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厚岸町議会 平成２８年度各会計予算審査特別委員会会議録

平成28年３月15日

午前10時00分開会

●委員長（大野委員） 昨日に引き続き、平成28年度各会計予算審査特別委員会を開会い

たします。

本日は、176ページの議案第１号、４款、２項、１目環境対策費から進めてまいります。

４款、２項、１目環境対策費、６番室﨑委員。

●室﨑委員 次のページになりますが、特定外来生物対策というのが出てまいります。予

算説明のときに、ウチダザリガニの駆除というようなお話がありましたんですが、まず

そこのところを説明してください。

●環境政策課長（尾張課長） 特定外来生物対策60万1,000円、新たに予算計上させていた

だいております。

昨年の第３回定例会のほうで堀議員のほうからもご質問ありましたが、ウチダザリガ

ニの関係でもちまして、昨年度、厚岸漁業協同組合のほうで旧尾幌川、こちらではサケ

の放流河川となっておりますけれども、そちらのほうにウチダザリガニのほうが大量に

生息しているという情報があった中で、調査、さらにはその結果から駆除を行っている

ところでございますが、厚岸町におきましてもこのほかの河川、尾幌川、乙幌、大別、

別寒辺牛、チライカリベツ、ホマカイ、この６河川の中での町内全域の河川の生息状況

について、まず調査をさせていただきたいと。それで各河川10カ所のポイントをもった

中でその生息状況を確認した上で、その結果をもとに、当然、昨年見つかりました旧尾

幌川河川での駆除対策も講じていかなければならないと思いますが、まずはその調査経

費を計上させていただいております。

なお、できましたら、私どもの考えとしましては、この予算を通していただきました

ら、５月末くらいまでの中で河川の生息調査をさせていただきまして、関係機関、産業

振興課や漁協さんとの協議連携を図りながら、これに関しての対策経費につきまして、

改めて６月議会のほうで補正計上等をさせていただきたいなという流れでスケジュール

を考えているところでございます。

申し訳ございません。旧尾幌１号川でございます、訂正させていただきます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 わかりました。

ウチダザリガニの被害については、いろいろ言われております前からこの話はありま

したよね。ぜひよろしくお願いしたい。
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それで、ウチダザリガニというのが日本に入れられた経緯は、食料としていれられて

いるのですよね。したがって、非常においしい高級食材だという話も聞いておりますの

で、これの駆除に入ったときにはとったものの有効利用ということも、またあわせて考

えていただければ非常にいいと思いますので、ご検討の材料に入れていただきたいと、

そのように思います。

その上で、特定外来生物ということでまずお聞きしますが、現在、厚岸町が特定外来

生物として非常に問題視し、対策を錬っているものの一つにオオハンゴンソウがありま

すね。今回ウチダザリガニについても手をつけたと。それ以外の、今、厚岸町で関心を

持つべきというか、危険性を十分に認識しなければならない特定外来生物というものに

は、どのようなものがありますでしょうか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 今、委員おっしゃっていただきましたとおり、厚岸町で確

認されている特定外来生物につきましては、オオハンゴンソウ、それとウチダザリガニ、

さらには西洋オオマルハナバチ、アメリカミンクなどございますけれども、特に私ども

が今、危惧するのは、やはりアライグマ、議会の中でもいろいろとアライグマの関係に

ついても厚岸町内での生息状況の確認はされていませんというような答弁をさせていた

だいております。

ただし、いろいろと私どももこの関係を調べてまいりましたら、北海道内におけるア

ライグマの最初の野生化については、昭和54年ぐらいに恵庭市でペットで飼われていた

もの10頭程度が逃亡しまして、酪農地帯のほうに定着し野生化してきたと、その分布状

況が平成７年３月時点では道内24市町村だったものが、平成13年３月末現在では87、さ

らには27年３月末現在では147ということで、拡大部分がかなりふえてきているというよ

うな状況にあります。釧路管内におきましては、厚岸町、浜中町、標茶町を除く各市町

村の中では既に確認情報があるということでございますし、標茶町にも確認したところ、

過去にカメラ等を設置した中で写っていた状況もあるということになりますと、当然こ

のような状況からいいますと、厚岸町においても被害報告等はございませんが、直接的

な農作物といいましても牧草等が主体なものですから、そういった情報はございません

が、既にいるものと想定しなきゃいけないと考えをちょっと改めた中で、これら対策に

ついても検討していかなきゃならないと考えているところでございます。

特に、やはりアライグマは媒介動物とした中ではいろいろと狂犬病等もありますし、

野生化しても凶暴で、アニメ等で放映された部分とは全く違うような状況にございます

ので､十分これら対策を講じていかなきゃならないというような考えに立っております。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 アライグマについては、そういうことだということがわかりました。

それで、対策というのは具体的にはどういうことを考えて、どのように進めていこう

とされていますか。
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●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） まずもって、駆除件数からいいますと、道内各地の中で25

年度には5,317頭ぐらい捕獲されているようでございます。私ども今、駆除するに当たっ

ても、目撃情報等もございませんし、仮にわな等を仕掛ける上でもそういった中での場

所の特定等もできない状況でございますが、ただし、やはりそれを防除活動がすぐでき

るような形にするためには、まずもってこのアライグマに対する防除計画を策定しなけ

れば、すぐさまにはわなをかけるとかといったような、直接的な実施ができないような

状況でございますので、28年の早い時期にこれら防除計画をつくった中で、仮に目撃情

報等があった場合にはすぐ駆除できるような体制を組んで行くことが必要だと考えてい

るところでございます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 はっきりした話ではないのですが、まず私がアライグマに関して聞いている

話は昨年の話なのですが、一つは厚岸町と浜中町の境目あたりのところで、この海を通っ

ていく道ですが、車にひかれた、どう見てもアライグマの死骸があったと、それで急い

でいたので霧多布のほうで用事を足して、帰りに拾って持って帰って、すぐとんぼ返り

するものですから、それで役場に届けようと思っていて、帰りになったらなかったとい

う、そういう話でつくり話をするタイプの人ではないものですから、人柄からいって確

率は大分高いのかなという話が一つ。

それから、これは奔渡の奥のほうのお家ですが、らしい動物を捕獲して、今犬小屋に

入れてあるんだということで、私もすぐ駆けつけたのですが、その前にそこの金網だっ

たか格子だったか、それを食い破って逃げてしまって、私が行ったときにはもういませ

んでした。それで携帯の写真で撮ったのを見ると、ぼやけているもんですからはっきり

しないが、どうもアライグマではないかなというような大きさ、それから形からいって、

いうような、だから、もしかしたらという範囲では既にそういうものに出会っていると

いう状況です。ですから、周辺のところまで、近隣の町でアライグマがきちっと観測さ

れているということは、まずここにも来ていると考えるべきだという今の担当者の見解

は、私もそのとおりではないかなと思います。

それで、やはり生息調査というような、あちこち、これは専門家に聞けばわかるので

しょうけれども、出没しそうなところにおりやわなを仕掛けて生息調査を行うというよ

うなことは、もう既に行ったほうがよろしいのではないかと、そのように思われます。

また、直接の農業被害とか、人に対する危害よりも可能性が強いのは、生態系に与え

る影響ですよね｡それが非常に大きな動物だと思いますので、専門家なんかに言わせると、

これが釧路湿原にどんどんと入ってきたらタンチョウが絶滅するんじゃないかというよ

うなことを危惧している人までいますよね。これは厚岸の別寒辺牛湿原だとかそういう

ところに入ってきたら、同じような状況が起きかねないわけですよね。そういう意味で、

これについてはお願いしたいということです。
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それから、いわゆる特定外来生物の一覧表を見て、その中でおや、と思うのは、アメ

リカミンクとか西洋マルハナバチ、これらも項目に載っていますよね。厚岸町の場合に

は、かつてはミンク工場もありましたし、そこから相当に逃亡していることは考えられ

ます。これは水鳥観察館の専門家などの話を聞きますと、現在そこらここらに出没して

いるイタチ、私のところの庭にもらしきものが出てきますけれども、これはアメリカミ

ンクとの交雑したものではないのかという疑いもあるんだというような話も聞いており

ますので、これらについても調査をしていただきたいわけです。

現在、厚岸町で考えられる特定外来生物といったら、大体そのぐらいのものと考えて

おけばいいのでしょうか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 先ほど答弁申し上げましたとおり、厚岸町内での生息状況

も危惧されると、いて当然じゃないかなというような状況にもなっているのかなと想定

しているところでございます。

今、委員おっしゃっていただきましとおり、生息調査等につきましても、やはり状況

の中で、今、北海道のほうでもアライグマに関しましては、北海道アライグマ対策基本

方針等もございます。それら状況で北海道等もいろいろと関係機関と相談させていただ

きながら、どういった形でその調査等実施すべきか含めまして検討させていきまして、

早期対応ができるような形で検討を進めていきたいと考えております。

それと、また、アメリカミンクにつきましても、26年３月現在では北海道179のうち117

の市町村で確認されております。厚岸町での先ほど申し上げましたとおり、直接的な被

害等の確認はされてはおりませんけれども、このアメリカミンクにつきましても同様の

形で当然生息されていると推測するところでございます。これら防除活動につきまして

も、管内においては弟子屈町では既にこういう防除活動も行っているという情報も得て

おります。まずもってこれら、先ほど申し上げましたとおり対策を講じる上でも、防除

計画を策定した中でその上での対策というような形になりますので、しっかりとした計

画を立てさせていただきまして、関係機関と協議しながら生息状況等含めて調査をして

まいりたいと考えております。

ちょっと時期的なものにつきましては、今後具体的に検討させていただきたいと思い

ます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 オオハンゴンソウについては早くから指定をし、その対策実験とでもいいま

すか、それを子野日公園の一角で毎年みんなが出て、これを摘み取るということをやっ

てきました。それで、昨年の参加者からの話を聞いていますと、目に見えてこのごろは

効果が出てきて、随分と少なくなったというような話を聞いております。ただ、厚岸町

全体のオオハンゴンソウが見事に成育している中からいいますと、ごくごく一部なので

すよね。このようにやると効果があるという、いわば実験のレベルに過ぎないわけです。
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これと厚岸町全域におけるオオハンゴンソウ対策というようなものについては、どのよ

うなことを考えているのでしょうか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） オオハンゴンソウに関しましては、平成19年から子野日公

園内の1,500平方メートルのエリアを試験区域として防除範囲とした中で、この間、開花

する前の時期において手で抜く防除活動、これは環境省等の防除認定を受けた中で実施

をしてきております。当初19年には260キロという数値の中で、かなり太かったものも27

年の実績では25キロということで茎系も細くなってきたという状況にはありますが、た

だ、実施しているのはあくまでも子野日公園内での状況であります。そのほかに私ども

関係機関というか町内それぞれ施設等も管理していたり、道路管理者もおりますので、

町内状況の中での調査というものを行っております。

毎年９月から10月にかけた中で町内全域の中での生息状況というのを調べております

が、26年度においては243カ所、27年におきましてはさらに5カ所増えているという状況

がございます。オオハンゴンソウにつきましては、かなりエリアが膨らんできていると

いうような認識を持っているところでございますが、これを全域的な中での駆除をする

ということは、当然人的含めた中で不可能でございます。そういった中で、かんきょう

通信等を通じた中でオオハンゴンソウの防除の取り組み、試験等も町民の皆様にも周知

させていただくとともに、敷地内でのそういうオオハンゴンソウの処理につきましても

お願いをしているとこでございますし、特に目立つのは、私どもやっぱり生活道路等で

使う国道、道道、町道等での中でやはりそういうエリアがあると、そういった中では、

できる範囲はあると思いますけれども、国や道に対しましては今の繁殖状況等の情報提

供をさせていただきまして、種子を持つ前の段階での草刈り等を行っていただきまして

少しでもエリアの拡大を防いでいただく、そういったような中での情報提供をさせてい

ただきながら、対応を図っていくしかないと考えているところでございます。

いずれにしても、このような形で一旦入ってきたものを駆除するというのは、他の事

例を見ても大変困難な状況でありますし、継続しかないのかなと考えておりますので、

今後につきましても試験的なエリアは小さい状況にはございますけれども、そういった

中での調査、研究をさせていただきながら、情報発信をさせていただくという取り組み

を今後も進めていきたいと考えております。

●委員長（大野委員） その他ございますか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ進みます。

２目水鳥観察館運営費。

６番、室﨑委員。
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●室﨑委員 ここで厚岸湖。別寒辺牛湿原学術研究奨励というものが出ております。もう

何年になりますか、20年ぐらいになりますか、非常に画期的な施策を厚岸町が取り入れ

て進めてきているもので、現在ではそれこそ全国に有名な厚岸町の施策の一つであろう

と、そのように評価しています。それで、昨年は何件この対象としての研究が行われて

いますでしょうか。それから、今年の予定、それともう一つは、今まで積み重ねられた

ものの総数が何件ぐらいになるでしょうか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 厚岸湖・別寒辺牛湿原学術研究奨励でございます。

これにつきましては、平成９年から実施をさせていただいております。平成27年度に

つきましては､応募８件のうちから７件というような状況でございました。ただし、残念

ながら１件の方が自分のご都合でもって取りやめという形になっておりますので、実質

６件での採択実施ということになっております。

この間、いろいろとあらゆる面からの研究等をいただきまして、現在143件の調査、研

究の実績をいただいているところでございます。本年度の予定につきましても、予算額95

万円の中におきまして、今現在まだ予算の確定ではございませんが、水鳥観察館のほう

から各大学、さらには現在までこのような形で申し込んでいただいた、研究をいただい

た皆様のほうに周知、通知をさせていただきまして、募集をしているところでございま

す。我々としましては、１件でも多い募集をいただきまして、その中で審査員となる先

生方にご判断いただいた中で、よりよい研究を採択させていただければなと考えている

ところです。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 非常に学問的レベルの高いところで、厚岸町地域というものを明確にしてい

くという、そういうものの集積がこの厚岸町に残るわけでして、いろいろな施策にこれ

を使っていける、非常に大きな宝を私たちは持っているということだと思うんです。と

同時に、20年進めてきまして、同じテーマが集積されているというものが幾つか出てき

ていますよね。それで昨年も言いましたし、おととしも言ったと思うのですが、そろそ

ろ第２段階のものが出てきていいんじゃないか。要するに、この学術研究奨励という制

度の中から生まれてきたテーマによっては、これを独立させて、また町として支援し、

またそこから生まれた成果は町として利用させていただくものが出てきていいんではな

いかと。

一つの成果と思われるものにトゲウオの研究がありますよね。これについては、翔洋

高校にそういう研究を志向するクラブも出ているようです。一時期トゲウオの研究の国

際学会、相当権威のある学会らしいんですが、これが厚岸で開かれるんではないかと、

そうなれば何とかの宮も出席して、相当に大きなものになるだろうというような話もあっ

たんですが、どこかで消えてしまっていますけれどもね。別にここで学会を開けと言っ

ている意味ではないんですが、そういう第２段階のものというものは、これからつくっ
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ていかなきゃならないということはもう何年も前から私言っていまして、その都度全く

そうなので検討するというような積極的な答弁もいただいているんだけれども、まだ我々

には見えてこないんだけれども、そのあたりどのように検討し、どのようなところまで

進んできたのか、これについてお答えをいただきたい。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） ただいまのご質問でございますけれども、27年度でござい

ますけれども、これは団体、別寒辺牛川、ホマカイ川流域環境保全協議会、これは厚岸

町、標茶町の行政、さらには農協、漁協等の入った団体でございます。この組織を活用

させもらいましてという言葉はおかしいんですが、こちらでも環境講演会等の事業を設

けておりますが、ちょうど厚岸水鳥観察館のほうも20周年の記念を迎えたということで、

この事業とタイアップさせていただきながら20周年記念講演をさせていただいたところ

でございます。その中で、ただいま言っていただきましたように、翔洋高校で研究を頂

いてます、高校生たちの厚岸のひょうたん沼に生息するトゲウオについてというような

講演をいただいたり、また、私どもとしては、厚岸翔洋高校、さらには標茶高校のほう

でも湿原に関する研究を発表いただいたと。さらに厚岸町と縁のある、過去には、先ほ

ど申し上げました奨励事業を活用いただいた先生がそれぞれ大学等でお勤めになって、

またさらに研究されておりますけれど、そういった方々や厚岸町に縁のある先生にもお

忙しい中お越しいただきまして、今回そのような形での講演会を開催することができた

ということは、一つの成果でございます。

その中で、厚岸町の水鳥観察館の20周年の後半部分につきましてはまとめをさせてい

ただきまして、殊、先ほど申し上げました百四十何件の研究奨励につきましても、実績

につきましても、体系づけた中での整理をさせていただいたところでございます。

そういった中で、これら情報発信をさらに進めていきたいという考えもございますし、

過去から提言いただいている中で、別立てした中でのそういう研究、特に、私どもも改

めて今回この講演をいただいた中で、それぞれの先生方、それぞれの視点の中での研究

発表をしていただきましたけれど、特に関心を持たせていただいたのは、私の中ではと

いうことで個人的な視点で申し訳ないのですが、この場で発言すべきではないかもしれ

ませんが、やはり澤井先生という方がいらっしゃいます。この方は、産業技術総合研究

所の活断層研究部門の上級主任研究員の方でございますけども、昔々の別寒辺牛湿原と

いうような題材の中で講演をいただいておりますが、これは地層を過去に奨励事業で厚

岸町内でも進めていただいたところでございますけれど、地層が語る部分は多々いろん

なことが地層によって現在までの過去の情報も得られるといったような中で、わかりや

すい説明をいただいておりますが、そういった中では、それぞれまだまだ厚岸町におい

て、いろいろ百何十件の研究成果はございますけども、特記すべきものがあって、さら

に研究を進めていただければなというような事例もあると思いますので、それらについ

ては現在95万円の予算の枠ではございますが、その中の範囲の中でも別立てということ

も考えられるのかなと思っておりまして、まずもって募集の状況もございますけれども、

過去の研究のほうにつきましても、いろいろと今後厚岸町において改めて研究の意向等
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がないか確認をさせていただきながら、そういった中での募集も進めていきたいと考え

ておりますので、ご理解いただきたいと思います。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 今、お話を聞いていると、非常にこれの意義というものもよくわかってるし、

その中で特にこれからこのテーマではもっと進めていただきたいと、地層の研究だけあっ

てもっと掘り下げていきたいというような話も出てくるのだろうと思います。それはそ

れでよいのですが、それが今ある予算の枠内に別枠をつくるという話で、総額は変えな

いよというのであるならば、今までのものを縮小しますと言っているだけの話になるん

ですよね。このあたりは、やはり別立てというのはやはり予算枠も別になって、特にこ

ういうテーマについては厚岸町として、なお、進めてほしいというものをつくっていか

なければならない部分ではないのかと、それが１点。

それから、もう一つは、こういう非常に興味のあるいろいろなもの、難しく説明され

るとやたら難しくて何がなんだかわからないんだけども、専門家で能力のある人という

のは、素人向きには非常に優しく説明する能力も持っているわけですね。そういうよう

な町民に対して広く興味を持つような話を知らしめていく、そういうこともまた必要で

はないのかと。ただの沼だと思っていたんだが、実はここは全国的に見ても非常に貴重

なところなんだとわかれば、愛着変わりますよね、自分の近所にそういうものがあれば。

それから、これはもちろん学校の中でも小学生や中学生、高校生はもちろんですが、に

そういういろいろなことをここの自分の周りで研究者が研究してくれて、その結果わかっ

てきたことがたくさんあるんだよと。

僕らの子供のときに、川が潮が引くと川底が見えてきますね、そこのところに何か腐っ

た木が刺さっているように見えていたのが貝で、その貝というのが川真珠貝といって非

常に特殊なものだったというような話も、前に水鳥観察館の研究の中から聞いたことも

ありますよ。そういうものがわかると、同じ風景を見ても変わりますよね。その難しい

話はいいんですよ、ごく基本的なこと。そういうようなものを知らしめていくというこ

とも、また、これも大きなことではないのかと。

その２点ですね。もう一度お答えをいただきたい。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） まずもって、予算枠の関係でございますが、これらにつき

ましては、今さら検討かとお叱りも受けるかもしれませんが、改めてそのあり方につい

て、再度検討させていただきたいと考えております。

また、本年この予算を通していただきましたら、28年度予算の関係でもって募集関係

いただいたものの審査会議等もございます。いろいろと審査に協力いただいています先

生方ともまた改めて相談をさせていただきながら、こういう厚岸町のせっかくの奨励研

究等でございます。さらにＰＲできる方法を含めてご相談申し上げていきたいなと考え

ております。
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それと、広く町民の方々にＰＲする方法、殊、わかりやすくということだと思います

し、我々もいろいろと講演会に出させていただきますと、やはり専門用語が飛び交う状

況の中では、なかなか聞いて理解したつもりでも理解に至ってないということもござい

ます。そういう意味では、やはりどこをターゲットということもあると思いますけれど

も、できる限りこの中学生くらいからわかっていただけるような中での概要版等もそれ

ぞれ研究をしている皆様のほうにお願いしてる状況もございますし、さらにそういった

ものを広く町民の皆様に周知させていただく手法についても、さらに検討させていただ

きたいと考えております。

●委員長（大野委員） ほかございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ進みます。

３目廃棄物対策費。

（な し）

●委員長（大野委員） ４目ごみ処理費。

（な し）

●委員長（大野委員） ５目し尿処理費。

（な し）

●委員長（大野委員） ６目下水処理費。

（な し）

●委員長（大野委員） 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（大野委員） ２目農業振興費。

（な し）

●委員長（大野委員） ３目畜産業費。

ございませんか。
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（な し）

●委員長（大野委員） ５目農地費。

３番、堀委員。

●堀委員 202ページの道営釧路太田東部地区草地整備改良事業、その下の道営セタニウシ

地区公共牧場整備事業でちょっと教えていただきたいのですけれども、まず道営釧路太

田東部地区草地整備事業は、なかなかこういう地区の呼び名をしないので、どこなんだ

ろうということをまず１点ですね。事業区域を大まかに教えていただきたい。

そして道営釧路太田東部地区の草地整備事業については、今年は測量試験ということ

で３カ年のほうとかにも載っているのですけれども、次年度以降、用排水整備というも

のがあって全体の事業量も2.1ヘクタールというものがあるのですけれども、これがどの

ようなことをやる、用水なのか排水なのかそこらへんとか、どういうものをやるのか教

えていただきたいと思います。

さらには、その下の道営セタニウシ地区の公共牧場整備事業においても、本年度草地

造成が0.6ヘクタールとなっております。どの地区を草地の造成をするのかを教えていた

だきたいと思うのですけれども、お願いします。

●委員長（大野委員） 休憩いたします。

午前10時37分休憩

午前10時41分再開

●委員長（大野委員） 再開いたします。

産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） すみません、時間をとりまして。

まず、道営釧路太田東部地区草地整備事業の区域でございます。平成28年度から新し

く採択を受けて走ろうとする事業でございますけれども、おおまかに言ってホマカイ川

から東側という区域で厚岸町の区域になります。その部分を昔の厚岸東部といっていて

整備をした区域とほぼ同様の区域なんですけれども、その区域を今度は名称が釧路太田

東部という名前で整備をしようというものでございます。

事業計画にあるよう排水整備でございますけれども、これにつきましては暗渠排水と

いうことで計画をしているところでございます。

それと、セタニウシ団地の草地造成でございますけれども、これにつきましては場所

は、大変牧場の中で位置を示すというのは難しいんですけれども、セタニウシ団地のほ

ぼ中央に管理事務所があるのですけれども、その管理事務所の西側に当たりますが大き

く２カ所に分かれているものですけれども、そちらのほうで草地造成0.6ヘクタールを行
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うという予定になってございます。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀議員 そうすると、まず釧路太田東部というのは地区でいうと太田地区、それと別寒

辺牛地区も全部入る、片無去というのが入ってくるのかどうなのかというのは、それは

さほどの問題じゃないのでいいんですけれども、セタニウシ地区の公共牧場整備事業に

ついては、草地造成といっても草地造成する場所なんてないですよね。排根線除去と考

えていいのかなと私は思っていたんですけれども、それで間違いないのかどうなのか。

何を言いたいかというと、暗渠排水とか草地の造成とか、厚岸町には別寒辺牛川。ホ

マカイ川流域環境保全協議会などというものもあるんですけれども、最近だったら大き

な開発事業というのは、草地の造成事業というのはないですよね。もう20ヘクタール、50

ヘクタールとかというものはない。そういった中で、なかなか該当する漁業団体とかと

も事前にお話をしなければならないというところは最近だとないんだとは思うのですけ

れども、ただ、やはりこういう小さい、いずれにしても山側のほうでちょすといったも

のについて、何かしらの漁業団体も報告というものがあっていいんじゃないのかなと思

うのですけれども、面積案件というのはあえて設けなくても、やはりことしとか今後は

こういうことを計画していますというものを、下のほうにもしっかりと連絡が行き渡る

ようなことというのを考えていただきたいと思うんですけれども、これについてもいか

がでしょうか。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） セタニウシ団地の草地造成につきましては、ご質問者もよ

くご承知のとおり、新しく木の生えているところを切り開いて草地を造成するような場

所というのはありません。ただ、制度上の部分でどうしても草地造成の部分も必要になっ

てくるものですから､今ご質問者が言われたとおり、今やろうとしているところは排根線

を除去しながらそちらのほうを草地造成していこうという考えで進めているものでござ

います。

また一方､上のほうで川のそばで行われる事業ということで、漁業関係機関等々に対す

る協議ということでございますけれども、それは行う事業の内容に応じて漁業協同組合

のほうを通じて協議をするというのも出てくるかと思いますけれども、今回の場合、川

だとかそういう部分での事業によってそういった影響もそれほど今回の場合にはないと

いうことで、改めて行っているものではございませんけれども、当然うちの下の水産業

というものを守るためには、上の部分のこういった酪農地帯の動きというものがかなり

連動すると、深いかかわりを持つという中で、双方、農家のほうについても漁業者のほ

うについても、それぞれそういう認識を持っております。当然、両組合のほうもそうい

う認識の上で行っておりますので、今回のセタニウシについては道営で厚岸町の公共牧

場での事業でございますけれども、必要に応じてそういう対応はとっていかなければだ

めだと思っております。
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●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 山のほうと海のほう、いかに信頼関係というものが醸成されるのかというもの

が、やはり今後いろいろなことを進めていく上で大事じゃないのかなと。大きいものを

やるときだけ話をして、小さいものについては何をやっているかわからないというもの

じゃなくて、やはり小さいものからそういう情報を密にすることによって、今もいい関

係を持っている中においても、今後もより一層いい関係というものを保ち続けるために

も、信頼関係の醸成といった中でやはりこういうものの報告、協議というものを常に心

がけていただきたいなと思うのですけれども、いかがでしょうか。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） そういった部分では、私どもの課、産業振興課は、農業と

水産を担っている課でございますので、そういった部分には十分気をつけて、今後進め

ていきたいと思っております。

●委員長（大野委員） ほかございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ進みます。

６目牧野管理費。

４番石澤委員。

●石澤委員 すみません、牧野管理の中だと思うんですが、さきの畜産産業のところにあっ

た乾燥舎なんですけれども、牧場の、多分管理の中に入ると思うんで聞きたいのですけ

れども、よろしいでしょうか。

●委員長（大野委員） 町営牧場に関することなんで。

●石澤委員 すみません。

この乾燥舎と言っていましたけれども、どういうものをつくるんですか。どんな形の

ものをつくるんでしょうか。201ページ。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） ご質問はちょっと前の部分で３目の畜産業費の中で町営牧

場整備事業でございます。

27年度実施設計を行っていまして、28年度において乾燥舎を整備しようという事業で
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ございます。乾燥舎、どういうことを考えているのかということでございますけれども、

町営牧場、現状乾燥舎という部分は正規な形ではございませんので、病気にかかったり

して体力が劣ってきた牛だとか、そういった部分については、長期間、消化器官のそう

いった発達を促すために乾燥を与えるということが求められるところでございますけれ

ども、現状ラップで処理した草をそういった牛にも与えていたということで、今度はき

ちんと乾燥舎を整備をして、鉄骨づくりになるわけでございますけれども、287.5平米と

いう鉄骨づくりの乾燥舎をつくりまして、その中では大体340個ほどの乾燥ロールを保管

できる施設を建設しようという計画で、平成27年、28年の２回目の事業で防衛交付金の

事業で行おうとするものでございます。

●委員長（大野委員） 石澤委員。

●石澤委員 乾燥をつくるというのは、すごい大変な仕事なんですよね｡今の乾燥をつく

るって相当な技術が必要だし、中途半端な乾燥だったらカビが生えてくるので、これは

病気の牛に食わせるということにはならない状態になると思うんですよ。それをきちっ

と仕上げることができるという前提でこれをつくったということですか。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 現状の施設では、どうしてもそういったきちんとした施設

ではないものですから、ロールにして行っているんですけれども、現状の部分は発酵飼

料に近い状態にもなってしまうということだそうでございます。それで、良好な乾燥状

態を保つ、少なくともそういった質、湿気、水が、牧草が下が水についてしまって粗悪

な草にならないようにきちんとした施設を、土間もちゃんとした中で整備をして、そう

いった粗悪なものにならないように反映した中で乾燥として与えようということで、現

状そういう施設がないがために十分な対応ができなかった部分を徐々にそういった改良

しなければならない町営牧場の中を、順次施設整備を進めていこうということで進めて

いるものでございます。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 では、その乾燥舎というのは、ロールを入れてその下から乾燥する機械か何

かで湿度をなくすることもするという形になるのですか。この金額が5,900万円ですから、

相当なあれだろうと思ったのですけれども。

それと、草の状態も多分刈りおくれの状態までもっていかないと、乾燥という形には

ならないと思うんですよね。普通の７月ぐらいのころでつくった乾燥であれば、必ず湿

気呼びます。どんなに乾かしても湿気を呼びます。ですから、それは返ってきちっと乾

かした上でロールパックをしてしまったほうが、牛に与える場合にはいいんですよね。

特に育成乳ですから、お腹の状態をつくるというのは、今この乾燥舎、どうやってつく

るのかなと、それのほうが不思議ですね。ただ、本当にそういうものも全部備えた上で
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の乾燥状態にするというふうになるんですか。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） この乾燥舎は、極端に言うと先ほど石澤委員言われたよう

な草を刈り取ってきて入れて、その乾燥舎の中にいて乾燥させようという施設ではござ

いません。草を刈りこんで、ある程度乾燥させたものをロールで持ち込んでいきます。

それを湿気の及ばないようにして保管をする施設。ですから､箱だけで中は何もありませ

ん。

今の現状はどうかというと、そういった湿気対策もした施設でないがために、どうも

ロールの牧草自体も粗悪な部分になりがちだということで、ちゃんと床、壁、屋根の整っ

た施設の中で乾燥ロールを保管するための施設ということでございます。

●委員長（大野委員） ４番石澤委員。

●石澤委員 ごめんね、私、絶対無理だと思うんです。これは断言できる。厚岸の場合、

霧がすごいですよね。それで、どんなに上手につくっても、乾燥というのはとっても大

変なんですよ。８月末になって一番草がほとんど枯れた状態になって、３日間がんがん

の天気が続いた上で本当に乾燥した、これだったらもう燃えちゃうんじゃないかぐらい

の草をつくって、初めて乾燥として保管できるのですよ。町営牧野のロールパックとか

見ていましたら、早いですよね、刈る時期も。刈る時期も早いし、草を乾かす流れを見

ていてもすごい早いですね、もうロールしちゃったんだというような感じがすごく見受

けられました。あれをきちっと根本的に草をとるとり方自体から全部きちっと考え直さ

ないと、この乾燥舎というのは、そういうのがあることはいいと思いますけれども、こ

の乾燥舎は単なる建物だけになって、中身のないものになると思います。だから、これ

をつくることでよいものをと、若牛にとっては本当にばりばりの草が一番いいですから、

胃袋に刺さる位の草をつくるべきだというのは、これは私らもよくわかっています。そ

ういう草をつくるということは、肥料とかも控えめにしていかないとならないし、堆肥

を使っていますよね。だから堆肥を中心にした草ということも考えていかなきゃならな

いし、親牛と同じような草をつくっていたら、子牛の胃袋は育ちません。だからそれも

あるんで、その堆肥舎をつくったからいい乾燥ができるんじゃなくて、乾燥をどうやっ

てつくるかということから見直してやってもらわないと、これただのもったいない状態

になると思うので、その辺は技術をちょっともう１回蓄積し直してもらうということも

必要かと思います。

どうですか。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 町営牧場も供用を開始してからかなりの年数がたってきて、

既存の施設自体もかなり老朽かしていると、あるいはそういった需用に対応できるよう



- 155 -

な施設に不備もあるということで、町営牧場は今回のこの乾燥舎が初めてではなくて、

それまでに衛生舎を整備して、今度乾燥舎を整備して、そして29年度には隔離牛舎のほ

うも手をかけていきたいという計画をしてございます。そういうような形で徐々にハー

ド的な部分を整備しようと。

現状はどうだったのかというと、そういった施設がないがために、刈った草も野積み

をしてということで、晴れてばかりいませんから、雨が降ったり雪も降ったりだとかい

ろいろな部分もあります。そういった粗悪な環境に耐えられなくて、せっかくの草も悪

い状態にしてしまうということも、これはどうしてもあったんだろうなと。ただ、こう

いった施設整備をすることによって、今、石澤委員が言われたような難しさはあるかも

しれませんけれども、その土台はできたと、あとはその施設を使って職員がどう工夫を

しながら少しでもいい草を、１年とはいいませんけれども、何年間か除々にでもそうい

うような取り組みをしていくという土台はできるんだろうなと思っておりますので、私

も余り草づくりの部分では全然知識もないわけでございます。町営牧場の場長等とも、

あるいは職員等とも相談しながら、必要に応じて農業協同組合の方々の話もお聞きしな

がら、そういった方向に向かえるように今後も努力していきたいと思います。

●委員長（大野委員） ほか、ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） 進みます。

７目農業施設費。

（な し）

●委員長（大野委員） ８目農業水道費。

（な し）

●委員長（大野委員） ９目堆肥センター費。

ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） ２項林業費、１目林業総務費。

６番、室﨑委員。

●室﨑委員 215ページに出てくる有害鳥獣駆除奨励、ここで、いわゆる有害鳥獣の話を全

部まとめてやりたいのでお願いいたします。

前に交通防犯費のところで鹿の話をちょっといたしました。国道に飛び出してくる鹿
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による事故を防ぐというためで、フェンスを張ったんだけれども、これで事故はぐんと

減るだろうと思ったんだが、ぐんと減らないどころかむしろ増えているんじゃないかと

いうようなことさえ考えられる統計が出ておりますね。

まず、ここから入りますが、思ったような効果は統計上出てこないフェンスによって

地域が分断されます。非常に長い壁ができて、鹿だけじゃない、いろいろな動物がそこ

から向こう側に行けなくなってしまう。これは世界的にもいろいろな例がありまして、

アメリカのフロリダの自然公園の中で高速道路か何かをつくって、フェンスをずっと張っ

たんですね。そうしたら、そこにいるライオンがそれを越えて行き来ができなくなった

ために近親交配が進んで、絶滅の危機に瀕しているというようなニュースを聞いたこと

があります。また、オーストラリアでは、名前を忘れたんですが犬の仲間で人類が向こ

うへ入ったときに連れていったんじゃないかという、犬の祖先の形態を非常に残した犬

の仲間が、今野生化してものすごくいるわけですね。それで北アメリカのコヨーテのよ

うに農業被害を起こす。それでずっと何とかウオールというものを張って牧場を守ろう

としたんですが、ほかの生物も全て行き来できなくなって、それでいろいろな生態系の

影響を及ぼしているという話も聞いたことがあります。

今回、釧路厚岸間だけで40キロ、四十何キロ、これが根室までずっとということにな

りますと、相当の距離ですが、現在、途上とはいいながらそういう壁がずっとできてく

るわけですね。前の鉄パイプをやっただけのものは、鹿も通って歩いていましたから、

そういう生態系の影響はなかったでしょう。そのかわり鹿を抑える意味もなかった。景

観を壊しただけ、あとは何の意味もなかった。そのときに、私は議会で言ったけれども

余り相手にされなかったということもありますが、今回このような鹿を抑えるというこ

とは、少なくとも目で見た感じではあるんですが、交通事故を減らす効果は余りないよ

うなこのフェンス、これをつくるに当たって、当然生態系の影響はあるんではないかと

予想というよりは危惧されるわけですが、これはこういうものをやるときには環境アセ

スメント、影響力調査、こういうものが行なわれなければならないはずなんですが、こ

れ事業主体は国だと思うんですけれども、やっているんでしょうか。町としてはそのあ

たり、調査していますか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 進入防止柵設置に係る中での環境アセスメント等の対応で

ございますけれども、私ども国のほうに北海道開発局釧路開発建設部の担当のほうに確

認したところ、既存の一般国道の交通安全施設の設置、当然鹿を初めとした野生動物の

進入を防ぐだめの設置柵でございますけれども、国においては環境アセスメント実施の

対象とはなっていないということでお聞きしております。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 国はやっていないということですね。環境に影響あろうとなかろうと、どう

でもいいということだと思うんですが、では厚岸町としてこういう施設が生態系に影響
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を与えると考えていますか。その点、厚岸町の見解はどうでしょうか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 動物の生態系の影響でございますけれども、当然懸念され

る状況にあるかと思います。棲息地の分断によりまして、動物の生息域の影響、個体レ

ベルの行動範囲、さらには個体の郡内、あるいは個体群内間の交流の分断、分断するこ

とによって個体が分かれてしまうと、そういった中での影響も出てきますし、特に行動

範囲の広い大型や中型のほ乳類については、行動圏が分断されることによりまして生息

場所を求めて人家や耕作地等にあらわれて、さらに人間社会とのあつれきを生じさせる

原因の一つになり得ると思われますし、あとは個体群の分断によりまして遺伝子的対応

性が減少、劣化するという懸念もございます。お互いの個体群の分裂することによりま

して交流が不可能になった場合については、徐々に個体群が消滅してしまい、その地域

での種の絶滅につながる可能性もあるというような見解も出ておりますし、厚岸町にお

いてもそのようなことだと考えているところでございます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 何か一つやると副作用は必ずあるんですよね。

昔、ある島で毒蛇がすごく出るので、それの被害が多かったので蛇をとるマングース

を放したら、マングースは蛇をとらないでほかの生物をどんどんとってしまって大変な

ことになって、マングースの駆除で今も手を焼いているというような話もありますから、

なかなか難しいものなんです。

厚岸町は非常に懸念を持っているということがわかりました。そういうことについて

は、やはり国に対してきちんと厚岸町の見解を表明する必要があると、そのように思い

ますがいかがでしょうか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 今、国の事業でもってこのような形で進めてきております。

当然、国道内の安全対策としてこれを否定するものではございません。ただし、やはり

懸念される中では、動物等の生態系の影響等も大きく懸念されるところでございますし、

今現在42.何がしの区間のうち44.223キロ、厚岸間の中での国道区間がありますけれども、

このうち柵の設置というのが26年度現在21.5キロということで半分ぐらいは来ておりま

すが、現在ラムサール登録湿地周辺、要はごみ処理上のへんから水鳥の過ぎまして、カ

ヌーの中間地点までの区間については設置はされておりません。国におきましても、や

はりこの区域につきましては環境アセスメント等の状況はやっておりませんけれども、

仮に設置するのであれば、当然環境省等にも十分な協議をさせていただきまして、意見

交換の上で整備を進めたいというような意向を聞いておりますし、厚岸町としましても、

やはり今後生態系における調査等につきましても、要所要所実施していただくような方
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向で検討いただきたいということでの要請はしていきたいなと考えております。

●委員長（大野委員） ６番室﨑委員。

●室﨑委員 厚岸町は海と山、漁業と農業を基幹産業とする町ですよね。ここでは、自然

状態がきちんと保全されていなければ我々も生きていけないという、そういう町だとい

う基本認識を持って、環境問題に対しては非常に先進的に取り組んできている町です。

そういう立場から、やはり環境アセスメント一つしないで､いやいや背に腹は変えられな

いんだからといってやっていくやり方はやはり乱暴だということは、きちっと機会ある

ごとに言うべきだと思うのでよろしくお願いしたい。

それで、次に行きますが、有害鳥獣というと一番最初に出てくるのは現在は鹿ですよ

ね。鹿の被害というものについては、特に農家では悲鳴を上げていると、これはもう何

年も続いています。これは道でも町でもこれに一生懸命力を入れているわけですが、今

回駆除に関して新しい体制をつくって効果を上げていこうと考えているというお話もあ

りましたので、そのあたりからまず説明をしてください。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 町長のほうからも28年度行政執行方針のほうでも述べさせ

ていただきいておりますけれども、当然エゾシカを初めとする野生動物等の農業被害や

交通事故、生態系への影響など、深刻化しているのは当然の状況になっております。

これらにつきましては、現在厚岸町野生鳥獣被害対策協議会、これにつきましては厚

岸町、さらには農協、それと猟友会厚岸支部など関係機関で構成している組織でござい

ますけれども、こちらで現在まで計画的な駆除を行ってきているところでございます。

平成25年度以降につきましては、エゾシカ駆除につきましても1,000頭から2,000頭に増

やすというような施策の中で、現在予算上からいいますと27年度は2,600頭の駆除を目指

していきたいと考えているところでございます。

これら計画的な駆除のほかに、これは基本的には猟友会のハンターさんが直接駆除対

策でもって駆除いただくような方式での駆除でございますけれども、このほか新たに鳥

獣被害の対策の実践的な活動を担う厚岸町鳥獣被害対策実施隊をこの４月から設置しま

して、新たな対策としましては、今まで個々の駆除体制でもって実績を上げていただい

てはおります。その中で各ハンターさんも努力いただきながら一定の駆除を行っていた

だいておりますけれども、近年やはり鹿等につきましてもなかなか捕獲するのも大変に

なってきていると。要は撃たれない場所、市街地や鳥獣保護区といったような中で、な

かなか駆除するのも大変だというようなこともお伺いしております。この実施隊におき

ましては、鳥獣被害対策会議、これを年１回から２回というような中で、各機関、個人

もそうですけれども、持っている情報をまずは共有化しようと、共有化するとともに、

また対策についてもいろいろと検討しましょうという組織を立ち上げていきたいという

ことで考えおります。これら体制につきましても、鳥獣被害実施隊の隊員につきまして

は非常勤の特別職というような中で対応させていただくと、さらには一斉捕獲、これに
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つきましては囲いわな等によるエゾシカの捕獲等も検討しておりますし、あとエゾシカ、

カラス、これらについてもハンターさんと私ども実際に入るメンバーでもって一体的な

中で駆除を行ってみたいと、そういうことであらゆる手を尽くす、検討する、そういう

組織を立ち上げたいと考えているところでございます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 実際の駆除に当たっている現場を知っている人たちからも話を聞くことがあ

りますが､今そんなことを言っても始まらないんですが、やはり道の動きが遅過ぎたとい

うことはもうはっきり言える。こうなる前に打つべき手をぐずぐずしていた、こうなる

よってもう当時から、それこそ10年も前から、もっと前からきょう今日このようになり

ますよということは現場からは声が上がっていたというのですね。ところが、道のほう

はメスを撃ってはならないということを墨守して、結局後手を踏んでしまったというよ

うなことをるる聞かされます。今それを言ってもどうにもならないんですが、そういう

ことだろうと思うんです。

それで、今回、今までも切ない努力をしてきたんだけれども、データによっては少し

減ってきたというような話もあるんですよね。だけれども、鹿に戸籍があるわけじゃな

いですし、見る人によってはそれは勘定した分が減っただけのことだという人もいます。

そのあたりは私は専門家じゃないのでよくわからない。ただ、いまだによく目につくし、

それから場所によっては100頭を超えるような大集団が道路脇にずっといるのを見ること

もあります。そういう中でこういうものをつくって、少しでも効果を上げるものをやっ

ていきたいということは大いに結構なので、これについてはもうぜひお願いしますとし

てこちらは言いようがないんです。

その上で、今、情報の共有化というようなお話もありましたが、現場の中では一つの

方法として、大震災なんかのときにテレビなんかで随分と報道されているビックデータ

という考え方があるんですね。個々の記録からは見えてこないものを全部集積すると、

そこのところに一つのものが見えてくるというような話です。それで、とてもビックだ

なんていえるようなものではないんだけれども、例えば、鹿を、地元の猟友会の方が今

年中有害駆除に出ているはずですが、それから料金ありますよね。そういうときに鹿を

１頭とりますね。そうしますと、それは町のほうに何らかの形で報告があるんだろうと

思うんですが、そのような報告はあるんですね。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） まずもってエゾシカ等の有害駆除に当たりましては、各ハ

ンターさんのほうに一定期間の中での駆除できそうな想定頭数を出していただいており

ます。ある程度年何回かの期間に分けた中で有害駆除を行っておりますけれども、その

中で、例えば２カ月であれば２カ月の期間が終わった段階でもって、今交付金等をいた

だいている関係がありまして鹿の尾でもって有害個数の確認をさせていただくと、そう

いう中で、私ども協議会のほうの事務局も担っております状況で、それら各ハンターさ
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んに来ていただいて部位の確認を写真で撮った中で申請をしているというような状況で、

そういった中での頭数確認をしております。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 それで、厚岸町で鹿をとった全ハンターからデータをとれれば一番いいんで

すけれども、それはなかなか難しいでしょう｡飛行機でぽんと来て撃ってぽんと帰る人も

いますからね。だからまずは地元のハンターさんの猟友会の方々の協力をいただいて、

何頭とったかだけじゃなくて、いつどこでとったかというデータをもらうということが

できれば、それを図面に名刺を切って碁盤のようにあの何番のところで何月何日にとっ

ているというようなものがずっととれると思うんです。そうしますと、それを集積しま

すと、この時期にはここらに固まっているというおおよその状況が出てくるんではない

かなと。そこの報告にないところにはいないという意味ではないですよね。でも、ここ

でとりましたというのがはっきりわかると、ここにいたということはわかりますよね。

そういうようなデータ化が非常に今後の駆除を実際に行う方にも、それからその司令塔

となる役場の担当の方にも非常に必要ではないのかと。

一部話を聞いていますと、そういうわけで国も動き出しているのですけれども、国有

林何やっているんだと、全部国有林に逃げ込んじゃってそこのところは野放しになって

いて、そこからこっちへちょろちょろ出てきたのを我々が駆除しているだけではないの

かというような批判が全道の会議の時に随分と出て、これは去年でしたかおととしでし

たか、その後国有林内の駆除についても力を入れますというようなとになっていったと

いうような新聞記事を読んだこともありますけれども、ただそれは、おそらくそうなん

でしょうけれども、数値データとして出ているものではないんですよね。ですから、こ

こでこういうふうにとったというものの集積、そういうことをぜひ行うことは、やはり

こういう対策をどんどん進めていくうちの基礎となるものの上で有用でないのかという

気がするんですが、その点はいかがでしょうか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 今、ご質問いただきましたとおり、それぞれ捕獲した方々、

ハンターさんのほうにおきましては、どこでとったということを報告していただく、北

海道のほうで取りまとめを行っているところでございます。

一般資料につきましても、同じく集計がなかなか大変な、全道枠の中なものですから、

集計というのは１年おくれ１年おくれでございますけれども、そういった中でのメッシ

ュ状況の中でのそういう資料も提供いただけるということも聞いておりますので、今現

在は各ハンターさんがそれぞれのエリアの中での対応をいただいている状況にあります

けれども、一般狩猟を含めた中でどういったところで統計的に捕獲できているのか、そ

ういう情報につきましても収集していった中でぜひ活用させていただきたいと思ってお

ります。
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●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑議員 それで、道がそういうものに取り組んでいるということは聞いています。た

だ、全道ということになると量が大変多いですよね。なかなか出てくるまでに時間的な

経緯があって何年も前の資料が今出てきても余り役に立たないということにはなりかね

ませんよね。私が言っているのはそうじゃなくて、小回りのきく厚岸町なら、厚岸町だ

けで手持ちの資料でもって、まずは厚岸町だけつくってみるというようなことができな

いのかということを言っているわけです。道がこしらえて出てくるのをただ待っている

だけでは遅いんじゃないかという気がするので、そのあたりいかがでしょうか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） おっしゃることは十分理解いたします。

当然、過去のデータの中でもやっぱり最新なもので対応していくべきだと思いますし、

町でまとめ切れるものかどうか、その辺を含めてちょっと検討させていただきまして、

今後のこの自治体での活動に生かせるような形で検討させていただければと考えており

ます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 鹿については本当に大きな問題ですので、ぜひ効果がある対策を少しでも進

めていただきたいと切に願うものです。

それで、次に同じ有害鳥獣の中のカラスについてお聞きします。

カラスについても、特に農家中心に被害が大きいと聞いております。その現状という

ものをお知らせいただきたい。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） カラスの農林業被害等についてでございますけれども、主

にやはり牧草とかになるわけでございますけれども、被害状況は26年度におきましては、

牧草ロール400個、さらにはデントコーン４ヘクタール、子牛30頭というような中で被害

状況が報告されております。金額ですと828万6,000円というような被害金額が出ており

まして、これについては平成24年以降、やはり上がってきているという状況にあります。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 私ども素人には項目だけではちょっとわからないので、もうちょっと具体的

に聞きたいんですけれども、牧草ロール何件、それからデントコーン何件、子牛何件と

いう言い方をしたんですが、牧草ロールというのは牧草ロールに穴をあけて使いものに

ならなくしてしまうということですか。それから、デントコーンというのはどういうこ
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となのか。デントコーンの飼料袋に穴をあけるということなのか。それから、子牛とい

うのは子牛を直接攻撃するということですか。それともある状態のときに何かをやると

いうことですか。そのあたり、もうちょっと具体的に教えてください。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 大変申し訳ございません。ちょっと具体的な中でのご説明

が不足しておりました。

カラスについては、牧草ロールのラップに穴をあけてしまう、このことによって飼料

価値がなくなってしまうという状況もありますし、牛舎に入って配合飼料を食べ散らか

すといった被害もございます。また、分娩槽で生まれたばかりの子牛などに傷をつけて

しまって、これも金額になかなかあらわせないような被害状況もあるということでござ

いますが、先ほど申し上げましたのは、それぞれ換算した中での被害状況としてはこれ

は釧路太田農協さんのほうからのデータ等もいただいて積算している金額でございます

けれども、牧草ロールについては26年度400個程度の被害があると、さらにはデントコー

ン畑の中でもやはりそういったカラスによる被害も４ヘクタールぐらいあると、それと

先ほど申し上げましたような中で、子牛に対するカラスの被害も30頭くらいあるという

ような報告等を受けた中での被害額、先ほど言いました828万6,000円という数字がデー

タとして出ているところでございます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 私が困っているんだという話を聞いたときには、これ以外にも子牛を養育し

ている方が、餌箱の中にカラスが入ってきて、餌をついばんでふんをしていくんですね。

ふんの入った餌を子牛が食べると下痢してしまって、体力をどん落とすというようなこ

とで頭を悩ませているという話も聞いておりました。この八百何万円という数字に今答

弁の中でもおっしゃったけれども、出てこないようなものも含めて、相当にカラスには

今農家は頭を悩ませていると見て間違いはないだろうと、そのように思います。

それで、これについても地元の猟友会に有害鳥獣駆除ということでお願いしているん

ですよね。ただ、カラスというのは非常に飛行能力がありまして、これを鉄砲で撃ち落

とすというのはなかなか腕が必要なんだそうですね。それで有害鳥獣ですので、報償金

も出ていると聞いていました。確か一羽について500円とか600円とかいうような数字で

なかったかなという気がするんですが、そのようなものなんでしょうか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） まずもって先ほど子牛の関係につきましても、委員おっしゃっ

たとおり餌にふんをしてまた下痢を起こすというような情報もお聞きしていました。答

弁のほうに漏れていた状況にございます。

カラスの捕獲奨励金につきましては、現在一羽、平成25年度までは200円でしたが25年
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度以降400円というような形で倍額にはなっております。

●委員長（大野委員） ６番室﨑委員。

●室﨑委員 農家の方に聞きますと、有害鳥獣駆除をやっている鉄砲をやってくださる方、

自分のうちに一週間ぐらい泊まりがけでやってくれないかと、１日10万円出したってい

いというような冗談を言うぐらい困っているんだという話も聞いています。

それで今の報償金ですが、これは実費というよりは気持ちのお礼というようなものだ

と受け取っているよと、だからそんなプラス・マイナス計算なんかしていないよと有害

鳥獣駆除に邁進してくださっている猟友会の方はおっしゃっていましたけれども、玉を

一発撃つと200円にちょっと切れるぐらい、160円とか180円とかいうぐらいかかるんだそ

うですね。２発で一羽しとめるといったら、これはゴルゴ13並みの腕だと、本当の大名

人だと聞いています。そうしますと、有害鳥獣駆除というのは実費持ち出しの善意によっ

て成り立っているということになるんですよ。それでできているということはまさに美

談です。これはやってくださっている方に十分感謝しなければならないし、私もありが

たいなと思っている一人です。ただ、このやり方で長続きするかどうかなんですよね。

自費持ち出しの善意におぶさるような形で有害鳥獣駆除、それがごく微々たるもので１

回か２回で終わるのならいいんだけれども、このように被害が大きくなってきて体制と

してきちんと行わなければならない重要問題であると解釈される事態になってきている

ときに、その実働部分というものについては善意に頼っていると、持ち出しでやってく

ださいということは、なかなか長続きしないんじゃないかと、やはり検討課題じゃない

かとそのように思いますけれども、いかがでしょうか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 今、委員ご質問のとおり、散弾銃で駆除するわけでござい

ますけれども、一発100円か200円ぐらいの玉の値段になるという状況で伺っております。

１日の捕獲活動はその方によりますけれども、10羽から20羽程度の駆除をしていただい

ておりますが、今申し上げました先ほどの奨励金、400円ですと20羽で8,000円と、その

うち玉の使った数が持ち出しと、経費というような形になりまして、ボランティアの状

況と同じではないかというようなご質問でございますけれども、本当に善意、やはりそ

ういった中での困っている農家を初めとした町内の状況を理解いただいてご協力いただ

いているというのが実態かと思います。

他の町村も見ますと、現状の中、厚岸町よりも低いところもございますし、ボランテ

ィアの町もあります。さらには検討した中で日当払い、１日に4,000円程度というような

金額の町もございますけれども、なかなか今このカラスの駆除につきましても、200円に

つきましてはそれぞれ町と農協との100円ずつの持ち出し、交付金で200円をいただいて

いると、交付金を請求するに当たりましては、カラスの足を証拠物として写真撮りをし

た中で請求するといった状況もありまして、なかなか捕獲するのは頑張るけれども、や

はり足を切るのは抵抗があるとか、そういった本当に切実な状況もあります。そういう
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中で本当に頑張っていただいているというのは実態でございまして、奨励金の額だけで

はございません。こういった中での厚岸町の現状を改めて関係機関、さらには猟友会の

ハンターさん等に知っていただきながら、厚岸町の現状の中での野生鳥獣全般の有害駆

除に対しての認識をさらに深めていただきながら今後の対応を図っていただくというこ

とも大切でしょうし、現状の奨励金の額が妥当なのか妥当でないのか、またいろいろと

ご意見を交わさせていただきながら、今後の中で検討させていただきたいと思いますし、

カラスについても先ほど申し上げました自治体の中での一斉駆除ということも視野に入

れて検討しております。これら含めた中で総合的に検討させていただきければなと考え

ております。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 わかりました。担当者は問題点を全部把握した上で答えているものと思いま

すので、ぜひご検討をいただきたい。

ただ、一言ちょっと申し上げますが、こういう話のときによく出てくる言葉にボラン

ティアという単語があるんですよね。ボランティアというのはこの前ちょっと私も興味

があって辞書で引いてみましたら、あれは志願兵という意味なんですね。要するに、義

務でなくやるのをボランティアというのですね｡ただで使っていいよという大義名分がボ

ランティアではないんですよね。ですから、いつの間にか何か日本ではボランティアと

いうとただで人を使うことだというふうになっているんだけれども、どうも本来の意味

からいくと違うようですので、そのあたりも含めてやはり十分効果のある体制をつくっ

ていただきたいなと思います。今、検討するとおっしゃったのでよろしくお願いしたい。

それから、最後にしますが、やけんじゃなくて、ノイヌといわれている分野がござい

ます。完全に野生化した犬、もともとは飼い犬だったかもしれないけれども、生まれつ

き飼い犬ではないかもしれないけれどもというのですね。ひところはこの町の北側、東

も西も太田の地域も浜中町につながるほうの地域も非常にそこに住んでいる方が危険な

目に遭うぐらい被害があったんですが、このごろはどうなんでしょうか。その状況と対

策について教えてください。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） ノイヌに関しての状況でございますけれども、過去にはや

はり主に山間部のほうで集団化した中で、農家で飼っています家畜などに対して危害を

及ぼす危険があると、さらには学校等も近い地域がございますので、児童に危害を及ぼ

すような状況で不安だというような情報もございました。ただし、鳥獣被害の捕獲の許

可を取得した中で今駆除を行っておりますけれども、毎年毎年農家等の住民からの情報

をいただいた中で、猟友会の厚岸部のハンターさんのほうに指導いただきまして、駆除

体制は行っております。その中で毎年駆除等は行ってきてはおりますけれども、やはり

過去よりは減ってはおりますけれども、毎年数件の報告があって駆除に出動いただいて

いるというような状況でございます。
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ただし、幸いにしてそういう農家被害、さらには人的被害を及ぼすような情報までは

至っていないという状況にございます。

●委員長（大野委員） ほかございますか。

３番、堀委員。

●堀委員 私、216ページの森林資源利活用についてお聞きしたいんですけれども、ここで

林地残材等収集・おが粉製造委託料ということで計上されているのですけれども、ここ

で製造されたおが粉の現在の利用というものは、どのように利活用というものはされて

いるんでしょうか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） これにつきましては、町有林内の林地残材を収集した上で

おが粉製造をしております。これは町営牧場内にあります堆肥センターの水分調整剤に

活用するほか、牧場内での牛の敷料の一部にも活用させていただいているところでござ

いまして、製造につきましては3,000立方メートルをこの事業でもって製造活用させてい

ただいている状況にございます。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 そうすると、堆肥センターの水分調整剤と町営牧場の一部の敷料に使われてい

ると、ただ、いずれにしても堆肥センターの水分調整剤の全てが賄える、また町営牧場

の敷料の必要量の全てが賄えるというような量じゃないと思うんですけれども、そこで

ちょっと提案なんですけれども、せっかくこのおが粉、おが粉ですから本当に細かい粉

なんですけれども、もう少し大きなウッドチップ系につくる。そういうことが現在行わ

れている機械でできないものなのかなと。ウッドチップとして、それじゃ何に使うんだ

といえば、子野日公園とか森林センターとかのそういう園地帯の散策路とかのところに

敷き詰めて、観光客や町民の人方、例えば子野日公園の散策路もそうなんですけれども、

下が全部土ですよね。歩くと結構足にこたえる、また天候の悪いときには都会から来た

人方とかは、やはり靴の裏に泥がついてしまうというような中で、なかなか何キロも散

策するというものが困難になっているようであります。そこに粗めのウッドチップを敷

き詰めることによって足にもいいですし、また靴の汚れや何かもなく、また園路として

もきちんと整備された感じを与えるということでは、いいのかなとも思うんで、ぜひと

もそういうようなところにも利活用するようなことができないのかなと思うんですけれ

ども、いかがでしょうか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） まずもって今、製造の面からお話をさせていただきたいと
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思います。この林地残材収集とおが粉の製造委託につきましては、森林組合のほうで受

託いただいた中で実施しております。森林組合で現在持っているおが粉の製造機につい

ては、当然チッパーという状況でございますので、大きなについてはある程度細かいも

のから大きなものまでできる状況にありますし、そういう製造関係についてはできるも

のかなと思います。

今まで私ども堆肥センターの水分調整剤に使っていたというのが、ばく材、木の樹皮、

皮を使っていたところでございますけれども、やはり最終的には残ってしまうという状

況がありましたものですから、おが粉の中で水分調整剤とした中で変えていきたいとい

うことで考えてやっております。今現在、町営牧場、堆肥センター含めて使っているの

がちょっと数字がずれたら申し訳ないのですけれども、5,000立米ちょっとの数量になっ

ております。まず、今、私ども考えているのは、森林資源利活用の中ではこの３年間の

中でできれば5,000立米何がしをこの事業でもって製造した中で、町内流通でもって他か

ら買っているものを減らして、町内城内循環をしたいというような形での事業を進めて

いる状況にあります。

なお、おが粉のチップ材の利活用については、いろいろと活用面があろうかと思いま

すので、それぞれ町内で所管する施設を持っております。それぞれの中で今後検討して

いければなと考えております。製造部分につきましてはそういった中で現在目指してお

りますのは、森林組合と町との状況で町内のまずは5,000立米をこの事業やっていくとい

うのが先決で考えておりますので、その後体制が整っていけば、そういった利活用につ

いてもさらに検討できるんじゃないかなと考えているところでございます。全般的な施

設については、それぞれの部署の中で検討させていただければと思います。

●委員長（大野委員） ほか、ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ進みます。

２目林業振興費。

（な し）

●委員長（大野委員） ３目造林事業費。

（な し）

●委員長（大野委員） ４目林業施設費。

１２番、佐々木委員。

●佐々木委員 221ページの木工センターについてお伺いをいたします。

27年度の予算に比べて増額という予算になっています。それで、26年度くらいから木
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工センターの利用者というのが、これまでよりも倍くらい利用者さんがすごく増えてい

るといううれしい話を聞いています。その中で、今回消耗品費も増額されているんです

けれども、利用者さんが増えることによって、やはり消耗品というのがそれに応じてす

ごく出ていると、消耗品費がこれまで足りないという話を聞いていたんです。今回増額

ということですけれども、人数換算、人数によってこれで１年間消耗品費が出ても大丈

夫だよと、補えるよというような予算計上になっているのかどうかというのを、ちょっ

と確認させていただきたいと思います。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 今、ご質問いただきましたとおり、木工センターでござい

ますけれども、平成26年度は683名の利用をいただいております。27年度につきましては、

確定はこれからでございますけれども、３月補正の中では1,000人を超えるというような

中での予算計上をさせていただいております。

これもそれぞれ施設を管理いただいている臨時職員、職員、私も担当職員もそうです

けれど、各季節に合わせたイベント、さらには利用しやすい状況の中で、いろいろ企画

をさせていただいたのも利用の増幅につながっていると考えておりますが、これまで以

上にやはり利用が増えたということと、それと施設整備してからの経年劣化等の道具等

も劣化してきております。

今回の28年度の予算につきましては、そういった中での経費を見させていただきまし

て、計上しているところでございます。なお、これ以上増えていただければ、本当に町

の施設としても十分利活用をいただきながら、さらに多くの町民の方に利用していただ

けるような施設になっていけばと考えておりますし、状況に応じてまた補正のお願いを

することもあろうかと思います。現状は、この当初予算のほうで進めていきたいと考え

ていますので、ご理解いただきたいと思います。

●委員長（大野委員） 12番、佐々木委員。

●佐々木委員 答弁についてはわかりました。

それで、今もおっしゃっていましたけれども、備品あるいは機械というものが、やっ

ぱり当初からのものが今でも使われていることで、やはり修繕というのが増えていると

いうふうに聞いています。修繕費も増額にはなっているんですけれども、機械などの修

繕が必要なものというのが現在どれくらいあるのか。それで、それについての修繕をこ

れからどのようにしていくのかっていうものが、今現在わかれば教えていただきたいの

ですが。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 特に、この木工センターで活用いただくのが、自動カンナ、

カンナ関係とか糸のこぎりのようなそういう機械がやはり多く使われます。そういった



- 168 -

中で、私どもも定期的な中で毎年業者さんの方に劣化状況を見ていただいたり、特にカ

ンナの刃、切れなきゃ逆に危険ですので、そういった中での研いでいただく等の、対応

をしていただいているところでございます。

今年におきましては、帯のこ、先ほど申し上げた分、これを20万1,000円くらいするも

のでございますけれども、これを修繕させていただきたいということでの、大きな中で

はこの経費が修繕の中で占めているところでございます。

今後、やはり大切に使っていただいておりますけれど、やはり経年的な劣化について

は、常時点検をしながら必要に応じて要求させていただきたいなというように考えてお

ります。新しいものに変えられればよろしいのでしょうけれども、今あるもので十分利

活用いただけるような対応を今後も図っていきたいと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（大野委員） 12番、佐々木委員。

●佐々木委員 わかりました。

今、本当にその月に合わせてのイベント的なものも取り組まれていて、私も昨年クリ

スマスツリーを作成させていただいて、とても親切に指導していただきながらつくって、

楽しい思いをさせていただきました。やはり、一回行った方が楽しいということで、ま

た次にそのお友達を連れてくるという、そういう相乗効果が今あらわれているというこ

とも聞いていますので、大変だと思いますけれどもこれから利用者さんが、また、楽し

んで増えていけるような、そういった計画なんかもつくって、利用者さんが増えるとい

うようなことでお願いしたいなと思います。どうでしょうか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 今、ご質問者が言っていただいたとおりだと思います。利

用者が喜んでいただける施設、それがやはり利用者の皆様のご意見を伺った中で、改善

を図っていく、また、イベントを催すといったことだと思いますので、十分いろんなご

意見をいただきながら、一人でも多くすそ野が広がるような利用をいただけるような施

設にしていきたいと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（大野委員） ４目、ほかございますか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ、222ページ、５目に入ります。

５目特養林産振興費。

８番、南谷委員。

●南谷委員 ５款、２項、５目特用林産振興費、これはきのこ菌床センターの運営費が主
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たるものだと理解をさせていただきました。本年度、新年度の予算が6,386万5,000円の

計上、対前年比、総体で718万3,000円の減額の計画でございます。

まず、その主なものは、次のページに記載がございます。菌床製造材料購入、これが2,200

万円の計上、昨対851万円減額になっています。これが大きな要因だと思います。それで、

この減額の理由についてお尋ねをさせていただきます。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） お答えをいたします。

質問者が今言われたとおり、この主な要因は原材料費全体でいきますと805万4,000円

減額になってございます。一方、歳入の部分しいたけ菌床売払代という部分で、前年度

を対比しますと1,869万円の減額ということになります。これは、これまでの議論の中に

もあったように、未済絡みで平成28年度、新年度において生産者の方々から購入の見込

みをお聞きします。そういった段階で積み上げをして28年度中どれだけの菌床売払代が

あるのかという試算をするわけでございますけれども、そういう結果の中で菌床の販売

数量、見込み数量自体がかなり減ってございます。昨年27年度の当初予算でいきますと、

玉を54万6,420個、こういう玉の製造を見込んでそれに係る原材料費の試算をしてござい

ます。28年度は実は37万1,400個、こういう形での試算になっておりますので、その関係

で原材料費が減額になっているということでございます。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 この詳しい数字を教えていただきましてありがとうございます。

それで、多分そうなんだろうなと思ったんですけれども、物すごい数字の減額なんで

すよね。その上でお伺いをさせていただくんですが、陳情第１号菌床椎茸生産支援に関

する陳情書の総務産業常任委員会で付託を受けまして、採択という結果に至りました。

２月９日開催、第４回総務産業常任委員会におきまして、陳情の２点目、安定した菌

床生産に向け、設備改修項目の要望がありました。これに対しまして担当課長のほうか

ら理事者の考えを伺わさせていただきました。その考えを伺いますと、新年度予算、減

額になっているわけですよね、支出の部分で。ということは、その新たな総体数字を見

ても、当然今陳情を受けたばかりでございますから、この考え方に基づいた試算という

ものは計上されていないなと私なりに理解をさせていただきました。ということは、減

額になっているわけですから、新たな設備投資の強化というものは計上がないと、そう

いうふうに理解をさせていただきました。この点についての考え方、さらには平成28年

度どのような考え方でいくのか、この新年度予算については、私は少なくても新年度で

間に合わないかもしれないんですけれども、28年度中にある程度動き出すのか、またそ

れ以降どう動くのかも含めて、理事者の考えを伺いをさせていただきます。

●委員長（大野委員） 昼休みのため休憩いたします。

答弁は午後１時からとしたいと思います。
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午前11時58分休憩

午後１時00分再開

●委員長（大野委員） 委員会を再開いたします。

５目特養林産振興費の答弁から始めます。

産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） ご質問は昨年12月４日に議会のほうでも総務産業常任委員

会でも付託されましたけれども、そしてこの議会の中で採択された菌床椎茸生産支援に

関する陳情書というものが、これについては議会にも出ておりましたけれども、当然町

長宛てのほうにも同様の陳情が上がってきております。議会でのそういった議論を重ね

る中で、町のほうとしてもその対応をどうするかという検討をしてきてございます。

ご質問者は大きく２点あったわけでございますけれども、そのうちの２点目のほうの

良質なしいたけ菌床を安定的に提供できるよう、より一層努めていただきたいという陳

情に対して町の考え方はということでございますので、そのことについて答弁させてい

ただきます。

皆さんもご承知のとおり、きのこ菌床センターにつきましては、施設ができ上がった

当時は秋、冬の生産ということで、いわゆる長期培養による施設ということで整備をし

てございます。しかし、大体六、七年ほど前から生産方法も短期培養という形に変わっ

てきておりまして、通年出荷になってございます。あの施設自体は秋、冬でしたから、

特に冬の暖房、きのこの菌床づくりには種を植えつけて、ある程度の温度がなければ菌

が菌床全体に回らないということがありますので、そういった温度を確保する施設では

ありました。しかし、通年出荷になるにつれて夏の暑い時期も生産があります、起きて

きております。そうなると、今度は逆に必要な温度を超して高温になり過ぎて菌糸がう

まく回らない状況になってきているということがあります。ですから、生産者からの陳

情というのは、夏に出荷する菌床と冬期間に出る菌床とではちょっとできが違うという

ことで、その良質な菌床を菌出した形で提供をしていただきたいという内容だというこ

とを確認してございます。

それを受けまして、私どもも関連団体、あるいは企業等々の指導も受けながらいろい

ろ勉強もさせていただきました。そのためには、きのこ菌床センターの１次培養室の温

度をある一定を超した場合には下げるという手法に当たっては、現在窓を開けて通気を

よくさせるという施し方しかありませんでしたけれども、今、道内各地でできているよ

うな菌床製造施設においては、エアコンを整備しているということでございます。それ

とその施設の中にできた１次培養を終えたものについては、外にあるビニールハウスの

中で２次培養を行います。２次培養においても、当然そのような温度管理というのが必

要になります。ですから、そちらのほうでのエアコン設備というのも必要になってきて

おります。最近できている大手メーカー等々の施設というのは、そういう設備が完備さ

れた中で菌床づくりを行っているということでございます。
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しからばそれに係る費用ということで試算をしますと、概略でございますが菌床セン

ターにあるバイオ室、あそこのところにエアコンを整備するとなると４機程度が必要だ

ろうということで、事業費について520万円程度、外のビニールハウスのほうにつきまし

ては、２次培養棟が６棟ありますので、それに２台ずつつけると12台ということで1,560

万円程度ということで、合わせると2,000万円を超える事業費が係るという試算をしてご

ざいます。

それと外のバイオハウスにつきましては、それに加えて皮膜資材の施しであるだとか、

二重カーテンにするであるだとか、遮光資材の導入等々についても提案を受けてござい

ます。こういったところについても200万円弱という金額が試算をされてございます。こ

ういったものが求められてきているところでございますけれども、一方最近の動きとし

ては、このエアコンは従来のエアコンというよりも、ヒートポンプというのもお聞きに

なったことあると思いますが、従来のヒートポンプは費用が係る割りにはそれほどこう

いった部分では効果が発揮できないということで、過去に何か検討もしたことがあるみ

たいですけれども、これについては適さないということで生産者の方も断念していたよ

うでございます。

しかし、現在は地中ヒートポンプ方式という地熱、地中熱を使ったヒートポンプとい

うのも改良されていると、ただ、これについては事業費が既存のエアコンよりもかなり

高い、高価なものになると。しかし、行政がそれを導入するとなると、国からの補助制

度もあると、３分の２というような話もお聞きしてございます。そういったこともあり

ますので、こういった改修を行うに当たって、イニシャルコストがどうなるのか、それ

とランニングコストがどうなるのか、相対的に見てどういった整備を施していくことが

最良なのかという部分を、早急に詰めていきたいという考えでございます。

実は、そのヒートポンプの部分につきましても、その扱っている業者の方も先般厚岸

市の方にも赴いてくれましたので、その際に、私どもときのこ生産者の皆さんも説明を

受けてございます。その業者の方には、きのこ菌床センターでそういうことをやろうと

したときに、どのくらいのお金がかかるのかという試算のお願いもしております。それ

ときのこ生産者の方も、そういう強い興味を持っておりますので、標準的なモデルを２

件ほど見つけて、そちらの方で導入するとしたらどうなのかという試算もお願いさせて

もらっています。

そういった検討を進めていく中で、今後施設整備に当たって、こういった多額の

起業になりますから、単年でどんとやるわけにはおそらくいかないと思います。計画

的にどれから優先順位をつけてやるかというものも含めて、検討していかなくてはいか

ないと思いますし、その検討状況においては今年度できるものがあるかもしれません。

また、次年度以降にもあるものについては、三カ年実施計画の検討の中でいろいろ調

整をさせていただくという状況になっておりますので、新年度予算、あるいは今回定例

会でお配りしました第７次実施計画の中ではそういった位置づけがないという状況でご

ざいますので、ご理解いただきたいと思います。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員
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●南谷議員 この前の委員会の説明をある程度受けた部分と変わってないなと、改めて確

認をさせていただきました。

委員長、申し訳ないんですけども、１点目の要望事項、歳入のほうなんですけれども、

関連がございますがここで質疑させていただきたいと思います、よろしいでしょうか。

ありがとうございます。

１点目なんですが、１点目の要望はセンターが販売する価格ですから、この項目では

ないんですけれども、これについても要望がございました。何らかの対応をと伺ったん

ですが、この辺の見解というのはどうなったんでしょうか。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） １点目の陳情部分は、当分の間、しいたけ菌床の価格を早

急に下げていたただきたいということでございました。２回付託を受けた総務産業常任

委員会のほうも、この趣旨はどういうことかということでのやりとりはありましたし、

私どもも漠然としたことではなくて、どういう内容なのかということを陳情者のほうに

も確認をしてございます。その中では、この当分の間というのは、３年間を持って考え

ていると。３年間の間、できるだけ菌床代金を下げていただきたいと、それと３年間と

いうのは何かというと、今、生産者一同が介意した組織化の一元化がされていないと、

それをぜひ進めていきたい。そして、それを進めることによって、３年後には自分たち

できのこ製造にかかわる部分の委託を町から受けさせていただきたいという思いがある

と。私ども生産者が受けると、きのこ菌床についても100円程度まで軽減できるという見

込みを立てているので、そういう考えのもとに３年間100円程度にしていただきたいとい

うのが生産者からの陳情の内容ということを確認させていただきました。

これを受けて、私どもも町長、副町長を交えながらいろいろ検討してまいりました。

きのこ菌床代金をただ単に値下げするとなると、経営上、菌床センターの収支が一層悪

くなると、赤字部分が多くなるということもあります。ただ単に受けたから菌床代金を

どこまで下げるかという検討をする前に、現状をつかむこと、それと、自分たちできの

こ菌床センターの今の製造コスト、どういったことを改善すればまだ安くなることがあ

るのではないかということで、一つ一つ検討させていただきました。

この部分は新年度予算の方には反映されておりません。経過の中でも１月、２月の中

での検討でございますので、その部分はこの検討後は補正等々の対応になりますけれど

も、実は製造に当たっても大きなウエートを占めるおが粉の購入単価、こういったもの

も競争原理を働かせる中で軽減を図っていこうと、あるいは、バイオポットといわれる

菌床の袋でございますけれども、私どもはＰＰ袋という袋をずっと使ってきております

けれども、主流がＰＥ袋ということに変わってきております。全道のＰ袋が主流になっ

ているということで、私どもの使っている袋と２円ほどの単価の差がございます。作業

上、特に影響が出るものではないということもありますので、そういった改善策、いろ

いろ細かいところはまだありますけれども進めていく中で、製造コストの軽減策という

ものの試算をさせていただきました。そういった中では、最終的に町長の確認をさせて

いただきまして、生産者からの要望は税抜き100円という要望でございますけれども、町
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としては20円、今123円の税という価格になってございますけれども税抜きで103円、20

円軽減させていただこうと、そして、期間については１年間とする。なぜ１年間にする

かというのは、議会の中でも町長、これまできのこ生産者に対する支援ということで、

議会からあった時に一番最初に行っていただきたいのは、生産者が一同に介した組織化

の一元化である。その一元化をしていただかなければ、支援というのは難しいというこ

とを再三町長からもご答弁させていただいております。

そういった意味合いからして、まずは１年で、そして生産者が町に対して要望を出し

ているのは３年間期間をいただければ、その間に生産者団体を一元化して、そして組織

を固めて、３年後には町からも受託できるような、そういう基盤をつくるということを

言われておりますので、まずは１年間、20円を軽減すると。そして１年後に、その生産

者団体の取り組みがどのようになっているのかというのを判断して、今言われているよ

うな活動、検討が行われているようであれば、また１年の延長も考えよう。しかし、最

大３年間という考えの中で支援の方向を考えていこうということで、町長との確認もさ

せていただいて、総務産業常任委員会の中でもそのような考え方を説明させていただい

たということになっております。

ただ、こういった方法は立っていますけれども、最終的な起案をしてあれは規則でご

ざいます。規則の中で町長が特に定めた場合には、軽減することができるという項目が

ございます。過去に平成13年に中国産のきのこがどっと入ってきて、その際にもこういっ

た陳情が上がっておりましたけれども、その際もその条文を使って対応しているという

ことでございますので、今回もそういった対応をとろうと思っておりますけれども、そ

れに向けた稟議等の手続がまだ進めておりませんけれども、そういう方向でいこうとい

う考えでございます。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 再度念を押すようですけれども、歳入のほうの計画にも今言ったような状況

ですから、今の改善策というのものは網羅されていないと理解をしたんですが、それで

間違いないでしょうか。そのことについての確認をさせていただきます。

委員会でやってきた意思確認をさせていただきました。町長今日おられるわけですか

ら、委員会には改めて町長の考え方というものを確認をさせていただきました｡非常に債

務の問題、まだ経過途中な部分もあります。それはそれとして、私は上尾幌の町の活性

化のためにこのきのこ産業に町としてもしっかりと取り組んで来たわけでございますが、

何せ今の実態からするといろいろと課題も多いと、そういう中で町長のこれに臨むに当

たって、強い意志というものを感じました。しっかりその１年で確認をした上でという

腹づもりも伺いました。非常にあそこの地域の中は人口減ですし、きのこ産業以外の産

業がなかなか厳しい状況にある中で、このきのこ産業も頑張っておられるんでしょうけ

れども、厳しい状況にあると、そういうものに魅力を感じられるようなきのこ産業に私

はしていただきたいと、そのためにも頑張って施設の改修なり、そういうものに特化し

ていくわけでございますが、新たなまちづくりの中で町外、町内の人も新たにきのこ産

業に魅力を感じられるような産業に進めて、せっかくとっかかってきたわけでございま
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すから、強い信念を持ってやはり厳しいものにはきちっと厳しい対応をしていただきた

いと思います。

改めて町長の腹づもりというものを伺います。

●委員長（大野委員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えをさせていただきます。

きのこ菌床センターにつきましては、平成９年、今から19年前でございます。オープンを

いたしたわけであります。ご承知のとおり、かつては上尾幌地区は炭鉱の町として栄えたわ

けであります。しかしながら、昭和39年に炭鉱が閉山になった後、新しい振興策として上尾

幌地区をきのこの里として地域振興をしていこうという施策の一つとしてオープンしたもの

であるという、私は認識をいたしているわけであります。しかしながら、依然として今日ま

でしいたけ経営は大変厳しい環境にあるわけであります。

そういうことで、このたび陳情があったものであると私はそのように考えているわけであ

りまして、先ほど担当の課長からきめ細かく私の考えも含めて答弁があったわけでありまし

て、私は課長の答弁どおりでございます。前向きに検討をさせていただきたい、そのように

考えておりますので、ご理解いただきたいと存じます。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 私のほうからは、冒頭の当初予算でどうなっているのかと

いうことでございます。

先ほども整備のところで言いましたけれども、そういった厚岸の方針が固まったのが

２月だとかという時期になりましたので、こういったものが当初予算には反映されてご

ざいません。ですから、歳入歳出それぞれ原材料も含めて、今度はそういったことで購

入がどうなるのかという推移も見ながら必要な措置というのは６月以降の補正対応とい

うことになると見込んでいるところでございます。

●委員長（大野委員） その他、この目ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） そうしたら、先へ進みます。

３項水産業費、１目水産業総務費。

７番、音喜多委員。

●音喜多委員 ここで北洋サケマスの関係について聞いておきたいなと思います。

昨年６月、９月とロシア200海里カイリで操業がことしからできなくなってきたことに

ついて、一般質問でやらせていただきました。現在、その対応として、国の補正でもっ

て対処するということで、今回第１回の定例会にも厚岸町の地元漁協との話し合いの中
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での施策として、補正予算が出ておられます。そういったことを含めて、今回国の補正

の中では、事業者は漁協を通じて予算をつけていただいて、二隻の共同船とカキの人工

種苗生産で貯氷や冷蔵施設ということで、これは漁協との話し合いの中で漁協の総意と

して、そういうふうに話がまとまって今回提起されているんだろうと思っております。

今回は、これで北洋にかかわる処置というか対応の仕方は、今回の補正で全てが終わ

るということになるのか、さらにはこの後の第２弾、第３弾、あるいはそういった一連

の残りというか、そういったものもあると理解していいのか、その辺のところをひとつ

お伺いします。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） お答えをさせていただきます。

このサケマス流し網漁禁止に伴う緊急対策につきましては、ご質問者ご承知のとおり、

国の補正予算で対応をしていただきました。この方針が固まった時点で、実は昨年暮れ、12

月22日になりますけれども、急遽水産庁のほうでこの緊急対策の説明会、予算がどうい

う内容のものなのか等々含めて説明会が行われました。当然、漁業協同組合からも行き

ましたけれども、厚岸町からも私が出席をさせていただきました。今、ご質問者言われ

た内容を、実は私もその説明会の場で質問をさせていただきました。というのは、補強

対策だということで、これだけのお金をつけてくれたことはありがたい。でも、これに

よる影響というのは28年で終わるものではなくて、これからもずっと続いていくものな

んだと、タイトな期間の中で事業の取りまとめをして国のほうは予算措置をしてくれた

けれども、この後にこういったことの支援もまたお願いしたいということが出るかもし

れないと、そういったことも今回のこの対策で全て一線を画して終わりだよということ

になるんですかという質問をさせてもらいました。

そうすると、担当者からは財務との協議の中で云々といろいろ説明がありましたが、

最終的には担当の課長のほうが説明をしてくれまして、予算主義である以上、あくまで

も今は27年度補正の部分でしか説明はできないと、それを実質的には28年度に繰り越し

て行うので、28年度の分についてはそういう対策をすると、ただ、29年度以降について

は、これはどういうふうな形で、事情はわかるけれども、どういう方向に行くというの

は、何も水産庁の中でも話もしていないし財務省との協議もしていない中では、これに

ついては答えられないんだと、これはご理解いただきたい。ただ、水産庁としても、そ

ういった影響が延々と続くというものは理解をしているので、必要があれば水産庁の中

でも検討はさせていただきたいという回答を受けているところでございます。

●委員長（大野委員） ７番、音喜多委員。

●音喜多委員 単年度で今やれるように終わるもんではないわけですよね、正直言ってそ

う思います。長年、戦後こうして日本が開拓というか先進的にやってきた事業ですし、

ロシアの200海里という規制の中でそうですかというわけにはいかないような気がすると

いうか、そういう産業であってきたんです。そういったことでは、これからまだ続くだ
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ろうと想定はしますけれども、ただ、ほかの関連業者、水産加工業者、あるいは長年の

それに従事した乗組員の離職の問題、そういったことでまだ残ります。その点について

は、今回の補正の中でも形としては見えてきていませんが、加工場の関係についてとい

うか、原料対策を含めて業界のほうはどういうふうに政府は考えているのか、それから

そういう対処の仕方、そうしてもう一つは、離職者、再就職対策もしかりなんですが、

当時は臨時措置法の適用がどうなのかという問題がジャッジされておりました。既に渡

された資料の中にも平成30年まではロシアの関係もあるので、それに対象になるかなら

ないかという微妙な話でしたが、その関係についてはどのように捉えていますか。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） まず、一つ目の加工場関係、サケマス漁ロシア200海里内で

流し網漁ができないということで、それに伴って加工場は原料を確保できないというこ

とで、実はこの原料確保対策ということで５億5,200万円国は措置をしてございます。

先般、これの公募行って審査会も実はこの議会中にあって私も委員だったんですけれ

ども、委員になる予定だったのですけれども、議会の対応があったものですから、委員

にはうちの補佐が担当して、先週の金曜日に審査会も行ってきております。この内容と

いうのは、従来サケマスを水揚げがあったものを加工場で使っていた。それが入手でき

ないので、この原料を国内あるいは海外のほうから調達する。そうすると、そのために

は輸入の経費もかかりますし、パッケージ代もかかります。何々産という形で表示され

ると、そういう割増し経費、そういった経費については２分の１を支援しようと。それ

と、サケマスの漁がなくなることによって加工原料を変えなければいけない。そうした

ときに、加工場はラインの設備を変えるという必要が出てきます。そうなったときには、

それにかかる経費の２分の１も支援しましょうという、ただ、両方やることはできない。

どちらかというものはあるんですけれども、そういった国の補助制度ができまして、そ

れをもとに北海道経由なものですから、北海道のほうで要綱を立てて、そして関連業者

団体等に説明をして公募を行いました。ただ、その審査会、先ほど言いましたけれども、

先週金曜日にありましたが、その金曜日の際には資料は配られたんですけれども、それ

ぞれの企業の状況がありますので、どこの会社かというのも判断をできなくなっている

みたいです。そうして、審査が終わった後には全て没収ということでやっていますので。

推測なんですが、説明会等々の状況を見ますと厚岸町内の加工場についても２社から３

社程度はその要望を上げて採択を受ける見通しになっているということでございます。

それと、乗組員の雇用対策、臨時措置法の関係で、以前の定例会で音喜多議員のほう

から質問があって、この適用が今回のサケマスの適用になるかどうか、適用できるよう

に向けて水産庁は関連省庁との協議を行っていますという答弁をさせていただいており

ます。結果として、これについては指定業者の中に追加をされましたので、この臨時措

置法の対象になるということになってございます。

●委員長（大野委員） ７番、音喜多委員。
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●音喜多委員 結論から言うと、予算で対応するしかないというか、国の措置にすがるし

かないということになるかと思います。それで、今平成27年の予算、そして28年、改め

て29年そういった形まであるいは30年まで続くかもしれませんし、それにはぜひこれで

終わったんだということではなく、しっかり地元の漁協と歩調を合わせて国にお願いす

るものはお願いする、しっかりと実をとらないといけないと思うんで、その辺はしっか

りお願いしておきたいなと思います。

それから、地元の雇用対策含めてやっぱり輸入に現業を、ロシアはこれから売るだろ

うと思うんです、現地生産の中で。ロシアだけではなくて、アメリカやカナダ、アラス

カあたりのものも日本には商社として売るだろうと思います。

そういったことでは、町としてもこれは道とも絡み、あるいは国も絡むんでしょうけ

れども、しっかりと輸入業者が商社になるものなのかどうなのか、その辺のルートと窓

口はどういう形になるのか知らんけれども、厚岸町もしっかりと業者と話をして手助け

をするというのか、そういう策をしっかり対策をとっていただきたいなということが一

つ。

それから、もう一つは、２度、３度のくどい話になりますが、実はもう関連の離職者

として魚箱をつくっている従事者は去年の12月で首を切られているわけですよね。そう

いったことで、どうしたらいいべという話もあったんですけれども、その辺はしっかり

と私も聞いておくと。ただ、今本人はちょっと体の調子、ふだん治していないところを

治してしっかりと改めて、出直すという話ですし、そういう話も聞いていますし、加工

業者に働いている人方もやはり原料をきちんと確保してもらえれば、親方というか社長

はやりたがっているということですから、地元のためにもこの200海里規制に伴っての後

始末はしっかりと町もやっていただきたいと思うのですが、その辺の話を聞かせてもらっ

て終わりにしたいと思います。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 追加議案で出しておりますのは、施設整備にかかわっての、

結果として国３分の２、北海道３分の１ということになりましたので、対象事業費の持

ち出しはなくなったということでございますけれども、こういった制度が29年度以降続

くかというのは全然未知数、一般的にはそれなりの事業主負担、事業実施主体の負担と

いうのは伴います。加工原料の確保の上についてもそうでございますけれども、そういっ

たこともありますので、漁業協同組合あるいは関連団体等々の意見もお話も聞きながら、

そういった制度に対する要望があるようであれば、それを受けて町のほうとしても検討

していきたいと思っております。

それと、これについては厚岸町だけではなくて、影響額から大きいところを言うと根

室のほうがまだまだ大きいわけでございます。ただ、こういったことを言うと失礼にな

るかも知れませんけれども、取り組み具合がどうだったのかということでは、うちの厚

岸町はそういった部分では、いち早くそういった危機感を持って検討したということで、

国のいろいろな制度も潤沢に活用させていただいているという状況では、こういったお

くれのないように今後についても取り組んでいきたいと思っております。
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それと、関連作業の部分でございます。これについては、先ほど言った追加補正の部

分もありますけれども、漁業協同組合が、貯氷冷蔵施設あるいは冷蔵施設、これを整備

しようというのも当然加工業者の方々のことも考慮して、今回のサンマであるとかある

いはイワシやサバだとか、そういったところにも目配りをした中で、こういった施設の

必要性というのを認識をして、対策として打ち出しているということでございます。

ですから、町だけではなくて関連する漁業協同組合、あるいは私どもが事務局になっ

ている水産業対策協議会もございますので、そういった関連する団体ともいろいろ調整

させていただいく中で、万全な対策に向けて取り組んでいきたいと思っております。

●委員長（大野委員） ほかございませんか。

８番、南谷委員

●南谷委員 今の５款、３項、１目水産総務費でございますね。225ページ、海岸管理、こ

こだと思うんですけれども、昨年もこの件で質疑させていただいたんですけれども、末

広、通称幌万別、竹田地先の干場の大崩落でございます。この件についてここでよろし

いでしょうか。

あそこの地先は、山の方は地滑り地帯、下場は護岸が海岸浸食でどちらがどう答弁さ

れるかわからないのですけれども、ここで質問、審議させていただいてよろしいですか。

ありがとうございます。

昨年、質疑をさせていただいたときには、干場に亀裂が入った状態だったんですよ。

ところが、10月ごろの大雨で今現在３メートルくらい段差がすぱんと落ちているんです

よ、浜。本当に民家も近くにあるわけでございますから、非常に危険な状態にあります。

そこに住んでいる方も悲痛な思いでおられます。ですから、町としても土建さんなりに

陳情されたり、色々アクセスをされておられると思うんです。ですけれども、住んでい

る方にすると、もっと早く護岸工事なり、そういう工事をしていてくれれば、こんなに

至らなかったのではないかという思いというんですか、町に対する期待度を超えて、何

とかしてほしいんだという思いが、募っているんですが、また春先、この雪が解けて地

盤が緩めば、今３メートルがすぽんと落ちる状態になるのでないのかなと推測されます。

そういう状況である中で、町として今年度に向けてどのような対応をされるのか。

私は、ぜひしっかりとこの対策に取り組んでいただきますよう、質問をさせていただ

きたいと存じます。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（松見建設課長） 今の水産業総務費ということで、その土地が干場に利用され

ているという関係から、また護岸ということもありまして、この科目でご質問されたと

理解しておますが、私ども町の対応としましては、産業振興課とともに建設課もかかわっ

てございます。といいますのは、床潭末広間道路の道路工事において、常に地域の地滑

り状況を調査している中で、発見ができた一つでございます。そういった関係で、この

間、産業振興課の方から北海道に対して、消波ブロックの設置の要望をさせていただい
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てといったところであります。

私どものほうとしては、これら消波ブロックだけではなくて、滑ったところの対策と

いうのも必要だと感じておりまして、早急に北海道に対して地滑り対策として地滑り区

域の拡大をお願いしたいということで行ってまいりました。そうすると、非常に釧路建

設管理部、厚岸出張所の対応が素早く、通常の地滑り区域の拡大の取り扱いよりも非常

に危機感を持った対応をしていただいておりました。先般、３月９日にこの時点で国交

省と他の省庁との協議が終わったと連絡が入りました。したがいまして、この電話状況

では区域の拡大がほぼ決まりかなと、最終決定ではありませんけれども、そういったこ

とで、次は厚岸町から同意書、地権者も含めて同意書をもらう準備をお願いしたいとい

うことで、連絡が来てまいりました。

したがって、私どもの望むとおりに、あるいは地域の方々が望むとおりに、地滑り対

策工事の検討が間違いなく着実に進んでおります。ただし、工事の時期と工法について

は、まだ詳しくはお聞きしておりませんけれども、工法については二通り考えているよ

うでございます。当然ながら下のほうの消波ブロックの設置でありますけれども、その

崩れた部分をどうするかという対策が一つ、それから、それ以上もう滑らないようにす

る対策が一つということで、これをあわせてできればいいのですけれども、双方の観点

からご検討をいただいているということで、具体的に、残念ながら今年の昆布漁の最盛

期に工事が終わるという状況は見通しはできませんけれども、秋ごろまでにはそういっ

た方針をきちっと説明したいというようなことで、北海道にもお願いしておりますし、

北海道も精力的に動いていただいているという状況でございます。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 明解な答弁をいただきまして、ありがとうございますございます。

費用対効果、それから消破堤ブロックを積むにしても、あそこの地域は簡単ではない

と私も理解をいたします。ですけれども、やっぱりそこに住んでいる当事者にすると大

変な問題でございます。町としても、できるだけ土建のほうにしっかりとアクセスをし

ていただいて、なるべく早い対策というものを講じていただけますよう、よろしくお願

いいたします。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（松見建設課長） 引き続き適切な情報交換をしながら、できるだけ早くよい情報

をお伝えできるように頑張りたいと思います。

●委員長（大野委員） ほかございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） それでは、先に進みます。
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２目水産振興費。

５番、竹田委員。

●竹田委員 ここでいうヒトデ駆除事業という部分についてお聞きします。

ヒトデは日本国中どこでも生息している生き物らしいです。ヒトデを食べるという習

慣があるのが、九州の有名な天草市というところで、かなり昔から食べてきたそうです。

卵が入るのが大体九州では５月、６月、ほかの町村では海水温の関係で卵が入る時期が

ずれていくようですけれども、九州では５月、６月が一番の卵がいっぱい入っている時

期にとって食べるというのが習慣になっているということで、昔から食べているという

ことの話で、天草の栖本に住んでいる竹尾美年子さんという人がよくブログだとかに載

せているのですけれども、まず厚岸のヒトデはたくさんの種類がいると思うんですが、

一般的に食べられる、食ができるヒトデなのかどうなのかということを、まず知ってい

るかどうか聞きたいと思います。

●委員長（大野委員） 休憩いたします。

午後１時45分休憩

午後１時45分再開

●委員長（大野委員） 再開いたします。

産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 今、厚岸のヒトデは食することができるものなのかという

ご質問でございますけれども、ちょっとどういう種類のヒトデかを含めて承知しており

ませんので、申し訳ございません。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 僕も食べれるか食べれないかというところまではまだ聞いていないのですよ。

ただ、厚岸でも食べたことがあるということで、食べた人は死んでいないので、多分大

丈夫なんだろうと聞いています。それは冗談でもなく、実は九州では芋焼酎が盛んな地

域です。この芋焼酎にぴったりな食べ物というと、ナマコとヒトデと言われているそう

です。芋焼酎にぴったりなこのヒトデをちょくちょくとって食べていると。生で食べる

とウニのような味がする、ゆでて食べるとカニ味噌のような味がするということで、ゆ

でても生でも楽しめる味二つをもっている生物というのはなかなかいないんだというこ

となんですね。これは今、日本国中どのぐらいの数がこれを食としていこうかというの

を研究しているのがあちこち出てきています。というのは、今までヒトデはごみ扱いと

いうことで、強いて言えば植物の肥料くらいにしかならないだろうということであった

んですけれども、実は植物の肥料もこういうものというのは１回熱処理をしないと、植
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物に逆に害を与えるということがわかってきて、そのまま生のまま与えるということが

植物には適していないということがよくわかって、熱処理するということになると炊き

あげるので燃料費が係るから、別な肥料を与えても安くなるということで、なかなかヒ

トデというのは受けがたい生物だと。ヒトデを食べる人は昔から人でなしと冗談を言っ

て、なかなか食用的には有名にならないというか、食べているというのを聞いたことが

あるけれども、では誰食べたのかといったらなかなか近所にはいないというか、厚岸に

もなかなかいない。でも食べたという人は何人がいるんですよね｡

何を言いたいかというと、ぜひ厚岸にも、せっかく毎年のように数十万円のお金をか

けてずっと駆除としているわけですけれども、このヒトデが町の産物になれれば、駆除

ではなくて厚岸町のまち・ひと・しごと地方の活性の中に生かされるという部分も出て

くると思うので、これは冗談抜きでぜひ研究してもらっていただきたいという思いなん

ですね。ぜひ研究してもらって、厚岸町の変わった産物の活性化につながればと思うの

ですけれども、そういう考え方を持っていただきたいと思うんですけれども、いかがで

しょうか。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） ここで72万円という数字が出ておりますけれども、これは

漁業協同組合がやるものに対して補助しますと、ですから、漁業協同組合がやる事業費

としては680万円になります。これだけのお金をかけてヒトデ駆除をしようとしておりま

す。

それで、実は先ほど１回目の答弁でもお話ししましたけれども、私自身もそのヒトデ

を食べられるという認識がなかったんです。九州の事例も出されまして説明をしていた

だきましたけれども、ちょっとこの部分につきましては、すぐここで、研究すると言う

のは簡単ですけれども、漁業協同組合のほうともそういった意見もあったということを

踏まえて、どういうものなのかなということを相談をさせていただきながら、必要に応

じて研究もしてまいりたいなと思っております。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 このヒトデを食べ過ぎると、サボニンっていう成分があって、植物としては

朝鮮人参によく含まれているものだそうです。脊椎のない無脊椎動物の中に入るらしい

んですけれども、その中ではサボニンを持っている動物の中では、ヒトデとナマコだけ

らしいです、海の生物としては。そういったこともわかっていて、このサボニンを取り

過ぎると頭病みがしたりすることも現実にわかっているので、余り食べ過ぎないように

してほしいとブログに書いてありましたけれども、そういったこともだんだんわかって

きている現状にありますので、そういったもともと食べて食している部分のデータを勉

強しながら、ぜひ研究していただきたいとお願いをして終わりたいと思います。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。
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●産業振興課長（湊谷課長） 食べること自体も知りませんでしたので、そういった勉強

からまず始めさせていただきたいなと思います。

●委員長（大野委員） 11番、中川委員。

●中川委員 今、この水産振興費で手を挙げさせてもらったんですけれども、私が質問し

たいのは海産干場の整備についてなんですけれども、目新しいことがないものですから

水産振興一般で質問させてもらいたいなと思っているんですけれども、いかがですかね。

●委員長（大野委員） よろしいです。

●中川委員 それでは、海産干場の整備について質問させていただきます。

私が道路を歩いてるときに、天候で歩道も車道も雪がなくなってきていますけれども、

この干場についてはまだどこの干場も山に雪がありますけれども、これから雪が解けま

したら太宗漁業の昆布の干場ですので、皆さん漁民が整備始まるものですから、質問さ

せていただきたいのですけれども、この場所は有明です。

それで私が委員長時代に委員の皆さんを連れて そっかん実行調査にも行ってい

ますから、あのときに課長が同乗してくれていればおわかりだと思うんですけれども、

これは本当に私ももう何回も今補佐にお世話になって、もう雨が降ってくれば流れるの

ですよ、その干場が。というのは、もう山から川のように水が流れてくるんです。それ

で流れてくればすぐ私漁民に言われて役場に来て補佐にお願いして、したからもうすぐ

対応してくれています。砕石引いてくれたり、側溝掘ってくれたりしてやってくれてい

るのですけれども、これ毎度毎度なんですよ。毎度毎度なんですけれども、それで私、

山が北海道の山ですので、治山、北海道に申請してくださいと、北海道の山の下が厚岸

町の財産で干場ですし、もう漁民が安心して干場使用できないんですよ｡だから私も議会

でもお願いしていますけれども、そういう状態のところですけれども、したから北海道

のほうに申請していただいているのかなと、それを聞きたいんですけれども、漁民はも

う安心して昆布も何も整備もできないのですよ。そのかわり雨が降って砕石も流れると

すぐもう雨が晴れてもう波がなかったら操業しますので、それに対応してくれるように

やってくれていますけれども、すぐやってくれているのですけれども、安心して干場と

して自分で整備もできないし、したからさっきの国やら北海道の話じゃありませんけれ

ども、治山の面でその山から、愛冠のほうから流れてくる水をもうとめていただくよう

に、それで そっかん実行調査に行って委員のみなさんから、これどうしたらいい

でしょう、ああしたらいいでしょうと相談しながらやってきたのですけれども、その辺

申請していただけるかどうかなのですけれども、まずそこでお答えください。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 今、中川委員のほうからのご質問でございますけれども、
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北海道に対する治山の一連ということで、私のほうからお答えさせていただきたいと思

います。

ただいま質問がありましたとおり、有明の干場の上部につきましては道有林になってお

りまして、そこには沢が二つあります。山に向かって左側については砂防の部分でもっ

てダムが設置されておりますけれども、右手のほう、そちらのほうには砂防のダム等の

設置はされていないということで、近年大雨等が降った中での干場等への被害等もあり

して、森林室の担当職員の方々とあわせてここへの設置を含めて検討ができないかとい

うことで、何度も足を運ばせていただいております。

そういった中で、現状の中でやれることについては建設課のほうで対応いただいてお

りますし、将来的な中でやはりここの必要性はあるということでの北海道の認識もいた

だきました。そういった中で、今、町内部分での治山工事、大体年間１億5,000万円ぐら

いの費用を北海道で予算措置いただいておりますけれども、ですが北海道自体も事業要

望が厚岸町から上がっているものも多くあります。既に着手している状況のところもあ

りますものですから、必要性は十分認識いただいておりますけれども、他の整備の状況

とあわせた中でできるだけ早急な整備をいただきたいということでの要望はこれからも

続けていきますけれども、現状今後の中では整備をいただく区域という形では既に要望

をいたしているというところでございます。

●委員長（大野委員） 11番、中川委員。

●中川委員 今、課長から整備をしてもらう要望はしていますというのだけれども、それ

は入っているのですか、私が言っているところは。入っていませんね。入っているので

すか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） ただいまおっしゃっていただいている道有林分の話を先ほ

どさせてもらいましたけれども、そちらの右手のほうには治水関係の中でのダムがあり

ませんので、まずそこを整備いただいた中でそういった水の関係に対応できるような、

土砂等が流出しないようなダムの設置について要望をしていくということでございます。

●委員長（大野委員） 11番、中川委員。

●中川委員 今、お話ししたように、漁民がもう大変なのですよ。安心して昆布の干場だ

なんて整備できないのですよね。やったと思えば、すぐそういう雨が降ると、私も28年

は雨が降らないでほしいなと願っている一人なのですけれども、雨が降ってくると干場

が流れてくるものですから、中川さんって来ると、私はすぐもう走ってきて、そしてま

た建設課で対応してもらっていますからいいのですけれども、ふだんから安心して干場

整備できないのですよね｡我々の干場と違って。いつ雨が降ってきてあれだかわかりませ

んから、だから私何回も、今回始めてでなかったと思うのですけれども。したから整備
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してくださいね、上部のほうに申請してくださいねとお願いが来たものですから、これ

はどうなっているのでしょうかと質問しているところなのですけれども、もしまたあれ

でしたら、したから極力、今、厚岸の町の中は随分治山やっていますけれども、梅香町

でやろうといろいろやっていますけれども、これも一つの、干場といったら課長もおわ

かりのようにご飯を食べる茶碗ですので、ご飯は昆布ですし、茶碗なのですよ。その茶

碗の整備をしてもらなければ、もう大変なんですよね、漁民は。したから、強くここで

声は小さいですけれども、大きな声で叫ばせてもらいますから、忘れないといったらお

かしいのですけれどもひとつ整備方よろしく願いします。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 現状につきましては十分お伝えさせていただいております。

殊、今おっしゃったとおり、生産の場でございますので、極力早い時期にそれら解決

できるような形で要望していきたいと考えております。

また、建設課のほうでも大雨に備えた中での側溝整備等もいただいております。その

結果、近年の大雨の中でも十分な対応をしていただきまして、直接干場への土砂等の流

出がないような状況を保っておりますので、定期的な点検を図りながら、その間確認を

しながら要望につきましては改めて早期実現できるような形で、また北海道のほうにも

要望していきたいと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（大野委員） 11番、中川委員。

●中川委員 今、さっきのあれでやめようと思ったのですけれども、そうやって課長は現

場見ているのかい。砕石流れて土砂も側溝もちゃんと入っていますよと言ったって、入っ

ていませんよ、私言っているのは。ただ、側溝に砕石が流れて入るだけで、何も入って

ませんよ。だから場所が違うのではないですか、言っているのと。私が言っているのは、

今までの神社の須見さんのところですよ、おわかりですか。須見さんの家に向かって右

の山ですよ。あそこ干場のところ何も側溝入っていませんよ。素掘り側溝ですよ。した

から、現場みてないんでないの。なんか話が違うのだよな。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（松見建設課長） 私、横で聞いていて、環境政策課長と委員のご質問の場所は一

致してございます。

昨年現地を改めて私どもみんなで歩きました。そうすると、先ほど冒頭に言いました道路

に背中を向けて山に向かったときに、問題は右の沢なのですね。左のほうはダムがあります。

大体五、六十メートル離れたところにあるのですよ。それが土砂がとまって水が出てきて下

に行くのですけれども、その先ずっと素掘り側溝なのです。その素掘り側溝が委員おっしゃ

る右側のほうの沢とつながっている素掘りだとわかったのです。それが中に、須見さん側の、

名前ちょっと言って悪いのですけれども、筑紫恋園側のほうに行くとトラフが入っているの
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がわかりました。それが詰まっていました。大変申し訳ありません。

それで、まずはそこを清掃してございますので、去年の春先とは若干いい環境になってご

ざいます。そういった維持管理に努めながら、もう少し道のほうに働きかけて早目の治山事

業をどういうふうに要望しているございます。

維持管理については、右のほうの治山は北海道ではどの場所につくるかによって、問題は

水ではなくて土砂なのですね。土砂が塞いでしまうのです。それで水があふれるという原因

になっていますので、土砂が来たら困るのでまず土砂をとめていただきたい。あと水処理、

別な問題になるかもしれません。今の素掘り側溝で足りるのかどうなのか、ここら辺も改め

て検討してございますので、まずは通常の断面で維持管理をさせていただくと、それを並行

して北海道と一緒に考えていきたいと頑張っております。よろしくお願いします。

●委員長（大野委員） ほかございませんか。

８番、南谷委員。

●南谷委員 229ページ、ホタテ篭養殖試験事業、投資でございます、45万円の。数字は余

り大きくはないのですが、これ一財、財源内訳、一般会計からの振り分けで裏打ちはな

いのでしょうか、この辺についてもお尋ねさせていただきます。

それから、ホタテ篭養殖試験事業ということで、初めて今回計上になっております。

過去には漁業協同組合が事業主体になって放流した経緯もあります。そのときは、たし

か不明になったというか、成果がなかったのですよ。それ以来もう数十年たっています。

今回沖合中心にサケマス200海里のロシア海域での禁止に伴って、新たな事業展開をして

いくという部分では、余り一遍に多い数字ではないのですけれども、新たな事業に取り

組まれる試験事業をやられるということで、非常に期待をしております。

そういう意味で、この事業主体は組合だと思うのですけれども、この事業内容につい

てお尋ねをさせていただきます。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） ご質問者言われるとおり、この事業の事業主体は厚岸漁業

協同組合でございます。28年度から毎年今のところは年間300万円の事業費で行いたいと

いうことで、厚岸町としましてはその15％以内ということで45万円の補助対応をしたい

ということで予算計上をさせていただいております。

ゆえには質問委員が言われたように、これの地撒きというか、そういった対応も行っ

てきたところでありますけれども、漁場の部分あるいは水深の関係等々があって、どう

しても厚岸町の漁場の中ではなじめないということで、このホタテ養殖については難し

い状況が続いておりました。

そういった中で、漁業協同組合が考えておりますのは、北大の臨海実験場の沖合の部

分、どうしてもこういった漁業になりますと漁場調整というものがかかわってまいりま

すので、どこでもということにはなりません｡そういった漁場調整をした中で、臨海実験

場沖の漁場をもとに今度はホタテを篭養殖で試験的に行っていきたいというものでござ
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います。

今、想定しているのは、30年までを計画をしているということでございます。できれ

ば30年までをめどに一定の方向性を出したいという目標を持っているようでございます。

カゴは５段篭、５段になっている篭、それを10個になりますけれども、綱の長さは100メー

トル程度、その中に10個ぶら下げて試験をしたいというものでございます。稚貝につい

ては漁業協同組合が独自のホタテ稚貝の移植事業、あるい半成貝のほうの購入をしなが

ら試験的に進めていきたいということで、実質的には初めて本格的に28年度から取り組

んでいこうというものでございます。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 最初に45万円の裏打ち、消防債か何か借りて裏打ちあるのですかと聞いたの

ですよね。それが答弁ない。

それと、稚貝、何りゅうぐらい突っ込むのかなと、もしわかりましたら。100篭に何りゅ

うぐらい突っ込むのかなと。この数字ですから、大きな数字ではないと思うのですけれ

ども、一生懸命、組合が事業主体でございますから、ぜひ今聞きましたら３年間をやる

ということなので、漁業者にとってこれが分かれ道筋になるように、町としてもしっか

り支援をしていただきたい。できれば、15％なんて言わないで50％もやっていただけれ

ばいいなと思ったのですけれども、いかがでしょうか。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） すみません。

厚岸町の負担部分の45万円につきましては、これは厚岸町の一般財源で手当しようと

しております。

それと、ホタテの数でございます。先ほどもご説明をさせていただきましたけれども、

一つの篭、５段篭になってございます。５段篭の一段あたりに15枚を入れるという計画

です。15枚を５段篭ですから、一つの篭に５段で75枚が入ると、それを10組下げるとい

うことでございますので、750個の稚貝という計画だそうでございます。

漁業協同組合、ホタテ篭養殖もそうでございますけれども、昆布を初めとしていろい

ろな事業展開をしてございます。そういった中で、漁業協同組合、事業主体は少しでも

負担を減らしたいという考え方もあるでしょうけれども、当然補助主となる厚岸町の財

政上の状況というものも漁業協同組合には理解をしていただいております。そういった

話し合いの中でこの部分については15％ということで、町の方からの補助をいただいて

やりたいという申し出でございますので、このように進めていきたいと思っております。

●委員長（大野委員） ほか。

６番、室﨑委員。

●室﨑委員 漁業振興費の中に肉食性巻き貝駆除事業というのが出ておりますね。これは、
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例えばあさりだとか、ああいうものに穴をあけて食べるエゾチヂミボラとかいう、そう

いうような類いの貝を駆除する事業だろうと、そのように思うのです。これはひところ

は随分すごかった時代があるのですが、やっぱり駆除事業をずっと進めているせいか、

このごろは少し落ち着いているのでしょうか。まず、その現状と、それからもう一つは

３カ年実施計画で見ますと、110万7,000円の事業費、今年度。それの１万8,000円の補助

なのです。これはどういう計算方法でこういう額になっているのか、そのあたりお聞か

せいただきたい。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 肉食性巻き貝の駆除をしている量がどのぐらいの経過でき

ているのかということでお知らせしますと、実は手元にあるものでは22年の数字から持っ

ていますけれども、22年は1,324キロ駆除してございます。そのときによって、作業状況

であるだとかによりますけれども、翌年の23年は53キロ、極めて少ないわけでございま

す。それと24年は1,070キロ、25年は290キロ、そして26年は449キロということで、当初

の部分はどっととれた翌年は減ってきて、また翌年ちょっとふえて、また減ったという

ことだったのですが、24年にとって25年、26年ということで大分少なくなってきている

かなという駆除の状況になってございます。

それと、この１万8,000円という町からの補助の部分でございますけれども、この事業、

112万5,000円の事業でございますけれども、これにつきましては漁業者のほうに駆除し

てもらう、それを漁業協同組合が買い取るような形をとっています。ですから、この買

い取るお金というのは、このうちで100万円見込んでございます。要するにこの部分は補

助対象にしてございません。厚岸町が補助対象としているのは、残る12万5,000円、これ

は処分料になります。この処分料の15％ということで１万8,000円ということで、過去ずっ

とこのような考え方の中で漁業協同組合と進めてきているものでございます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 それでお願いなのですけれども、予算書の中でこういう厚岸町主体ではない

事業って結構あるんですよね。それが３カ年実施計画で、この細かい字の中を探して歩

くとやっと見つかるというような状況でして、できればこういうものがぱっとわかるよ

うな予算資料を別につけていただけると大変ありがたい｡今言ったような計算式のような

ものを入れて、それは予算資料の中にどこかに入っていましたか。入っていればこっち

のミスで申し訳ないですが。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 一般会計の予算資料の中で、これでいくと21ページに投資

的事業の経費の内訳が入ってあります。肉食性巻き貝の部分であれば、全体の駆除量が

５トン、5,000キロと、それで施行事業全体で112万5,000円、それに対して町は１万8,000
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円、漁協が110万7,000円ということでございますけれども、要は、言ってるのはこれよ

りさらに補助対象となっている部分が幾らあって、それに対して何％町が補助金を出し

ているかということだと思いますので、これについては税財政課のほうとも相談をさせ

ていただきながら検討したいと思います。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 すみません。全部書いてあるのを見落としたのかと思いまして、お前何年議

員やっているんだといって怒られるのかと思いましたら、大変ご親切なご答弁をいただ

いたので、ぜひよろしくそのあたりを含めてわかるようなものをできればお願いしたい

と、そのようにお願いしておきます。

それで次にいきますが、行政執行方針の中でアザラシの被害について、特に１項目を

挙げています。これを見ますと、有害駆除も視野に入れてと踏み込んだ形になっており

ます。今まで議会の中では、何回もこのアザラシの駆除の話が出ているのですけれども、

いわゆる野生生物保護の観点からいって、有害鳥獣駆除には踏み込むわけにはいかない

んだという話で大体終始しておりました。それが今回こういうふうに一歩踏み込んだ形

になってきているのは、やはり漁業被害がなおざりにできないというところで、国も重

い腰を上げて、だからといってどんどん駆除してしまえということではもちろんないの

ですけれども、そういうことも検討課題に入れていかなきゃならないと何か動きが出て

きているように聞いていますが、このあたりの説明をお願いいたします。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） このアザラシの部分につきましては、釧路総合振興局管内

で海獣被害防止対策連絡会議というのを持ってございます。その中で、各地区ごとにト

ド、オットセイ、アザラシ等々によっての目視頭数がどうなのか、あるいは混獲頭数が

どうなのか、被害金額がどのぐらいになるのかというものもまとめてございます。

ちなみに厚岸の部分につきましては、被害額でいうと21年は84万5,000円、22年は47万

2,000円、そして23年は138万6,000円という額になっていましたけれども、24年は38万円

で少ないのですが、25年は518万8,000円、26年は73万8,000円、これはどうもばらつきが

ある。それで実際に被害額というのはまだまだあるとは思うんです。思うんですけれど

も、漁業者の方々からの申告というか、それで積み上げているものですから、聞くと漁

業者の中には、これだけの被害があったとしても今まで言ってきていても、何ら対策は

講じてくれていなかったということで、手間もかかるしそんな数値を出さないという人

も中にはいるやに聞いております。ですから、実際の数字というのはまだまだあるんだ

ろうなと、ちなみに釧路町の昆布森あたりになりますと、あちらのほうはアキアジ等の

あれもありますから、被害額って4,000万円だとか4,000万円を超すときもあります。そ

ういうような大きな状況になってきてございます。

こういった状況にある中で、駆除についても北海道のほうもある程度の駆除に取り組

んでいかなければならないという考え方になってきているかのように聞いてございます。
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実は、釧路町の鳥獣被害防止計画という中に、アザラシの駆除も組み込むことによって、

北海道のほうから駆除の許可をもらえるというお話でございます。それを平成27年度に

取り組みました。釧路町のほうの考え方としては、回帰でございますから、釧路町だけ

で駆除作業をやっても、鹿と同じですけれども、動き回るわけですから、やっぱり沿岸

の周辺自治体と協力をして進めなければ効果というのは難しいだろうということで、厚

岸町のほうもそれに向けた勉強を昨年釧路町のほうに行って協議をさせていただきまし

た。

ただ、難しいのは鹿は撃っていとめるとそこに残が残ってその部位を確認する、27年

度であれば尻尾でございますけれども、そういうものも確認できます。釧路町のほうが

これを実施するに当たって困っているのは、駆除するのにハンターの人が船を持ってい

ない、用船を用意しないといけない。そして、不安定な中で構えて撃たなければならな

い。なおかつアザラシが頭をずっと出しっ放しならいいですけれども、頭を下げたり、

当たったとしてもアザラシは下に沈むだろうと、そうすると、どうやってその確認をと

るんだという問題。それと、出たからといって駆除が100％できるかというとそうではな

い。でも、とれなくてもそういった用船等の経費もかかる。そういう中では、やはりハ

ンターの方々の協力をもらうための大変いろいろな工夫をしないと難しいだろうという

話も伺ってきております。ただ、厚岸町の中でも多かれ少なかれの被害があるとすれば

ということで、まずはそういう対応、どうしたほうがいいという方針が見えた時点で、

厚岸町も必要があってその対応をとるとするならば、北海道のほうから駆除の許可をと

らなければいけないということで、厚岸町においても鳥獣被害防止計画、この27年度に

おいて計画変更することで被害防止計画の案をつくって、今、北海道と協議をしている

という状況でございます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 今、答弁の中でおっしゃっていた、大体問題は全部わかっていらっしゃると

思うのですけれども、私もこのアザラシの被害を受けている漁業者の知り合いから前か

ら聞いておりましたが、まさに出てきた数字が全てをあらわしているものではないとい

うのはそのとおりでして、よく言われるのは声が小さいからといって被害が小さいわけ

ではないんだという言い方をされておりました。それで、実際に駆除となりますと今言っ

たように大変陸上と違った難しい問題がありますね。

ある時期までいわゆる海獣、海の獣、これの狩猟というものが行われていた時代には、

その技術を持った人がいたわけですよね｡鉄砲で一番難しいのは上下に動くものを撃つこ

となんだそうです。左右に動くものは割と、簡単ではないでしょうけれども、できるん

だが、上下に撃つものを、しかもこっちが上下に動きながら撃つというのは、実に難し

いことだそうです。そんなことを書いた本もいろいろ、当時の思い出話の本もあります

けれども、それはいいんですが、そういう中で実際の効果を上げられるかどうかという

のも大変難しい。それはそのとおりだと思います。

それから、もう一つ、これもそういう被害に遭われている中の方から出てくる言葉な

んですが、例えば釧路あたりですと、ホエールウオッチングだとかアザラシウオッチン
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グだとかといって観光業者が中心なんでしょうけれども、観光客を出していわば同じ海

獣、海の獣をもうけの種に使っているわけですよ｡商売になる｡ところが片っぽでは同じ

もので被害を受けているんですね。こっちで被害を受けながら、彼らはそれでもうけて

いるのかというやはり印象が出てくるわけですね｡そうすると、二重に精神的にはきつい

ものがあるという話も聞いております。できることなら厚岸あたりでもこのアザラシを

上手に使った観光宣伝をもっともっと強く観光客を呼び寄せるようなものに、いわゆる

積極的利用ができないかどうかももう少し検討していただきたい。そのときに大事なこ

とは、これによって被害を受けている方に今晩の焼酎一杯分でもいいですから、幾らか

の恩恵が回るようなシステムを考えていただけないかということなんです。それによっ

て金銭的な補塡なんていうことには到底行かないでしょうけれども、わずかに気分的に

違ってくるんじゃないかと。

それから、トッカリ研究会とか何とかっていうアザラシ類の研究をしている研究者た

ちのグループがあって、その人たちもいろいろと現地にも入っているようです。そうい

う人たちの話を聞いても、やっぱりどのように共生していくかということが一番大事な

んであって、いきなり希少動物だから保護しなさい、被害を受けても仕方がないでしょ

うなんていう乱暴なことは言わないし、いや、被害があるんだから皆殺してしまえとい

うような乱暴なことも言わない。どこで折り合いをつけて共生していくかということで、

知恵を出し合っていきたいんだということは言っていますね。言うは易く行うは難しと

いうことの典型でしょう。そういうような観点を入れて、全体的にアザラシの被害をど

うしていくのかということを考えていただきたいと、そのように思うんですがいかがで

しょうか。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 私のほうから、トッカリ研究会等々という話もございまし

た。おそらく東京農大の小林先生方が中心となっているところだと思っています。過去

にはこの小林先生にも厚岸のほうにも足を運んでいただいて、いろいろな勉強会等々も

行った経緯がございますが、近年ではちょっとそういった取り組みは行っておりません。

やはりエゾシカもそうでした。初め、どんどん被害が出たときに、駆除対策について

のいろいろな考え方もありながら、現状になると急激にこうなってしまって、今となっ

ては大変苦労しているという部分でもございますので、こういったアザラシの部分につ

きましてもやっぱり可能な限り早く対応というのはしていかなければならないと思いま

すし、ただ、こういう哺乳類でございますから、一層人のそれぞれによってそういう駆

除活動に対する考えというのはいろいろございます。そういった中では、やはり専門家

の先生の話もいろいろ聞くだとか相談をさせていただきながら、そして先ほども言いま

したけれども、厚岸町だけではなくてそういった組織もございますので、そういった組

織も通じながらこういったアザラシ被害が少しでもなくなるような手だてというのを考

えていかなければだめなんだろうなと思いを改めてしているところでございます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。
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●室﨑委員 それと、特に都会の人にと言ったら都会の人に怒られるのですけれども、テ

レビでしか実情を知らない人たちの間によくある考え方で、そんなもの殺すなんてかわ

いそうでないかという有識の非常に一面的なセンチメンタリズムとでもいいますか、そ

こに住んでいる人は目に入らない。だけれども、そこで泳いでいるアザラシは非常にか

わいそうというようなものがあるんですよね。鹿と自動車がぶつかったときに、それで

もって事故が起きてトラックの運転手が死んだという事件を報道した全国紙の見出しが

鹿御難と書いてあったことがあります。これは鹿ではなくて上に馬をつけるべきだと

私は思ったのですが、そういう感覚ってあるんですよ。

ですから、地元ではどれだけ苦労しているのかということはきちんと訴えなきゃなら

ない。その上で先ほど１点、言い忘れたのでつけ加えさせてもらうのですが、実質的に

適正な保障というものも国のほうは考えてもらいたいということをやはりきちんと上げ

ていただきたい。これも要請しておきますがいかがでしょうか。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 最後に言われた実質的な保障、国に対してという話でござ

いますけれども、先ほども答弁の中で用いらさせていただいた海獣被害防止対策連絡会

議というのがございます。先ほども、この資料をもとに厚岸町の被害額等々の説明をさ

せていただきました。ほかの町、まだまだ厚岸よりも多い数字を被害額として上げてお

ります。ですから、こういった会議等々も含めまして、今言われたようなことが方向と

してできるのかどうか、いきなり国というよりは、北海道を通じて北海道と一緒になっ

て国にというのが一番できればいい方向かなと思いますので、こういった連絡会議等々

の部分でそういった意見があることも提案をさせていただきたいなと思います。

●委員長（大野委員） ほか、この目ございますか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ３目漁港管理費。

８番、南谷委員。

●南谷委員 委員長、229ページ、漁港整備で第１種床潭漁港の整備計画についてやらせて

いただきたいので、よろしいでしょうか。

●委員長（大野委員） 漁港に関連するので認めます。

●南谷委員 漁港の施設ということで、ここで質問、お尋ねをさせていただきます。

床潭漁港、太平洋に向かってＴの字というかＹの字に防波堤が出ています。筑紫恋園側、

それから末広側、両側から入れるようになっています。真ん中がＴの字に道路がついて
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いるわけでございますが、昨年、床潭の期成会、それから漁組、町も入って床潭の浜の

強い思いというのですか、どちら側の漁港にも西側にも東側にも専用域をつくってほし

いということで、この出入口に消破堤ブロックを設備設営していただきたいということ

で、ある程度の方向性が一致になったと。いろいろ今まで紆余曲折してきたんですけれ

ども、きちっとした形で私なりに伺っているのは、一本化して早期工事に向けて完成に

向けて、というのも床潭漁業の船も出入りしています。厚岸では今10トン未満階層を含

めて、一番あそこからの出入りの船が多くなってきたのかなと。それから、特にこの港

を利用している太宗漁業である昆布漁船の専用域確保というのは、船の出入りによって

昆布の荷揚げのときとかの静穏度を確保するという意味では、今のままではふりこみが

入って大変だと、そういう部分で町もしっかりこの対応について産業振興課、対応して

きていると思います。

そこで、お伺いをしたいのは、やはり非常に事業費が大きい、なかなか先が見えない。

私なりにいろいろい質問をさせてもらったり、この進捗状況については理解をしている

つもりでおりますが、床潭の浜の皆さんにすると、特に沿岸の皆さん、昆布とっている

皆さんにすると、第３種厚岸漁港のニュースというのはぼんぼん飛んで来るのですよね。

衛生管理型の漁港をつくるよとかサケマス対策に、そういうニュースが飛んで来るんだ

けれども、床潭の前浜の皆さんにすると、昔からおいおい俺たちの前浜、専用域を安心

して使えるような漁港にしてほしいと、すっかりできた、このことは感謝している。静

穏度確保というのは前から言ってきているのだけれども、さっぱり見えないんだと、こ

ういう話なんですよね。

ですから、やはり町としても片側で花火が上がるものですから、余計そういう気持ち

になるのかなと、形になかなか見えない、静穏度確保のための消破堤ブロックを前に出

してもらう、そういう作業をどうなるかというニュースも浜全体にもきちっと知らしめ

ていく必要があるんじゃないのかな。特に、窓口であります釧路総合振興局釧路開発建

設部厚岸出張所の皆さんもしっかりやっていると思うのです。それで、町として、まず

は新年度においてもこの事業になかなか予算の規模が大きくて取りつけにくいと思うん

ですけれども、私はまず町としてもしっかり取り組んでいただきたい。浜にも取り組み

姿勢というものをきちっと組合を通してでもいいですから、ＰＲしていかないと、せっ

かく担当が汗を流しても見えてこない。三種だけではないんですよということを、やっ

ぱり努力していかなければならないと思いますが、いかがですか。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） お答えをさせていただきます。

床潭漁港の部分につきましては、質問者が言われたように、あそこはＹ字型になって

いるのですね。陸地から見ると右側というのは愛冠側のほうは西側と言わせていただき

ますけれども、西側のほうからの入り込み、しけだとかのときに入り込んでふれこみが

すごいと、物揚げ場においても物揚げでも大変苦労するということで、外から入るふれ

こみの対策をしてくれという要望が早くから出ておりました。ただ、近年になると今度

逆の東側、今度は末広側のほう、東側からのふれこみもあるんだというお話があって、
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その対策もということで、それぞれ地元からそういう要望を受けて、厚岸町も主要懸案

というか開発予算要望に向けての要望も北海道に対しても行ってまいりました。当然あ

そこは第一種の漁港ですから、北海道が事業主体になるわけですので、北海道のほうに

要望させていただいておりました。

ただ、そういう要望をずっと重ねてきたんですが、どうも整備が進まない状況が来て

おりました。昨年でございますけれども、その対策についても地元はいろいろな言い方

をしていました、対策の方法について。ただ、要望するのであれば、一つの考えにまと

め上げないとだめだろうということで、地元床潭の方では期成会等々を通じて漁業協同

組合が中心となって一つの対策案ということで、要望、西側、東側それぞれの入り口の

ところに外防波堤をＬ字型で整備してほしいという要望内容を一本化させたところでご

ざいます。町からも釧路建設管理部のほうにもお願いをさせていただいておりましたけ

れども、ようやく北海道のほうもそれの整備に向けて重い腰を上げてくれたというか、

その整備に向かっての方向性を検討していただいてきております。

ただ、北海道が当初事務レベルで現場を見て検討していた部分と、地元の漁業者とい

うか床潭の方々との考えの部分で、やはりちょっとずれがあるということもそれぞれの

聞き取りの中で、漁業協同組合の会議室で行ったんですけれども、そのようにわかりま

したので、その際に北海道のほうからも具体的に静穏度解析調査をやらせてくれと、床

潭漁港の静穏度の調査、どういう状況にあるのかという実態をちゃんと捉えて、そして

そのために有効な手だてというのがどうなのか、どの場所にどういった施設をつくるこ

とによって抑えられるのかというのを出すために、静穏度解析の調査を27年度において

行ってございます。

もう年度末でございますけれども、ただ、聞きますと27年度の静穏度解析調査では十

分な成果が得られなかった、最終的な方向が出なかったということで、28年度において

も引き続き静穏度解析調査を実施すると。そして、北海道の今の厚岸出張所のほうの担

当者の考え方をお聞きしますと、28年度においては静穏度解析と費用対効果分析を行っ

て、北海道としての事業計画を来年28年度に策定をしたい。早ければ29年度には国の事

業評価を受けて、30年からの事業採択に向けて進めていきたいというのが北海道の考え

方のようでございます。ただ、30年は事業採択を受けてもその年は実施設計等となりま

すから、工事となれば早くても31年ということになると、なぜこれだけかかるのかとい

うと、先ほど質問でも言われたとおり事業費が膨大になります。当初はちょっとした部

分で考えておりましたので、北海道の単独事業ということで北海道にお願いしてきまし

たが、北海道が根本的な対策を考えると事業費が大きくなる。そうすると、公共事業で

行っていかなければいけない。公共で行っていくためには、今採択基準の中で衛生管理

型の漁港にするか、あるいは耐震化をした漁港整備をすることが採択の基礎となってご

ざいます。床潭漁港については、耐震化に向けた岸壁も整備も視野に入れてやっていく

ということで、その計画を今詰めている。ただ、こうなると公共になると、外郭の部分

はあれですけれども、係留施設の部分については厚岸町の負担も出てまいります。13％

ということでございますけれども、そういった27年に引き続いて28年の静穏度解析調査

等々を含めて、今年事業計画の策定に当たるわけですから、その中では厚岸町も当然そ

の中に入って、事業計画を中で進めていくような形になろうかと聞いてございます。
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●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 １回で終わろうと思ったのですけれども、浜から聞いていた話では28年度か

らある程度の動きが見えるんだと、事業年度は別にしても、そうすると悪く言えば１年

調査が延びると、それだけ先にいったのかなと聞こえたんです。そうとられても浜主と

は単純にいえば、調査をしっかり１年かけてやるというから、もう２年かけてやること

になるのです。だからその分、項目も多くて今の説明だと耐震岸壁も含めたしっかりし

たものに調査をして、事業費も出ることから、そういうことも含めて今まで聞いたこと

のなかった考え方、国を巻き込んでのきちんとした交通整理されたある程度の方向性と

いうものができたわけですから、私自身はそのこと自体は前進だと思うのですよ。今ま

ではお願い、お願いだけだったわけでございますから。そういう部分では、28年度を調

査をさらにすると、29年度、30年度から実際に次なる展開にということですから、この

辺の経緯、経過についても浜の皆さんにきちんと理解をしていただいて町としたらさら

なる30年が事業をやっていく上で、どんどん最近は公共事業、後ろに延ばされますから、

逆に前にくるくらいの勢いで仲立ちをしていただけるよう頑張っていただきたいと思い

ます。いかがでしょうか。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 今まで要望だけしていて、検討しますというやりとりであっ

たものが、このように先も大体今の現在は何年に採択を受けて、何年から着手しようと

思っているんだということまで引き出せたということは、大変前進したなと思っており

ます。

ただ、静穏度解析が当初は27年で終わるということで話を聞いていたんですけれども、

最終的に確認しますと28年度も引き続いてやらないと、十分な結果が出せないみたいだ

ということでございます。当然この解析結果が出れば、厚岸町にもお話があるでしょう

し、漁業協同組合にもあるでしょうけれども、さらに床潭の期成会の方々も含めていろ

いろな聞き取りをやって今検討してきているところでございますから、この28年度で行

う事業計画策定に当たっては、そういう機会も持たれると思います。そういった中でも

早くまとめて、そして事業実施がだんだんおくれていくことのないように継続して、今

度は早期着手という形になると思いますけれども、そういうような要請の仕方になるの

かなと思っているところでございます。

●委員長（大野委員） そのほかこの３目ございますか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ進みます。

５目養殖事業費。
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（な し）

●委員長（大野委員） ６目水産施設費。

（な し）

●委員長（大野委員） ６款、１項商工費、１目商工総務費。

ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） ２目商工振興費。

（な し）

●委員長（大野委員） ３目食文化振興費。

３番、堀委員。

●堀委員 ここでは、次ページの246ページの中段、まちづくり推進課の味覚ターミナル道

の駅計上費3,202万4,000円の下の部分、味覚ターミナル指定管理委託料3,112万8,000円と

いうことで、要求した資料をいただきました。平成23年から昨年までの指定管理料の推

移というものでいただいたのですけれども、これを見させていただいたときに、経常的

な電気料とかそういったものの増というのは、さほど大きなものではないんですよね。

直接業務経費というところで後段から４段目のところには、当初平成23年には1,304万

6,273円というものが昨年27年度では1,435万7,772円ということで、こちらのほうだけを

見たときには、130万円ほどの増にしかなっていない。では何が一番トータルで2,459万

9,000円から27年度は3,000万円と600万円ほど増えて、またことしもそれよりも200万円

増えた3,200万円というようなものになったのかというのを見させてもらうと、閑散期支

援というものが大きく大きく上がっているんですよね。23年度のときには994万8,784円

だったものが27年度では1,430万1,469円ということになって、この５年間だけでも500万

円近くの増となっている。おそらくこれが新年度の中でも27年度に比べて200万円ほど増

になっている主な要因でもないのかなと思うのですけれども、この閑散期支援の考え方

について、いま一度説明していただきたいと思うのですけれども。

●委員長（大野委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） 味覚ターミナル、コンキリエ指定管理委託料の中に

含まれております閑散期支援については、平成20年度から始まっております。その前か

らもあるのですけれども、閑散期支援という表現としては平成20年度から行われており
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ます。そのときに、通常の管理経費の対象等に加えて1,000万円を追加すると、これは特

別委員会を開催設置されて議論の中で積み上がってきたものでございます。それでこの

ときの1,000万円というのがどのように計算されたかというと、通常の販売一般管理費、

これの11月から３月期のこの部分の金額、それからそれまでに通常払われていた委託料、

この部分を差し引いてその額に25％を掛けた額、これが追加する額の計算として当時か

ら引き継がれてきています。その結果として、毎年この計算に基づいて委託料というの

が計算されて、計上されてきているということになっております。

それで、それが増えているということでございますが、これにつきましては、平成23

年度から27年度まで何が増えているのかということになりますが、この間、主に増えて

いるものとしては、正職員と臨時社員の数というのが当時の10人と今も変わっておりま

せん。増えたのは入館者の入り込みというのが非常にふえております。それによって売

り上げ高も伸びてきているのですが、それに対応するための従業員、これを補うために

パート、それからアルバイトの方々が増えているということでございます。それでこの

５年間の中では数も増えているのですが、いわゆる最低賃金の切り上げもあって、当時

と比較すると時給単価が10％ぐらいアップになっています。これがあるということはご

存じだと、承知されていると思いますけれども、まずそれがあるということですね。

それから最近増えているのが、味覚ターミナル、コンキリエの主力商品はカキであり

ます。料理を売り、食を売り物にしているところですので、そこで扱うカキの量という

のはどんどん増えております、この５年間。これは別の話になります、すみません。一

般管理費ではありませんので、ちょっと後で展開出てくると思います。これは対象になっ

ておりません、申し訳ございません。

それと、いわゆる入り込みを増やすためにエージェント、宣伝広告費もかけています

し、それからエージェントへのプロモーション活動というものをこの５年間で強化して

まいりました。その結果、そういった経費も積み上がっているということには当然なり

ます。その結果として売り上げも伸びているわけでございますけれども、結果としてそ

ういう経費が積み上がっていくと計算上その対象も増えていくものですから、その部分

が少しずつ上がっているということでございます｡計算としては２年前の数字を使ってお

りますので、２年前はまだ小さい数字ではありましたけれど、それをすぐ反映するので

はなくて、２年おくれで負担は増えているのですけれど２年前のまだ膨らむ前の数字で

もって計算して、その差はもっとあるのですけれども、今そこに押さえた中で委託料と

いうのは計算されていると。

ただし、いろんなものが増えていく結果として計算上、委託料も増えていくという計

算になっています。通常の部分も電気量だとかそういうものも数字上は増えていってお

ります。こういったものも入館者が増えていくとかかるものでございますから、そういっ

た意味での増加があるということでございます。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 だから、平成20年の時に閑散期支援を約1,000万円をめどに出しましょうといっ

たときは、今のような状態というか、逆に言っちゃうと入館者も増えて営業の成績もい
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いという状態にというものは、想定はされていなかったのじゃないのかなと思うんです

よ。いまだとどんどん人が来て、どんどん物を売ったりなんかすると、どんどん閑散期

支援の金額が増えていく。実はもう閑散期とはいえないで、通常の営業期とほぼ変わら

ないような、それは例えば今年の味覚ターミナルの決算とかも見ての話にもしないとな

らないと思うのですけれど、月別でいうと、そんな昔のような閑散期と今のこの11月、12

月、１月、２月、３月とかというような中での物が言えなくなってきているのではない

か、要するに、この期間の営業の努力というのは確かに認めますけれども、それがどん

どん成績がよくなると閑散期支援の金額が増えていっちゃうのであれば、どうも最初の

閑散期支援として出したというように決めたものと大きくかけ離れてしまっているん

じゃないのかなと思うのですけれど、その点についてはいかがなんでしょうか。

●委員長（大野委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） 現状においても、11月から３月まで、これについて

は月ごとの収支計算というのをしておりますけれども、相変わらずマイナスに実はなっ

ているんです。

それで、１回目にちょっとフライングしてしまったんですが、経費の方もかかってお

ります。その大きな要因として、大量に仕入れするカキの値段が最近高騰しているとい

うことが挙げられます。それで、ちなみに私も感覚的には持っていったのですけれど、

数字的にちょっと確認いたしました。それで、これは23年度と比較したのと26年度と比

較したのも持っているんですけれども、この間、平成23年はカキの仕入れ額というのは

約2,400万円だったんです。これが、27年度、今年度は5,600万円です。約2.3倍仕入額と

して増えている。これは、そういうコンキリエが望むこういうものを仕入れることによっ

て、漁業者支援だとか、この購入は漁業協同組合からしてるわけですけれども、そういっ

た産業支援の意味合いも当然あります。そして単価も平成23年が、むき身で１キロ当た

り3,500円平均です。平均がです。これが今年度は4,350円、ということであります。こ

れも、非常にアップ率としては大きい。それから、殻ガキについても前年度と比較する

と、前年度が１個当たり96円だったものが、今年度は117円ということで、２割以上のアッ

プにもなっています。こういったこともあって比較すると、売上に応じた利益には至っ

ていない。なぜかと言いますと、仕入れがアップすれば例えば、料理の単価も同じよう

に上げれば、同じくらい収益に結びつくんでしょうけれども、やはりそれを極端にこれ

ほどのアップを添加してしまうと、お客さん、客離れを逆に起こす可能性もあるし、厚

岸は高いというイメージも定着してしまうということで、そこは状況を見ながら対応す

るということが必要であろうという現場の判断もあるんですけど、全く上げていないわ

けではございません。上げているんですけれどそれほどアップにはしないで、お客様に

提供しているという現実もあるということで、依然としてこの11月から３月については、

マイナスの状況が続いているということでございます。

●委員長（大野委員） 休憩をしたいと思います。

再開は３時半といたします。
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午後３時01分休憩

午後３時30分再開

●委員長（大野委員） 再開いたします。

３番、堀委員。

●堀委員 ５年前、６年前に比べて、生鮮品の単価、特に海産物の単価が上がっていると

いうのは、これはもう誰でもがわかっていることなんですよね｡私だと、都会の消費とい

うのは旺盛な消費、購買力の増というものが結果的にこの地方にも及んできていると、

そういった点では私はよくアベノミクスの成果があるのかというのですけれども、私は

この点についてはしっかりとした経済効果というものが出ているのだなと感じるところ

である。だからそうやって上がっているのは確かで、その分の費用というものがかかる

というのはいいんですよ。でも、それに対して十分な利益を賦課するというものは、そ

れは町の考えるものじゃないですよね、それは会社側が考えることであって、原価率を

幾らにする、幾らのものを幾らで売るんだというものは、会社が考えることなんですか

ら、そこを、それじゃ町がいやいや、通常の原価率を掛ければ200円で売れないものを150

円で売ってくださいと、その分の下がったものはこの閑散期支援の中で払いますよなん

て言っているわけじゃないでしょう。それはあくまでも会社側が考えることなんですか

ら、やはりそこを理由にされちゃいけないなと私だったら思うのですよね｡

いずれにしても、５年間こうやって当初は1,000万円、そのときの数字というものもこ

の1,000万円を出す根拠としてやったものだと思うのですよ。それがどうしていいのかと

いうような議論というのは、そのときにもされていないはずなんです。と言ったときに

は、やはり５年間たった中ではこの閑散期支援というあり方、最初の課長のほうの言っ

た中では26年のものはまだ反映されていない、じゃ来年度以降26年のものが28年の反映

になるのかな、27年度になるとやっぱりもっともっと増えるという、じゃどこまで増や

すんだっていう話にもなると思うのです。そんな話には私はならない思うんですよ。だ

からこの閑散期支援の考え方というものを、もう一度見直していただかなければならな

いと思います。

一般議案のほうで平成28年からの５年間の指定管理者というものが決まりました。た

だ、年度の管理委託料というのは当然それは年度協定で結ぶんですから、私だと、いや

いや計算ではこうやって1,400万円だ1,600万円が足ささった3,000万円だ3,200万円という

もので出るけれども、いやいやうちの会社はこうやって利益も出しているんだから、こ

としは3,000万円でいいですよとか、2,800万円でいいですよとか、そういう会社という

ものをやっぱり選定していかなければ今後はいけないとも思うのですよ｡何だかんだ町が

算定したものについて、はい、いただきます、そんなところにばかり指定管理をしてい

く理由というものが今度薄れてしまうのじゃないのかなというふうに思うのですよね。

それを考えていったときには、やはりここはもう一度、考え方を整理しなければいけな

いんじゃないのかなと思うのですけれども、いかがでしょうか。
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●委員長（大野委員） 町長。

●町長（若狹町長） 実は私もちょっと答弁しづらいのです、立場的には。といいますのは、

町長でありコンキリエの社長という立場、ただ、コンキリエと行政の立場といいますか、民

法上では副町長が行政の責任者ということになっているのですが、今ご指摘のように閑散期

の支援の関係ですが､確かに近年総体的には売り上げは伸びております。しかしながら、閑散

期といわれる11月から３月は依然として大変厳しいのです。オープン時代とは違うような流

れは確かにあります。ありますが､閑散期は堀委員も行ってみるとわかると思いますが厳しい

です。しかしながら支配人以下、職員挙げて何とか売り上げを伸ばそうということで、今、

最善の努力をしていただいております。その成果が全般的には売り上げが伸びているという

ことでございますので、どこかの指定管理の問題についての閑散期についてのも見直しをし

たらどうかというご指摘がありました。これは毎年いろいろな協議の中でまた出てくること

でもあろうかと思いますが、そういう実態というものを考えていただければ、決して管理費

のあり方というものが十分に理解できるのではなかろうかなと思っておりますので、今回担

当課長からご指摘で答弁いたしましたとおり、いろいろな多くのまだ課題があって、このよ

うになっているということをご理解いただければと思っております。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 でも、社長である町長になんですけれども、経常赤字といった中で閑散期支援

としてこうしていかなければならないというのはわかるのですけれども、やはり経常的

に黒字を出している会社であって、本来であれば閑散期支援といいながらでもそうやっ

て経常的に黒字の出ている会社であれば、夏季間４月から10月までの利益というものを

閑散期のほうに回すような営業というものをやっぱり考えてもらわなければならないの

ですよ。それだけの入り込みというものもあるんだし、売り上げというものもある。そ

ういったときに、いつまでも過去の形態にとらわれるということはいかがなのかと思う

のです。

閑散期支援、当初2,400万円だったものが今年28年度は3,200万円、来年になったらば

3,500万円にもなるかもしれない。じゃ初めに話をして、この議会とかでもいろいろな議

論をした中で1,000万円を当初1,500万円 閑散期支援の1,000万円を足す2,500万円に

するときにもいろいろな議論をしたものよりも、さらに1,000万円も増えるという状況が

生まれようとしているのですよ。その流れというのは、最近の観光の入れ込み数の増や

何かというものでもやはり容易に想像できるんですから、もうそこでは議論の再構築を

しなければ、町民だってこれは納得できないと思うのですよね。そこら辺はぜひ何とか

考えていただきたいと思います。どうでしょうか。

●委員長（大野委員） 町長。

●町長（若狹町長） コンキリエの運営は、職員定数、最低にも現実に抑えております。そう
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いう経営方針で何とか人件費を抑えようという考えで行っているわけでありますが、しかし

ながら当然繁忙期においてはそれでは間に合いません。ですから、先ほど課長からお話しい

たしましたとおり臨時とかパートを雇って、その運営に対してサービスを怠らないように最

善の経営運営をしているということでございまして、そういう意味において繁忙期における

いろいろな今ご指摘がございましたけれども、社長といたしましましても今後の運営のあり

方についてご指摘を受けた中で、また私一人で、これ株式会社ですから、当然取締役会とい

うものがありますので、そういう中でいろいろと協議しながら健全な運営を図っていかなけ

ればならないという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。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 社長としてその意見としていいのですよ。ただ、今度委託料を出すほうとして

は、やはりどうなのかなとなると思うのですよね。やっぱりいろいろとかかってくると

いうものではわかりますけれども、ですから先ほども言ったとおりに、では計算上はこ

うやって3,200万円だ3,500万円だといった中でも営業を努力を私方もして、年度協定で

すから、毎年毎年金額は双方合意で決めるのですから、予算額を何だかんだ合意額とし

なくてもいいわけなのですから、やっぱりそういうものを会社としても考えてもらわな

ければならないんじゃないのかなと、そういう会社に対してやはり指定管理というもの

をしていくという方向性を考えてもらなければならないのじゃないのかなと思うんです。

ぜひとも会社のほうにももっと努力をしてもらった中で、閑散期支援というものを、こ

の基準を変えないというんであれば、せめて委託を受ける側がみずからが営業努力をし

て、もっともっとこれを計算よりも少なくできるようにもしていただかなければならな

い、そういうところを今度は選んでいかなければならないんじゃないのかなと。

もう今年既に５年間、契約というか指定管理をしましたから、この５年間の中では変

わりようがないのかもしれません、よほどのことでもない限り。相手方がやめる、こち

ら側が何かの都合でやらないとかという場合がない限りは５年間やる。ただ、この閑散

期支援の中での委託料の推移というものは、今後５年間はしっかり見させていただきま

す。ただ計算上で増えていったところをめくらのように、すみません。何も見えないが

ごとくに委託をただ続けるというようにはならないと思うので、これはやっぱり議会と

してもしっかりと注視して監視をしていくことをしていきたいと思いますので、ぜひそ

こら辺はご了知していただきたいと思います。

●委員長（大野委員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えをさせていただきます。

コンキリエが指定管理を受けて今回で３期目に相なるわけであります。

そういうことで、今いろいろとご指摘を受けたわけでありますので、社長といたしまして

も今後ともご指摘を受けた中身を常に置きながら、これからのコンキリエの運営に当たって

まいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
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●委員長（大野委員） その他、この３目ございませんか。

６番、室﨑委員。

●室﨑委員 今るる議論のあったものの尻馬に乗るような話で申し訳ないのですが、実は

この指定管理委託料の項目を決めるときにも私大分言っている経緯がありますので、改

めて同じことを言いますが、指定管理委託料の中の閑散期支援の額がどうのこうのとい

うわけではないですから。ただ、管理委託料の中に閑散期支援というような項目がある

ということ自体が問題なのではないか。これは独立させるべきでないのか。管理委託料

というのは、どこまでも委託に係るいろいろな経費の問題です。閑散期支援というのは

経営に対する支援ですよね。委託料ではないのではないかと。これを決めたときに私大

分そのことは言っているのですが、とうとう、いやいやということでそのまま行ってし

まっているのですが、今のような議論が出てくるというのはまさにその矛盾が表に出て

きているのではないかというような気がいたしまして、額に関してはまた別の議論にな

りますけれども、項目として異質なものを入れるべきではないという考えのもとに、検

討する必要があるんじゃないかとそのように思いますが、いかがでしょうか。

●委員長（大野委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） 指定管理の業務の中に、道の駅としての業務とか、

それから緊急時の対応、この中には災害時に関する避難場所、それから防災無線の基地

局としての対応とか、そういったいわゆるこの施設を利用して公的な使命を帯びる部分

の管理についても、指定管理としてお願いしております。

そういった中で、いつでもこういう対応をしていただく、例えば冬に暴風雪で国道が

閉鎖したときも、あそこで国道から避難してきた方を受け入れて、それから炊き出しな

どもコンキリエで行ったりだとか、そういうことも過去にはありましたし、これからも

そういったことはしていただくということにもなります。その部分については営業とは

また別の公的な使命を帯びた中での施設運営という中でお願いしていってもらっている

部分でもありますし､現在においては、例えば避難するときの階段もちゃんと設置してお

りますが､そういった部分についても日ごろから、いわゆる雪が降ったときには除雪をす

るのは当たり前なのですけれども、通常でも風が吹いてそこに雪がたまっていないかと

か、適正な施設の状況になっていないかとか、そういったことも含めて確認もしていた

だいていますし、そういったことも含めますと、トータルの中でこういったものについ

ては指定管理の中で対応するということで､通常の業務委託とはやっぱり切り離して考え

るべきであろうという考えでございます。そういったこともトータルとしての指定管理

費であるという位置づけでさせていただいておりますので、ご理解いただきたいと思い

ます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 トータルというと、大抵のものはその中で曖昧になって通ってしまうという
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んじゃよくないですね。今の話、施設管理清掃費、施設周辺除雪料なんていう、ちゃん

と項目がありますよ。もしそういうものが必要なら一つ一つつくればいい。営業に関し

て営業のいわば経常赤字を冬の部分だけ何とか支援しましょうということについて、誰

もだめだなんて言っていないんですよ。ただ、それは管理委託料というものの性質とは

いささか異なるものを持っているんじゃないのか、それを一緒くたにしてトータルにお

いてはなんていう言い方でもって、何が何だかわからないようにしてしまうと、結局ちゃ

んとしたものまで、おいおい、うさんくさいぞというふうに町民に見られてしまう、そ

ういうことを言っているんです。

●委員長（大野委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） この閑散期支援につきましては、そういうこの間の

運営をするに当たって収益が出ない時期があるということで、その部分も含めてこの指

定管理の中に今まで入れさせていただいた経緯があります。その部分の考え方について

は変わりなく計算させていただいておりますので、何かその考え方を変えたとかそうい

うことではございませんので、その辺はご理解いただきたいと思います。

先ほど除雪の部分で言ったのは、除雪の委託料についてはどんと降ったときには除雪

委託料になりますけれども、通常の管理の中ではそちらのほうでは入っていないという

意味でございますので、その施設の管理と敷地の管理についてはこの指定管理の中でと

いうことであります。特別の草刈りだとか、どんと降ったときの除雪の委託料、これは

業務委託という中できっちり分かれておりますので、その辺はきちんとした区分けをし

た上での指定管理制でありますので、よろしくお願いしたいと思います。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 こんなことで時間とりなくないのですけれどもね。

社長でもある町長にお聞きします。やはり税金を使うわけですから、妙な疑いをかけ

られないようにきちんとその性質の違うものは分けていくことが大事だと思います。今、

担当者は項目の解説を延々とやっていましたが､私が聞いているのはそういうことではな

くて､今後のあり方としてこういうあたり、より明確にするために、やはり検討していく

必要があるのではないかとそのように思いますが、いかがでしょうか。

●委員長（大野委員） 町長。

●町長（若狹町長） 町長にお聞きしたいということですが、社長という場合は受けるほうで

ございまして、どうもそこは言いづらいですね。

ですから、それは別にして、町長という立場でこの際明確にいたしたいと思いますが、コ

ンキリエの管理委託をするのに評価委員会というものも設置して、妥当かどうかということ

を評価いただいて提案するという手続があるわけでございまして、今回の場合もそういうこ

とで提案をし、議決をいただいたということであります。
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ただ、指定管理費がどうかとか、また仕分けをしたらどうかとか、いろいろな議論が今出

ておりますので、町長としてはやはりいろいろな意見の中でどう判断するかということも大

事なことでございますので、今の意見を今後どうするか、また考えていかなければならない

問題でもあろうかなということでありますが、ただ、指定管理者評価委員会でいろいろと議

論した中での提案になっていますので、そこも今後ご理解いただければと思っていますので、

よろしくお願いしたいと思います。

●委員長（大野委員） その他ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ進みます。

４目観光振興費。

（な し）

●委員長（大野委員） ５目観光施設費、250ページです。

（な し）

●委員長（大野委員） 256ページ、７款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費。

（な し）

●委員長（大野委員） ２目土木車輌管理費。

（な し）

●委員長（大野委員） ３目土木用地費。

（な し）

●委員長（大野委員） ４目地籍調査費。

（な し）

●委員長（大野委員） ２項道路橋りょう費。

（な し）
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●委員長（大野委員） ４目地籍調査費。

（な し）

●委員長（大野委員） ２項道路橋りょう費、１目道路橋りょう維持費。

（な し）

●委員長（大野委員） 262ページ、２目道路新設改良費。

ございませんか。

６番、室﨑委員。

●室﨑委員 ここで防雪柵についてちょっとお聞きします。

道路新設改良費の後ろのほうにも太田の防雪柵が出ていますが、私が言っているのは

そこじゃなくて道路の名前まではわかんない、町道なんですが、糸魚沢小学校から高知

小学校に向かっていくとＴ字路にぶつかるまでずっと町道ですよね。あの区間なんです

けれども、非常に吹きだまりの強いところがあるんですね。それで、防雪柵が有効なの

かどうかを含めて、やっぱり非常に危険な目に遭う地域の方があって、あそこのところ

は懸案の場所だということは前から、担当者の方もよくわかっていると思うんですが、

このあたりについての手だてというものについては、何らかの検討をなさっているのか

どうか。

地域には要するに応答がないといっては失礼なんですが、事あるごとに、正式な要望

書ではないでしょうけれども、話は出しているんだけれども、その後特別の話は聞いて

いないんだということを言われておりまして、何かおそらく研究しているんだろうと思

うので、そういうことを地元に伝えていただければなと思うのですが、いかがでしょう

か。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（松見建設課長） 国道４４号から糸魚沢は左に上がって高知方面、若松方面に向

かう、この箇所は私ども見ている限りでは、旧糸魚沢小学校を少し越えたところあたりから

しばらく吹きだまりの発生が起きやすい箇所がございます。この現象は一昨年の大雪のとき

には非常に危険な状況だということで、地元からも要望がございましたし、私どもも気をつ

けて対応してまいりましたが、今年に限っては、一昨年のような猛吹雪がここを襲わず、比

較的穏やかな状況であったと聞いております。そういう中で、今年の夏に自治会要望として

私どもこの箇所受けております。ここでは今年の冬の状況はまだわからないときの回答であ

りましたけれども、ご要望の箇所という部分については、実は他にも私ども計画してまいり

たいところがあるということを、具体的には路線名教えてございませんけれども、そういっ

た中で今回のご要望の箇所も合わせて、今後の防雪柵の計画の中に優先順位をつけながら検

討させていただくという回答にとどめておりますけれども、幸い今回に限ってはひどい状況



- 205 -

ではありませんでしたが、また引き続き来年等も踏まえた中で太田も着実に工事を進めてお

ります。ただ、もう少しちょっと太田は年数がかかるようでございます。

そういったことを見定めながら、改めてここにも要望があるということを踏まえて、でき

れば太田以外の計画も早目にちょっと地元に周知できるような準備、検討をしなければなら

ないなと考えてございます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 忘れてはいませんよと、ちゃんと頭には入れていますと、ただ、まだ具体的

な計画も何もできておりません、という段階なんですということなんですね。

それで、地元ではやはり、今年は非常に幸運にもといっていいでしょうね、そんな大

きな事故につながるようなすさまじいことにはならないでどうも済みそうです。この後、

猛吹雪が来てという確率はほとんどないと思いますけれども、ただ、それもわかりませ

んよね。

そういう中で、大体何年先ぐらいにはなるだろうけれども、こんなふうにつくってい

かなければならないと思っているんだという程度の目途というものを含めて、なるべく

早急に地元にはそういう話を持っていっていただきたい。余り言ってしまうと、その年

にできないと、また何だと言われるんじゃないかというような懸念もあるんだろうとは

思うんですけれども、自分らとしてはこうしていきたいんだと、考えているんだという

話があるのとないのとで、やっぱりその地域に暮らす方は大分違うんじゃないかという

気がいたしますので、よろしくお願いしたいんです。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（松見建設課長） 書面による回答のみだけではなく、日ごろ顔も合わせる機会も

たくさんありますので、そういった中で厚岸町の取り組みについて、ご理解いただけるよう

にご説明してまいりたいと思います。

●委員長（大野委員） その他ございませんか。

８番、南谷委員。

●南谷委員 263ページ、床潭末広間道路整備事業、この額面が大きいので、２億1,000万

円で265ページ、道路改良舗装工事費１億8,800万円の計上になっております。ご承知の

とおり、昨年度当初予算が実現できませんでした。今年は私が議員になってから初めて

なんですよね、当初予算のものがあんなに大きく減額なったというのは。過去記憶はご

ざいません。今年もこれだけ大きい数字が載っているのですけれども、去年のようなこ

とはないんでしょうか。いかがでしょうか。

●委員長（大野委員） 建設課長。
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●建設課長（松見建設課長） ご質問のように、床潭末広間道路、平成27年度、昨年度予算で

は、当初予算に計上した額を６月において大きな減額補正を余儀なくされたと。これは道路

整備事業が近年では社会資本整備総合交付金に一本化されているという状況から、全道的に

その要望が急激に増えてきているという状況でありました。そういった中で、その状況は一

昨年よりも前から承知しておりましたが、私どもは結果的には北海道の最後の段階では要望

額を入札執行残等で十分満たされなく余してしまうと、いわゆる国に返してしまうという状

況があったようです。

つまり、こういった事業の現象等を踏まえて、追加等の配分も余り強い期待ではないんで

すが、そういうようなものを考えながら予算計上をしていたわけなんですけれども、昨年は

十分な道の予算の状況を見込めなくて、ちょっと大幅な減額であったわけであります。今年

度28年度もやはり全体枠は昨年よりも全道の要望がやっぱり増えているようです。この道路

予算に多く予算を配分していくという情報は聞こえてきません。

したがって、昨年と同じようにこの道の重点化といいますか。現在は、長寿命化という部

分と防災安全という部分にこの社会資本整備交付金、充填しております。この床潭末広間道

路はそのほかの道路整備に当てはまって、最終的には絞り込まれる部分なんですね。そういっ

た中では、今年度、昨年の床潭末広間道路の実績ペースでは事業費7,956万8,000円でありま

す、工事費であります。今回は１億8,800万円でありますが、昨年よりも全道額の要望が増え

ている中で道路予算が増える見込みが聞こえない状況では、やはり１億8,800万円、ここに充

当していくことが今現在非常に心配であります。ただ、全体枠、この道路だけではなくて下

水道の交付金等もありますし、そういった厚岸町に配分される額全体の状況がわからない中

では、はっきり言えませんけれども、私どもは北海道要望が多い中で最終的に余る状況があ

るわけですから、それは見込まさせていただきたいと、それも含めて最大限単年度でできる

金額を、もうちょっとあるわけですけれども、余り過剰にみても意味がございませんので、

万が一余剰の配分等が来た場合に対応できるようにこのような金額になっているわけですが、

希望としては一気に全額配分をいただきたいな、そういう思いではいますけれども、道の予

算的には厳しいのではないのかなということが担当の感想でございます。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 苦しい事情はよく理解をさせていただきました。そうすると、今の答弁です

と昨年同様の不安定な状態にはあるけれども、できるだけここではある程度の数字を予

算獲得のためにも計上したいと、そういう思いもあると理解をさせていただきました。

床潭末広間道路、切りかえのときに町長は残りの部分についてもしっかり町道として認

定していただいて、これらに向けて取り組んでいくといわれたのですけれども、時代背

景というのですか、その後、役所のほうもある程度、ころころ制度も変わってきてなか

なか進捗しない実態にあります。相手のあることではございますが、２年続きで大幅な

減額とならないように最大限努力をしていただきたいと思います。

●委員長（大野委員） 町長。
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●町長（若狹町長） ただいまのご指摘、ありがたく思うと同時に、頑張っていかなければな

らないという気持ちになっております。といいますのは、この道路は約４キロあるわけであ

ります。そのうちの２キロについては、道の代行事業として北海道がとり行ったわけであり

ます。後の２キロを町単独事業で行うということに相なっておるわけでありまして、私とい

たしましては、過去の経緯もあり、過去の経緯といいますのは、昔はあそこ道道だったんで

す。しかし、切りかえによって町道になったという経緯等もあり、また本来は北海道が整備

すべき道路であるべきことを道財政が厳しいということで、北海道も責任を持って協力いた

しますので、ぜひ町で行っていただきたいという過去の経緯もあるんです。ですから､私とい

たしましては、北海道に対しまして社会資本整備総合交付金、何とかこの道路については北

海道が責任を持って獲得してもらいたいという、今お話もいたしているところでございます。

しかし半面、あそこは地滑り地帯、それから地主等の関係がありまして、いろいろと作業

がおくれていることも事実であります。しかしかながら、あそこは今後の厚岸の総合戦略と

しても重要な路線という認識を持っております。産業道路であり観光道路であるという認識

を私は持っているわけでございますので、予定どおりの工事ができるように、これからも最

善の努力をさせていただきたいと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（大野委員） ほか、ございますか。

４番、石澤委員。

●石澤委員 271ページの苫多の道路整備事業なんですけれども、これはどこからどこまで

の事業なんですか。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（松見建設課長） これは、継続事業の最終年度に当たるんですけれども、神社が

あるのをご存知かと思うのですが、その神社の海側の、実は道路整備は終わっておりまして、

海岸と道路が非常に高さがある崖なんですけれども、そこの法面の整備、これを１年で施工

完成を目指そうという事業であります。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 苫多の道路をずっと走ったときに、カーブミラーがありますよね。カーブミ

ラーがちょっとあちこち向いていたものですから、どうなったのかなと思ったんで。そ

れは直しながら道路の整備をしていったということになるんでしょうか。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（松見建設課長） １年ほど前にある議員が通ったら、カーブミラーが一部方向が

違うんじゃないかということで、カーブミラーの役目を果たしていないよというご指摘をい

ただきまして、早速道路パトロールの上、その箇所は修繕済みでございます。
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●委員長（大野委員） ほか、ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） 先へ進みます。

272ページ、３目除雪対策費。

11番、中川委員。

●中川委員 ここで質問させていただきたいんですけれども、私先ほども申しましたよう

に、もう道路も歩道も雪が解けて、こんなときにそもそもおかしいと思うんですけれど

も、本年度の予算ですので質問させてください。

補正の段階でも議員から話しありましたけれども、厚岸町のこの除雪対策、物すごい

町民から、早いね、早くかいてくれていますねと喜ばれているのですよ。そして私も月

に２回ぐらいちょっとある習いものをしていますので、そこでも仲間から厚岸町のとこ

ろすごいですねとお褒めをいただいているものですから、私もこういう立場におりまし

て喜んでいる一人なんですけれども、ただ、私ちょっとこれから質問するんですけれど

も、湖南地区のやっぱり大通りといったら松葉町ですよね。それで私も車に乗ってあち

こち歩いたりこっち来たりしているんで余り気がつきませんけれども、ちょっとやっぱ

り商店街といったら松葉町なんで、銀行に行ったり郵便局に行ったり、それから床屋に

行ったりしていろいろ松葉町を歩くんですけれども、今、課長もご存知のように、松葉

町の商店街はくしの歯が折れたようにあいていますよね。そうすると、皆さん、若手が

いつもそうなんですけれども、みんなそれぞれ自分の前の歩道かいてくれます、みんな、

私もそうですけれども。ところが松葉町はそのようにくしの歯が折れたようにあいてい

るものですから、黙ってみたら皆さん踏んでそこを歩いているのですね。それで褒めら

れて感じのいい半面、そういう歩道の除雪というのはどうすればいいのでしょうか。家

がないものですから、そこだけ吹きだまりになってみたり、靴履いて踏み潰しているん

ですよね。そして皆さん歩いているんですよ。いくても悪くても松葉町、湖南地区の大

通りですよね、ちょっと私、格好でどうのどうのというのではないんですけれども、こっ

ちの湖北地区はわかりませんけれども、歩いてみて初めてわかったんですよね。その辺、

どのようにお考えでしょうか。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（松見建設課長） 除雪の関係の中で、特に歩道ということでありますけれども、

大雪が降った場合には早朝から事業者も含めて、全町一斉に除雪をいたします。その際には

まずは車道、歩道、ただし車道もそうですけれども、まずは車両が通行できること、歩道に

ついても人が歩ける程度ということは心がけております。

ですから、それが一定程度除雪作業を進めていって、少しずつ今度は拡幅にまいります。

その際に次の雪が降ってきますと除雪しようがありませんので、排雪作業に移ってまいりま
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す。そのときの時点で数日間かかるんだと思います。そこでは少しずつ歩道の拡幅も含めて

やっていくんですが、そこまではまずは人が歩ける程度というものがいたるところの歩道の

対応であります。ただ、今言ったように、商店街がずらっと空き店舗になっていないと、そ

この商店の方たちがみずから一生懸命除雪をしていただいて広く確保できるんですけれども、

やっぱり委員ご指摘のとおり、空き店舗が多いというところではそういう状況があるという

ことは承知してございますが、基本的なスタンス、そういったことでございますので、ご理

解いただきたいと思います。

●委員長（大野委員） 11番、中川委員。

●中川委員 今、課長からいわれてわかったんです。それで私もしたから長靴を履いてい

かなかったら、踏んでいけないから普通の短い靴だったら雪が入るものですから、長靴

にまた履きかえていったり、それから若竹町なんかはもうずっと皆さん雪かいてくれて

いるものですから､どっちが大通りなのか、そこは若竹町通りに行くんですけれども、今

言ったようにちょっとあれですし、なか厚岸町の湖南地区の大通りがそんなような状態

で、除雪でもいろいろな方法があると思うんですけれども、ひとつお願いしたいなと思っ

ているんですけれども。

それからもう一つなんですけれども、これも私２回も３回もお願いしているはずなん

ですけれども、うちの町内に歩道があるんですけれども、課長も記憶あると思うんです

けれども、私２回かそこらお願いしているんですけれども、今子供たち通学路、随分子

供たち減りましたけれども、うちの前を四、五人どこの孫さんだろうなと思って、もう

私たちはそんな小さい子供はいませんから、孫の時代ですから、話ししているのですけ

れども、歩道が、うちに面した歩道だったら皆さんがかいてくれるんですけれども、道

路側でうちの北側というか、家を通らないところの歩道は全然雪かいていないのですよ。

したってかける人がいないのですから。うちの面したところはかいてくれます。したけ

れども、この縦の道路でうちに面していなかったらかいてくれていないのですよ。

それから私もこれをお願いしたのですけれども、うちの町内で重機、除雪の会社を使っ

て雪かえるんですね。そうしたらそこに雪を山にしていくんですよ。だから、これも私

そこにそうして雪をためないようにと言って、議会でお願いしたことがあるんです。そ

うしたら、今年とそれから去年はそこに雪を積んでいません。これは私が議会でお願い

したやつが、町から言ってもらったのかなと思っているんですけれども、それまでだっ

たらもう山にしておいて、そして雪が解けるまでそこにたまっていた状態なんですけれ

ども、今年と去年はそこにためていません。

これ通学路ですから、今の松葉町と同じで、今よく除雪するときに私よく知っていま

すけれども、白浜の漁民がスコップ持って担いでアルバイトに来ますね。あの人方って

しょしょとそんなに気力いくいれませんから、かいてもらうことってできないのかなっ

て。

そこにまた90歳ぐらいのおばあちゃんが一人で生活しているんですよ。私も３回か４

回に１回ぐらい行って雪かいてやることもあるんですけれども、自分も雪かく範囲が広

いものだから精いっぱいで、そこまでは気持はあるんだけれども、３回か４回かに１回
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ぐらいかいてやったことあるんですけれども、すぐそこにおばあちゃんの家があるんで

すよね。これも前に私言っているはずなんですけれども、雪だけは歩道を潰して山にす

ることはもうなくなりました。今年の大雪と去年も。したから、課長側のほうから雪を

即座に注意してくれたんだなと思っていますけれども、ちょっとこの辺も、今もう雪は

降らないと思いますけれども、雪降ったらまた補正でもまた質問させてもらいますけれ

ども、あのときに中川からこんな話あったな、質問あったなと頭の中に入れてもらって

対策にかかってもらえればなと思いますので、よろしくお願いします。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（松見建設課長） １点目の通学路という部分については、具体的な箇所はわかり

ませんけれども、次年度の計画の中で通学路なのかどうなのか、他の道路と比較してどうな

のかということを含めて、除雪体制を再検討いたしたいと思います。

なお、町民からの苦情、要望については、業者あるいは町の直営等の作業状況を確認しな

がら誤った報道等についてはやめていただくように、当然でありますので、そういったこと

については逐次業者等の対応を確認させていただきながらお伝えをし、改善しているものは

改善に向かっているということでございます。今後もそういったことがあれば、さらに業者

のほうへ、あるいは町独自から改善するよう努力してまいります。

●委員長（大野委員） ほか、ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ進みます。

３項河川費、１目河川総務費。

（な し）

●委員長（大野委員） 次、280ページ、４項都市計画費、１目都市計画総務費。

（な し）

●委員長（大野委員） ３目下水道費。

（な し）

●委員長（大野委員） ５項公園費、１目公園管理費。

（な し）
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●委員長（大野委員） ６項住宅費、１目建設総務費。

３番、堀委員。

●堀委員 まず、ここで質問させていただくのですけれども、委員長大変申し訳ありませ

ん。私、先ほど質問させていただきました６款、１項、３目のところで、大変不適切な

表現等もあったと思います。その後私も気づいて言い直しはしたのですけれども、議事

録からの削除をしていただければと思います。以後、気をつけますのでよろしくお願い

いたします。

先ほどの中で、めくらというような表現をしてしまいました。大変不適切な表現であ

りましたので、この部分を削除していただきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。

●委員長（大野委員） 休憩します。

午後４時21分休憩

午後４時21分再開

●委員長（大野委員） 再開いたします。

ただいまの堀委員の申し出について、不適切な発言を取り消したいという申し出がご

ざいました。

それについて、申し出のとおり許可することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

●委員長（大野委員） 異議なしと認めます。

よって発言の取り消しを許可いたすことにいたします。

引き続き、質問を続行します。

３番、堀委員。

●堀委員 すみません、ありがとうございます。

この建築総務費のところで質問させていただくんですけれども、３カ年のソフト事業

のほうには空き家バンクの導入と運用というものが載せられておりました。平成27年度

に空き家の状況の調査というものをされていると思うのですけれども、その調査の結果

というものは、まだ議会のほうとかにもお示しはされていないと思うのですけれども、

この28年度において、それらの調査の結果を踏まえた中でこの空き家バンクの導入、運

用というものがされると理解していいのかどうなのか。これについて教えていただきた

いと思います。

●委員長（大野委員） 建設課長。



- 212 -

●建設課長（松見建設課長） 住宅に関することですので、建設課のほうから現状についてご

答弁させていただいておりますけれども、この空き家バンクを始めるために、やはり厚岸町

として空き家の状況がどうなのか、それは調査をさせていただいたおかげでおおむねわかり

ました。今後は、その空き家の所有者を調査させていただき、さらになぜ空き家になってい

るか、お困りのことはないか、今後どうしたいか、実はそういうアンケート調査を進めさせ

ていただきたいなと考えてございます。

その上で、厚岸町として一つの空き家対策として行わなければならないもの、例えば助成

であるだとか支援だとか、そういったことが町民のご意見を伺い、その上で空き家バンクの

開設目的、これは移住定住を主とするのか、あるいは老朽化家屋を極力少なくするのか、そ

ういったような検討をさせていただいた上で、空き家バンクとなるかなというふうに思いま

す。ただ、北海道ではこの４月から、北海道独自の全道を網羅した空き家バンクを開設いた

します。当面その利用も町民に周知していくことも大切なのかなと思っておりますが、私ど

も３カ年にソフトに計上させているものについては、道の空き家バンク制度でいいのか、厚

岸町が独自に持つべきなのか、それは今後の検討課題となっているところでございます。し

たがって、現在28年度中に厚岸町の独自の空き家バンクを設けるという段階には至っていな

いということでございます。

●委員長（大野委員） ほか、この１目ございませんか。

12番、佐々木委員。

●佐々木委員 今と同じところなんですけれども、今年度アンケート調査をされるという

ことで、所有者ですとか、これまで連絡がついていてきちんと応対ができているという

ところでは、スムーズにそういった調査も済むのだろうと思うのですけれども、やはり

問題なのはなかなか連絡がつかない、連絡がついてもなかなか対応をされないという、

そういう方たちに対して、そういう所有者さんたちに対してどうしていくのかというと

ころをちょっと教えていただけますか。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（松見建設課長） 連絡がつかない、あるいは所有者を覚知できないということは

私どもも予想をしております。町民からの連絡等で今にも屋根が飛びそう、あるいは飛んで

いる、ガラスが落ちそうだというものについては、応急処置として町の方で対応をしてござ

います。

そういう町の事務管理的な対応では、到底町民の安全を確保できないものについては、空

き家対策特措法に基づいた手続により措置していくことになるんですが、その手続について、

今具体的な特定空き家の判定基準づくりに励んでいるところでありまして、非常に難しい問

題にぶつかっていて、これらができ次第、空き家対策協議会等を組織できれば、これは町民

に入っていただく組織ですけれども、そういったものでの検討を加えながら、厚岸町として

いわゆる最終段階は行政代執行でありますから、そこまでの手続、準備の再確認ということ
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も行った上で、厚岸町の方針というものが決定していくのかなということでございますが、

現段階で直ちに連絡がつかないから、町が代執行で取り壊すとそういったものの段階ではご

ざいません。

●委員長（大野委員） ほかございませんか。

５番、竹田委員。

●竹田委員 住宅総務費の住宅新築リフォーム支援の部分について、お願いをしていた経

緯がありますので、ここでお聞きしたいと思います。

住宅新築リフォーム支援800万円、住宅新築助成200万円、リフォームに600万円という

ことで、この新築の助成については何件分みているのでしょぅか。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（松見建設課長） 平成28年度予算住宅新築分は、１件当たり助成額20万円の10件

分を計上させていただいております。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 前にお願いしていたんですけれども、もともと住宅リフォームの助成の部分

について、私自身の町民の調査、それから建築業界にいろいろ私も聞き取り調査をさせ

ていただきました。リフォーム助成については、助成があるからといってリフォームを

しようという声についてはごくごく少ない。それに対して、住宅の新築助成については20

万円という額についてはリフォームも20万円、新築も20万円というのは、どうも解せな

い話だとお話をさせてもらいました。それについて検討したいというお話でしたが、ど

ういったことを検討して昨年度と同様の予算になったのか、お聞きしたいと思います。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（松見建設課長） 昨年９月の第３回定例町議会において、竹田議員から新築補

助の事業期間と増額ということのご質問をいただいております。

町長のほうから経済効果が大きいということもあり、増額については検討させていた

だくという答弁でございます。これを受けて私ども新年度予算編成に向けたわけでござ

います。今年度は住宅リフォームについては、この年度途中で予算切れにならないよう

に、いつでも対応できるように、まずは増額補正をさせていただいておりますが、新築

についてはもう少し時間をいただき、これから進める空き家対策計画に合わせてこれら

の助成額の増額についても検討させていただきたいなということで、当初予算について

は見合わせている状況でございます。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。
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●竹田委員 一般町民も、日本全国的にそうなんですが、このたびの消費税５％から８％、

８％から10％といったときに、非常３％プラス２％プラスといったときに、大きな出費

につながるということで、消費税に間に合わせながら新築を考えようという人たちがい

るというお話もしました。そういった中で、今後、消費税が上がってしまった後、新築

をしようという考えの人が減るだろうということで、なるべく早くにこの処置をしてい

ただきたいというお話もさせていただきました。消費税が来年10％になってしまったと

きに、今年度から来年度に向けて新築棟数が減ってしまうわけですよね。それにしたと

しても、新築が20万円、リフォームも20万円ということで、そういったお話もしながら、

ぜひ検討を早くしてほしいというお話をしたんですけれども、それはかなわなかったと

いうことですよね。消費税の問題で需用が多くなる、それに間に合わせなければいけな

いという考え方は、なかったのかどうなのか。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（松見建設課長） 先ほども申し上げたつもりでおりますが、検討した上でこのよ

うな状況になっているということでありますが、消費税についてはそういった駆け込み利用

というか、非常に効果が大きいと思いましたし、そういった部分を検討した上で今回は据え

置きとなったと、あくまでも検討した上でということでのご理解をお願いしたいと思います。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 それを最初に言ってくれないもんだから、検討していないものだと思ってい

たのですよ。

町長にもおっしゃってもらったので、今後の期待にするしかないのですけれども、こ

こにきてここだけ反対するわけにもいかないですから、どうしようもないんですけれど

も、この新築に対してのどうせ出していただく20万円であれば、効果的に地元の業者を

育成するということに関しての対策の町民に対する助成ということで､町外流出を防ごう

という考え方があったんだとも思いますが、そういうことであれば、20万円足らずであ

ればほかの業者でもいいんじゃないかという考え方は町民既に言っています。というこ

とで、では幾らがいいのかという話にもなるんですけれども、一般的にやはり20万円と

いう数字については、そこに執着して地元の業者を必ずしも選びたいという数字ではな

かろうと思うんですけれども、その数字の部分については、どう捉えているのかという

ことをお聞きしたいと思います。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（松見建設課長） 市町村の事例も参考に検討させていただいているものを見ます

と、必ずしも20万円というところではなくて、それより多い額を助成しているところもたく

さんございます。それらの地域の事情がまだわかりませんけれども、20万円に固執する考え
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はございません。したがって、そういった他市町村の事例等も参考にさせていただきながら、

厚岸町として制度を長期間維持できるような制度になるように、検討させていただきたいと

考えてございます。

●委員長（大野委員） ほか、ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ進みます。

２目住宅管理費。

（な し）

●委員長（大野委員） ３目住宅建設費。

ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） 292ページ、８款、１項消防費、１目常備消防費。

（な し）

●委員長（大野委員） ２目災害対策費。

６番、室﨑委員。

●室﨑委員 前に申し上げた件なんですが、橋のたもとのほうといいますか、松葉４丁目、

若竹４丁目、それから奔渡１丁目の人たちも入るんでしょうね。いざというときにお供

山の上に上がる、ずっと、ここからもそこに展望台が見えていますけれども、そこに上

がる、当初あれは避難路としてつくったものではなくて、むしろ観光目的といいますか､

本当にあの上に私も何遍も上がっていますけれども、非常に景色のいいところです。そ

の上にいざというときにあれ約80メーターあるそうですが避難場所といいますか、それ

をつくって整備していると聞いていますが、その上がる階段というのですが、参道とい

うのですか、崖にへばりつくように通るところをつくって、一部は木の橋じゃない、やっ

ぱり桟という字を書くんでしょうね、木偏に浅いという字、そういうようなものなんで

すが、もう既に相当に経年変化もしている。この前お聞きしたときには、副町長がわざ

わざ現場を見にいってくれている。そうすると、あの当たりに岩盤に割れ目が入ったり

してちょっと危険な状況も見られると、今あるところが割れていて落ちそうになってい

るというのではないと思うんですけれども、付近にはそういうものもあるというような

状況で、これは手だてをしなければならないよというお話を当時いただきました。その

後、どのように検討されて、どのような計画ができているのか、その進捗状況並びに現
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状、それを教えていただきたい。

●委員長（大野委員） 休憩いたします。

午後 ４時31分休憩

午後 ４時31分再開

●委員長（大野委員） 再開いたします。

総務課長。

●総務課長（會田総務課長） ご質問の後、現地を確認させていただきました。

それで、状況から行くと階段が老朽化して、さらには地崩れがあって、その階段に土なり

砂利が盛らさっているというような状況になっております。そういった状況で、除去はさせ

ていただきましたけれども、余りにもその階段、道路が老朽化し過ぎて抜本的な対策が必要

だろうという結論になっております。

この場所が道有林内であるということ、道の土地も入っている、民間人の土地も入ってい

るということで、抜本的な対策、要は階段の整備ということになりますけれども、時間的に

かなり時間が必要になってくるだろうと、この整備をする上で。それで一度台風があったと

きに、この辺の倒木があって手すりだとかが倒壊をしたといったときには、森林室と一緒に

その対応はとらせていただいたんですけれども、もう経年劣化が激しいものですから、時間

はかかるかもわかりませんけれども、どういった整備がいいのか、また、これを避難路とす

るためには、今のような形状ではやはりお年寄りの方々が特に上れるような状況ではありま

せんので、この辺は場所が森林室の治山工事を行っている場所でもありますので、その辺は

森林室とも相談しながら、森林室のほうでも何かいいような対策が講じられないかというこ

ともあわせて協議をしながら、時間はかかるかもわかりませんけれども、抜本的な対策を講

じてまいりたいと考えているところであります。その間、この場所を避難場所として動くべ

きなのかどうかということも、検討してまいりたいと考えております。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 そんなことを言っちゃいけないんだけれども、とにかく抜本的に直すとなれ

ば時間がかかると、それまでは待ってくれと言って津波が待ってくれればいいんですけ

れども、それが一番、そこを唯一の避難経路としなければならないと考えているその地

域の人たちにとっては大変不安だろうと思いますので、これはそうは言っても、すぐ、

はいわかりましたってあしたできるような問題じゃありませんけれども、なるべく早く

明確な方針を出して進めていただきたいと思います。と同時に、それだけ危なくなって

いる階段、参道、あれは日常は好きな人は上がってもいいようにしておきますか。あれ、

本当に足を踏み外したら、ロッククライミングでもって足滑ったようになりかねない場

所もあるんですよね。いわゆる今度は避難路の問題ではなくて、危険管理の問題になる
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かと思いますが、そのあたりはどのようにお考えでしょうか。

●委員長（大野委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） 観光シーズンに入る前に、毎年その階段については

確認させていただいています。それで、使用に耐えられるかどうか、逐一確認しながら

今後も利用に供していくということになります。見きわめた上で、もうこれはどう考え

ても無理だという段階では、やっぱり閉じさせていただくことも当然考える必要はある

んだと思います。そのあたりは避難路としての位置づけもありますので、総務課とも連

携をとりながら考えていきたいと思います。

●委員長（大野委員） ほか、ございませんか。

５番、竹田委員。

●竹田委員 災害対策費ですけれども、前にもお聞きしたんですけれども、床潭の避難路

についての研究をしていただくということだったんですけれども、その後そんなに日に

ちはたっていませんけれども、何か見たようなそういった変わった変化、これは全然全

く無理なのかどうなのか、何か検討されていればお聞かせ願いたいと思います。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） ご質問を受けた後、現地の確認をさせていただきました。それ

で道路らしきものも確認をしております。ただ、その後のまだ検討、それと地域との協議と

いうものを行っておりませんので、雪解けの後、速やかに再度現地を確認をさせてもらった

後、また今後どのような形で指定ができるか検討させていただきたいと思ってございます。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 床潭の地域については、小学校もなくなるという状況にはなってきています

けれども、まだまだ世帯数が多い、そしてご商売をされている若手メンバーもまだまだ

たくさんいる、そして人口もそこそこいる地域であります。ひょうたん沼の前の道路に

ついても海抜５メーターしかないといった部分で、逃げる場所も一本しかないといった

お話をさせてもらいながら、そこは十分理解していただいているものなんだろうと思っ

ているんですけれども、そこもう一つ確認したい。認識していますよというのかどうな

のか。

それと、地権者等とも近い人ともお話させてもらったんですけれども、一筋縄ではい

かないお願いだろうということはよくよくわかっていました。なので、だからこそ相当

費用も係るお話でしょうということなので、だから早急に通していただけるのかという

ことをもう一度お願いしてほしいというお願いがあったんですけれども、それも含めて

今６番委員のようにあしたあさってすぐというふうにはならないと思いますけれども、
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その辺の方向性だけをちょっとお聞きしたいと思います。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） 現地を確認した結果、今、委員が言われたとおり相当な整備に

は費用が掛かるだろうという見当はつきます。そんなこともございますので、先ほど６番委

員のほうから津波は待ってくれない、災害は待ってくれないというご発言がありましたけれ

ども、もう少しその辺含めて、また地域の方ともお話をさせていたいた上で検討させていた

だきたいと思っています。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 国からの緊急防災対策費、そういった国に補助していただけるという部分に

ついては、今のところ何年まで出ないと、こういうものについては今補助をしないとか

という、そういう国絡みの要綱というのですが、何年まではこういうとは補助するけれ

ども、何年まで以後はしないよとか、何かそういった期限を切られたような、そういう

何かを対策したい上で要綱というのですか、そういうのは流れてはきているのですか。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） 基本的に国の防災に対する補助事業というのは、ございません。

有利なものですね。今消防庁舎もそうですけれども、緊急防災事業債というものがございま

す。これだと交付税での７割措置ということもありまして、これが今28年度をもってとりあ

えず期限が切られると、その後かなりの全国的に要望もやはりこういった形で、あちこちで

津波の予測というものがそれぞれ各地で示されている中で、各市町村いずれも対策に追われ

ている状況でありますから、もう少し緊急防災事業債というものを継続してほしいというも

のも全国的には要望が出されているようですので、まずはその起債でありますけれども、そ

れが28年度、29年度以降も伸びるのかどうかということも含めて注視をしているところであ

りますけれども、また、こういったものが継続されるのであれば、こういったものも使用可

能だろうと思っております。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 その辺とても大事なことだと思うんで、到底この事業については一般財源だ

けでやるということは、それだけでストップしてしまって、できませんっていう話になっ

てしまう事業だと思うんですね、もしやれる可能性があるとしたら。そういった部分も

国の動向を見ながら、検討しながら、要望を強くしていかなければならないと自分自身

も思うし、厚岸町役場としても要望を強くしていただきたいとお願いをしておきたいと

思います。
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●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） 他町村とも一緒になって、また町村会等もございます。後は北

海道を通じまして厚岸町としても、まだまだ防災対策というものも残る事業もございますの

で、要望してまいりたいと考えております。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 白浜の上の避難所の照明についてお願いをしていましたが、ここについても

どのような検討をされてきましたか。よろしくお願いします。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） 28年度の予算では申し訳ありません、入っておりません。

白浜だけではなくて、まだほかに階段整備したところがございます。これら全部含めて、

どのような照明を設置すべきなのかということも含めて、まずは全体的な中で検討をしたい

ということで、申し訳ありません、28年度では予算を計上することはできませんでしたけれ

ども、全体的なまたコストもございますので、これら研究しながら早急に予算化をさせてい

ただきたいと思っております。

●委員長（大野委員） 12番、佐々木委員。

●佐々木委員 299ページの津波避難階段整備事業で今年度予算をつけていただきましたけ

れども、これは具体的にどういった整備になるのかと、あとこの整備の完成時期、これ

がいつぐらいになるのかというのをまず教えていただけますか。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） お答えをいたします。

桜通頂上の横高台のところに避難場所を設けております。何せこの地区は、なかなか避難

場所が適切な場所がなくて、今現在は桜通の横のちょっとしたところに設けているのですけ

れども、そこに上がる階段、ちょうど町長の自宅の裏手になるんですけれども、ここが簡易

的なパイプでの整備をいたしました。これは歩道があるということと、そんなこともありま

して簡易的な整備をしたんですけれども、執行方針でも町長が述べておりますとおり、厚岸

小学校、厚岸中学校、さらには梅香町の自治会、それとＰＴＡの皆さんから強い要望がござ

いまして、階段が急であるということと階段が狭いということと、さらには簡易的な階段で

すので、倒壊のおそれもあるということもあって、また急ぎで当然避難する場合になります

から、これだと大勢の方が上ることができない。また、特にお年寄りの方ですとか障がいの

ある方ですとか、この方々が上るには人の手助けが必要になってくるということもあって、

早急な整備を望むということで要望があったもので、今回、イメージ的にはコンキリエの下
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にある避難階段、さらには松葉地区集会所の横にある避難階段、そんなような感じで手すり

もつけて、さらには避難しやすいように幾らかでも緩やかな形で、さらには幅を広げた形で

整備をする予定になっております。

一応、整備に関しては実施設計も含めて28年度で行う予定になっておりますので、いつま

でにということは今ここで申し上げることはできませんけれども、年度内にということで申

し訳ありませんけれども、お答えさせていただきたいと思います。

●委員長（大野委員） 12番、佐々木委員。

●佐々木委員 私も昨年自治会の避難訓練であの階段を上ったんですけれども、本当につ

えをついている方だとかは、誰かが手をかさなければ本当に急だしということで、上っ

てれないということで本当に整備をしていただけるということでは、ありがたいと思い

ます。

それで､避難場所について、今年度道のほうで改めて避難場所が適切なのかどうなのか

という調査をするという予定だと話をちょっと自治会のほうからも聞いているんですけ

れども、そういった予定というのは実際あるんでしょうか。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） 北海道のほうで各市町村の避難場所を確認作業をするというお

話は聞いておりません。

今、道のほうから聞いておりますのは、津波浸水予測図を24年の６月に北海道のほうから

示されておりますが、それにあわせた形で災害被害予想を近く示したいということは聞いて

おります。その津波浸水予測に伴う被害想定を示したいという話は聞いておりますけれども、

あとまた北海道で一度、この沿岸部分の津波浸水予測は示しましたけれども、今、国のほう

でもさらに津波浸水予測を今現在研究中というお話は聞いております。

●委員長（大野委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 補足をさせていただきたいと思いますが、北海道は防災対策に

当たって、それぞれの町村が地域防災計画というものを策定しているのですが、これの

改定作業等に関して、要するにアドバイスを強化したいという考え方を持っているよう

でありまして、新年度28年度釧路総合振興局の地域政策課にそういう専門の職員を配置

して、管内のそういう相談に応じたいという情報が入っております。

●委員長（大野委員） 12番、佐々木委員。

●佐々木委員 これについてはわかりました。

ちょっと自治会のほうでもこういった調査が入るんで、いろいろな要望などについて

は、こういった調査が終わって今避難場所が本当にふさわしいということできちんと確
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定をされたらいろいろ要望を出していきたいと、これを今待っているんだというような

ことで聞いていたんですけれども、じゃこういったものはないということで改めて確認

させていたいていいんですね。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） あともう一つ、北海道のほうから来ていますのは、大雨だとか

で要は地滑りが起きたときの危険区域、特定区域とかという調査を行うと、ただし、もう既

に梅香の場合は終わっていますので、それに伴って住民説明もさせていただきましたし、そ

れとのもしかすると、自治会のほうで言われていたのかなとは思いますけれども。

●委員長（大野委員） ほか、この目ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ、３目消防施設費。

ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ、本日の会議はこの程度にとどめ、あす審査したいと思

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）

●委員長（大野委員） 異議なしと認めます。

よって、本日の委員会は、これにて閉会いたします。

どうもご苦労さまでした。

午後５時02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２８年３月１５日

平成28年度各会計予算審査特別委員会

委 員 長

副委員長
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