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厚岸町議会 平成２７年度各会計予算審査特別委員会会議録

平成27年３月16日

午前10時00分開会

●委員長（佐藤委員） ただいまから、平成27年度各会計予算審査特別委員会を続会いた

します。

13日に引き続き、議案第４号 平成27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。

82ページ、２款総務費、１項総務管理費、８目財政管理費から進めてまいります。ご

ざいませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） なければ進みます。

９目会計管理費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 10目企画費。

６番、堀委員。

●堀委員 予算的なものではないのですけれども、旧真龍中学校何かしら使って商売をし

たいという、現に企業があるように話が聞こえてきたのですけれども、今の段階で何か

しら報告というか、発表することができるような情報というのはあるのでしょうか。

●委員長（佐藤委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） お答えさせていただきます。

ご質問にある会社というのは、昨年、教育委員会のほうを通じて厚岸町の遊休、今使っ

ていない学校施設を使って昨年、釧路町の昆布森のほうで昆布の自動選葉機といいましょ

うか、そういった販売をする会社がございまして、それは静岡の会社でございますけれ

ども、そういった部分が販売とそれと修繕の活動拠点に厚岸町内の学校を利用してそう

いったところをつくれないだろうかという打診が教育委員会のほうに最初は話がありま

して、私どもも企業誘致という部分では関係がございますので、そちらのほうに入らせ

ていただきました。

当初は旧真龍中学校ではなかったのですけれども、その他の上尾幌であるだとか、あ

るいは旧糸魚沢の小学校校舎だとかということでお話をさせていただいておりましたが、

昨年の暮れに事業計画も大分固まりつつあると、ただその中で当初言われていたところ
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ではなくて、今言われたような旧真龍中学校の校舎をできれば利用させていただいて、

そういった活動拠点の場所にしたいのだというお話がありました。

昨年の暮れに今、その社長さんのほうから私のほうに電話がありまして、事業計画の

ほうも大分煮詰まってきたと、年明けになるのだけれども、その計画が固まった段階で

再度、また厚岸町のほうに来てご相談をさせていただきたいという話は伺ってございま

したが、実は年明け、もう３カ月程度たちますけれども、まだ実はお話がございません。

うちとしてもそういった部分については企業誘致というのもございますし、また、その

会社のほうは将来的には、それ以外の部分もどういうようないろいろな構想も持ってい

るようでございますので、そういう話がまた来ましたらうちのほうも親切丁寧に対応を

させていただきたいと思っておりますけれども、ただ相手方からの連絡がないという状

況で、今、連絡待ちをしている状況でございます。

●委員長（佐藤委員） ６番、堀委員。

●堀委員 その企業誘致の前段として、旧学校、旧というかまだ学校、教育委員会の財産

でしょうけれども、そこを使うということに関しては何ら問題的なものというのはない

というふうに考えているのでしょうか。これはどっちに聞けばいいのかな。

●委員長（佐藤委員） 教育委員会管理課長。

●教委管理課長（髙橋課長） ただいまのご質問は教育財産の財産処分の関係にかかわっ

てきますので私のほうから若干、答えさせていただきたいと思いますけれども、補助事

業で当然、建設している学校施設におきましては、現在、文科省のほうの指導で補助金

の扱いに残存の扱いについて指導文書が出ておりまして、他の補助金の残っている施設

に比べると非常に緩やかな制度になっておりまして、民間活用であるとか、法的な活用

であるとか、有償無償にかかわってそれぞれ補助金の返還を免除される制度であるとか、

補助金残存相当額の教育用基金として積み増した上で利活用を図れるだとか、非常に制

度が使いやすい制度になっておりますので、その事業の進め方によってその財産区分の

変更とともに補助金の扱いが変わってくる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） ６番、堀委員。

●堀委員 分かりました。ただ、やはり厚岸町としても企業誘致、やはり積極的に推進し

ていただきたいと思うのです。といったときに、先ほど課長のほうは相手方からの事業

計画が出てくるのを持っていると言われたのですけれども、むしろこちらからもっと積

極的なアプローチをした中で、やはりこの厚岸に確実に来てもらえるような、そういう

アプローチが必要ではないのかなというふうに思うのです。ただ待つだけではやはりな

かなか企業誘致といってもうまくいかない部分というのはあると思うので、やはりこち

ら側からやはりもっと積極的なアピールというのはしていただければどうなのかなとい

うふうに思うのですけれども、その点についていかがでしょうか。
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●委員長（佐藤委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 人口が減っているという中では、雇用の場が少なく

て人口が流出しているというのも一因としてはあります。

今、全国どこの自治体も企業誘致自体に大変、苦慮しているところでもございます。

そういったところでのこういう話でございますので、今後、教育委員会ともいろいろ学

校の利用してということであれば、当然、教育委員会のほうと連携をしっかりして、そ

ういった対応を取り組んでいきたいというふうに思っております。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 ここでお伺いしたいのですが、まちづくり企画一般の負担金なのですけれど

も、前年度よりふえているのですけれども、この全国離島振興協議会だとか、北海道離

島協議会、これは今までもあったと思うのですが、これはどこかに別な科目で今まで見

ていたのか、それとも補正か何かで見ていたのですか。そして、このふえた内容をちょっ

と教えてください、前年度の。

●委員長（佐藤委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 負担金の関係でございますが、全国離島振興協議会、

それと北海道離島振興協議会、こちらにつきましては昨年度当初と同額になってござい

ます。昨年の当初予算でもこのような計上をさせていただいております。

負担金補助及び交付金で、前年度対比で17万1,000円ほどふえてございます。この主な

内容といいますのは、この負担金の中の二つ目の項目で全国山村振興連盟北海道支部と

いうのが昨年は当初３万8,000円でございましたけれども、これが23万8,000円というこ

とで20万円ほど負担金がふえてございます。

この要因は、26年度事業で行った太田の活性化施設、これを補助金等をいただいて整

備したということでございますが、これらの段階につきましては関連する国の国庫補助

金の導入した事業費割合というものも加算されるということで、新年度につきましては

その事業費に応じた20万円が増額になっているということでございます。これが主な要

因となってございます。

それと、動きがあるのが全国過疎地域自立促進連盟の北海道支部でございますが、こ

れは前年度対比で5,000円ほどの減ということになっております。

それと、釧路地域活性化協議会、これが26年度で解散をするということで、27年度に

ついては負担金が生じないということで経過として17万1,000円の昨年からの当初予算の

増という内容でございます。

●議長（音喜多議員） 10番、谷口委員。
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●谷口委員 全国離島振興協議会、北海道離島振興協議会、これはどこで去年は見ていた

のですか。今、25年度の……ごめんなさい、いいです。

●委員長（佐藤委員） 10番委員、いいですか。

他に企画費ありますか。

９番、南谷委員。

●南谷委員 ここでお尋ねをさせていただきます。

初めに85ページ、まちおこし補助金4,000円なのですけれども、これは当初予算でこの

金額を計上してあるのですけれども、49ページのほう、歳入のほうで利子3,000円計上さ

れております。この3,000円をベースにここで、この財源をここで4,000円計上したのだ

ろうと、半端があって4,000円に繰り上げして上げたのだろうけれども、本年度の経理的

なことではなくて、例年、事業が起きてからここで補正で計上していると、要望があれ

ばということなのですけれども、本年度の町内の要望、動向というのですか、今のとこ

ろ全く未定、予定はないのでしょうか。その辺についてまずお尋ねをさせていただきま

す。

●委員長（佐藤委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） まちおこし補助金のこの予算の措置につきましては、

今、ご質問者が言われたとおりとなってございます。

それで、今年度のまちおこし補助金の活用の動向、見落としということでございます

が、広く町民の方々にも後方を通じて、この制度の内容を説明させていただいて、時期

をいついつまでという限りはとっておりません。いつどもそういう計画があった時点で

町のほうに相談していただきたいというお話をさせていただいております。

そういった普及活動に、周知活動に力を入れて、一つでも多い動きが町の中で出るこ

とを町のほうも支援していきたいというふうに思ってございます。

今のところの見通しという話でございますが、実は今現在、この補助金を使って事業

を興したいという話を実は２件ほどうちのほうでお聞きをしてございます。ただ、事業

の内容についてはまだまだ中身が詰まってございませんけれども、やりたいということ

の話は伺ってございます。

うちのまちづくり推進課としましても、そういった動きに対していろいろなサポート

というか、申請に対する支援だとか、そういうものをさせていただきながら、この事業

展開を図っていきたいと思ってございますけれども。今のもところは実際にやるかどう

かはまだはっきりはわかりせんが、このまちおこし補助金を活用して事業を興したいの

だというお話をいただいているのは２件ほどございます。

●委員長（佐藤委員） ９番、南谷委員。

●南谷委員 まちづくり、まちおこし、町の活性化には一攫千金はないのですよ、やはり
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地道な町民の声をしっかりサポートしていくというのがやはり私は大事ではないのかな

と思います。

今聞いたら、今のところ２件ほど声があるということなのですけれども、町としても

その辺しっかり町民の皆さんに足腰が大地についたような事業にサポートしていってい

ただきたいなと思います。

それから、83ページに戻らさせていただきます。北海道横断自動車道路釧路根室間建

設促進期成会、昨年も３万円の計上で、本年度も３万円でございます。まず、この３万

円どのように使われているのか、会議の交通費なのかどうか、この内容についてと、そ

れから促進期成会の本年度の動きというのですか、それと厚岸町の方向性、今年度27年

度の釧路間、根室間促進期成会に対して町としてどのような動きをしていくのかお尋ね

させていただきます。

●委員長（佐藤委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） １点目のまちおこし補助金の関係は委員言われると

おり、町としても頑張っていきたいというふうに思っております。

それと２点目のこの横断自動車道の釧路根室間の期成会の関係でございます。昨年と

同額の３万円という計上でございますけれども、この事務局につきましては根室市役所

のほうにございます。沿線ということで、釧路管内でいけば釧路市、釧路町、厚岸町、

浜中町がいて、そして根室のほうと一緒になってこの期成会を構成していると、行政だ

けでなくて関係機関も入って展開していることでございますが、この３万円につきまし

てはこれまで、その期成会の事務的経費、主に事務的経費で使われてございます。

ただ、この期成会におきましても根室に至るまでの高速道路を整備を促進するという

目的で陳情活動等も行ってきてございますけれども、それにつきましては参加する団体

ごとに負担をさせていただいて、そして活動を行ってきているということでございます。

ただ、恐らく質問委員もご質問の趣旨というのは釧路まではおおむねめどが立ったと、

今後とはその先、根室までという部分では、今度、この期成会の活動というのが今まで

とは違ってもっと活発的に動いていかないと、これ国の予算というのは釧路まで整備が

されて、そして何年か空くと、この根室まで至る予算の獲得というのは難しくなってき

ているのが今までの実例でございます。

引き続いて釧路まで整備がされたら、引き続いて根室に向かっての整備が執り行われ

るように期成会の活動というのは今後、活発になっていかないといけないと思いますけ

れども、その事業計画というのがまだ検討されていないという中では、昨年度と同額の

予算を見させていただいたという内容でございます。

●委員長（佐藤委員） ９番、南谷委員。

●南谷委員 先に先手を打たれましたけれども、正直言いまして答弁のとおりだと思いま

す。

私は、この釧路から厚岸間、当然、その厚岸町だけが釧路から厚岸までの道路をどう
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していくのかという、そのスタンスというものをきちんと持つべきだと思うのです。町

民の皆さんも今、阿寒まで近々来ると、将来、厚岸までの厚岸釧路間の道路というもの

がどうなっていくのだろうという、非常に興味を持っているし、より町民が納得の得る

ような道路整備をしていただきたいなと私は思うのです。

そういう意味では、何かうやむやで方向性が見えないなと、そういう部分では町長と

しても町長が釧路から厚岸までの道路をどうしているのかと、どういう方向で現道を使っ

ていくのか、はたまたどのようなアクセスをしてくるのかと、国絡みの問題でございま

すから、その辺についても方向性をやはり町民にきちんと示していただきたいなと思い

ますし、この取り組みです。かつてのいろいろ事情があって釧路根室間の道路、そうす

ると得てして根室のほうから進んできて、このこ釧路厚岸間が一番最後の事業になって

しまう可能性は私は強いと思うのです。どうしても遠くからやってこないと、ずんずん

先、舗装になって途中でとまってしまうとか、そういうところがあるものですから、厚

岸町として、私はいち早く厚岸釧路間のこの道路の着手というものを町長としても全力

挙げて取り組んでいただきたいなと、かように思いますが、いかがでしょうか。

●委員長（佐藤委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） この釧路根室間につきましては、町民の皆さんも大

きな期待と、それと一方では不安とあるかと思います。

それは、ルートの面だとか、そういった部分でいろいろあるかと思います。高速道路

の進め方として、今は全体の計画では釧路根室間は図上では位置づけられておりますけ

れども、まだ計画路線となってございません。今、期成会初め、釧路開発建設部等とも

いろいろ相談させていただきながら、これを何とか計画路線に上げていただこうという

ことの取り組みが一つ目としてございます。

計画路線のほうに上げるということになると、いろいろな今度調査を釧路から根室に

至るまでの調査をします。調査をして、どういったところに高速道路なり道路をつくる

ことによって自然に対する影響はどうなのかとか、いろいろな調査が行われるというこ

とになりますので、そういった方向に向かっていけれるように今、活動をこれから行っ

ていくということでございます。

手続きとしては、そういう計画をしていただいた、行われた後に釧路根室間、今、質

問委員が言われたとおり、１回に整備がどんとやれるわけではございません。そのルー

ト上でどこから優先的に整備をしないといけないのかなということの検討も優先順位を

つけて検討がされるということでお聞きしてございます。

一般的に開発のほうともお話をしている中では、これは確定ではありませんけれども、

釧路根室間で一番道路状況で通行止めになっている間というのは、実は厚岸の区間が多

いです。浸水だとか、あるいは雪であるとかという部分で、優先順位的に私どもとして

は釧路厚岸間が優先順位的には高いのかなと思っておりますけれども、そういった部分

というのがこれからの調査の中で検討されるということでございまして、まずどこが先

に整備をするかというよりも、釧路根室間が計画路線に上がって、これから国の方針の

もとで整備が実際に進むのだという方向に持っていく取り組みを新年度以降、積極的に
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取り組んでいきたいというふうに思ってございます。

●委員長（佐藤委員） ９番、南谷委員。

●南谷委員 私は３万円、３万円の計上ではいかがかなと、調査も含めて町としてやはり

真剣に厚岸町としてどうしていくのかというものをしっかり取り組んでいかなければ、

やはり一番最後に言い方悪いのですけれども金魚のふんというようなことではまずいと

思うのです。どうしても、ともすれば根室市と比較されて、そっちに引っ張られてしま

うのでは僕はまずいと思うのです。厚岸は厚岸町として、この釧路厚岸間道路、全体の

中ではそういう運動展開はいいのですけれども、ぜひ釧路厚岸間道路の推移というもの

を積極的に全面に推し進めるような運動展開をしていただきたいなと思いますので、頑

張っ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） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 先日、この期成会の主催ということで根室市におい

てシンポジウムが開催をされました。今まではこういう取り組みというのは行われてお

りませんでした。

やはり、その沿線の住民、あるいは自治体、産業界等々の気運の盛り上がりがないと、

こういったものはやはり全体的な行動として国のほうに対するアピールというか、説得

力も弱いということで、気運を盛り上げるためにということでこういった取り組みも、

これは実は民間サイドが主体となって働きかけのもとに行われものでございますけれど

も、こういったものも動き出しました。

今後、今、質問委員言われたような積極的に町も今まで以上に今度は根室に向かって

の高速道路の延伸ということに取り組んでいきたいというふうに思っております。

●委員長（佐藤委員） 他に企画費ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） なければ進みます。

11目財産管理費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 12目車両管理費。

６番、堀委員。

●堀委員 昨年、私、地域防犯力の向上ということで防犯カメラの民間設置などを提案さ

せて、一般質問中で提案させていただいたのですけれども、厚岸町でできる地域防犯力
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の向上といったものの中に、厚岸町には当然、公用車が何十台も作業車から一般の乗用

車まで含めると何十台もあるのですけれども、ドライブレコーダーを各公用車に設置し

た中で、通常の業務での運行のときに街中を巡視というかするような、そういう体制、

また万が一そういう犯罪や事故等があったときに情報の提供、または事件の早期解決と

かにも十分に役立つもの、また公用車としての最近は少なくなったのでしょうけれども

公用車事故など、原因の究明や何かといったもの、このドライブレコーダーを各公用車

に設置してはいかがかなというふうに思うのですけれども、１基当たり大体１万円から

２万円くらいのものなので、いきなり全部というわけでもないのでしょうけれども、や

はり少しずつほかの町村でも徐々にそのように全公用車につけている町や市というもの

にあるやにも聞こえてきている中では、厚岸町としてもこのような取り組みというもの

ができないのかなというふうに思うのですけれども、いかがでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 建設課長。

●建設課長（松見建設課長） ドライブレコーダー、非常に便利なもので現在、厚岸町におい

ても公用車２台に設置をさせていただいております。

おおむね１年半くらい前に初めて導入をさせていただいた中で、今、主に活用しています

のは道路の設計やら、あるいは雪の雪況調査やら、それから日常の道路パトロールに非常に

よい効果を得ております。動画を常時記録できて、それを持ち帰って担当者全員で協議検討

できるという優れた機材であります。

今後の導入の考え方でありますけれども、今、ご意見、ご提言があったようないわゆる犯

罪だとか、そういったものの活用については実はまだ検討はしていない状況であります。他

町村も進めている状況があるというふうにお聞きしましたので、そこら辺も少し研究をさせ

ていただきながら、今後、少し考えていきたいなというふうに思います。

●委員長（佐藤委員） 他に12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。

２項町税費、１目賦課納税費。ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 90ページ、３項１目戸籍住民登録費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ４項選挙費、１目選挙管理委員会費。
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（な し）

●委員長（佐藤委員） ２目道知事道議会議員選挙費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ４目町議会議員選挙費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ７目農業委員会委員選挙費。ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ５項統計調査費、１目統計調査総務費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ６項１目監査委員費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 104ページになります。

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２目心身障害者福祉費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ３目心身障害者特別対策費。

10番、谷口委員。

●谷口委員 重度心身障害者医療費が99万円の減額、それから重度心身障害者医療費事務

の減額になっているのですけれども、理由は何なのですか。

●委員長（佐藤委員） 休憩します。

午前10時30分休憩
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午前10時30分再開

●委員長（佐藤委員） 再開いたします。

町民課長。

●町民課長（板屋課長） 失礼いたしました。

重度心身障害者特別対策の関係ですけれども、医療費のほうは前年度に比べまして99

万円増額となってございますけれども、事務費のほうが16万円の減ということになって

ございます。

●委員長（佐藤委員） 他に３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。

４目老人福祉費。

12番、室﨑委員。

●室﨑委員 まず市民後見人の問題なのですが、ここでいわゆる市民後見人のフォローアッ

プ研修ということが行政執行方針の中に出てくるのですが、これは具体的にどんなもの

なのか、簡単で結構です、説明してください。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） お答え申し上げます。

市民後見人のフォローアップ研修の関係でございますけれども、26年度、今年度でご

ざいますが、初めて市民後見人の行政研修を行いまして、19名の町民の方が受講されて

おります。

ご承知のように、なかなか後見人になるというのは大変な部分なので、１回切りの研

修では当然、いろいろな部分の内容まで把握でないし、いろいろな部分に対応できない

ということで、それでことし受けられた方に対してさらに知識を深めていただくという

部分でフォローアップ研修というものを計画しております。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 そうするといわゆる一般町民の中で任意後見人をできる人を知識、そういう

ものを持った人を育てるための研修であるというふうに考えればよろしいですか。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。
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●保健福祉課長（高橋課長） お答え申し上げます。

基本的にはそのように考えておりますが、ただ研修を受けたからといって必ずしもそ

の方が全員後見人になり得るという部分ではございません。当然、なるためには知識も

必要ですし、あと最終的には裁判所の判断ということで、その方が適任かどうかという

のがありますので、ただ、今の段階ではそういう方がいらっしゃって、意欲を持ってや

る方がいらっしゃって、町としてはそういう方に対して研修をして知識を高めていただ

くというふうに考えてございます。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 この町でも任意後見人になっている人はいます。それから、そういう専門職、

法律的なところでそういうものを受けるというようなこともそれぞれの弁護士会だとか

司法書士会だとかが言っていますよね。

それで、それはそういう中でもって今いわゆる市民後見人と言われている一般の人が

任意後見人になることができる能力を持った人を育てるという、それを行っているとこ

れも非常に大事なことだと思います。

ただ、今、非常に私なんかが実際にぶつかっているところを見ていますと、非常に大

事なのは任意後見制度を利用するかどうかという以前の問題なのです。いろいろな形で

こういう能力が制限しなければならないような状況にある人というのはいます。そうい

うときに、いろいろな法定後見と任意後見とありますけれども、それだけではなくいろ

いろな制度なり施策があると思います。

そういうことがあるということすら知らない人がほとんどなのです。何といいますか、

その任意後見制度、その裁判所に申請するというようなレベルというのはもう到達点な

のです。

それで、実際にはその前の段階、五里霧中とでも言いましょうか、どうしたらいいだ

ろうというところで相談がしたい。私は、こういう状況になったので任意後見制度を利

用したいと思うから、それについて適当な人がいないだろうかと相談に来る人は相談に

行く前にもう大体わかっているわけです。

でも、とにかくだんだんおぼつかなくなってきて、あるいはもともとおぼつかなくて、

そしてこれはそういう制度を利用したほうがいいかもしれない。ただ、簡単にこの後見

制度を利用しなさいというふうに言っているわけではないのだろうけれども聞こえる場

合もあるのですけれども、これはその人のこういう能力を制限するわけですから、これ

は裁判所だって非常に慎重になるわけです。

そういうもろもろの状況に対して、まず取っかかりの窓口、それができるかどうかと

いうことが私は非常に大事ではないかと思うのですが、その点ではどのように考えられ

て、どのような施策を見ていますか。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。
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●保健福祉課長（高橋課長） おっしゃるようにこの制度はいい制度なのですけれども、

非常に難しい部分もございます。

それで、ことし26年度、初めて研修をやらせていただいて、この後、どういうふうに

進めていくかという部分につきましては、実査期間みたいな形をまずつくらなければな

らいと、それについてはそれをつくるための準備が必要になってまいります。

例えば、包括支援センターみたいな部分の職員ですとか、あるいは専門職、今回、研

修にかかわっていただいた弁護士の先生ですとか司法書士の先生、そういう部分の方々

のご意見をいただきながら町としてどういう形で実施期間のサポートする期間をつくっ

ていくかという部分では、今年度、そういう部分で準備を進めるという内容でございま

す。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 ちょっと広がるのですけれども勘弁してください。

この市民後見人と任意後見制度を担当する人ですよね。そういう後見制度にいわば必

要となった人に、その制度を使ってフォローすると、支援するというところでどうする

かという今、お話なのです。

ところが、ここからちょっと広がるのですが、そういうものを含めて支援が必要な人

がどこにいるか何もわからない中で、こっちでつくりました、さあいらっしゃいと言っ

ても来ないのです。その必要である人が私は必要だからお願いしますよとは来ないので

す。

何か事件が起きて、例えば去年、おととしかな、判断能力のないお年寄りの姉妹が住

んでいるところに悪徳業者が入って、物すごいことやったのですよね。えらい大きなニ

ュースになった。そして、だから市民後見人をつければいいのだと、あのときはつけた

のでしょう、市民後見人ではなくて、ごめんなさい任意後見人をつけたのでしょう。そ

して、きちんと支援体制ができたのでしょう、それはいいのです。

でも、あそこまで被害を受けなければ、この人のところにつけるということは誰も分

からなかったのです。私は非常に大事なのは市民後見制度としてそういうのをつける、

大いに結構です。任意後見制度もどんどんやるべきです、必要な人には。あるいは法定

後見だってあります、それは大事です。その制度を磨いていくことも大事なのですけれ

ども、その制度を必要としている人をどのように見つけ出すか、それからそういう制度

が必要なことになるかどうか分からないけれども、日常の中でもってちょっと困ったよ

うなことが出ているときに、ぽんと何がどうというのでない、漠然とした相談に行って

も、あみかでもどこでもいいのだけれども、気軽に行けるその窓口はそういう到達点ま

でをすうっと導いてくれる、そういうものが非常に大事ではないかというふうに思うの

です。

今、私がお聞きしているのは、そこの部分、要するにこれと、これと、これというメ

ニューがあります。メニューがあるのだけれども、そのメニューをきちんとつくるのは

大いに大事なのだけれども、それを必要とする人はどうやって見つけるのか、そこの部

分を考えていく必要があるのではないかというふうに思うのですがいかがでしょうか。
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●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） 委員おっしゃるとおりだと思います。

まず、そういう支援が必要な人がどれだけいて、どういう状況になっているのかと、

そういう部分を把握するということは町として当然やらなければならない、対応しなけ

ればならないというふうに考えておりますし、任意後見するように本人がまだ判断能力

があるうちに事前にその契約を結ぶという部分なのですけれども、あと法定後見のよう

に家族、親族なりが申し出るという形もございますので、その辺も含めてどういう形が

あるのかというものを町民の方にも周知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） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 この問題はいわゆる後見制度、ずっと明治時代からあるわけです。民法に規

定された、法定後見と言われる。だけど、そのときの考え方は財産の管理能力がない人

の財産の遺失を防ぐと。だから、財産のない能力のない人についての保護の問題ではな

かったのです、極端な言い方をすると。

ところが、だんだんその後見制度に介護、それから看護、日常生活の養護、そういう

ような要素がどんどん入ってきたわけです。今の任意後見制度なんていうのはかつての

民法、あそこでは今、もちろん削られていますけれども、障害者が対象になっていたわ

けです。そういうものはもちろん全部、削られています。そういうふうに随分、制度も

変わってきたわけでよね。

非常に、ですから任意後見制度だとか、いわゆる法定後見という制度のあり方が実は

片方では消費者保護の問題ともろに結びついているわけです。そのあたりを一体にして、

そして考えていかなければならないではないかと、そういうふうに思うのですが、その

ような体制で今後、進めるというふうに理解してよろしいでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） お答え申し上げます。

いわゆる専門後見人と言われている、おっしゃったように弁護士の先生ですとか、司

法書士の先生、あるいは福祉専門職、うちでいえば社会福祉士、そういう専門の後見人

のほかに今、取り組んでおります市民後見人ということですけれども、それぞれの役割

がございますし、その中で適切な対応というか、これから体制をつくっていきたいとい

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 次に進ませていただきますが、ここの125ページ、大分うしろのほうですが、

ここで出てくるかと思いますけれども、指定管理者が行う福祉サービスの第三者評価事
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業というものがあります。これは行政執行方針にも書かれているのですが、これは町が

支援していくということでここに、この行政委託料30万円というのはそれだと思うので

すが、このいわゆる第三者評価事業と称するもの、これの内容についてご説明をいただ

きたい。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） お答え申し上げます。

これにつきましては、北海道から指定を受けております北海道福祉サービス第三者評

価事業推進機構が認証した評価機関によります第三者評価になります。

これらにつきましては、今、全道で11機関があるというふうに聞いております。心和

園、デイサービス、ことしで１年目ですけれども、来年２年目に入ります。それで、１

年を経過しましたので、来年度からこの第三者評価進めたいというふうに考えておりま

す。

これの内容につきましては、まず流れから言いますと、まず契約をして、そして事業

所が自己評価を行います。その後で事前調査ですとか、利用者のアンケートもとります、

その後に実施調査、その機関が入ってきて調査を行って評価をし公表するという流れに

なっておりまして、実際にその利用者の方と家族からアンケートをとって、例えばこう

いうところがちょっとまずいのではないのかなとか、こういうところはいいと思うと、

そういう部分でいろいろな意見をいただいて、それを評価機関が評価をして公表をする

というような内容でございます。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 この評価機関、そういう業者ですよね。それとの契約はもう既に行われてい

るのですか。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） まだ、これからでございます。新年度に入りまして、なる

べく早く契約をしたいと、かなり日数的にも場合によっては数ヶ月かかるという部分も

聞いておりますので、なるべく早く契約をして評価をしていただく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 前回の議会でもこの話は出ておりました。それで、どういうものかという、

具体的にどういうものかというところで、その業者とも話し合いをしているということ

があったのですが、それとまだ決まっていないということの間は関係がないのですね。

要するに、何社からもいろいろ聞いて、そしてこれから契約の仕事に入るというふう
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に考えていればいいです。契約は大体、早い時期にと言ったけれども、いつごろから動

き出すというふうに考えていらっしゃいますか。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） お答え申し上げます。

前回のお話ししましたけれども、まだ新年度になっていませんので予算もちょっと確

定していないという部分で動けないと。だから、事前にその評価機関の方からお話は聞

いております。内容を聞きませんと進めませんので、ちょっと内容を確認させていただ

いたのは北海道社会福祉協議会、こちらがやっておりますのでどういう内容で、どうい

うスケジュールでできるのかというような内容を確認させていただいております。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 最終的にその評価が出たところで町民に対しても公開をするというお話でし

たが、その公開というのは大体いつごろになってくるというふうに考えられますか。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） 申しわけありません。先ほど答弁漏れがございました。い

つ契約をするのだというお話でしたけれども、できるだけ早くということなのですけれ

ども、ちょっとまだその機関ともお話はしていませんので、できるだけ早くということ

で４月、５月、これぐらいにお話をさせていただいて、結果が出るのは先ほども申し上

げましたけれども、場合によって数ヶ月かかるというような内容でございますので、逆

算しますと早くて10月ぐらいに内容を公表、し、いろいろなお知らせの形を使ってお知

らせはできるかなというふうに考えてございます。

●委員長（佐藤委員） 他に４目。

９番、南谷委員。

●南谷委員 12番さんのご質問、上乗せなるので、ちょっと僕が理解できなかったところ

もあるのでご了承いただきたいと存じます。

さすが12番さん、12月の定例会でも一般質問され、この質問で大分、僕もこの新規事

業についての理解を深めてきたのですけれども、何せ今の答弁を聞いても分からないと

ころがあるものですから二、三お尋ねをまずさせていただきます。

今の答弁ですと、来年度からというご説明でありました。来年度というといつからな

のかなというのがちょっと疑問に思ったのです。平成27年度からすると来年度の今の予

算書の計画からすると来年度というと平成28年度のほうから本格的な調査を実施するの

かどうなのかというのはちょっと僕、年次の関係で、いつからとこの30万円というのは

実際の仮契約程度で、その調査の入口の30万円の計上なのか、ことしから27年度中にそ
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の調査全体の30万円のお金なのかというのがちょっと僕理解できなかったものですから、

その辺、この２点目。

それから、入口に戻って申しわけないですけれども、確認をさせていただきたいので

すけれども、たしか僕の記憶では国のこの施設の評価というものは調査をすることを指

導していると、規則で固めたということではないけれども、厚岸町としては指導の段階

だけでもこういうふうに取り組んでいくよと、こういう理解でよろしいのでしょうか、

まずこの３点についてお伺いいたします。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） いつからというお尋ねでございますけれども、27年度、こ

れは27年度の試算でございますので、27年度、来年度という言い方していましたけれど

も、27年度から実施をするという内容でございます。まずこれが１点目でございます。

それと、評価を受けるのは努力義務なのか、必須なのかという部分でございますけれ

ども、これにつきましては努力義務でございます。社会福祉法の中に、今、78条の中に

自己評価の努力義務というのが明示されておりまして、その部分で施設はできるだけそ

ういう努力をしなさいという形で規定されておりますので、今回、このような形で実施

をさせていただくという内容でございます。

●委員長（佐藤委員） ９番、南谷委員。

●南谷委員 １個漏れているような気がしたな。

大変恥ずかしい話なのですけれども、調査をされるよというのですけれども、今の答

弁、先ほどの答弁も聞いていたのですけれども、例えば施設運営のどういう部分をどの

ような調査をするのか、調査をどういうところを調査するかというのが詳しい部分は、

何と何をやりますよというのはまだ決まっていないというのは分かるのですけれども、

運営方法のどういう部分を指導機関が調査するのか、完全な入口がちょっと理解できな

いものですから、大変恥ずかしくて申しわけないのですけれども、こういうことについ

て調査をするのだという部分をもうちょっと具体的に大まかでいいですけれども教えて

いただきたい。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） この第三者評価の目的ですれども、福祉サービス事業者の

サービスの質の向上を目指すものでございます。今現在のサービスは利用者が納得でき

るものなのかどうなのかという判定も含めて、その改善点も含めて調査をして、こうい

うふうにやったほうがいいではないですかという部分を含めて評価を行うという内容で

ございます。

中身でございますけれども、例えば職員の利用者に対する対応、あるいは家族に対す

る対応、施設の基準はどうなることか、そういう運営上の細かい部分、あと地域とどう
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いうふうに結びついて事業をやっている、交流しているですとか、あとサービスがきち

なんと行われているか、衛生管理、そういうものが行われていく形、そういう施設の全

般にわたって評価をするという内容でございます。

●委員長（佐藤委員） ９番、南谷委員。

●南谷委員 すみません、本当に一番最初に聞かなければならない話だったのですけれど

も、理解できました。

もう１点、さっきの質問で答弁漏れがあったのですけれども、その調査の費用が30万

円で大体、全部終わるのかなという部分の確認をさせてください。

それと、その部分だけでよろしいのですけれども、その下、老人福祉施設諸君移行補

助金、1,079万6,000円ですか、この計上がなされております。今までこれなかったと思

うのですけれども、当初、その移行に当たって町が負担をしていかなければならない部

分だと理解をしておりますし、これは計画どおり、予定どおりの数字なのでしょうか、

この計上された数字、この辺について確認をさせていただきたいと思います。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） お答え申し上げます。

申しわけございません、答弁漏れございました。費用につきましては、この30万円で

全部でございます。機関によっては若干、値段が違うというふうになっていますけれど

も、この想定している30万円で１回で全額という形になります。

それと、２点目の社会福祉協議会への老人福祉施設職員の移行補助金でございますけ

れども、実はこの科目は前回は社会福祉一般のほうに載っておりまして、新年度からこ

ちらのほうに計上させていただいているという内容でございます。

金額でございますけれども、計画どおりにいっているのかというお尋ねてでございま

すけれども、昨年はこの移行の補助金につきましては３年間、行うということになって

おりますが、昨年１年目については４名分の移行補助金、職員が社協に移る部分の保障

という形でやっておりますけれども、今年度につきましては３名分に減っております。

と申しますのは、職員が１名退職をいたしましたので、その分の金額が必要なくなった

ということで、その分減額になっております。

●委員長（佐藤委員） ９番、南谷委員。

●南谷委員 聞きますと、せっかく意欲を持ってこういう町の事情でやむなく移行された

のですけれども、残念ながら移行された後に退職されたということなのですが、トラブ

ルとかそういうことはなかったのでしょうか。その辺、深くは聞く気はないのですけれ

ども、減になったというと何か寂しい気がするものですから、町の事情なりでこういう

変革をされたという中で施設運営というのはどうなのかなと、今、聞きましたら１名減

になったと、せっかく町で頑張っていた職員が今回の移行によって、そういうものを気
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にしてなったのかどうなのか、その辺の確認をさせていだたきたい。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） お答え申し上げます。

１名退職された方なのですけれども、ちょっとプライバシーにかかることなのであれ

なのですけれども、決してトラブルとか人間関係とか、そういう部分で退職したわけで

はなくて、あくまで自己都合という形になっております。これ以上はちょっと申し上げ

られませんが、そういう形で退職になっておりますので、決して今が働きにくいとか、

そういうことではなくて、あくまでも自分の都合で辞められたという内容になってござ

います。

●委員長（佐藤委員） ３番、石澤委員。

●石澤委員 ここにある自宅の除雪サービス委託料なのですけれども、これは厚岸町全体

の高齢者に対しての委託料のこの値段ですか、51万9,000円。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） お答え申し上げます。

町内全域でございます。

●委員長（佐藤委員） ３番、石澤委員。

●石澤委員 除雪サービスの委託は、そのとき除雪していった業者に福祉で申請した人の

ところを除雪事業者がやるのか、そのほかの別な団体の人たちに委託をしているのか、

どうなのでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） お答え申し上げます。

この除雪サービスにつきましては、例えば独居老人の方で除雪ができないという状況

になっている、あるいは夫婦の世帯であっても除雪ができないということで、例えば玄

関から道路までの出入りができる除雪をするという内容でございます。

あみかのほうに申請いただいて、こういう状況にありますということでいただければ、

うちのほうで伺って調査をさせていただいて、状況を見させていただいて対応するとい

う形になってございます。

●委員長（佐藤委員） ３番、石澤委員。
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●石澤議員 地域によっては結局、道路から自分のところまで入るのがなかなか難しくて、

その地域の中でやっているところもあるのですれれども、特に上尾幌なんかがそうなの

ですが、結構、高齢者が多いです。その高齢者の中にこの除雪サービスを申し込むとい

う方法をちょっと知らなかった方たちもいるようなのです。そういう人たちに対して周

知するということも必要だと思いますが、本当に今回のような大雪の場合は街中もそう

だと思うのですけれども、高齢者の除雪をするのはボランティアといか、助け合いでやっ

てくれみたいなところもあったように伺ったのですが、その助け合いもできなかった地

域のようなところに対してどういうふうにら除雪のサービスというか、除雪をしていく

かというのを考えていってほしいと思うのですけれども、地域では支えきれない部分が

あるみたいで、もうほとんど高齢者が多くて、除雪機を使いながらもやるのですけれど

も、それが大変になっているという、ボランティアが大変になっているという地域があ

るものですから、そういう地域がどれだけあるかというのを把握しながらもう少し考え

ていってほしいと思うのですけれども、どうですか。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） お答え申し上げます。

上尾幌地区でございますけれども、ことし上尾幌地区も何件か行って除雪をしており

ますし、地域の方にはある程度、周知はできたのかなと。ただ、そういう除雪のサービ

スを知らないということであれば周知、より一層周知されるようにしてまいりたいとい

うふうに考えております。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 介護予防生活支援高齢者福祉のところで、委託料があるのですが、外出支援

サービス実施委託料と生きがい活動支援通所事業委託料についてまず説明してください。

どういう事業をやっているのですか。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） まず、外出支援サービスでございますけれども、これは病

院等に行くときに送迎を行うというサービスでございます。社会福祉協議会の委託をし

ている事業でございます。

それと、生きがい活動支援通所事業は町のデイサービスセンターに通うというような、

そのような事業でございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 この外出支援は町立病院にあのワゴン車みたいので送迎する、あの事業を言っ

ているのですね。
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それで、今、高齢者バス乗車券助成事業というのを123ページのほうにあるのですけれ

ども、これの利用とそれからこれだけではなくて、もう少し幅広いお年寄りの方々が活

動できるようなことを考えてほしいというような声が非常に強いのです。

そういう中では、委託事業で今、外出支援サービスを行っているのですけれども、そ

れだけではなくてお年寄りの方々が今の交通の便等を考えると、できればタクシー等も

利用できるような支援制度ができないのかというのが前から言われているのですが、こ

れを考えていくことができないのかどうなのか、各地方自治体でさまざまな取り組みを

して、ワンコインで１日１回使えるとか、そういうようなこともやっている町もあるよ

うですけれども、無茶な人もいるみたいですけれども、節度をもってきちんと使えばそ

れなりに町の商店だとか、そういうところにも通うことができるということで効果があ

るというふうに考えるのですけれども、どうなのかということ。

それから、この生きがい活動支援通所事業なのですが、これはデイサービスというよ

りあれなのですか、あの施設の裏側のほうから入ってサービスを受ける事業ありますよ

ね、それのことを言ってるのですか。一般的なデイサービスなのですか、どっちなので

すか。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） お答え申し上げます。

まず１点目の外出支援サービス、高齢者バス、タクシーの関係でございます。外出支

援サービスにつきましては、１人で通院できないというような方を対象としまして、26

年度の実績でいきますと大体30名ほどが利用されていると。

それと、この高齢者のバスの乗車券の助成につきましては釧路バスを利用される方と

いう形でなってございます。お尋ねのありましたタクシーは、そういう部分の手段は考

えられないのかということでございまして、これにつきましては何年か前からそういう

声を聞いております。地域の方々の声を聞きますとやはり自分が車の運転できなくなっ

たときに、例えば病院に行くとか、買い物に行くとか、そういう部分では大変不便を感

じているという声は聞こえております。

非常に今後の問題というか、重要な課題とも考えます。今すぐ対応できるかというと、

なかなかその営業の問題とかというような事業者の問題とかありますので、それはちょっ

と無理というか難しいのですけれども、検討はしていかなければならないというふうに

は考えてございます。

それと、生きがい活動支援通所事業でございますけれども、これは要支援、要保護の

方以外の方の利用でございます。通常同じように利用されて、同じ形でデイのほうに通

われてお風呂に入ったり、レクリエーションをしたりというような内容でございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 ぜひそのお年寄りの方々の外出支援というか、そういうことをこれからやは

りどうしても必要になってくると思うのです。結果的にいろいろな言葉出てきて、買い
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物難民だなどという言葉まで今あるような状態になっていますので、そういう人たちを

支援する方向をやはり考えていってほしいと。

今、風呂のない人には銭湯に通う、そういう支援も町としてはやっているわけですか

ら、そういうものも含めて考えていただきたいと、そのように考えるのですがいかがで

しょうか。

それから、この生きがい活動支援なのですが、私が心配になるのは、今、介護報酬の

見直しだとか、見直しというより引き下げの方向で進んでいるし、それから介護度も要

支援の人たちに対する介護給付の打ち切りというようなことも言われていますよね。

そうすると、ますます今この町がやっているのは、要支援だとか、要介護に向かない

ように支援しようとするのがこの事業だと思うのです。ですから、町はそういうふうに

ならないようにということで一生懸命やっている、地方自治体がやっているのに、国の

ほうは今度、要支援を切ってしまえば、この人たちをこの事業で受け皿として支援をし

なければならないということになってくると思うのですけれども、そのあたりはどうい

うふうに考えておりますか。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） まず、１点目の外出支援といいますか、タクシーですとか、

そういう手段ですけれども、先ほども申し上げましたとおり検討が必要だというふうに

は考えております。本当に全域的に今、高齢化が進んでおりまして交通の足というか、

ないというような声も各自治会ですとか、地域からは聞こえてまいります。

そういう部分については検討を進めなければならないというふうに考えいております。

それと、生きがい活動支援の関係でございますけれども、これにつきましては前も議

会のほうでお答えしていると思いますけれども、今、平成２９年度から総合支援に移る

ということで、基本的には現段階では27、28年、今の事業そのまま継続すると、29年に

つきましても基本的にはそういう形で進めていきたいというふうに考えておりますけれ

ども、事業形態がどのようになるかちょっとまだ先が見えませんので、なるべく利用、

支障のない形で考えていきたいというふうに思っております。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 介護保険制度がどう変わるのかということで、課長おっしゃるように支障が

ないようにできればいいのですけれども、実際、利用するのは町民なのです。役所のほ

うは支障なくても、利用者のほうが支援、いろいろな支障が出てくるのでは困るので、

その辺はきちんと進めていただきたいなというふうに考えます。

それから、老人クラブ運営費なのですけれども、若干減っているように思うのですけ

れども、今はこの老人クラブというのは会員はふえているのですか、減っているのです

か。少子高齢化ってどんどん老人がふえているような話なのですけれども、どうなので

すか。
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●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） １点目の今後、総合事業に移行していくる部分の対応です

けれども、先ほどもお話ししましたけれどもいろいろ検討しながら、なるべく支障が出

ないようなというふうに考えてございます。

それと、２点目の老人クラブの関係でございます。老人クラブにつきましては今年度、

２７年度の予算に計上させていただいたのは18団体。人数がやはり年々ちょっと減少気

味にあると、前の議会でもちょっと話題になりましたけれども、なかなか今、老人と言

われる年齢になりましても、なかなか老人クラブに加入をしないという方がいらっしゃっ

て老人クラブに加入しないという方が結構いらっしゃって、昔と老人クラブの活動なり、

形態なりが変わってきつつあるという部分では今後、老人クラブの活動ですとか、形態

ですとか、そのものも考えなければならないとかという状況になっているのかなという

ふうに考えております。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 この老人クラブの活動をリードしている方々の活動状況を見ますと、やはり

非常に苦労されているなというふうに思うのです。残念ながら活動に参加してほしい人

が参加していただけなくて、非常に大変、体もだんだん自由が思うように効かなくなっ

ているにもかかわらず頑張らなければならないというような状況があるように、私自身

もいろいろな場で感じています。

そういう中では、やはり老人クラブって、老人クラブという名前がいいのかどうかも

私もわかりませんけれども、そういう高年齢の方々が一定程度幅広く参加できる事業と

いうか、そういうものも含めてやはり町としても考えていく必要があるのではないのか

なと、他の団体等の経験もやはり参考にしながら、やはり今、ただこういう団体がます

ますある意味、必要になってくると思うのです。それを先細りでそのうちに衰退してし

まって、孤独なお年寄りだけがあちこちに点在して生活しているというような状況だけ

は起きないような対策をとっていただきたいなと、とっていただきたいというより支援

をしていただきたいなというふうに考えるのですが、そのあたりはどういうふうに考え

ますか。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） お答え申し上げます。

おっしゃるように老人クラブ、現在は各自治会に全部ではないですけれども回って活

動されているということでございますけれども、自治会そのものが構成員の方が、役員

の方が高齢になってきているという部分で、それにまして老人クラブの方も高齢化が進

んでいるというような状況にございます。それは把握しております。

おっしゃるように、今後についてはどういう形で支援といいますか、協力といいます

かできるのか検討してまいりたいというふうに考えます。
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●委員長（佐藤委員） 他にございますか。

２番、大野委員。

●大野委員 老人福祉費で聞くのがいいのかどうか分からないのですけれども、まず詐欺

被害が毎日起きていますよね。これだけ世間騒いでいてもまだ引っかかるという言い方

は悪いのですけれども、被害に遭う方がきのうも1,400万円ぐらいが被害に遭ったとかと、

お年寄りお金を持っているのだなとつくづく思うのですけれども、厚岸町でそういった

事例があるのかないのか分かりませんけれども、被害に遭わないための方策というのか、

呼びかけしかないのか、またチラシ配ったりしかないのか、また金融機関と高額なお金

を引き出すときの一声かけるとか、もう１回、大体息子さんが何かしたとかという被害

の手口ですよね。そういったところもう一度、一応、秘密主義がやはり自分だけ、人に

は知られたくないというそういった行動を犯人側がそういった洗脳させるというのか、

そういったことでこれを町として金融機関にそうやってやっているんでしょうけれども、

やはりもっと協力的にやらないと被害が減らないような気がするのですが、その辺どう

お考えでしょうか。

●委員長（佐藤委員） ２番委員さん、消費者対策のところあったのですけれども、質問

が終わりましたのでこれを答弁を最後までやります。

まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 対象になっているのは高齢者の方だということで質

問をされたのかと思いますが、私ども担当しているところで消費者被害ということで町

民の方々から１人でも出さないようなことを関係機関が集まって連絡をして、そういっ

た機関がございます。消費者連絡会議というところなのですが、こちらのほうには高齢

者の老人クラブ連合会の方にも入っていただいたり、あるいは警察、あるいは金融協界

の方にも入っていただいて、いろいろな情報交換をさせいただいております。

幸いにして、このような詐欺の被害ってまるっきり皆無ということではございません

けれども、大きな被害はなく推移しているようでございますが、今、御質問者言われた

ように金融機関というのが最後の砦という形でかなり重要なことを占めております。

過去の例でいくと郵便局であるだとか、あるいは町内の金融機関でぎりぎりで防いだ

という事例も実際にございます。ただ、新聞、あるいはテレビ等でもありますけれども、

過度にそういう疑いがあるからといって介入してしまうと、お客さんに対して不愉快な

思いをさせるということで、金融機関の方々も本当にジレンマなのです。疑わしいなと

思って声をかけるのですけれども、それを余りにもやり過ぎてしまうと実際はそういう

ことではなくて、正当な形で振込等する場合にもどういうこともあるものですから、い

ろいろな苦慮しているようでございますが、その被害防止会議のほうにも一メンバーと

して入っていただきまして金融機関の方々にもそういった情報交換をしながら、そういっ

た水際対策のほうに努めているというのが現状でございます。

それと、いろいろなそういう情報が私どものほうにも入ってきますので、あるいは私
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の界隈でも入ってきますので、その都度、そういったもの必要に応じて全町民に流した

情報については即座に防災無線、ＩＰ告知端末で流したり、あるいはこれの案件につい

ては高齢者を主にターゲットにしているなという部分については、そういった施設の連

絡網というのをそちらのほうで構築しておりますので、一斉ファクス等で周知をしたり

というような対応に努めているというのが現状でございます。

●委員長（佐藤委員） ２番、大野委員。

●大野委員 科目が違って大変申しわけなく思っておりますけれども、やはり厚岸町民が

被害に遭わないようにするため、最大の努力というか、方策をいろいろ考えて防止策を

図っていただきたいと思います。

●委員長（佐藤委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） そのように努めていきたいと思います。

●委員長（佐藤委員） 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。

５目後期高齢者医療費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ６目国民年金費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ７目自治振興費。

12番、室﨑委員。

●室﨑委員 予算のほうには書いてないのですが、町政執行方針のほうで自治会への支援

として、その活動に対する助成制度を創設するという一文がございまして、各自治会、

いわゆる地域のコミュニティーというのですか、今はやりの言葉で言えば、みんなの連

帯、一緒になっていろいろ活動するということをいろいろやりたいのだけれども、なか

なか先立つものがないと、自分たちのわずかな会費で、その中からまた何とか負担金と

か寄附とかいろいろ出さなければならないですから、それでこういうものができると非

常にありがたいということになるのではないかと、そのように思うのですが大変、期待

をしてここを読んだのですけれども、どういうことをやるのか説明をしてください。
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●委員長（佐藤委員） 町民課長。

●町民課長（板屋課長） お答えさせていただきたいと思います。

今、言われた自治会活動に対して補助制度を創設するという内容なのですけれども、

予算的には新年度には載ってございませんで、追加補正で出す予定の補助を使いまして、

新たな事業を展開したいということで、まず１に老人、お年寄りですとか、お家にどう

しても引きこもりがちになってコミュニティーがとれない方ですとか、そういう方が中

心に自治会のほうでそういう方を外に引っ張りだしてという言い方は悪いのですけれど

も、皆さんのコミュニティーを通じていただきたいと。

それでお手本にしているのが全道の自治会連合会で行っているひとりの不幸も見逃さ

ない運動というのがございますけれども、それだけですとやはり行える活動というのが

限られてきますので、それを補完といいますか、そういう意味で町のほうでそのような

制度をつくりたいということで27年度からそのような制度を創設したいということでご

ざいます。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 大体ねらいはわかりました。

それで、まず第一に先ほどから少子高齢化の町の話が出ておりますけれども、先ほど

議論になったいわゆる老人クラブなどというのは、まさにそういう部分を担ってこれか

ら活動してもらいたい団体ですよね。自治会においてもそういう部分の、いわばうちの

中に閉じこもりがちなお年寄りが表に出る、それを支援するようなものについてはとい

う非常に抽象的な言い方をおっしゃったというのは、あえて抽象的にすることでそれぞ

れの自治会が工夫して、そういうような目的に合うものだったら応援しましょうという

意味なのですか。

●委員長（佐藤委員） 町民課長。

●町民課長（板屋課長） 活動内容についてでございますけれども、補助するに当たりま

して補助規則をまず設けたいと思います。

それで、そんなに規制を厳しくというか、そのような内容にはしないで、やはり先ほ

ど老人、老人と言いましたけれども、地域の子どもさんたちと老人の方が交流できる場

ですとか、ですからうちの中だけではなくて、例えば外での活動とかも全部対象にして

いきたいというふうに考えております。

●委員長（佐藤委員） 他にございませんか。

（な し）



- 87 -

●委員長（佐藤委員） なければ進みます。

８目社会福祉施設費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費。

12番、室﨑委員。

●室﨑委員 子ども・子育て支援事業計画というものが町政執行方針の中にもそういう名

前が出てきました。本年度始期になる子育て支援の基本的な方向性と主要施策を示すも

のであるという話が出ておりました。

これは、今までも同じような目的の基本計画がありました。次世代育成行動計画、何

かそのような名前でした。それが、こういう名前に変わって引き継いでいくということ

でよろしいでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） おっしゃるとおりでございます。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 次世代育成何とか計画、それはたしか26年度末で終わりですよね。この書き

方を見ると、まだこの子ども・子育ての支援計画ができ上がっていないような書き方な

のですが、これは４月１日から始動できる状況にあるというふうに考えてよろしいです

か。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） 現在、計画策定中ですけれども、ほとんど今、計画の最終

段階に入りまして、４月１日からこの計画をもって進める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 それで、タイトルが大きく変わったのですが、中での方向性ですとか、対象

ですとか、そういうものもやはり大きく変わったのでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） 次世代育成支援行動計画の部分は、この新しい子ども・子

育て支援事業計画のほうに引き継がれております。内容的にはそちらのほうにも、この
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行動計画の部分が乗っかるという形になってございます。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 次世代育成云々が引き継がれている部分があると、次世代育成の計画でいっ

ていたものが、また新たに発展してこれに入っていくということは分かりました。それ

だけなのです、それならタイトルが変わっただけだという話になる。それでなくて、こっ

ちになったらぐっと幅がふえたと、そういうようなことはあるのですか。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） 支援行動計画のその計画そのものが、全くそのまま移行し

たというわけではございませんで、新しく子ども・子育てに関する部分の計画も中身に

は加わってございます。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 次世代育成行動計画のときに、いわゆる子どもや子育てに関する部分という

のは当然、あったわけです。

だから、今の答弁では何が何だかさっぱり分からないのです。対象年齢が変わったと

か、こういう部分も取り込むことにしたとか、前にはここまでやっていたけれども、そ

の対象をうんと小さくしたということは絶対にないとは思うので、恐らく広がってはい

るのだろうと思うのです。もう少し具体的に教えてください。

●委員長（佐藤委員） 休憩いたします。

午前11時36分休憩

午前11時42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（高橋課長） 時間をとって申しわけございません。お答え申し上げます。

この子ども・子育て支援事業の計画でございますけれども、これについては国から提

示された基本計画に沿って地域の子ども・子育て支援事業の量の見込みを定めなさいと

いうことで、法律で具体的に示すようになっております。

具体的にその事業を例えば利用者の支援事業ですとか、地域子育て支援拠点事業です

か、こういうものアンケートをとって、そして子ども・子育て会議の中で審議をいただ

いて、具体的にその事業を網羅したという内容でございます。
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●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 そういう手順だというのは分かるのです。私が聞いているのはそういうこと

ではないのです。

次世代育成行動計画として、いわゆる子ども・子育てと言われる分野については、非

常によく網羅されていたと思うのです。今までも。

今回、国のほうが恐らくタイトルを変えてきたのでしょう、法律の整備だとか何だと

かの関係で、それでこの子ども・子育て支援事業というようなタイトルにしてつくりな

さいと、そしてそこにはこうこうこういう分野の事業計画をきちんと立てなさいという

ことは言ってきたのだと思う。

では、厚岸町は今までそういうことをやっていなかったわけでは決してないのです、

いろいろやっていたのです。それは、次世代育成行動計画でしたか、それの中で記載さ

れていたのです。それを引き継いでやっていくという形には当然なっていくと思います

が、そのときに大きく変わった部分があるのか、あるいは例えば今までは10歳までの人

を対象に考えていたけれども、15歳までにするとか、そういうような対象が変わったも

のがあるのか、方向性について大きく変わること私はないと思うけれども、変わったと

ころがあるのかと。

そんな一つ一つの項目を言う必要はないけれども、ここの部分は今回、タイトルが変

わっただけでなくて、内容もこういうふうに変わったのですというようなものがあるの

かということをさっきからお聞きしているのです。

国がこういう行動基準をつくりなさいとうからこれからつくって、何とか会議で決定

します、それは単なるそういうものを進めていく手続きの話でしょう。その内容につい

てお聞きしているのです。

●委員長（佐藤委員） 休憩します。

午前11時46分休憩

午前11時47分再開

●委員長（佐藤委員） 再開します。

保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） 申しわけございません。

先ほどお話ししたように、その手続きというかのタイトルが変わった部分でございま

すけれども、中身についてここが例えばおっしゃったように、今まで10歳のものが15歳

になったとか、そういう大きく変わる、具体的に条件が変わるとか、そういう部分は特

にはないというようなことです。
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●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 やっと入口に来ました。

それで、そうするとこの26年までの次世代育成事業というものを振り返って、こうや

ろう、ああやろうと思ったけどうまくいかなかったところがあったと、それを今度はタ

イトルが変わるけれども、子ども・子育て育成事業の中でまた再度押していかなければ

ならないというような部分というのが出てくると思うのです。

そうすると、そこのところがやはり大きく力点を置かなければならないところになる

かと思います。

それから、何年計画でしたか次世代育成って５年ぐらいの計画でしたでしょうか、

ちょっと今、はっきり覚えていないですが５年ですよね。思い通りに前へ進んだけれど

も、ここで手を緩めるわけにはいかないというのは当然あると思います。

それで、この子ども・子育て支援事業というふうに名前を変えたのは、恐らく国が言っ

てくる名前にあわせたということですよね。もちろん、いわゆる国からのほうでこうい

うやり方をしてくれという手続きの問題もあるでしょうから名前を変えただけで、実際

にこのいわゆる子ども・子育て支援といい、次世代育成といい、やっていること、やろ

うとしていることはほとんど変わらないと思うのだけれども、特に今回、この新しい事

業の中でこことここというふうに二つか三つは本当に力点を入れなければならない厚岸

町の問題点というのが当然、この計画をつくる上に当たっていろいろな調査も行ってい

るでしょうし、それから今まで行った計画の中でやろうとしたけれども、結局、こうい

う隘路があってうまくいかなかったというところもあるでしょう、その力点というもの、

それの中心点とでもいいますか、そういうものがありましたら簡単で結構ですから教え

ていただきたい。

●委員長（佐藤委員） 昼食のため休憩いたします。

再開は１時てす。

午前11時50分休憩

午後１時00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（高橋課長） 時間を費やして大変、申しわけございませんでした。

子ども･子育て計画の事業計画の基本計画の中での重点項目といいますか、課題につい

て３点ほどございます。

まず１点目が地域のニーズに応じた多様な子育て支援の充実ということであります。

内容につきましては、就労形態にあわせました保育事業などの実施であります。ニーズ

調査では、３割ほどの母親やフルタイムで就業しております。さらに３割ほどがパート



- 91 -

タイムという就労になっております。

このため、就労状況に合わせました保育の実施のために一時保育や延長保育の実施を

進めたいということであります。

２点目でございます。２点目は、家庭、地域の子育ての支援の充実、これにつきまし

ては子どもの健やかな育ちを等しく保障するために障害児や発達が気になるお子さん、

特別な支援が必要なお子さんに対して、一人ひとりの状況ですとか、発達に応じた支援

が必要ということで、障害児保育の実施ということであります。

３点目が幼児の学校教育、保育の総合的な提供でございます。これにつきましては、

民間事業者における認定こども園化への支援と、あと学校との連携、障害児、特に障害

児の円滑な就学ということの３点でございます。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 分かりました、非常によく分かりました。そういうことを聞きたかったので

す。

それで、本当に余計な話と怒らないで聞いていただきたいのですが、国のほうはいろ

いろなこと言ってきます、こんな式のアンケートをとれとか、こんなふうな手続きでや

らなければだめだとか、いつまでにつくれとか、それでもう担当者はすごい大変になる、

しかもこれにあったかどうか分からないけれども、ものによってはこんな計算式で出せ

と言ってて、その計算式が来なかったり、いろいろなことがあります。そして期限が切

られているので、もう振り回される、目が回る目に遭うのはよく分かります。

ただ、どこまでいってもこういう計画は厚岸町の計画なのです。国の計画ではないの

ですよ。だから、自分たちのものにしなければだめなのです、その意味で国に使われて

いけないのです。

それで、余計なことですけれど一言ちょっと参考までに申し上げるけれども、介護保

険の始まったときに、今からもう10何年前ですよね。そのときに、国はその介護保険制

度をつくるときにいろいろな調査を各市町村に命じました。そしてやったのですよね。

そのときに今でいう認知症、当時はぼけ老人という言い方をしました。その対応もアン

ケートをしたのだそうです、調査させたのだそうです。

大抵の町はそれを言うとおり調査して、はいと言って国に出して終わりだったのです。

そのときに、幾つかの町の担当者はこんなにもぼけ老人が多くて、そしてその世話をし

ている家族が泣いているのかと、びっくりしたというのです。

そして、これがポイントだと。介護保険が始まったら、これがうまくいくのだろうと

思って見ていたら全然そこはなかったと。これでは自分の町でやらなければならないと

いって始めたのですという、いわゆる先進地域と言われる町が幾つかあります。そのう

ちの一つは北海道にありますけれども。

そういうようなもので、やはり国がやれと言ったものをうまくつかんで、そして自分

たちのものにしていかなければならない、そういうことをこれからも、もちろん今もやっ

ているとおっしゃるでしょうけれども、なお強く意識をして、こういう計画を立てると

きの自分のものにしていただきたいと、これはもう、もしかしたら私の遺言になるかも
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しれませんので、切にお願いするところなのです。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） おっしゃることはよく分かりました。

今後、計画を進めていく上でもそのように進めていきたいと考えております。

●委員長（佐藤委員） 他に１目ございませんか。

３番、石澤委員。

●石澤委員 子育て支援対策の中に入ると思うのですけれども、妊婦健康診断通院助成あ

りますよね、妊婦さんの通院助成はあるのですが不妊治療の助成というのは厚岸町では

考えていないでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） お答え申し上げます。

不妊治療の取り組みですけれども、この前、一般質問でお答えしたと思うのですけれ

ども、北海道のほうで実はそういう制度がございまして、厚岸町ではそういう相談があっ

たりした場合についてはご紹介していると、保健福祉課のほうにもパンフレットござい

ますので、そういう問い合わせとかありましたときには、その制度についてお知らせを

しているということでございます。

●委員長（佐藤委員） ３番、石澤委員。

●石澤委員 厚岸町自体の助成というのはないのですね。

ほかの北海道の中でやっている町村あると思うのですけれども、それの情報とかは集

めていないですか。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） 現在、そういう情報は持ち合わせておりません。

●委員長（佐藤委員） ３番、石澤委員。

●石澤委員 東川町でやっているのです。それで、不妊治療に行かれた方の話も聞いたこ

とあるのですが、やはりお金は高額であるということと、それから何回も通わなければ

ならない、それから釧路ではできなくて札幌まで行かなければならないとか、いろいろ

な本人の負担も含めてあるようなのです。

それで、やはり少子化対策の一因になると思うのです。やはり子どもほしいという人
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たちにとっての不妊治療というのは大事なことなので、ここにある子育て支援対策の中

に道でやっているからというだけではなくて、やはり厚岸自体もそういう項目を設けて

やるということは大事だと思うのですけれども、どうでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） その状況につきましては、その実施している町村の部分で

すので参考にさせていただきながら検討してみたいと考えてみたいと思います。

●委員長（佐藤委員） 他に１目ございますか。

９、南谷委員。

●南谷委員 ３款２項１目ですね、135ページ、施設保育所運営費432万円、ここでお尋ね

をさせていただきます。

対前年比144万円の減額になっております。聞くところによると、床潭の保育所が閉鎖

になるというふうに伺ったのですけれども、その辺のいきさつ含めて詳しく説明を求め

ます。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） お答え申し上げます。

この施設保育所の運営費につきましては、昨年度576万円、144万円ほど減っておりま

す。おっしゃるように床潭保育所が４月から子どもが１人になるということで、実は昨

年の暮れに保護者の方から相談がありまして、１人になるので保育所、１人だとちょっ

と子どもにとってもあれなので保育所運営はできないということで27年度以降について

やめたいということでご相談がありました。

それで、私としましては自治会もその運営にかかわっておりますので、自治会の中で

話をしていただいて、自治会長とも話を進めていただいた結果、自治会長も了承したと

いうことで、その後、12月の22日だと思いますけれども私と担当の者が自治会長のお宅

に伺って経過を報告させていただきました。

自治会長、そういうことであれば仕方がないと、27年度も上がる子どもがいないとい

うことで閉所、27年度以降についても閉所いたし方ないのではないかなということでご

了承いただきました。

その床潭の１名につきましては厚岸保育所のほうに通うということで話がついたよう

です。

●委員長（佐藤委員） ９番、南谷委員。

●南谷委員 長年運営してこられたのだけれども、ついにという思いがしてならないわで

ございますが、自治会とも協議をされて、浜の声とすれば非常に寂しくなるねという声
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も多かったのですけれども、今後、この将来展望というのは全く今のところ、その時点

でもし再開するとすれば、それはまた地域の皆さんと協議して、そういうことというの

は可能なのでしょうか、またこの施設の管理、学校が近くにあるのですけれども、ここ

が閉鎖されることによっての管理体制というのは、施設の管理というのはどのようにな

るのでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） 保育所の再開ですけれども、条件というか、地域の方の意

向がそういう再開の意向で人数的にもやられるような状況になったときには、そういう

形で再開もあり得るかなというふうに考えますが、自治会長さんとの話では今後につい

てはちょっと難しいのではないのかなというふうな、自治会長さんはお話をしていまし

た。

施設に関しましては、自治会長さんのほうとも協議をさせていただいて、とりあえず

あそこは近くに漁村センターもございますし、特に保育所を使わなければならない状況

にないので閉鎖をしてくださいということで、逆に入口内にも入らないように何かの柵

かロープをするなりして、そういう形で閉鎖をしてくださいという形でお話をいただい

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） なければ進みます。

２目児童措置費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ３目ひとり親福祉費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ４目児童福祉施設費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 150ページ、５目児童館運営費。

（な し）
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●委員長（佐藤委員） 156ページ、４款衛生費、１項保健衛生費、１目衛生予防費。

12番、室﨑委員。

●室﨑委員 ここで有害動物対策、病症媒介動物対策というふうに出ておりますが、これ

はどんな動物が対象ですか。

●委員長（佐藤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） まず先に有害動物対策の事業でございます。こちらにつき

まして、計上させていただいている経費につきましてはスズメバチの駆除用の薬剤、さ

らには役務費のほうで、そのハチの駆除に従事する職員等の抗体検査の手数料等を計上

させていただいている内容でございます。

それと病床媒介動物対策につきましては、媒介動物でありますキツネ、これの駆除、

奨励金８頭分、１頭当たり6,000円の計上をさせていただいている内容でございます。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 そうしますと、今分かりました。ちょっとスズメバチが頭になかったものだ

から、林業総務費のほうで有害鳥獣というのがまた出てくるのですけれども、要するに

有害動物と有害鳥獣って、動物のほうが昆虫で鳥獣のほうが四つ足だとか、羽のついて

いるやつだということなのですね。

それから、病症媒介動物というのは、病症媒介動物の病症とはエキノコックスを指す

と、それでキツネになると、そういうことでよろしいですね、分かりました。

それで、もう一つお聞きしますが、ここの157ページの最後のほうに野犬、掃討車整備

事業とあります。この内容を教えてください。

●委員長（佐藤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 先ほど有害動物と病症媒介動物の対策につきましては、ご

質問者が言っていただいた形の予算の区分をさせていただいている内容でございます。

それと、野犬掃討車の整備事業でございます。野犬のほうは片仮名でノイヌというこ

とですが、こちらは野犬のほうの掃討車がございまして、公用車につきまして老朽化が

進んでおりまして、公用車の更新めどにつきましては15年かつ走行距離20万キロを超え

る車を対象としているところでございますけれども、この車につきましても入れてから

かなりの年数を経過しておりまして、今回、トラック、ホロ付というのでしょうか、箱

付のトラック1,800㏄４ＷＤ１台をこの事業でもちまして、268万7,000円の予算でもって、

先ほど歳入のほうでも若干ご説明申し上げましたが特定防衛施設整備周辺整備交付金220

万円を充てさせていただきまして購入する内容になっております。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。
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●室﨑委員 そうしますと野犬をつかまえて入れるおりを持っているトラックというふう

に考えればよろしいですね。

●委員長（佐藤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 掃討等にかかわります道具、今、おっしゃっていただきま

したおりなども二つ入るようなスペース、さらには先ほどご質問いただきましたスズメ

バチ等の駆除道具につきましても別途入るようなスペースを設けさせていただいたト

ラックを今回、更新させていただく内容でございます。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 あとはスズメバチに関してなのですが、どうも去年あたりも今までより多く

なってきているような印象があるのです。統計上どうなのかちょっと分からない。目に

つくところに出てきている感じがするのです。

それで、俗に被害というのは黒スズメバチですね、一番スズメバチの中でおとなしい、

あれなんか街中の庭でも結構、巣をつくったりする事例が出ています。それから、黄色

スズメバチですか、もう少しおっかないほうです。これなんかは結構、軒下につくると

いうような話を聞いております。私も実際に去年は二つか三つ見ましたけれども、とい

うようなことで何か気象が変わってきて、こういう動物が元気になっているような雰囲

気があるのです。

それで、非常に気をつけなければならない状況があるかと思います。そのあたり、町

民に対して過度に恐れる必要はもちろんないのですけれども、やはりこういうところを

きちんと気をつけること、それから見かけたらすぐ通報することとか、いろいろな注意

事項あるかと思うのですが、そういうものの広報というのはどのように考えております

か。

●委員長（佐藤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 前に議会の場でもご説明申し上げまして、25年度につきま

して110件を越すような件数がございました。これもやはり天候等の影響かなと思います

が、それに反しまして今年、26年度におきましては70件を切る60数件の件数ということ

で、やはり気象条件に応じた中での発生状況というのは違うのかなというふうには数値

的なもので考えております。

ただし、発生している状況につきましては極端な差異は20件という年もございました

し、それぞればらばらになっておりますけれども、総体してやはり25年度がピークの数

字にはなっておりますので、今後ともやはりその時期に応じまして発生状況等の事前情

報等があれば、やはり町民の皆様にも注意喚起をするような対応をさらに進めていきた

いというふうに考えておりますので、ご理解願います。
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●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） なければ進みます。

２目健康づくり費。

10番、谷口委員。

●谷口委員 ここでお伺いしたいのは、高齢者肺炎球菌ワクチン接種が減になっていると、

それから特定疾患なのですが、こちらはちょっとふえているのですけれども、これにつ

いてどういうことなのか教えてください。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） お答え申し上げます。高齢者の肺炎球菌ワクチンでござい

ますけれども、これにつきましては昨年度当初、計上されておりませんでした。途中で

予防接種の９月でしたか、補正で計上させていただきました。今年度は当初から計上に

なっているという内容でございます。

それと、特定健康診査……申しわけございません、特定疾患者通院費でございます。

これにつきましては、特定疾患の患者の方の通院費でございます。実績に応じて今回、

計上させていただきました。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 高齢者肺炎球菌ワクチンなのですけれども、去年は163万9,000円、今度は私、

予算書間違わないから、それでことしは119万8,000円というふうになって、去年より少

ないのです。

それで、これは去年はきっと制度改正があったというふうに思うのです。以前は前に

聞いたときにはいつ受けるかによって、１回受けれるか、２回受けれるかというあれが

あるのですけれども、というようなことがあって、それでなくても思ってずっとしない

で私もきたのですけれども、制度が変わったらもう今回からは１回しか受けられないと

いうような制度になってしまったのですけれども、この減った原因は何なのですか。去

年の当初予算とことしの当初予算の違い。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） お答え申し上げます。

163ページの上の段になります予防接種の部分の高齢者肺炎球菌ワクチンにつきまして

は、当初予算では特定しておりませんでした。これは、途中で予防接種、定期予防接種
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のほうになりましたので、補正のほうで途中で載っておりますけれども、当初について

は載っておりません。

その分、下のほうの高齢者肺炎球菌ワクチン、こちらのほうが前年度は多い数字でし

たけれども、こちらのほうに振り替わったという内容でございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 そうすると、去年の予算のつけ方とことしのつけ方が違うということになる

と、やはりちょっと我々としては分かりづらい内容になってくると思うのです。ですか

ら、そのあたりはきちんとしていただきたいなというふうに思うのですが。

それから、この特定健康診査委託料、これが去年より増額になっているのですけれど

も、これはどういう、委託料自身も昨年より多いですよね、若干ですけれども、その内

容はどういうことなのですか。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） 特定健康診査でございますけれども、このうちの特定検査

審査委託料、今年度当初は277万3,000円を計上させていただいております。昨年度につ

いては、272万2,000円ですので、若干ことしのほうがふえているという内容でございま

す。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 一応、この対象者はどのぐらいいて、結果、受診率というか、これはどうい

うぐあいになっていますか。何人受けて、％にすれば何％になるのか。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） お答え申し上げます。

大変申しわけないですけれども、26年度はまだ数字出ておりませんので、25年度の数

字でご説明したいと思います。25年度につきましては、受診者数が547名、率にしまして

22.5％という形になってございます。

参考までに24年度につきましては、受診者数が560名で、受診率でございますけれども

22.1％というふうになってございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 これは厚岸町として、この事業を進めるに当たって目標というか、対象者全

てが受診されればいいでしょうけれども、一応、そういっても22％ちょっと超えた程度

ということできっと推移しているのかなということを考えると、目標みたいのはどの辺
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に上げて、この事業を進めているのか。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） 目標値でございますけれども、60％の目標を立てておりま

すので、達成率としてはちょっと低いかなというふうに考えております。

今後、この少しでも受診をしていただくというような形で周知を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 今、示されたのは２４、５ですから、その前の経過ちょっとわかりませんけ

れども、その前よりおととしのほうがちょっと上がったよということなのかもしれない

のですけれども、それ以前はもっと高かったのか、低かったのかもわからないのですけ

れども、やはり目標値は60％かもしれないけれども、これはいつ60％にするのか、５年

かけてやるのか、10年かけてやるのか、そのあたりも少し明確にしてほしいと、そのよ

うに思うのですが。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） 目標値の年度でございますけれども、平成29年度となって

おります。ことしにつきましては町民課のほうと協力して周知に努めているところでご

ざいます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 29年度というのは大変ですね、そうすると。来年は27年度ですから、来年と

いうかことしは。そうすると、あと３年の間に倍以上伸ばすということ、ただ目標で終

わるような計画になっては困ると思うのですけれども、そうであればやはり27年度はど

こまで、28年度はどこまで、そして最終年度で60％やりますというような計画になって

いないと困ると思うのですけれども、そのあたりはどうなのでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） お答えいたします。

確かに平成29年度60％の数字はかなり厳しい数字かなというふうには押さえておりま

すけれども、目標値は25年度に設定をしておりますので、少しでもその値に近づくよう

にというふうに考えておりますし、先ほど申しましたけれども、町民課のほうでも事業

主のほうに周知をして、個別解消、別に実施をしていただくように働きかけております

ので、その60％の数字に少しでも近づくように努力してまいりたいというふうに考えま
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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 ４款１項の健康づくり費ですね。165ページ、健康増進機保守点検委託料７万

4,000円、ここでお尋ねをさせていただきます。昨年の８万3,000円の計上でございます

が、例年同じような数字なのだろうなと。あみかの２階で町民の皆さんが利用されてい

る器具の点検だと思うのですけれども、年間、この保守点検委託料ということでござい

ますから、どのような事業をされているのか、この８万円か７万円ぐらいの数字で、ま

ずそのことについてお尋ねをさせていただきます。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） お答え申し上げます。

今年度、26年度３月に、今月ですけれども新しい機械が入っております。それで、業

者も変わって点検の委託料が減額したという内容でございます。

点検の内容でございますけれども、健康増進室には自転車こぎ、あと歩く機械、ステッ

プマシン、登山するようなステップマシン、マッサージ器といろいろございますけれど

も、自転車につきましては当然、こぐものですから機械部分の動作チェック点検、歩く

マシーンについてもベルトが動くものですから、そこの機械部分、あるいは電子制御の

部分、その部分を点検をして問題があるものについては部品の取り替えとか、そういう

部分で対応し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 点検そのものについてはこの数字で分かったのですけれども、今回、自転車

のような器具を入れかえると、利用されている皆さんも大変喜んでおられますし、皆さ

んの声を聞きますとあそこに行くときに、大体皆さん同じような時間帯になってしまう

そうなのです、生活のリズムの関係上、だから１日いっぱい混み合っているわけではな

いのでお互いに譲り合えば大したことないのだけれども、混み合うときに混み合ってし

まうのだと、そういうわがままと言ったら申しわけないのですけれども、そういう意見

もありました。

有効活用されていると、町民の皆さんの健康増進に役立っているなと、ただ、皆さん

の声を総体的な話を伺いますと、久米先生の時代は非常にアドバイスとかも適切にして

いただいたのだけれども、昨今はなかなかそういうチャンスにめぐまれないと、こうい

う声があります。

やはり、従来のようにとは私は思わないのですけれども、折に触れてやはり指導体制、

新規の人が来られる、そうすると今、利用している人がみんなアドバイスをするのでしょ

うけれども、むしろ始めていた方は今までと違った対応になっているのではないかとい
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う、むしろ通っている皆さんのほうがそういう声を出されているので、その辺の体制と

いうものはやはり誰もが利用しやすい、始めていた方は例えば無理こりこいでしまって、

むしろ筋肉痛になってしまうとか、そういう状態に陥ると思うのです。

また、混み合うときは、１人で長い時間乗られると順番で乗っていただくようなルー

ルとか、そういうものもやはり適切な指導をされたほうがいいのではないかというご意

見もありました。

そういう意味では、やはり管理されている皆さんのほうで適切なアドバイスというの

はやはり必要ではないのかなと、このように思いますが、さらにはこの計画書を見させ

てもらったのですけれども、本年度は自転車の入れかえ、そうしますと従来から同じも

の、機械の更新なら壊れてから入れかえるよと、やはり町民の健康増進ということを考

えると、私は残念ながら６次計画の実施計画を見たのですけれども、探せなかったので

す、将来展望としてたまたま今回は入れかえたのです、やはり健康の増進ということを

考えると、時代は進んでいるわけでございますから、町民の皆さんの健康増進に役立つ

ような機械に導入していくとか、そういうこともやはり計画したり、取り組んでいかな

ければならないのではないかと思うのですが、その辺の検討というのはされたのでしょ

うか、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（高橋課長） お答え申し上げます。

利用の関係でございますけれども、おっしゃるように時間帯によって混む時間帯、空

いている時間帯ございます。特に、朝早い時間帯が一番混むのかなと、あとは午後から、

あとは夕方ですね、夕方にまた混むと、そういう時間帯については利用者の方々、それ

ぞれ譲り合って利用されているというふうに聞いております。

それと、初めて来られる方については職員がついて使い方ですとか、あるいはアンケー

トをとっておりまして、どういうふうにこれから使いたいとか、今後の計画とか、そう

いうものを聞いております。

場合によっては、そのお話があれば保健師なりがアドバイスするという形にはなって

おります。ただ、みんながみんなそういう形になっておりませんので、そういう部分に

つきましても充実をある程度、対応していかなければならないかなというふうに考えて

おります。

それと、機器の更新でございますけれども、今年度、自転車の機械を入れかえました

けれども、あとは歩く機械が人気がありまして２台あります。これにつきましては適時

修繕をしております。今のところ部品がなくなるとか、早急に入れ替えを要するとかと

いう点検業者からの報告が来ておりませんので、まだ何年かはそのまま使えるかなとい

うふうに理解しております。

●委員長（佐藤委員） ９番、南谷委員。

●南谷委員 答弁漏れみたい、今までずっとそういうふうにある機械の更新をしてきてい
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ますね。壊れたら取りかえるよと、それだけではなくて今後に向けて３カ年計画の中で

も探したけれども、私載っていないのです。

そうすると、従来と同じ機器なのです。やはり町民の健康増進に努めるよと言ってい

るわけですから、やはりそういう機種というのはいろいろあると思うのです。私は全く

勉強不足で分からないのですけれども、そんな高額でなくても、ある程度、年次的に、

将来的にこういう機械を導入、利用する人をやりもっともっせっかくそう施設利用させ

ているし、機械の購入もしているわけですから、年次的にきちんとこういうものも導入

していきたいとか、アンケートとってどういうものかというのは僕は素人で全く分から

ない。そういう計画もやはり一考するべきではないかなと。そういう検討もされてはい

かがかなと。この辺についての答弁をしていただきたい。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） 申しわけございません、答弁漏れでした。

おっしゃるように利用者の方の声を聞いて、今の機械がいいのか。あとは新しいもの

がいいのかという部分も耳を傾けて聞きたいと思いますし、機器もおっしゃるように壊

れたらすぐ入れかえるということではなくて、状況を見ながらその計画の中に盛り込ん

でいきたいというふうに考えております。

●委員長（佐藤委員） 他に２目ございませんか。

12番、室﨑委員。

●室﨑委員 まずは、今の９番議員の尻馬に乗せていただきますが、非常に大事な問題を

指摘していると思いまして、あみかの２階の健康増進室、それともう一つはプールの２

階ですね、プールの２階は最初からそういう状況だったのですが、あみかの２階につい

てもそうなのです、今そういう状況なのですが、今、全国にフィットネスクラブという

のがあります。そこに指導者のついていないところ一つもないですよね、機械だけぽん

と置いて勝手にやりなさいというところは一つもないのです。

あみかの健康増進室もそこにびっちりはつけないけれども、非常にそういうことに堪

能な方がいて指導しながらやってきました。それは機械の補充ではなくて、機械は道具

に過ぎないのです、健康増進をどういうふうにやっていくかということがきちんと指導

なしにやられるということは、場合によってはやり過ぎで筋肉痛というお話でなさって

いましたが、場合によってはそれどころでは済まないのです、体壊してしまうのです。

そういう意味で、大変、厳しい言い方させてもらいますけれども、あみかの２階の健

康増進室というのは、当初の体制として目的を失っていますよね。現実に指導をしてい

ないのだから、かろうじてその体制を保持しているのは、あそこをずっと使っている人

たちが当初いた指導者に習ったことを人に伝えながら、何とかそれを保っているという

状況だと思うのです。

これについては、やはり機械だけにとらわれないで体制そのものについてきちんとも

う一度検証して、どうするかということを考えていただきたい、それはお願いすること
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です。その点、いかがですか。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） お答え申し上げます。

おっしゃるように当初、そういう専門的な方がいらっしゃって指導をしていたという

のは承知しております。

今現在、そういう方がいらっしゃらなくて職員、主に保健師が対応しておりますけれ

ども、先ほど申しましたとおり最初の段階での機器の説明ですとか、健康確認、運動に

対する指導というのはできていないなという状況でございます。

今の体制としましては、そういう今いる職員の中で適時、同室にいて確認指導をする

というような形にある程度対応し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 今、それ以上の答弁できないでしょうからああせい、こうせいとは言いませ

んけれども、これは大変な問題ですよ。場合によったらこれ健康被害起こしてしまうか

もしれませんよ、そのとき町としてはどういう対応をするつもりなの。

それから、プールの２階はもっとおっかないです。あそこでは一遍、事故が起きまし

た、現実に。あれは、たしか点検して間もないのにワイヤーが切れたのかな、そして事

故が起きました、そういうことがあります。

だから、ああいう機械には必ず指導者が必要なのです、あみかの２階も同じです。そ

ういうことをきちんと問題点があるということを認識して、検討事項として上げていた

だきたい、そういうふうに思います。

次の点に行きますが、子宮頸がんワクチン予防接種委託料というのに38万8,000円つい

ているのですよね。子宮頸がんワクチンに関しては副作用が厚岸でも出た方がいて、大

変心配したのですが、その後の経過はいいとお聞きしているのでほっとしているのです

が、そういう中で国は相変わらず勧奨はしないけれどもやりなさいというような、訳の

分からないことを言っているわけですよね。それで、町としてもこれを項目に入れなけ

ればならないとは思うのですが、この38万8,000円という額をここに委託料としてつけて

おく理由、根拠、それについて説明してください。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） お答え申し上げます。

この38万8,000円ですけれども、今現在、継続して打つ方もいらっしゃいます。それと、

新規の希望者がいる場合に対応するということで、この38万8,000円、去年よりは大分減

額になっておりますけれども、そのような方で予算計上させていただきました。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。
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●室﨑委員 一応、この程度のものをつけておかなければならないだけ需用があるであろ

うというふうに考えているということですね。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） 希望者がいたときのために少し多目につけております。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 それ以上、深くは申しません。

それでもう１点お聞きをするのですが、委員長もしこれがここではないと、ほかのと

ころだというのであるならば、どうぞ注意してください。私としてはここしか考えられ

なかったことなのです。

それは今、町内で私１人、２人でない引きこもり、ないしはプレ引きこもりとでも言

うのな、このままいったらいわゆる引きこもりになってしまうのではないかという20代、

30代ぐらいの方を見かけるという言い方は引きこもりですからちょっとおかしいのです

が、現実に耳にし、半ば相談も受けているのです。

こういう人たちのなりかかっているのであれば、本当に引きこもりというのは恐らく

定義もあると思うのです。それから、いわゆる精神病理学上のいろいろなものもあると

思うのですけれども、そういうことはこっちは素人だからわからないけれども、ただ、

からないなりにこのままいったらおかしくなるのではないかなというような状況は見え

るのです。

そういうときに、私みたいなものがへたに声かけたから逆に逆効果ですよね。大体、

その場合にご本人も悩んでいるでしょうし、家族も悩んでいるのですね。と、同時に家

族がよそへ行って相談するというようなこともできないです。

こういうようなときに、やはりこんにちはと入っていけるのは保健師ですよね。保健

師の方にはそういう役割が期待されるし、また入って来られたほうも割と受け取りやす

い、そういうものがあると思うのです。

こういう問題で情報を得て、保健師の方がそういうところに訪問する、１回、２回で

は会えないかもしれないけれども、そういうチームつくって動いている町も何か報道に

よるとあるようです。何便も行って、そしてだんだん仲よくなって、引っ張りだすとい

うようなことをやっているという話も聞いています。

それから、話がまたぽんと変わりますが今、体にいいといっていろいろなものがテレ

ビで宣伝しています。やれヒアルロン酸ですか、それから必須アミノ酸がどうだとか、

ホウレンソウがいい、トマトがいいとか、このごろではチョコレートがいいとか、ひと

ころはそういうのを毎日やるような番組があって、そこでは予定表をお店に配っておく

ときょうはチョコレートを宣伝するというと、どっさり仕入れておく、トマトを宣伝す

るというとお店はどっさり仕入れておくというような、落語みたいな話がありました。

そういう安直な、薄っぺらな、売らんかなの情報に泳がされるというか、振り回され
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る人が結構多い。こういうことについては、とくに保健師とかそういう専門の方たちは

接し、反訳していると思うのです。こういうものについてもやはり、そういう保健師を

初めとする専門の方が、場合によっては個別にでも指導していかなければならないと思

うというふうに今は２例挙げましたが、保健師の方に期待されるような事態が今、厚岸

町では非常に大きいですよね。ところが、どう考えても人数が少ないのではないかと、

そこへもってきて今度は国のほうからはあの計画つくれ、このアンケートをとれ、次か

ら次へと来ますよね、保健師の方に期待される各家庭を訪問するとかという時間がある

のだろうかというふうに思います。

それから、どんどん新しい事態が出てきますよね、保健婦さんというのは看護師さん

でもあるわけでしょう。そういう医療分野や保健分野でも学問の発展による新しいし知

見を要求されるというのは物すごくありますよね。そういう研修だとか、勉強だとかを

同じこと発見している、そういうものを受けに職場を事実上離れる時間があるのだろう

か、こういうふうに思います。

昔、大分昔ですがせたな町が国保を事実上の黒字に近い状態にしたと、それは何とか

というお医者さんを中心にしたチームが町を動かしたと、瀬棚方式とか言われましたよ

ね。その後、合併して変わったようですけれども、そのときに私一遍聞いたことがあっ

たら、当時の福祉課長は厚岸の人口に直すと23人だか25人だかの保健師があそこにはい

ますという言い方をしていました。一遍に20人にすれとは言いませんが、余りにも差が

あり過ぎる。この点、福祉課担当としてはどういうお考えをお持ちでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） お答え申し上げます。

おっしゃるように保健師の町民に対する役割は非常に大きいものと考えます。

今、おっしゃったように引きこもりに限らず、例えば体調を崩している、精神的に病

んでおられる方に対してもおっしゃったように個別訪問を行っているケースもございま

す。

そういう部分で訪問する時間があるのかということですけれども、時間の工夫をしな

がら訪問をしているという状況であります。研修も数は多くないですけれども、研修に

も行くように努めていますし、100％十分かと言われれば、足りない部分もあると思いま

すけれども、行ってない状況にはないというふうに考えております。

人数的な部分でございますけれども、多いほうが当然、いいかと思いますけれども、

現在の人数で今のところ業務をしているというような状況でございます。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 特にこれ町長にお願いなのですけれども、保健師をふやしていく、特に優秀

な保健師をたくさん抱える町になる、そういうことが今、こういう健康づくりを始めて

いろいろな福祉関係の地元が重要視されてくる厚岸町として非常に必要なのだという課

題をお持ちになられて、今すぐになんかできっこないのは分かっていますけれども、こ
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れから何年もかけてそのようにしていっていただきたいと切にお願いするのですが、い

かがでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えさせていただきます。

保健師を採用する場合、大変苦労しております。なかなか採用者がいないという現実もあ

るわけであります。

しかしながら、現下の実態を把握しながら、今、御指摘があったようにならないように対

応していかなければならないと、そのよ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 よろしくお願いします。

それで、先に出した例に戻りますが、この引きこもり、もしくはそれに準じると言っ

たらいいでしょうか、広い意味でのそういうふうに言わせてください。そういう情報は

どのようにして町のほうでは手に入れる体制になっているのか、虐待は、今、虐待防止

法で通報義務がありますよね。ですから、私たちがどうもあれは虐待の事例ではないか

というような疑いがある事態が出たときには、おおっぴらに言う問題ではないでしょう

けれども、福祉課のほうにこっそりでもこんなのがあるのだけれどもと通報しなければ

なりませんよね。だけど、あそこ引きこもりでないかというのは通報義務はないわけで

す。そうするとやはり、皆さん非常に困りますよね。

そういう中で、この情報を得ていくためにどういうふうにしたらいいのかということ

では、どのようにお考えでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） お答え申し上げます。

そういう引きこもりですとか、そういう方をどう知り得て、どう対応するのかという

部分ですけれども、一番なのはご家族の方の情報が一番確実というか、間違いないとい

うことで考えております。

あと、民生委員の方、地域をよく知っていられる民生委員の方からの情報、あそこの

家にこういう方がいるよというような情報があればこちらのほうとしても動けますし、

あるいは地域の方からのそういう情報、これも大事な部分ではないかなと思います。

それで、直接、その地域の方がそこに行ってお話は当然できませんので、こういう例

があるのだけれどもということでお知らせいただければ、こちらのほうではそういう対

応を確認なり、そういう対応ができる場合もありますので、地域の方にもそういう情報

を入れていただければ保健福祉課として助かりますので、よろしくお願いします。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。
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●室﨑委員 その点がこの席だけでなくて、町民みんなにそういう意識があるような方法

を考えていただきたい。福祉課ではそういう情報を待っていますと、そして手を打とう

としていますからということをやはり、どのような形でやるかちょっと今は別としてお

願いしたいと思います。

それからもう一つは、いろいろな商品による健康被害なのです。これは消費者保護の

問題でもあります。消費者保護のところでは今、いわゆる特殊詐欺が非常に問題になっ

ておりますけれども、実は妙なと言ったらいいのか、商品によって健康被害を起こすと

いう例は余り報道されないのですけれども、大きなもの以外は、この前は何とかという

会社のつけるクリームでもって白斑を起こしたというのがありましたけれども、ああい

うのってもっとあるのです。

それで、専門家の話によると、今、薬物性肝臓障害で一番大きいのはウコンだそうで

す。ウコンを朝から晩まで宣伝していますよね、ウコン入りの何とかと、あれ飲んで肝

臓障害、重篤な肝臓障害を起こす例って後を絶たないそうです。というようないろいろ

なものがあるのです。

ところが、テレビでは売らんかなですから、そしてやはりテレビ会社もテレビの放送

している会社も商売ですから、コマーシャルをどんどん出してくれるお客さんのことを

困るようなことは言いません。というようなことがあって余り表に出てこないのですけ

れども、やはりきちんとした一言でいうと賢い消費者になるということでしょうが、商

品知識を持つことと、健康のもとはバランスのいい食事にまさるものはないわけです。

それはもう、会議のときによく保健師から習うのですけれども、そういうことをやはり

何らかの形で情報提供していかなければならないと思います。

こういう点については、これも言ってしまえば、まち推の課長さんも今、難しい顔し

て聞いているけれども、消費者保護でもあるのです。そして町民の健康保持、健康づく

りでもあるわけです。

こういう点について、どのように進めよう考えていらっしゃるか、簡単で結構ですか

らお考えをお示しいただきたいと思います。

●委員長（佐藤委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（高橋課長） お答え申し上げます。

まず１点目の先ほどの引きこもり等の情報収集でございますけれども、これについて

はそういうふうに情報を入れていただけるような、協力をいただけるような形で町民の

方に周知してまいりたいというふうに考えますし、健康被害の部分につきましてもそれ

ぞれの面で注意喚起を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） 他に２目ございませんか。

（な し）
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●委員長（佐藤委員） なければ進みます。

３目墓地火葬場費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ４目水道費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ５目病院費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ６目乳幼児医療費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２項環境政策費、１目環境対策費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２目水鳥館運営費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 176ページ、３目廃棄物対策費。

10番、谷口委員。

●谷口委員 ここの自然の番人宣言推進委員会って、これは何をやるのですか。

●委員長（佐藤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 自然の番人宣言の負担金に関してのご質問かと思いますが、

この自然番人宣言につきましては、平成18年４月１日に釧路管内１市６町１村が自然の

番人宣言を共同宣言しまして、ごみの不法投棄やぽい投げを廃絶する行動を共同で行っ

ていくということで設立しているものでございます。

取り組み内容としましては、ポスターやチラシ、ステッカーなど作成のほか、不法投

棄防止の中で看板の作成、またはポスターコンクールなどを実施している内容でござい

まして、昨年までは釧路広域市町村圏事務組合のほうでの、釧路地域活性化協議会のほ

うで予算措置をさせていただきまして、この構成組織の中で運営を図っていたところな
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のですけれども、そのような活性化協議会のほうも26年度をもって解体されたというこ

とで、それぞれことしから10万円の負担金をもちしまして、これら事業運営を図ってい

くと、継続して事業を図っていこうという内容でございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 活性化協議会がなくなるのでこちらを立ち上げてやると、それでどういう団

体がどういうふうに推進委員会をつくるのですか。

●委員長（佐藤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） すみません、大変、答弁のほうがわかりづらくて申しわけ

ございませんでした。

まず、18年４月にこの組織が立ち上げまして、先ほど言いましたような中で不法投棄、

ポイ捨てを廃絶するような取り組みをしていくということでポスター、チラシ、ステッ

カー、さらには看板等を作成しまして、各市町村の箇所に設置等を行っている事業でご

ざいます。

それら財源につきまして22年度から26年度までは、先ほど申し上げました釧路地域活

性化協議会のほうで財源を出していただきまして、事業を今まで行ってきたところなの

ですけれども、先ほど申し上げましたとおり、その組織が26年をもって解体したという

ことで、今後もこの事業を継続していくということで、市町村間の構成の中で確認をし

ておりまして、各市町村一律10万円の負担金をもってこれまで行ってきているような事

業展開を継続していこうという内容でございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 そうするとこの団体は以前からあったけれども、財源は活性化協議会で出し

ていたと、それがなくなったので今度は各市町村が10万円ずつ出して推進委員会を維持

していこうと、そういうことでいいのですか。

●委員長（佐藤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 委員、今おっしゃっていただいたとおりの内容でございま

す。

●委員長（佐藤委員） 他に３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。
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４目ごみ処理費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ５目し尿処理費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ６目下水処理費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 186ページ、５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ２目農業振興費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ３目畜産業費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ４目農道費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ５目農地費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ６目牧野管理費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 198ページ、７目農業施設費。

（な し）
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●委員長（佐藤委員） ８目農業水道費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ９目堆肥センター費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） 206ページ、２項林業費、１目林業総務費。

10番、谷口委員。

●谷口委員 この林地残材等収集オガ粉製造委託料829万8,000円、これ説明あったと思う

のですけれども、その内容について説明してほしいのと、このオガ粉は何に使うのです

か。

●委員長（佐藤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 209ページにあります森林資源利活用事業の中での行政業務

委託料林地残材等収集オガ粉製造委託料に関してのご質問にお答えいたします。

これにつきましては、平成26年からｉチャレンジ事業の中で採択をいただきまして、26

年度予算措置をして、本年度600立方メートルの林地残材を集積しまして、2,000立方メー

トルのオガ粉を製造している事業でございますが、これにつきましては現在、堆肥セン

ターでバーク材等を購入しまして、それを水分調整剤として使っているところでござい

ますけれども、それをその林地残材でもって補おうとする事業でございまして、今回、

今年度につきましてもそれを量をふやした中で事業を実施していきたいということで、

本年度900立方メートルの林地残材を集積した中で3,000立方メートルのオガ粉を製造し

ようとする内容でございます。

これらにつきましては先ほど申し上げましたとおり、今まで町内、町外から購入して

おりましたそういうバーグ材等を町内の循環の中で町有林内のそういう林地材を活用し

た中で活用していくと、町内循環を図ろうとする事業の内容でございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 あと、この有害鳥獣駆除奨励についてお伺いしたいのですが、エゾシカの駆

除だと思うのですけれども、これは減るというか、その効果がなかなか見えないのです

けれども、今年度、新年度は何頭ぐらいを目標にこの計画を立てられているのか。

●委員長（佐藤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 25年度からエゾシカの駆除につきましても、それまで1,000
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頭の駆除頭数を予算措置と議決いただきまして25年、26年につきまして2,000頭を現在駆

除しているものでございます。

その内訳としましては、山間部で1,900頭、それと湖南地区市街地で100頭、合わせて

2,000頭の中で駆除をさせていただいている内容でございまして、これにつきましては25

年、26年とも、今現在まだ実施中でございますけれども2,000頭の捕獲に向けて事業を進

めているところでございますし、27年につきましても2,000頭の予算を措置させていただ

いている内容でございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 そうしたら、協議会に負担金が前年度より若干減っていますよね、当初の予

算より。当然、この1,000頭なのですけれども、これは目標どおり毎年来ているのですか、

それともオーバーしているのか、少なかったのか、その辺は実績はどうですか。

●委員長（佐藤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） まずもってここ24年の実績でございますけれども、農業被

害、山間地部分でございますけれども1,165頭、それと湖南地区で186頭、合わせて1,350

頭を駆除しているところでございます。

25年におきましては農業被害、山間部で1,780頭、湖南地区で183頭、合わせて1,963頭

の駆除、捕獲を行っているところでございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 そうすると26年度はちょっと下がってしまっているというふうに、今の説明

ではなるのですが。24年か、26年はないのだな、まだ。ごめんなさい間違った。

●委員長（佐藤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 26年度につきましては、現在まだ事業を進めている状況で

ございまして、湖南地区の市街地駆除につきまして３月５日から22日まで実施を行って

いるところでございますので、数値については2,000頭に向けて今、事業を実施している

ところでございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 24年度から見ると25年度はふえていると、大体目標を達成できそうな状況に

今はなってきていると。

それと厚岸町内の狩猟ハンターというか、そういう人は十分確保できるような状況な

のか、それとも今後、育成をしていかなければならないのか、その当たりはどういうふ
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うになっているのか。

●委員長（佐藤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 現在、猟友会厚岸支部の方につきましては、厚岸町のほう

は22名いらっしゃいます。

事、一昨年25年、26年につきまして２人、25年度が２名、さらに26年度が１名ふえた

中で現在22名のハンターさんがいる状況になっておりまして、当然、若い方々が３名来

られておりますので、来られている平均年齢というのもおかしいですけれども、60歳を

切るような中で今現在、推移しているとこでございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 そうは言っても構成員の中でやはり世代交代をしていかなければならない時

期にある人も中にはいるのではないのかなと、そのあたりの心配はないですか。

●委員長（佐藤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） やはり70代、60代、50代等々いらっしゃいますので、やは

り今後の中ではそういう世代の交代も図っていかなればならないという状況も出てくる

というふうに認識しております。

●委員長（佐藤委員） 他にございませんか。

２番、大野委員。

●大野委員 有害鳥獣駆除奨励のところで、これは私、昨年の予算書を持ってきていない

のですけれども、道の補助金って下がっていないのですか、それとも北海道全体的なエ

ゾシカ対策のあれなのでふえているのですか、どうなのですか、ちょっとお聞きしたい

のですが。

●委員長（佐藤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 北海道のほうでもって、これは基金に詰めた中でこの事業

に対する交付金という形で１頭当たり8,000円の上限とした中で交付を行ってきたところ

でございます。

当初、厚岸町としましては25、26、27、この３カ年の中で2,000頭ずつこの8,000円相

当の要望を行っていたところなのですけれども、全道調整を図った中で８割調整という

ことになったわけでございます。

厚岸町としては、当初からそれを金額に合わせた中での駆除頭数にするのではなくて、

前倒しの中で2,000頭という形で今、実施をしてきておりまして、この３カ年で進める事
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業につきましても26年の秋口にこの事業についても２年で終わりだと、新たに今後、今

検討しているところなのですけれども、国からの補助事業とした中で、金額については

今、検討中でございますけれども、別な形で継続していくという中身での情報をいただ

いているところでございます。

そういう中では多分、今現在、今までいただいていた交付の額を下回らない中での要

望というのは振興局通した中では行っているところでございますけれども、それらに決

まるのはもう少し時間がかかるという状況にございます。

●委員長（佐藤委員） ２番、大野委員。

●大野委員 内容は分かったのですけれども、たしか厚岸町では太田農協さんのほうでこ

の予算書にも載っていますけれども、多面的機能のちょっと科目違うのですけれども、

のほうで補助金をいただいて、そこから幾らか拠出してエゾシカ駆除に使うという、産

業振興課長さんなら覚えていると思うのです。それ合わせて2,000頭でよろしかったで

しょうか。

●委員長（佐藤委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） 多面的事業の中で、この鳥獣害対策というものに対して共

同取り組みの一環としてそこから費用を猟友会のほうに出させていただいております。

平成27年につきましては、400頭分を委託をするという形で進めておりまして、今の

2,000頭の分、別に400頭分をお願いするということで進んでおります。

●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 10番さんのやつを聞いていたのですけれども、ちょっと理解できないもので

確認をさせていただきたいのです。

209ページの有害鳥獣駆除奨励金、野生鳥獣被害対策協議会、291万2,000円の計上なの

でございますが、原課で私が聞きに行ったとき野犬対策について伺ったのです。それで、

この本計画には50頭で野犬は6,000円、そうしますと30万円のこれに含まれているのだと、

野犬について。１頭当たり6,000円の助成というか、支払いというか。

そうすると、先ほどから話を聞いていますと2,000頭だよと、たしかシカに１頭当たり

１万円くらい支払いっていると聞くと、僕の計算機先ほどからたたいているのだけれど

も全然合わないのです。だから、違うところからと野犬ではいいのですけれども、まず

野犬は後から聞きますから、シカのほうで今の2,000頭、2,000頭と聞くのだけれども、

どうも桁が合わないのです、さっきから計算機たたいているのだけれども。本当にこの290

万円の内訳、算出根拠というものを鳥獣保護区なかで何ぼで、野犬が何ぼで、またまた

キツネもいると思うのです。そういうものに対して何頭で、どういう払い方をしている

のか、はたまた違うところからでも財源を持ってきているのか、その辺きちんと説明を
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していただきたい。

●委員長（佐藤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 大変申しわけございません。説明の部分でエゾシカの部分

だけ予算も金額規模等も話さない中で頭数だけの答弁だけに終始してしまいました。申

しわけございません。

改めてご答弁申し上げたいと思いますけれども、この野生鳥獣被害対策協議会の負担

金としまして291万2,000円、全体で本年度予算措置をさせていただいておりまして、26

年度当初予算につきましては、298万6,000円ということで本年度７万4,000円が減額と

なっている内容でございますけれども、まずもってエゾシカの関係で山間部のエゾシカ

駆除につきましては1,900頭、これについては平成26年度と同数でございまして、この金

額については１頭当たり１万250円、この１万250円の内訳が国で7,800円、町で1,225円、

釧路太田農協で1,225円、このような中で予算を計上していただいる内容です。

さらに、湖南地区市街地におきましては100頭、これも同額１万250円で平成26年度と

同数でございますけれども、申し上げた中で、これはあくまでも市街地駆除でございま

すので１万250円の内訳は国での7,800円、それと町で2,450円、この分を負担した予算が

計上させていただいているところでございます。

あわせた中で、エゾシカの町の負担分としまして山間部、市街地合わせまして2,000頭、

257万2,500円が計上されております。

そのほかに、カラスの駆除奨励金、これについては400羽、これについては町、農協各

４万円ずつの負担となっております。それと、ヒグマの捕獲わな設置等巡視、これは町

でもって非常勤職員を臨時職員を雇用しておりまして1,000円掛ける５日、２名分の予算

措置、それと野犬の駆除奨励、これにつきましては15万円、6,000円掛ける50頭、これの

２分の１になります。

それと、ノギツネ、キツネですが、この駆除奨励金、町のほうで10万5,000円、6,000

円掛ける35頭、この２分の１、それと事務費負担6,500円、これを合わせた金額が先ほど

申し上げました291万2,000円の内訳となるものでございます。

●委員長（佐藤委員） ９番、南谷委員。

●南谷委員 委員長すみません、後で一覧表もらえれば、今、メモり切れなかったのです。

申しわけないです。せっかく聞いたので。

全部細かく僕は聞こうとしたのでないです。たまたま説明を聞いていたら計算機と僕

の最初に聞いたのと原課で聞いたのと合わなかったものですから、国の補助があるとい

うことで理解をいたしました。

そこで本題に入らせていただきます。ノイヌでございます。広がって申しわけないで

すけれども、尾幌地区、太田地区、ノイヌがいることは間違いありません。家庭で飼っ

ておられる、住民が飼っておられる飼い犬と野犬と交配して、さらにどんどんふえてい

るというのです。
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原課でも毎年、駆除しているのだけれども、それ上回るだけ住民の飼い犬と交配して

しまっていると、そうすると年に２回くらいあるそうなのです。そうすると幾らやって

も無理なのだと。そうすると、どこかで根っこから考え直さなければならないのではな

いのかなという気がいたしますし、やはり子どもたちや女性の方、ひとり歩きが尾幌地

区でも歩けないと、そうすると常々町長は住民の安全・安心のまちづくりと言っている

のだけれども、道路歩いていたら野犬にかまれるような恐ろしくて出られないようなま

ちづくりではないはずなのです。

そういう意味ではやはり、根本から少しメスを入れていただきたいと思いますが、そ

のような検討というのはなされておられるのでしょうか、いかがでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 現在も、先ほど27年度の予算措置のお話をさせてもらいま

したけれども、厚岸町としましては、このノイヌに関しての問題につきましては主に山

間部に集団化した中で、農家が飼っている家畜等、さらには通学児童に危害を及ぼす恐

れがあるということが過去にもありました。

そういう中におきまして、厚岸町におきましては事、ノイヌは人に依存しないような

方で生きている部分でノイヌというような位置づけをしておりますけれども、やはりそ

の飼っている犬と交配したり、さらには農家の倉庫、事、牧草乾燥舎などに子どもを生

んでしまうというケースが多く見られております。

本日も午前中、お電話をいただきまして尾幌地区のほうで７頭の子どもを生んでいる

という状況の中で、その対応を職員が行った中で回収してきているという状況もござい

ますし、なかなかこの野犬、親犬をおり等をかけるわけですけれども、なかなかやはり

入らない、場合によっては撃てる場所につきましてはハンターさんに依頼した中でやは

り駆除を行っているところでございますけれども、うまく撃てればいいといいながらも

やはり、なかなか駆除する部分で何頭もいっぺんに駆除できる状況にはないということ

で、いたちごっこの面もございますが、やはりお願いしておりますのは、そういう情報

がありましたら早急に町のほうにいただきたいと、その上でしかるべきおりを設置する

なり、そういう措置は現在も行っておりますし、今後とも継続していきます。

さらには重点的にハンターさんにお願いをして、なかなか目撃しなければ待って待機

して、１日中待機していただくというわけにもなかなかいかないというのも、これも実

態でございます。

そういう中ではやはり、連絡をいただいた中で迅速にできる体制は今、組んでおりま

すけれども、そのような体制を今後とも進めていきまして、危険を回避できるような形

での対応を図っていきたいと思いますし、危険な情報がありましたら町民の皆様にやは

り周知、啓蒙図った中で対応図っていきたいというふうに考えておりますので、よろし

くお願いしたいと思います。

●委員長（佐藤委員） 他にございますか。

12番、室﨑委員。
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●室﨑委員 何回も言っていることなのでどうしようかなと思ったのですが、言わせてい

ただきますが、シカの駆除に関しては確かにみんな頭悩ましていますよね、厚岸だけで

はない。

それで、各地で今、このシカを資源として利用するということがいろいろと検討され

ていますが、現在、厚岸でもそういう今すぐできることってなかなかないとは思います

けれども検討だけはしているのではないかというふうに思いますので、その点をお聞か

せいただきたい。

●委員長（佐藤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 現在、私も検討させていただいておりますのは、湖南地区

の市街地の中でのエゾシカ駆除につきましては、ここ何年も継続をさせていただいてい

るところでございますけれども、湖南地区以外にもやはり湖北地区含めて市街地駆除の

問題が一つ大きな課題というふうに認識しております。

近年、囲いわな等につきましてもいろいろ羅臼含めまして先進的にやられているとこ

ろがたくさんありますが、私どもそれは勉強した中でそういう囲いわなを活用した中で

有効活用を図っていくと、養鹿業者が阿寒におりますけれども、何頭であれば厚岸まで

取りに来ていただけるとか、いろいろと協議していかなければならない課題はあるかと

思いますけれども、一つに囲いわなを使った中で生体捕獲、これを検討していった中で

有効活用も図れるかなというふうに考えておりまして、27年におきましてはそれらにつ

いて、先ほどの野生鳥獣協議会、農協さん、猟友会さんともおりますけれども、一緒に

研究をしていきたいなというふうに考えているところでございます。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 何にするにしても経費がかかりますし、いろいろと隘路があるのだろうとは

思うのですが、どうも聞いていると食用にするということが前提になってシカの資源利

用ということが論じられているような気がするのですが、そういうような見方でよろし

いですか。

●委員長（佐藤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 私は、ただいま生体捕獲のほうでお話させていただきまし

たけれども、当然、今、駆除をいただいたものについては湖南地区の100等、これについ

ては現在、標津町のほうの会社のほうで処理をいただいているということで、運搬して

いだいている状況でございますけれども、そちらのほうで肥料化したりしていただいて

いるという話は伺っておりますし、今後についても可能な部分があれば先進事例も多々

ありますので、研究して厚岸町において食用が一番難しいお話だと思いますので、食用

以外の中で近年は皮加工を行ったりとか、つのを活用したりと、いろいろな方面の中で
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エゾシカの有効活動、これは北海道も推奨しておりますけれども、厚岸町においてその

ような形で民間の方々含めてそのような対応が可能なのかどうか研究していきたいなと

いうふうに考えておりますのでご理解いただきたいと思います。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 くどくて申しわけないです。そうすると、例えば厚岸町が独自で、あるいは

厚岸町内で民間が何らかの支援活用ができないかということのいろいろな先進事例の調

査を初めとしての検討を行っていいというふうに進めていくのだということであると理

解してよろしいですね。

●委員長（佐藤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 当然、有効活用というのはいろいろな角度の部分があると

思います。

できる、できない別としまして、いろいろと厚岸町においては先進的に進めてきて堆

肥センター含めてやってきた事例もございます。そのような中で、厚岸町においてどの

ような形でできる可能性があるのか、この辺含めて研究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） 他に１目ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） なければ進みます。

２目林業振興費。

６番、堀委員。

●堀委員 民有林振興ということでお聞きしたいのですけれども、厚岸町内に当然、民有

林たくさんあるのでしょうけれども、この中でもう森林資源としての伐期を迎えている

民有林であって、ただ施業困難なため間伐等の施業ができないとかというような民有林

面積というのはどのぐらいあるものなのでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 大変申しわけございません。民有林におけますそのような

数値については、ちょっとここでは押さえておりません。

●委員長（佐藤委員） ６番、堀委員。
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●堀委員 ただ当然、森林資源、きちんとした伐期を迎えた産地であれば、やはりそこを

放置しておくというのはやはり資源の無駄にもなりますし、またそのまま放っておくと

森林の荒廃というものにもつながるというふうに思うのです。

私が心配するのは山側のほうは比較的林道などもついて施業のしやすい場所というの

が多いとは思うのですけれども、厚岸湖側ですね、イクラウシやそちらのほうというの

はほとんど施業が困難で民有林であってもなかなか間伐等の事業というのが進められて

いないというふうに聞くのです。森林所有者に聞いてみても、もう40年も50年もたった

木、今だとあるかどうかもわからないというような状態になっているのだというような

中で、やはり厚岸湖の環境を守るといった意味でもきちんとした施業体制というか、そ

ういうものが築かれなければ今後、厚岸湖の環境を継続して守っていくということも困

難になると思うのです。

そういった中だと、そこら辺の数字というものを今後押さえた中で、民有林道などの

整備、そういったものの計画を立てながらいまだ施業のされていない施業困難区域の民

有林などについて施業が進むような対策というのを今後、検討すべきではないのかなと

いうふうに思うのですけれども、いかがでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） ただいまの民有林の振興対策のほうでのご質問でございま

すけれども、そのように森林整備地域活動支援交付金もございます。こういった支援交

付金を活用した中で施業集約化の事業を活用してもらった中でそのような状況を押さえ

ていただき、さらにはこの事業ができますのは森林組合とも連携していただくというこ

とが大事だと思いますし、事、森林組合においても民有林のほうをいろいろと事業を進

めた中では専門的な地域、さらには状況等も押さえているということもありますので、

その辺、連携した中で進めていきたいというふうに考えておりますので、ご理解願いま

す。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 この森林整備地域活用支援交付金事業、この大幅な伸びなのですが、これは

どういうことなのでしょうか。

●委員長（佐藤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 昨年度の当初予算では360万円、今年度1,540万円というこ

とで1,180万円の増額ということになっております。

これにつきましては、制度部分が森林整備の促進ということで毎年毎年、要綱の改正

を行いながらこの事業が進んでいるということで、４月段階というか、予算措置段階に

おいてなかなかこの制度がはっきりしなさいと、使いづらいというような状況もありま

して、この段階においては予算措置をする上では大体１月までの期間の中で調整を図っ
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ていくところなのですけれども、そういう中で制度要望に関しまして森林組合で取りま

とめた中では、この段階ではこの程度の事業料しかなかったということでございます。

ただし、制度等が年明け、年度明け以降、６月以降、はっきりしてまいりまして、さ

らにそれぞれ所有者等の方々との調整を図った中で12月補正で補正計上させていただい

ておりますけれども、現状においては……申しわけありません、ちょっと休憩いいです

か。

●委員長（佐藤委員） 休憩します。

午後２時46分休憩

午後２時46分再開

●委員長（佐藤委員） 再開いたします。

環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 当初予算、先ほど言いました360万円でございましたけれど

も、制度等が分かった中で再度、地権者等の調整をいただきまして、当初900ヘクタール、

これは集約化の間伐の同意を得られたものでございますけれども、それが191.02ヘクター

ルと、それともう一つ、集約化のほかに作業路網の改良もありますが、こちらも当初計

画90ヘクタールから変更で1,896.8ヘクタールということで、事業量等がふえた中で９月

に当初予算360万円いたしまして1,161万5,000円の補正を計上させていただき、ご承認い

ただき、最終的には1,521万5,000円というような事業量になっている状況にありまして、

それと比較しますと今年度当初の中でこの制度が明確になっておりますので適切にとい

うか、要望が多くことしは当初予算に計上できたというような内容でございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 そうするとあれですか、何か一番初めの説明では非常に当初では見込みをす

ることが難しくてというようなことで今まできたのだけれども、その26年度の実績を見

るとこういうことなので、今年度はこのぐらいが見込めるのではないのかということで

予算づけをしたということでいいのですか、当初から見込んだと。

●委員長（佐藤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） この制度の中、先ほど言いましたとおり要綱等の中で改正

改正でやってきているわけですけれども、当初の計画というか、予算措置する段階では

集約化間伐の解消については間伐のみというような中身で情報が来ておりました。それ

が６月以降の中で更新伐、天然林の間伐についても対象であるというような中での回答

をいただきまして、これによって所有者等の方々も事業量をふやした中で要望をいただ
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くことができたと。

同じく作業路網につきましても当初計画では森林の条件が間伐の同意を得た面積、で

すから５件なら５件の面積しかだめだったわけですけれども、集約化の同意が得られた

全ての面積について対象ということで、大幅に対象面積がふえたということで、これら

についても事業料がふえたというような中身でございます。

●委員長（佐藤委員） 10番、谷口委員。

●谷口委員 それで、それは新年度、26年度はそういう経過があったわけでしょう。だけ

れども、新年度についても同じような経過をたどっていく見込みがあるというようなこ

とから、前年度の実績を踏まえてこういう予算になったという理解でいいですか。

●委員長（佐藤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 委員おっしゃるとおりでございます。

昨年度は、なかなかこの支援交付金の継続部分の要望改正というのが見えていなかっ

たという状況にありますけれども、本年につきましては先ほど、今、26年度の要綱の中

身で事業が進めていくという内容でございます。

●委員長（佐藤委員） 他にございますか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） なければ進みます。

３目造林事業費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ４目林業施設費。

（な し）

●委員長（佐藤委員） ５目特養林産振興費。

12番、室﨑委員。

●室﨑委員 ここで予算の項目がちょっと分からないのですけれども、町政執行方針の中

で厚岸産シイタケの価値を高める消費拡大を図るための活動を支援するというふうに書

いてあります。

それで、まずこの活動ってどんなものなのか、支援とはどういうことなのか、もうちょっ

と具体的に説明をしてください。
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●委員長（佐藤委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） 町内のイベントが町内で牡蠣祭り、桜祭り、それから産業

感謝祭等ございます。そういったところに厚岸産のシイタケということで、それをＰＲ

する取り組みをこの３年くらいやってきております。

それは定着をしてきているという部分もあるのですけれども、ただ、今度は生産者側

の取り組みの中でなかなか最初は皆さんに声かけをしてやったのですけれども、偏って

きているような状況も出てきております。

そういうものも含めてまた改めてそういう取り組みを皆さんと協議していかなくては

いけないなとうふうに考えております。

それとあわせて、町外に向かってそういう取り組みができないかというようなことで、

例えばテンパック会ですとかというところと連携をすることによって札幌の地下歩行空

間へのイベントに、そこでもやっていますので、そこにこちら側からも行けないかとい

うような話をしております。

そこにまだ行くというような話まで行ってはいないのですけれども、そういうことも

含めてご生産者の方と協議をしていきたいなというふうに考えております。

●委員長（佐藤委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 消費拡大を図るということですね。価値を高めるためにとあるので、何か今

まで100円で売れたものが150円で売れるようなある主の格を上げるというようなことを

やっているのかなというふうに思ったのですが、その段階ではないということなのです

ね。

それで、生産者を取り巻く状況は厳しいよということがここに書いているのですが、

このあたり現状とそれからその見通し、これについても何か着業者が少しふえていくよ

うな話もお聞きしたのですが、歳入のところかな、そういうのを含めて説明をお願いし

ます。

●委員長（佐藤委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） 価値を高めるという部分では、何度かそのブランド化とい

うようなことに向かっていけないかなというようなことで、生産者の方とはそういう機

会はあるのですけれども、なかなかまとまってというのが難しくて、進んではいないの

ですけれども、そういった方向は持っていたいなというふうに思います。

それから、経営の状況ですけれども、やはり厳しい状況にあると思います。なかなか、

その市場の価格というのは上がってきておりません。時期的に高くなる時期もあるので

すけれども、総体的には低い状況のままでというようなふうに思います。

そういう中で油代が非常にかかるものですから、その分、ことしについては油代が下

がりましたので、少し助かった部分もあると思いますけれども、平均的にはその油代も
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高い基準のままでという部分では、売れる価格も上がらないと、生産経費はかかるとい

う部分では厳しい状況が続いているのだといふうに思います。

そういう中で、生産者の方それぞれがいろいろな努力をして経費を下げる努力をして、

そしてその何とか今の政策価格の中で頑張っているというところだというふうに思いま

す。

そういう中で、きちんとした生産をできれば何とかやっていけるというような話も一

部の生産者の方からされます。そういった方の話を聞いて、その生産の状況を見て新し

く始めた業者、それから今、研究をしているという方は、そういう方のお話を聞きなが

ら何とかいけるのではないかなということで、そういう方向性で向かってくれているの

だ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 前に聞いたことがあるのですが、ロットをとるという言葉があるのだと。そ

れで、ある程度もこの生産量をきちんと出すようになると自分たちでいわば相場の形成

をしていくことが相当にできるようになる、それが自分たちの出しているものが量がふ

えないと、結局、そのときの相場でもって歩かれるというようなことがあって、ああい

うものについては非常に難しい部分があるという話を聞いていたのですが、現在の生産

量では、まだそのいわゆるロットをとるとか、それだけの力は持てないということなの

でしょうか。

●委員長（佐藤委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） その売り先、出荷先の問題なのですけれども、出荷先もテ

ンパック会という北海道全体でまとめて配分をするというか、そこに出荷をして、そこ

からというところが基本にあります。

そのほかに釧路と札幌のほうにも市場がございますので、そちらのほうに対しての出

荷それとまた別に個人的に売り先を見つけて売るということも皆さん、それぞれの努力

でもってやられています。

あとは、ある程度のグループでもってまとまってセイコーマートのほうにその出荷を

するというような取り組みをしているグループもございます。そこは、やはり今言われ

たロットの部分を言われているようです。ある程度のものがまとまらなければ、取り扱

いができない。

だから、きちんと求める品質のものをということも言われています。

そういう中でいくと全体がまとまって行くのは。本当は全体まとまっていただいて行け

ればいいのですけれども、中にはやはりそこには品質的なばらつきだとかいろいろある

ものですから、なかなか全部がまとまってというのは難しい状況があるというようなこ

とも聞いております。

●委員長（佐藤委員） では、区切りがよろしいので休憩とさせていただきす。
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再開は３時30分からといたします。

午後３時00分休憩

午後３時30分再開

●委員長（佐藤委員） 委員会を再開いたします。

ここで、暫時、副委員長と交代させていただきます。お許しください。

●副委員長（中川副委員長） 再開いたします。

それでは、暫時、委員長の職務を行いますので、よろしくお願いいたします。

審査を続けてまいります。

214ページ、５目特養林産振興費。

竹田委員。

●竹田委員 前にも聞いたことがあるのですけれども、キノコ菌床センターで灯油ボイラー

の交換時期というか、耐用年数が迫ってきている等のお話を聞きました。

このボイラーの耐用年数の明細といか、中身についてもう一度お聞き願いたいと思い

ます。

●副委員長（中川副委員長） 休憩いたします。

午後３時33分休憩

午後３時34分再開

●副委員長（中川副委員長） 再開いたします。

産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） 申し訳ありません。

ボイラーでございますけれども、温水ボイラーについては耐用年数は10年でございま

すけれども、今現在、平成10年に取得をしておりますので、16年が経過しております。

それから蒸気ボイラーについては同じく平成10年に取得しておりまして、これは耐用

年数15年で、16年が経過している状況です。

それから、ストーブがハウスのほうにそれぞれついておりますけれども、そのストー

ブは平成９年に取得をしておりまして、これは７年ということでございますので19年ぐ

らい経過しているという状況でございます。

●副委員長（中川副委員長） 竹田委員。



- 125 -

●竹田委員 いずれにしても耐用年数が過ぎているということで、一番危ないのがハウス

にたいているストーブでしょうか、これらのボイラー等の交換時期をねらって費用対効

果がどういうふうになるのかがはっきり分かってはいないのですけれども、提案させて

いただきましたそのまきボイラーについて考えていただきたいということでしたけれど

も、カットしてそのまきボイラーについてどんなことをちょっと検証していただいたの

かお聞きしたいなと思います。

●副委員長（中川副委員長） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） ハウスについている石油のストーブにつきましては、年数

はたっておりますけれども、構造が簡単なものですから故障があっても直しやすいとい

うような状況があって、何とか修繕をしながらやっている状況です。故障もそういう簡

単な構造ということで割と少ないというような状況にあります。

ただ、年数も20年近くということになりますので、その辺のやはり危機感は持ってお

ります。

以前、委員のほうからまきストーブのウッドボイラーというお話をいただきましたの

で、その内容についてちょっと調べさせていただきました。ただ、その聞いた話の中で

は給湯器と温風を送る暖房器がセットで必要だということです。それで、このハウスに

は両側に入口があるのですけれども、一つのハウスに２台のそれぞれストーブをつけて

おります。この一つのハウスに給湯器と温風暖房器をセットで２台、設置をしなければ

ならないというようなことになるようです。

１回、まきを投入してから大体４時間ごとにそのまき投入をしなければならないとい

うことで、それと給湯器と暖房器合わせて大体150万円くらいというふうに聞いておりま

す。一つのハウスに150万円掛ける２セットということで300万円くらい、そのものを設

置するには必要だなと、必要になります。

それと、もう一つ問題なのは夜間の部分の対応が問題になります。それで、昼間の職

員がいる部分については、４時間くらいごとにまきを投入するというようなことで対応

が可能かと思うのですけれども、夜間も温度管理をきちんとしていかなければならない

と、それなりに時期によって温度も変えなければいけないというようなこともございま

すので、夜間の分の温度管理にはやはり投入がどういう機械が必要ということのようで

す。

群馬県ですとか、そういったほうでキノコのハウスにそういったものも使っていると

いうふうに聞いておりまして、そこは併用して使っているというようなことのようでご

ざいます。

今現在、そういったところの調べまでさせていただきましたので、今後、またいろい

ろな経費ですとか、それからやり方も含めてもう少し情報集めて検討していきたいなと

いうふうに考えております。

●副委員長（中川副委員長） ８番、竹田委員。
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●竹田委員 まきボイラーができてから結構、歴史が古いので最近のものではないので安

心・安全だということの機械類だというふうに情報を得ています。

また、今言った４時間ごとというのはあくまでも燃やすものに対して６時間もったり、

２時間もったり、８時間もったり、燃やすその燃料のものによっても時間がまちまちで

あるということで、例えばその燃やす、投入する物によって時間帯が変わってくるとい

うことなので、それらの部分についてもどんなものを燃やしたらいいのかという部分も、

それからまきボイラーに燃やす人件費ですよね、かかる、そういったものも灯油代と比

べてどうなのか、またその夜間の対応については灯油と併用ができるというよい面もま

たあるわけです。

それと、温度調節については熱交換機というものを使うと、一度ずつ返還ができると

いうよい面もこのまきボイラーにはちゃんとあります。まきボイラーの温風を直接吐き

出すという方法もありますけれども、まきボイラーで一度、不凍液を温めて、その不凍

液をハウスの中に直接床下に這わすとか、それから天井からファンコンベクターという

機械を使って空気を流すとか、そういったことも自由にできる、まきボイラーさえあれ

ば、そういった対応は可能であるというふうにも情報を得ています。

一番問題なのは、初期投資、いわゆるイニシャルコストといって、この部分がどれだ

けの経費が一気にかかるのか、そういった部分と、もう一つはボイラーの交換時に際し

て交換するときに、どれだけの費用対効果があってイニシャルコストがどれだけの金額

がかかるのかということも調べなければいけないと思うのです。

それと同時に、このまきボイラーについては廃材を燃やすことがまずできると。例え

ば、町の施設での老朽化した解体用廃材、または建築関係から出てきた工業用廃材といっ

たものも燃やせる、それからまた、ことしから予算もつける林地残材の部分についての

バーグ、またはオガ粉といったものチップ材というものが燃やせるようにもなるという

ことと、町有林の臨残材の活用もまた新たにできるというよい面もあるというふうに思

います。

また、山の木を切った後の抜根材の砕いたもの、これは今、厚岸清掃車で抜根の解体、

今やっていますけれども、こういったものを自然にさらしている中で泥とか落ちた場合

には、この砕いたものも燃やせるといったことであります。

この抜根材については根が固いので、木質が固いので非常に長持ちするというふうに

言われています。そういった町の今までお金をかけていた、お金をかけて廃材という形

でなげていたものを、こういったまきボイラーに使えるといったよい点もあると思うの

で、そういったその部分の費用対効果も含めて、これは何十年も先、ボイラーがずっと

持つということではないと思うので、なるべく早くそういったことで研究をしていただ

ければなというふうに思います。よろしくお願いします。

●副委員長（中川副委員長） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） そのストーブ、いつまでももつとは思っておりませんので、

ただ、そこでは菌床、生き物ですので、そこはきちんと検証ができないと、なかなか難

しい部分も失敗してからでは遅いという部分もありますので、それらも含めて研究させ
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ていただきたいなと、検討させていただきたいなというふうに思います。

●副委員長（中川副委員長） ８番、竹田委員。

●竹田委員 実際、キノコのハウスでこのまきボイラーはもう実際、日本で何カ所も使わ

れていますよね、それもご存じだと思うので、そういった部分の使われて実際使ってい

るその地域のお話もきちんと聞いて、どうすべきかということをやはり考えていただき

たい。

一番大事なのは、もしその灯油を使って事業費の約７分の１の1,000万円が燃料費に当

たっているわけです、これは非常に事業の中での光熱費は燃料費とする割合は高いもの

だというふうに思います。

ただ、これが燃料が例えば半分に下がった場合だというふうになればまた別ですけれ

ども、この社会情勢を考えてみたときに、この燃料費が半分になるというようなことは

当然、見込めない数字であろうかなというふうに思います。

そういった部分も含めて、日本の中でそのキノコのハウスに使われているということ

も事実だということも承知しながら研究を進めていってほしいなというふうに思います。

●副委員長（中川副委員長） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） いろいろ情報集めて研究していきたいと思います。

●副委員長（中川副委員長） よろしいですか。

ほかに５目でありませんか。

特養林産振興費でありませんか。

（な し）

●副委員長（中川副委員長） なければ進めてまいります。

３項水産業費、１目水産業総務費。

８番、竹田委員。

●竹田委員 北海道マリンビジョン21促進期成会について中身をちょっとお聞きしたいと

思います。

●副委員長（中川副委員長） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） この北海道マリンビジョン21促進期成会には、道内で地域

マリンビジョンを策定をしている市町村が集まってこの期成会をつくっております。

この期成会には市町村長と、それから漁協の組合長がメンバーになっておりまして、

期成会をつくっておりまして、その期成会の会長は今、羅臼町長が期成会の会長になっ
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ております。

それで、この期成会の中で昨年、厚岸地域マリンビジョンの会計も行いましたけれど

も、その期成会の中で開発局長から厚岸地域のマリンビジョンのモデル地域の指定もそ

の場をかりて開発局長から町長が指定、認定書をいただいたというようなことです。

そこの中では、そのマリンビジョンをそれぞれの地域で進めるために、そこの期成会

の中でコンテストをやったり、それから年に２回ほど中央陳情を行ったりというような

活動をしている協議会でございます。

●副委員長（中川副委員長） ８番、よろしいですか。

ここで、水産業総務費ありませんか。

（な し）

●副委員長（中川副委員長） なければ進めてまいます。

２目水産振興費。

９番、南谷委員。

●南谷委員 ５款３項２目水産振興費、223ページ上段にニシン中間育成事業７万5,000円

の計上がございます。

ここでお尋ねをさせていただきます。

昨年もたしか７万5,000円の予算計上でございました。たまたま、３月14日28トン、そ

して昨日の15日の日曜日に45トン、そしてけさの１回目のせりにきのうの残りの部分も

入っているのでしょうけれども、１回目のせりで12トン、ニシンが水揚げされました。

何年来だと私も記憶しております。本当にひさびさにニシンが厚岸で揚がったというこ

とで来てくれた、本当に嬉しい限りでございますが。

中間育成事業、今までも続けてまいったのですけれども、そのニシンを栽培してきた、

ニシンを種苗センター、今は水産総合研究センター、ここからのニシンが供給されて中

間育成をしてきた事業だと認識をしておりますが、残念ながらこのセンターのほうでは、

今年度は中間育成、ニシンの生産をしないということがある程度、見えたというお話を

伺ったのですけれども、まずこの辺の段階でそうしますと将来どうなるのかなと、ニシ

ンせっかく取れたということで水産総合研究センターでの功績というものは、やはり私

は多大なものがあったと思っているのですけれども、今後、このセンターからのニシン

についてのある程度、確立されたということで、この事業がここの事業所では取り扱わ

れなくなったと、それをどうせいということにもならないのでしょうけれども、しから

ば今後、どのような展開、供給されない中で、この中間育成事業７万5,000円の計上、昨

年と同額で計上されているのですけれども、その辺も含めて説明を求めます。

●副委員長（中川副委員長） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） ニシンで今回、この何日間かでまとまった量が漁獲されて
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おります。

１月から現在までで230トンくらい水揚げがされているということで、これは近年には

ございません。近年、昨年の平成26年春と秋で漁獲されたニシンの量というのは193トン、

平成20年に405トンという漁獲があったのですけれども、その後96トン、27トン、115ト

ンという形でばらつきがあって、なかなかニシン実態を安定して漁獲にはなっていない

というような状況でございました。

こういう中で、その水産研究センターのほうで種苗の供給をいただいて、中間育成事

業をずっと継続をしてやってきておりましたが、この水産種苗センターでは種苗の生産

技術については確立をしたということで、これについてはもう生産は確立したのででき

ないということで、種苗の生産の供給はないことがこれははっきり決まりました。

いろいろ、町長も札幌のセンターのほうに行きまして、いろいろ要請活動もやってい

ただきましたが、そのセンター全体の流れの中でそれはできないということで決まった

と。ただ、そこには研究者がおりますので、その研究者は人工的な種苗ばかりではなく。

天然の基本的にはやはり天然の稚魚がというか、子どもが全体量からすると、今までの

調査の中でも、本当に人口の種苗のものというのは本当に数％という少ない量でしかあ

りません。

やはり、天然のその種苗が大多数を占めるわけですけれども、それの湖内、湾内での、

どこで、どの時期に、どういうふうに生まれて大きくなってきているのかというような

ことは、まだまだ未解明な部分があるということで、その調査事業は続けていきましょ

うということになっております。

町のほうも含めて、厚岸湾ニシン資源育成協議会ということで、釧路町と浜中町の役

場、それから漁組に入りまして、その協議会をつくっておりますけれども、こことのそ

の研究センター等の契約の中でそういう調査研究事業は続けていこうということで進め

ております。

それで、今回のその予算の関係でございますけれども、ニシンの中間育成でニシンの

種苗が供給されなければ中間育成もないわけですから、本当はここのところをどうする

ということで漁協さんのほうとも協議はしてきておりますけれども、実は別海町に種苗

生産センターがニシンの種苗生産センターがございまして、そこから供給を受けること

ができないか、あるいは受けたほうがいいのかというようなところをもう少し組合のほ

うも含めて協議、検討している段階でございます。

今までは研究センターのほうから無償で提供、供給を受けていましたけれども、その

別海のセンターのほうからなると購入をしなければなりませんし、そういった経費も含

めて、それから効率も含めてどうなのかというところは、まだ組合のほうで検討をして

いる段階ということで、この辺については一応、継続をするという方向で計上させてい

ただいている内容でございます。

●副委員長（中川副委員長） ９番、南谷委員。

●南谷委員 そうしますと、今の説明ですと間違いなく総合研究センターでの種苗の供給

というのはなくなったと、今後については組合と厚岸湾ニシン研究会というのですか、
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そこらも含めて厚岸漁協がどのような取り組みをされているのかまだ不確定な部分があ

るのでしょうけれども、今お聞きすると自然のことし取れているわけでございますから、

これらの種苗の取り組みや、それから別海からの稚魚の購入、これらを含めて今後、組

合の考え方を出していただいて取り組みをしていきたいと、こういう捉えてよろしいの

でしょうか。

●副委員長（中川副委員長） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） そのとおりでございます。

●副委員長（中川副委員長） ９番、南谷委員。

●南谷委員 若干ほっとした部分があるのです。せっかく取れてもいいまで培ってきたも

のが幾ら種苗生産の技術が確立したとはといえ、取ればいなくなるわけでございますか

ら、やはり厚岸のニシンというものの復活のために町としても組合主導で取り組みにつ

いてバックアップしていかなければならない事業だと思いますし、別海町などは今、初

めて私も伺ったのですけれども、この運営主体、財源にも含めて別海町独自なのでしょ

うか、組合も含めて道なり、国なりの補助を受けているかもしれないけれども、その運

営主体というのはどこで財源のこうだというのは聞いていないのでしょうか。

この辺、たまたま厚岸町でもそのような事業が可能なのかどうかも含めて、別海町と

いうのは僕、初めてきょう伺ったものですから、別海町がこのニシンの種苗生産という

ものをされているということで、もう少し別海町の動きも教えていただければなと思い

ます。

●副委員長（中川副委員長） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） 別海町のその生産施設の整備に関しての情報というのは、

申しわけありせん、持ち合わせておりません。

ただ、施設は別海町の施設ということで聞いております。そこの運営費用がどういっ

た形でというのは申しわけありません、持ち合わせておりませんけれども、研究センター

で種苗が生産技術を技術を開発をして、その技術を北海道水産試験場がありますけれど

も、その北海道の水産試験場のほうでも、そこと研究センターのほうと連携をして、そ

ういう技術的なものを今度は別海町のセンターのほうでそういう技術的なものを指導を

していくと、そしてそういうセンターをつくって種苗放流をしているというふうに聞い

ております。

●副委員長（中川副委員長） ９番、南谷委員。

●南谷委員 議会のほうが先行、町が先行しという動きにはならないと思います。当然、

その組合、浜の皆さんがどうしていくのか、やはりきちっとしたその考えを持って、町
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としてもバックアップしていくということになろうかなと私なりに考えるのですけれど

も、しからば今年度はこういうふうに７万5,000円は計上しているけれども、組合の動向、

それらについて、また場面によっては町としてもこのニシンの事業について今後も再度、

検討していると、こういう腹づもりもあるというふうに判断してよろしいのでしょうか。

●副委員長（中川副委員長） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） 当然、この中間育成事業をやらなければこれは減額をしな

ければなりませんし、そのやるに当たってどういうやり方にしていくのか、その中で中

間育成事業もやる必要があるのか、いろいろその検討内容があると思いますので、よく

検討、連携してやっていきたいというふうに思います。

●副委員長（中川副委員長） よろしいですか。

次に、６番、堀委員。

●堀委員 私はここで資料要求をしました浜の活力再生プランについて聞きたいと思いま

す。

浜の活力再生プラン、再生委員会の構成員が厚岸漁業協同組合と厚岸町というふうに

なっています。オブザーバーが北海道振興局やそれぞれあるのですけれども、基準年が25

年の漁業所得、12億9,000万円ですか、目標年の30年においては14億7,000万ほど、約14.3

％の所得の向上を目指してこの再生プランというものが立てられている、その中という

か、その目的と方向性というものは私も納得できるところなのですけれども、実際にそ

れでは中を見ていくと、この中で６ページ、２年目の平成27年度ということなのですけ

れども、そこにも26年から引き続きの事業や何かもいろいろと書いているのですけれど

も、この中段には平成27年度に荷受け専用タンク100基の増設を行うとあるのです。なお

かつ、下のその下段には厚岸漁協と厚岸町はサンマ棒受網漁業の製氷機の氷不足を解消

するためということで、貯氷施設の新設を検討するというふうになっているのです。

通常、このサンマの荷受け専用タンクは厚岸町での予算というか、北海道なり国の予

算を厚岸町が補助する形の中で事業整備というものがされていたと思うのですけれども、

今回、27年度の予算の中にはそのようなものが一切載ってきていないといった中で、３

カ年計画のほうに載っていないという中で、この浜の活力再生プランでうたわれている

この27年度事業といったものがどのようになっていくのか、それを教えていただきたい。

また、貯氷施設ですね、厚岸の貯氷能力はたしか１万2,000トンだったかと思うのです

けれども、１万5,000トンだったかな、そのくらいかなというふうに理解しているのです

けれども、サンマの製氷機にはたびたび氷の不足というものがあって、町外から氷の輸

入をすると、また最近では鮮度保持のため良質な氷の生産というものが魚の鮮度として

付加価値向上というものにもつながるといった中で、早期の貯氷施設の建設というもの

が徐々に叫ばれてきているのですけれども、実際にこの検討の中身というものがどのよ

うに進んでいるのか、まずこれについて教えていただきたいですし、またこの貯氷庫に

ついては来年度にはもう既に来年度の計画で８ページなのですけれども、貯氷施設の新
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設を行うというふうになっているのです。３カ年や何にもそのような事業的なものが一

切ない中で、厚岸町として一体どのようにこの浜の活力再生プランに対してかかわって

いくのか、そこら辺教えていただきたいのですけれども。

●副委員長（中川副委員長） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） 荷受け専用タンク100基の増設ということでございますけれ

ども、これにつきましては今現在、地域づくり交付金、道の補助事業ですけれども、地

域づくり交付金に今、要望を上げたところでございます。

最終的にこれは採択になるのか、ならないのかということも含めて、まだ見通しが立っ

ておりませんけれども、この地域づくり交付金については以前も魚タンクですとか、そ

れから市場のほうの水槽の取りかえですとか、やらせていただいておりますけれども、

それを内示をいただいてから、補正予算で上げさせて例年来ておりまして、今年度につ

いてもそういった工夫をしていきたいというふうに考えております。

それから、貯氷施設でございますけれども、ちょっと正確な数量というのはちょっと

押さえていないのですが、大体１万トン前後ぐらいの今、能力というふうに聞いており

ます。その量は厚岸漁協が漁協のほうで使う量で精一杯だというような状況で、水産加

工屋さんなどは釧路のほうから買ってきて、当然、その厚岸から見ると高い金額で買っ

てきているのだというようなことがあります。

漁業協同組合のほうから、そういったことで貯氷施設がほしいのだというお話は受け

ております。

ただ、それについてはどのような形で進めていくのかというところは、まだまだこれ

からのお話でございまして、具体的な協議をしている段階ではまだございませんので、

ご理解いただきたいと思います。

●副委員長（中川副委員長） ６番、堀委員。

●堀委員 そうすると荷受け専用タンクの100基、これは来年も100基というふうにあるの

ですけれども、毎年そうすると３カ年にもなく、当初予算に載らない中で、あくまでも

補正の中でやっていくのだというようなことになるのでしょうか。

やはり、そうではなくて全て３カ年事業といったものの中でしっかりとこのプランの

中に、これは厚岸町も漁業協同組合勝手につくったものではない、厚岸町も当然、構成

員となってつくったものなのですから、当然、３カ年計画とかに反映させておかしくな

いものだというふうに思うのです。

そういう点ではやはり、きちんと搭載してやはり町民の目にもそういう水産業の振興

といったものがしっかりと目に見えるような形というものを示していただきたいなとい

うふうに思うのです。

今までもそうですけれども、この専用タンクや貯氷施設についても、厚岸町は補助金

経由というか、国からや北海道からの補助金をもらってそれをそのまま事業主体である

厚岸漁業協同組合のほうに出す形、もしかしたらば厚岸町が事業主体になって負担金を
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もらうというような事業にもなるのもかもしれませんけれども、ただやはり、そういっ

た中でも厚岸町もそこにはかかわってくるのですから、やはりしっかりと３カ年計画の

中にも載せてもらいたいし、そしてまた貯氷施設はそんな1,000万円、2,000万円という

ような、そんな単位ではなくて、もう丸が二つふえるぐらいはやはり単位の施設にもな

ろうかと思うのです。

やはり、それだけのものをこれから27年計画して、28年にはつくるといって、これか

ら延びても29年とかにはつくる方向性というものが出されなければならないのだとは思

うのですけれども、それだけの大きな事業がやはりしっかりと年次計画、長期計画の中

に盛り込まれなければいけないのではないでしょうか。

どうなのでしょうか、やはりどうも浜の活力再生プラン、つくったはいいのだけれど

も、確かに主体が漁業協同組合の事業といったものが多い中で、どうも厚岸町がこれに

対してどれだけのイニシアチブというか、漁業振興、所得の14％以上の向上といったも

のにどれだけのイニシアチブがそれとられたのかというものが全然見えてこない、そこ

がやはり私たちは不安に思うのです。

そうでなくて、やはりこれからの厚岸町の水産業のためにといった中では、ここには

もっといろいろなことが書いてあるのです。厚岸町としてもやるべきもの、カキの養殖

のホタテ原版の増養殖といったものは、昨年までもやっていたのですけれども、ことし

も少し数をふやした中でやっていってくれるということで、試験や何かも含めてやって

くれるということで少し安心しているのですけれども。

そうではなくて、やはりこの活力、浜の活力再生プラン自体はやはりもっと厚岸町民

の中で共有できるように、そういうこれからの厚岸町の水産業の課題としてそれだけの

大きな課題というものもあるのだというのがしっかりと示されなければ、急にぽっと出

てきていいのだというふうにはならないと思うのです。

そこら辺について、この浜の活力再生プラン、もう少し町としても主体的というか、

漁協との緊密な中で強力に推し進めていただきたいというふうに思うのですけれども、

その点についていかがでしょうか。

●副委員長（中川副委員長） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） この浜の活力再生プランですけれども、実はこのプランの

前提には、漁業コスト構造改革緊急対策というような名目でもって、国が事業化を進め

ている事業がございます。これが省燃油活動推進事業という事業でもって、これは全開

で走らないで燃料を少なく使用すると、省燃油活動をグループ全員で進めるのだという

ような取り組みをすると。

それから、省エネ機器等導入推進事業ということで、これは２サイクルエンジンの船

外機を４サイクルエンジンにするですとか、ディーゼルエンジンも省エネ型のものにす

るですとか、それからもう一つ、漁業経営セーフティーネット構築事業というのがござ

いまして、これは漁獲保障の分の取り組みですけれども、こういう取り組みに対して国

が助成金を出しますというものがこの対策でございます。

この対策を推進するに当たって、前提としてこの浜の活力再生プランをつくって、そ
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してその漁業所得の向上を図っていくと、その図っていくためのこの国の事業もそうい

うものを使うことによって10％以上の所得の向上を目指そうという前提がございます。

それで、この作成に当たっては非常に平成26年から補正予算含めてスタートするに当

たって、かなり急いでこのプランをつくって、そして水産省と協議をしなければならな

いというような状況でございまして、そうした中でいろいろな指導も受けて、こういう

プランが策定されたという状況でございます。

状況はそういう状況でございますけれども、計画の推進は当然、町も構成員となって

策定しておりますので、それについては推進していけるようにこれからも組合のほうと

連携してそういう進めていきたいというふうに考えております。

それと、３カ年の関係のことでございますけれども、実は漁業協同組合からその地域

づくり交付金事業に対して要望というのが毎年、そのときの状況でもって変わる部分が

非常に多くありまして、ことしも現在、５本の組合本部のシステム改修ですとか、それ

から今の魚タンクが市場の関係、それから工場のほうでもインジェクター機器の購入で

すか、いろいろな事業をそれぞれの部門から要望を受けておりまして、それを北海道の

ほうの補助ですので、北海道のほうがどういう方で採択ということになるかわからない

ものですから、なかなか事前に３カ年に計画的にというのが難しい状況もございまして、

それとはっきり決まらないものですから、決まった段階で補正予算で上げさせていただ

いていたという、今までの経過も踏まえまして、そういうふうになっているということ

でご理解いただきたいと思います。

●副委員長（中川副委員長） ここでほかにございませんか。

（な し）

●副委員長（中川副委員長） なければ、進めてまいります。

３目漁港管理費、ございませんか。

（な し）

●委員長（佐藤委員） なければ進めてまいります

４目漁港建設費。

６番、堀委員。

●堀委員 費目はないのですけれども、予算自体はないのですけれども関連する漁港建設、

市場関係の建設関係について、若干ちょっとお聞きしたいのですけれども、あと何年か

後というか、もう市場、ことしからようやく岸壁、屋根つき岸壁の本格化、本格整備と

いうもの始まっていただける中で、それについては大変、ありがたく思っているのです

けれども、一番あちらのほうに動くよという、通称第２埠頭のところに厚岸漁業協同組

合が開設している地方卸売市場が移転するということの中で、そこでいろいろと買受人

さんとか、関連業界さんのほうからいろいろな要望等が出されていたというふうに思う
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のですけれども、そこで一番の問題点としてなったのが道路、運送ですね。

道路の線系関係がどのようになるのか、どういう形で10トントレーナーなりがどうい

う形で行って、そして荷受けタンクに積んだトレーラーがどういう形で出てくるのか、

水産加工場の多くはこちらの湖北側にありますので、そういった中でどういう形の順路

が設定されているのかというのを、もう大体、あらあらは決めてられるのかなというふ

うに思うのですけれども、まずその点についてどのような形で今のところ計画されてい

るのか教えていただきたいと思います。

●副委員長（中川副委員長） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） トラックのルートでございますけれども、昨年の初めの段

階で、一応そのルートについてはトラックが進入側から大橋を渡って戻っていく、市場

に戻っていく。先に第２埠頭のほうから魚を積んで、その真竜側の加工場まで持ってい

くというルートにつては、一応、まず決定ではありませんけれども、一応、まず第２埠

頭から出て、横の太い道路に出て、そこから第１埠頭側に左に曲がって、あそこ横の道

路は真っ直ぐ行くと突き当たりになりますので、左に曲がって、左に曲がってもとの湖

南地区の集会場が通り、あの通りに右折をして、それからその突き当たりをまた右に曲

がって消防のところに出ていくと、そしてその消防のところの信号から左に曲がって大

橋を渡っていると。

帰り、その車が今度、第２埠頭に帰るのは橋から真っ直ぐ下っていって、もとの東和

家具さんの前で右折をして、漁港に入っていくというルートでもって、行きと帰りをそ

この部分は分けて行くような形で、一応、案を示しております。

ただ、その後、それを具体的に詰める作業はまだできておりません。今現在は第２埠

頭の施設をどういう形でのものにするかという協議を今やっていて、それを少しずつ詰

めてきているという状況でございまして、人工地盤の位置をどの位置に置いて、そこに

上がる道路はどういう形で上がっていくのか、それからその人工地盤につながって屋根

がついていきますけれども、この屋根の幅がどうですとか、それからこれは大体話がつ

いたようですけれども、通常、岸壁というのは20メートルが大体、通常の岸壁がそうな

のでございますけれども、厚岸漁港からの要望では35メートルにしてほしいということ

で、その35メートルにする理由も必要ですし、それからその岸壁を多くすると屋根も幅

が広くなりますから、そういったこともあるものですから、その辺の協議を今している

ということで、その道路の具体的な協議、それから調査まで入っていないというような

状況にございますので、ご理解いただきたいと思います。

●副委員長（中川副委員長） ６番、堀委員。

●堀委員 大体そのルート的なものは分かりました。

また、今現在、まだその具体的な協議の入られていないということであれなのですけ

れども、ちょっと覚えておいてもらいたいというか、例えば先ほど言った大きな道路か

ら、第２埠頭側から来るとき、一度左折をするというふうになるのでしょうけれども、
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あそこは非常に何か線形がおかしいのです。ちょっとかぎ型になっている形なものです

から、やはりそういうところとか、あと漁港施設側から出て橋のほうに左折するような

ときもちょっといずいような形というものがある、また、入ってくるときにはまたあそ

こには東和さんのところには交差点もあるので、そこでそこの距離が余りないので、何

台もとなったときの問題というものもあるとか、やはりこれからいろいろと詰めなけれ

ばならないことがあると思うのです。

やはり、そういったときに当然、産業としての交通も大事でしょうけれども、また周

辺の人方の危険性というものがないような中で、しっかりと道路計画というものを開発、

恐らく漁港施設内ですから開発のほうでやるようにもなるのかなというふうに思うので

すけれども、しっかりと詰めた中で、ただ産業的なものではなくて、そこには当然、周

辺には人もいますし、民間の人方の車だって通るわけですから、そういうものも考えた

中で道路、交通体系というものを考えてもらいたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。

●副委員長（中川副委員長） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） 開発が工事できるのは漁港区域の中ということで、若竹の

通り、あそこまでが漁港区域なものですから、それから海側については開発のほうで何

とかお願いをしていかなくてはいけないというふうな状況です。

今、おっしゃられたこと当然このことでございますので、それら念頭にお話をさせて、

連携して協議をしていきたいなというふうに思います。

●副委員長（中川副委員長） よろしいですか。

ほかに、ここでありませんか。４目で。

（な し）

●副委員長（中川副委員長） なければ進めてまいります。

５目養殖事業費、ありませんか。

（な し）

●副委員長（中川副委員長） なければ、228ページ、６目水産施設費。

６番、堀委員。

●堀委員 231ページの水産種苗生産センターについてお聞きいたします。

これは、筑紫恋にあるウニの種苗生産センターだというふうに承知しているのですけ

れども、当初、五つの漁協さんへの種苗の供給というものでやられていたというふうに

思うのです。

最近、何か私もずっと５単協だと思っていたのですけれども、最近何か４単協になっ
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たというような形で聞いてきたのですけれども、その点についてどのような経過があっ

たのかというふうに思うのですけれども、そうでなければそうでないというふうに教え

て言っていただければいいのですけれども。

最近、聞こえてきたのは、このウニの種苗は当然、種苗生産量というのは決まってい

るのですけれども、厚岸このうち５分の１なり、４分の１なりというような感じではな

いのかなと。何千粒とかというものを買って、そして海のほうに放流をしているという

ふうに承知をしているのですけれども、ただそれだけでは足りないので、恐らく厚岸町

も町外の種苗生産のほうから、生産施設のほうから購入して、その分もまいているふう

にして、最近だとウニの安定生産というものが図られているのですけれども。

ちょっとお聞きしたいのが、その５単協か４単協かという話になって、その隣の浜中

町さんのほうで新たにウニの種苗生産施設をつくるやに聞こえてきたのです。といった

ときに、現在の厚岸町にある、当然、浜中町さんの漁業協同組合さんがこの構成メンバー

ですから、今まで種苗の供給というのを受けていたのですけれども、と言ったときに浜

中さんで独自に自分が出て種苗生産をするというふうになったときに、では現在の施設

がどのようになっていくのか、構成メンバーが減った中で種苗センターが種苗生産した

ものを今までよりも少し大目には各事業者のほうに渡せるのか、ただ、それでこの施設

の運営というか、運用がうまくやっていけるのか、そこら辺というものは今現在のとこ

ろわかるところでよろしいので教えていただきいたと思うのですけれども。

●副委員長（中川副委員長） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） ５単協の話は、ちょっとはっきり承知していない部分なの

ですけれども、もとは６単協あって、５単協になったということは聞いております。ちょっ

とそれは不確定なものですから、申しわけありません。

それで、あそこの施設の規模というのは500万粒の生産をすると、できるということで

あの生産をしております。その中で、それぞれの組合が厚岸町……申しわけありません、

平成27年度のあれで６単協そのままのようです、申しわけありません。

それで、その６単協の中で500万粒の生産をして、その生産をした数に対してそれぞれ

割合を持っています。釧路市漁協は５％、釧路市東部漁協は15％、昆布森漁協24％、厚

岸漁協24％、浜中漁協15％、知内町漁協17％、この割合でもってかかった費用を割り返

して、それに見合った数量を分配するという形になっております。

ですので、もしその組合さんが減ったとしても、今現在、この500万粒でもって全てが

賄われておりませんので、先ほどおっしゃいましたとおり、他管内から買ってきて放流

をしているということもございますので、これはその中で賄っていくものだというふう

に考えております。

●副委員長（中川副委員長） ６番、堀委員。

●堀委員 分かりました。

そうしたら、浜中さんでの種苗生産の話がちょっとなかったので教えていただきたい
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ですし、また浜中さんでどのくらいの規模の種苗生産を考えているのかというものがあ

るのですけれども、ただ、そのときに浜中さんのこの15％、17％といったものが、では

なくなると、それが逆に言ってしまうと残りの四つなり、三つなりのほうに割増しでき

るのかどうか、やはりそれがはっきりすることによって当然、ウニ班のほうでも購入種

苗の量というものも変わってくるものですから、やはりそこら辺の動向というのはどの

ようになっているのでしょうか。

●副委員長（中川副委員長） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） 浜中町さんのほうでそういう施設整備がしたいというよう

な話は３年くらい前に一度聞いております。

ただ、その段階でもまだ具体的な話には至っていないということでしたし、その後、

今に至るまで具体的な話は聞いておりませんし、振興局側からもそういった情報ござい

ませんので、今まだ具体化しているというふうには認識しておりません。

●副委員長（中川副委員長） よろしいですか。

６目水産施設でありませんか。

（な し）

●副委員長（中川副委員長） なければ、進めてまいります。

６款商工費、１項商工費、１目商工総務費。ありませんか。

（な し）

●副委員長（中川副委員長） ２目商工振興費。ありませんか。

（な し）

●副委員長（中川副委員長） ３目食文化振興費。

６番、堀委員。

●堀委員 239ページの厚岸味覚ターミナル整備事業についてお聞きします。

整備内容については提案理由説明の中でもあったので承知しているのですけれども、

その中で区画線の整備、駐車場の区画線整備というものがあったので、ちょっと意見と

いうかしておきたいのが。

当然、味覚ターミナルは防災拠点として厚岸町が重要な防災拠点として整備が進めら

れているところなのですけれども、この区画線を考えたときに、防災テントの設置も当

然、駐車場内に設置する形になると思うのです、被災時には。となったときには、その

防災テントの設置カ所の明示というものもやはり区画線の中でしっかりとしておいたほ
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うが、いざというときのために車が駐車することのなく、しっかりと防災テントの敷地

が確保できるというふうに思うのですけれども、そのような配慮はできるものなのでしょ

うか。

●副委員長（中川副委員長） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 今、質問者言われるのは、必要性は十分理解できま

すけれども、災害というのは暴風雪というか、雨だとかそういうのは別として、地震だ

とか津波というのは、全然いつ来るとも想定できません。

そういったところまで過程をして、確保しようということになると、駐車場の中で常

に使わないスペースを常に確保しておかなければならないということになる方もいます。

幸いにして、昨年、開発の協力もいただいてちょっと山のほうの土砂を使っていただ

いて、ある程度、駐車場のスペースも30台という限られたスペースでありますけれども、

拡張をしていただきました。

そういった取り組みも今後も引き続いて行っていただくように町としてはお願いをさ

せていただこうというふうに思っております。

ただ、質問委員言われるのは、災害の対策本部としてのテントということになると、

できるだけターミナルに近いところにあったほうがいいというのは十分認識できますけ

れども、そういったものをちょっと今、言われてそういった検討も必要かなとは思った

ものですから区画線整備に向けて総務課ともちょっと協議はさせていただきたいという

ふうに思いますけれども、今ここでその部分を確保するだとか、どうするだとかという

ことはちょっとご説明できないことをご理解いただきたいと思います。

●副委員長（中川副委員長） よろしいですか。

ほかにありませんか。

（な し）

●副委員長（中川副委員長） なければ、続けてまいります。

４目観光振興費。

12番、室﨑委員。

●室﨑委員 この予算に出ている項目をどうのこうのということではないのですが、観光

振興ということになりますと、厚岸以外の人に、厚岸という町は非常にいい町で一度行っ

てみようかなと思わせるために、あらゆる事物を利用して厚岸町を宣伝するということ

が基本ではないかと思うのですが、その点、基本的な考えはどうですか。

●副委員長（中川副委員長） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） ご質問者言われるとおり、厚岸のよさというものを
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観光名所、そういうものだけではなくて、その土地の文化も含めさまざまな魅力という

のはその年々によって違ってあると思います。そういったものを活用しながら町外の方々

から来ていただくというものを総じて観光というふうに思っております。

●副委員長（中川副委員長） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 それで、その一助になるかなというふうに思うのですが、ふるさと納税とい

うのがございます。これは前にも議会でもって議論の対象になっておりますが、今、こ

のふるさと納税を我が町にしてくださいということを一生懸命宣伝して、そしていろい

ろな景品を出すというのが一つのはやりになっていますよね。マスコミは、これをおも

しろおかしく、特に極端な例を挙げています。

私が今、それと一緒になってどうせい、こうせいというのでは決してないので、その

点は誤解なきようにしていただきたいのですけれども、厚岸町にもふるさと納税をして

くださっている方はいらっしゃいますよね。これは、厚岸町と何らかの縁があって、こ

の厚岸に結びつきを持つという方がしてくれているのだろうと思うのですが、そういう

人に対して厚岸町としてはどんな応答をしていますか。

●副委員長（中川副委員長） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） 今、現在のふるさと納税をしていただいている方への返礼品と

いいますか、それにつきましては町政要覧と広報あっけしの送付、それと礼状という形で今、

行っているところでございます。

●副委員長（中川副委員長） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 それで、ふるさと納税をどんどん行ってくださいと、厚岸町に対してという

意味で何か宣伝といいますか、そういうことはやっていますか。

●副委員長（中川副委員長） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） ホームページでふるさと納税のご案内はさせていただいている

ところでございます。

●副委員長（中川副委員長） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 何でこんなことを急に言い出したかといいますと、個人的な体験があるので

す。厚岸を離れてもう50年以上たっている方からことし年賀状をいただきまして、それ

で私もここにいるということが向こうで分かったからなのですけれども、もう80過ぎて

いる方ですが、こちらでもって年賀状の応答をしただけでなくて、厚岸の町政要覧です

とか、それから私の撮った写真などを入れて送ったのです。泣かんばかりに喜んで電話
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が来ているのです。

そして、やはりふるさとは懐かしいのです。それを見ていて思ったのですが、このふ

るさと納税というのは、その一部の町がやっているような豪華な景品を送るというよう

なことではなくて、厚岸に縁があって、厚岸のそういう状況がわかることを非常に喜ん

でくださる方ってたくさんいますよね。そういう人たちと結びつきを持つことではない

かというふうに思ったのです。

その範囲内でいろいろな向こうが喜ぶものをお礼として出すことは決して何か景品で

つるようなものでもないし、品の悪いものではないだろうと。結局、ふるさと納税を厚

岸にすれば、厚岸の状況がいろいろわかるというものであれば、私は非常に使いように

よって、今、厚岸に多少なりとも縁のある人にその結びつきを強くすることのできる非

常にいいチャンスをつくるのではないかと、そのように思ったのです。

それで、もう一つ前に議論があったときに、いろいろな町では納税をしていただいた、

ふるさと納税って寄附ですよね、いただいたよりも多額の景品を出しているようなこと

があって、これでは収支勘定おかしいではないかというようなこともたしか答弁もあっ

たように聞いておりますが、それもまた考え方で観光宣伝費だと思えばお金はかけれる

わけです。

それで、だからといって私が今、多額のその景品をつけてまるで何かの商売がつるよ

うなことをやっているようなことをやれという意味ではないです。それで、一つ提唱い

たしますが、かつてある町で、そこの町がモデルになったテレビ番組が半年か１年が放

送されたときに、その町の町民に町ははがきを渡しまして、あなたの親戚だとか、知り

合いだとか、そういうところに我が町の宣伝をしてくれと、私の町はこんなので、今度

のときにはどこそこのシーンが出ますというようなことが書いてあるらしいのですが、

それを送ってくれということをやったのです。

一つには、それはその番組を長く放送してもらうために、途中打ち切りらならないよ

うに視聴率を上げるということもあったのでしょうけれども、非常にそれが好評で町と

のつながりがふえたという話は当時、聞いております。

それで、例えば東京厚岸会だとか、そういうところはもう拠点として、いわば厚岸町

の宣伝塔になってくれる人たちですよね。

そういうものを含めて、このふるさと納税をうまく利用して、そして今おっしゃった

ような広報でも何でも現在の厚岸町の模様がわかるものを送っていくと。ふるさと納税

は割と簡単にできる寄附ですよね。特典もあるわけですから、その課税の、そういうも

のをやってくれると、厚岸町はそういう形で我が町との厚岸町との結びつきをして、ど

んどん情報を送ってくれるのだということになりますと、これはまた一つの利用方法で

ないかと、そしてそれは観光振興ということから考えれば、ある程度のそれにお金を使っ

ても安いものではないかという気がするのですが、そういうことについてご検討いただ

けないかと、そういうふうに思うのです。

●副委員長（中川副委員長） 町長。

●町長（若狹町長） 私からお答えをさせていただきます。



- 142 -

今回の執行方針の中で、特にふるさと納税のあり方についての検討ということを述べさせ

ていただきました。

今、室﨑委員からの質問のとおりなのです。と、言いますのは。私はかつてはやはり厚岸

の発展を真から考えて、そしてご寄附をいただくというのが本来のふるさと納税のあり方で

あっただろうと。

しかしながら、このごろ各自治体のやり方が物産等含めて幾らかのお返しをすると、それ

が功を奏して多額の寄付が集まったと、何億円も集まっていると。しかも、マスコミ等にお

いては、ふるさと納税の順位を発表したり、いろいろとやっているわけであります。

実は先般、東京厚岸会に私も参加をいたしました。その中で、ふるさと納税のお話をさせ

ていただいたわけでありまして、いろいろと議論もさせていただきました。中には、厚岸は

すぐれたおいしい水産物を含めて、いろいろな物産があるのではないかと、それをだしと言っ

たらちょっとあれですけれども、ふるさと納税をふやすためにはその手もあるのではないだ

ろうかというようなお話をいただいたところでございます。

そこで私なりに考えました場合に、三つのふるさと納税を納める方の考え方もあるのでは

なかろうかと思いました。一つは、真の厚岸町を思い、心温かい気持ちを持っての寄附、二

つ目は物産だけを目当てにした見返りの考えを持った寄附、三つ目は見返りがあっても、そ

れが厚岸の物産のＰＲになるのであれば、これまたいいのではないかという三つの考えを私

なりに持ったわけであります。

そこで、ご指摘のありましたとおり、これらの問題を含めて厚岸町としてのふるさと納税

はどうあるべきかということを考えてみたいということで執行方針で述べさせていただいた

ところでございます。

今、ご指摘がありましたとおり、今後のふるさと納税、厚岸町としてやはり財政厳しい折

ですから、その財政のことも踏まえながらふるさと納税のあり方というものを検討し、厚岸

なりのふるさと納税にさせていただきたいと、そのように考えておりますのでご理解いただ

きたいと存じます。

●副委員長（中川副委員長） ほかにありませんか。

10番、谷口委員。

●谷口委員 厚岸町のＰＲについてちょっとお伺いしたいのですけれども、厚岸町がどう

なっているのかなとか、厚岸町でこういうことを行っているとか、やはり関心持ってい

る厚岸出身者だとか、厚岸町に縁のある人だとかさまざまいらっしゃると思うのです。

そういう中で、よく尾幌の大きなカーブのところに道路のカメラがついていて、そし

てこっちが天気悪くなるとすごい雪だなとかと電話が来る場合が私のところにあるので

すけれども、つい最近もＮＨＫの昼の何かで全国放送があったみたいなのですけれども、

ああいう民放だとかＮＨＫだとか、そういうところで放送がたびたびあるわけですけれ

ども、役場が宣伝のあれにするというわけにはいかないのかなと思いますけれども、厚

岸の観光協会だとか、あるいは商工会だとか、観光協会はたしかホームページを立ち上

げていたりするのですけれども、そういうあるいはコンキリエですね、そういうところ

のホームページなどを活用した厚岸の特定というか、厚岸だけをＰＲしたい内容のホー
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ムページの構成だけではなくて、そういう日常変わったことがついつい起きてくる、そ

ういうことも発信するような仕組みをぜひつくっていただきたいなというふうに思うの

ですけれども、そういうことが我々町民にも分かれば本当はいいと思うのです。ところ

が、放送になってから見れというのもなかなかこれは大変なことなので、あらかじめあ

したこういうことがありますよというようなことがわかれば、あらかじめこっちから電

話をしたり、あるいはちょっと見てくれないかというようなメールを送ったりできると

思うのです。

そうすることによって、厚岸でこういうことをやっているのかということで興味を持っ

て周りの人を連れて厚岸に来てくれるかもしれないし、そういうことをやっていっては

どうなのかなというふうに考えるのですけれども、どうなのでしょうか。

●副委員長（中川副委員長） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） ホームページというのは議会の中でもいろいろ議論

されている中で、見るたびに新しい情報があるというと開くほうも、アクセスするほう

も期待を持って何度も開いてくれるというのもあります。

それと、観光という部分ではブログという形でどんどん語りかけるもお客さんに語り

かけるということも常に行っていくべきではあったのですけれども、町、あるいは観光

協会のホームページをとっても十分そういった機能、使いやすくなったとはいっても十

分使い切れていなかったという部分あります。

実は今回、公式のキャラクターもできて、それを使ったいろいろな宣伝活動も行おう

としております。そういった中ではある個人がというより、キャラクターが町民の方、

あるいは町外の方に語る形でいろいろな周知をしていきたいというふうにも考えており

ます。

役場の中だけでなくて、どんどん町の中、あるいは町外へ出ていってキャラクターが

ご紹介するような形の活動を今、考えているわけでございますので、そういった中で今、

言われたような部分も10あるものが10、役場のほうに常に情報が入ってきているわけで

はございません。

ただ、先日のＮＨＫのひるブラという部分も前日の夕方に実は教えていただいた部分

もありますので、そういった情報入手したものについてはできるだけそういったものを

活用しながら今後、情報発信に努めていきたいというふうに思っております。

●副委員長（中川副委員長） 10番、谷口委員。

●谷口委員 やはり厚岸出身者だとか、そういう縁のある人だとかは日常的にも厚岸がど

ういうことをやっているのかな、厚岸の気候はどうなのだろう、あるいは厚岸町の漁業

はことしはどうなのだろうと、サンマたくさん取れたのだろうかとか、カキはおいしく

なったのだろうか、そういうことを常に興味を持っているということです。

そういうことを考えると、やはり情報が今やはり手紙だとか、ただの電話だとか、あ

るいは送料かけて郵送して情報を送らなくても簡単に入手できる、そういう時代になっ
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ているということをやはり生かしていくことが非常に大事ではないのかなというふうに

思うのです。

ですから、ぜひ厚岸町のホームページだけでなくて、さっき言ったように観光協会だ

とか、あるいはコンキリエだとか、漁協だとか、いろいろなさまざまなところでホーム

ページ、商工会もそうですけれどもホームページを立ち上げていますよね、個人でも立

ち上げている人もいるみたいですけれども、そういうのも含めてやはりそういう宣伝と

いうかしていく、あるいは町民も時々そういうところをチェックすれば、そういう情報

が得られますよというようにしていただきたいなというふうに思うのですけれども、ひ

とつよろしくお願いします。

それと、もう一つお伺いしますけれども、町長の市政方針にもあるのですけれども、

これは道立公園の国定公園化、私は非常に強く望むものなのですけれども、やはり厚岸

のブランド力も上げる、そういう大きな力を発揮するのではないのかなというふうに思

うのです。

そういうこと含めて、今後の見通しはどうなっていくのか町長の見解を伺いたいとい

うふうに考えております。

●副委員長（中川副委員長） 町長。

●町長（若狹町長） 道立厚岸自然公園の国定公園化の問題、今後の厚岸町の発展に私も大き

な影響がある課題であるという認識をいたしているわけであります。

実は、厚岸道立自然公園３町にまたがっておりますことはご承知のとおりと思うわけであ

ります。浜中、釧路町は既に同意をいただいているわけであります。この厚岸町だけなので

す。

なぜかといいますと、何度も担当課長からもお話ししておりますが、漁民とのの関係

が要因になっているわけでございまして、今、地種区分、厚岸湖の地種区分、厚岸町と

漁組が同意いたしまして、今、北海道にお願いをいたしております。

そういう中で、道のほうからは厚岸湖の漁業利用計画を作成していただきたいという

要請をいただいているわけであります。担当課では今、その作成中であります。漁業協

同組合と協議中であります。

これを策定した中でさらに、国定公園に向かっての動きを加速させたいと、そのよう

に考えておりますのでご理解いただきたいと思います。

●副委員長（中川副委員長） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） １点目の情報発信の部分、質問者言われるような漁

業協同組合、直売店であるだとか、味覚ターミナル、こちらのホームページは常に新し

い情報を投げかけて、町の様子を伝えております。私もよく見るのですけれども、そう

いったものに刺激されながら厚岸町、あるいは観光協会のほうもそういった充実に努め

てまいりたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。
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●副委員長（中川副委員長） 10番、谷口委員。

●谷口委員 きょうのニュースだったと思うのですけれども、鹿児島の何というあれでし

たかちょっと忘れましたけれども、国定公園に昇格されたということですので、それで

きょうの議論にもありましたけれども、高速道路が白糠まで延伸されるだとか、さまざ

まな要因が今、ある中で厚岸がそういうものに乗りおくれないこともやはり非常に大事

なことではないのかなと、そのあたりでさらにそう加速というか、それを進めていただ

かなければ、ほかのところはどんどん先へ行って、こちらが取り残されてしまうという

ようなことがあってならないというふうに考えるのですが、いかがでしょうか。

●副委員長（中川副委員長） 町長。

●町長（若狹町長） 全くそのとおりでございます。

そこで北海道自然公園協議会というものがあります、といいますのは自然公園に関する各

自治体の協議会でありますが、そのいろいろな課題があるわけでありますが、その大きな一

つとして厚岸町の道立の自然公園の国定公園化というものを常に要請活動の中に入れていた

だいております。

先般も国の環境省のほうへ強く要請をいたしたところであります。さらにまた、北海道と

も先ほどお話いたしましたとおり既に協議に入っているわけでございまして、ぜひ国定公園

化になれるように私としても最善の努力をさせていただきたいと、かように考えております。

●副委員長（中川副委員長） よろしいですか。

ほかにありませんか。

８番、竹田委員。

●竹田委員 たまたその国定公園化についてなのですけれども、一番ネックになっている

のは漁業協同組合というふうに聞こえてくるのですけれども、漁業者の中では国定公園

化になった場合にあっても、やはりしなければよかったという、そうった２代目、３代

目の漁業者４代目に移すときに、そういったことが絶対にあっては、やはりやらなきゃ

よかったという、そういう声が聞こえないように徹底していただきたいとすごい要望は

よくされます。

そういったことをぜひ考慮しながら進めていっていただきたいと強く要望したいので

すが、いかがでしょうか。

●副委員長（中川副委員長） 町長。

●町長（若狹町長） お答えいたします。

10番さんのご質問の中でもお答えしたとおりです。漁業協同組合と厚岸町においての地種

区分の変更について同意を得て、今、北海道にお願いをいたしているところでございまして、

漁民の不安を払拭する課題として進めているわけでございまして。この点はご理解いただき
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たいと存じます。

●副委員長（中川副委員長） よろしいですか、竹田委員。

９番、南谷委員。

●南谷委員 時間押していますので簡潔にお願いします。

全国市町村あやめサミット連絡協議会50万円の計上、ここでお伺いをいたします。

町長の執行方針の中でも６月30日と７月１日、２日間、アヤメを生かしたまちづくり

の効果的な展開について討議する会議の成功に向けて取り組んでまいりたいと、こう申

しておられるのですけれども、やるということを宣言されているわけですから、サミッ

トサミットと言うのですけれども、実際にどんなことをするのか簡潔に、どのような事

業に50万円を使うのか、残念ながら前回もやっているというのだけれも、そのとき僕は

議員でありませんでしたし、待ったく分からないものですから、どのような事業をどう

するのか、その効果も含めて簡潔にお願いします。

●副委員長（中川副委員長） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） お答えさせていただきます。

このあやめサミットにつきましては全国の自治体でアヤメを町の花にしていると、あ

るいは慈しんでいるところが集まってということで、全国で13自治体が加盟してござい

ます。

この13自治体の方々に一堂に厚岸町のほうにお集まりをいただいて、首長にお集まり

をいただいてアヤメを生かしてどんなふうなまちづくりをしているのかという情報交換

をしながら、それぞれの町が持ち帰って、その次の以降にまちづくりに生かせていただ

こうという目的で開催されるものでございます。

平成４年に厚岸町で行われたという話をしましたが、そのときには大体400万円から500

万円ぐらいの経費をかけて実は開催してございます。

ただ、時代も変わりまして、今の時代、どこの自治体も厳しいという中ではできるだ

け無駄を省いた中で、手づくりで町民の方、あるいは子どもさん方にもいろいろ協力を

いただきながらおもてなしを持ってあやめサミットを開催したいというふうに考えてご

ざいます。

主に、１日目には事前の打ち合わせをした後に関係首長の会議を開いていただいて、

厚岸のあやめヶ原のほうも見学をしていただくと、あるいはコンキリエのほうで記念植

樹をしていただくだとか、周辺の観光施設のほうも見ていただくという予定を１日目で

は考えてございます。

2日目については、町内の視察ということになるわけでございますが、従来のような町

民の方々に当時シーグレースというものを呼び込んで、町民の方にも参画していろいろ

体験もしていただきましたけれどもそういうことではなくて、もう関係首長会議を開催

するための経費、それとアトラクションのやるための経費、それと会場をもり立てるよ

うな装飾するときには町民の方に協力をしていただいてアヤメの造花だとか、あるいは
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アヤメの折り紙だとかというのを子どもたちにつくっていただいて、そういった演出を

高めながらおもてなしをしていきたいと、この50万円については実行委員会体制という

か、こちらのほうに支出する形で、そしてこの50万円とそれと参加自治体からの負担金

の中で何とかやりくりをしていきたいということで、今後詰めていきたいと考えている

ところでございます。

●副委員長（中川副委員長） ９番、南谷委員。

●南谷委員 大体概略はわかりました。

実行委員会方式をとられると、実行委員会方式をとられると。おもてなしの心に基づ

いてやられるということなのですけれども、その実効性のあるものにしっかりこれから

まだ時間ありますので検討していただいて、金額、財源は今聞いたら400万円から50万円

に減ったけれども、実のあるものにしていただかなければ、貴重な財源でございますか

らしっかり検討して実施していただきたいと思います。

●副委員長（中川副委員長） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） １点だけ、私実行委員会に出してという言い方をし

ましたが、このあやめサミット連絡協議会のほうに地元開催経費ということで出して、

そちらのほうで参加町村から負担金をもらいながら実施するというものでございます。

一部ちょっと答弁で誤りがありましたので、訂正させていただきます。

それと今、委員言われたような実のあるあやめサミットになるように今後、中身を詰

めていきたいというふうに思っております。

●副委員長（中川副委員長） ９番、南谷委員。

●南谷委員 そうしたらどうなるのですか、実行委員会と聞いたから実行委員会を立てて

やられると、そうしたら町が直接やるということですか。その辺はっきりしてください。

●副委員長（中川副委員長） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） このあやめサミット連絡協議会のほうに地元厚岸町

開催ということで、それぞれの自治会が今までは負担金を出して運営していました。

これまでと同じく去年まで開催されたのが同じく地元開催、厚岸町で開催されますの

で、厚岸町で開催する地元自治体として厚岸についてはこういった縮小した中でござい

ますけれども50万円を出すと。それと参加される自治体が10なり、12なり参加していた

だけると思うのですけれども、そういった参加者、負担金もそれぞれ徴収して、その協

議会の中に会費を入れて、その中で全体の予算をやり繰りするという中身でございます

のでご理解いただきたいと思います。
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●副委員長（中川副委員長） よろしいですか。

ほかに４目でありませんか。

（な し）

●副委員長（中川副委員長） なければ進めてまいります。

５目観光施設費。

（な し）

●副委員長（中川副委員長） 本日の会議はこの程度にとどめ、あすに延会したいと思

いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●副委員長（中川副委員長） 異議なしと認めます。

よって、委員会これにて閉会いたします。

ご苦労さまでした。

午後５時11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２７年３月１６日

平成27年度各会計予算審査特別委員会

委 員 長


