますが、平成24年度は確か92％、0.92ですね。まず、平成25年

度については、合計額で２億7,800万円に対する0.93、93％の掛け率ということで、前年

度よりも収納分の掛け率が上がっております。まずこの関係についてお尋ね、なぜこう

いう数字になったのかなと。恐らく実績に合わせたんではないのかなと思うんですが、

いかがでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） お答え申し上げます。

国民健康保険税、現年度分全体ということでご答弁させていただきたいと思いますが、

まず、23年度の決算で、これは決算委員会の中でもご報告させていただきましたが、22

年度と比較いたしまして、約１ポイントほどの収納率の増になっております。93.40％と

いう状況でございました。23年度、町民の皆さんのご理解を得て、収納率アップになっ

たわけでございますが、それが予算編成の時点におきましても、24年度の収納率が、状

況としては高収納率が続いているということでございまして、直近の数字で申し上げま

すと、２月末の数字でございますが、ここにつきましても、まだ納期限ございますが、1.64

ポイントの増ということで、前年度のよかった数字よりもまたさらに増ということでご

ざいまして、我々、予算編成するときは、もう少し早い状況の中での収納率を加味して

編成に当たりますが、直近の数字でも好調だということで、当初予算で１ポイント程度

積み上げても、この収納は確保できるのではないかという見通しの中で計上させていた

だいたところでございます。

●委員長（佐藤委員） ９番、南谷委員。

●南谷委員 まず、収納率の掛け目なんですけれども、私は実績が上がっていることに基

づいたということはよくわかったんです。税務課の皆さん、集金にこまめに行かれてい

るのかなと、私なりに理解をさせていただいております。

ただ、町民の皆さんに、税の負担、町民税、国保税は特にそうなんですけれども、連

携をとって、しっかりやっておられると。よくまちなかで聞かれるのは、そんなに対応

している人いるのかとか、きちっと払っているのかとか、そういう声がいっぱいありま

す。そうした中で、実際にこのような数字になってきて、平成25年度の国保税の掛け目

についても、過去よりも高い数字で計上できるということは、やはり税務課の皆さんを

含めて、税に対する取り組みというものが非常にいいほうに回っているんだなというふ

うに理解をさせていただいております。

しかしながら、残念ながら、対前年度比では1,200万円ほど下がっていますよ、現実に。

計画書では。片方では掛け値上げているんだけれども、下がってしまっている。これは

所得の実績に基づいているのかなというふうに理解をしているんですが、いかがでしょ



- 307 -

うか。

●委員長（佐藤委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 国保税につきましても、一部前年度の所得に応じて計算され

る部分がございます。これは一般会計の町民税のほうもそうでございますが、10番委員

からもご質問ありましたけれども、いわゆる納税義務者の数が減ってきているという、

自然減と言ってもいいのかなと思いますけれども、人口も減っているわけですから、働

く方々も減っているということで、これに応じて国保税のほうに課税される対象の方々

も同じような状況に見て推計した上での数字でございまして。調定についても前年度よ

りも下がる推計をした上で、しかし、収納率については１ポイント上げさせていただい

て、できるだけ国保会計、健全財政のほうに寄与する方向でということで、あくまでも

背伸びをしないで、見込める範囲の中で計上させていただいているところでございます。

●委員長（佐藤委員） ９番、南谷委員。

●南谷委員 委員長、広がるんですけれども、ちょっと勘弁してください。

終的に、全体の中で、補正予算のときにも或る程度の数字の話が出ました、ことし

の決算の見込みも含めて。一番町民の皆さんの関心事は、将来、国保税なんですけれど

も、国保会計がどうなっていくんだろうと。町民の負担というのはボディブローみたく

きいてきている。決してみんな安いとは思っていないんですよ、正直な話。いっぱいいっ

ぱいだなという思いがいっぱいだと思うんです。そうした中で、一生懸命汗流して真面

目に収納されてきていただいているのがこの結果だなというふうに私は理解をしている

んですよ。

将来、まだ上がるんだろうか。実際に国保会計が、ちょっと広がって申しわけないん

ですけれども、国保税が来年以降、収支全体を見たときに、国保税の収支はまずどうなっ

ているんだろう、そして将来、どうなんだろうと、この税の見通しについて、若干お考

えをお伺いさせていただきたいと存じます。保険料ということ。（発言する者あり）町民

個々の。

●委員長（佐藤委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 国保会計につきましては、24年度の当初予算の段階で、いわ

ゆる基準内繰り入れの中では計上しがたいということで、大きな一般会計からの繰り入

れを計上させていただいた上で運営させていただいている。結果的に、24年度補正予算

においては、その繰入額を圧縮することはできましたが、今の段階では、まだ基準内繰

り入れで決算できるという見通しはまだ立っておりません。

25年度につきましても、基準内繰り入れをオーバーする形で今計上させていただいて

いるところでございます。これは決算の推移、いわゆる国、道から来る調整交付金等々、

どのような状況で推移するのか、それから一方、医療費の支払いが抑制傾向に入ってい
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くのかどうなのかということも慎重に見きわめる必要があるのではないかというふうに

思っています。

保険税自体につきましては、今の条例に基づいた課税ベースの中で当面は見込んでいっ

て、もし大きな乖離がある場合は、そういった交付税をどうするかという議論もさせて

いただく状況がもしかしたら生まれるかもしれませんけれども、今の段階でこれをどの

ようにしていくかということまでにはまだ至っていないという状況でございまして、現

状の中で、国保税の納入について、町民の理解を得ながら、できるだけの収納確保を図っ

てまいりたいというふうに考えているところでございます。

●委員長（佐藤委員） ９番、南谷委員。

●南谷委員 広がって申しわけないんですけれども、町民１人当たりの今の基準が、負担

する側に立った場合、今の時点で、アバウト過ぎるんですけれども、今の国保税が、今

年度の会計の見通しも若干全然立たないわけですけれども、現状では歳入も歳出も下がっ

てきて、こういう計画になってきていると僕は理解しているんです。繰り上げ充用しな

くても済んでいるんですけれども、 終的に結果として町民一人一人が負担する国保税

が、今後、当面、来年以降、この周り、ずっと現状維持のままで来ているんですよね、

上がらないで。そのままでいけるのかどうかというのは非常にわからないことなんです

けれども、当面、25年度、26年度については、私はある程度このままでも推移できるん

ではないのかなという私なりに判断はしているんですけれども、実際に収支というもの

が、歳入は歳出は縮まっているんだけれども、実際に対前年度と比較したとき、私は若

干収支は厳しい状況にあるんだけれども、現状で何とかなるんでないのかなと思うんで

すけれども、いかがですかと聞いているんですよ。

●委員長（佐藤委員） 町民課長。

●町民課長（板屋課長） ただいまの質問の関係ですけれども、今の国保税の税率を、25

年度、26年度、このまま続けているのではないかというご質問でございますけれども、

確かに24年度の補正におきましても、繰り入れ基準外の分も計上させていただいており

ます。そして、25年度の当初におきましても、繰り出し基準外、計上させていただいて

おります。

ただ、我々、医療費とかも去年とかから減少傾向になってきてございます。収入につ

いても見れるだけ極力見るようにしまして、無理してでたらめで見ているわけじゃなく

て、これは確実に来るだろうというくらいは見させていただきまして、25年度の予算も

組みました。それで、昨年に比べて１億円以上の繰り入れを圧縮した形で予算計上させ

ていただいております。

確かに厳しい状況は変わらないと思います。今の状況でしたら、税率のままで、今の

状況で何とかやり繰りできるとは思いますけれども、これがこれで済まなくて、どんど

んどんどん拡大していくようになりましたら、国保にだけ税金、一般財源をつぎ込むと

いうのも、社保ですとか共済組合ですとか、それらの方々の分も税金を投入するという
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ことにもなりかねません。そうしますと、やっぱり不公平感とか、そういうのも出てき

ますので、その辺、まだ先行きは不透明ですけれども、この辺、十分注視して検討して

いかなければならない事項だと思っております。

●委員長（佐藤委員） よろしいですか。

休憩します。

午後２時32分休憩

午後２時33分再開

●副委員長（中川委員） 再開いたします。

委員長を交代しました。

１目。

10番、谷口委員。

●谷口委員 ここでお尋ねしたいんですけれども、国民健康保険の特定世帯にかかる軽減

特例措置が延長されたということなんですが、これについてちょっと教えていただきた

いんですが。

●副委員長（中川委員） 町民課長。

●町民課長（板屋課長） 特定世帯の軽減の延長ということですけれども、25年度の税制

改正の大綱の中で、国民健康保険税の関係につきまして、２項目の税制改正がうたわれ

ております。

その中で特定世帯に対する軽減がうたわれているんですけれども、まず内容ですけれ

ども、２人世帯で、１人が後期高齢者医療へ移行して、もう１人が国保に残った世帯に

つきまして、現在、５年間につきまして、世帯割額を半分にするという措置が５年間に

ついてとられておりました。この期間を、激変緩和措置としまして、今は２分の１に軽

減なんですけれども、これが半分になりますけれども、４分の１の軽減を、５年終わっ

た後、３年間延長するという軽減措置がなされようとしております。ですから、今まで

２分の１が５年間だったものを、これにプラス４分の１の軽減を３年間つけ足すという

内容でございます。

●副委員長（中川委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 そこで、今、保険税の話が、議論がされておりましたけれども、現年度課税

分については減っているのかな。ところが、滞納繰越額が、医療給付で134万5,000円、

後期高齢者で64万6,000円、介護納付金滞納繰越分で11万6,000円と、これは一般被保険

者の分ですけれども、退職被保険者等のほうは逆に前年度より減っているということな
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んですが、この滞納の要因は、ふえている要因は何なのか、ちょっと教えてください。

●副委員長（中川委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 25年度当初予算におけます滞納繰越分の計上でございますが、

各費目を足しますと、約200万円ほど増額計上させていただいております。

国保につきましては、滞納額が22年度より増加傾向、過去の分も含めまして、少しず

つ滞納額が増えていっている状態でございましたが、23年度におきまして、その滞納額

を減らすことができました。

一つの要因としては、滞納分を納入していただく方が増えたということでございます。

その傾向が、24年度につきましてもまた同じような状況が続いておりまして、現在、２

月末現在でございますけれども、滞納分の収納が前年度同月よりも850万円ほど多く納め

られてございます。私どもとしては、滞納している状況の方々に、今行っているのは、

こまめに相談に当たっていただくということでございます。これは現年も滞納も含めて

になります。現年は１期でも納める月ができないと、次の月に２カ月分払うと、また苦

しくなるわけでございますから、納められなかったという状況がありましたら、ある程

度長い期間置かずに納税相談に応じていただくようにということで、こまめな対応をし

た結果、積み上がってきているというふうに考えてございます。

滞納分につきましても、24年度、比較的好調な状況にあります。それが今の段階で、

いわゆる納税の誓約と申しまして、滞納がある分をどうやって返していくかという相談

に応じるわけでございますけれども、来年度以降についてもこのような形で納めていき

ますという方々の数字を積み上げながら考えた上で推計を立てて、現在の収納状況より

も圧縮した状況ではありますけれども、前年度当初と比べれば200万円ほど積み上がって

いますけれども、現状の収納額からすると抑制された計上ということにさせていただい

ています。これは、滞納分については、あくまでも今までの滞納された人の積み重ねで

ありますから、現年度分は新たに課税される部分ですから、同じような状況でというふ

うに見ることはできると思いますけれども、滞納分は、納められる方が完納されると、

その分で消えてなくなりますので、それを永久的に同じ額というふうにはならないと思っ

ていますので、そのあたりを見きわめながら、今後についてもどのような計上がいいの

かということを考えながら、当初予算計上すべきというふうに思っていますけれども、25

年度の予算については、まだ状況としてはいい状況で進んでいけるのでないかという考

えのもとで計上させていただいております。

●副委員長（中川委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 滞納繰越分が２千５、６百万円あるのかな、結果的に、総額でいえば。増え

た分が200万円ぐらいというあれですけれども。

それで、現在、資格証明書、あるいは短期保険証、これの発行を受けている人はどの

くらいいるか。
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●副委員長（中川委員） 町民課長。

●町民課長（板屋課長） 資格証明書、短期証の交付状況でございますけれども、まず、

平成24年４月、年度当初におけます発行数ですけれども、短期証につきましては208世帯

457名、資格証明書につきましては１世帯１名でございました。ことしの25年２月末現在

ですけれども、短期証につきましては139世帯294人となっておりまして、世帯数で69世

帯、保険者数で163人の減となっております。内訳でございますけれども、滞納繰越分を

完納されて短期保険証が解除となった世帯が45世帯、それと、年度途中、ほかの保険、

社会保険ですとかに加入されて、国保の資格を喪失した世帯が24世帯となっております。

それから、資格証明書についてですけれども、現在につきましては、発行されている方

はいないという状況です。これなんですけれども、対象となっていた世帯が他市町村に

転出したことによるものでございます。

●副委員長（中川委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 それで、短期の場合は、医療費は一般的には３割負担で受けられるんですよ

ね。

●副委員長（中川委員） 町民課長。

●町民課長（板屋課長） 負担につきましては、今、委員おっしゃるとおり３割で、ただ

保険証の期間が短いというだけで、負担については同じでございます。

●副委員長（中川委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 それで、伺いたいんですけれども、厚岸では国民健康保険税の滞納で差し押

さえ等はあるんですか。

●副委員長（中川委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 差し押さえについてもいろいろな差し押さえがありまして、

現在、主に行っているのは、いわゆる所得税の還付が１月から現在まで発生しておりま

すので、所得税の還付を町税、あるいは国保税に入れていただくという、それは本人の

了解を得た上で事務を進めるという状況の中ではございます。

●副委員長（中川委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 物品等での差し押さえはないということですか。

●副委員長（中川委員） 税財政課長。
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●税財政課長（小島課長） 町の執行においては、動産等の差し押さえはございません。

●副委員長（中川委員） １目、ありませんか。

（な し）

●副委員長（中川委員） なければ、進めてまいります。

２目退職被保険者等国民健康保険税。ありませんか。

（な し）

●副委員長（中川委員） なければ、３款分担金及び負担金、２項負担金、１目保健事業

費負担金。

（な し）

●副委員長（中川委員） ４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金。

（な し）

●副委員長（中川委員） ２目高額医療費共同事業負担金。

（な し）

●副委員長（中川委員） ３目特定健康診査等負担金。

（な し）

●副委員長（中川委員） ２項国庫補助金、１目財政調整交付金。

（な し）

●副委員長（中川委員） ２目出産育児一時金補助金。

（な し）

●副委員長（中川委員） ５款１項１目療養給付費等交付金。

（な し）
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●副委員長（中川委員） ６款１項１目前期高齢者交付金。

（な し）

●副委員長（中川委員） ７款道支出金、１項道負担金、１目高額医療費共同事業負担金。

（な し）

●副委員長（中川委員） ２目特定健康診査等負担金。

（な し）

●副委員長（中川委員） ７款道支出金、２項道補助金、２目財政調整交付金。

（な し）

●副委員長（中川委員） ９款共同事業交付金、１項共同事業交付金、１目高額医療費共

同事業交付金。

（な し）

●副委員長（中川委員） ２目保険財政共同安定化事業交付金。

（な し）

●副委員長（中川委員） 10款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金。

（な し）

●副委員長（中川委員） 12款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目一般被保険者延

滞金。

（な し）

●副委員長（中川委員） ２目退職被保険者等延滞金。

（な し）

●副委員長（中川委員） ３目一般被保険者加算金。
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（な し）

●副委員長（中川委員） ４目退職被保険者等加算金。

（な し）

●副委員長（中川委員） ５目一般被保険者過料。

（な し）

●副委員長（中川委員） ６目退職被保険者等過料。

（な し）

●副委員長（中川委員） ３項雑入、１目一般被保険者第三者納付金。

10番、谷口委員。

●谷口委員 まことに勉強不足で申しわけないんですけれども、この賠償金というのはど

ういうものなんですか。

●副委員長（中川委員） 町民課長。

●町民課長（板屋課長） この第三者の納付金の会計の賠償金ですけれども、交通事故等

ありまして、事故のときの、第三者の加害者がいる場合、この場合、そちらの方から医

療費、一応国保のほうで一時たてかえをするんですけれども、そういう第三者がいる場

合には、そちらの方からその分をいただくという内容となってございます。

●副委員長（中川委員） いいですか。

（いいです」の声あり）

●副委員長（中川委員） じゃ、１目、終わります。

２目退職被保険者等第三者納付金。

（な し）

●副委員長（中川委員） ３目一般被保険者返納金。

（な し）
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●副委員長（中川委員） ４目退職被保険者等返納金。

（な し）

●副委員長（中川委員） ５目雑入。ありませんか。

（な し）

●副委員長（中川委員） なければ、歳入を終わり、歳出に入ります。

382ページ。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費。

（な し）

●副委員長（中川委員） ２項徴税費、１目賦課徴収費。

（な し）

●副委員長（中川委員） ３項１目運営協議会費。

（な し）

●副委員長（中川委員） ５項１目特別対策事業費。ありませんか。

（な し）

●副委員長（中川委員） ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費。

（な し）

●副委員長（中川委員） ２目退職被保険者等療養給付費。

（な し）

●副委員長（中川委員） ３目一般被保険者療養費。

（な し）

●副委員長（中川委員） ４目退職被保険者等療養費。
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（な し）

●副委員長（中川委員） ５目審査支払手数料。

（な し）

●副委員長（中川委員） ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費。

（な し）

●副委員長（中川委員） ２目退職被保険者等高額療養費。

（な し）

●副委員長（中川委員） ３目一般被保険者高額介護合算療養費。

（な し）

●副委員長（中川委員） ４目退職被保険者等高額介護合算療養費。

（な し）

●副委員長（中川委員） ３項移送費、１目一般被保険者移送費。

（な し）

●副委員長（中川委員） ２目退職被保険者等移送費。

（な し）

●副委員長（中川委員） ４項出産育児諸費、１目出産育児一時金。

（な し）

●副委員長（中川委員） ５項葬祭諸費、１目葬祭費。

（な し）

●副委員長（中川委員） ３款後期高齢者支援金等、１項後期高齢者支援金等、１目後期

高齢者支援金。



- 317 -

（な し）

●副委員長（中川委員） ２目後期高齢者関係事務費拠出金。

（な し）

●副委員長（中川委員） ４款１項前期高齢者納付金等、１目前期高齢者納付金。

（な し）

●副委員長（中川委員） ２目前期高齢者関係事務費拠出金。

（な し）

●副委員長（中川委員） ５款老人保健拠出金、１項老人保健拠出金、１目老人保健医療

費拠出金。

（な し）

●副委員長（中川委員） ２目老人保健事務費拠出金。

（な し）

●副委員長（中川委員） ６款１項１目介護納付金。

（な し）

●副委員長（中川委員） ７款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金、１目高額医療費拠

出金。

（な し）

●副委員長（中川委員） ２目保険財政共同安定化事業拠出金。

（な し）

●副委員長（中川委員） ３目その他共同事業拠出金。

（な し）
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●副委員長（中川委員） ８款保険事業費、１項特定健康診査等事業費、１目特定健康診

査等事業費。

（な し）

●副委員長（中川委員） ２項保健事業費、１目保健衛生普及費。

（な し）

●副委員長（中川委員） ９款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目一般被保険者保険

税還付金。

（な し）

●副委員長（中川委員） ２目退職被保険者等保険税還付金。

（な し）

●副委員長（中川委員） ３目償還金。

（な し）

●副委員長（中川委員） 11款１項１目予備費。

（な し）

●副委員長（中川委員） なければ、以上で歳出を終わります。

次に、400ページから403ページまで、給与費明細書であります。ございませんか。

（な し）

●副委員長（中川委員） なければ、以上で歳出を終わります。

８ページにお戻りください。

第２条の歳出予算の流用、８ページ。

（な し）

●副委員長（中川委員） 次に、総体的にありませんか。

12番、室﨑委員。
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●室﨑委員 簡単にお聞きしますが、町長の行政執行方針の中で、特定健康診査など、さ

らなる医療費の抑制を図る、この会計について、なお健全なものにしていきたいという

趣旨のことをおっしゃっていますが、国保というのは、国が手を引いた分だけ町村の負

担が大きくなっているわけですよね。

それで、そういう中でも国保会計が非常によくなっているまちというのは幾つかある

と聞いています。厚岸町の場合、国保会計がもっとよくなって、町の負担が減っていく

ために、一番大事なものは何だというふうにお考えですか。

●副委員長（中川委員） 町民課長。

●町民課長（板屋課長） 国保の会計を健全化させるために、医療費抑制等をしていかな

ければならないということになるかと思いますけれども、ただ単に病院にかかるなとい

う、そのような方法ではないと私は思います。特定健診という制度もございます。早期

に病気を見つけて、重症化になる前に治すという、これも一つの方法だと思います。残

念ながら受診率が上がらないという現状にはありますけれども、その辺は25年度からま

た周知方法等いろいろ工夫しまして、その辺も含めて国保の会計の運営を安定させてい

きたいと思っております。

●副委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 国保会計が健全化するというか、赤字から黒字になっていく一番簡単簡明な

のは、皆さんが余り使わないということですよね。ただし、必要なのに使わないという、

ある意味、無理な医療抑制をすれば、必ず重症化して、後にどーんと来るわけですから、

決して褒められたことではない。それだけじゃない、町民全体の生活というものが大変

になるわけですから、決していいことではないというのはおっしゃるとおりだと思いま

す。それで、初期のうちに発見しようとする健診というものに力を入れていくんだと、

それも全くそのとおりだと思うんです。

ただ、健診というのは、病気になったのを発見するんですよね。ですから、医療の問

題なんですよね。だけども、 も私が大事だと思うのは予防でないかと思うんですよ。

病気にならない。絶対ならないなんていうことはできませんよ。病気になるのも自然の

節理ですから。ただし、少しでも健康でいられるという時間を長くするという意味で、

日常の生活を初めとしての予防というものが、結局めぐりめぐって、一番遠回りなよう

で、国保会計を健全化する近道でないかというふうに思うんですけれども、いかがでしょ

うか。

●副委員長（中川委員） 町民課長。

●町民課長（板屋課長） 委員おっしゃるとおりだと思います。どのように予防していた

だくか、一番、町でいきますと、保健師からの指導等、特定健診とこれもつながってく
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るんですけれども、それを受けてもらった中での予防を保健師のほうから指導してもら

う。そのためには、まずやっぱり特定健診を受けていただかなくてはならないんですけ

れども、その辺のことも保健福祉課のほうと連携しまして、予防も大切なことでござい

ますので、その辺も含めて進めていきたいと思いますので、ご理解願いたいと思います。

●副委員長（中川委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 結局、それぞれの部署がありますので、国保担当者としては、健診は自分の

ところだと。でも、予防もどんどんやっていただきたい。それは例えば健康づくりなん

ていう保健福祉課の問題だというふうにお考えになるんじゃないかと思うんですが、そ

れは自分たちのそれぞれの職務がありますから、それはよくわかるんですけれども、た

だ、こういう種類の問題については、関連するところがみんな一緒になってやらないと、

なかなか実が上がらないと思うんですよ。ですから、健康づくりの問題になったら保健

福祉課健康づくり係だ、健診になったら町民課だということではなくて、国保を今例に

挙げて言っているわけですけれども、国保会計を少しでもよくするためには、予防とい

うことをやらなきゃなんないわけですね。そうすると、その予防をどうやってやってい

くかという話になったときに、予防に関する計画なんていうのがあるんだろうと思うん

ですが、そのときに、今度は国保の担当というよりは、町民課として、町民全員を巻き

込んでいくときに、その場をつくるのをどうするかということになったら、自治会なん

かと話するのは町民課のほうがずっとできるんですよ。それから、今度、こういうもの

を食べたほうがいいですよ、こういうものはこうしたほうがいいですよというような話

になったら、それは保健師さんの専門ですよね。それから、今度、いろいろな企業の中

で、仕事の仕方だとか、そういうのをどんどんとこういうふうにちょっとやると腰痛な

んか防ぐことができますよというような話になったとき、具体的にその体操の仕方だと

か、姿勢をこうしなさいと、これはＰＴとかそういう医療従事者の話だけれども、こう

いう会社の皆さんに集まってもらって、こういう話をしましょうというときは、これは

やっぱり産業課の人が一番場をつくるのは早いんでないか。そういうふうに、それぞれ

の得意分野といいますか、そういうのがある。そういうのを全部まとめて実を上げてい

くことで、実は国保についても健全化がどんどん図れるんでないかと。

何か聞いていますと、食育の話なんかでも、今、役場の中ではいろいろと動き出すん

だというような話も聞いていますよね。そうすると、そういうものを含めて、食育、そ

れは教育委員会だ、福祉課だということではなくて、やっぱりみんなが関連するところ

が集まって、こういう総合的なものをつくっていく。その一つの結果が国保で健全化に

なりました、あるいは、いわゆる労働環境でいうとこういうふうによくなりました、こ

こでは何がよくなりましたということに結びついていくんじゃないかと思うので、その

あたり、統合的なというか、総合的な何かネットワークといいますか、そういうものが

役場の中できちんとつくられていくことが非常に大事でないかと思うんですけれども、

いかがでしょうか。

●副委員長（中川委員） 保健福祉課長。
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●保健福祉課長（松見課長） 厚岸町民全般的における健康づくりという課題かなという

ふうに思います。私どもはこれまで、みんな健やか厚岸21という厚岸町民の健康づくり

計画をつくってまいりました。

そういった中で、特に重視していましたのは、ライフステージといいますか、そうい

う年代、年代、あるいは職業だとか、そういったこともトータル的に見ました町民の健

康づくりがどう行われていくべきなのかということも重要なところでありまして、今回

も、現在、みんな健やか厚岸21を見直している中で、健康づくりにおいては、町民個人

の取り組みと並行した、行政や地域、町内外の各組織のつながりが求められていると、

そのようにとらえております。

この町民の行動を支えるということでは、いわゆる健康づくりでは、私どもは、疾病

予防も大事なわけでありますけれども、その前にある生活習慣の改善も必要だというこ

とで、非常に息の長い運動、隅々まで行き渡った展開という観点から、今般、健康づく

り計画を策定する中で、厚岸町役場庁内の健康づくり事業推進体制を現在つくれないか

というふうに考えておりまして、町民課、まちづくり推進課、保健福祉課、産業振興課、

教育委員会、生涯学習課、管理課、それに町立厚岸病院を加えて、こういう推進体制が

築けないかということで、今検討させていただいているところでございます。これを何

とか年度内にまとめて、４月１日からのスタートに向けた体制を、まずは厚岸町役場内

だけでも築いていこうという準備をしているところでございます。

●副委員長（中川委員） ほか、総体的にございませんか。

（な し）

●副委員長（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）

●副委員長（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。

委員会を休憩いたします。

再開は15時半といたします。よろしくお願いします。

午後３時06分休憩

午後３時33分再開

●委員長（佐藤委員） 委員会を再開いたします。
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議案第３号 平成25年度厚岸町簡易水道事業特別会計予算を議題といたします。

11ページ、第１条の歳入歳出予算でございます。404ページは事項別明細書でございま

す。

405ページの歳入から進めてまいります。

２款使用料及び手数料、１項使用料、１目水道使用料。

６番、堀委員。

●堀委員 ここで上尾幌、糸魚沢、太田、片無去と計量使用料があるんですけれども、そ

れぞれ有収率を教えていただきたいと思います。

それと、前年度対比での量的な見込みというものの変化があれば、それも教えていた

だきたいと思います。

●委員長（佐藤委員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） まず、各地区の有収率のお尋ねでございますが、申しわけござ

いませんが、地区別の有収率というのは統計資料で出してございません。簡水全体の決

算ベースの数字しか持ち合わせてありませんことをご了承いただきたいと思います。

簡易水道事業、23年度決算で91.5％でございます。

それから、使用料につきましては、当初予算比較、これは地区ごとでしたか。前年度

対比、上尾幌地区は16.2％減でございます。糸魚沢地区は2.1％減、太田が12％減、片無

去が30.3％減、全体で16.2％減ということで、これは24年度決算見込みベースによる使

用水量の減による水道使用料の減を25年度予算では見込んでございます。

●委員長（佐藤委員） ６番、堀委員。

●堀委員 そうすると、まず有収率なんですけれども、全体でしかとらまえていないと。

ただ、実際にはそれぞれ配水池もメーターがそれぞれ別にありますし、料金収入という

のも地区別でも当然出せると思った中では、出ないわけじゃないと思うんですよね。や

はりここら辺は、各地区の管網の状況とかを見ていく上でも、やはりしっかりと各地区、

出せるようにしておいてもらいたいというふうに思うんですけれども、どうでしょうか。

そうすると、全て４地区とも減なんですけれども、この減の要因というものがあるん

であれば、それを教えていただきたいと思います。

●委員長（佐藤委員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） 有収率につきましては、簡易水道事業につきましても上水道と

同様に、やはり有収率というものに着目していかなければならないと考えます。今後、

検討というか、その方向で検討させていただきたいと思います。有収率を今後の統計の

中で出せるような取り組みをしてまいりたいと思います。

使用量の減の要因ですが、総じて使用水量が前年度に比較して、先ほども申しました
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が、減っていると。ですから、24年度の推移から25年度を見込むわけですけれども、そ

の要因、直接の原因と思われる、これといったものはございませんが、どうしても全般

的に、料金改定をしていますんで、23年度と比較すると24年度決算でも当然金額は増え

ています。ただ、傾向として、やはり使用水量はどんどん減っているということで、24

年度の決算見込みをとらまえて、25年度予算もこのような数値を見込まざるを得ないと

いうことでございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 ちょっとお聞きしたいんだけれども、太田地区の使用料がありますよね。そ

れから片無去地区。これ、農家の分も当然入っていると思うんですけれども、農業水道

のほうで1,193万1,000円の使用料が予算化されていますよね。わかりますか、私の言っ

ていること。それから、農業用水道はトライベツだとか若松のほうが入っているんだな。

だから、それ、ちょっと地区別に、農業用水道と、太田、片無去。糸魚沢と上尾幌はそ

れがないと思うので、ちょっと教えてほしいんですけれども。

●委員長（佐藤委員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） まず、太田と片無去の農業用の用途、25年度予算、太田が3,075

万8,000円を見込んでおります。太田の農業用につきましては3,075万8,000円。片無去に

つきましては1,016万7,000円。次、農業用水道のトライベツの用途の農業用が430万5,000

円。次、もう一つ、農業用水道には、別寒辺牛地区がございます。別寒辺牛地区の用途

の農業用、661万7,000円でございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 それで、わかりづらいんですけれども、太田の場合、簡易水道で見る部分と、

農業用水道で見る部分があるんですよね。そうでないと、この金額にならないような気

がするんだけれども、一般会計のほうに戻って悪いんだけれども、農業用水道の使用料

を見ますと、1,193万1,000円、農業用水道、見ていますよね。そうすると、太田地区の

場合は、簡易水道で見る部分と、農業用水道で見る部分、この二つの合算が3,075万8,000

円ということになるのか。それから、片無去の水道は、上尾幌の豊栄まで行っています

よね、確か今も。まちには行っていないけれども、トヨサカエ部落まで行っているはず

なんですよね。ですから、片無去の水道の農業用分というのは、豊栄まで行った部分を

含めて、片無去の金額になるんではないのかなというふうに思うんですけれども、私の

質問が間違っているかどうか、ちょっと教えてください。

●委員長（佐藤委員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） まず、農業用水道と言われる会計の区分、一般会計に含まれて
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いる農業用水道と、水道の用途区分の農業用、これは大変わかりづらくて申しわけない

んですけれども、太田と片無去は全て簡易水道会計に含まれています。ですから、一般

会計の農業用水道の歳入には、トライベツと別寒辺牛、この二つの地区だけです。です

から、太田も片無去も一般会計には含まれておりません。農業用水道のトライベツと別

寒辺牛の中にも、わずかですけれども、家事用だとか業務用もございます。学校とかあ

りますので、普通の農家以外の方も住んでおられるということで、もちろん比率は圧倒

的に農家の方の農業用の用途が多いんですけれども、ですから、一般会計の農業用水道

の1,192万1,000円については、トライベツと別寒辺牛の家事用、業務用、農業用、これ

が全て含まれた金額でございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 わかりました。

それで、今、上尾幌も大幅な減ですよね。16％減ということなんですが、太田が12％、

片無去に至っては30％の減ということなんですけれども、この主な要因は何なんですか。

農家が減っているだとか、そういうことからこういう減、それとも新たな水源を農家か

何かで持ったというようなことからこういう数字になったんでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） 24年度の当初、25年度の当初比較で申し上げておりますが、先

ほどのご質問にもお答えしたとおり、総体的に数量が、使用水量が減っていると。件数

で多く、例えば離農されたということも見受けられませんが、特に太田と片無去で、比

率、％が大きいというのは、実は当初、税財政課長の説明でもありましたとおり、簡易

水道の歳入については、当初、全てを見込まないで、留保している歳入がございます。

というのは、特別会計、歳入歳出、均衡をとって予算編成をするということで、実はこ

の簡水、使用料で4,100万円ほどの見込みでございますが、プラス1,000万円ほど、実は

歳入が見込めるものでございます。なぜ留保しているかというと、この後予定されてい

る事業で、北海道の交付金事業を見込んで、二つの、合わせて1,000万円ほどの事業がご

ざいまして、これを申請して、内定、手続が見込める段階で補正計上するという予定で

ございまして、当初、新年度予算計上には至っていない分を、独自財源である使用料で

まず留保しているということで、実は24年度もそのような形をとっております。この留

保分を太田と片無去の収入、歳入分を留保しているということで、留保した金額が24年

度は470万円ほどで、今年度、倍の1,000万円ほどということで、そのほとんどを太田と

片無去分を留保したということで、比率的に、当初と当初を比べた場合に、減額の％が

大きくなっているということです。ですから、留保分が倍以上少なく見ていると。実は

もっと歳入があるんですけれども、少なく見ているということで、これを除くと、大体

例年並みの、そんな２桁までいかない減額率だと思います。

以上でございます。
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●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 予算のつくり方として、1,000万円といったら２割かい、使用料合計額の。そ

れだけを留保するというのは、これで一般的には、例えば200万円かそこらだったら、

ちょっとした、ある程度多目に見れるかなというふうに思うんですけれども、そうする

と、毎年予算はどこかに留保財源があると思いながら、これ、収支均衡がとれています

からいいですよというようなことになっていけば、どういうことなんでしょうかね。私

もちょっと頭が回らなくなってしまうんですけれども、後から、いやいや財源が入って

いるから安心なんですよという会計の処理というのはいいのかなというふうに思うんで

すけれども、ちょっと1,000万円というのは余りにも大きいんではないのかなというふう

に私としては思うんですけれども、そのあたりはどうなんですか。

●委員長（佐藤委員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） これ、いつもあるわけではなくて、大型の施設整備がある場合

で、いつもは全然 初から歳入が足りませんから、つまり23年度まではこのようなこと

がございませんでした。24年度から料金改定をさせていただいて、そのおかげで繰入金

に頼らず自主財源である程度の歳入歳出が、事業があっても見込めるようになったとい

うことで、24年度から、いずれも地域づくり交付金という財源を見込んでのこのような

措置でございます。

一般会計でも、全てをさらけ出すというか、言い方が正しいかどうかはわかりません

が、除雪費用はやっぱり見込んで、それをよっこしていくということを一般会計でもと

られていると思います。税財政課と協議した中で、このような予算計上をさせていただ

いておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

ちなみに、予定されている工事なんですけれども、片無去浄水場の整備工事として546

万円、太田浄水場の配水池等整備事業ということで、約450万円ということでございます

ので、ご理解をいただきたいと思います。交付金が確定次第、補正計上させていただく

予定でございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 わかりました。歳出の簡易水道の施設費でそのあたりはちょっと質問したい

なと。ただ、1,000万円というのはちょっとひどいなというふうに私は思うんですよね。

それと、有収率については、やっぱり水道施設、全部別ですよね。上尾幌にしても、

どこかと共用しながら使っている、そういう施設ではありませんから、有収率が合計で

ないと出ないというのは、逆に言えば、どこの施設が90％の下、あるいは80％台のとこ

ろがあるかもしれないし、95％を超えている施設があるかもしれない。そういうことが

わからないというのは、ちょっと変ではないのかなということを指摘をしたいというふ

うに思います。
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●委員長（佐藤委員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） 有収水量につきましては、先ほどのご質問でもご指摘をいただ

いたところでございまして、上水道に比べてきめ細かい分析がされていなかったという

こと、深く反省いたしまして、どういうやり方をしていたかといいますと、結果として、

決算時点で有収水量と配水量を比較して算定していたということで、細かな分析には至っ

ていなかったということでございます。今後におきましては、簡易水道につきましても、

上水道同様な経営分析をしてまいりますので、ご理解をいただきたいと思います。

●委員長（佐藤委員） 他に、１目、ありませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２項手数料、１目水道手数料。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ５款繰入金、１項１目一般会計繰入金。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ７款１項町債、１目水道債。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 歳入を終わります。

歳出にまいります。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２款水道費、１項１目水道事業費。

10番、谷口委員。

●谷口委員 簡易水道施設費で2,168万5,000円なんですが、これは何なのかということと、

先ほど片無去と太田の配水池の話がされておりましたけれども、簡易水道は、太田はそ

んなに古くないかもしれないけれども、上尾幌にしても糸魚沢にしても、もう老朽施設

を超えているんではないのかなというふうに思うんですけれども、今、水道のほうに、

随分上水道のほうに我々も目を奪われてしまっているきらいがあるんですけれども、簡

易水道の更新というか、施設の更新等について、計画書というか、計画の案というか、
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そういうものというのは年次的なものはできているんですか。

●委員長（佐藤委員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） まず、水道事業なんですけれども、主なものは水道施設管理委

託料、これが委託料で784万5,000円、この主なものが施設管理委託料で、あとは施設に

係る修繕、それと、需用費で1,200万円ということで、この中で光熱水費が約700万円占

めております。施設を動かす電気、水道、燃料ですね。それから、修繕費345万8,000円

で、主なもの、これらを積み上げると2,100万円ほどになると。

それから、施設の、上尾幌等の老朽化のご心配です。おっしゃるとおりでございます

が、簡易水道につきましては、これも上水道のような、先般お示しした施設の改善計画

等、まだ今、ちょっと持ち合わせておりません。

ただ、今回の予算計上させていただいております糸魚沢の配水管、これも老朽化が進

んでおりまして、昨年、設計委託料、管網の見直しですとか、設計委託いたしまして、

今年度から事業、更新整備をしていくという計画でございます。一遍にとなかなかいき

ませんが、やはり施設の老朽化に対応した整備計画というものは早急にまとめてまいり

たいと考えます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 その対策の計画というか、それをやっぱりつくった段階で、我々に示してい

ただきたいなというふうに思うんですよね。

それから、今回、ここに予算化されている糸魚沢、1,500万円ですか、これは配水管、

今、延長距離にしたら幾らあるのか、そのうちの今回はどのくらいを布設替えをしよう

と考えているのか。それと、これの計画はどのぐらいかかるのか、ちょっと教えてくだ

さい。

●委員長（佐藤委員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） 施設の更新計画につきましては、委員おっしゃられるとおり、

まとまった時点で議会のほうにもご説明をさせていただきたいと思います。

また、次の、糸魚沢地区、配水管の整備計画でございますが、全体で約1,700メーター、

このうち25年度は432.9メーター、議案第３号説明資料でお配りしているとおり、わずか

でございますが、ですから、今後、26年度以降、逐次整備していくということでござい

ます。

●委員長（佐藤委員） ６番、堀委員。

●堀委員 先ほど私、10番さんと同じことを聞いたんだけれども、私の聞き方が悪かった

のか、10番さんが同じことを聞くと、何か新しい新事実が出て、さすがに10番さんのほ
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うが聞き方がうまいんだなというふうに感心いたしました。ありがとうございます。

それで、それはいいんですけれども、余りよくないんですけれども、私も糸魚沢地区

の配水管の整備事業でお聞きしますけれども、まず、３カ年事業の中ではＷＶＰになっ

ているんですよね。今回、資料の中に、高性能ポリエチレン管というふうになっている

んですけれども、この変わった理由というものが何なのかというものを教えていただき

たい。

それと、先ほど各施設ごとの有収率がわからないということの中なんですけれども、

ただ、糸魚沢地区の歳入というものを見たときには、糸魚沢地区の計量使用料というの

は61万6,000円というふうに計上されています。先ほど言った留保資金が太田と片無去だ

けということの中では、糸魚沢の留保資金はないのかなと。じゃ、61万6,000円で、３カ

年の、先ほど言っていた合計5,000万円近くの投資、この妥当性というものはどうなんで

しょうか。何かもっと事業費なりを圧縮した中でのものというものも考えられなかった

のかどうなのかというものも教えていただきたいと思います。

やはり、先ほどの留保資金のやつが出ていたんですけれども、委員長、済みません、

ちょっと歳入のほうに戻るんですけれども、一般会計の繰出ということで処理してもい

いわけですよね。交付金事業が来たときには、また今度一般会計から繰り入れて、財源

としてやればいいだけなんですから、何も隠しておく必要なんてそこには何もないとい

うふうにしか思えない。

どうもここら辺の一連をいろいろ考えていくと、料金改定をしてお金が余ったから、

今までできなかったことをどんどんどんどんやってしまえと。下手に一般会計に繰出と

かをしておけば、今度また何年か後に料金を計算していくときに、いやいや、今まで一

般会計にどんどんどんどん入れていったでしょう、それだから一般会計から出せばいい

んじゃないのかというような議論をさせないがために、何か一生懸命そういう採算的に

も非常に投資効率の悪いような事業などもやりながらやっていっているんじゃないのか

なと私だと思うんですけれども、どうでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） まず、管種が、３カ年実施計画の表記と説明資料で違っていた

ことは大変申しわけなく、おわび申し上げます。

議案第３号説明資料の平面図の表記が正確なものでございまして、糸魚沢の配水管の

整備計画につきましては、老朽管の更新と含めて、耐震化を図るということが主な目的

でございますことから、耐震性のある管種、高性能のポリエチレン管を用いるという予

定でございます。

今回、配水管の計画につきましては、ほとんど起債で実施を予定しているものでござ

いまして、先ほどの委員のご質問に、私が質問の趣旨をきちんと理解しなかったもので、

使用水量のみの説明になったことを申しわけなく思いますが、これは何も隠し財源とし

て隠すということではなくて、 初から、こちらは起債を充てるということと、もう一

つは、補助財源、有利な財源が見込めるものについては、それが確定してから歳出の予

算計上をするということの違いによってこのような形になりましたので、ご理解いただ
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きたいと思います。料金改定して財源が潤沢になったからどんどん何でもかんでもやる

んだということではなくて、今までもやりたかったんですが、経営状況、簡易水道は多

くをこれまでは一般会計に頼ってやってまいりました。そういう意味で、やっと上水道、

簡水含めて、水道事業が本来の水道料金で経費を賄うんだという原則に少し近づいたと

いうことでございますので、ご理解をいただきたいと思います。

失礼しました。投資効率からいいますと、農業用水道や簡易水道自体が非常に効率の

悪い事業でございます。だからといって、やらなくてもいいのか、どんどん後回しにし

ていいのかということになりませんので、先ほど言いましたとおり、決して料金を値上

げしてどんどんやるんだということでなくて、そういった点、もちろん有収率の問題も

ご指摘ございましたので、簡水といえどもしっかりと経営分析をしながら、事業の効率

化も図りながら進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

●委員長（佐藤委員） ６番、堀委員。

●堀委員 まず、ＷＶＰと高性能ＰＰについてなんですけれども、そうすると、耐震性の

あるものが高性能ＰＰだといった中では、これから厚岸町内、全ての事業、75ミリ以上

の水道管の布設というものは、全てこの高性能ポリエチレン管になるというふうに理解

して、ＷＶＰというのは耐震性がないから絶対に施工しないんだというふうに理解して

よろしいのかどうかをお答えしていただきたい。

それと、やはり今まで財源がなくてできなかったといった中で、やりたかったけれど

もというような答弁がありましたけれども、有収率も計算もしないのに、どんなものを

根拠に財政に、じゃ、この配水管の交換をしたいんだというものを今までも要望してき

ていたのかというような、そういうことになりませんか。ちゃんとそういうものがあっ

て、これだけ効率が悪いから、やはりしなければならないんだというものを、今までも

やってきたと。今までもやってきていて、それがようやくこうやって料金改定の中で財

源的にもちょっと見られる、そしてまた、事業的なものもできるから、そのときにやり

たいんだとかというようなものもあるのかもしれない。それら一切をやってきていなかっ

たのにというふうに私だと思っちゃうんですよね。やりたかった、やる気がある、そう

いうような説明と、今までやってきていることと、合っていないというふうに私は思う

んですけれども、その点についてもお願いします。

●委員長（佐藤委員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） まず、誤解を解いていただきたいと思います。施設整備全般に、

なかなかやはり財源の中では、修繕も含めて、できるだけ我慢してというか、少しずつ

手直ししながら長く使っていたという部分がございまして、そういった意味で、我慢し

ていた部分をある程度整備できるようになったということでございまして、糸魚沢につ

きましては、耐用年数が40年の配水管で、数年経過してございます。それで、耐用年数

が来たら直ちに何でもかんでも更新しなきゃなんないかといったら、やはりそうではな

くて、一般的ないろいろな事例の中では、数年以上使用している部分もございます。た
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だ、土壌の状態によっては、各地で配水管からの漏水で断水事故になったという事例を

見ますと、布設から三十数年でそういった事態も起きているものでございまして、一様

に言えませんが、一応耐用年数を目安に、できるところから始めていくと。さらには、

その際には耐震化も図っていくということでございます。

高性能ポリエチレンの採用ですが、これは全てとは、それこそ幾らお金があっても足

りません。重要な基幹管路についてはこの管種を使ってまいりたいと。その他はポリエ

チレン管で、ただ、ポリエチレン管でも、継手の部分をきちんと耐震性能のあるものに

変えていくことで、十分一定レベルの耐震化が図れるということでございますので、で

すから、そういった工夫をしながら、この耐震化については進めてまいりたいと。

料金改定の際にもご説明しましたが、残念ながら上水道も耐震率は％で２桁いってい

ない、１割にも満たないという現状でございます。ですから、同様に、これから計画的

に、基幹の管路はこういった管種を用いて、その他についてはつぎ手の部分で耐震性能

の向上を図っていきたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

●委員長（佐藤委員） ６番、堀委員。

●堀委員 これでやめますけれども、やれること、やっていくことというものをやろうと

するときに、やはりもっと厳密に根拠なり、しっかりとした説明というものができるも

のをやはり用意していって、厳正にやっていってもらいたい。それがやはり町民に対し

ても、今後の水道料金を考える上でも一つの要因ともなると思いますので、よろしくお

願いいたします。

●委員長（佐藤委員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） おっしゃるとおりでございます。このたび、有収率の問題につ

きましても、水道経営に対する貴重なご指摘をいただきましたので、今後において、来

る５年後の料金の見直しの際に向けて、再びご指摘のないように進めてまいりたいと思

います。

●委員長（佐藤委員） 他に、１目、ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ４款１項公債費、１目元金。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２目利子。

（な し）
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●委員長（佐藤委員） ５款１項１目予備費。ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 415ページから417ページまでは給与費明細書でございます。

（な し）

●委員長（佐藤委員） なければ、以上で歳出を終わります。

次に、11ページの第２条、地方債については、13ページの第２表、地方債と、418ペー

ジの地方債に関する調書となります。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 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ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

●委員長（佐藤委員） 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（佐藤委員） 次に、議案第４号 平成25年度厚岸町下水道事業特別会計予算を

議題といたします。

14ページ、第１条の歳入歳出予算でございます。419ページは事項別明細書です。

420ページの歳入から進めてまいります。

420ページ、歳入。

１款分担金及び負担金、１項負担金、１目下水道費負担金。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目下水道使用料。

（な し）
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●委員長（佐藤委員） ２項手数料、１目下水道手数料。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目下水道費国庫補助金。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ５款繰入金、１項１目一般会計繰入金。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ６款諸収入、１項延滞金及び過料、１目延滞金。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２項１目雑入。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ７款１項町債、１目下水道債。ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） なければ、以上で歳入を終わります。

422ページ、歳出に入ります。

１款下水道費、１項下水道管理費、１目一般管理費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２目管渠管理費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ３目処理場管理費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ４目普及促進費。
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（な し）

●委員長（佐藤委員） ２項下水道事業費、１目公共下水道事業費。

10番、谷口委員。

●谷口委員 ここでお尋ねしたいんですが、今年度は光栄地区、それから宮園の汚水幹線

をやるということになっていますよね。それで、この実施計画では31年度までというふ

うになっていますけれども、今後、これは下水道事業はどこまでいくのか。

それと、この実施計画の中に、合併浄化槽に対する補助を26年度から実施しようとい

うことで掲載されていますよね。これはどの地域を対象として合併浄化槽の普及促進を

進めようとしているのか、これについてお聞かせください。

●委員長（佐藤委員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） まず、下水道事業の計画のめどでございます。実施計画には31

年度までという 初の全体計画、位置づけられておりますが、下水道事業につきまして

は、全体計画のうち、およそ５年から６年の計画で区切りながら進めてきておりまして、

現在は第５次の認可、区切りの計画、これが28年度までございます。ですから、全体計

画の中では門静まで実は区域としては入っています。現在、28年度までの整備計画では、

光栄地区までと。その先については、ですから遅くとも27年度中に、その次をどのよう

にしていくかということをまとめてまいりたいと考えております。 終的に門静まで行

くのかどうか、そのときには判断してまいりたいと思います。

それとあわせて、下水道以外の部分、先般の議会でも合併処理浄化槽を進めていきた

いということを申し上げました。具体的などこからというのは、竹田議員の一般質問の

中でもお答えしまして、どこがより効果的かというと、やはり沿岸部、下水道以外の地

区で沿岸部から進めるのが効果的であろうという一定の判断はございますが、その辺に

つきましても、26年度実施前、ですから25年度、制度設計をする中で見きわめていきた

いと考えております。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 28年度までに光栄を終わらせるということになれば、大体市街地と言われる

ところは、奔渡の奧から太田、光栄までは大体終わるというふうに理解していいんです

か。それとも、まだどこかは残ってしまうということなんでしょうか。

それから、合併浄化槽については、これは単独というか、個々設置したものにだけ補

助をしていこうというようなものなんでしょうか。例えば太田なら太田の一定の地域が

ありますよね。太田の市街地と言ったらいいのかどうかわかりませんけれども、学校だ

とか農協だとか、いろいろ住宅がある程度は集中しているようなところも、例えば個人

個人に、もし太田が対象になった場合には、１戸ごとに合併浄化槽の設置をすれば補助
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しようと。あるいは何戸かまとまって大きい合併浄化槽をつくって運営をしていこうか

とか、そのあたりはどういうふうに考えているんでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） まず、下水道の関係です。光栄地区については、25、26、27、

３カ年で整備を終わらせたいと考えております。その先、実はほとんど市街地区と言わ

れる部分はそれで終わりますが、あとは一部、湖南地区も、若竹、湾月の一部、漁港施

設に近接する地区がまだ手がつけられておりません。あと、白浜地区も、特養ホーム、

あちらに道道から縦に行くところがまだ残ります。ですから、それらが28年度まで、そ

れらもあわせて整備を図っていきたいと考えております。

合併処理浄化槽につきましては、今想定しているのは、あくまで個人の住宅に対する

助成制度ということで、複数戸数が共同して設置すると、大きなものになると思います。

現段階ではそこまで考えておりませんでした。というのも、参考にして考えておるのは、

先行してやっております浜中と釧路市の制度を参考にしながら計画を進めていきたいな

と思っておりまして、いずれも個人の住宅で、５人槽、いわゆる普通のご家庭で５人使

うという５人槽という区分があります。それから、浜中ではそれ以上のものは７人槽程

度。釧路市では10人以下の規模というような決め方もしております。ですから、それ以

上のものは現時点では考えておりませんでしたが、今後、それこそ制度を詰める中で、

利用していただかなければ意味がありませんので、どのような制度にしたら利用してい

ただけるかも含めて検討させていただきたいと思います。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 大体わかりました。

合併浄化槽については、これは事業によっては補助制度なんかも活用できるのもあり

ますよね。そのあたりは十分活用しながら進めていただきたいなというふうに思うんで

すけれども、どうなんでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） もちろん、町が皆さんに助成するというこの制度は、国の補助

制度を活用した事業を考えてございます。

●委員長（佐藤委員） １目、他にございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） なければ進みます。

３款１項公債費、１目元金。
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（な し）

●委員長（佐藤委員） ２目利子。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ４款１項１目予備費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 432ページから434ページまでは給与費明細書です。ございません

か。

（な し）

●委員長（佐藤委員） なければ、以上で歳出を終わります。

次に、14ページに戻り、第２条、債務負担行為については、16ページ、第２表、債務

負担行為と、435ページの債務負担行為に関する調書になってございます。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 再び14ページ、第３条、地方債については、17ページの第３表、

地方債と、436ページの地方債に関する調書となります。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 総体的にございませんでしょうか。

12番、室﨑委員。

●室﨑委員 下水道事業だけの問題でないといえばそれまでなんですが、消費税に関しま

して、還付と徴収の間で率の違いが出る矛盾というのがありましたですね。これについ

ては議会でも一度ならず議論したことがあるんですが、これについて何か新しい動きが

出たというふうに聞いていますので、説明をしてください。

●委員長（佐藤委員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） 下水道事業のみならず、地方公共団体の地方公営事業の特定収

入に係る消費税の取り扱いについてということで、特に下水道は建設事業費が大きいと

いうことから、通常、消費税は還付になるということで、ご質問者、さきの一般質問で
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もお尋ねをいただいて、矛盾点についてご説明をさせていただきました。

この点につきまして、実は今般の消費税法の改正で、26年度から８％、その次の年、10

％という法律の一部改正が４月１日からなったということにあわせて、実は官報に一部

改正の法律が載ったんですけれども、その点について、実はこの問題について、早くか

らこの矛盾点を指摘されて、町と一緒に是正について取り組まれてきた町内の税理士、

税理士事務所から情報をいただきまして、附則の部分で、この特定収入に係る消費税の

取り扱いが是正される経過措置が盛り込まれているということのご連絡をいただきまし

た。早速官報を見ました。なお、さらに税理士事務所においては、独自のルートを通じ

て、北海道税理士会等にもその旨確認して、実は26年度の税制改正の意見書、これにも

盛り込んでおりましたが、その中から取り下げるということで、これまで矛盾していた

点が是正される見通しは間違いないという情報をいただきました。

私どもも独自にというか、それを検証すべく、消費税法の改正の附則部分について検

証させていただきましたが、これまで起債の借入時と償還する際に税率が違う場合は、

それぞれの率で計算されまして、借りるときは、例えば３％で借りた場合は３％で計算

されて、今度、返すときには５％で計算されるということは、それだけ税が多くかかる

という、この矛盾点が、旧税率で計算するというような経過措置が盛り込まれたという

ことが確認できましたので、私どもも実は26年度の主要懸案事項で再び町村会を通じて

意見を出す手はずでおりましたけれども、これは取り下げることといたしました。

雑駁でございますが、そのようなことでございます。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 そうしますと、８％に税率が変わったときから、その規定は適用されるんで

すね。そうすると、いつからということになりますかね。

●委員長（佐藤委員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） 新しい政令が26年４月１日に施行されるということで、消費税

率が８％なにったときからということでございまして、それ以前のものについて、還付

とかそういうものは発生しませんが、消費税率が８％になったときから、特定収入にか

かる計算、旧税率を適用するということでございます。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 まだ８％にいつなるかというのが明確に決まったわけではないということで

すね。

それで、これが25年度なり26年度なりにそういうふうになった場合、この規定が適用

されますと、下水道事業費でどのぐらい負担が軽減されるんでしょうか、額にして。

●委員長（佐藤委員） 水道課長。
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●水道課長（常谷課長） 以前にもこの矛盾点について試算を行った中で、その時点では、22

年度までに借り入れた起債の残額で試算させていただいておりまして、税率が変わると

その時点で想定されました26年度から、返済が終わるのが52年まで、27年間で計算しま

すと、5,200万円多く課税されると。年間にすると190万円ほどということですが、積み

重なると5,000万円以上の影響が出るということで、これが軽減されるといいますか、そ

ういうことでございます。

●委員長（佐藤委員） 他にございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 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ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

●委員長（佐藤委員） 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（佐藤委員） 次に、議案第５号 平成25年度厚岸町介護保険特別会計予算を議

題といたします。

18ページ、第１条の歳入歳出予算。429ページは事項別明細書でございます。

439ページの歳入から進めてまいります。

１款保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者介護保険料。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２款分担金及び負担金、１項負担金、１目地域支援事業負担金。

10番谷口委員。

●谷口委員 この配食サービスなんですが、これは何人ぐらい利用されているんですか。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） 昨年の４月で４人であったところが、現在は３人という状

況でございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。
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●谷口委員 これ、予算もそうすると３人の予算なんですか。

●委員長（佐藤委員） 休憩します。

午後４時43分休憩

午後４時49分再開

●委員長（佐藤委員） 再開いたします。

保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） 大変申しわけございません、時間をとらせてしまいました。

私、先ほど４人から３人という、まず、説明をしてしまったもんですから、さて予算

上、何人かなというふうにふと思ったときに、ちょっと困ったわけでございまして、ま

ず４人から３人というのは実質の人数でございます。予算の見方としては、毎日１人か

ら２人を12カ月見たと、そういった内容でございます。

実態は、配食サービス、１人の方が毎日利用するものではないですよね。週１回だと

か週２回だとか、そのような利用をされているんですけれども、実際の人数は現在３人

なんですけれども、予算上は、毎日１人から２人利用できるように確保させていただい

ているという内容でございます。失礼いたしました。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 そうしたら、昨年は２人から３人ということなんですか、１人から２人でな

くて。去年、21万円ですよね。ことし17万6,000円と、そこがわかんない。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） 実は今度、１カ月35食というふうに今回見たんですけれど

も、それをもうちょっと、40食くらい見ていたという計算になります。

●委員長（佐藤委員） よろしいですか。

他にございませんか、１目。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金。

（な し）
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●委員長（佐藤委員） ２項国庫負担金、１目財政調整交付金。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ７目地域支援事業交付金。ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２目地域支援事業支援交付金。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ５款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２項道補助金、３目地域支援事業交付金。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ３項委託金、１目総務費委託金。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ４項財政安定化基金支出金、１目財政安定化基金交付金。ござい

ませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ６款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ７款繰入金、１項、１目一般会計繰入金。
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（な し）

●委員長（佐藤委員） ２項基金繰入金、１目介護給付費準備基金繰入金。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ９款諸収入、１項延滞金及び過料、１目第１号被保険者延滞金。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２目過料。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２項雑入、１目第１号被保険者第三者納付金。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２目第１号被保険者返納金。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ３目雑入。ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） なければ、歳出に入ります。

443ページになります。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２項徴収費、１目賦課徴収費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ３項介護認定審査会費、１目介護認定審査会費。

（な し）
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●委員長（佐藤委員） ２目認定調査等費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ６項１目地域密着型サービス運営委員会費。ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービ

ス給付費。

10番、谷口委員。

●谷口委員 居宅介護サービスなんですけれども、これはヘルパー事業ですよね。ちょっ

と確認なんですけれども。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） ここでは１目が居宅介護サービス給付費に対しまして、２

目が施設介護サービス給付費ということで、介護保険制度、大きく居宅と施設となって

おりまして、施設以外のもので、今おっしゃられた訪問介護、それからデイサービス、

訪問リハビリ、訪問通所、いわゆる施設介護サービス以外のものがこの居宅サービスと

いうことになります。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 制度、若干変わりまして、ホームヘルプというか、そちらが、以前より時間

を短く区切って使わなければならなくなったということで、非常に制度としても使いづ

らいし、あるいはヘルパーをやっている方も、非常に短時間のうちに仕事を済ませて次

の家へ移っていくと。あるいは、また戻ってきて30分、あるいは45分をやっていくと、

非常に細かく区切られるようになったということで、非常に大変な思いをしているよう

に聞いているんですけれども、今、厚岸町でホームヘルパーをやる人は潤沢に人材を事

業所では確保できているんでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） 介護保険制度において、今回、平成24年度から第５期の介

護保険事業計画に入ったということで、１期から５期にわたる間で、３年ごとに介護報

酬が見直されてきたということで、第５期、つまり昨年の４月から、訪問介護において、

これまでの60分であったのが45分だとか、そういうふうに時間の短縮の報酬設定をされ

たということであります。
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これはそもそも全ての方がそうではありませんけれども、つまり今まで44分でできて

いたものも60分の報酬単価であったとか、こういったことが、いわゆる介護保険制度の

改正の趣旨であります。

ただ、今回、短縮されたことによって、今まで59分でやっていたものを44分でやらな

ければならないかというと、そうではなくて、それはきちっとしたケアプランに基づい

て適正な報酬単価は当然請求できるわけであります。

問題は、一般的に45分未満のサービスになってしまうと、介護従事者の賃金に影響す

るということであります。利用者にも、中にはサービスを受けられたのが、３時間短縮

されてサービスを受けられなくなったという、そういった声は全国的に見ると聞こえま

すけれども、厚岸町内では特に大きな意見にはないというふうに私もケアマネージャー

から聞いているんですけれども、全くないとは言えないんだと思います。

時間短縮された分、その分に、介護従事者、いわゆるヘルパーの給与に影響が出ると

いうことであります。ですから、派遣された積み重ね、ほとんどが時間給という対応を

とっているのが多いものでございますから、１日の派遣回数によっては、月額にすると

報酬減になっているんだという現実は実は聞いております。

ただ、訪問介護の確保の件ですけれども、このことによって訪問介護員がなり手がな

くなったとか、そういった現象はまだ起きているという状況は私のほうではまだ聞いて

いない状況でございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 ただ、結果的に１時間が45分に短縮されたということで、無駄な時間があっ

たから削ったみたいに聞こえますけれども、実際、ヘルパーの方がそれぞれの居宅に伺っ

て、ヘルパーとしての仕事をやりながら、それを受けている人の健康状態だとか、ある

いはこの人がどんなことをさらにお願いしたいと思っているのかとか、そういう話し合

いみたいなのができたのが、結果的に時間短縮によってそういう時間が削られてしまう

というような事態に今なっているんですよね。そのあたりでいえば、やはり介護が非常

に手厚いものでなければならないものが、機械的な仕事で終わってしまって、人間的に

お互いのコミュニケーションが上手にとれるような仕組みでだんだんなくなってきてい

るというふうに聞いているんですけれども、そういう点では改善を要望していくという

ようなことができないものなのか、そのあたりはどういうふうに考えているのか、お伺

いをいたします。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） この介護保険制度、平成12年からスタートして、特に訪問

介護、いわゆるホームヘルパーを派遣する事業においては、これまで、例えば窓を拭く

だとか、必要のない部屋を掃除するだとか、本来、介護報酬に算定されていないことま

でも実は知らないうちにやってきているだとか、そういうことがときを経て現在に至っ

て、要は介護報酬に含まれていないところはサービスをできないんだということで整理
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をしてきて、現在の介護報酬単価に至っております。

今、ご質問者が言われた、ホームヘルパーとのお話し合い、話をすることで安心でき

る、もちろん私もあるんだろうと思います。ただ、介護報酬上、その仕組みについては、

介護支援専門員が適切なケアプランをつくる上で自宅に訪問して、そういった適切な介

護サービスができるように、サービス事業者へケアプランを提出することになっていま

す。ですから、本来、そういった個々に話し合いの状況、すぐ理解してくれる方や、普

通の人は１分で話すところが、おばあちゃんはちょっと５分だとか10分かかってしまう、

それまでは実は介護報酬では現在見ていないということなんですね。ですから、それが

本来、そもそも設立当時からそうであったんですね。それが、余りそういったところが

大きな問題とされない中で、この13年間来ている部分はあるんですけれども、そういっ

たこともあって、今回、そういった時間短縮、こういったことも行われた背景にあるん

だろうなというふうに思っております。

そこで、国に対する要望の件でございますけれども、介護保険制度として本当に利用

しやすい制度となるように、私ども、そこは改めて勉強し、必要な機関等へご相談を申

し上げていきたいなというふうに思います。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 この間、テレビを見ていましたら、新幹線を１両、１人で何分でやるかとい

うようなことをやっていましたけれども、それとヘルパー事業は違うと思うんですよね。

掃除屋さんだとか、あるいはおかずのつくり屋さんだとか、そういうのでなくて、介護

保険ですから、やはり血の通ったというか、そういう温かみのある仕事を提供するとい

うのが介護保険の趣旨ではないのかなというふうに思うんです。そうすると、やはりヘ

ルパーの方と、あるいは介護サービスを受ける方のコミュニケーションもある程度とれ

るようにしなければならないと思うんです。課長のように上手にしゃべれる人と、私の

ようにようやくしゃべるのとでは大分違うんですよ。そのあたりも、やっぱり本当はあ

と二つ言いたかったんだけれども、結果的に話が上手にできなくて伝えることができな

かったということにならないようにしなければならないと思うんですよね。訪問介護の

中で、そういう、この人は大丈夫だなとか、あるいはこういうことがあるから伝えてお

かなきゃというようなことをやっぱり見てとれるような介護のサービスというか、そう

いうものを行うようにしなければ、いやいや、時間どおりやって、時間どおりできまし

たから、それはそれでいいんですというのでは、初めに言った汽車の掃除と同じになっ

てしまうと思うんですよね。あれも見ていたら、本当に拭いているのかなというような

ところもあるんですけれども、そういうことはやっぱりこの介護保険とはなじまないの

ではないのかなというふうに私は思うんですが、いかがでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） 私ども担当者の大変厳しいご指摘かなというふうに思いま

す。
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私、先ほどケアマネージャー等から、あるいは利用者からそういう声は聞こえてこな

いというふうなことを申し上げたんですけれども、再度改めて、個々の状況がどうなっ

ているのか、把握に努め、必要な対策を検討したいと思います。

●委員長（佐藤委員） 他に、１目、ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２目施設介護サービス給付費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ３目居宅介護福祉用具購入費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ４目居宅介護住宅改修費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ５目居宅介護サービス計画費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ６目審査支払手数料。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２項１目高額介護サービス費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ３項１目高額医療合算介護サービス費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２款保険給付費、４項特定入所者介護サービス等費、１目特定入

所者介護サービス費。

（な し）
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●委員長（佐藤委員） ４款地域支援事業費、１項介護予防事業費、３目一次予防事業費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ４目二次予防事業費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 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。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２目任意事業費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ５款１項１目介護給付費準備基金費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ７款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目第１号被保険者介護

保険料還付金。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２目償還金。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ８款１項１目予備費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 459ページから462ページまでは給与費明細書です。ございません

か。

（な し）

●委員長（佐藤委員） なければ、以上で歳出を終わります。
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総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 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ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

●委員長（佐藤委員） 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（佐藤委員） 次に、議案第６号 平成25年度厚岸町介護サービス事業特別会計

予算を議題といたします。

21ページ、第１条の歳入歳出予算。463ページは事項別明細書でございます。

464ページの歳入から進めてまいります。

１款サービス収入、１項介護給付費収入、１目居宅介護サービス費収入。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２目施設介護サービス費収入。

３番、石澤委員。

●石澤委員 このサービス費の集め方なんですけれども、それぞれの施設にお金を持って

納めるということになっているんでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 特老ホーム施設長。

●特老ホーム施設長（高橋施設長） 申しわけありません、ちょっと聞こえにくかったの

で、もう一度よろしいでしょうか。

●委員長（佐藤委員） ３番、石澤委員。

●石澤委員 利用料の支払いを、直接その施設に行って支払うことになっているのか、そ

れとも、申しわけない、通帳からの引き落としなんかも可能なのか、その辺、どうなん

でしょうか。

●委員長（佐藤委員） 特老ホーム施設長。
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●特老ホーム施設長（高橋施設長） お答えいたします。

直接金融機関のほうへ行って支払う形になっております。

●委員長（佐藤委員） ３番、石澤委員。

●石澤委員 ほかの民間の院なんかでは、施設支払いを引き落としすることも可能だとい

う、どうしても行けない場合は可能ということがあるみたいなんですけれども、町の場

合はそういうことはできないんでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 休憩します。

午後５時11分休憩

午後５時13分再開

●委員長（佐藤委員） 再開いたします。

特老ホーム施設長。

●特老ホーム施設長（高橋施設長） お時間をとらせて申しわけございません。

法的には可能ですけれども、毎月料金が違うものですから、そのような形では今やっ

ていないということになります。

入所者につきましては、施設で預かっておりますお金の中から支払っていただいてお

ります。

●委員長（佐藤委員） ３番、石澤委員。

●石澤委員 そういう希望の方も結構いるみたいなんですよ。自分が車がなかったりした

こともあるんでしょうけれども、できればそういうことを検討していただきたいなとい

うのがあったものですから聞いたんですけれども、いかがでしょう。

●委員長（佐藤委員） 特老ホーム施設長。

●特老ホーム施設長（高橋施設長） 今お尋ねの部分につきましては、自己負担の支払い

なんですけれども、先ほど申しましたとおり、毎月料金が違うものですから、定額で引

き落としになりませんので、技術的にちょっと難しいかなと思います。

●委員長（佐藤委員） 他に、２目、ございませんか。

（な し）
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●委員長（佐藤委員） 進みます。

２項予防給付費収入、１目居宅支援サービス費収入。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ３項１目自己負担金収入。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ５項自立支援給付費収入、１目障害者短期入所介護給付費収入。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ６款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ７款１項寄附金、１目サービス事業費寄附金。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ８款繰入金、１項１目一般会計繰入金。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ９款諸収入、１項１目雑入。ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） なければ、以上で歳入を終わります。

468ページ、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。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ３目訪問入浴介護サービス事業費。

（な し）
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●委員長（佐藤委員） ４目短期入所生活介護サービス事業費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ７目包括的支援事業費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ８目障害者介護給付事業費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２項施設サービス事業費、１目施設介護サービス事業費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２款１項１目予備費。ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 486ページから488ページまでは給与費明細書であります。ござい

ませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 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）

●委員長（佐藤委員） 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ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

●委員長（佐藤委員） 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（佐藤委員） 次に、議案第７号 平成25年度厚岸町後期高齢者医療特別会計予
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算を議題といたします。

23ページ、第１条の歳入歳出予算。489ページは事項別明細書でございます。

490ページの歳入から進めてまいります。

１款１項後期高齢者医療保険料、１目特別徴収保険料。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２目普通徴収保険料。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ３款繰入金、１項１目一般会計繰入金。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ５款諸収入、１項延滞金及び過料、１目延滞金。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２目過料。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ４項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２目還付加算金。ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） なければ、以上で歳入を終わります。

492ページ、歳出に入ります。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２項１目徴収費。

（な し）
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●委員長（佐藤委員） ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ４款１項１目予備費。ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 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）

●委員長（佐藤委員） 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ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

●委員長（佐藤委員） 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（佐藤委員） 次に、議案第８号 平成25年度厚岸町介護老人保健施設事業特別

会計予算を議題といたします。

25ページ、第１条の歳入歳出予算。496ページは事項別明細書でございます。

497ページの歳入から進めてまいります。

１款サービス収入、１項介護給付費収入、１目施設介護サービス費収入。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２項１目自己負担金収入。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ９款諸収入、１項１目雑入。ございませんか。
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（な し）

●委員長（佐藤委員） なければ、以上で歳入を終わります。

次に、499ページ、歳出に入ります。

１款サービス事業費、１項施設サービス事業費、１目施設介護サービス事業費。ござ

いませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２款１項１目予備費。ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 503ページから505ページまでは給与費明細書であります。ござい

ませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 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）

●委員長（佐藤委員） 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定するにご異議ございません

か。

（「異議なし」の声あり）

●委員長（佐藤委員） 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（佐藤委員） 次に、議案第９号 平成25年度厚岸町水道事業会計予算を議題と

いたします。

１ページ、第２条、業務の予定量でございます。

11ページをお開きいただきたいと思います。収益的収入から進めてまいります。

１款水道事業収益、１項営業収益、１目給水収益。
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（な し）

●委員長（佐藤委員） ２目受託工事収益。ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２項営業外収益、１目受取利息及び配当金。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２目他会計補助金。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ３目消費税及び地方消費税還付金。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ４目雑収益。ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） なければ、以上で収益的収入を終わります。

次に、12ページ、収益的支出に入ります。

１款水道事業費用、１項営業費用、１目原水及び浄水費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２目配水及び給水費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ４目総係費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ５目減価償却費。

（な し）
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●委員長（佐藤委員） ６目資産減耗費。ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２項営業外費用、１目支払利息及び企業債取扱諸費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ３目消費税及び地方消費税。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ４項１目予備費。ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 以上で、収益的支出を終わります。

次に、１ページの第４条、資本的収入及び支出につきしては15ページからとなります。

初めに、資本的収入。

１款資本的収入、１項１目企業債。

10番、谷口委員。

●谷口委員 今回、企業債が見られているんですけれども、この事業の何割に対して企業

債を見ているのか。支出のほうで、２項のほうで国庫補助金があるんですけれども、配

水管、それから機器、設備、宮園配水池と、これは去年の４月だったと思いますけれど

も、耐震化に伴う補助率がありますよね。それで、布設後20年以上経過した塩化ビニー

ル管、あるいは鋳鉄管、コンクリート管、布設後30年以上経過したダクタイルの鋳鉄管、

こういうものに対して国庫補助金として３分の１を出すというようなことになっている

んですけれども、今回はその対象になっているものなんでしょうか、この企業債、それ

ぞれ見ているのは。

●委員長（佐藤委員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） 工事事業ごとに起債幾らというのは、ちょっと今、確認させて

いただきますが、見方として、16ページの資本的支出の、こちらにそれぞれ配水管布設

替え事業、それから機器等更新事業、設備改修事業、宮園配水池改築更新事業、このう

ち起債、いわゆる水道企業債として借り入れるのが企業債の目に計上している部分でご

ざいまして、起債の比率、借り入れる部分は100％借りることができます。

先ほど耐震化の率等というのは、国費の補助の関係だと思いますが、今回利用してい

るのは、宮園配水池に係る事業だけ、利用というのか、補助をいただく予定は宮園配水
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池改築更新事業に係る部分のみでございます。

水道事業の場合、いわゆる地方公営企業のうちでも、地方公営企業法適用事業の性格

上、原則、水道料金がまず財源だと。なかなか補助事業のメニューはあっても、実際に

申請の段階になりますと、いろいろな細かい補助対象経費の計算を行われまして、先般、

宮園配水池の事業の説明も申し上げましたが、実際、大まかには３分の１程度という国

の比率の言い方をしていながら、実際に計算をされますと、１割程度しかなかったとい

うことでございまして、老朽配水管につきましては、なかなかメニューに合致するもの

がないというのが実態でございます。

それと、宮園配水池の関係につきましては、ご質問者言われるように、基幹水道構造

物の耐震化について、３分の１というメニュー上の比率はございますが、先ほど私が申

し上げたとおり、実際にいろいろ申請段階で計算すると、実態は１割程度しかないとい

うことでございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 そうすると、ここに宮園配水池については１億1,610万円の企業債は、これは

そうすると国で３分の１補助しますよというから３分の２を見たんではなくて、10分の

９ぐらいをここで見ざるを得なかったというように理解すればいいんですか。

●委員長（佐藤委員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） おっしゃるとおりでございます。10分の９程度、企業債で賄う

という実態でございます。

●委員長（佐藤委員） 他に、１目、ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 進みます。

２項１目国庫補助金。ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） なければ、以上で資本的収入を終わります。

16ページ、資本的支出に入ります。

１款資本的支出、１項建設改良費、１目建設改良費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２目総係費。
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（な し）

●委員長（佐藤委員） ３目メーター設備費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ４目固定資産購入費。ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２項１目企業債償還金。ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） なければ、以上で資本的支出を終わります。

次に、２ページにお戻り願います。

第５条は継続費。

第６条は企業債。

第７条につきましては、予定支出の各項の経費の金額の流用でございます。

第８条につきましては、議会の議決を経なければ流用することのできない経費でござ

います。

第９条、他会計からの補助金でございます。

第10条は、棚卸資産購入限度額でございます。

６ページは資金計画となります。

７ページから９ページは給与費明細書であります。

17ページから21ページは予定貸借対照表と予定損益計算書になります。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 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定するにご異議ございません

か。

（「異議なし」の声あり）
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●委員長（佐藤委員） 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（佐藤委員） 次に、議案第10号 平成25年度厚岸町病院事業会計予算を議題と

いたします。

１ページ、第２条、業務の予定量であります。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 次に、第３条、収益的収入及び支出、11ページをお開きいただき

たいと思います。

11ページの収益的収入から進めてまいります。

１款病院事業収益、１項医業収益、１目入院収益。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２目外来収益。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ３目その他医業収益。ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２項医業外収益、１目受取利息及び配当金。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２目患者外給食収益。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ３目その他医業外収益。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ４目他会計補助金。

（な し）
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●委員長（佐藤委員） ５目負担金交付金。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ６目雑収益。ございませんか。

なければ、以上で収益的収入を終わります。

次に、収益的支出、12ページになります。

１款病院事業費用、１項医業費用、１目給与費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２目材料費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ３目経費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ４目減価償却費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ５目資産減耗費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ６目研究研修費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２項医業外費用、１目支払利息及び企業債取扱諸費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２目医療技術員確保対策費。

６番、堀委員。

●堀委員 平成25年度の病院全体での医療技術員の確保状況というか、不足状況、各それ
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ぞれで教えていただきたいと思います。

●委員長（佐藤委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 不足状況というお話ですが、病院には施設基準というもの

がございまして、その中で申し上げますと、医師については２名、ほかについては、施

設基準からいいますと満たしているということでございます。また、それを満たさなけ

れば、入院基本料ですとかさまざまな診療報酬が請求できないということになります。

●委員長（佐藤委員） ６番、堀委員。

●堀委員 そうすると、先生については満たさなくてもいいんだよと。それ以外のところ

については、今現在では基準は満たしている。

ただ、前回、私、決算委員会、12月の議会のときに、医療技術員の不足というものが

実際にはあるだろうといったような中で、答弁もあったと思うんですけれども、実際、

それじゃ、それらの確保といったものの状況というのは、今現在では満たされているか

ら、やっていないというふうに理解してよろしいんでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） まず 初の、医師の部分でございますけれども、全国各地

で医師不足ということで、基準上は６というのは、これは国が示した基準なんですけれ

ども、それに診療報酬がカットされる基準というのがありまして、これが医師数の７割

以上、６人に対して７割以上確保している場合については、もちろん指導は受けます。

早急にということで指導は受けますが、診療報酬上はカットされないと。指導の面では

大変厳しい指導は受けております。

医師確保対策ということで、先般の議会の中でというお話でしたけれども、実は施設

基準上は満たしていても、薬剤師について、これにつきましては、外来の処方が院外処

方になったということで、基準は相当低くなっていますので、これは基準内でおさまっ

ている状況にありますけれども、入院患者への指導、特に薬剤の飲み方ですとか何かが、

簡単に言いますと指導ですね、これが十分行えないという状況が心配されているところ

でありますけれども、入院患者については、定期処方で、突然出るものではありません

ので、きちんと定期処方の期日をドクターにも調整をした中で、出す日を決めてもらう

ということと、外来についてはほとんど院外処方で対応できておりますので、ただし、

指導という部分は十分には今後でき得ない状況もあるのかなというところで、今現在も

薬剤師２名、それからパート午後に１人ということで、補助員的に使わせていただいて

いますけれども、これをフルタイムで配置した中で、当面、確保できるまでは、何とか

それで、定期処方の時期ですとか曜日ですとか時間帯も調整した中で対応せざるを得な

いと。

確保対策ということですが、特に薬剤師のほうでは、急を要するということで、実は
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内部的にも２年前から動いてはいるんですけれども、なかなか厚岸町まで来ていただく

方が見つからないということで、医師同様、学校にももちろん問い合わせをしておりま

すし、それから、人材紹介会社、ここも使いまして、とにかく各方面、いろいろな関係

者に協力を得ながら、薬局には薬剤の関係の問屋さんも来ます。薬剤師の方がいるわけ

ですけれども、各道内の状況、例えばやめられる方ですとか、定年を迎える方ですとか、

そういった情報も得ながら、いろいろ探りは入れてはいるんですが、なかなか厚岸まで

来ていただく方がいまだにないというところではあります。

担当する薬剤師の人が、今までいる薬剤師の人が１人残るわけですけれども、十分そ

の辺の対応についても相談をさせてもらいながら、実は新卒者は、やはりたった２人し

かいない薬剤師ですので、できれば30歳から35歳くらいまでの中堅の、それなりにすぐ

業務に対応できるような方ということで希望しているんだという、部署の考え方もあり

ますもんですから、継続的に確保対策というのを進めながら、余り焦らずといいますか、

たった１人の交代者になりますので、部署と相談しながら、いい人材を探せればと考え

てはおります。

●委員長（佐藤委員） ６番、堀委員。

●堀委員 大体はわかったんですけれども、薬剤師のみならず、看護師だって、当然、足

りなくなれば大変な努力をして確保しなければならないし、先生は言うに及ばずなんで

すけれども、パートの方が、今までパートタイムだったのがフルタイムになるよと言っ

ているんですけれども、例えばこういう人の資格関係というのはどのようなもの、例え

ばよく薬局、今、ど忘れしましたけれども、そういう資格で薬局のほうで働く方の資格

というのがありますよね。そういうような方を持っている方を例えば入れるとかで軽減

できるとかというところはないんでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 実際に患者さんに処方をする、薬を出すという段階には、

必ず薬剤師でなければだめだということになりますので、あくまでもその下準備ですと

か事務系のいろいろなことをお手伝いして、今まで薬剤師２人がやっていたところを、

なるべく薬剤師本来の業務に当たれる時間を確保した中で、何とか見つかるまで対応し

たいなというふうに考えております。今は午後の部分のパートでしかありませんけれど

も、そこを朝からずっと事務を含めて、準備も含めて対応できるような形の臨時の職員

をあてがって、何とか見つかるまでちょっと踏ん張りたいなという考え方でおります。

看護部門についても厳しいということではありますが、今回、病棟転換を図りまして、

病棟が１単位になりました。３階と２階にありましたけれども、一つになりましたので、

同じ体制を今まで二つで維持しなければならなかったと、大変苦しい看護師事情があり

ましたけれども、そういった部分では、それも含めて、今回、転換ということもあった

んですけれども、ちょっと緩和されているかなと。そういう意味では、転換したことに

よって退職者不補充もかなうようになったかなという見方でおります。
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●委員長（佐藤委員） ２目、他にございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ３目雑損費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ４目消費税及び地方消費税。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ５目繰延勘定償却。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ３項１目予備費。ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） なければ、収益的支出を終わります。

次に、１ページの第４条は資本的収入及び支出でございます。

16ページの資本的収入から進めてまいります。

１款資本的収入、１項補助金、１目他会計補助金。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２目国庫補助金。ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） なければ、資本的収入を終わります。

資本的支出に入ります。

１款資本的支出、１項建設改良費、１目固定資産購入費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２項１目企業債償還金。ございませんか。
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（な し）

●委員長（佐藤委員） なければ、以上で資本的支出を終わります。

次に、２ページにお戻り願います。

第５条は一時借入金。

第６条は議会の議決を得なければ流用することのできない経費であります。

第７条は他会計からの補助金でございます。

第８条は棚卸資産購入限度額でございます。

第９条は重要な資産の取得及び処分でございます。

６ページは資金計画となります。

７ページから10ページは給与費の明細書でございます。

17ページから21ページにつきましては予定貸借対照表と予定損益計算書であります。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 総体的にございませんか。

12番、室﨑委員。

●室﨑委員 先にお願いしておいた資料、その１、その２と出していただきました。時間

も押してきていますので、簡単で結構ですから、まず説明をしてください。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） このようにＡ４のペーパーを２枚ご用意をさせていただい

ております。

上のほうについてご説明します。これは介護老人保健施設における第１号被保険者介

護保険料負担額ということで、65歳以上の方々にお支払いいただく介護保険料算定の基

礎とした数字でございます。

上段の平成24年度から25年度、26年度の３カ年の、これは第５期、現在の計画期間に

おける介護サービス費、厚岸町介護老人保健施設分であります。３カ年合計で２億4,125

万4,000円であります。

次の、国20％とございますのは、施設分が15％、プラス調整交付金が５％入っており

ます。なお、この調整交付金というのは、65歳以上の人口が占める割合等で各市町村違

いまして、厚岸町では例年、６％をちょっと超える金額が入ってまいります。ですから、

この20％のところは、21％入ってくるときに、その１％分は一番下の65歳以上の介護保

険料、ここから差し引くことになります。ちょっと細かな計算はしてございませんので、

大雑把、ざっくりとしております。北海道の持ち分17.5％、これはルール分でございま

す。厚岸町12.5％も、これはルール分。いずれも介護サービス費、24年度の場合は8,168

万円、この金額にそれぞれ20％、17.5％、12.5％を掛けております。

さらに下、第２号保険者というのは、社会保険の加入者で、保険者が支払うべき金額
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であります。

その下が65歳以上の介護保険料で、３カ年合計で5,066万3,340円、これをざっくりと

年額、月額に算定しておりましたが、真ん中の四角の計算が、１年間およそ3,160人、さ

らに３年で割るということであります。そうすると、 初にこの答えが出るのが、一番

下、5,344円となります。これを月額に戻しますと445円。つまり厚岸町介護老人保健施

設、この３カ年の事業費相当分に係る保険料負担額を算定したところでございます。

以上でございます。

●委員長（佐藤委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 私のほうからは、２枚目の資料その２の部分で簡単に内容

を説明させていただきたいと思います。

この表の構成ですが、一番左欄が病院会計分、中間が介護老人保健施設特別会計、一

番右側の欄がそれを合わせた形で、23年度と比較した場合、どうなったかという形で表

をつくらせていただいております。

質問者の資料要求時に、補正予算時からの質問の話を受けての、随分補助金が減って

いるではないかという話の、その説明が必要だなというふうに感じましたので、一般会

計補助金を一番下の欄に抜き出しして、今回どうなったのかということを説明させてい

ただきます。

一番左側が病院会計で、23年度は2,341万4,000円の赤字決算でした。これに対して、

今回、 終予算、これは税込みのままになりますので、若干決算時点ではまた相当額が

動きますが、プラスマイナスゼロ予算でありますので、差し引き、改善という考え方で

見ますと、2,341万4,000円が改善したと。

これに対して、一般会計の補助金の状況はどうかと申しますと、その下です。一覧を

つけ加えさせていただきました。これはあくまでも収益的収入の補助金ではなくて、一

般会計補助金という全部ですので、若干そこに差異があります。わかりやすく補助金と

か決算書とか予算書とか、つき合わせが楽なように、全体でお話をさせていただいてい

ます。それが3,961万2,000円の減少につながったということです。

そこから、23年度の決算から介護老人保健施設にどういうふうに予算が動いたのかと

いうことは、真ん中の欄です。介護サービス収入と自己負担金が主な収入ですが、これ

で6,909万円、それに対して支出は同じ額で、ほとんど人件費に当てられる形で、病院で

の転換に伴う人件費がこちらに移動したという形で、プラスマイナスゼロ予算を今のと

ころは組んだと。

終的に、では病院から転換してどうなったかといいますと、病院の分がそのまま来

ることにはなるんですが、診療収入が介護サービス関係の収入よりも減りまして、2,890

万円ほど会計全体では減少したと。ただし、転換した部分の人件費を主とする5,200万円

くらいの経費が削減された。それによって、全く病院の数字が同じく移動するわけです

けれども、全体で、その下、病床再編及び経費見直しによる収支改善額ということで、23

年度は赤字でしたので、今回はプラスマイナスゼロ、しかも補助金が3,961万2,000円減

少するだろうという見込みの中では、6,300万円くらいの収支が改善すると。ただし、こ
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れが全額補助金が減額になったということではなくてという部分の、これで補正予算の

中の説明の部分を若干補えるかなというふうに思います。

もう一つ、その裏側といいますか、病床削減によって減少になる財源といいますか、

交付税があります。実は3,870万円余りの交付税が減ります。じゃ、それほど大した効果

ではないんではないかという見方もあるかもしれませんが、もしこれをやらなければ、23

年度の５億4,000万円程度の補助金がそのまま移行していく、町財政の財政負担になると。

このうち、国からも来ておりますけれども、それが改善できないであろうと、推計の中

では何とかこういう数字に転換できるという考え方でおります。

この削減をやらなかった場合でも、恐らく国は病床利用率の悪い病院には交付税削減

が今、来るだろうというふうに言われておりますので、転換のできるうちに、早い転換

策をとったという、それは全体の表の説明には関係ありませんけれども、そういう内容

であります。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 ペナルティだの何だのいろいろありまして、諸般の事情から、とにかく早い

ところ病院の経営改善はしなきゃならないということで、これをやりましたということ

が 後の説明ですよね。

それで、病院会計を見ますと、約4,000万円改善されたというふうに、簡単にいうと言

えるかと思うんです。それは一般会計からの補助金で見ますと4,000万円。それだけ大き

な赤字を出して補てんしなければならなかった分が少なくて済むようになったという意

味で、町のいわば背負っている荷物は、そこの部分だけ見ると4,000万円軽くなったとい

うことですよね。

ところが、交付税で額面3,877万6,000円ですか、８掛けでいうと3,200万円ぐらいでしょ

う。そのぐらいが実額で減ってくると。そうすると、4,000万円と3,000万円、1,000万円

ぐらいの差額になるかなと、大雑把に言って、見えますね。

今度、介護保険のほうで見るというと、厚岸町の負担する部分が、介護老人保健施設

をつくることによって、年に1,000万円ぐらいふえるということになりますね。そうする

と、このベースで見ていく限りは、厚岸町の荷物は、場所が変わっただけであって、全

体で見るというとほとんど変わっていないということも言えるわけですよね。

それから、今度、介護保険というほうにいわば変わりましたので、その変わった部分

でいいますと、町については軽くなった分と重くなった分とを足すとほとんどゼロになっ

てしまう。そのほかに、町民の負担というものは2,300万円プラス1,700万円、4,000万円

ぐらいふえたというふうに考えればよろしいんでしょうか。いいの悪いのではありませ

ん。数字の問題です。

●委員長（佐藤委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 転換する時点で、増収増益を図るという意味合いは少し置

きまして、病床の効率化も含めて、病院の施設をどう動かしていくかということにより
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重点を置いたということですので、プラスマイナスゼロでないかという見方はもちろん

ありますけれども、我々としては、違ったサービスを展開して、高齢者施設として違う

サービスを提供することによる厚岸に対するサービス提供という面では、大変意義があっ

たかなとは思いますけれども、収支的にはおっしゃるとおりだと思っております。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 その話はこれから聞こうと思ったんですが、非常に賢明な担当者は、その意

義というものを非常に先に言ってくださったので、質問するほうはちょっと難しくなっ

てきたんですが、聞こうと思っていたことの先取りされたもんですから。

まず私が言いたいのは、こういう問題のときに、どうしても病院会計だけで話をした

くなるんですよ。そうすると、こういうことをやりますと、病院会計はこれだけ健全化

しましたというところだけが強調されるおそれがあるんです。でも今は、財政健全化法

ですか、それで連結決算というものになってきましたね。そうすると、厚岸町全体でど

れだけ荷物が減ったか、増えたか、赤か黒か、あるいは、今度の介護保険のようなもの

になると、厚岸町の会計だけじゃなくて、町民が負わなければならない負担、そういう

ものも全部一緒にしてまず数字を出しておくべきだというふうに思います。その上で、

なおかつ、しかしこれをやることによってこれだけの効果があるんだということを言う

べきだと、そういうふうに思うんです。それで今、こういうものをあえて出していただ

いたわけです。

ですから、今度これから町民に対してもいろいろな形で町立病院の会計というものに

ついても、もちろん介護保険についてもですが、いろいろな機会に説明をしていかなけ

ればならない場合があると思うんですが、ここでどういうことがあったのかということ

は全体を言うべきであって、単に町立病院の、ここでも二つになりますよね。病院会計

と介護老人保健施設会計、これだけを出して、赤だ、黒だという話だけでは実はできな

いんだということは、やはりこれは明記すべきだと思いますが、まずその点はいかがで

しょう。

●委員長（佐藤委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 確かに質問者おっしゃいますように、病院だけを見ますと、

それなりの効果が出ているようには見えますけれども、おっしゃいますように、町全体

ではどうかという話になりますと、プラスマイナス、それほどでもないという話も、私

はわかってはいたつもりですけれども、今回、こういうふうな形で資料提供させていた

だいて、なおかつ介護保険の関係も示させていただきましたので、その辺も含めて、今

後、町の皆様にも、その関係がわるかような話も何かの機会にしていきたいなと思いま

すし、町民負担という部分も、町民負担はこういうふうな形で変わるけれども、サービ

スとしてはこういうものが増すといった説明もあわせて行っていく必要があるというふ

うにも思います。
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●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 町の負担としてはほとんど、大雑把に、大づかみに言うと、余り変わりはな

い。増えた分としては、約4,000万円、町民の負担が年間にふえたということも事実だと

いうことはやはり押さえるべきだと思う。

その上で、なおかつそれをやらなければならなかった理由と、それから、それをやる

ことによって町立病院がこの地域での医療活動が充実するんだということをやはりきち

んと言うべきだと思うんです。

それで、１回目のときに答弁で触れていらっしゃいましたけれども、この介護老人保

健施設を別につくることによって、やはり町立病院としては、今までできなかったよう

な新たな医療事業の展開も行っていくわけですよね。その点について、時間もないので、

ごく簡略に説明をしてくれませんか。

●委員長（佐藤委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 4,000万円の負担が増えた、それそのものが増えたという認

識はちょっと私どもは持っておりません。といいますのは、これをもしやらなかったと

した場合は、逆にもっと町民の負担が増えて、医療施設のスリム化も図れませんでした

し、高齢者支援というのもかなわなかったかなというふうに考えておりまして、それを

今回やれたということと、介護施設、これは特老の施設の待機者も含めて、医療と特老

施設の狭間を補えるというような介護施設ですので、そういった意味では、ニーズに十

分応えられる施設でありますし、元気な方を中心とした介護施設としては、厚岸町で初

めてということですので、そういった役割をこれから十分担っていければなというふう

には思っております。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 まず、この4,000万円というのをどういうふうに見るかという点ですが、ここ

で一見増えているように見えるけれども、実はふえていないんですよというのであれば、

それはやはり数字をもってきちんと説得できるようなものを出していただきたい。これ

は今でなくて結構です。この後、また機会を得て、いろいろとご説明をいただきたいと

思います。そうであることを祈っていますから。

それから、今、町立病院が新しい、いわばこの地域のニーズに合わせた事業の展開が

できるようになったんだというお話がありましたので、これについてもやはりきちんと

町民に説明をする、そういうものも今後とも一層続けていきたいし、また、そういう役

割をどんどん果たしていく病院であってほしいと切に願っておりますので、よろしくお

願いしたい。

●委員長（佐藤委員） 病院事務長。
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●病院事務長（土肥事務長） 時間もありませんので簡単に。今までは医療の部分を大き

く取り扱ってきた病院ですけれども、今後は、やはり高齢者の福祉の部分を含めた地域

の医療と福祉を担えるような病院、医療機関としての役割を今後も果たしていきたいと

考えております。

●委員長（佐藤委員） ５番、中川委員。

●中川委員 ここで町立病院の開設者であります町長にご質問させていただきます。

私の記憶は、この定例会が始まった２日目の７日の日でなかったかなと思っています

けれども、もし間違っていたらご指摘いただきたいんですけれども、議会で町長から、

病院の医師を１人連れてきたと、皆さんのお世話で、そうだったですよね。違いました

ですか。違いますか。（発言する者あり）あ、そうですか。違いましたですか。そして、

外科は、事務長を連れて北大まで行きましたけれども、可能性は薄かったという話、町

長、していませんでしたか。（発言する者あり）失礼しました。済みません。そうしたら

私、夢見たんだな。済みません。（発言する者あり）いえいえ、町長が答弁しませんでし

たかと。していませんね。そうしたら私の記憶違いですね。（発言する者あり）南谷さん

の質問に答えたということですか。それに関連して、いいですか。

●委員長（佐藤委員） ５番、中川委員、どうぞ。

●中川委員 失礼しました。南谷委員の質問に、そういうことで答えたということで、私、

勘違いしていまして、非常に質問した南谷議員も感謝していると思いますけれども、私

もそれこそ１万500人の人口の健康を守ってくれる町立病院に新しい医師が来てくれる

と、非常に感謝しています。

そこで、私もよく聞きますと、町長が答えていますように、内科医が３人、それから、

小児科含めて４人体制となりますよと。そうなりますと、何か私の話聞きますと、１人

より２人、２人より３人といって、もし難しい患者さんがいると、何か医師同士で相談

し合うというか、議論するそうなんですよね。だから今、内科が２人ですけれども、１

人ふえますと、町民も非常に健康に、診断、診てくれるので、ありがたいなと思ってい

るんですけれども、それに加えまして、私、以前から聞いてみたいなと思っていたんで

すけれども、病院の医師の報酬というか給料といいますか、それは厚岸の場合、どうなっ

ているのかなと思って、いずれの機会にお聞きしたいなと思っていたんですけれども、

去年の６月の定例会に、私が補正の委員長をさせてもらっていたんですけれども、そこ

で委員のほうから、厚岸病院の先生方の給料、どうなっているんだいという質問があり

まして、そして事務長が答えていました。それは公立病院で中ぐらいですよという答え

だと思うんですよね。

それで、ちょっと私、生意気な言い方ですし、今、それぞれ言われている病院会計が

改善されていくときに、こんなばかみたいな話はどうかと思うんですけれども、中ぐら

いの給料をもう少し上げられたら、町長も担当者、開設者の１人として、医師の確保が

やりやいすんでないかと、ちょっと生意気な言い方ですけれども、そういうことで、今
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ちょっと発言をさせていただいたんですよ。先ほども言っていますように、病院会計が

改善されているときにこういう話をするのはちょっとどうかと思うんですけれども、そ

の辺、いかがですか。

●委員長（佐藤委員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えいたします。

医師確保の一つの条件として、給与を上げたらどうかというお話でありますが、確か

に医師確保においては、給与も一つの条件でもあろうかと思いますが、しかしながら、

お話ありましたとおり、厚岸町は今、中間ぐらいでございますが、しかしながら、私は

今まで医師確保するに当たりまして、給与だけの話じゃない、やはりもともと地域医療

を目指す医師が少ないと、残念なことに。南谷議員の質問にもお答えいたしましたが、

絶対数が少ないという現実の中で、どう地域医療、厚岸の病院を守っていくか、維持し

ていくかということでございまして、そういう厳しい中でも、私は、世間から見ると、

町立病院の医師確保はなっとらんという方もいるかと思いますが、こういう厳しいとき

に、３名ないしは４名、または５名、６名が目指すべき数字ですけれども、できればそ

ういう方向に持っていきたいということで、今、 善の努力をさせていただいておるわ

けでございます。何と言いましても地域医療は大事なことであります。厚岸町のみなら

ず、患者さんの健康、そしてまた、住民の生命を守る一つでございます。そのための医

師確保については、今後とも 善の努力をさせていただきたいと、そういうふうに考え

ておりますので、ご理解いただきたいと思います。

●委員長（佐藤委員） ５番、中川委員、時間押していますので、的確に質問してくださ

い。

●中川委員 はい。今、町長からそのような答弁いただきましたけれども、私がそれぞれ

聞いていますのは、やっぱり給料を上げれば、結局、医師も来やすいと。それで、来た

医師が患者さんを持っているというんですね。言っている意味わかりますかね。患者さ

んを持っているから、その医師についてくるというんですね。どこの医師を引っ張って

くるかわかりませんよ。患者さんがついてくるので、病院経営にしてもマイナスばかり

じゃないんだと、こういう話も聞いていますので、今、町長言われるのもそうですけれ

ども、そういう話も聞いていますので、こういう考え方もあるんだけれども、どうなん

だろうなと。町長がご苦労されていますから、そういう意味もかねて、今ここで余計な

というか、生意気なような質問したんですけれども、そういう気持ちでございます。

●委員長（佐藤委員） 町長。

●町長（若狹町長） 医師に患者がついてくるというお話でありますが、現実にそれは都

会の話だろうと思っています。厚岸町あたりから、それじゃ、釧路近辺から医師が来る

のかと。仮に釧路から医師が来たといっても、それじゃ、釧路の方々が厚岸の町立病院
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に来るのかといえば、なかなかそこは難しい点があるのではなかろうかと思うわけでご

ざいまして、そういう点も全国的には見られるかもしれませんけれども、厚岸町におい

ては大変無理な傾向にあるんじゃなかろうかと、そういうふうに認識しております。

しかしながら、いずれにいたしましても、医師の確保は大事なことであります。しっ

かりと頑張ってまいります。

●委員長（佐藤委員） 他にございませんか。

９番、南谷委員。

●南谷委員 総体収支で、今、室﨑委員さんからあったんですけれども、ちょっと確認を

させていただきたいと思います。

４ページの病院事業収益のトータルが11億円、そして病院の費用のほうも11億円なん

ですけれども、この差額がマイナス5,977万7,000円になるんですよね。この数字と、２

ページの繰入、３億7,500万円あります。この合算したものが４億3,500万円なんですけ

れども、確か平成24年度、予定なんですけれども、４億9,900万円。差し引きますと、大

体6,400万円ぐらいの差が出ます。平成25年度の計画、私なりの試算ですと、24年度と25

年度の計画との差が6,400万円、病院事業会計は単純に収支の改善がなされるというふう

に理解をさせていただいたんです。実際には、昨年度、赤字でした。赤字決算ですから、

その分も合わせますと、6,000万円以上の収益、単純に24年度と今年度の計画とでは病院

事業会計の差異が生じるというふうに理解をしておるんですが、いかがでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 確認をさせていただきますけれども、今の話は、23年度と24

年度の 終予算の比較なんでしょうか、それとも25年度の。これは25年度の収支ですね、

今お話しされたのは。

●南谷委員 23年度分でこういうふうになるよと。その上で、25年度の数字はどうなのか

なと、今ちょっとごちゃごちゃになっていますけれども、頭の中。さっきの話……。

●病院事務長（土肥事務長） 先ほどの話は、23年度と24年度なんですよ。ですから、25

年度は全然出てきていない。

●南谷委員 出てきていないでしょう。だから僕は、この数字で、さっき言ったのは、失

礼しました、24年度と23年度の比較でそういう改善になった、しからは25年度の数字は

どうなるのかなというのが、簡単にでもいいですから、繰り入れがまだ実現していない

わけだから、まず24年度の数字を確認したいなと。

●委員長（佐藤委員） 病院事務長。
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●病院事務長（土肥事務長） 25年度の当初ベースでは5,970万円ほどの収入不足です。今

の段階でということです。それと23年度を比較してということになりますでしょうか。23

年度の決算と25年度の当初を比較するというのはちょっと難しいかなと思うんですが。

●委員長（佐藤委員） ９番、南谷委員。

●南谷委員 ちょっと僕の頭もごちゃごちゃになっていたんだけれども、さっきの説明で

は、今言うように、25年度という見出しになっていたもんだから、勘違いしていたんで

すね。24年度と23年度、24年度はまだ終わっていませんから、23年度の決算書はもうも

らっていますから、それと比較してやると、僕の勘違いだったのかな、そうしたら。23

年度と24年度と、実際のところどのような数字なんですか。推定とこの数字、もう１回

確認したいけれども、およそ、昨年度赤字だったんだけれども、 終数字でいいですか

ら、どのくらい改善されているのか、病院事業会計だけで。その数字だけ教えてくださ

い。

●委員長（佐藤委員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） まだ 終予算の段階ではプラスマイナスゼロですので、23

年度が2,300万円ほどの赤字でしたので、その部分がまず改善されるというふうに、収支

的にですよ、あくまでも収入対費用ということでは改善される。

今、当初予算の話もされていましたので、当初予算では約6,000万円赤字ですから、当

初予算、今の段階ですね。ですから、23年度から比べると、6,000万円引く2,300万円で

すから、3,700万円、悪い状態だと、もっと悪いと。23年度に比べて25年度は、今のとこ

ろではもっと悪いということになると思います。

●委員長（佐藤委員） 他にございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 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ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

●委員長（佐藤委員） 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（佐藤委員） 以上で、本予算審査特別委員会に付託されました予算10件の審査

につきましては、全部終了いたしました。
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よって、平成25年度各会計予算審査特別委員会を閉会いたします。

午後６時23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３月１８日

平成25年度各会計予算審査特別委員会

委員長


