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厚岸町議会 第２回定例会

平成27年６月24日

午前10時00分開会

●議長（佐藤議員） おはようございます。

ただいまから、平成27年厚岸町議会第２回定例会を続会いたします。

●議長（佐藤議員） 直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりでございます。

●議長（佐藤議員） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、厚岸町議会会議規則第118条の規定により、３番、堀議員、４番、

石澤議員を指名いたします。

●議長（佐藤議員） 日程第２、議会運営委員会報告を議題といたします。

委員長の報告を求めます。

５番、竹田委員長。

●竹田議会運営委員会委員長 議会運営委員会報告をさせていただきます。

６月23日、午後３時から、第７回議会運営委員会を開催いたしましたで、その内容に

ついて報告いたします。

追加議案として提出された議案第50号財産収集特について及び意見書案第４号憲法

を守り、日本を海外で戦争する国にする戦争立法の廃案を求める意見書の取り扱いにつ

いて審査いたしました。その結果、いずれも本会議において審議することとし、補正予

算審査終了後、審議を行うことに決定しました。

以上、議会運営委員会報告といたします。

●議長（佐藤議員） 委員長に対する質疑を省略し、以上で、報告を終わります。

●議長（佐藤議員） 日程第３、昨日に引き続き、一般質問を行います。

初めに、12番、佐々木亮子議員の一般質問を行います。

12番、佐々木亮子議員。

●佐々木議員 私は、通告に従いまして、３件の質問をさせていただきたいというふうに

思います。

１件目は、町営住宅の住環境整備についてお尋ねをいたします。

建物の老朽化に伴って、室内も老朽化が進んでいること、また、長期に入居者の高齢
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化などによって改善を望む声が聞かれています。

そこで、１点目に、室内のカビや風呂釜のサビ、畳などの老朽状態をどのように把握

をしていますか。また、どのような対応をしているのかについて、お伺いをいたします。

２点目は、長期入居に伴って入居者の高齢化も進んで、深い浴槽や重くて大きなゴミ

箱のふたなどが、利用者にとって大変になっていますが、改善すべきではないかお伺い

をいたします。

３点目は、町営住宅の補修・営繕についてどのように、今後取り組まれていくのかお

伺いをいたします。

２点目は、町内の空き家の課題と活用の推進についてお伺いをいたします。

町内の空き家の長期間放置されている、そういった近隣住民から不安の声、あるいは

何かに活用できないのか、そういった声も出されています。

そこで、一つ目に、長期間放置されている空き家についての問題点をどのように把握

されていて、具体的な解決に向けてどのように取り組まれるのか、お伺いをいたします。

２点目に、空き家の防災や防犯、景観面での悪影響をどのようにとらえているのか、

お伺いをいたします。

３点目は、住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業が創設されましたが、当町での活

用を考えているのか、お伺いをいたします。

４点目に、空き家等対策の推進に関する特別措置法制定を契機に役場の中に相談窓口

の設置はできないか、お尋ねをいたします。

５点目は、空き家を活用して、女性や若者が集う場所づくり等の検討はできないか、

お伺いをいたします。

３件目は、安全保障法制についてお伺いをいたします。

今、国会では、安全保障関連法案11本が審議をされています。９月27日まで95日間会

期を延長をし、安倍首相は、戦後以来の大改革を断行するというふうに述べています。

しかし、一方では、憲法学者や、元内閣法制局長官が相継いで、違憲や従来の憲法解釈

の範囲内とは言えないと発言をし、個人や団体で反対の声も広がってきています。

そこで、今、国会で審議中の安全保障法制について、町長はどのように受けとめてい

るのか、また、戦争をする国づくりのための法案であり反対すべきではないかと考えま

すが、町長はどのように考えているのかをお伺いをいたします。

以上で、私の１回目の質問を終了いたします。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） おはようございます。

12番、佐々木議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の町営住宅の住環境整備についてのうち、初めに、室内のカビ、風呂釜のサビ、

畳等の老朽状態をどのように把握していますかについてでありますが、施設と設備の管

理事務においては、利用者の入退居時と利用者からの相談を受けた際、直接目視の上、

住環境の点検に努めているところで、その内容は、町営住宅営繕管理簿に記録すること

により、各棟の状態を把握することとしております。
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次に、長期入居に伴い入居者の高齢化が進み、深い浴槽や重く大きなごみ箱の蓋が、

利用者にとって大変になっていますが、改善すべきではないかについてでありますが、

入居者の高齢者は住環境に大きな影響を与えることとなります。入浴に際しては、多く

の利用者には介護保険サービスなどによる手すりや入浴台といった福祉用具を利用する

バリアフリー化、デイサービスセンターへの通所や訪問介護、家族支援を受けるなど、

自立に向けた努力をなされている状況にあると理解しているところであります。

浴槽を浅くすることで半身入浴状態となったり、不安な姿勢となるなど、入浴に対す

る欲求を施設的に満足することができなくなる場合が生ずることや、施設改修には多額

の費用を要することとなり、直ちに対応することは困難でありますので、ご理解願いま

す。

町では、お困りになっている人たちの個々の身体状況に応じた対応として、バリアフ

リー化した比較的新しい町営住宅への転居についての相談も受けておりますので、ご理

解いただきたいと思います。

なお、重く大きなごみ箱は、においがこもらないようにしている金属性密集タイプの

蓋に重い原因があると考えておりますが、上部の出入口の一部を二つ折式にすることに

より、重量を軽くする検討をさせていただいており、管理人に使用状況を確認していき

ながら、随時改善を図ってまいります。

次に、町営住宅の補修・営繕について、どのように取り組まれるのでしょうかについ

てでありますが、町が昨年３月にまとめた町営住宅等長寿命化計画に基づいた計画的な

町営住宅の補修・営繕に努めてまいりますので、ご理解願います。

続いて、２点目の町内の空き家の課題と活用の推進についてのうち、初めに、長期間

放置されている空き家についての問題点を、どのように把握されていますか、具体的な

解決に向けて、どのように取り組まれますかについてでありますが、人口減少や既存の

住宅、建築物の老朽化、社会的ニーズの変化及び産業構造の変化に伴い、空き家等が年々

増加していき、特に、適切な管理が行われていない空き家等につきましては、防災・衛

生・景観等の地域住民の生活環境に影響を及ぼしているところであります。今後、空き

家等対策計画策定の方向性を検証し、対応していきたいと考えております。

次に、空き家の防災や防犯、景観面での悪影響をどのようにとらえていますかについ

てでありますが、まず、防災面では、老朽化した建物の倒壊や建築材料が飛散すること

で、地域住民の生命、身体、または財産に影響を与えることとなります。犯罪面では火

災発生や青少年の非行防止対策での影響が心配されます。景観面では、厚岸町にかかわ

りのある人全てに誇りを持っていただくためにも、空き家が多く存在することは好まし

くありません。

次に、住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業が創設されましたが、当町での活用は

考えていますかについてでありますが、この事業は、国土交通省から本年４月９日付け

で補助金交付要綱が発送され、空き家を活用した公営住宅の一環として、今後公営住宅

の大幅な供給拡大も期待できないことや、民間賃貸住宅等の空き家は一環して増加傾向

にある、その有効活用が課題とされる地域支援という背景がございます。

当町では、昨年３月にまとめた厚岸町住生活基本計画及び町営住宅等長寿命化計画に

は人口減少などを背景に、公営住宅戸数の増加は見込んでおりませんが、町内定住拡大
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に向けた質の高い受け皿づくりの民間賃貸住宅活用の検討として、この事業の活用につ

きましては、少し研究させていただきたいと思います。

次に、空き家等対策の推進に関する特別措置法制定を契機に、役場に相談窓口の設置

はできないでしょうかについてでありますが、町における今後の事務の進め方として、

極めて空き家等及び特定空き家等の実態調査の実施が必要であり、調査結果を検証し、

町民からの相談体制の整備について検討してまいりたいと考えております。

次に、空き家を活用して女性や若者が集う場所づくり等の検討はできないでしょうか

についてでありますが、平成21年と平成23年に行った適正な管理がされていない空き家

は危険な状態であることから、信用できないものと考えております。しかし、総合的な

空き家対策を推進するためには、空き家等の適正管理及び有効活用に関する研究ととも

に、地域住民などとともに、空き家等の対策を考える協議会設置や、空き家等対策計画

策定の方向性のを議論する中で検討させていただきたいと考えておりますので、ご理解

願います。

続いて、３点目の安全保障法制について、初めに、この安全保障法制について、私が

どのように受けとめているのかについてでありますが、国家の安全保障は国民の生命・

財産にかかわる最も重要な問題であるとともに、我が国の外交上、安全保障上、極めて

重要な問題ですので、国会での十分な議論が必要であり、我が国が間違った方向に決し

て進むことのないよう、国会において徹底した議論が尽くされるべきものと考えます。

また、国家の安全保障については、あくまでも国の専管事項でありますが、前段で申

し上げたとおり国民の生命・財産にかかわる重要な問題ですので、国においては、国民

に対し国民が理解できるよう丁寧な説明を行う必要があると考えます。

私は、そのようになることを願いつつ、国会の議論や国の動向を注視してまいりたい

と考えております。

次に、戦争する国づくりのための法案であり、反対すべきではないかについてであり

ますが、前段でも申し上げたとおり、国家の安全保障はあくまでも国の専管事項であり

ますとともに、今、まさに、その関係法案が国会で審議されようとしているときでもあ

りますので、この法案の賛否に関するお答えは差し控えさせていただきます。

以上でございます。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木議員 まず、１件目から質問をさせていただきますが、管理事務において、目視

の上、住環境点検に努めているというふうにありますけれども、例えば管理状態に対し

て、ここはリフォームが必要だとか、そういった場合の判断基準というのでしょうか、

そういったものは何か策定をされているのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 当町においては、町営住宅のリフォームに対する判断基準というの

は持ち合わせていないところです。
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●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木議員 ということになりますと、担当者の方が目視をして、それで、その担当者

の判断によるということだと思うのですけれども、その担当者の判断によってするとい

うことは、いや、ここは必要だ、ここは必要じゃないという判断になると思うのですね、

その判断に違いというのは出てこないんでしょうか。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） リフォームといいますか、町の施設でありますが、町では、町営住

宅の内部に対するリフォームというふうな考えは持っておりません。利用者ご本人が、例え

ば、高齢などによるリフォームを検討した場合については、介護保険制度の中でしかるべき

資格となる方に相談した中で、個々に手すりをつけるだとか、段差を解消するだとか、そう

いったことで対応をしていただいているところでございます。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木議員 はい、対応の仕方については分かりましたが、例えば、私、今回、各町住

に入居している方たちにお話を伺ってきました。その中で、ある方は、ここは直したほ

うがいいよということで、積極的に直していただいたというような声もあります。

その一方で、担当者に言って、見に来ていただいたときに、ここはやっぱり直します

ねっていう話をしていったんだけれども、それ以降１年以上そのまま何もしていただけ

ないというような声も、ここではあるんですね。こういった対応の違いというのは、ど

うして起こっているんでしょうかね。やっぱり入居者の方にしてみれば、そういう対応

をしていただいたいうことは、何らかのその後の対応があるというふうに期待をしてい

るというふうに思うのですが、その対応の違いというのはどうして生まれているのでしょ

うか。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 現場において、あるいは来庁での相談において、私どもが承ったそ

の相談の内容に対する対応として、いつごろまであれは直しましょうだとか、そういったこ

と実際にあるところでございますけれども、今お聞きした内容では、相談に行ったんだけれ

ども、どうしたらいいのかという回答が来ないということになるかなと思うのですけれども、

そういったことはないものと私思っておりますけれども、あったという事実はちょっと確認

していないもんですから、私はそのようなことはないものと考えております。

したがいまして、そのご利用者が町と話をしたということも、逐次記録していない部分も

ございますので、事実関係については分からないと、そのようにお答えしておきます。
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●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木議員 事実関係は分からないということですが、入居者の方って、それで、そう

ですかで満足できる問題ではないというふうに思うのですね。町のほうでは、事実確認

をしていないということですけれども、それは管理簿に記載をされていないということ

になると思うのですけれども、この管理簿の記載、その管理というのはどのようにされ

ているんでしょうか。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 私ども、公営住宅管理、町民との話の中で、そういったご要望に対

して無視するだとか、そういったことは決して行ってないというふうに私思っておりますし、

利用者が町の担当者と相談した内容も、本当に町側に訴えるものとして発しているものなの

かどうなのか、そういったことも、今後気をつけながら話すように努めていきたいと思いま

すけれども、これまでの、そういったことが行われるということに対しては、状況が分かり

ませんので、私はそのようなことはないものとふうに思っているものですから、もしあった

としたならば、それは直していくべきものというふうに考えます。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木議員 やはり町民の方にとって、そこは大切な住まいですから、丁寧な対応をとっ

ていただきたいなというふうに思います。

それで、長期入居者というのですか、退居をされた後に壁を塗りかえたりだとか、そ

ういったことをされていると思うのですけれども、そういった後の点検というのでしょ

うか、そういうのは町のほうでされているのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 今は、退去時のお話かなと思うのですけれども、退居時にみずから

率先して壁を塗り直していかれるという方は、まずおられません。私ども敷金というものを

入居時を一時お預かりしているんですね。それは損害賠償といいますか、そういった管理不

十分で傷をつけてしまったとか、そういったところのためにその敷金を利用させていただく

んですけれども、基本的は敷金をお預かりしているだけですので、その退去時にはお返しす

るということになりますから、退去時に私ども立会の上、貸しつけ入居時と退去時に管理不

十分で故障した部分がないだとか、細かな点検をして、壁が塗る必要があるんであれば、そ

れは、みずから塗っていただいたり、みずから塗るというのは業者に頼んでやってもらうん

ですけれどもね、それでなければ、町のほうでかわりに壁を塗ると、そういった費用はご自

身でやる場合は敷金はそのままお返ししますけれども、町のほうでやらせていただく場合に

は、そこからペンキ代だとか、そういったことをいただいていると、そういうようなやり取

りで、壁に限らず換気扇の清掃であるだとか、そんなこともやらせていただいてございます。
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●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木議員 それで新しく入居された方からなんですけれども、町のほうで壁などの塗

りかえはしていただいたと。ただ、細かいこと、例えばトイレの壁だとか、板だとかと

いうのはその前に入られていた方の染みですとか、そういうものがあって、そこを直し

てほしかったんだけれども、そこは手をつけていかれなかったというふうな声も聞いて

いるんですけれども、きちんと隅々まで点検をして、必要な箇所というのをきちっとリ

フォームというのですが、直しているんでしょうか。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） まあ、壁とか床とか、そういったもの以外にも機材だとか、そういっ

たことなんですけれども、機材は基本的にはもう故障しているだとか、故障が近いだとか、

そんなものは当然といいますか積極的に直します、町のほうでですね。ただ、トイレ等の染

みだとか、そこら辺の細い部分については、確かに十分な改修といいますか、リフォームと

いうか、しているという状況ではないと思います。したがって、入居時にこういう状況です

ということでの、入っていただいている部分はあるというふうに考えてございます。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木議員 先ほども言いましたけれども、入居者にとってはそこが大切な住まいです

ので、できるだけそういったリフォームというのですか、修繕に対しても気配りをして

いただきたいなということを要望をいたします。

それで、資料を出していただきました、ありがとうございます。それで、この中で風

呂釜なんですけれども、奔渡団地、59のＣに対して、ここだけ適時交換ということになっ

ているんですが、これはどうしてでしょうか。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） これ、あの、比較的古い部分で故障が逐次発生していたんですね。

それで逐次交換しているうちに全部交換をさせていただいたということで、それ以外の62Ｈ

１、Ｈ３というのは一遍に全部を交換をさせていただいたという違いでございます。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木議員 それで、ほかのところは、平成21年に交換をされていますけれども、この

交換というのは計画的に使用年数だとか耐久年数だとか、そういったものに合わせての

交換がこの21年だったということでしょうか。
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●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） この、21年当時では、今後の公共施設の長寿命化を図るために年次

的に修繕計画を立てる前の時期でございました。したがって、その時期では、この風呂釜に

関して他のものもそうですけれども、団地ごとの修繕というのは計画がなかった状況であり

ますが、59年の適時交換という部分でも、この奔渡団地ではそういった故障が実は多かった

ということで、国の経済対策予算が、そのときについたわけでございます。

こういった設備更新は、今後必要だろうということをとらえまして、この団地として奔渡

団地をまず直していこうという考え方で整備をさせていただいた。その後、そういった経済

対策の予算が今のところございませんでした。そういったところで奔渡団地だけの交換にと

どまっているということでございます。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木議員 実際にですね、年数がたってきていて、風呂釜からサビが出てきていると

いったような声も何件かございます。やはり適時そういった声には対応しているんだと

思うのですけれども、やはり随時こういう交換なども含めて、ぜひ検討を進めていただ

きたいなというふうに思いますが、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） こういった設備も含めて、建物もそうですけれども、長寿命化を図

るために、入居者の個室を確保するためにも、そういった延命措置のための交換・修繕は必

要になってきます。そういった意味での計画は今後も引き続き持っていきたいなと思ってお

りますが、いわゆるまだ使えるものですね、これはやっぱりできだけ長く使っていただきた

いという部分もございますが、そのためにはやはり日常の管理というものを利用者にお願い

いしていかなければならない。徹底的な管理というふうにとらえないで、日常的な管理でも

少しのサビの発生時期を遅らせるだとか、サビの進行が少し治まるだとか、そんなこともお

願いしていきながら、長期的な修理に立った修繕効果については、考えていくところでござ

います。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木議員 入居者の方たちと話し合いもしながら、していただきたいなというふうに

思います。

それで、浴槽なんですけれども、建設時に据えつけられたものだというふうに思いま

す。それで、直ちに対応することは困難ということで、直ちに対応してくれということ

ではないんですけれども、やはり入居者の皆さんたちからは、私、ちょっと高さを測っ

たんですけれども63センチほどあったんですね。若い方ですとか、男性ですとかは大丈

夫だと思うのですけれども、やはり高齢になってくると高い浴槽の出入り自体が大変だ。
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そして、小さいお子さんを入れる場合に、浴槽に抱き上げたり、入れたりというのも大

変だと。出入りをするときに浴槽の縁につかまって出入りをしている、あるいは各自工

夫をされて、踏み台なんかを置いて使っているというような方、さまざまな皆さん工夫

をして入浴はされているんですけれども、やはりこの高い浴槽というのは危険だと思う

のですね。

例えば踏み台を置いて利用をしたとしても、その踏み台を踏み外すことの可能性とい

うのも考えられると思います。また、浴槽の縁につかまって出入りをするということで

すと、手が滑ってということもあると思うのです。大変危険な状態だというふうに私は

見て感じました。それで、入居者の方たちからは、浴槽自体を取りかえるというのは、

これは本当に大変なことになるだろうと。もう出入りに便利なように、せめて縁のほう

に手すりをつけてもらえないかと。それにつかまってお風呂に入ったり出たりというの

では負担がかなり変わるんではないかというような要望の声なども出されましたが、浴

槽自体を替えるというのではなくて、こういった手すりをつけるだとか、そういった方

法というのは検討できないのか、お伺いいたします。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 町の町営住宅。古くからどの町もそうなんでしょうけれども、長期

間入られる方が多いわけで、そういった中では、当然入居者も高齢化をしていくという状況

であります。昔と生活様式が違うということは理解するんですけれども、そういった手すり

というのは一概につけるものではないんですね。個々の賃貸の状況に応じた手すりの形であ

るだとか、場所であるだとか、個々に違うというふうに私思います。

それから、そういった手すりが必要だよというものを補うために介護保険制度ができて、

高齢社会を支えているわけでありますから、そういった手すりが必要な状況理由ですね、そ

んなことは皆さん違うんですけれども、高齢者に対しては、そういった福祉サービスの利用

とかもございますので、これは町のほうで一方的に個々の要求に応じてつくるものではない

んでないのかなというのが、私、そう思っております。そういった声をできるだけ広く私

ども聞くように今後してまいりますけれども、現状では、個々に対応するということは

私は難しいというふうに思います。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木議員 それで次、ごみ箱なんですけれども、今は検討をしているというところで

すけれども、これ実際に検討をしていく中で時期的なものだとか、そういったこととい

うのは既に検討をされているんでしょうか。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 全部ごみ箱を点検させていただいておりました。そういった中で、

一番重たいというふうに私ども思っていたのは、梅香団地にあるところなんです。一つ、先
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般業者に来てもらって、そういうことで、大変だと何とかしたいというご相談をさせていた

だいて、まず一つ発注させていただきました。近日中に完成すると思います。

それが清掃業者にも相談して回収に不便とかが生じたら困りますので、そこら辺も相談し

た上で、この二通りをやってみようというふうになりました。まず、そこ１カ所、今できま

すので、その利用状況を観察しながら他の公営住宅に進んでまいりたいというふうに考えて

いるところでございます。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木議員 ぜひですね、今、設置をされるということですので、ぜひそこも検討をし

ながら、使い勝手のよさなども検討していただいて、今後活用できるものであれば容易

に活用していただきたいというふうに思います。

それで、町のほうでは、聞き取りなども全般的にはされているということなんですけ

れども、やはり入居者の中には自分のところだけ直してもらうのは悪いだとか、あるい

は町でもやっぱりお金がかかることだから、なかなか言えないで我慢をされている、言

えないという方もいらっしゃるんですね。やはりそういう方たちの声というのも、酌み

上げて改善をすようなそういった取組も、今でもされていると思うのですけれども、今

後もそういった努力をしていただきたいいうふうに思いますが、それについてはいかが

でしょうか。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） はい、あの、逐次対応できるかどうかは別として、そういった利用

者の声を聞くというのは大事なことだと思います。そういったところで、町では町営住宅に

それぞれ管理人を条例に基づいて置かせていただいております。そういった、それは毎月い

ろいろな利用状況を報告していただいている中で、そういった意見も酌み取れるかと思いま

すので、今後、そのような気持ちで対応してまいりたいというふうに思います。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木議員 ぜひ、お願いをいたします。

それで、２件目のほうに移りますけれども、昨日の６番議員の質問の中でも出されて

いましたけれども、本年度については、空き家についてまず調査をするというような答

弁がありました。ただ、今、実際に老朽化した空き家で、強風が吹いてきた場合には屋

根部分が飛散して自分の家のところに飛んでくると。その飛んできた方が実際にそれを

片づけていると、それに対してやっぱり本当に窓ガラスに当たって壊れるんではないか

とか、そういった不安の声も出されています。そういった緊急性のあるものについては、

早急に手段をお取りいただきたいというふうに思うのですが、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 建設課長。
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●建設課長（松見課長） 私たちが平成23年までに行った調査以外にそういったものがある場

合については、把握してないということで、ここで分からない部分があるんですけれども、

私ども把握していて、あるいは相談が来ている部分については、逐次所有者、または管理者

に適切な管理をお願いしているところでございます。そういったことから、今後も引き続き、

そういった適切な管理をお願いしていきたいなというところでございますけれども、今般法

律ができて、そういった手順も手続も示されたということで、指導・助言ということもでき

るようになってきたところでございます。

そういった指導・助言の手続についても、実はまだノウハウのない状況でありますけれど

も、法に基づいた手続が行われるように、その町民にもご理解をしていただくような努力を

してまいりたいというふうに思います。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木議員 それで、次なんですけれども、住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業、

これはまだ創設されたばかりなんですけれども、この内容を見てみると、やはりさまざ

まなニーズに応えられるような、そういった制度ではないかというふうに私自身は思っ

ているんです。それで、ぜひこれについては、今後検討していっていただきたいなとい

うふうに思います。

それで、次の、役場内にそういった相談窓口を開設していただきたいということなん

ですけれども、今でもやはり、どこに相談に行けばいいのか分からないという声だとか、

例えば、空き家を活用したいなと思うのだけれども、そういったことをどこに相談すれ

ばいいんだろうという声なんかも聞いています。

それで、やはりこの法律ができたのを契機にして、これからさまざまな相談、多様な

相談なんかも増えてくるのかなということも思うのですけれども、そういった相談を一

括して、ここに行けば全てここで相談できるよというような窓口というのは、できない

もんでしょうか。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 町長から答弁しておりますけれども、それについては検討してまい

るというふうなことでございます。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木議員 では、ぜひ検討していただきたいというふうに思います。

それで、空き家の活用なんですけれども、現在でも、例えばある一定の空き家がある

と。それに対してここを活用して女性が集まれる場所ができないか、若者たちが集まっ

て、そこでいろいろなことをできる、そういった場所をつくりたいんだという声も実際

聞いているんですよね。そういった声に応えるような協議会の設置、あるいは計画策定
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といったことも視野に入れた協議会の設置などをしていただきたいというふうに思うの

ですが、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） まあ、協議会ですね。協議会の設置の目的、協議会に課す役割につ

いては、今後実は検討をさせていただくことになるかと思います。そういった有効活用の面

についても、協議会の役割にするのかどうなのか、この辺はまだ決まっておりませんけれど

も、ちょっと法の趣旨を理解させていただいて、あるいは実態把握をして、そういった利用

できる空き家の状況なんかも見て、協議会設置についての内容の中で検討をしたいなという

ふうに思います。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木議員 まあ、空き家の活用についても、やはり町民の方もさまざまに思いという

のを持っていらっしゃるので、ぜひ町民の声などもいろいろ視野に入れた、そういった

検討を今後されていただきたいなというふうに思います。

時間がないので、３件目のほうに行きます。

町長から考え方などをお聞きをいたしました。その中で、国会での十分な議論が必要

だと。そして、国民ができるような丁寧な説明を行う必要があるというところでは、こ

れについては私も同じ意見をを持っております。

それで、今、全国の世論調査の結果などでも、やはり違憲だ反対だという声が56.7％、

58.7％と半数を超えています。今国会の成立すべきではないという声は63.1％になって

きていて、さまざまな団体からも反対の声というのを出しています。

また、戦後日本政府の憲法９条解釈の根本は一貫して日本に対する武力攻撃がないも

とでの武力の行使は許されないという見解を持っていました。それをやはり一内閣の判

断で覆すことは民主主義に反することであるというふうに私は思います。なかなか賛否

に関する答えというのはされにくいのでしょうけれども、実際に今議会が開かれている、

例えば秋田などでも、首長がこれに対して反対というか、そういった声も議会の中で答

弁をするというようなことも、今起こっております。ぜひ、町長にもこれが反対だとい

う声を挙げていただきたいなというふうに思うのですが、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えをさせていただきます。

安保法制につきましては、国民の間でもさまざな意見があることを報道等を通じて認識を

させていただいておるところでございます。

先ほども第１回目の答弁をさせていただきましたが、我が国の外交上、安全保障上、極め

て重要な問題ですので、国会におきましては会期も９月の27日までに延長されたところでも

あり、私としましては、国民の理解ができるよう慎重な審議をされることを期待をいたして
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おるところでございます。

●議長（佐藤議員） 以上で、佐々木亮子議員の一般質を問終わります。

次に、８番、南谷議員の一般質問を行います。

８番、南谷議員。

●南谷議員 第２回定例会に当たりまして、通告してあります、３点について質問をいた

します。

国は、今年は地方創生元年、地方へ財政支援、人材支援を積極的に行う、自ら自治体

がアイディアを出し、地方の頑張れる自治体へ平成28年度より財政支援をすると述べ、

自らアイディアを出し、頑張っている自治体と取り残される自治体に選別されるときに

あります。まさに、厚岸版総合戦略が求められております。

厚岸町自ら独自性があり、将来を見据えた施策を樹立し、自治体経営の健全化と自治

体自らの産業の活性化をなしていかなければならないと私は考えます。

本町は、国のまち・ひと・しごと創生法制定を受けまして、厚岸町の実情を踏まえ、

人口の将来展望を示し、この数値を踏まえ目標や取り組む施策を盛り込み、厚岸町まち・

ひと・しごと創生総合戦略を制定され取組をしようとなさっておりますが、その戦略は、

人口ビジョンと総合戦略で構成がなされております。人口ビジョンは2060年、45年後を

目標年次に、人口の現状分析をし、人口の将来展望を提示、総合戦略の基礎としており

ます。

また、総合戦略は国の総合戦略を勘案しつつ、人口減少の抑制を図り平成27年度から

５カ年の目標や施策の基本方向と具体的な施策ごとの客観的な業績評価指数を定め、第

５期総合計画のもと、取り進めると６月２日開催の議員協議会で説明がありました。そ

の説明を踏まえまして、お尋ねをさせていただきます。

まず、１点目でございます。

創生総合戦略策定の目的、厚岸町が目指すもの、さらには、具体的な取り組みについ

てお尋ねをさせていただきます。

次に、第５期総合計画の後期行動計画５カ年と、第６次実施計画３カ年でございます

が、これらと比較いたしまして、樹立しようとする総合戦略５カ年は重複する年次とな

りますが、その相違点についての説明を求めます。

厚岸町未来創生会議の役割と構成メンバーについてお尋ねをいたします。

２点目でございます。望洋台さわやかトイレの管理運営についてお尋ねをいたします。

４月の下旬、望洋台駐車場に行きました。女性たちがトイレが汚れて利用できないと

嘆き戻ってまいりました。春の行楽シーズンの幕開け、さわやかトイレと名前がついて

いるのにはがっかりいたしました。清掃管理状況は一体どうなっているのかお尋ねをい

たします。観光客や利用実態にあわせ、爽やかネーミングに恥じない爽やかさを感じる

爽快な気持ちになれる清掃管理をすべきと考えますが、いかがでしょうか。

３点目、防災行政無線及びＩＰ告知電話の設置についてお尋ねをいたします。

町内中小企業者から、事業所等へのＩＰ告知電話の設置に対する助成要望があります。

その実態についてお尋ねをいたします。

さらには、新規設置企業への助成をし、設置の促進を図るべきと考えますが、町長の
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所見を伺いまして、１回目の質問といたします。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） ８番、南谷議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の厚岸町まち・ひと・しごと創生総合戦略についてのうち、初めに、創生総合戦略

制定の目的と目指すものは。さらに、本町での具体的な取組についてでありますが、まち・

ひと・しごと創生とは、まち・ひと・しごと創生法において、我が国における急速な少子高

齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯どめをかけるとともに、東京圏への人口の過度

な集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本

社会を維持していくためには、国民一人ひとりが夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を

安心して営むことかできる地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保及び地域における魅

力ある多様な就業の機会の創出を一体的に推進することと指定し、この創生に関する施策を

総合的かつ計画的に実施するために、総合戦略を策定すると位置づけ、市町村の総合戦略に

は地域の特色や地域資源を生かし、町民に身近な施策を幅広く、地方版総合戦略に折り込む

ことを政府とし期待しているとされております。

町としても、第５期厚岸町総合計画のもと、共生・躍動・協働・暮らしに豊かさ実感

できるまちをスローガンに、町づくりを進めておりますが、人口減少の克服に向けて一

層の施策を展開し、町民が住み続けたいと思える町外の人からも住んでみたい、来てみ

たいと思ってもらえるよう、魅力ある町づくりを戦略的に展開するための厚岸町総合戦

略を策定したいと考えております。

策定に当たっての具体的な取り組みとして、まず、私を本部長とする町の課長職で組

織する厚岸町未来創生推進本部を、５月15日に設置し、産業・雇用、移住・交流、出産・

子育て、暮らしの４つの部会に分け、現在はその４つの部会のもとに、主に係長職以下

の職員で構成する総合戦略草案検討スタッフ会議を順次開催し、作業を進めております。

この作業を進める段階で、町内の関係団体などと意見交換を予定しております。

また、本部で取りまとめた草案に対して意見をいただく厚岸町未来創生会議を関係機

関・団体に所属される方や、町民からの公募による方など幅広く人選を行い、設置する

予定であります。

策定に当たっては、人口の推移や展望を始め、草案策定の進捗に応じて町議会議員の

皆様にも随時説明し、意見をいただきながら進めたいと考えております。

さらに、厚岸町の地域経済を支える１次産業と関連業種の団体の長と、私との意見を

交わす場として厚岸町未来創生懇話会の開催も予定しております。内閣府からは、本年

度の策定に努めるよう要請があり、町としても年度内策定に向け業務を推進していると

ころであります。

次に、第５期総合計画の後期計画、第６次実施計画は重複する年次となりますがと、

そういうお尋ねですが、総合計画は町の総合的な振興、発展などを目的に策定しており、

地方版総合戦略は人口減少を克服、地方創生を目的に策定するものであります。

また、総合戦略には分野ごとに５年後の基本目標を設定し、その基本目標には、結果

として町民にもたさられた便益、いわゆるアウト化の数値目標を設定するよう求められ
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ております。

次に、厚岸町未来創生懇談会の役割と構成メンバーについてでありますが、お尋ねの

組織は懇話会であると想定してお答えいたします。

この懇話会の設置については、ある産業団体の長の方が私に、地方創生について大所

高所から意見交換できる場の設置を求められたことから、その関連する団体の長も含め

て、参集範囲を余り広げないようにしたいと考えております。あくまでも広い視野をもっ

て漁業や酪農業などの現状と将来展望について語る場として、戦略全般に意見を求めた

り、何かを決めたりする組織ではなく自由闊達に意見交換をし、戦略本部における私の

立場、考えを補完できる意見をいただこうとするものであります。

続いて、２点目の望洋台さわやかトイレの管理運営についてのうち、初めに、４月下

旬、春の行楽シーズンに女性トイレの不愉快さを感じ、利用できない状況にありました。

爽やかなトイレの清掃管理状況についてでありますが、この件については、質問議員ご

自身が担当課に伝えたことと認識しております。

４月24日、金曜日の午後２時ごろ担当職員が電話を受け、直ちに現地に赴き女子トイ

レ１カ所と、共有スペースにトイレットペーパーの芯が数個と、ペーパーのちぎれ片が

数片落ちており回収いたしました。なお、便器や床などに汚物はなかったものでありま

す。

トイレの清掃は、利用者の多い５月から10月までは毎日、閑散期の４月と11月から３

月までは週３回、委託業者が床や便器はブラシで水洗いし、掃除機で吸引し、手洗い場

は雑巾で拭き、施設内外の一般ごみも収集するなど、きれいな状況が保持されるよう行っ

ております。

次に、観光客や利用実態にあわせ、爽やかさを感じられる清掃管理をすべきではにつ

いてでありますが、これまでご質問者以外の利用者からの苦情など、ここ数年はほとん

どなく、また、利用実態にあわせ、利用の多い時期は毎日清掃をするなど快適なトイレ

利用をされるよう努めてきましたが、ご指摘があった後、利用者にも協力を求めるため、

施設内に清潔に使用されるよう啓発物を掲示いたしました。

今後とも施設の清掃に当たっている業者とともに連携を図って、快適なトイレ環境の

提供に努めていきたいと考えております。

続いて、３点目の防災行政無線及びＩＰ告知電話の設置についてのうち、初めに、町

外企業からの設置に対する助成要望の実態についてでありますが、まず、告知情報端末、

いわゆるＩＰ電話については平成25年５月、一つの任意団体から防災連絡網の拡充など

を目的に、店舗兼住宅となっている事業所を除いた約130件の事業所への無償設置に関す

る要望がありました。

この際、町では防災上の必要性は認識しつつも、町単独での約5､000万円にも上がる設

置費用を理由に、現段階で設置する予定はない旨、回答しております。

一方、防災行政無線、戸別受信機については、戸別に事業所への設置の要望はありま

したが、これも同様に無償設置による費用負担が大きいため、その要望にお応えできな

いのが現状であります。

次に、新規設置企業への助成についてでありますが、仮に補助することを前提にして

も、両機器またはＩＰ電話の設置にかかわる費用負担が、町、事業所ともに高額になる
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ため、機器の選択肢としてはより安価な費用で、かつ震災時でも情報が切断される可能

性の低い防災行政無線戸別受信機になるものと考えます。しかし、現在の厚岸町防災行

政無線は、設置から約20年を経過しており、近い将来、現在のアナログ方式からデジタ

ル方式への移行という多額の予算を伴う大きな課題があります。

このため、仮に補助制度を創設して、希望する事業所へ戸別受信機を設置したとして

も、数年後のデジタル方式への移行において、否が応でも設置した戸別受信機を更新せ

ざるを得なくなり、町、事業者ともに二重の負担が発生してしまいます。

町としては、大津波警報時、平日かつ昼間に事業所で働く多くの人たちのより迅速な

避難のための施策として、事業所への戸別受信機設置の必要性は十分認識しており、近

い将来実施するデジタル方式へ移行に当たっての課題の一つとして、検討させていただ

きたいと考えております。

以上でございます。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 本町が目指す具体的な取り組みでございますが、私も人口減少を食いとめる

ことがまず第一と理解をしております。しかしながら、その対応は非常にその特効薬と

いうのは、なかなか難しいだろうというふうに理解をしておりますし、私も随分この関

係につきましては、いろいろ考えましたが特効薬はなかなか浮かびません。ですから、

町が、これから町民の皆さんに図ったり進めようとすることは、国からの指示があって

やるんですけれども、今のご答弁ですと、具体的に施策をということを私は希望しておっ

たのですけれども、この答弁書の前半は100％、この前の議員協議会の答弁のときの説明

と全く同じなんですよ。そのときには、一応議員協議会ですから説明は受けました。他

の議員からも提言があったと思います。やはり町民にいろいろ意見を聞く機会とか、そ

ういうものを設けても、やはり町主導でというのですか、町長としてこういう方向で進

んでいくんだ、こういうものをという部分を、ある程度示していかなければ進まないと

思うのですよね。

期限が切られているのか、それも国のほう全国一律に、こういう課題を国のほうから

提言されているわけでございますから、厚岸町として、しっかりとしたものを示してい

かなければならない。そういうときにだって、私は、最終的には町長や職員の皆さん、

課長たちのプランニングというものが非常に求められるんではなのかなと、かように思

いますし、３点目でも聞いておるんですけれども、有識者、産業界中心のそういう人た

ちのメンバーの意見を聞くことは、即効性があっていいと思うのですけれども、ただい

まこの辺も教育関係とか、コンサルとか、はたまた若い人の声を聞くとか、いろいろ方

法があると思うのですが、その辺も何か片手落ちのような気がするのですが、いかがで

しょうか。

●議長（佐藤議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） 地方創生法に基づく総合戦略を策定するに当たりま
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しては、議員協議会において議員の皆様にもその進め方についてご説明させていただい

たところでございます。

その中で、町として、素案はもうできていないのかというご質問も確かにございまし

た。そのときには、もう策定に当たるスケジュールをお示しした中で、今、現在本部を

立ち上げて、４つの部会を設けて、そして若い職員を中心としたメンバーでもって、今、

個別の施策を検討している最中であるというふうに申し上げたところでございます。

その素案の策定に当たっては、現在のスケジュールの中ではもうお示ししたとおりで

ございますが、それを繰り返しになりますけれども、７月下旬くらいをめどに、各部会

で検討結果を最初の段階での取りまとめを、今、目指して進めているところでございま

す。その後、本部において、事務局というのですね、４つの部会の分を取りまとめいた

しまして一度本部のほうに諮りたいとというふうに思っております。これについては、

内部的な組織の中での動きでございます。

その前に、これ町長の答弁にもありましたけれども、各部会で関係する分野の団体の

方々のご意見をお聞きするということも、あわせてしながら、ご意見を聞きながら素案

の策定に向けていきたいということでございまして、町が素案をつくって、それについ

て意見を求めるのは、大体10月ぐらいをめどにというふうに考えてございます。一旦は、

町民の皆さん、関係団体のご意見を聞きながら素案の策定に向けていって、それをまと

めたものについて、またご意見をいただくという形をとって、戦略策定に向かっていき

たいというふうに考えてございます。

あとその中で、教育関係とか、コンサルとか若手などというお話ございましたが、教

育関係、それから若手の方々、というのは当然ご意見を聞くことになります。コンサル

というのは専門家、コンサルテングしている方々については、今回は委託予算というの

は設けないで自前でつくるという町の方針で進めているところでございまして、何とか

自前でその素案の策定までは持っていきたいというふうに考えているところでございま

す。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 あのですね、もう少しアフラットし過ぎて分からないんですよ、はっきり言っ

て。というのは、人口対策で皆さんの意見を聞いて、そういうものをつくっていくよ、

つくっていくよと言ってるのだけれど、どんな方向で、どういうもをやっていくかとい

うことを、もうちょっと具体的なものがなければ、見えない。僕の理解ではちょっとで

きないんですよ。一生懸命人口減少のために、どういう分野でどういうものを、例えば、

本町は水産、酪農の、それから商店街の皆さんのために活性化に向けて、その点にアシ

ストをしていくとか、こういうものにと、アフラットした話しか今の時点ではできない

とは思うのですけれども、どういう方向性で進んでいくんだというものが、もう少し示

していただけなければ、取組をしますよ、取組をしますよって、でき上がりましたよと、

これでは見えないし進める方もなかなか大変ではないかと、その辺についてもう少し突っ

込んだものを出していただけなければ、今の段階では無理だというのであれば、それは

それでしょうがないと思うのですけれども、出していかなければ、見えな過ぎるんでは
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ないのかなと思います。

例えば、私なりに例を挙げさせていただければ、今までもブライダル助成をしてまい

りました。婚活ですか、そういう活動。ところが出会いがなければ、結婚はできないん

ですよ。そうすると、その前にあるべきでないのかといったら、出会いの場をつくると

か、そういう発想になっていただけなければ、私はいろいろな角度で人はというのは考

えるだろうから、何か、有識者の意見、農協、漁協、産業界、商工会、これらの意見ばっ

かり聞いてればいいのかと、そうではないと思うのですよね。やはり厚岸町の将来を考

えたときに、どういう角度でどうだという意見も、やっぱり町長としては耳を貸さなけ

れば私はだめだと思いますし、もちろん最終的には、私は町長ではなくて各課長たちの

素案というものが大事だと思うのですが、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） 議員協議会の場でも、厚岸町まち・ひと・しごと創

生総合戦略策定の基本方針というものをお示しさせていただいております。その中で、

総合戦略に記載する事項として４つ記載させていただいております。これは国が求めて

いることでもあるのですが、１つは、地方における安定した雇用を創出する。２つ目は

地方への新しい人の流れをつくる。３つ目は,若い世代の結婚、出産、子育ての希望をか

なえる。４つ目は、時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と

地域を連携するでございます。これはお示しさせていただいたとおりであります。どれ

を取っても、非常にハードルが高いなというふうに思います。

国は国で、日本国の将来の人口を今想定して、国の総合戦略をつくると。それにあわ

せて都道府県もつくると。それにあわせて市町村もつくるという形になります。これで、

日本国というのをどういうふうにしていくのかということを、国も地方も上げて取り組

みたいいうことでございまして、この国の求めに応じて、どこまで厚岸町として、でき

るのかということを議論しがらつくり上げていくというイメージでございます。

それで、この中では、将来2040年、人口が幾らになるのか、2060年には幾らになるの

かと。その時代に、例えば厚岸町の経済界をしょって立つ人、町の行政を背負って立つ

人というのは、今、多分20代、30代の方々が40代、50代になったころに活躍される時代

だと思います。ですから、厚岸町の職員の中でも若手の職員を中心にとか、それから産

み育てるという部分では女性の意見も重要でございます。これは町民の意見を聞く場合

でも、特に青年層、それから女性の意見はよく聞くようにということで、本部の中で、

各課、それから部会のほうにも検討の重要課題として、そういったご意見を聞きながら

進めるようにというふうにしているところであります。

その中で、ご質問者言われたとおり、その例えば結婚したいという希望はあるが、出

会いの場がないだとか、そういったことは個々の施策になるわけでございますから、そ

れはその後、全体の検討の中で、そういった具体的な策が出てくると。今、それを内部

的には検討をしていると。

それから、町民からそういう意見があるのであれば、それをどのようにして具体的な

施策に持っていくのかということを、今それを検討中であるということでございます。
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そういった細かなことを、今、町の段階で全般にわたって具体策をお示しするという段

階ではないということは、ご理解いただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 あのね、最初の町長の答弁なんですよ。前段の部分は要らないですよ、はっ

きり言って。今のような答弁してくれれば、僕、質問しませんよ。やっぱりずばっと書

いているわけだから、質問のことにきちっと答えていただきたいと思います。

それで、個々の部分に入るかもしれませんけれども、私からの提言をさせていただき

たいと思います。

ただいま課長申されました、若い人方、それから女性、厚岸町の産業構造、水産、酪

農、商店街、どの産業を見ても厚岸町の独自性が強い産業だと思っております。例えば、

船舶関連産業、漁場改良事業を行っている業者さん、それから造船業、それから船舶の

電気関係、機械関係、そういうところで働く皆さんや、加工場で働く皆さんと、他の町

村にはない、類似の町村もあると思うのですけれども特殊性がございます。そういうと

ころで働く人々、最近は外国から働きに来る方もおられるんですけれども、そういう方々

の若い人や初めて仕事に参加される皆さんの環境づくり、環境の場の改善対策や、それ

から企業側のほうにも、いきなり来た人がすぐ一人前には活躍してくれないと思うので

すよ。これらに対する企業への小規模な企業がたくさん多いと思うのですけれども、そ

ういう人たちが一人前に技術者として育つまでの助成策というのですか、町として、何

かできないのかなと、こういうこともひとつ若い人や女性の職場の環境対策、それから

企業への支援、こういうものもひとつ誘致することで、人が定着していただけるような

対策というものを、ひとつ厚岸の町としては必要ではないかと思いますが、いかがでしょ

うか。

●議長（佐藤議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） 若手の技術者が一人前になるための支援をする企業

の誘致ということでしょうか。

現在でも職業訓練協会というところが、町の施設の指定管理者になっていただいた中

で、そういった技術支援と、技術の伝承というのは行っております。これは厚岸町程度

の人口規模のところでは、もう既になくなっている状態があるというふうにお聞きして

います。厚岸町より大きいところでも、もう既にないと。逆に言えば、厚岸町はあると

いうことは、その分野については非常に大事なことであるということで、取り組んでい

るということにもなります。厚岸町としては、このことについては非常に重要なことで

あるというふうに認識しておりますので、そこは、そこを指導している組織の方々とお

話しをして、これから技術の伝承、それから技術者の育成というものはどのように町と

しても支援できるかというのは、お話しさせていただきながら、どのような施策に持っ

ていけるかということは検討していきたいというふうに思います。
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●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 ２点目に参ります。望洋台のさわやかトイレでございます。

本当に本町の玄関口、釧路、札幌方面から来て望洋台で爽やかな気分になると思って

おります、私も。残念ながら、ただいまの答弁でいただいたんですけれど、しっかり運

営管理していただきたい。ただ、５月１日から清掃のサイクルは変わるんですよね。こ

れは全く事務的だと思うのですよ。ゴールデンウィークの始まりは５月１日からではな

いんですよ。そういう実態からしても、１週間に３回のサイクル、５月１日から僕はね、

首かしげるんですよ。皆さんだってゴールデンウィーク順番に取っていると思うのです

よ。カレンダーどおりではなくて、その前に取る人もいるんですよ。そういう実態から

すると、やっと寒い冬から春が来て、ドライブする人とかいろいろな観光客も来る時期、

もう少し早いんじゃないんでしょうか。そうすると管理状態が云々と言ったって、今ま

で指摘ありませんでしたと言うけれども、前にも僕、ここのトイレのことで指摘したこ

とあるんですよ。皆さんお忘れかもしれないですけれどね。やはりいろいろ利用者によっ

ては、汚す方もいると思います。利用状況が自分の家と違って汚れがちだと思います。

それはやはり使う側も指導というものは大事だと思う、啓蒙も大切だと思うのですけれ

ども、やはり頻度ということを考えると、もう少し調査をして、例えば早い時期であれ

ばちょうど暖かくなって匂いがする時期になる。おたくらは感じないかもしれないけれ

ども、僕は女性でないから分からないんですけれども、女性の場合はやはり常々デリケー

トなものがあるんで、そういうことを勘案すると、やはり１０日前にするのが適切なの

か、サイクルをやっぱり考慮するぐせらいの配慮が必要ではないのかなと、５月１日か

らと、これではもうちょっと役所としての考え方というのですか、４月後半に前倒しす

るとか、そういう配慮が必要だと思いますが、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） 従来は、５月１日から毎日という扱いにさせていた

だいております。そういった中で、現場的には支障のないという判断のもとで行わせて

いただいておりますが、ご質問者おっしゃられるとおりゴールデンウィークというのは

４月の下旬から始まると、最後の週となりますけれども、その当たりの清掃の管理簿と

いうのがございますから、どの程度汚れているのかと。それから観光客の入りこみに過

去と変化がないかということもあわせて、柔軟に対応していきたいというふうに思いま

す。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 これ、トイレですから、大事ですからしっかりやりますよ。調査する、調査

するって、課長が毎度トイレに行くわけでないんですよ、見に。委託したら委託しっ放

しですよ。前もこの関係で言ったのはゴールデンウィークですよ。オーバーフローして

使えなかったと。この議場で２回目です、この場所のトイレのことについては。違いま
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すか。やはりきちっとしたサイクルみたいものがあってないわけだから、改善すべきだ

と思うのですが、いかがですか。

●議長（佐藤議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） 清掃の業務については、委託業者が行っています。

その中で、清掃した段階で、どのような状況であったかというのは、その清掃業者から

報告をいただくことになっていますから、それが、例えば４月に入って上旬、中旬、下

旬として、どのような状況で清掃が行われたのかということを管理簿に記載してあれば、

その中から読み取れると。それと、直接的には業者から出ている、その汚れの状況など

を聞き取った中で、やはり４月の下旬のゴールデンウィークあたりから、そろそろ汚れ

の状況が起きているという状況であれば、それにあわせた中で、今後清掃の回数を増や

すだとか、そういった検討をしてまいりたいというふうに考えます。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 あのね、さっきから答弁を聞いているとね、管理業者、管理業者と言ってい

るんですよ、委託業者も。僕がさっきから言っているのは、何回も立つのは、おたくら

が調査をしているかどうかということを聞いているんですよ。委託業者の報告書を見て、

判断します判断しますって、それでは僕は納得しませんよ、いかがですか。

●議長（佐藤議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） 先ほど、課長は毎日行けないだろうというお話もあ

りましたんで、そのとおりでございます。担当としても、毎日そのトイレだけを監視に

行くという状況には到底できません。ですから、まずは清掃をしている業者の中で、意

見を聞くということも大事かなと思います、委託しているわけですから、町の直営では

ありませんから。その意見は、やっぱりそこの現場に立つ清掃業者の方の意見を聞くと

いうのが、まず大事だろうと思います。その中で、やっぱり汚れの状況がゴールデンウィー

クに向けて、どうだったのかということを勘案しながら対応してまいりたいということ

でございます。もう４月の下旬は過ぎたわけでございますから、これは現場で確認した

方に聞くしか、今は方法はないというふうに考えます。ご理解いただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 今の答弁では理解できません。

次に参ります。３点目でございます。防災行政無線及びＩＰ告知電話の関係について

でございます。

答弁書をいただいて、大体納得させていただいたのですが、１点だけ調査気になって

いました。財源のこともあって、私が提言をしても簡単につくものだとは私も理解をし



- 98 -

ておりません。ですけれども、この厚岸の町、海に面しているわけでございますが、防

災対策、いろいろな方法あると思うのですけれども、やっぱり第１に情報の伝達が私は

何だと思っております。そのためにも、やはりこの点については町長を始め、ＩＰ告知

電話の設置については、町民の皆さん誰もがその優位性というのですか、認知している

と思います。それだけに、こういう要望も来ているんだろうと思います。

ただ、以前に要望をされた団体ありますね。たしか何年か前だと思うのですけれども、

そのころはテレビ電話の無償設置についてという要望書でございます。厚岸町のとある

団体でありますが、私は、少なくても厚岸町の中小企業振興基本条例に定めてる第２条

の第３項に、適用団体であるというふうに確認をさせていただいているんですが、そこ

に返答もされたということでございますが、できませんよという返答をされたというこ

となんですけれども、その当時は無償提供であったと。ですけれど時代背景も変わって

きて、アナログからデジタルという問題も出てきて、いろいろな経費の負担もどうなる

からなかなかできないんだというけれども、その後、今回テレビ電話の有効性なり、い

ろいろな問題があるんですけれども、この団体に対してのアクセスというのは全くない

んですよね。

例えば、無償提供してほしいという要望書があったから、できませんよと、それで済

む措置のあれでしょうけれども、少なくても、私が思うには、各工場なりいろいろな企

業、小さい企業もあるだろうと、小規模の企業もある。そこで働く皆さんいろいろな事

情があると思うのですよ、私が申すまでもなく。そういうものが設置することについて

の優位性というものを、やっぱりしっかり把握した場合、例えば補助、無償ではなくて

も、その方々にある程度の拠出、町の助成制度がなかなかできないかというか、こらも

れ含めてその後、協議・検討をされたのか、全くその後で終わりと聞いているんですけ

れども、そういう話も含めて、またその助成ができないのであれば、今、こういう状況

にあって、今いただいた答弁のような話を、そういう団体に対してきちんとしていくべ

きではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） お答えをさせていただきますが、その平成25年５月に、一つの

任意団体から代表をしてと、それらの事業者を代表して要望をされたんではないかとい

うふうに考えておりますけれども、その際には、ただ今考えてはいないということだけ

ではなくて、その一番は経費的な部分が大きいんですけれども、その際、団体のほうか

らあった要望については、ＩＰ告知情報端末を設置をしていただきたいという要望だっ

たものですから、それに対しては、約１事業所当たり２０万円という費用がかります。

これに対して、もし町が補助をしたとしても、まず２分の１としても、その事業所当た

り10万円がかってくるということを考えますと、このＩＰ告知電話での設置については

できかねるということで、詳しい説明も入れながらお答えをさせていただいたというこ

とであります。

その中で、町長の答弁にもありましたけれども、まずは、考えられるとすれば、個別

受信機の設置と。これまでも議会の中でも要望をいただいておりました。しかし、これ
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もまた６万円前後の金額がかかるということからいくと、町が助成をしたとしてもやっ

ぱり３万円程度、約２分の１ということになりますけれども、先ほど申し上げたとおり、

デジタル方式に移行しなければならないという大きな課題を抱えております。

これにつきましては、なかなか町として、このデジタル方式に移行ができないという

のは、今の防災行政無線をデジタル方式にそのままの機器で移行をした場合には４億円、

これは町概算ですけれども、４億円の費用がかかります。そのほとんどが約８割方、個

別受信機の更新なんですね。今、現在起債しかございません、補助制度というのは全く

これに対してありません。その起債も、一番有利なのは当然緊急、緊防と言われる平成28

年度で終わってしまう起債なんですけれども、そのほかですと、交付税措置としては半

分しか交付税措置がされないというものしかございません。

それで、これで、今、補助制度を設定して、業者につけていただくと、希望する業者

は希望されないというふうに思いますけれども、つくったとしても、そのデジタル方式

にかえる際に、また同じだけの費用を、恐らくその事業所への設置という部分では起債

の対象外にされてしまう。これは当初の防災行政無線の設置の際もそうなんですけれど

も、そうしたときに、また、二重の軽費を負担していただかなければならないというこ

とになってしまいますし、町としても、その二重の軽費がまたかかってしまうというこ

とでありますので、いずれ、このデジタル方式には必ず移行しなければならないという

ふうに思いますので、その際に課題の一つとして検討させていただきたいということで

ありますので、ご理解をいただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 あのね、課長、今言ったような話を少なくても、130人ぐらいの希望者の可能

性があるという随分時間がたっているかも分からないんですけれども、そういう事情を

やっぱり町がある程度そういう団体に対しての取組をされているわけでございますから、

そういう実態にありますよということを、私に説明するんではなくて、きちんとそうい

うことを町民なり、そういう組織に周知していくべきだと思うのですが、いかがでしょ

うか。それがやっぱり私は大事だと思うのですが。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 確かにその団体からのお話によれば、ＩＰ告知電話での要望を

すべきなのか、個別受信機での要望をすべきなのか迷って、結果的にはＩＰ告知電話で

の要望をさせていただいたというお話も聞いてますので、そういった意味で、うちとし

てはＩＰ告知電話での設置の考えはないというふうなことをお答えをさせていただいた

んですけれども、少しやはり足りない部分があったかと思いますので、どういった形で

お知らせすることができるのかも含めて検討して、その団体の方には、再度分かるよう

ご説明をさせていきたいと思いますので、ご理解いただきたと思います。

●議長（佐藤議員） よろしいですか。
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以上で、南谷議員の一般質問を終わります。

次に、４番、石澤議員の一般質問を行います。

４番、石澤議員。

●石澤議員 先に提出した通告書に従って質問いたします。

最初に、地方創生について。

地域の声をきめ細かに反映できる地域懇談会、ワークショップを開催すべきではない

ですか。

地域住民ともに、地域・集落の点検を行い、今後の地域づくりについても、住民参加

で進めることはできませんか。

次に、地域公共交通について。

公共交通の維持・確保を図るため、既存のバス、患者輸送バス、福祉バス等の運行等

の見直しと予約型乗合タクシーの導入を考えられないか。

高齢者バス乗合券をタクシーにも利用できるようにすべきではないか。

次に、高齢者等の見守りについてです。

現在、ひとり暮らしの高齢者への定期的な電話をし、会話を通じて安否確認をするハー

トコールサービスが実施されていますが、光回線を利用した人感センサーをひとり暮ら

しの高齢者及びひとり暮らしの重度障がい者宅に設置し、見守りを行うことができませ

んか。

以上で最初の質問を終わります。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） ４番、石澤議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の地方創生について。

地域の声をきめ細かに反映できる地域懇談会、ワークショップを開催すべきでないか及び

地域住民とともに、地域・集落の点検を行い、今後の地域づくりについても、住民参加で進

めることができないかについて、あわせてお答えいたします。

厚岸町総合戦略を策定するに当たり、地域の声を聞くことは大切なことであると認識して

おります。

そこで、各自治会に対して、地域が抱える課題は何かを出していただき、そのテーマをも

とに、開催希望のある地域で移動町長室「こんにちは若狭です」を開催して、直接地域の皆

さんと意見交換を行いたいと考えております。

町として、町民参加のまちづくりを進める視点を持って、町民が住み続けたいと思える、

町外の人からも住んでみたい来てみたいと思ってもらえるよう、魅力あるまちづくりを、戦

略的に展開するための厚岸町総合戦略を策定したいと考えております。

続いて、２点目の地域公共交通について１番、初めに公共交通の維持・確保を図るため、

既存のバス、患者輸送バス、福祉バス等の運行の見直しと予約型乗合タクシーの導入を考え

られないかについてでありますが、まず、一般的な地域住民の足としての公共交通の現状に

ついて申し上げます。
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現在は、自家用車の普及により鉄道や路先バスの利用者が減少したことと、安全運転上の

観点から、減便や路先の廃止が進んできております。このため、自家用車を持たない高齢者

や障がい者の足の確保が難しくなり、どこの市町村においても、鉄道やバス路線の維持確保

が大きな課題となっております。

バス路線が廃止またはバス事業者、撤退した場合における道内市町村の公共交通の確保対

策としては、バス路線が廃止された地域では、廃止された地域から既存のバス路線までの間

を、予約型乗合タクシーによるデマンド運行により公共交通を確保したり、バス事業者が撤

退した地域では、町営バスや官民協働によるコミュニティバスの運行や、市街地までの間を

予約型乗合タクシーによるデマンド運行により公共交通を確保するなど、その対策は地域の

状況によりさまざまであります。

厚岸町においては毎年度、地方バス路線維持対策事業として、国の補助事業の活用のほか、

補助対象とならない単独路線についても関係市町村と協議を行い、乗合バス事業者に助成を

行い、町民の生活交通路線としての路線の確保を図ってきておりますが、近年、利用者の減

少もあり、便数等の縮小を図りながら、その確保を行っている現状にあります。

また、町有車両の有効活用による患者輸送バスや、スクールバスの一般利用を実施し、市

街地及びバス路線のない山間部等における町民の交通手段の確保を行っているところであり

ます。

予約型乗合タクシーにつきましては、乗車率の極端に低いバス路線について、将来的に予

約型乗合タクシーによるデマンド運行導入の可能性について、検討を行ってはいますが、そ

れ以外の地域については既存の乗合バスや事業者やタクシー会社の経営を圧迫しないように

配慮しなければ、現在の地方交通の維持確保自体に支障を来すおそれがあることから、デマ

ンド運行については、あくまでも、既存のバス路線が廃止になった場合における代替として

の導入を検討する程度にとどまっているところであります。

しかしながら、道内の公共交通のあり方については、ますます進む高齢化への対策など、

今後の町民の交通手段の確保として、状況に応じて検討していくことが必要であると考えて

おり、現在の状況をいかに維持していくかだけではなく、鉄道、路線バス、町有車両の連携

を含め、利用しやすい公共交通のあり方について研究してまいりたいと考えておりますので、

ご理解願います。

次に、高齢者バス乗車券をタクシーにも利用できるようにするべきではないかについてで

ありますが、高齢者バス乗車券は、高齢者の積極的な社会参加を促進するとともに、健康と

福祉の増進を図る目的で、70歳以上の方を対象に4,000円分の券を交付し、町内や釧路までの

間の路線バスに使用するものとなっております。

これまでもバス路線から遠い地域の方からは、バス券をタクシー券にかえることができな

いかというご意見も聞いておりますが、タクシーの場合は使用頻度も限られ、積極的な社会

参加という趣旨とならないこともあり、タクシー券にかえることは考えておりません。

なお、日常的な地域の足としては、患者輸送バスやスクールバスの一般利用などの手段も

講じているところであります。

続いて、３点目の高齢者等の見守りについて。

現在、ひとり暮らしの高齢者への定期的な電話をし、会話を通じて安否確認をするハート

コールサービスが実施されているが、光回線を利用した人感センサーをひとり暮らしの高齢
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者、ひとり暮らしの重度障がい者宅に設置し、見守りを行うことができないかについてであ

りますが、ハートコール事業は社会福祉協議会への委託事業で、ひとり暮らしの高齢者を対

象に、ＩＰ告知端末により、週２、３回の頻度で定期的に会話することで、寂しさの解消や

生活などの相談、安否確認ができる事業となっております。

光回線を利用した人感センサーによる安否確認として、緊急通報が行える電話機に電気ポッ

トや玄関などにセンサーを附帯させて、行動パターンを把握し、対応がない場合や通常の行

動パターンではない場合などの判別ができるもので、有効なシステムであると認識しており

ます。

しかし、厚岸町において実施している緊急通報システムは、アナログなシステムではあり

ますが、緊急に駆けつけてくれる協力員を２人必ずお願いしていることや、消防署へは直接

通報対応を行うなど、有機的な連携体制を含めて、非常に有効な体制ができ上がっており、

現在は人感センサーが附帯する新たな緊急通報装置への入れかえの考えはありません。

なお、近年では安否確認において、このような新たな装置やシステムが開発されておりま

すので、情報収集を行い、都度、有効な事業となるよう研究をしてまいりたいと考えており

ます。

以上でございます。

●議長（佐藤議員） 石澤議員の２回目以降の質問は、午後からにさせてください、時間

が中途なんで。

●議長（佐藤議員） 昼食のため、休憩いたします。再開は午後１時からといたします。

午前11時53分休憩

午後１時00分再開

●議長（佐藤議員） 再開いたします。

石澤議員の２回目の質問から行います。

４番、石澤議員。

●石澤議員 最初に、地方創生の問題なんですけれども、移動町長室は本当に、これから

もどんどんやっていただきたいと思いますが、この地方創生なんですけれども、住民一

人ひとりが主体的に地域づくりにかかわっていかないと、自治の力を発展させていかな

いと、この目標達成はしていくことはできないと思うのですよ。それで、一番みんなが

集まって話し合える小さな集落というか、小さな自治と言えば公民館とか、その自治会

などがあると思うのですけれども、その中に、それぞれの４部会に分けてやっているよ

うですけれども、担当の職員をつけるようにして、その本当の下の声を吸い上げるよう

な活動というか、地域の中から声を出してもらっていかないと、その地域の中の問題点

いろいろありますよね、例えば、高齢が進んでいるとか、それから後継者がいないとか、

それぞれ諸々いろいろな問題あると思うのですけれども、そういうものをそこの場に行っ
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て、誰か代表者がしゃべるんじゃなくて、何人でもいいですから、何人でもそこの人た

ちが集まってもらって、その中でワークショップのように、みんなの前でしゃべるのは

無理かなと。

しゃべりたくないなというような人たちには、書いてもらうというような、小さなも

のに書いてもらって出してもらうと。そのワークショップとかやり方があると思うので

すけれども、そういうようなやり方が厚岸町の今の自治会ありますよね、公民館単位と

か自治会とかあると思うので、そういう単位で集まってもらって、今回の地方創生とい

うこの問題というのかな、それをみんなに話して、どうやってこの厚岸町の自分たちの

住んでいるところの問題を解決するかという意見を出してもらう場にしなければならな

いと思うのですよ。そうでないと、少子化対策とか、それから、これからどんどんどん

どん縮小するとか言われている問題を解決していくことにならないと思うのですけれど

も、そういう意味で、小さな集落というか自治会で、そういう場所を何カ所か設けて話

し合いをする場所を新たにつくれないかということを聞いているんです。

確かに組合長とか、それから何人か代表がしてきて話し合う場所も必要だと思います。

だけども、本当の根っこの部分で、自分たちはこんなに困っているんだとか、いや、自

分たちはこういうことをしたいのかという、その意見を吸い上げる場所が私は必要だと

思うのですが、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 小島まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） あの、市街地以外の地域ですか、そういったところ

はある小さなコミュニティを形成されているということで、そこの衰退が進めば厚岸町

全体の衰退にもつながるという意味では当然思っております。ですから、そういった地

域もどのようにして今後、そこに住まわれる方が生活しやすい状況をつくっていけるの

かということは大事な視点であります。そこで、まずは、その地域が抱える課題、そこ

はそこに住んでいる人たちが日々感じていることでもありましょうから、それをまず書

いていただくということをお願いしたいというふうに考えています。

それと、それはその地域における課題、それと厚岸町全体のことについても、気づい

たことがあれば書いて出していただきたいというふうにもしたいと思います。小さな視

点と厚岸町全体の視点ということになります。でも、主体はその地域の抱える課題。

そこで書いていただいた、出していただいたことから見える部分は当然あるんだと思

います。その上で、もっと生の声を聞いていただきたいという場合は、移動町長室とし

て出向いて、生の声を聞かせていただきたいと。そこでまた、ディスカッションするこ

とによって、何か気づくことがあるのではないかなと思っているところでございます。

ですから、質問者おっしゃられるように、何か書いていただいたほうがいいんじゃな

いかというのは、思っております。そこは、今、自治会長さんのところに、それはご案

内しますけれども、この自治会長さんが地域の人たちが集まっていただいた中で、そう

いった意見を吸い上げていただいて、誰かまとめる人が当然そこにいらっしゃると思い

ますから、そういう人に出していただくということで、地域の声をお聞かせ願う機会を

速やかに、もう準備はできております。今週中に出すという状況まで来ておりますので、
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そういった中で進めさせていただきたいというふうに考えております。本部の中にも暮

らし部会というのも設けておりまして、そこは地域のことをどうするかということを考

えるところになりますと、そこにもそういった来たことは、情報の共有化を図って、出

た課題について関係するところは、その移動町長室の中に全部入っていって、それぞれ

が関係するところをお聞きするという体制でですね、望みたいというふうに思います。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 そういうことを進めてもらいたいと思うのですが、まちなかも関係すると思

うのですよ。離れた集落だけじゃなくて、そこにそれぞれが中山間みたいなところもあ

りますよね、厚岸町は、離れているところもありますし、まちなかにもそういういろい

ろな問題を抱えているものです。そして、書いてもらうと今言いましたけれども、集まっ

てもらうということのほうを大切にしたほうがいいのかなと思うのですよね。そして、

集まってもらう中で、いろいろなしゃっべっている中で、自分はこう思うなというのを、

また、改めて書いてもらうとか、そういうような、これはすごく急ぐ仕事かもしれない

んですけれども、じっくりかかってやらないと、厚岸町の未来にかかわる問題ですから、

それを住民を巻き込むということを大事にして、やってほしいなと思うのですよ。

自分たちで決めたことは自分たちで守るというのもあると思うのですけれども、住民

の自治というものを地域の自治組織を大事にして、そこから育てていくという形で、そ

こに議員もそうですけれども、皆さん町の職員の人たちはみんな入っていってもらって、

現場に行って、見ないと分からないのがいっぱいあると思うのです。忙しいのは分かり

ます、担当職員をつけれというのは大変たど思うし、分かりますけれども、やっぱりそ

こに入っていってもらって、そこに何が問題があるのかと。それはそこに行かなければ

聞こえないでしょうし、また、言わないで我慢している部分もあるだろうし、言っても

仕方がないかと思っている人もいるかもしれないんです。それも含めて、やっぱりそこ

に行かないと分からないですから、行って、そして、そこからいろいろな問題を吸い上

げた上で、それで、この地方創生というか、まち・ひと・しごとですか、それをつくり

上げていってほしいと思います。

それで、そういうことを今やるとおっしゃったので、そういう形できちっと進めてく

ださい。いろんな圧力かかってくると思うのですけれども、まず厚岸町をどうするかで

す。それをみんなで考えてほしいと思うし、それは町民にいろいろなことを知らせてほ

しい、行政の会議です。今、こういうことがなっているよと、こういうふうに国から言

われてきているけれども、こういう問題もあるよというのを含めて、住民にまず知らせ

て、そして、皆さんのアイディアもないですかという形の取り方をしてほしいと思うの

ですよ。その上で、いろいろな話し合いが進めていけばいいなと思うのですが、いかが

ですか。

●議長（佐藤議員） 小島まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） 地域の課題を出していただくのは全自治会にご案内
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する予定でございます。それから、町の中の自治会も含めてということに当然なります

し、その中で議論としては、当然出てきたものはふだんでも、各所管ごとにそういった

機会を設けております。

それから、年に１回自治会要望というのを、実は自治会ごとに出していただいてます

が、今回それとは別に、またこういったことで人口減少問題とか地域づくりを今後どう

するかということも、こういう視点でもって課題として出していただきたいというふう

に、分かるようにご案内したいというふうに準備しているところでございます。

それから、町民向けに情報の開示ということでございますけれども、これも７月号の

２ページぐらいになると思いますけれども、今回取り組もうとしていることを広報で出

す予定をしております。その中では、今回の７月号で出した部分について、町民の皆さ

んからこんなアイディアがあるとか、意見だとか、そういうこともお寄せくださいとい

うふうに投げかけもさせていただく準備もしているところでございますから、そういっ

た広くご意見を聞きながら策定に向けて取り組んでまいりたいというふうに思います。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 ぜひ、そうしていってください。まずみんなの意見でつくり上げていかない

と大変になると思いますので、よろしくお願いします。

それから、次に移ります。地域の公共交通なんですけれども、確かにバスに乗ってい

る人の数というのは、高校生とか、それから朝晩以外はすごく少ないですよね。今、今

回国のほうの制度の中で、交通に関しての基本法みたいのが国土交通省から出ましたよ

ね。その中で、いろいろなコミュニティバスとかデマンド交通とかありますが、厚岸の

場合のどんどんどんどん便数も減っていますし、乗る回数も少なくなっているというこ

となのですけれども、利用者の減少の数とかということは、調べたことはあるのですか。

釧路バスに対してどうなっているというようなことは聞いたことはあるのですか。

●議長（佐藤議員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） お答えをさせていただきます。

今言われているのは釧路バスの生活交通路線ということで、その乗車率ということだ

と思うのですが、乗車率に関しましては毎年度平均乗車率というのを、釧路地域の協議

会のほうに出しておりまして、釧路バスより必ず報告はございます。減便されている便

につきましては、乗車率のかなり低い、もう１人、２人しか乗っていないような便につ

いて減便を行って、それ以外の便を守るといいますか、平均乗車率を下げないために、

そういう便について減便を行って、今まで生活交通路線について確保してきているとい

う状況でございます。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 それは、そういう形でやっていると思うのですけれども、そのことで地域の
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人たちにとって不便というのは起きていないのでしょうか。その減便されたことで別に

時間を、今あるバスに乗ればいいということで、現便されたことでその不都合というの

は起きていないのですか。また、ほかの福祉バスとか、そういうのがそこに運行するこ

とになっているのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 減便したところに不都合が生じてないかということにつきまし

ては、やはり今まで、例えば５便あったものが４便というふうな形で減便になりますの

で、必ずしも不都合が出ていないとは言い切れないものと考えています。その減便になっ

た部分に福祉バス等が走っているのかということでございますが、基本的に、公共交通

路線、生活交通路線の釧路バスが走っている部分につきましては、その釧路バスの部分、

あくまでもその便数の中で対応をさせていただいていると。それ以外の山間部等につき

ましては、患者輸送バスとスクールバスで対応をしているという状況にございます。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 この、デマンド運行というのは厚岸の場合は、これはできないのでしょうか。

何かそのできない理由とかってあるのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） デマンド運行、予約型乗合タクシーのこととしてお答えさせて

いただきますが、通常デマンド運行予約型乗合タクシーによりますデマンド運行につき

ましては、この近くですと阿寒町のご存じだと思いますが、布伏内地区と。バス路線が

廃止になった場合に、その地域の人の生活のための路線を確保するということで、釧路

市が委託をして民間タクシー会社に委託をして行っております。

厚岸町でできないのかということでございますが、町のほうとしても、これまでには

乗車率の低い単独路線、釧路ですとか、そういうところに行かない路線の部分がござい

ますが、その部分についての検討はしたことはございます。ただし、今の釧路バスの運

行を廃止してデマンド運行に切りかえた場合、国の補助とかは当然のことながら受けら

れないという形になります。その他の例えば市街地ですとか、そういう部分につきまし

ては、大体予約型乗合タクシーについては１路線が大体７００万円程度かかるというふ

うに他の地域ではなっております。その中で、数百メートルですとか、そういう部分に

ついては、費用の面からも車両の確保の面からもちょっと難しいというふうに考えてお

ります。

ただ、既存の公共交通路線がない地域で、ほかに患者輸送バス、スクールバスの手配

できない部分については、今後予約型乗合タクシーによるデマンド運行については、検

討していかなければならないだろうというふうには考えております。
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●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 それで、これこの前の道新に載っていたと思うのですけれども、帯広の実例

が載っていたのですけれども、デマンドバスに関しての。帯広では、普通の公共交通の

ですか、それぞれのバスがありますね。十勝バスとか拓殖バスとかってあるのですけれ

ども、そこの部分で物すごく乗車率が減ってしまって大変になるということが起きてき

たときに、目的別特別時刻表というようなものをつくったりしながら、バスがどういう

ふうにして動いているか、そういうのが全部一つの表につくって、そして、その沿線の

人とか地域の人に、例えばバス路線の関係の人とかそういう人たちに、バスのこういう

ふうに使いますよというようなものを知らせているような動きもしているみたいなんで

すけれども、朝の汽車に間に合うように出たいんだけれども、バス時間が分からないと

か、例えば、厚岸町の場合は釧路に病院バスが出てますね、根室から来ているのかな、

そういうバスの時間があるのかどうかも分からないとか、そういうようなバスの時間帯

を不安に思っている方も結構いるようなんでよ。ふだん私たち車で動いているものです

から、高齢になってきてバスを利用したいなと思ったときに余り分からないということ

もあるみたいなんです。

そういう意味で、バスがあるのに使えないような感覚をお持ちの方もいらっしゃるよ

うです。だから、そういう人たちに対して、今、厚岸町のどういうバスがあって、スクー

ルバスがどうなっていると。さっきスクールバスの対応とか、それから病院患者バスの

対応とかも言ってましたけれども、そういうようなものがあるのかないのか、自分のと

ころにそれが通っているのか通ってないのか等を含めて、そういうことを知らせるとい

うことも必要だと思うのですが、その辺はどうですか。

●議長（佐藤議員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 釧路バスの部分、それからスクールバスの部分につきましては、

毎年度バスの時刻表を折り込みまして周知はしてございます。

患者輸送バスについては、保健福祉課長のほうからお答えさせていただきます。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保険福祉課長（阿部課長） 患者輸送バスにつきましては、地域の皆さん、今、利用を

ずっとされておりまして、平成24年からは時間帯も変わってない状況で利用していただ

いております。それについては、そういった運行表もつくって、皆さんにお渡ししてお

りますので、周知はされているというふうに考えております。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 それは、広報とかで周知しているということですか。広報に載せて、それぞ

れ知らせているということでしょうか。
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●議長（佐藤議員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 釧路バスの運行路線につきましては、広報に折り込みを入れて

周知をしてございます。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保険福祉課長（阿部課長） 患者輸送バスの関係につきましては、特段そういったもの

は近年は出してないと思いますけれども、その時間を変えた当時、そういった運行表も

つくっておりまして、そういったものの配布はしておりました。それから、町立病院の

ほうにそういったものの掲示もしておりますし、そういった部分で周知をさせていただ

いております。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 知らない方も結構いらっしゃるみたいなんで、老人クラブとか何かのあった

ときにでも、そういう知らせる場所をちょっとつくってほしいなと思います。そういう

ふうにして、こういう形でバスを使えるんだよというのがあると、また違うのかなと。

その中で、このバスに対して、もう少し改善してほしいとか、場所をこういうふうにし

てほしいという意見が出て来ると思うので、そういう聞き取りなんかもしてもらえばい

いなと思うのですけれども、それはいかがですか。

●議長（佐藤議員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） バスの利用の周知につきましては、こまめにやっていきたいと

考えます。

それから、バスの路線のいろいろこっちのほうを走ってほしいですとか、そういう意

見は確かに石坂議員もご承知のとおり、ないわけではございません。ただ、既存のバス

路線のバス停を変更した場合につきましては、現在使っているバス停の付近の方が逆に

不便になると、そういう部分もございますので、意見は聞きながらもその辺は慎重に対

処していきたいと考えております。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保険福祉課長（阿部課長） あの、周知の方法ですけれども、ＩＰ告知でも、周知をさ

せていただいているということでございます。申しわけありません。

それと患者輸送バスの路線の関係でございますけれども、路線につきましては、大体

決まったところでの停車ということで進めておりますけれども、３月の議会で運行時間

のお話をいただいております。町立病院から帰りの時間をもう少し早くできないかとい
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うふうにお話をいただいておりまして、今、自治会のほうとも協議をさせていただいて

おります。そういう部分では、自治会の皆さんとの協議の中で、余り増やしたりという

こともできませんし、路線を変えると今までの方の問題も出てきますから、簡単に変更

というのもなかなか難しいですけれども、そういうところで協議はいろいろなお話はそ

ういうふうな話が出てくれば、また話はさせていただきたいと思っております。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 ここで、高齢者バス乗車券をタクシーにと、これはできないということなん

ですけれども、バスに乗れない方だって出てきていると思うのですよ。介護保険には引っ

かからない、だから介護タクシーは使えないんです。だけれども外出するときにちょっ

と大変なことになるので、そういうタクシーみたいのが、月に１回でもいいからあれば

助かるという方もいらっしゃるんですよね。それはここに積極的社会参加と趣旨になら

ない書いてありますけれども、自分の意思で出れないということのほうが、かえって弊

害があると思うのですが、そういう意味も含めてちょっと柔軟に対応できるような措置

がつくれたらいいなと思うのですけれども、それはいかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保険福祉課長（阿部課長） 高齢者バス乗車券につきましては、今、お話のとおり高齢

者の積極的な社会参加を促進するということで、その健康と福祉の増進を図る目的で70

歳以上の方に4,000円の乗車券を交付をするということで、実施をしております。タクシー

券にということは前からもお話はありますけれども、タクシー券という部分では、バス

からみると１回の乗車についても大きなお金になりますし、その4,000円という金額ベー

スでの交付の中では、そういうタクシーの場合には回数も限られてくるというようなこ

ともございます。

そういう意味では、以前からそういうお話はありますけれども、このバス乗車券をも

ともとは5,000円ということで進めてきた中で、今、4,000円というような中で、いろい

ろ問題点も指摘されながらも、この今の乗車券に対しての要望も非常に強くありますし、

喜んでいただいている方もたくさんおります。そういう部分で、今この制度を維持をし

ているという状況の中で、現在その段階ではまだタクシー券というところまでは考えて

いないという状況でございます。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 全てタクシー券にすれと言っているわけではなくて、タクシー券として使え

ることもできないかということを聞いたんですけれども、それはこれからも考えていっ

てください。

次に、高齢者の見守りについてです。

ここに、今回、４月に尾幌で事故で亡くなりましたよね、牛舎の解体していて亡くな



- 110 -

りましたよね。そのときあそこは奥さんが町立病院に入院していて、旦那さん１人だっ

たんですね。それで誰もいなくて、そこに知らせるのに２日ぐらいたってからでしたか、

新聞屋さんが行って新聞が取られてないというので、おかしいということで地域の人に

知らせて、発見されたという事故がありました。既に亡くなっていたのですけれども。

そういうようなことが起きて、その中で、地域の人から言われたのですが、俺たちも年

だから、地域を見守るということもなかなか大変になってくると、高齢者が多いんだと。

高齢者が多い地域では、それは大変なことなので何らかの形で町として、対応できない

だろうかということを言われたんです。

その後、続けてその近くのひとり暮らしの女性なんですけれども、救急車で運ばれる

ということもありました。それも倒れているのが分からなかったということらしいんで

すけれども、そういうことが何回か続いたみたいで、それすごく心配が出ると思うので

す。私もすごい心配だと思うのですが、そういう意味で、ここにある緊急システムとか

ありますが、これも大事だと思います。これは地域に２人以上協力員がいらっしゃると

いうことを前提としています。でも協力員自体も高齢になってきているとすれば、それ

が大変な状態になっていると思うのですよ。それで、やっぱりこういうセンサーという

のは、ある意味必要でないかなと思うのですが、その辺はどうでしょう。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保険福祉課長（阿部課長） あの、センサーというお話、人感センサーによる安否確認

ということでございますけれども、確かに、このセンサーでもってそういったものを設

置して、それによって行動を把握をする、見守るというようなことができるシステムと

いうのは、どんどん方法はいろいろありますけれども出てきます。センサーで把握する

というような方法もありますし、あるいは電気ポットで、ポットを使った者が家族のと

ころに通知がされるですとか、いろいろなそういった見守ることに対してのシステムと

いうのは確かに出てきております。それがそういう場合に早く発見できる手だてになる

ことは、確かにそういうことに思います。

ただ、それを町側として、そういったシステムを導入をして整備をするというような

ことについては、今、まだそういったものについての具体的な検討というところまでは

行っておりません。そういう情報はいろいろ収集していかなければいけないというふう

には考えておりますけれども。

今の緊急通報のシステム、それとそれからハートコールという社協に委託をして、やっ

ている事業の組み合わせは、ある意味その方が、そのときしか確認はできませんけれど

も、その週に２回、あるいは３回で電話をかけて体の調子ですとか、世間話をして安否

をするというようなことでは、その組み合わせでは有効な形だと、今の段階ではですね、

いうふうに思っております。このハートコールのただ利用も、なかなか進まないという

部分があるものですから、それにはやっぱり今度電話が一々かかってくるというような

ことで、それを待っていなくてはいけないというような意識になるというような部分も

あって、なかなか増えないのかなというのもありますけれども、そういう緊急通報は自

分で押さなければ連絡は行きませんし、今のところはかかってくるというようなことで、
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補い合いながらのシステムで今は運営させていただいております。これはこれで、対象

者に対してだけですけれども有効なものではないかなと思っていますし、それを拡大を

していきたいなというふうには思っております。

ただ、そういうセンサーを活用してというようなシステムについては、有効性は理解

をしておりますけれども、今の段階ではまだ考えていないという状況でございます。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 厚岸町、光ファイバー入ってますよね。ですから、そういうものを使うとい

うことも考えてもいいんでないかなと思ったんですけれども、地域を守るということだ

と思うのですよ、そういう意味では。地域のコミュニティがなくなるからと言っている

わけじゃないんです。助け合いも必要ですし、それは小さい地域であればあるだけ、助

け合いもあるし、みんなで見守っています集落であればあるだけね。だけども、それで

も補えない部分として、そういうものを活用したらどうかということを言っているんで

あって、そして、今言ったハートコールもそうですけれども、本人というか、また家族

がこういうふうにしてほしいと出さない限りはできませんよね。だから、そういう意味

でもやっぱりそこに１人でも住んでいたいとか、この地域はいいわけですから、ここに

住みたいと思っている以上は、それが安全で住めるようにという対処は必要だと思うの

です。だから、それを含めても、人感センサーというのは多分、この総合戦略の中でも、

たしか出てきていると思うのです。認められて、それに申請する町もあるようです。で

すから、そういうものを含めて考えていただきたいなと思います。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保険福祉課長（阿部課長） そのセンサーを活用してですとか、先ほどお話ししました

電気ポットでそういったものが通知されるですとか、いろいろなものがあります。そう

いうものを私どもも、そういう情報というのは収集をして、そういう形をどういうふう

にしたらいい体制が組めるのか、そのシステムを導入するには、やはりこれもいろいろ

な方法があって、家族のところに通知がされるというのもありますし、それから委託機

関のところにその通知がされて、そこから連絡が入るですとか、いろいろその方法とい

うのはあります。それによって、また、費用も大きくかかるというような状況もありま

す。

それから、それを今度町として、受けて、それをどういうふうな形でつなげていうよ

うなこともあります。トータルをそれを考えていかなくてはならないということになり

ます。そういったものを総体的に考えていかなければならいという部分で、今そういっ

た情報も収集しながら、いろいろ検討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。

●議長（佐藤議員） よろしいですか。

以上で、石澤議員の一般質問を終わります。
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次に、５番、竹田議員の一般質問を行います。

５番、竹田議員。

●竹田議員 ６月の定例会において、さきに通告していた質問通告書についてお尋ねいた

します。

１、地方創生、活性化法案が成立した際についてということで、（１）町として、何か

素案はあるのかということであります。

以上、よろしくお願いいたします。

●議長（佐藤議員） 若狭町長。

●町長（若狭町長） ５番、竹田議員のご質問にお答えをいたします。

地方創生活性化法案が成立した際について、町として、何か素案はあるのかについて

でありますが、地方版総合戦略についての素案としてのお尋ねと想定して、お答えをい

たします。

町としては、第５期厚岸町総合計画のもと、共生、躍動、協働、暮らしに豊かさ実感

できる町をスローガンに準備を進めておりますが、人口減少の克服に向けて一層の施策

を展開し、町民が住み続けたいと思える、町外からの人からも住んでみたい、来てみた

いと思ってもらえるよう、魅力あるまちづくりを戦略的に展開するため、厚岸町総合戦

略を策定したいと考えております。

策定に当たっての具体的な取り組みとしては、まず、私を本部長とする町の課長職で

組織する厚岸町未来創生推進本部を５月15日に設置し、産業・雇用、移住、交流、子育

て、暮らしの４つの部会に分け、現在はその４つの部会のもとに、主に係長職以下の職

員で構成する総合戦略草案検討スタッフ会議を順次開催し、作業を進めております。こ

の作業を進める段階で、町内の関係団体などと意見交換を予定しております。

また、本部でとりまとめた草案に対して意見をいただく厚岸町未来創生会議を関係機

関・団体に所属される方や町民からの公募による方など幅広く人選を行い、設置する予

定であります。

策定に当たっては、人口の推移や展望を始め、草案策定の進捗に応じて、町議会議員

の皆様にも随時説明し、意見をいただきながら進めたいと考えております。

さらに、厚岸町の地域経済を支える１次産業と関連業種の団体の長と、私との意見を

交わす場として厚岸町未来創生懇話会の開催も予定しております。内閣府からは、本年

度中の策定に努めるよう要請があり、町としても年度内策定に向け業務を進めていると

ころであり、草案作成は10月ごろを予定しております。

以上でございます。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●竹田議員 今回のこの地方創生活性化関連法案というふうに名づけている法案ですが、

非常に多岐広範囲にわたり、いろいろと勉強をしているわけですけれども、非常に幅が
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広くて分かりにくい部分もありますし、そう簡単には、なかなかいかないのではないの

かなと、大変な作業になるのではないかなというふうに自分は認識しておりますが、町

としてはどういう認識をしているのか、まずお尋ねをしたいと思います。

●議長（佐藤議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） ご質問者、おっしゃられるとおり大変な作業になる

と思っております。取り進める中心となるべき市町村の体制についても、大方のところ

は人員を増員したり、新たな係、あるいは課を設けたり、あるいは外部に委託したりと

いう体制をつくった中で、今年度内の策定を目指しているということでございます。

市町村の市役所、役場の中をとってもそうであります。北海道においても、本庁にお

いて部の下に局を設けたり、各振興局には担当の部長職まで、全てにわたって配置して、

その策定に当たっての体制をつくっているということでございます。そのほかに、先ほ

ど来ご議論いただいていますけれども、それぞれの関係団体からご意見をいただくだと

か、地域の声を拾うだとか、町民の意見をいただく会議を設置したりだとか、いろいろ

なことをこれから進めていかなければなりません。

そういった中で、国において、いわゆる総合戦略をつくるに当たって、国においてで

すね、いろいろな財政的な支援というものを考えた中で、各省庁も地方創生に絡む予算

というのを用意されるようであります。その中に、多分竹田議員がおっしゃるような法

律の一部改正だとか、そういったものも出てくるのではないかなというふうにも考えて

おりますし、そういう情報は各省庁の所管の担当課のほうにも少しずつ情報が入ってく

るのではないかなと思います。

ただ、いずれにしても、そういったものについては法案とセットで、もしくは要綱だ

とか、法律でなければ要綱で補助制度を設けるだとか、そういった中で年度末に向けて

のその国の予算案が決まるあたりで出てくるのではないかなと思います。ただ、例年だ

と大枠は決まっても内部の制度設計というのはその後というのが通例でありまして、そ

のあたりがどういった情報の中で、市町村の末端まで届くのかというのは、また示され

ておりません。ですから、そういったことも活用しながらとなると、また、ものすごい

膨大な作業になるのではないかなと想定しているところでございます。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●竹田議員 国では、我が国における、急速な少子高齢化の進展に的確に対応していきた

いということを言っています。人口減少に歯どめをかけるとともに、東京圏への人口の

過度の集中の是正をしたいと。それで、それぞれの地域で住みよい環境を確保しながら、

将来にわたって活力ある日本社会を維持していくために、各町村に、こういうことの法

案によって決められたことに随時従ってやってもらいたいということであります。

また、高橋知事については、北海道も同じ人口減少問題に大胆に挑む新たな発想や手

法を持って、総力戦で取り組むことが重要だ。取り組むべき課題としては、公約でもあっ

たように地域創生と振興局の機能の強化、高い目標へのチャレンジ、医療福祉への充実
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という３点を推し上げました。こういったことで、本当に国も北海道も大変なものに直

面しているんだなというふうに思います。

総務省のホームページ等を見ても、はっきりとはうたってませんが、こういった日本

全体社会の中のその人口減少に歯どめをかけて、町に活力がある地域を蘇生していこう

という、そういう考えで地方から活力をつけて、そして地方の財政を高めていこうとい

う危惧もあるというふうに伺っていますけれども、その辺のとらえ方はどういうふうに

とらえていますか。

●議長（佐藤議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） 地方の経済、あるいは産業など活力のあるものにし

ていって、その地域の財源を地域で確保せよというのは、国が求めていることでもあり

ます。ただ、その財源というのは税収を指すわけでございますが、非常に厳しいと言わ

ざるを得ないと思います。なぜならば、人口減少というのは高齢者が増えて子ども達が

少なくなるわけではなくて、ただ中間層にいる働いて税金を納める世代ですね、主に、

そこも少なくなっていくわけですから、非常に厳しい状況は出てくるんだというふうに

思います。どのくらい落ち込みを減らしていくかという、その調整ですね。国が言って

いるのは、そういった前提でまちづくりもすると。そういったというのは、人口が減少

するというのはもう否応でも、どの地域でも出てくると。これはその現在の人口構成か

らすると、人口を維持するというのは難しいだろうということであります。

例えば、厚岸町に置きかえると１万人を維持するのは難しい。北海道においても600数

十万人を維持するのは難しい、日本でも、１億2,000万人を維持するのは難しいというこ

とと同じでございます。ただ、できるだけその落ち込みを少なくするための手だてを講

じるということ。それと、その人口が減少するに当たってのまちづくりをどう考えるか

と。いわゆるそこに住む人たちが、いかにして幸せに将来にわたって暮らせるかという

ことを、提示するというのも大事ではないかなということでございます。

財源問題につきましては、前段に申し上げたとおりでございまして、国の財政が厳し

いから、地方で独自の財源を確保すれというのは、今の税制の中では非常に厳しいので

はないかなというふうに認識しているところでございます。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●竹田議員 人口減少について別な言い方で、町に住んでいる人の量より質という言い方

をされている人もおります。前釧路公立大学長の北大公共政策学院の小磯修二という特

認教授が講演された中で、人口減少を悲観することが怖いという気持ちが委縮してしま

うと、新しい投資も控えてしまう。人口減がもたらす別の問題点にも指摘し、目標を人

口だけでなく、そこに住みたいという意識、ここに住みたいんだという意識を高めるこ

と大事だと。地域で暮らしていくための基盤となるものは、そこに何が必要かと言うと、

課長がおっしゃっているとおり、雇用と産業の充実、これに鍵があるんだと。要は働く

世代がなくなったとしても、高齢者でも、働ける地域と場所、そして働ける内容が充実
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することによって、高齢者でも、働けるということにつながっていくと。いわば、その

税収を上げていく20代から60代までの世代でなくて、高齢者等につながる65歳の方でも、

働ける場所、そういった物づくり、地域づくりをすることが大事だと。

そこで、地域と言われるこの我々の小さな町村が考えることは産業の充実であるとい

うふうに、そこに鍵があるというふうに言っています。そこによって働く場、雇用の場

が生まれ、税収がアップしていくということによって人口減ということを悲観すること

なく、そこに中心を置いてやっていくべきだというふうなお話もまたありました。私も

全くそのとおりだと思います。その部分については、どういうふうにお考えでしょうか。

●議長（佐藤議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） 余りに人口減少してしまうと、地域が消滅してしま

うのではないかというご議論もあるようですが、それだけ見て、もうそんな町には住み

たくないというふうに思われるようではいけないと、当然思います。

思い起こせば、私も役場に入ったころには１万5,000人台の人口がございました。今は

１万人でございます。少しずつ人口は減ってきたけれども、厚岸町は決して住み悪くなっ

たわけではないなと思います。それなりに住みよい環境は充実してきているというふう

には私自身は思っているところでございますが、それなりの人口が減った中でも、そこ

に住んでいる人たちが幸せに暮らせるというまちづくりを進めるというのは大事なこと

ではないかと思います。その中で、厚岸町はやっぱり１次産業、漁業、酪農を中心とし

た産業と、それに付随する還元産業の中で、町の経済は成り立って、そこで働く場があっ

て、厚岸町がずっと繁栄してきたという、やっぱりその歴史を大事にして、そして未来

につなげていくということが大事ではないかなと思います。

雇用の創出というと、何か新しい産業を大規模に起こすということは、決して100％無

理とは申し上げませんけれども、非常にハードルが高いのではないかなと思います。こ

の春から私も、いろいろな産業団体の総会とかにも出席させていただいて意見交換もさ

せていただいたりすると、少なくてもここに出席の皆さんが、将来にわたって商売が維

持していけるように頑張りましょうということです。やっぱり今やられている人が残る

ということは大事じやないかなというふうに思います。そういった視点も持ちつつ、そ

してさらに発展できるものは発展していくとか、新たなものにチャレンジできるものは

していくという、そういう組み合わせの中で、こういった問題に対応していくべきでは

ないかなというふうに思っております。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●竹田議員 今の言葉を聞いて、本当に安心していたところであります。ある講演で、今

回の関連法案に向かって、地方が創生していくということでスピードを上げたり、急カー

ブを切ったりするものではないんだと。地元にある今まで培ってきた人と、そして地域

がもたらす産業を、これからどういった形でもてはやさせていくかということに鍵があ

るという講演もあったというふうによんでおりました。地場の産業、地場の力、地場の
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人力、地場の環境を生かした、そういった視点を、それプラス、どう変えて、どういう

ふうにしていくかということが大事であると。厚岸町はもう既に、そういったことにつ

いては取り組んできたのかなというふうに、今の課長の話を聞いて思いました。

例えば、カキという部分についてもかきえもんをつくり出し、そして、かきえもんと

いう名前をつけてブランド化してきました。そして、海にあたっても、大黒という大き

な島の名前をつけて、さまざまのブランド化をしてきました。そして、えもんという言

葉をつけて商品をどんどんと売り出してきました。もうそこに地方の活性、そして創生

が厚岸町は、もう既にやってきていたんだなというふうに、改めて感じたところでござ

います。そういった部分については本当に同感できるものがあります。

さて、それはそれとして、これからもっともっと厚岸町が人口減になって、そして活

力ある町、そしてこの町に住みたいという思いを、さらに充足させていくためにはどう

したらいいのかといった部分で、南弟子屈町では今年度の４月16日に設立総会があって、

地域住民ら30人が参加して、５月の採用予定にした地域おこし協力隊２名を配属したと

いう話も、また、あります。

標津町では、管内の関係者40人が出席して活性化について話し合った。ここについて

は、日本空輸釧路支店井上薫支店長を招いて、振興の実現に向けた明確なビジョンをもっ

て地元の人が一体となることが大切だという、そういう講演をいただいたと。こういっ

た取組の中で、いろいろ名町村の取り組みがあるわけですけれども、厚岸町として、私

がぜひ提案したいのは、いろいろな議員さんのお話しがあったので、くどくどとは申し

ませんけれども、全町民の意見を聞くということは当然当たり前のことだというふうに

私は思います。広く深く聞いていただきたいということも、要望で議員さんの中でも、

お話があったので、それはそれで全くそのとおりに思うし理解もしています。

私は、今回の未来創生懇話会、または未来創生会議に、まず公募２人を募集するとい

うことについての人数を、まず多くしていただきたいということも議員協議会でお願い

していたところでありますけれども、それも含めてこの南弟子屈・標津町でとり行った

沖縄での日本で一番この創生活性に進んでいる沖縄の例をとっても、いろいろな各団体

の意見を聞くのも、それもむろん当たり前なんですけれども、第三者という部分での話

を聞くということはとても大事だと思います。

昨年度の総務省のホームページに出ていた部分でも、自治体が産業大学地域住民と連

携して活性化に取り組むといった部分の中で、機能の連携の広域の経営型シティリージョ

ンという部分で、市町村域を超えた圏域において、産業団体、大学関係者、金融関係者、

それから官庁関係や、そして民間が連携し、人、物、金などの流れを生み出した圏域を

活性化することによって、今の町村連携ですか、そういった部分についてもどんどん広

がりが出てくるのではないかというのが載っておりました。そういった部分から考慮す

ると、厚岸町の団体関係者というよりも第三者機関の部分について、協力をしていただ

きながらやっていったほうがいいんじゃないかという意見を申し述べたいのですけれど

も、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） まちづくり推進課長。
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●まちづくり推進課長（小島課長） 内閣府のほうでも、地域の戦略を練るに当たっては、

幅広く意見を聞くようにというふうにも努められたいということであります。、その中に

は、産、学、官、金、労ということで、産業、官庁、それから大学等、金融機関、それ

から労働者の方々ということでございますけれども、そういった人たちがその地域にい

るのであれば、その地域の中からということになりますし、いなければ、その近接する

ところからということになるかと思います。

ただ、専門機関ということになると、無償の報酬でやっていただけるところもあれば、

有料のところもありますし、それから今までつながりがないところに、ぽっとお願いし

てもできるかどうかというのがあります。できるだけ地域の声で吸い上げなさいという

ことでから、地域の中であれば大学なければ高校でもということになると思います。地

元には高校ありますから、そちらの担当の方を校長先生に指名していただいて入ってい

ただくということも想定しておりますし、関係のあるところの意見を聞くという中では、

金融機関も２つあるわけですから、そういった意見も聞くということにしているところ

でございます。

地域の連携というお話もありました。これは今までも観光分野だとか、産業分野では

取り組んできています。それから定住自立権というのもありますし、地域連携というの

も別にしております。今回の中でも、一つの町だけでは解決できないことがあるだろう

ということで、地域の連携もとった中でということも、国から求められております。こ

のあたりは北海道においては、東京がその調整役を担うということにもされております

し、今後、そういった展開も出てくるのかなというふうに思っています。

ご質問者おっしゃられるところについては、我々もできる限り、そういった方向性を

持ちながら進めていきたいと思っているところでございます。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●竹田議員 あの、地域の部分についての人の参加というのは大事なのかもしれませんけ

れども、圏域か地域を超えた部分でのシティリージョンという考え方、これは要するに

地域になければ地域外でもいいから、その地域に応援してくれる人がいればということ

ですかね。コンサルタントに頼むと非常に高いお金がかかる。コンサルタントに頼んで

大失敗をした地域もあるというふうに聞いております。私はコンサルタントに頼むとい

うのは全くもって反対のほうであります。やはり金に走るという部分があると。できれ

ば金に走るよりも地域を本当に思ってくれる人たちにお願いをするべきというふうに

思っておるので、そういった部分では、ぜひいろいろな振興局のほうでも相談をすると、

そういった知恵を持っている人たちが用意しているというふうにも聞いております。

さらに、高校生もいいんですけれども、大学というのは専門的な分野で専門的に活動

し、専門的に研究しているところでもあります、そういった人たちとの連携を深めて、

ぜひいっていただきたいなというふうに思うのですが、そこの部分については協力をし

てもらう体制づくりをきちっとしていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） まちづくり推進課長。
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●まちづくり推進課長（小島課長） 総合戦略を策定する過程において、人的な支援とい

うことで、国あるいは北海道、そういったことは協力を惜しまないとも言われています

が、今も全国でいろいろな取組がもう始まっておりますから、その人たちが全てにわたっ

て回れるかというと、そうでもないような状況にもあるようであります。

高校の話の中で、私は、そこに勤めている先生の知恵をということで、高校生を直接

想定しているわけではありません。大学のお話が出ましたけれども、今の大学の進むべ

き方向としては、学問の探究というのもあるでしょうけれども、地域に根差した実学的

な分野も強化していくという部分もありますから、そういった中で、厚岸町として、そ

ういった協力関係がつくれるところがありましたら、積極的な検討というのですか、そ

ういったところと一緒に取り組めるものがあれば取り組んでいきてたいというふうにも

考えますし、検討してまいりたいというふうに思います。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●竹田議員 町長にお願いなんですけども、厚岸町の将来の部分について、ビジョンにつ

いて、札幌の清田にある国際大学が厚岸町と協定を結んで、厚岸町のために一生懸命協

力していきたいというお話を清田の国際大学の学長から既に許しをもらっております。

ぜひ道内でも、まだ３カ所、４カ所の町村としか組んでいないということでもあります

けれども、そういったことで、ぜひ大学側と協定を結んでやるということになれば、さ

まざまな知恵をいただける。また、経費もさほどというかほとんどかからない部分で、

お知恵を拝借していただければということでもあります。そういった部分でプラスにな

るのであれば、そういった大学と協定を結んでいる町村も既にあります。そして総務省

が推薦している地域まちおこしの協力隊という部分についても、実際厚岸町に来て、そ

して町のよさを知り、そして何が足りないのかという部分も大学としての教科の部分で

勉強にもなって、そういった部分で非常に協力をしてもらえる部分があります。

北海道でも、僕の聞いたところでは３町村くらいあるんですけれども、ちょっと型滞

在といって、実際に町に住んで町のよさを知るという、そういう散策もしてくれてレポー

トも出してくれるという、そういったいい部分も各地で大学関係者を使っているという

部分があります。山形の村山市でも、実際ポイントはメディアに取り上げられ、地域や

地域の団体が活性化したという部分で、農薬を使わず漢方薬の入った植物ミストを引い

て育てた漢方米というものを実際つくってみたということもあります。

また、茨城県や長崎県、これずっとしゃべると長くなるので、ぜひそういった分野も

活用しながら、今回の地域の創生活性化に向けて、ぜひ取り組んでいきたいなというふ

うに要望しておきますけれども、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狭町長） 今、大学との連携を図るべき、協定を結んだらどうかというお話がござ

いました。私は以前からもそのお話を承っておったわけであり、原課としても、いろいろ今
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検討をさせているところでございます。そういう面で、先ほど担当課長から答弁がありまし

たけれども、あらゆる各方面からの意見を聞く、町民だけでなく各方面の意見を聞く、これ

も大事なことであります。そういう意味においては、今、ご提案がございました大学との協

定、いろいろとまた研究をさせていただき、迅速に対応してまいりたいと、そのように考え

ますのでご理解を賜りたいと思います。

それと、先ほどからの質疑の関係の中で、総合戦略のあるべき姿等のお話もありました。

私は消滅可能性都市とか、限界集落とか、私は率直に受けとめています。なぜかと言います

と、現実にそういう状況であるということであります。

先ほど、石澤議員からも上尾幌のある人の話がありました。厚岸町における高齢化率で一

番高いのは上尾幌地区であります。そういういろいろな課題があるわけでありますので、私

といたしましては、現実を直視し、危機感を持って対応をしながら総合戦略をつくっていか

なければならない、そのように認識をさせていただいておるところでございます。

人口で言いますと、確かに、今１万人であります。しからば、過去の厚岸町の人口、昭和35

年をピークとして今日減少を続けておるわけであります。以前は、明治41年、42年、同じ人

口であったわけであります。そういう人口だけをいろいろと証明しますと、確かに人口減に

なっておるわけでありますが、しかしながら、現実を直視しながらよりよい厚岸町をつくっ

ていかなければならない、そのように考えておりますので、それが今回の大きな課題になる

であろうと思っておりますし、また、本部長として各方面、そしてまた大学等のご意見も聞

きながら、立派な将来を見据えた総合戦略をつくってまいりたいと、そのように考えており

ますので、ただいまの提案につきましては、今後も迅速に対応してまいりたいと、そういう

ふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●竹田議員 早いほうがいいので、今、町長が迅速と言っていただけたので、本当に早く

そういった部分を、プラスになるものは迅速に本当にやっていただきたいというお約束

をしていただけるものと認識いたして、終わりたいと思います。

●議長（佐藤議員） よろしいですか。

以上で、竹田議員の一般質問を終わります。

●議長（佐藤議員） 以上で、本定例会に通告ありました６名の一般質問を終わります。

●議長（佐藤議員） 日程第４、議案第44号 損害賠償の額を定めることについてを議題

といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

保健福祉課長。

●保険福祉課長（阿部課長） ただいま上程いただきました、議案第44号損害賠償の額を定め

ることについて、提案理由及び内容についてご説明申し上げます。
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議案書５ページをお開き願います。

自動車事故による損害を、次のとおり賠償することについて、地方自治法第９６条第１項

第13号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

内容について、ご説明申し上げます。

損害賠償の相手方は、札幌市白石区北郷２条８丁目２番６号、ワールドオートリース

株式会社、代表取締役成田修朗様です。

２、事故の概要でございます。平成27年２月25日、午後０時ころ、厚岸町真栄１丁目135

番地先の交差点において、厚岸町職員が職務上、町有車両を運転し、町道真栄大通をあ

やめ跨線橋側から厚岸駅方面に右折したところ、新栄大通を新栄１条通り側からあやめ

跨線橋側へ直進していた相手方車両と衝突し、相手方車両の車体前側と町有車両の車体

左側を破損したものであります。

本事故は、双方の運転手に負傷はなく、物損のみの事故であり、相手方車両はレンタカー

であるため、その車両を所有しているレンタカー会社に損害を賠償するものでございま

す。

なお、町の過失割合80％であります。

３、損害賠償額は、金85万7,000円であります。

安全運転の模範となるべき立場の町長職員が事故を起こしたことについて、大変申し

わけなく思っているところでございます。改めて職員に対し交通事故の再発防止に向け

た指導を徹底して行ってまいります。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認いただきますようよろしくお

願いいたします。

●議長（佐藤議員） これより、質疑を行います。ございませんか。

６番、室﨑議員。

●室﨑議員 確認をいたしますが、この事故の起きた場所というのは、真龍小学校がこう

あってＮＴＴがこっち角にある、あの複線のような形になっている大きな交差点ですね。

ここ事故の多いところなんですよ。年に何件か、あわやというのを含めればあるんです

ね。そのどれもがと言っていいんですけれども、ほとんど真龍小学校側から来て、それ

で駅のほうに右折するんですね。そのときに、１条通側から来た車とぶつかる、あるい

はぶつかりそうになる。今回がそういう模様でないかと思われるんですよ。今回の場合

ですね、何かそういう、それは必ず出る話なんですが、どんな道路だって気をつけて走っ

ていれば事故にならない、これはよく言われるんです。それを徹底すれば走らなければ

事故にならないんですよ。だから、そうじゃなくて、道路構造上というか何か冷っとさ

せるようなものがあるのかどうか、それとも全くそういう状況のない中で、片方もしく

は双方にミスがあって起きた事故なのか、その当たりどういうふうに分析なさってます

か。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。
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●保険福祉課長（阿部課長） 今回の事故につきましは、ちょっとその道路の構造上の検討と

いうのはしてはいないんですけれども、そのときの現状が、結構雪が降って、その雪が真ん

中のところにたまっていたようなんです。それのために、その右折したときに、見通しが悪

かったという状況の中で、出たところに来たというようなふうに聞いております。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●室﨑議員 これは付近の住民の方からも、あそこをよく通る人たちの間からも話が出ま

して、冬ですね、除雪のときに、どうしても道路の雪が山になりますよね。それが真ん

中の分離帯のところに山積みになって、今、課長おっしゃったように見えなくなると。

それで、なるべく早く除去してほしいというのは毎回出てますし、私もそんな大ぴらっ

にではないですけれども、建設課のほうにお願いしたことが何回かあります。ただ、そ

れは余り即片づけろというようなことは、作業のこ大変さを考えると、そうそう言えな

いので、なるべく早くお願いしますという、これは要望を出している住民の皆さんもよ

く分かってまして、いつも以上に気をつけなければならないということはあるかと思い

ます。

それから、それについては今も随分と排雪を一生懸命やってくださっているので、そ

れ以上といっても、なかなか無理なのかなというふうには思いながら言っているわけで

すから、その点よろしくお願いしたい。

それから、雪のない時期でも、事故が多いんですよ、あそこは。何か真龍小学校の前

から来て、右に曲がって駅に行くという車が非常に多いんですが、あのときに左から来

る車がちょうど運転席からはよく見えないような何か道路構造があるようです。車によっ

て運転席の高さも違いますから、いろいろだろうとは思うのですけれども、妙にあそこ

はそういうひやりとさせるものが多い、あるいは年に１件か２件か、そこらに車の破片

が散らかっているようなものを見る場所ではあるので、どうかそのあたりですね、もう

一度担当の専門的な目でも、よく道路を検証して少しでも、そういうような危険を排除

するようにお願いしたいということです。

もちろん今回のこの事故に関して、そういうのだから起きたというようなことは言え

ないかと思います。それから、そうであればあるほどやはり運転する人間は気をつけて、

ここは気をつけなければならないという意識を持っていかなけれはならないと思います。

ちなみに、私なんかは、あの踏切のほうから来るときは、あそこの交差点は本当に気

をつけて、そんなこと言っていて事故を起こしてしまったら大変なんですけれども、真

ん中のところで右折をするときに、こっち側を通りなさいという菱形の指示があります

よね。あそこでは必ず一旦とまって、向こうから来る車を見ないと危ないという感じが

します。そういう場所ですので、どうかそのあたり、運転をなさる、これは職員だけじゃ

ない、町じゅうの人なんですけれども、気をつけていただきたいなと思うので、より安

全運転を徹底していただきたいと。

それともう一つは、道路構造上、何かないかということについてもう少し検証してい

ただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
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●議長（佐藤議員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 道路構造上の問題についてでありますが、実は庁舎内に町民課、そ

れから教育委員会、保健福祉課、建設課の４課で、交通安全施設の点検、それから改善等に

ついて会議の場を持ってございます。その中で、やはりここのＮＴＴ前の交差点については

交通事故が時折発生しているという状況にありまして、厚岸警察署のほうとも、区画線の表

示ですとか、そういう部分で何かもう少し分かりやすい、事故の起きない方法はないのかと

いうことの協議は行っているところでありますが、現状としては、まだ区画線を太くしたり

しても事故が起きているという状況にあります。でありますので、また、今後についても引

き続き事故の起きない何か方法がないか、それから通られる皆さんに呼びかけを行うなど、

研究をしていきたいと考えております。

●議長（佐藤議員） 他にございませんか。

（な し）

●議長（佐藤議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は、原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり決しました。

●議長（佐藤議員） 日程第５、議案第45号 財産の取得についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

建設課長。

●建設課長（松見課長） ただいま上程いただきました、議案第45号 財産の取得について、

その提案理由ご説明申し上げます。

現在、町が所有しております除雪機械は全体で12台、タイヤショベル３台、ミニタイヤショ

ベル２台、除雪トラック３台、散水車２台、ロータリー車１台、グレーダー１台、毎年降雪

時期の前には除雪業者と除雪体制維持に向け協議を行っているところであります。その中で、

各業者から出されている意見として、自社保有機械はもう古くて、いつ壊れるか分からない。

除雪のためだけに機械のリースをしている。リース会社に大型機械が少なく、いつでもリー

スができなくなってきている。工事量が減少している状況での新規での機械購入はできない

などの意見が出され、最悪の場合、除雪機械の台数の確保ができず、大幅に除雪時間がおく

れ町民の皆様の交通に支障を来すこととなります。

効率よく速やかに除雪を行うためには、各業者の除雪のために使用している機械台数の確
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保及びオペレーターの確保が必要であり、このうちどちらが欠けても除雪時間などへの影響

が出てまいります。

このため、町では計画的に除雪機械を購入し、今後の除雪体制維持に取り組んでいるもの

であり、その財産の取得に当たり議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分に

関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

議案書、６ページをごらん願います。

内容でございますが、１、財産の種類は物品であります。

２、名称及び数量は、除雪トラック１台であります。

３、契約の方法は、地方自治法施行令第167条第１号による指名競争入札であります。

４、取得価格は、金4,428万円也。

５、契約の相手方は、北海道帯広市西21条北１丁目３番12号、ＵＤトラックス道東株式会

社であります。

次の７ページをごらんください。

参考としまして、１、除雪トラック10トン級ダンプ型アングリングプラウ、アングリング

路面整正装置付、エンジンは水冷直列６気筒ターボインタークーラー、乗車定員は２名、総

重量は２万2,000キログラム、全長11.58メートル、全高3.70メートル、全幅3.50メートルで

ございます。

２、納入期日、平成28年３月25日でございます。

次の８ページは、型式図でございます。参考にしていただきたいと存じますが、印字

にミスがございました。訂正をお願いいたします。次の８ページの型式図の一番下、側

面図の一番下に全幅11.58メートルと書かれております。全幅ではなくて全長の誤りでご

ざいました。訂正をお願いいたします。

なお、別途お手元に参考資料といたしまして、６月４日に執行いたしました指名競争

入札結果を配付させていただいておりますので、ご参照願います。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げ

ます。

●議長（佐藤議員） これより、質疑を行います。ございませんか。

７番、音喜多議員。

●音喜多議員 納入期限が来年の３月25日、いわゆる今年の冬は、じゃ間に合わないのか

と、そういうことはないと思うのですが、確認のため納入時期の見通しはいかがなんで

すか。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） ダンプトラックは、受注生産になります。このように長期間のかか

る工程がどうしても必要となるわけであります。なお、除雪は12月、あるいは１月、３月、

４月と、そのように続いてまいりますので、今シーズンの後半にでも、何とか入っていける

のかなと、そういうふうに考えているところでございます。
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●議長（佐藤議員） ７番、音喜多議員。

●音喜多議員 しつこいようですけれども、その点については業者というか受注元のほう

に確認はしてないんですか。発注する段階で意見の中では今言われたように長期かかり

ますよと、受注していただいてからつくっていくというか、そういうことで最低でも、

３月末まで見てもらわなればだめなんだというふうにきつく言われているものなのか、

あるいはでき次第、何とかしましょうと言われているものなのか、その辺はいかがです

か。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 何とか急いでもらうような契約業者とお話をさせていただいきます

けれども、基本的には全社から見積もりをいただく段階で、このような設定のもとに、必要

だということでありましたので、各社にもこういう形で見積もりをいただいて、入札に至っ

たわけでございまして、３月末になると、そういった検定作業だとか、そういったことで年

度末等の処理ができなくなりますので、少しでも早くということで、ぎりぎり３月25日にな

らざるを得ないと。これよりも早い納期の設定は、３社は見積もり入札の条件としてはでき

なかったということでございます。

●議長（佐藤議員） よろしいですか。

他にございませんか。

１番、大野議員。

●大野議員 特別この議案に対しては異論はないんですけれども、ちょっとお聞きしたい

んですけれども、これは夏場はトラックとして使えるんですけれども、その除雪をやっ

てくれる委託業者にこれ多分貸すと思うのですけれども、去年も多分ホイルローダー貸

していますよね。そうやって業者さんが自社で買えないから町に買って、貸してくれと

いうお願い、これ一体どこまで、ちゃんと計画組んで毎年毎年こうやって導入する計画っ

てあるんでしょうか。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） ここ第６次３カ年実施計画の中では、この後は平成28年度はござい

ませんが29年度にタイヤショベル１台を登載させていただいているところで、それ以降30年

以降については、今年また改めて３カ年事業の中で検討させていただきたいというふうに考

えてございます。

●議長（佐藤議員） １番、大野議員。



- 125 -

●大野議員 確かに除雪してもらわないと困るのは私たち町民ですので、あれなんですけ

れども、やはりかなり高額な機械なんで、ホイルローダーにしても、このダンプトラッ

クにしても冬場のみならず、ちゃんとやっぱり夏も動けるようなきちっとした考えのも

と、無駄にならないような機械を導入していっていただきたいなと思うのですが、いか

がですか。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） あの、この建設機械につきましては、防衛局のほうの交付金を活用

させていただいているとろでございます。防衛局としても、そういった除雪機械の配置計画、

こういったものをきちんと整備した上で、思惟要望をされたいということであります。従っ

て、私どもも業者の状況等を防衛局に報告しながら、厚岸町としてのこの除雪機械の確保と

という計画を立てさせていただいた上で、導入をさせていただいておりますので、今後もそ

のように無駄のない取り組みの中で、整備を図ってまいりたいというふうに考えてございま

す。

●議長（佐藤議員） 他にございませんか。

４番、石澤議員。

●石澤議員 こういう大型の運転する人たちがだんだん減ってきているというような話を

聞いたんですけれども、今オペレーターが２人確保しなければならないということを言っ

てましたけれども、そのオペレーターを育てるということなんでしょうか、それとも、

そこのほかの業者さんに育ててもらうということなんでしょうか。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） あの除雪は町直営部分と、大部分は町内の業者の方々に委託をさせ

ていただいて、業者にお引き受けをいただいて、自らオペレーターを確保して除雪に当たっ

ているわけです。これは業者にとってもオペレーターを自社に確保できるということは、ま

た次の仕事にも迎える態勢が整うということでございます。オペレーターもその期間だけ仕

事がないと、仕事を求めてよそに行ってしまう可能性があります。そういった部分では、オ

ペレーターの確保というのは各社自ら努力をされているところでございます。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 町でこれを専門に動かせる職員の人というのは何名いるんですか。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 現在の技術職員全員が運転できる資格を持ってございます。６名い
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ます。そのほかにも職員も含めるとそれを超える職員はおります。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 正職員の人は１名なんですね。臨時が６名って言いませんでしたか、それで

職員は１名と。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 臨時職員が６名ということであります。正職員は建設課の中では正

職員は１名で、プラス７名でございます。

●議長（佐藤議員） 他にございませんか。

（な し）

●議長（佐藤議員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は、原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり決しました。

●議長（佐藤議員） 日程第６、議案第46号 建設工事委託協定の締結についてを議題と

いたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

水道課長。

●水道課長（遠田課長） ただいま上程いただきました、議案第46号 建設工事委託協定の締

結について、その内容をご説明申し上げます。

議案書の９ページをお開き願います。

議案第46号 建設工事委託協定の締結についてでございます。

次のとおり建設工事委託協定を締結するため、地方自治法第96条第１項第５号の規定

により、議会の議決を求めるものであります。

この委託協定は、現在、厚岸町衛生センターで処理しているくみ取りし尿などを下水

道終末処理場に投入し、公共下水道と一元処理するための施設を整備する通称ＭＩＣＳ

事業により行う建設工事を委託するために締結しようとするものであります。

厚岸町では、水洗化の普及により、くみ取りし尿と浄化槽汚泥が年々減少し、さらに、
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収集されるし尿などの状態が変化したことで、既存の厚岸町衛生センターでの処理が著

しく困難な状況になっていることから、下水道資産の有効活用とと費用対効果を考慮し

た処理法に転換するため、この事業の実施を厚岸町公共下水道事業計画に位置づけて進

めてきたものであります。

協定締結の内容でありますが、１として、協定の目的は、厚岸町公共下水道事業汚水

処理施設共同整備建設工事であります。

２として、工事場所は、厚岸町有明２丁目。

３として、契約の方法は、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号による随意契約。

４として、協定の金額は、金６億3,000万円になります。

５として、協定の相手方は、東京都文京区湯島２丁目31番27号、日本下水道事業団で

あります。

10ページをお開き願います。

参考として、建設工事の委託概要であります。

し尿及び浄化槽汚泥などの受入投入施設及び流量調整槽増設であります。土木工事で

は、構造物が鉄筋コンクリート造、地上２階、地下１階。

建築面積は251.55平方メートル。

土辺床面積は496.00平方メートル。

流量調整槽は80立方メートルであります。

主体施設工事では、ポンプ設備、脱臭設備ほか一式。

電気設備工事では、動力設備、監視専用設備ほか一式であります。

協定の期間は、着手が協定締結の翌日、完成期限を平成29年３月31日とするものであ

ります。

位置図、平面図、処理フローですね、立面図は別紙説明資料のとおりであります。

11ページをお開き願います。

施設の建設位置は、資料右下の位置図の丸で囲った有明２丁目で、具体的な位置は資

料中央の平面図に示す厚岸終末処理場構内であります。

平面図の中の斜線部分が既存の処理場の施設で、太線で囲った部分が今回建設する施

設であります。ここにバキューム車でし尿などを搬入いたします。

処理の流れですが、資料右上の下水処理フロー図をごらん願います。太線で囲った部

分が今回建設する施設に該当いたします。左側から工程が進んでまいります。収集した

し尿などは沈砂槽を経由して受入槽に入れます。そこから処理できないごみ夾雑物を破

砕ポンプと前処理施設である夾雑物除去装置で分離し、受入量と投入量の調整を図る流

量調整槽に送ります。ここで一たん貯留した後、し尿投入ポンプで既存の厚岸終末処理

場の分配槽に送り、ここで下水道流入水と合流させ、既存の処理工程へと進みます。こ

れが大まかな流れとなります。放入するし尿の濃度の調整が必要な場合は、希釈用に処

理場の放流水を再利用することとしております。

12ページをお開き願います。

今回建設する流量調整槽の平面図です。地下は主に受入槽や流量調整槽などの水槽部

分と各種ポンプ類を設置する機械室となります。１階は主にバキューム車を受け入れる

搬入室と脱臭設備の機械室となります。２階は換気機械室と動力盤や制御盤を設置する
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電気室となります。

13ページをお開き願います。

流量調整棟の立面図です。およそ外観もあらわしております。建物の構造は鉄筋コン

クリート造で、地下１階、地上２階建てとなり、地下部分は土木構造物、地上部分は建

築構造物となります。

２カ年にわたる工事の建設スケジュールも記載しております。平成27年度は地盤改良

工事、地下構造物の建設など土木工事が主体で、電気機械工事は機器類の製作が主な内

容になります。２年目の平成28年度は、上屋部分の建築工事と機械電気設備の設置と試

運転を行い、施設の供用開始は平成29年４月を予定しております。

以上、簡単な説明ですが、ご審議の上、ご承認くださいますよう、よろしくお願いい

たします。

●議長（佐藤議員） これより、質疑を行います。ございませんか。

（な し）

●議長（佐藤議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり決しました。

●議長（佐藤議員） 日程第７、議案第47号 工事請負契約の締結についてを議題といた

します。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

建設課長。

●建設課長（松見課長） ただいま上程いただきました、議案第47号 工事請負契約の締結に

ついて、提案理由をご説明申し上げます。

議案書の14ページをお開き願います。

議案第47号 工事請負契約の締結についてでございます。

次のとおり工事請負契約を締結するため、地方自治法第96条第１項第５号の規定によ

り、議会の議決を求めるものであります。

厚岸町では、平成３年度から公共下水道事業に着手し、下水道管や終末処理場などの

建設を行い、平成８年10月から湖南地区で、下水道が使用できるようになり、さらに、

平成10年度には湖北中継ポンプ場が完成し、湖北地区でも、下水道が使用できるように

なりました。
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これらのうち、基幹施設である終末処理場や中継ポンプ場などの設備が稼働後18年を

経過し老朽化が著しいため、整備が必要な状況となりました。そのため、交付金事業を

活用して更新などの整備を進めるため国の下水道長寿命化支援制度に基づく整備計画を

策定し、老朽度や重要度に応じた整備を今年度から実施するもので、当該工事は最も重

要度が高いと位置づけた設備の更新であります。

今回、契約の内容ですが、１、工事名、厚岸終末処理場ほか、電気計装設備更新工事。

２、工事場所、厚岸町有明２丁目、湾月３丁目、港町４丁目。

３、契約の方法は、地方自治法施行令第167条第３号による指名競争入札で、町外７社

の参加によるものであります。

４、請負金額、金5,478万840円也。

５、請負契約者、札幌市中央区大通り東７丁目１番地118、北海道富士電気株式会社で

あります。

15ページをお開き願います。

参考といたしまして、１、工事概要、厚岸終末処理場の監視制御装置更新一式。湖南

中継ポンプ場の遠方監視制御装置更新一式、湖北中継ポンプ場の遠方監視制御装置更新

一式でございます。

２、工期、着手は契約締結日の翌日。完成は平成29年２月28日とするものであります。

３、参考として、位置図、システム構成図、終末処理場管理棟２階、監視室平面図、

監視制御装置外形図は別紙説明資料のとおりです。

16ページをお開き願います。

今回の施工場所ですが、図面右側の位置図で、丸で囲った有明２丁目の厚岸市終末処

理場、湾月３丁目の湖南中継ポンプ場、港町４丁目の湖北中継ポンプ場の３カ所になり

ます。

施工内容内容ですが、図面左側の更新工事システム構成図をごらんください。左側下

にあります。

太枠で囲った部分が今回の施工対象部分であります。処理区域から集まった汚水を送

水する湖南と湖北の各中継ポンプ場と、汚水処理する終末処理場の間で、監視や制御の

信号を伝送する装置の更新が、それぞれ１組、②と③と表記した部分に当たります。終

末処理場では汚水処理全般を監視制御する装置の更新を行います。左上の①と表記した

部分になります。

また、今般、衛生センターで処理している、し尿などを下水道終末処理場で受け入れ、

一元処理する通称ＭＩＣＳ事業による施設の建設が同時期に施工されることもあり、こ

の二つの施設の監視制御部分を費用分担し共同で整備するものとし、双方の工事費と今

後の維持管理費の節減を図ることとしております。

さらに、今回の工事で、今まで水処理の異常や設備の故障が担当者への電話による音

声通報のみでしたが、新たに、施設以外の場所からインターネット網を利用した監視や

メールでの異常通報を受けることができるように整備し、担当者の負担軽減と監視や異

常時の対応を強化することとしております。

17ページをお開き願います。

終末処理場での施工箇所であります。
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終末処理場の管理棟２階に監視室があり、ここに収納設置されている監視制御装置と

各中継ポンプ場を結ぶ遠方監視制御装置などを整備します。監視制御装置の外形図は図

面右下のとおりで、監視用画面３台のうち、１台はＭＩＣＳ施設監視用となります。工

事による機器ごとの新設、機能の増設などの区分けは、凡例に記載のとおりで、ご参照

願います。

以上が、工事の内容であります。

別途お手元には、参考資料資料といたしまして、６月４日に執行いたしました指名競

争入札結果を配付させていただいておりますので、ごらん願います。

なお、本年２月の総務省からの公共工事の円滑な施工確保についての要請により、町

では、ダンピング対策の強化を図るため、本年５月から1,000万円を超える工事につきま

しては最低制限価格制度を導入しております。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお願

いいたします。

●議長（佐藤議員） これより、質疑を行います。ございませんか。

３番、堀議員。

●堀議員 16ページの図面、システム構成図についてお聞きしたいんですけれども、本デー

タ、インターネット網を使ってのウエブ監視とタブレット端末での監視ができるという

ことで、この施設自体に個人情報が扱われるというものでもないので、それについはセ

キュリティの問題はいいですけれども、ただ、タブレット端末でも、見れるといったと

きのその端末側のセキュリティというか、そういうようなものはどのように考えるのか。

当然例えばスマートホンで見れる状態であって、スマートホンをどこかで忘れてしまっ

たと。拾った人がそれを見ることができるというのも、やはり考えられてしまうといっ

たものの対策というものをどのように考えているのかをお聞きしたいと思います。

●議長（佐藤議員） 水道課長。

●水道課長（遠田課長） ご覧のとおり、かなりインターネットを活用した便利なシステムに

なってきますけれども、今言われたようにセキュリティの問題が発生いたします。誰でも見

れるということにはいたしませんで、当然見るためにパスワードを設定いたします。それと

それぞれの端末にはセキュリティソフトを導入するというのも、これも当然であります。そ

れから、基本的に操作、施設の状態を見るというところまではやりますけれども、施設の機

械を外部から操作するという機能は持たせることはいたしません。ですから、異常があるよ

ということとか、状態がこうであるということは最悪見ることはできても、それによって、

何か操作してそれ以上の何か事を起こすということはできないような仕組みをつくりますの

で、あまりその点については大きな心配はしておりません。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。



- 131 -

●堀議員 まあ、ほとんどできないとは思うのですよね。ただ、私たちのように素人がで

きないといっても、やはりできて、いろいろ操作などをするような人たちもいるわけで

すから、やはり端末のパスワード設定などはやはり定期的な変更というものを、しっか

りとしていくようにしていかなければならないんじゃないのかなと。一度設定したパス

ワードが、そのまま２年、３年もというようなことではいけないんじゃないのかなと。

もっと短期間でパスワードの変更というものを、こまめにやっていくような対策という

ものをとっておいたほうが、いいんじゃないのかなというふうに思うのですけれども、

これは提言なので検討していただければというふうに思います。よろしくお願いいたし

ます。

●議長（佐藤議員） 水道課長。

●水道課長（遠田課長） 運用に当たっては、その点に十分注意して当たっていきたいと思い

ます。

●議長（佐藤議員） 他にございませんか。

６番、室﨑議員。

●室﨑議員 今回の指名競争入札のときに、1,000万円を超える部分について新しい方式が

加味されたということについて、今、説明がありました。最低制限価格という制度を入

れたというお話でしたが、これについてもう少し詳しく説明をしてください。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 厚岸町においては、これまで指名競争入札、それから一時は一般競

争入札、それから現在は、再度指名競争入札というふうに変遷しております。その中で、一

般競争入札を行う際に低入札価格調査制度を設けて、参加資格の業者の資格あるいは技術能

力等は入札後に調査するという制度で行ってまいりました。これは予定価格以内、いくらで

もいいですよと。そのかわり施工能力があるかどうか、そういう会社にそういう力があるか

どうかを後日審査しますよということで、日本全国どこからでも企業が参入できる一般競争

入札であります。

それは、現在、その一般競争入札を実施した状況を経て、現在指名競争入札に落ち着いて

いるんですけれども、指名競争入札はある程度町がその事業の力、資本とか技術力を評価し、

その一定のランクで信用のできる業者を指名しているわけでございます。そういう中では、

中小事業者の多くの中には、安ければ安いほどいいという業者が入ってこられると、勝負に

ならない。国も経済対策をしている中で、そういった公共工事を重要だというような中で、

いわゆるダンピングをしないように契約方法を、いろいろやりなさいとことなんです。

それで、国は指名競争入札でなくて全て一般競争入札です。それで、国には最低制限価格

制度はないんですが、これは地方公共団体にしか認められない制度であります。国は最低入

札調査価格制度しかない。その最低入札価格調査制度の基本となるのが、予定価格の７割か
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ら９割で、その７割を下回るようなことは調査するという内容なんですね。これらがその最

低入札価格設定の基礎になってきまして、同じく最低制限価格もその国が行っている低入札

家格調査制度と同様に、７割から９割の中で設定しようという動きが最低制限価格でありま

す。

ただし、建設工事だけなんですけれども、建設工事が一般管理費、共通架設費、それから

現場管理費とか、そういう経費がそれぞれ分かれております。それで、それぞれの経費ごと

に、国が定めている一定の率がございます。これ以上下げると、そこは業者の利益を全部吸

い上げてしまうことになると。そういったことで、ぎりぎりの価格の率が設定されている。

それを項目別に計算していくわけです。最終的にその合計額が７割から９割に当てはまるよ

うに設定して、その中で平等な競争をしていただきというのが最低制限価格になります。こ

の最低制限価格を下回った入札をした方は、あらかじめ通知しているところにより失格とい

う取り扱いにさせている内容でございます。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●室﨑議員 分かりました。

それで、その一定基準に従って、いわゆる１円入札のようなものが、ぼんぼん出てく

ような入札は健全でないということですよね。それで、最低制限価格というものを設け

て、これを下回った場合は失格しますということをあらかじめ通知するんだけれども、

この最低制限価格というのは入札に当たって業者のほうは分かっているんですか。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 最低制限価格は、予定価格をまず算定した上で求められることとな

りまして、厚岸町では、予定価格の事前公表をしておりませんので、最低価格についても承

知してないと、そういう中ではじいてくる取り扱いとなります。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●室﨑議員 今回ですね、予定価格で言うと6,910万円ですか、約7,000万円ですよね。そ

れで、落札した会社は最低制限価格との差がこれで見ますと1,000円なんですよね。非常

に見事にいいところを集めるんですが、これは偶然の一致なんですね。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） はい、偶然の一致というふうに考えているんですが、この予定価格

については、今回のこの内容については、先ほど一般管理費から私説明しましたけれども、

ほぼ大きく占めるのが機器費ということで、いわゆる機械の部分なんですけれども、それに

技術力の価格が算定している部分で、ほぼ、その大きな部分の機器費というものについては、

ほぼとらえられる規格程度でとらえられる内容というふうに思われます。そのほか、これに
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基づく施設工事費、共通架設費、現場管理費、一般管理費も、それぞれ一定率の課かされる

ものでありますので、こうした主要な部分の設計の金額をつかむことで、ほぼ近い最低制限

価格は計算できる仕組み。逆に、共通架設工事費の率も、それぞれにあらかじめお知らせす

ると、そういうふうな取り扱いで、結果的には偶然だということで出しておりますけれども、

ほぼとらえていけるのかなというふうに感じております。

●議長（佐藤議員） 他にございませんか。

（な し）

●議長（佐藤議員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり決しました。

●議長（佐藤議員） 休憩いたします。再開は３時35分といたします。

午後３時05分休憩

午後３時35分再開

●議長（佐藤議員） 本会議を再開いたします。

●議長（佐藤議員） 日程第８、議案第48号 厚岸町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

町民課長。

●町民課長（石塚課長） ただいま上程いただきました、議案第48号 厚岸町国民健康保険税

条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と条例案の

内容についてご説明申し上げます。

議案書18ページをお開き願います。

議案第48号 厚岸町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例であ

ります。

平成25年12月開催の厚岸町議会第４回定例会において議決をいただいた平成25年厚岸町条

例第34号厚岸町国民健康保険税条例の一部を改正する条例（以下平成25年改正条例）としま
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すが、この平成25年改正条例については、平成25年法律第３号地方税法の一部を改正する法

律をもとに、国民健康保険税の課税に必要となる事項について改正を行ったものであります。

平成25年改正条例は、平成29年１月１日を施行日として公布され、現在未施行であります

が、今般、規定の一部に施行期日が異なる規定が含まれていることが判明し、施行期日に関

する規定の改正と、未規定であった保険税の適用区分に関する規定を追加する必要があるこ

とから、厚岸町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について、

本定例会に提出をするものであります。

平成25年改正条例では、附則第14項の規定中、条約適用配当等に係る配当所得に国債、地

方債、公社債などの特定公社債等の利子等が、同項に規定する課税の特例の対象に追加され

たことから、配当所得を利子所得、配当所得及び雑所得に改める文言の改正を行い、この部

分の施行期日を他の改正部分と同様の平成29年１月１日からとしていたものでありますが、

平成25年法律第３号地方税法の一部を改正する法律を再精査したところ、平成28年１月１日

からとすることが正しいものと判明しましたので、平成25年改正条例の附則の施行期日を改

めるものと必要となる改正後の保険税の適用区分について、規定の追加を行うものでありま

す。

議案書18ページをごらんください。

附則を、附則第１項とし、見出しを付し、附則第14項の改正規定中、配当所得を利子

所得、配当所得及び雑所得に改める部分の施行期日を、平成28年１月１日とするただし

書きを加えるものであります。

第２項は、附則に、適用区分に関する規定を追加し、改正後の厚岸町国民健康保険税

条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険税について適用し、平成28年度分までの

保険税については、なお従前の例によるとするものであります。

附則であります。

この条例は、公布の日から施行するとするものであります。

なお、本条例の説明資料として、厚岸町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の

一部を改正する条例新旧対照表及び参考資料として、平成25年厚岸町条例第34号厚岸町

国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表を配付しておりますので、参考と

してください。

また、今後の条例改正におきましては、関係法令等の適正な把握に努め事務の執行を

していきますことを申し添えさせていただきます。

以上、簡単な説明でございますが、提案理由と改正内容の説明とさせていただきます。

本件について、ご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

●議長（佐藤議員） これより、質疑を行います。ございませんか。

（な し）

●議長（佐藤議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は、原案のとおり決するにご異議ございませんか。



- 135 -

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員）異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり決定いたしました。

●議長（佐藤議員） 日程第９、議案第49号 厚岸町がん予防保健事業条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

保健福祉課長。

●保険福祉課長（阿部課長） ただいま上程いただきました、議案第49号 厚岸町がん予防保

健事業条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由及びその内容についてご説明

申し上げます。

町では、がん検診に要する費用について、厚岸町がん予防保健事業条例の規定により、

子宮がん検診については20歳以上の方に、乳がん検診と大腸がん検診については40歳以

上の方を対象に検診を実施し、原則検診に要する費用の一部の自己負担額として、子宮

がん検診については1,540円、乳がん検診については、50歳未満1,950円、50歳以上1,640

円、大腸がん検診については710円を負担いただいております。

この負担について、国の補助事業を活用して平成21年度から平成26年度は、子宮がん

及び乳がん検診を、平成24年度からは大腸がん検診の、それぞれの節目年齢の方を対象

に自己負担金を免除してきたところであります。

町においては、この事業を活用して無料化したことにより、子宮がん検診では８％台

から10％台へ、乳がん検診では９％台から12％台へ、大腸がん検診では８％台から10％

台に、それぞれ受診率が向上しております。

平成27年度についても、国の補助制度が決まったことから、この事業を継続し、がん

検診の受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及啓発を目的と

して、対象となる方の子宮がん・乳がん検診、大腸がん検診に要する必要につきまして

免除しようとするものでございます。

改正する内容は、子宮がん検診では前年度において20歳に達した方、乳がん検診では

前年度において40歳に達した方と、昨年度対象とならなかった42歳、47歳、52歳、57歳

に達した方で、平成22年度から平成26年度までの過去５年間において、一度も町の実施

する検診を受診していない方、大腸がん検診は、昨年と同様に前年度において40歳、45

歳、50歳、55歳、60歳に達した方を対象に、平成27年度に限り費用を免除するものであ

ります。

お手元に配付の厚岸町がん予防保健事業条例の一部を改正する条例新旧対照表をごら

ん願います。

新旧対照表によりまして、ご説明申し上げます。

附則第４項は、平成27年度に限り対象者となる方の検診費用の徴収を免除する規定で

ございますが、子宮がん検診では、前年度において20歳に達した方と22歳、27歳、32歳、37
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歳に達した方、乳がん検診では、前年度において40歳に達した方と42歳、47歳、52歳、57

歳に達した方で、平成22年度から平成26年度までの過去５年間において、一度も町の実

施する検診を受けていない方について、それぞれ対象とするものでございます。

附則、第５項は、大腸がん検診について、節目年齢の方の費用の徴収は行わないとす

る年度の規定でございますが、平成27年度も実施するよう、平成26年度までを平成27年

度までに改めるものでございます。

おそれいりますが、議案書20ページにお戻りください。

附則でございます。

第１項、この条例は、公布の日から施行し、平成27年４月１日から適用するものであ

ります。

第２項は、公布の日までの間に検診を受けた方から徴収した費用は、平成27年４月１

日に遡及してその全額を還付する規定でございます

なお、平成27年度の無料検診の対象者は、子宮がん検診では20歳の35名を含めた対象

者は167名、乳がん検診では40歳の58名を含めた対象者は249人名、大腸がん検診の対象

者は674人でございます。

以上、簡単な説明ではございますが、ご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお

願いいたします。

●議長（佐藤議員） これより、質疑を行います。ございませんか。

（な し）

●議長（佐藤議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり決しました。

●議長（佐藤議員） 平成27年度各会計補正予算審査特別委員会開催のため、本会議を休

憩いたします。

午後３時46分休憩

午後４時40分再開

●議長（佐藤議員） 本会議を再開いたします。
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●議長（佐藤議員） 日程第10、議案第42号 平成27年度厚岸町一般会計補正予算、議案

第43号 平成27年度厚岸町国民健康保険特別会計補正予算、以上２件を再び一括議題と

いたします。

本２件の審査につきましては、平成27年度各会計補正予算審査特別委員会を設置し、

これに付託し、審査を求めていたところ、今般、審査結果が委員長からなされておりま

す。

委員長の報告を求めます。

８番、南谷委員長。

●委員長（南谷委員長） 平成27年度各会計補正予算審査特別委員会に付託されました議

案第42号平成27年度厚岸町一般会計補正予算外１件については、本日委員会を開催し、

慎重に審査の結果、いずれも可決すべきものと決しましたので、ご報告申し上げます。

以上、審査報告といたします。

●議長（佐藤議員） 初めに、議案第42号 平成27年度厚岸町一般会計補正予算についてお諮

りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

次に、議案第43号 平成27年度厚岸町国民健康保険特別会計補正予算についてお諮り

いたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ございませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

●議長（佐藤議員） 休憩いたします。

午後４時42分休憩

午後４時43分再開
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●議長（佐藤議員） 本会議を再開いたします。

ここで、会議時間の延長を行います。

本日の会議時間は、本日の議事日程が終了するまで、あらかじめ会議時間を延長いた

したいと思います。

●議長（佐藤議員） 日程第11、議案第50号 財産の取得についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

総務課長。

●総務課長（會田課長） ただいま上程いただきました議案第50号 財産の取得について、

その内容をご説明申し上げます。

このたび取得しようとする財産は、厚岸消防団第２分団に配備される消防ポンプ自動

車であります。

これは、平成27年度特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用して購入取得するもので、

この交付金制度に基づき町が購入した上、契約により厚岸消防署へ管理を委託するもの

であります。

現在、第２分団には水槽付消防ポンプ自動車２台と、消防ポンプ自動車１台が配備さ

れておりますが、このうち平成元年10月31日に購入された水槽付消防ポンプ自動車１台

が26年以上を経過し、ポンプ性能を示す放水力、１分間当たりの放水量が、ともに動力

消防ポンプの技術上の規格を定める省令に規定する基準を満たしていない状況にあるた

め、これを更新すべく、その取得に当たり議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、

または処分に関する条例第３条の規定より、議会の議決を求めるものであります。

なお、先ほど議決をいただいた一般会計補正予算において、このたびの事業執行に当

たり、当初予定していた現有車両と同じ、積載水2,000リットルの大型車両を積載水700

リットル車両総重量８トン未満の中型車両に変更しております。

その理由につきましては、消防署と第２分団との協議において、有事における消防自

動車の出動に際し、運転する団員が大型免許取得者に限られる現有車両と同じ水槽付消

防ポンプ自動車ではなく、普通免許取得者の団員でも運転が可能で、かつ狭い道路や悪

路でより機動力を発揮でき、さらには、初期消火に対応可能な最低限の水を積載するこ

とができる車両を配備してほしいとの要望があったことから、このたび取得予定の消防

ポンプ自動車に変更したものでありますので、ご理解いただきたく存じます。

それでは、議案書１ページ、下記の部分をごらんいただきたいと思います。

１の財産の種類は、物品であります。

２の名称及び数量は、消防ポンプ自動車１台であります。

３の契約の方法は、地方自治法施行令第167条第１号による指名競争入札で、道内に消

防自動車の製造と性能試験ができる工場を有する５社を指名し、入札を執行しておりま

す。

４の取得価格は、金3,445万2,000円也。

５の契約の相手方は、北海道札幌市白石区東札幌５条５丁目14番12号、山﨑自動車株

式会社あります。
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続いて、取得予定の消防ポンプ自動車について、２ページの参考により簡単にご説明

いたします。また、３ページの型式図をあわせてご参照いただきたいと思います。

それでは、２ページをごらんください。

参考として、１の車両概要について。型式は、車体形式がキャブオーバー、シートが

ダブルシートで四輪駆動、エンジンはディーゼルエンジン、乗車定員は５名、全長は5.995

メートル、全幅は1.88メートル、全高は2.85メートルであります。

２の主な仕様・装備について。水槽の容量は700リットル、ポンプ性能は動力消防ポン

プの技術上の規格を定める省令に規定するＡ‐２級で、毎分2,000リットルの放水量を有

するポンプを装備しております。また、空気呼吸器一式。梯子、昇降装置として二連ア

ルミ製梯子。三脚付移動用照明灯コードリール付の照明器具を装備するほか、車両左右

にホースなど、必要式材を格納するスペースを確保できる構造となっております。

３の納入期日は、平成28年２月26日としております。

なお、資料として、６月17日に執行した指名競争入札の結果を配付しておりますので、

参考にしてください。

以上、簡単な説明でありますが、ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いい

たします。

●議長（佐藤議員） これより、質疑を行います。ございませんか。

（な し）

●議長（佐藤議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり決しました。

●議長（佐藤議員） 日程第12、意見書案第４号、憲法を守り、日本を海外で戦争する国

にする戦争立法の廃案を求める意見書を議題といたします。

職員の朗読を行います。

●議事係長（福田係長） 意見書案第４号、憲法を守り、日本を海外で戦争する国にする

戦争立法の廃案を求める意見書。

上記議案を次のとおり提出する。

平成27年６月24日。

提出者、厚岸町議会議員、石澤由紀子。

賛成者、厚岸町議会議員音喜多政東、同じく佐々木亮子。
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憲法を守り、日本を海外で戦争する国にする戦争立法の廃案を求める意見書。

安倍政権は、集団的自衛権行使を認める一連の法案を、今国会を延長してまでも、強

引に成立させようとしています。日本を海外で戦争する国にする道は、許されません。

今国会に提出された安全保障法制は、これまで禁じられていた戦闘地域への自衛隊派

兵を認めています。また、銃弾が飛び交う戦闘現場になっても、活動を休止するだけで、

撤退はしないと決められようとしています。自衛隊員の武器使用については、自己防護、

正当防衛に限られてきたものから、大きく拡大。自衛隊の任務の危険性が格段に高まり、

戦死者が出ることは避けられません。

また、日本が攻撃されてもいないのに、存立危険事態と政府が判断すれば参戦する仕

組みをつくろうとしています。重要影響事態、日本の経済や社会に重要な影響を与える

事態と判断すれば、日本周辺に限らず世界中で米国の戦争支援を行おうとしています。

米国の戦争を支援するために、いつでも自衛隊を派兵できる新たな海外派兵恒久法名

称が「国際平和支援法」と言われています。この法律により、弾薬の提供、戦闘行動の

ために発信準備をしている航空機への給油・整備も可能になります。国際平和支援法の

正体は、国際戦争支援法にほかなりません。

みのように、集団的自衛権行使を具体する安全保障法制は、戦争立法と言っても過言

ではありません。

よって、下記の事項を求めます。

記。

１集団的自衛権の行使を具体化する法案については廃案にすること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成27年６月24日。

北海道厚岸郡厚岸町議会議長、佐藤淳一。

参考送付先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、防衛大臣。

●議長（佐藤議員） 石澤議員に提案理由の説明を求めます。

４番、石澤議員。

●石澤議員 安倍政権は、集団的自衛権行使を認める一連の法案を、今国会を延長してま

で強引に成立させようとしています。

日本は、平和憲法のもとで戦争をせずに豊かな国をつくってきました。自衛隊は戦闘

で１人も殺さず、１人も殺されないできました。平和憲法に守られた日本は戦後70年、

一応すばらしい理想を持った国でした。子どもや孫たちの未来に責任の取れない、取り

返しのつかないことをするわけにはいかないいと思います。

私としては、子どもや孫たちを戦争で殺すことがあってはならないと思い、この意見

書を提出しました。どうぞ、議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。

●議長（佐藤議員） これより質疑を行います。ございませんか。

（「なし」の声あり）
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●議長（佐藤議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。

（「異議あり」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議あり、討論ございますか。

（「あり」の声あり）

●議長（佐藤議員） 討論がありますので、これより討論を行います。

初めに、原案に反対者の発言を許します。

３番、堀議員。

●堀議員 私は、憲法を守り日本を海外で戦争をする国にする戦争立法の廃案を求める意

見書に対し、反対の意見を申すものであります。

二度と戦争を起こさないこと、そして、日本国民の命と平和な暮らしを守ること、こ

れらは最も重要な政治の責任であります。

最近の日本を取り巻く情勢は、残念ながら決して安全だとは言えなくなっております。

具体的には、パワーバランスの変化があり、中国の急速な台頭とアメリカの影響力の総

体的な変化が見られ、特に中国の対外姿勢と軍事動向等は我が国を含む国際社会の懸念

事項となっており、また、大量破壊兵器や弾道ミサイルなどの軍事技術が高度化、拡散

し、北朝鮮は日本が射程に入るさまざまなミサイルを配備しており、核開発も行ってい

ます。

さらには、技術革新の急速な進展もあり、国際テロの脅威や、海洋、宇宙、サイバー

空間におけるリスクも深刻化しており、脅威が世界のどの地域においても発生し、我が

国に直接的な影響を及びし得る状況になってきております。

このような状況の中、私たち日本の安全を守っていくためには、まずアメリカとの同

盟関係を強化しながら、周辺国だけでなく世界中の友好国との信頼関係を深める外交努

力が何よりも重要であります。その上で、万が一の事態、例えば周辺国からのミサイル

攻撃や離島の不法占拠、国際的なテロやサイバー攻撃、そして、海外で危機に巻き込ま

れた日本人の救出など、あらゆる事態に対応できるような隙のない構えで国民を守って

いかなければなりません。いつ起こるか分からない自然災害とは異なり戦争は未然に防

ぐことができます。

日本を取り巻く安全保障上の環境が大きく変化する中で、いろいろな法律を点検し、

隙間を防ぎ、抑止力をさらに高めて、戦争を未然に防ぐこと、それが今回の平和安全法

制の目的であります。

もう一つは、より積極的に国際貢献を行うことができるようにすることでもあります。

どんな国も、今や、一国だけで安全を守ることはできません。同盟国や友好国など国際
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社会との協力が必要で、日本自身が国際社会の平和と繁栄に積極的に貢献する信頼され

るメンバーでなくてはなりません。人道的な国際貢献の活動の幅を広げながら、国際社

会の平和と安全の確保のために、汗を流している他国に対する支援活動も迅速に行える

ようにしなければならないのです。

意見書では、海外で戦争する国になると言われておりますが、そんなことを決してあ

りません。我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しくなる中で、国の存立を全うし、

国民の命と平和な暮らしを守るために、外交努力とともに憲法の範囲内で安全保障努力

を行うことにより紛争を未然に防止したり、その拡大を防止して早期に終結されるといっ

たことを、これまで以上に重視していくとされております。

戦闘地域への自衛隊派兵を認めているとされておりますが、そんなことも決してあり

ません。自衛隊の海外での支援活動は前線から距離が離れたところで実施する、いわゆ

る後方支援であり、戦闘行為が行われている現場では実施しないこととなっております。

自衛隊が支援活動を実施する場合、その近くで戦闘行為が行われるに至った場合はもち

ろんですが、戦闘行為が予測される場合も、現場の部隊長の判断で直ちに活動を休止、

中断することとなっており、これは自衛隊員の安全確保の観点からも当然の対応であり

ます。

存立危機地帯とは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これ

により我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆さ

れる明白な危険がある地帯で、これは他国に対する武力攻撃が発生した場合において、

そのままでは、すなわちその状況のもと武力を用いた対処をしなければ、国民に我が国

が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻重大な被害が及ぶことが明らかな状況を言い、事

態の個別具体的な情況に即して、主に攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、その規模、

態様、推移などの要素を総合的に考慮し、我が国に戦火が及ぶ慨然性、国民がこうむる

こととなる犠牲の深刻性、重大性などから客観的・合理的に判断されることとされ、武

力を行使する際の厳しいルールであります新３要件の１、我が国に対する武力行使が発

生したこと、または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これに

より我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆され

る明確な危険があること。２、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るため、

ほかに適当な手段がないこと。３、必要最小限の実力行使にとどめるべきことの中にも

盛り込まれ、さらに、実際の武力行使には国会の承認も必要とされ、厳しい歯どめをか

けており、むやみに自衛隊を出すことはできないようになっております。

重要影響事態とは、重要影響事態安全確保法のことを言われていると考えますが、こ

の法律は、今までありました周辺事態安全確保法を改正したもので、周辺事態安全確保

法は我が国と平和と安全に重要な影響を与える事態に対応して活動するアメリカ軍への

支援を定めていたもので、我が国の平和と安全にとって大切な法律であったことは間違

いありませんが、その支援対象はアメリカだけであり、その範囲も基本的に我が国周辺

に限られておりました。

しかし、グローバルなパワーバランスの変化、技術革新の急速な進展、大量破壊兵器

や弾道ミサイルの開発、拡散、国際テロの脅威といった安全保障環境の変化を踏まえれ

ば、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態が発生する地域をあらかじめ特定す
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ることき困難であり、また我が国の平和と安全のために活動している国は、アメリカに

限られないことから、アメリカ軍以外の他国軍への支援も可能としているもので、我が

国の平和と安全に資する活動を行うアメリカ軍を始めとする他国軍を支援する、いわゆ

る後方支援は我が国自身が武力の行使を行うものではなく、意見書で口述されている集

団自衛権とも関係のないものであります。

国際平和支援法を国際戦争支援法と言われておりますが、これは全くの誤認でありま

す。国際社会の平和と安全が脅かされ、国際社会が国連決議に基づいて一致団結して対

応するとき、我が国は、その事態にどのように向き合うのか真剣に考えなければなりま

せん。資金提供や物資協力等も含めて、さまざまな貢献の方法がありますが、国際社会

とともに汗を流すということも必要と考えられてきましたが、我が国は憲法９条を遵守

する観点から、他国と同じように武力の行使をすることができません。

しかし、我が国としても国際社会の一員としての責任を、憲法の範囲内で積極的に果

たすことが重要で、国際社会が国連決議のもと、一致団結して紛争を未然に防止したり、

その拡大を防止して早期に終結させるために努力しているときに、我が国がこれに協力

し国際社会の平和と安全を確保することは、ひいては我が国の平和と安全につながるも

ので、これは湾岸戦争後、四半世紀にわたって政府がさまざまな経験を積んで検討を重

ねた結論でもあります。

今回、新法に基づいて国連決議のある場合には、自衛隊は国際社会の平和と安全のた

めに活動する各国の軍隊に支援を行うことができるようになりますが、これらの活動は

国際社会とともに平和のために汗を流すものであり、我が国として、武力の行使を行う

ものではなく、集団的自衛権とも関係のないもので、ましてや、いわれのない国際戦争

支援法と揶揄されるものでもありません。

長々と方便を述べさせていただきましたが、いずれにいたしましても、この平和な日

本の中においては感じづらいかもしれませんが、日本を取り巻く安全保障環境は大変厳

しさは増しており、多くの日本人が世界中あらゆる場所で活躍し、その活動が私たちの

生活に密接に結びついている今日においては、現在、国会で審議中の10本の法律改正を

包含した平和安全法制整備法と国際平和支援法はしっかりとした議論を踏まえた上で、

速やかなる成立を一国民として、切に願うものであります。

よって、これら法案の廃案を求める本意見書には、反対をするものであります。

議員各位におかれましては、よろしくお願いをいたします。

●議長（佐藤議員） 次に、原案に賛成者の発言を許します。

７番、音喜多議員。

●音喜多議員 私は、意見書案第４号、憲法を守り日本を海外で戦争する国にする戦争立

法の廃案を求める意見書に賛成の立場で議論するものであります。

政府は、集団的自衛権の行使を容認する安全保障関連法案を提出しました。

安倍総理大臣は、法案を提出する前からこの国会で法改正を成立させると表明したば

かりではなく、自衛隊法、周辺事態法、国際平和協力法など、本来は、それぞれ丁寧に

審議すべき10本の改正案を一つに束ねて提出し、審議を簡略化しようとしました。
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戦後70年間、平和憲法のもと、我が国が貫いてきた海外で武力行使を行わないという

原則を大きく転換しようとしているにもかかわらず、国民への丁寧な説明や国会での決

定審議を避け、結論ありきで法改正を強行しようとする政府の姿勢は容認できるもので

はありません。

集団的自衛権の行使を認める新３要件には歯どめがなく、我が国に直接武力攻撃がな

くても、自衛隊による海外での武力行使を可能にします。新３要件は便宜的、意図的で

あり、立憲主義に反し解釈変更です。

政府が集団的自衛権を行使して対応しなければならないとする事例は、蓋然性や切迫

性に疑義があり、集団的自衛権の必要性が認められません。

したがって、専守防衛に徹する観点から、安倍政権が進める集団的自衛権は容認でき

るものではありません。衆議院憲法審査会において、３人の憲法学者が憲法違反だと談

じましたし、元政府高官も違憲であると述べております。

また、法案には、国際平和のために活動する他国軍の後方支援の拡大、現に戦闘行為

を行っている現場でない場所での活動の容認など、武力行使の一体化につながりかねな

い内容が盛り込まれています。国際平和支援法案は自衛隊の海外派兵を国会が承認する

期限を努力義務としており、国会審議を形骸化させかねません。

国会は９月末まで150日間延長しました。国民の６割以上が安全保障法制に反対する中

で、何がなんでも今国会での成立という意図は恐ろしさも感じます。戦後生まれが主流

を占める中で、戦争の悲惨さ、残忍さは風化されつつあります。この安全保障法制の持

つ危険性を未来永劫、禍根の残すこととのないよう望むところであります。

賢明なる議員各位におかれましては、この意見書案に理解を示していただくとともに、

賛同を賜りますようお願いし、私からの賛成の立場で討論させていただきます。よろし

くお願いいたします。

●議長（佐藤議員） 次に、反対者の発言を許します。ございますか。

（「なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） なければ、次に賛成者の発言を許します。ございますか。

（「なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） なければ、以上で、討論を終わります。

これより、起立による採決を行います。

お諮りいたします。

本意見書案に賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

●議長（南谷議員） 出席議員11人、そのうち起立者数４人、起立少数であります。
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よって、本案は、否決されました。

●議長（佐藤議員） 日程第13、総務産業常任委員会所管事務調査報告書を議題といたし

ます。

今般、総務産業常任委員会において行った所管事務についての報告書が、厚岸町議会

会議規則第77条の規定により、委員長から提出されております。

この際、委員長に対する質疑、討論を省略し、本報告書のとおり了承することにご異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本報告書のとおり了承することに決定いたしました。

●議長（佐藤議員） 日程第14、各委員会閉会中の継続調査申出書を議題といたします。

次期定例会までの間、閉会中における継続調査申出書がお手元に配付のとおり、各委

員長から提出されております。

お諮りいたします。

本申出書のとおり承認することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本申出書のとおり承認することに決定いたしました。

●議長（佐藤議員） 日程第15、議員の派遣についてを議題といたします。

お諮りいたします。

厚岸町議会会議規則第127条の規定により、議員の派遣についてはお手元に配付した内

容により、議員を派遣したいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、議員の派遣については、お手元に配付した内容により、派遣することに決定

いたしました。

●議長（佐藤議員） お諮りいたします。

本定例会の会議に付されました事件は全て終了いたしました。

したがって、厚岸町議会会議規則第７条の規定により、本日で閉会いたしたいと思い

ます。ご異議ございませんか。
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（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

したがって、本定例会は、本日で閉会することに決定をいたしました。

以上で、平成27年厚岸町議会第２回定例会を閉会いたします。

午後５時12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６月２４日

厚岸町議会

議 長

署名議員

署名議員


