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厚岸町議会 平成２９年度各会計予算審査特別委員会会議録

平成29年３月10日

午前10時01分開会

●委員長（大野委員） おはようございます。

昨日に引き続き、平成29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、議案第１号 平成29年度厚岸町一般会計予算の142ページの３款民生費、２項

児童福祉費、４目児童福祉施設費から進めてまいります。

どなたかございませんか。

５番、竹田委員。

●竹田委員 ４目の児童福祉施設費の真竜保育所の部分でちょっとお聞きしますけども、

計画では、真竜保育所の耐震化の問題で、今後、保育所を新設するという方向性に向かっ

ていくということで、その中で、園児の受け入れ体制ということで、町全体の０歳から６

歳の子供たちを受け入れるとなると、町内には400人程度の子供がいるとお聞きしました。

今のところ、保育所に入っている方が約200人ほどいて、幼稚園が町内で約50人、へき地が

大体20人くらいということなんですけども、今後、保育所の統合ということと、それから、

新設に当たっての真竜保育所の統合というのは、へき地、それから厚岸、真竜、全てが新

設される保育所に統合してもいいくらいの規模で考えているのかどうなのか。それと、０

歳から６歳までのということになると、例えば０歳の子供を預けるとしたら、そういう体

制というのは今後どのように考えていって、新設工事に当たる設計というか、そういうの

をどのように考えているのか、お聞きしたいと思います。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 真竜保育所と宮園保育所の統合の関係で、規模ということ

でございますけども、真竜保育所の定員が今70人、それから、宮園保育所が定員60人と

いうことで、定員なんですけども、今実際に入所している子供さんの数が、真竜保育所

で76人、宮園保育所で62人ということで、大体定員前後、今はちょっと定員をオーバー

していますけども、それよりも当初は低いというような形で、年度途中に入ってきて、

少し定員オーバーするような状況になっています。

最近、０歳、１歳、２歳、０歳は少ないんですけれども、１歳、２歳の子供の数、入

所してくる子供の数が以前から見ると増えてきているような状況で、定員前後ぐらいま

できているというような状況になっています。

それで、その中で、０歳につきましては、近年、３人から１人の間で入ってくるよう

な状況になっております。それで、そういうことを、実際には子供の数でいきますと、

町内には０歳の子供というのは50人前後ぐらいいることになりますけども、そのうち、

実際、０歳から保育所に入れる子供さんというのは、１人から３人ぐらいの間で来てい
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ます。ただ、ここの部分は若干増えるのではないかなと、今後の見通しとしては考えて

おりますので、一応、そこの部分については、５人くらいの規模を考えていかなければ

ならないなと考えております。それから、１歳の子供さんにつきましては、真竜保育所

と宮園保育所で合わせて、途中入所も含めていきますと、12人前後ぐらいが入っており

ます。

それで、一応、１歳につきましては、15人程度を見込みたいなと考えております。そ

れから、２歳につきましては、16人から24人くらいの間で近年推移しておりますので、

ここについては25人くらいを見込みたいなと考えております。３歳以降につきましては、

大体25人前後ぐらいで推移しておりますので、大体それくらいで見込みますと、合わせ

て120人くらいの定員と今は考えております。

ただ、今実際には130人を超える子供さんが入ってきておりますので、ここの部分、も

う少し、今実際の推移と、それから子供さんの数は大体400人くらいがいらっしゃいます

ので、その中から真竜保育所と宮園保育所のエリアの中で見込める人数というのは、も

う少しそれらを踏まえて調整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） ５番、竹田委員。

●竹田委員 宮園と真竜保育所、２カ所あるということになると、人件費の話なんですけ

ども、それぞれに園長さんという方がおられますよね。統合して１つになると園長先生と

いうか、１人でよくなるわけですよね。それと、０歳の部分については、保育士は何人つ

きなさいと、何人から何人、何十人から何十人までという、１人で見る数というのが制限

されていますよね。そういった例えば人件費の中で、統合することによって職員の数とい

うのが減らせる可能性というのはある。それで、園長先生の数も２人要らないわけですか

ら、１人でよくなると思うんですね。長と副とがいるわけですから、そういった人件費関

係も統合することによって減っていく、間違いなく減っていくと思うんですよ。ただ、真

竜保育所をつくるときに、次に本町側の保育所をどうするのかということがもう目の前に、

例えば耐震関係も含めて、やがてはやってくるだろうということであれば、真龍小学校が

建てられるときに、真龍小学校のプランの中では、全町の小学生が集まっても定員を満た

せるだけの設備と広さということを勘案してつくったんだという話がありました。そうい

うことを考えると、将来の厚岸町の保育所の建て方も、そういったことも考えていかなけ

ればならないのでないかなと思いますね。一つは人件費の削減にもなっていく、その分、

別にお金を費やしていけるんではないかなと思うんですけども、厚岸町の全体を勘案した、

真龍小学校をつくるときと同じような考えがあるのかないのか、お聞きしたいと思います。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 現在、保育所の統合については、真竜保育所と宮園保育所

を統合して湖北地区に１カ所、それから、湖南地区に厚岸保育所がありますけれども、

これを建てかえして１カ所ということで考えております。その中で、０歳児保育につき

ましては、職員の配置が３人に１人というようなこと、それから、子供さんを０歳から
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預けるということが、先ほどもお話ししましたけど、近年、１人から３人というような

状況で、０歳児保育は真竜保育所でしか実施しておりませんので、厚岸保育所では実施

しておりませんので、全町の中で真竜保育所に入所してくる０歳の子供さんが１人から

３人くらいの間で推移しているような状況でございますので、０歳については、湖北地

区に整備するところ１カ所で実施したいと考えております。１歳児以降の子供さんにつ

いては、港北地区でも湖南地区でも実施するように、今までと同様にやりたいと考えて

おります。

人件費につきましては、統合によって、所長の部分というのは確かに１人減ってまい

りますけれども、今現在も職員自体は、臨時職員でもって、人数的に、例えば１歳の子

供さんが６人を超える場合はもう１人つけなくちゃいけない、２歳も同じです。そうい

うような定員の部分で加配をしなければならない部分がありますし、それから、障害を

持っている子供さんが入られたときに、その子供さんに加配をするという職員が必要に

なっておりまして、大体、今現在も８人から10人くらいの中で常勤の臨時職員になりま

すけれども、そういうふうに入っていただいているという状況がありますので、現状で

は、正職員の人間、所長が減になったとしても、そこに加配して入れる職員というのは

必ず必要になっておりますので、その臨時職員の分が若干減ってくるという状況はあり

ますけども、大きく職員を減らすという状況にはないのではないかなと考えております。

それとあわせて、今回は、延長保育を平日の分やらせていただいておりますけども、

土曜日もどうなのかという話がありまして、土曜日も夕方まで、今は午前中だけの受け

入れですけども、一日受け入れるという状況になった場合には、そこの部分のローテー

ションの職員も必要になるということもあって、その辺はもう少し内容を詰めて検討を

する必要があると考えているところでございます。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 保育士１人当たりの労働賃金が国でいろいろ取りざたされている中で、要は、

私は何を言いたいかというと、統合することによって経費が浮いた分、保育士１人当た

りの単価を見直していこうと国もそういう方向性になっていますよね。保育士の場合は、

過酷な労働という値にまではいっていないのかもしれないけど、賃金等がまだまだ安い

と言われています。今後、働く環境、国が働き方改革というのを出しています。ここは、

保育士のほうに当てはまる当てはまらないというのは、僕は内容的にはわからないんで

すけども、要するに、賃金の見直しを考えていこうという、それから、労働時間等も考

えていこうという働き方改革のを国でいろいろやっていますけども、その中で、今後、

厚岸町の保育所の新設に当たって、統合した中で、保育士の賃金という体制については、

厚岸町としては、例えば各町村の平均から比べて、賃金の格差というんですかね、そう

いう部分については普通なのかどうなのか、今後考えていかなきゃならないのではない

かなと思うんですけども、その辺はどうなんでしょうか。

●委員長（大野委員） 副町長。
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●副町長（大沼副町長） 保育所職員の人件費のお話ですけども、今、国で言われている

保育士さんに対する手当の考え方、これは民間に働く方たちを対象にしているものだと

思います。厚岸町では、一般職員と同様の給料体系をとっておりますから、今、委員お

っしゃるような状況にはないと捉まえております。

●委員長（大野委員） ほかございませんか。

６番、室﨑委員。

●室﨑委員 今回の予算の中で、私、前に子育て支援のところでもちょっと保育所の話を

しました。そのときに総体的な話として、厚岸町の場合には、都会の大変なところから

見たらはるかに恵まれている状況だと聞いているという話なんですが、今、厚岸町で、

総体、例えば真竜保育所が何名、宮園保育所が何名、厚岸保育所が何名という形では余

力があると。要するに、定員満杯で、申し込んだ人が保育に欠けるという条件があって

も入れないというような事態は起きていないとは聞いております。ただ、例えば０歳児

だとか２歳児未満だとかという区分けがありますね。その中ではどうなんでしょうか。

それでも保育に欠けるという条件があって申し込めば、受け入れることのできる余力を

持っているんでしょうか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 先ほど定員のお話をさせていただきましたけれども、実は、

定員は先ほどお話ししたとおり、全体でもオーバーしている状況にあります。実際、真

竜保育所も70人のところ76人という状況にありますし、宮園保育所も60人のところ62人

ということで、年度当初には定員以下なんですけども、途中入所が出てまいりまして、

今こういったような状況になっております。

ただ、トータルの定員の部分では、定員を超えてはだめだという指導も昔ほどありま

せんので、そこの部分については、入れることは可能ということで実際やっております。

ただ、おっしゃられるように、年齢別では確かに保育士の確保ができないという状況

でもって、希望のお話があったときにすぐ入れられないという状況は現在あります。特

に今は、１歳、２歳の子供さんのところは、６人に１人の職員が必要になってまいりま

すけれども、それが６人、もしくは12人という枠になって、それを超える状況のときに、

臨時保育士さんの配置が必要ということで募集をかけますけども、昨年も２回ほど募集

を途中でかけさせていただいたんですけども、応募がないという状況がありまして、保

育士確保ができていないと。お話があった保護者の方に、そういうような状況も話をさ

せていただいて、どうしてもという状況ではないものですから、待っていただいている

という状況は現実にございます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 わかりました。そういう物理的な状況でどうにもならないんであれば、何と
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かしてくれと言っても、今のところどうにもならないわけですよね。いずれにしても、

そういう形で待っていただく方には丁寧に説明をして、十分納得していただくように配

慮していただきたいと、そのようにお願いしておきます。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 保育士が確保できた段階では、改めてまたお話しさせてい

ただくということでお話はさせていただいておりますけども、なかなか確保ができない

というところでありますので、十分、話をさせていただきながら進めてまいりたいと思

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） なければ進みます。

152ページ、５目児童館運営費。ございませんか。

160ページ、４款衛生費、１項保健衛生費、１目衛生予防費。

６番、室﨑委員。

●室﨑委員 ここに出ております有害動物対策。これ、具体的に言いますと、エゾシカと、

それからカラスでしょうか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） エゾシカとカラスの対策につきましては、林業振興費……

（「そうじゃなくて、有害動物対策という、この有害動物って何なのか」の声あり）ここ

で位置づけされているのは、ノイヌの駆除、それとスズメバチに関する予算を計上させ

ていただいている事務事業でございます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 ノイヌなんですが、ひところほど話を聞かなくはなってきているんですけど

も、昨年あたり、やっぱり被害は出ているんでしょうか。それから、今年は大分出そう

だと予想されるんでしょうか。スズメバチに関しては、例年、多い少ないはあっても結

構な危険度があって、スズメバチの巣を除去しているのは聞いておりますんで、ノイヌ

についての状況をちょっと教えていただきたい。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。
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●環境政策課長（尾張課長） 27年度の実績になりますけども、山間部での駆除で、片無

去地区、尾幌地区、若松地区というような中で、全体頭数で３３頭、駆除させていただ

いております。さらに、28年度、本日も職員が随行しまして、若松、尾幌地区で今まさ

にハンターさんと駆除対応でもって対応しているところでございますけども、現在、31

頭の駆除等を行わせていただいていると。

被害状況なんですけども、農家さん等から、農協を通じたり、直接来ることもござい

ますけども、来た中で、ハンターさんとの調整を図りながら、駆除対応させていただい

ていると。

ただし、行った折に、その周辺にいるかということも、場合、場合の状況があるもの

ですから、なかなか思ったような成果が、苦労いただきながらやっておりますけども、

こういうような中で、調整を図りながら、計画的に駆除させていただいているという内

容でございます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 それで、ノイヌの定義なんですけどね、農家の方から聞くと、いわゆる野犬

が牛舎の中の、今、牧草ロールですか、正確に言うと牛舎とは言わないのかもしれない

けど、そういう中に入って子を産んでしまって、なかなか素人では追い出すことができ

ないというようなときにも、役場のほうに通知して、それがまた牛なんかにいたずらし

ては困るんで駆除してもらっているというんですけども、そういう話も聞くことがある

んですが、そういうものも含めてノイヌとして、その範疇に入れて駆除しているという

ふうになるんでしょうか。大体同じような頭数でしょう。それについてはどうなんでし

ょう。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） ノイヌの定義は、基本的には、人に依存しない中でという

形にはなるんですが、そういうところに子供を産んで育ててしまうというケースがござ

います。そういった中で、子犬等の対応につきましても、我々、環境政策課の中での職

員において、できる限り、子犬等も回収させていただきまして、取得権の扱い等にはな

かなかなりづらいんですけども、保健所とも相談しながら、その対応を図っているとい

う状況にございます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 そこまで聞いているんじゃないんです。要するに、ノイヌというと、わざわ

ざ野犬からノイヌと呼び方を変えたりしているのは、典型例は、犬が徒党を組んでとい

うのかな、そして、人を襲うようなことまでありましたよね。通学途中の子供が犬に囲

まれてあわやというところを、通りかかった大人が自動車で助けたというような事例ま

でひところありましたね。そういうのが集団でもってトライベツの高知地区から太田地
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区、そういうところを移動して、浜中町なんかにも入っていくんでしょうけども、リー

ダーをたたくことによって分散させることもできるというようなものがありましたよね。

だから、そういう特に凶悪なものでなければ、ノイヌとはしませんよと扱っているのか。

それとも、やはり被害を起こすおそれのあるような野犬についても、いわばノイヌとい

う範疇に入れて、そして、大体は農家なんですけども、そういうところの安全や、ある

いは農業被害、そういうものを防ぐために進めているのか。ある程度やわらかくやって

いるのかということをお聞きしている。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） ただいまご質問者がおっしゃっていただいたとおり、やは

り人的被害を及ぼすおそれがある、徒党を組んでという事例も過去にはございました。

昨年においても、何頭かの群れで通学路で見かけたという情報もいただきながら、教育

委員会を通して学校等にも呼びかけまして、一時的にはスクールバス対応ということも

事例的にはございます。さらには、農業被害等についても、直接、近年の中で牛を襲っ

たりというケースは聞いてはおりませんけども、やはりそういう可能性も十分に持つ、

徒党を組むことによってどのような被害が起こるかわからないという状況で、できるだ

けそういうことが起こらないような中で、なかなか全滅駆除というのは難しいですけど

も、今おっしゃっていただいたとおり、できるだけ駆除頭数を増やしながら、生息範囲

を狭めていくなり、頭数を減らすという努力を今後とも進めていき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 よろしくお願いします。被害を受けるときには、ノイヌであってもなくても

被害ですから、よろしくお願いします。

それから、もう一つお聞きしますが、病床媒介動物対策というのがありますが、これ

はエキノコックスを考えればよろしいんでしょうか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 今おっしゃっていただいたとおり、エキノコックスを媒介

するキツネに対する買い取り経費等について計上させていただいております。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 この地域は、やはりエキノコックス汚染地域であるということは間違いない

という状況でしょうか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。



- 104 -

●環境政策課長（尾張課長） 27年度に検体をノイヌ２頭、キツネ１頭を出しております

けども、その中では陽性反応が出たケースはございませんけども、厚岸町だけではなく、

周辺町村等においても同様に検体を出しております中には、やはり陽性反応ということ

が出ておりますので、厚岸町においても、その可能性は大きいと判断しております。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 キツネだけではなくて、犬についても陽性反応が出るか出ないかという検体

として利用しているということですね。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） ノイヌにつきましても検体として保健所のほうに出してい

る状況にございます。

●委員長（大野委員） その他、この目ございますか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ進みます。

２目健康づくり費。

５番、竹田委員。

●竹田委員 165ページの妊娠・出産包括支援、ここでお聞きしたいと思います。

まず、この妊娠・出産包括支援を始めたきっかけというか、理由をお聞きしたいのと、

それから、妊産婦・子育て専門相談委託料というのがあるんですけども、内容を聞かせ

ていただきたいと思います。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 妊娠・出産包括支援ということで、妊娠前から妊娠期、出

産、産後、育児ということで、それぞれの子育てに関係する時期がございます。その中

で、いろいろな施策というのは実施しておりますけれども、今現在、その中で弱い部分

というか、抜けている部分というのが、24時間相談を受けられる体制というのが今厚岸

町にはございません。あみかのほうで保健師等が平日の対応も当然しますけれども、24

時間、土曜日も日曜日もというような体制というのが、今、厚岸町ばかりではなくて、

全国的な対応の中で薄い部分というところがございます。それと、妊娠して検査という

ようなものに対しての対応というのがあるんですけれど、出産して産後、やはりお母さ

んの体の面、それから心の面という部分で非常に大変な時期なんですけれども、そこの
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ところに対しての支援というものも薄い状況にあるということで、ここの部分について

国も補助事業でもって対応を進めているというところがございます。今回、その補助事

業を使わせていただいて、24時間365日の相談を専門の職員がいる助産院に委託して、そ

ういう対応をしたいということで、今お話のあった相談委託料というのを今回計上させ

ていただいている状況でございます。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 その専門の職員という方は、今、厚岸町内の人なのか、それとも地方から連

れてきて相談の専門員になってもらうのか、そこはどうなんですか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 町内でそういった専門の人がいる助産院というのはござい

ませんので、町外になりますけれども、助産師さん、看護師さんですとか、そういう専

門の方が24時間体制で相談を受けられる体制のある助産院に委託して実施したいと考え

ております。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 その方は町内に在住ということになるんですか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 町内ではなくて、今考えているのは、釧路のほうにある助

産院さんと考えております。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 ということは、釧路在住であれば、相談するのは、結局、直接面談というこ

とになるのか、それとも電話になるのか、どういうやりとりをすることになるんでしょ

う。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 24時間相談を受けていただける体制を整えているところに

委託を考えておりますので、夜中にいきなり駆け込みということはそんなにないと思う

んですけど、まず、電話なんかでの相談、それから、その相談の状況によっては、日程

を決めて面談ということも出てくると思います。

いずれにしても、まず、24時間、電話なりで相談を受けられる体制をそこにお願いし
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て、そして、その話の状況によっては、うちのほうの保健師と連携して本人に対応する

という形になってくると思います。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 精神的に不安定な状況を相手に伝えるということが、まず正確に伝えるとい

うことが大事だと思うんですよ。相談を受けたほうは、不安定な状態をいかに正確に捉

えるかということが大事だと思うんですね。それは、声だけで正確につかむということ

は大変難しい状況にあると思います。何を言いたいかというと、要するに、電話でやる

とお金がかかりますね。相談員の方に電話をするということは、本人負担になるわけで

すよね。時には、３分、５分で終わるときもあるかもしれないけど、何十分にもわたっ

てお話をしなければならない状況にもなるときもあると思います。電話料金のかからな

いスカイプというのが今世の中には普及しております。これは安い中古のパソコンでも

スカイプはできるわけですね。それから、スマートフォンの携帯でもスカイプを使うこ

ともできるようになっています。こういった自分の状況をより正確に伝えるということ

であれば、大きな画面で見るということができるんであれば、パソコンの画面が一番い

いのかな、タブレットもありますけども、そういった中古のパソコン、タブレットでも

できるので、そういったものは数万円で買える状況もあります。妊娠時の要望があれば、

今後、パソコンの貸し出し等をやっていただきたいという要望なんです。

それと、スマートフォンを持っている方が妊娠される全員であるということは考えら

れない部分もありますので、スマートフォンでのスカイプでやりとりができる環境があ

るということを指導するということも必要だと思うんですね。そういうことを今後やっ

ていただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 今、おっしゃられたものが実際にどういった活用ができる

のか、そういった部分というのは、申しわけございませんが、承知しておりませんので、

そこについては活用ができるのか、町内の妊婦さんたちが求めている部分もどうなのか

というようなことも含めて、ちょっと検討させていただきたいなと思います。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 妊娠する方が70歳、80歳の高齢であるということはまずないと思うんですね。

ある程度若い年齢であれば、今のスカイプとかというのは当然もうわかっていると思う

んです。そういうことがわかっている人たちなので、わかっていない人も中にはいるか

もしれません。そういったことを検証しつつ、今後の課題として進めていけるように、

電話賃がかからないという、ただなんですよね。そういったことの経済効果も上げられ

ると思うので、そういうことを研究していっていただきたいということを要望したいと

思います。
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●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 電話賃という部分では、町内であれば当然問題はないんで

すけれども、町外というところの部分ありますけれども、ただ、相手方の対応の問題も

ありますし、パソコンという部分でいくと、またいろいろな問題もありますので、そこ

は少し検討をさせていただきたいなと思います。

●委員長（大野委員） よろしいですか。

６番、室﨑委員。

●室﨑委員 健康づくり費で何点かお聞きします。

まず最初に、今、お隣の５番委員さんが言った項目、妊娠・出産包括支援なんですが、

この専門相談委託料というのと、それから、妊婦体験委託料、それから、その後に、産

後ケア事業の利用助成と、これ３つ、セットのように思われるんですが、このあたり、

簡単に説明してください。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） この専門相談というのは、お母さんが妊娠から出産、子育

てに至る段階でのいろんな相談を、助産院さんでもって24時間体制でやっていただくと。

その助産院さんというのは町外になりますので、そうしますと、そこがどういうところ

なのか町内の妊婦さんがわからないような状況というのがあると思います。それで、こ

の産後ケア事業というのは、産後に本人が疲れて、なかなか家族の支援を受けられない

という状況のときに、そこに例えばデイサービスのように、４時間そこに子供と一緒に

行って、子供さんを見てもらいながら、いろんな相談をしたりというようなことをして、

心身の疲れを癒やしてもらう、そういうような４時間のコース、あるいは８時間のコー

ス、それから宿泊してやるコースというのもございますけども、そういったものを使っ

ていただいて、リフレッシュしていただきたいということでケア事業というのも設定し

ております。

このケア事業を設定しておりますけども、そういうものが、どういうところでどうい

うことをするのかというのがわからないというような状況がありますので、それを一回

知ってもらうために、体験チケットというものをお渡しして、予約して一度そこに行っ

て、お話を聞いたり、食事をしながら、どういうようなところなのかというのを体験し

ていただくということで、体験チケットというのも組み合わせをさせていただいており

ます。セットでこういうような対応をしたいということでございます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 非常に踏み込んだ施策を進められると思うんですが、初年度ですから、どの
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程度利用者がいるのかなというのは不安なところなんですけど、どのぐらいの利用者を

見ていますか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 体験チケットにつきましては、食事をするだとかという部

分で費用がかかりますんで、それは町が委託料として支払いをします。その分について

は、大体、今、１年間に生まれている人数が53人というような状況があります。それか

ら、産婦さんも、今年から始まりますが、いらっしゃいますので、その妊婦さんと産婦

さんに一応それをお渡しして利用していただく。ただ、実際に利用につながるという部

分はどのくらいになるかわかりませんので、全てにお話をした上で、実際の利用につい

ては３割くらいを一応見込んでおります。そうしますと、16人の、13人で、29人くらい

を体験チケットの部分での利用を見込んでおります。それから、産後ケアのほうにつき

ましては、一応５人分くらいを見込んでおります。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 体験というのは、１人１回、そのあたりどういうふうに考えているか。まさ

か１人で10回も体験に行く人はいないでしょうけども、そのあたり。それから、産後ケ

アというのも何日ぐらいまでを見るのか。そこら、簡単で結構です。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 体験チケットは、体験でございますので、１人１回と考え

ております。

それから、宿泊型、泊まってという部分では、産婦さん１人につき７日間を見込んで

おります。それから、デイケア型ということで、４時間コース、８時間コースでいく場

合については、10日以内ということで、10回程度利用できるように考えております。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 それで、さっきの議論の中で、そのように今まで聞いていたんですけど、こ

の受け皿というのが町内にはないと。それで釧路でと言っていたんですが、相談も、そ

れから体験も、産後ケアも、幾つも受け皿があるんでしょうか。それから、もう一つは、

釧路でという言い方をしたんですけど、釧路も結構広いのでね、釧路市もあるし、釧路

町もあるし。そのあたり、もうちょっと絞って話をしてほしい。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） この事業を実際、釧路、この近辺で、24時間体制の相談、
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それから、ケア事業を含めてまとめて実施しているところといいますのは、現在のとこ

ろ、釧路町にある助産院が、１カ所しかない状況にありますので、そこということで今

検討を進めております。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 わかりました。次に行きます。

167ページに、子どもインフルエンザワクチン予防接種というのがあるんですが、これ

は前に私が発言したんじゃないかと思うけども、インフルエンザワクチンで結構費用が

かかるという話をしたら、すぐ町長が検討しましょうと言ってくれた、それでないかな

と思っていまして、そうであれば大変感謝しているんですが、簡単に内容を教えていた

だきたい。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） このインフルエンザ予防接種費用の助成事業ということに

つきましては、昨年の12月に委員のほうからお話をいただいたものでございます。これ

につきましては、対象を生後６カ月から18歳まで、高校３年生までとして、１回の接種

料金を、個人の負担を高齢者のものと同じく1,080円の負担をしていただいて、残りの分

については町が本人に助成するという形の事業でございます。

高齢者の部分については、あみかのほうで負担金をいただいて進めておりますけども、

子供さんのこの部分については、一度、接種していただいて、その領収書をつけて申請

していただいて助成するという形を今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 これ、厚文でも一回説明を受けましたので、そんなくどくやる必要はないと

思っていますが、12歳以下ですか、12歳未満ですか、までは、２回打たなきゃならない

ですね。いわゆる中学生から上になるというと１回で済むわけですね。今までは、２回

打たなきゃならないところでは、１回3,300円と。町内ではね。それから、１回で済むと

ころは、１回5,000円となっていたのが、1,080円で済むよと聞いたんだけども、よく聞

いたら、要するに１回というのは、１回ちくっといったら1,080円ということなんですね。

そうすると、２回打たなきゃならない場合には2,160円ということになるんですね。そこ

のところ、確認します。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） インフルエンザの予防接種を、12歳未満の子供さんは２回。

今、町立病院で実施している部分では2,500円。２回打ちますので5,000円となりますけ

ども、１回に2,500円の部分で、１回につき1,080円を負担していただきたいということ
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で、町から負担する分につきましては1,420円ということになります。これが２回になり

ますので、保護者の負担は、子供さん１人につき2,160円となります。13歳以上につきま

しては、１回ですので、3,300円が接種料ということでいきますと、1,080円の負担です

ので、町の負担は2,220円というような状況になります。

12歳未満の子供さんの２回接種という部分について、何とか１回分を半額ですとか、

そういったような形にできないかという検討もちょっとしておりますが、実は、先ほど

申し上げましたけれども、今回のこの費用の助成につきましては、一度医療機関で支払

いをしていただいて、そして、申請を受けて助成するという形にしております。高齢者

の部分につきましては、町で負担金をいただいて、そして医療機関に町のほうから支払

いをするという形になっておりますので、ちょっと方法が変わっております。

それがどうしてそういう形になったかということなんですけれども、インフルエンザ

のワクチンというのは、それぞれの医療機関で確保しておりますけれども、その確保が

前年実績に基づいていくというようなことがあって、大きく増やすことが難しいという

ことが病院のほうと相談をさせていただいた中で出てまいりました。そうしますと、町

で収入をして、そして、その後、病院に行って打ってくださいとなったときに、病院で

ワクチンがもうないというような状況が出てくることも想定されるということがあって、

そうすると町内ばかりではなくて、釧路市内も含めて接種できる形をとらないと、接種

できない人が出てくるのではないかということから、一回支払いをしていただいて、領

収書をつけて申請いただいてお返しするという形にしております。そうしたときに、１

回目、２回目という確認ができないという状況がございまして、これはやはり確認がで

きない以上、その１回につき1,080円を支払っていただこうという内容でございます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 大変丁寧な答弁をしていただいて、そこまでお聞きするつもりはなかったん

ですけども、わかりました。要するに、ワクチン不足に対応する安全弁をつけるために、

他市町村でやっても、それに対して補助できるように後払い方式にしたと、簡単に言え

ばそういうことです。

それで、１回だけ、要するに全額補助しようとしても、１回目だか２回目だかわから

ないから、これは仕方がないんだと、こういう話なんですね。この制度をつくったとい

うことだけでも大変なことなので、そういう上にまた、膝に上げたのを胸にまで上がっ

てくるのかと言われると大変心苦しいんですけれども、せっかくなさるんであるから、

利用者にとって本当にありがたいなというふうにしていただきたいんですよね。そうす

ると、１回目と２回目の区別がつかないからという話がちょっと私、解せないわけで、

後払い方式で結構ですから、その12歳以下ですか、未満ですか、小学生以下ですよね、

それについては、１回を540円にすれば、１回目だろうが２回目だろうが、要するに、こ

としは２回打たなきゃならない部分についての保護者の負担も同じになると思うんです

よね。そのあたり、せっかく今こうやってやったのを、けしからん、すぐ直せなんて言

う気は全くありません。これだけやっていただいたことで十分感謝しておりますけれど

も、いま一歩進めていただくと、やっぱり父兄のほうにとっては非常に納得のできる、
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ありがたい制度をつくってもらったということになるんじゃないでしょうか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） そういうふうにすると、1,080円で、２回やっても1,080円

とはなりますけれども、他の町の状況なんかも参考にさせていただきながら考えた中で、

１回目と２回目、２回目については半額にするだとか、やっぱりそういうようなことを

している部分もありますけども、今回につきましては、こういう形で進めさせていただ

きたい。実際に１年間やらせていただいて、状況を確認させていただいた上で、改めて

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 検討課題として提示しておきます。

それから、その次にエキノコックス症対策というのが出ているんです。167ページです

ね。ちょっと前に別の目でもってお聞きしたところ、エキノコックスを媒介する動物に

は犬も入るということが明確になりました。それで、ここでの対策というのは、検査だ

とかそういうものだと思うんです、予算がついているのはね。ただ、ちょっと広い意味

でエキノコックス症対策で申し上げるんだが、今、犬を飼う人が、昔は座敷犬といって

非常に特殊な飼い方だったんだけど、今は家族と一緒にうちの中で暮らす犬の飼い方が

むしろ当たり前になってきましたよね。そういうわけで、いわゆる接触が非常に濃厚に

なってきているわけですね。そうしますと、その飼い犬が何らかの理由でもってエキノ

コックスなどを持ってしまった場合、人にうつる可能性というのは、昔のように外で鎖

につないでいた時代よりは大分強くなってきていると思わざるを得ないんですね。だか

ら、そういう意味で、エキノコックスに対する、エキノコックスだけじゃないと思うん

です。いわゆるペット由来病とでもいうのかな、動物由来病とでもいうのか、そういう

ようなものというのが非常に多くなってきていますよね。ひところ騒がれたのは、鳥、

インコだとか、そういう肩にとまったり、手に乗ったりするような鳥から、あれは肺炎

か何かがうつるというような話が随分と報道されておりました。そういうようなものが

いろいろ出てきておりますので、それに対応した啓発行動がやはり必要でないかと、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） 休憩します。

午前11時09分休憩

午前11時10分再開

●委員長（大野委員） 再開します。

環境政策課長。
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●環境政策課長（尾張課長） ご質問者の中でお答えさせていただきたいと思いますけど

も、まず、ちょっと狂犬病の関係での予防接種でもって、町内で飼われている全登録数

は443頭おります。その中で接種率というのが、厚岸町は約80％ということで、そのほか

の頭数については、今おっしゃっていただいたとおり、他との余り接触のない室内犬、

もしくは老衰犬等については、逆に予防接種を打つことによって重篤な状況になってし

まうというケースもあるものですから、そういったような状況にございます。

今おっしゃっていただきましたとおり、狂犬病に関しましては、こういうふうな接種

をいただきたいということでの周知等は毎年行わせていただいておりますし、１回目、

巡回の部分で各地を回らせていただきまして、予防接種を呼びかけているんですけども、

そのときに間に合わなかった場合については、また別途、通知をさせていただく措置を

とっております。

ただし、今おっしゃっていただいたような中で、他の野生動物等々と接触した中で、

そういう病原体を持ち込むケースもないとは言えないと思いますので、その辺、保健所

等ともいろいろと情報を提供いただきながら検討させていただいて、必要に応じて町民

周知を図っていきたいと考えておりますので、ご理解願いたいと思います。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 非常に前向きで、理想的な答弁だと思います。ただ、この時期にそういうふ

うにおっしゃられることが適当なのかどうかは、いささか疑問があるわけです。役場の

２階の廊下の建設課に向かっていったほうの奥の階段がありますね。そこのところに、

このペット由来の、動物から感染する場合について気をつけましょうという国か道のポ

スターが張ってありますよ。その中でもって、厚岸町はこれからそういう問題がどうな

っているのかを検討するんですか。ポスターは何のために張ったんですか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） ご指摘いただいた中身、休憩いただいて現地を確認した中

で、早急にこういうような対応をしていきたいと考えておりますのでご理解願いたいと

思います。

私のほうの認識が大変薄かったということで、改めて反省したいと思いますし、先ほ

ど申し上げましたとおり、エキノコックスの関係につきましては、町内の中で、町民の

方々には５月号の広報誌等で周知対応させていただいておりますけども、それ以外の病

原体についても、こういうような広報媒体とあわせた中で明確に町民の方々に周知させ

ていただいて、予防を講じていただくような措置を周知してまいりたいと考えておりま

すので、ご理解願いたいと思います。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。
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●室﨑委員 エキノコックスというのは、大体、津軽海峡を越えたんでないかという説も

ありますけども、戦後、恐らく千島のほうから、その病原菌を持ったキツネが流氷に乗

って北海道にたどり着いて広まったんでないかというのが大体通説のようです。戦前は

なかった病気のようですね。

したがいまして、犬属とでもいうのかな、そういうものから、いわゆる野生のキツネ

だけじゃなく、うつる可能性があるよという、この話は、この地域というか、この地方

独特のものだと考えてもいいんですよね。それだけに危険性は、例えば九州とか四国の

ところよりははるかに強いわけですよね。だから、それを第一義に考えるのはわかりま

す。ただ、国全体でいいますと、そのほかにもいろいろそういうものがあって、それで

ああいうポスターが各市町村の役場に張られるんだと思うんです。そういうことについ

て、国から何らかの指示ないし助言ないし通知がなかったんでしょうか。これは、いつ、

どのような文書がついているのか。それも何もなしに、いきなりポスターだけ張ってく

れと言ってぽんと張るということはちょっと考えられないので、そのあたり教えてくだ

さい。

●委員長（大野委員） 休憩いたします。

午前11時16分休憩

午前11時23分再開

●委員長（大野委員） 再開いたします。

環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 貴重なお時間をいただきまして、大変申しわけございませ

ん。今、ご指摘いただきましたポスターのほう、じっくり確認させていただきました。

このポスターにつきましては、2015年、動物由来感染症ハンドブックということで、そ

の周知でもって各保健所のほうからこのポスターを送付いただいております。担当する

課としまして、このような通知をいただいた中で、町民の皆様に周知する機会が今まで

なかったということは大変深く反省するところでございます。改めて、この内容等を広

報等の媒体を通じまして、町民の皆様に周知をさせていただきたいと存じますので、よ

ろしくご理解のほどお願いします。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 よろしくお願いします。

それで、あと１点お聞きします。

169ページに特定健康診査等というのがあります。町長の町政報告の中でも、生活習慣

病の予防と疾病の早期発見のため、各種健康診査やがん検診の勧奨を積極的に行い、受

診率の向上を図ってまいりますと記載されていますね。第一には、特定健診を言ってい
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るんではないかと。もちろんそれに限るとは読みませんけれども。

それで、どこの町でもこれは必要ですから、特定健診というのを行っていますよね。

非常に健診率を上げているところもありますね。厚岸町の場合には、そんなに健診率が

高くないということで、これから健診率を上げていかなきゃならないということは我々

もお話を伺って、そう思うわけですが、今年度から、勧奨を強くして、特定健診に関し

ては健診率を上げていこうという方策をとってきたと思います。昨年度からですか、今

年度からですか、ちょっとそこのところ、記憶がはっきりしませんが。それを行って、

１年なり２年なりやって、どの程度効果が上がってきているのかという、実態といいま

すか、実情について簡単にご説明をいただきたい。

●委員長（大野委員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 特定健診につきまして、国民健康保険の特定健診についてお答

えをさせていただきたいと思いますが、委員おっしゃられました特定健診の未受診者の

勧奨対策ということで、平成28年度から業者委託のほうを、それ以前につきましては、

文書による受診勧奨を直営でやってきましたが、昨年度の27年度から、それと、プラス

業者で抱えている専門職から電話勧奨による未受診者対策ということで、行わせていた

だいております。その結果につきましては、昨年度の国民健康保険の被保険者の特定健

診の受診率でございますが、24.9％と。低いながらも、一応これまででは過去最高の受

診率となっております。その前の受診率につきましては、平成20年のスタート時点では

17.4％、それが一時的に24％台に乗ったものの、23年度以降については21％から22～23

％台と低迷をしておりましたところ、若干ですが、27年度については上がっているとい

う状況でございます。

ただ、28年度も27年度以上の電話勧奨、倍の件数、1,000件の受診勧奨を行ってきてい

るわけなんですが、現在のところ、受診率は再び低下して、23％を切るような状態にな

ることが予想されております。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 その新しい方式で電話による受診勧奨ですね、それを行った対象者の受診率

というのはつかんでいますか。

●委員長（大野委員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 今年度の状況でお答えさせていただきたいと思いますが、1,000

件、受診勧奨を平成28年９月20日から平成29年１月27日までの間行ったところ、この間

については、集団検診についてはかなり定員に達するような状態にございまして、1,000

件中、11.8％、118人、効率的にいいかと申し上げますと、決して高い数字ではございま

せんけども、受診勧奨を行う前の夏期の期間よりは高い受診率になってきていると考え

てございます。
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●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 この特定健診を受ける人が増えると、健診を受けてどこも何ともありません

よと言われた人に対しても、一応の健康指導というか、それはありますよね。あなた何

ともないから、ばくばくとたばこをのんで、どんどん酒を飲みなさいなんていうことは

言いませんよね。今の状態では何ともないけれども、十分生活リズムや病気にならない

ような注意をしてくださいと言いますね。これは保健ですよね。それから、あなたのこ

ういうところにちょっと疑義が出ましたので、精密検査してくださいとかということも

言いますね。ここのところは、もう保健じゃなくて医療ですよね。特定健診というのは

保健と医療のちょうど接点のところで行って、病気にならないように、なっていてもご

くごく軽いうちに発見して重篤になることを防ぐという意味ですよね。そうすると、ど

んどん町民が病気になって、どんどん重篤になるよりは、国保一つを考えても、町の持

ち出しは、そこで食いとめることで減るわけですね。このあたり、金が全てではもちろ

んないんですよ。だけども、国保担当者としては、そのあたりをきちっと押さえている

んじゃないかと思うんです。これについては、何かこういう相関関係があるんだという

ものがあったら教えていただきたい。

●委員長（大野委員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 以前、他の議員さんのご質問で、特定健診受診者と未受診者の

医療費の差というのを示させていただいております。すみません、ちょっと今、数字を

持ってきていないんですが、およそ１万円ぐらいの医療費の差が生じております。ただ、

特定健診受診者については、現在、受診率は低いですけども、恐らく健康に対する意識

が高い方が受けていると考えられますので、必ずしも全てかというと、そうとは言い切

れませんが、分析の結果では、健診を受けている方の医療費がたしか4,000円台、受けて

いない方が１万4,000円台だったような気がしますが、そのぐらいの開きがあるという分

析結果は出ております。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 要するに、今進めていることですから、それ以上のことは申しませんが、勧

奨のやり方を変えてどの程度効果が上がってきているのか。上がっていないとしたらど

こが足りないのか。結局、こういうものというのは、うるさいなと言われるぐらいやっ

ていかないとだめだということは、いわゆる受診率を上げるためにいろんなことをやっ

ているような町の担当者はよく言いますよね。うるさいと言われると。そこまでやって

いかないと皆さんに来てもらえないんだと。一遍の通知では人は動かないということは

言っています。

ですから、そういう先進事例なんかも十分見ながら、やはり少しでも受診率を上げて、

特定健診対象者になっている人たちが特定健診を受けるのが当たり前というような常識
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をつくるようにいろいろと方策を進めていただきたいと。質問としては大変下の下の言

い方なんですが、本音ですので、そのあたり、よろしくお願いいたします。

●委員長（大野委員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 今年度の受診率がなかなか上がらない状況も踏まえまして、受

診率が上がっている市町村のやり方をもう少し勉強させていただきながら、受診率の向

上対策に努めていきたいと思います。

それと、今年度、国保のほうになるんですが、保健指導についても、新たに予算計上

させていただいて、保健指導のほうにも、健康教室になりますが、その辺にも取り組ま

せていただきたい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 これで最後にしますが、受診勧奨を電話で行うということは、その対象とな

った、今回1,000人ですか、その方と行政とが何らかの意味でパイプを、ごく短時間であ

ろうとも、とるわけですよね。その範囲でもって、電話をかけた相手の方の生活状況が

見えるわけですよ。それによって先進事例なんかを見るというと、いわゆる高齢者孤立

の谷間にいるような状況がちらっと見えることがあるんですね。それで、そういう場合

には、すぐ保健福祉課と連携して、保健福祉課から手を打つというようなこともありま

したという話もありましたので、せっかくのことですから、そこで得る情報というのは、

本人のためになることに使っていただきたいと。保健福祉課との連携というのも十分に

考えていただきたいと、これは要望しておきます。

●委員長（大野委員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 現在も電話による未受診者の受診勧奨については、委託業者の

ほうから、こういう形でというのを一応一覧表でいただいております。ただ、それをも

う少し詳しくしないと今の状況というのがなかなか見えてこない部分がございますので、

来年度実施する段階で、その辺の検討をさせていただきながら、保健福祉課とはこれま

でも連絡等とらせていただいておりますけども、もう少し踏み込んだ形で連携をして、

効果が上がる方法を何とか見つけ出していきたいと考えてございます。

●委員長（大野委員） ほか、この目ございますか。

３番、堀委員。

●堀委員 私も子どもインフルエンザワクチンでお聞きしたいんですけど、大体の概略は

厚生文教常任委員会とかでも説明を受けたんでわかるんですけども、もう少し、ちょっ

とよくわからない部分があるんで、子供がワクチン接種を受けて、そして、どのような

形の申請をどこでして、どういう形のもので助成されるのかという、その一連の流れを
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いま一度説明していただきたいんですけども。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） インフルエンザの予防接種については、今回のものについ

ては、それぞれの医療機関で実施していただいて、その領収書をつけていただいて、申

請書を年度末までに町長に申請をしていただくと。その申請に基づきまして、費用の助

成の決定をさせていただいて、振り込みによって支払いをするという内容でございます。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 私、何年も病院に行っていないんでちょっとわからないんですけども、そうす

ると、インフルエンザの予防接種を受けたというものがわかる領収書が発行されると。

領収書１枚には、あなたはインフルエンザの予防接種を受けたんですよというものがど

この医療機関でも発行されるというものなんでしょうか。そして、申請は年度末までに、

その１年間の中で受けたものを申請すればいいということでしょうけども。振り込みと

あるんですけども、現金支給とかにはならないんでしょうか。これについてもお願いし

ます。

●委員長（大野委員） 休憩します。

午前11時41分休憩

午前11時43分再開

●委員長（大野委員） 再開いたします。

保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 領収書にインフルエンザワクチンということが書かれるか

ということにつきましては、そこそこの医療機関によって内容が違うということですの

で、書かれない医療機関の分もあると思います。それにつきましては、助成申請書にそ

のものをつけていただいて、それと金額的にも、インフルエンザの予防接種の金額は大

体ですけれども、ありますので、それらとの整合性で、特に支障がない部分については、

そういう申請と領収書で決定をしたいと考えております。

小さい子供さんであれば、母子手帳なんかにあるんですけども、高校生というところ

までいくと、なかなかその辺のものというのはないものですから、ちょっとそこの部分

については、申請をいただいた方からの領収書と聞き取りでもって決定をしていきたい

と思います。

それから、現金支給につきましては、今、児童手当というのは全て振り込みで行って

おります。児童手当にしても、保育料の助成にしても、全て口座の振り込みで行ってお
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りますので、現金支給というのは、今そういう中ではございませんので、振り込みで対

応が可能と考えております。

●委員長（大野委員） 病院事務長。

●堀委員 関連しまして、病院のほうから領収書の関係で、町立病院に限ってということ

でお話しします。

病院にかかりますと、皆さんご承知のとおり、領収書と診療内訳書というのが今大体

義務づけられています。初診料幾らですとか、投薬料幾らですとか、二つ出るような時

代です。そちらのほうにインフルエンザワクチン料ということで出ますので、それを一

緒に領収書と添付していただければ、この制度には間違いなく対応できると。町立病院

の場合はですね。そのようになってございます。

●堀委員 そうすると、診療内訳書なりを発行される医療機関で予防接種を受けると、領

収書のほかにもう一枚、きちんと捨てないでとっておいて、それを申請書につけなけれ

ばならない、つけたほうがいいよということなんでしょうけども、例えば、インフルエ

ンザの予防接種は定額じゃないですね。医療機関によっては若干の差異というのはある

と思うんで、そうしたときに金額だけで確認というものが果たしてできるのか。同じぐ

らいの金額の医療行為を受けたものというのが申請に上がってくる場合だってあるんじ

ゃないのかなという、ちょっと邪念としてわき上がるんですけども、そこら辺は一体ど

うするのかという。どこの医療機関も、町立病院のように診療内訳書なりというものを

つけるようなものなんだというんであれば安心なんでしょうけども、それを義務づけれ

ばいいわけですから、あれなんですけども、ちょっとそこら辺はどうなのかなと思いま

す。

ほかのものも今まで全部振り込みだから振り込みというんですけども、金額が2,400円

とか、２回でも2,800円ぐらいの助成という形ですよね、子供が１人だとしたとき。とい

ったときに、わざわざ申請して、また金額が入ったのを銀行に行って確認してという、

そういうような手間をわざわざとるという、煩わしさ、面倒くささというのはやはりあ

ると思うんですよ、これをやると。もっと申請も受け取りまでを簡素、簡便にすべきじ

ゃないのかと私だと思うんですよね。申請書だって、恐らく、領収書をつけるのは当た

り前にしても、本人確認のための保険証だとか何とかというのを、写しをつける何とか

というんであれば、本当に申請自体も面倒くさくなってしまって、お金を振り込んだ後、

そのお金をおろすのもわざわざ銀行に行かなければならないというんであれば、本当に

二度も三度も手間がかかってしまって、ワクチン接種というものが、それだったら面倒

くさいから受けなくていいやというようになってしまうんじゃないのかなと心配すると

ころであるんですよ。もっと簡素、簡便に現金を支給するような形をやはり考えるべき

だと思うんですけども、ここら辺についてはいかがでしょうか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。
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●保健福祉課長（阿部課長） 現金支給につきましては、今、児童手当の支給なんかは全

部振り込みで行っておりますので、ほぼ、ちょっと口座をこの予防接種だけのためにつ

くるということではなくて、ほとんどが保護者の方に支払いをしますので、そこの部分

で現金支給が必要とはちょっと考えておりません。

もし現金支給をするとしたときに、申請書をいただいて、決定をして、それから今度、

通知をして、来ていただいて現金を支給というような形になってもまた、なおさら不便

な状況にもなりますので、その手続に関しては、通常の申請を受けて振り込みをさせて

いただくということが今一番、お母さんたちにしても、そういう形で児童手当の支給な

んかも受けているということですので、十分対応できるのかなと思います。

それと領収書の問題につきましては、そういう医療機関によって違うという部分もあ

るものですから、そこについては、やっていく中でその辺の状況というのがどういう状

況になるのかというのを検証させていただいて、まずやらせていただきたいなと。その

上で検証させていただいて、必要に応じた対応をとらせていただきたいなと思います。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 申請受理、決定通知、ここら辺を、本来は省いた中で、領収書を持ってきたら

ば、すぐに現金を渡せれば一番いいですよね。領収書というか、医療行為を受ける段階

では当然その子供は保険証も出すわけなんですから、その領収書の名前というのは確実

に厚岸町民だというものも確認はできるでしょうし、そういうものを簡便にすることに

よって、予防接種というものを少しでも受けようというような形になると思うんです。

わざわざ申請して、町長のほうに申請のお伺いを立てて、そして決定を受けて、それか

ら振り込みをされる、どうもお役所過ぎて、私が当事者の親であれば、2,400円、2,800

円のために申請はしない。そうしたらば、ワクチン接種しなくてもいいなというような

感じにもなってしまうと本当に心配するんですね。せっかくこうやって制度としてやっ

たんであれば、対象年齢の子供たちには、できるだけ受けていただくような形というも

のを考えたときには、簡素、簡便というものをしっかりとするような形じゃなければい

けない。ほかの大人のワクチンとかであれば、当然、接種券みたいなかんじになるのか、

そんな形であればまた違うんでしょうけども、そうじゃなくて、後払いなわけなんです

から、ここは何か方策というものは考えてほしいなと思うんですけども、いま一度検討

していただきたいと思うんですけども、いかがでしょうか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 現金での支給ということは、今のやっている手続の中で、

現金でお返しするというものは、ちょっとないと思います。ほとんど振り込みという形

で手続をとらせていただいているという状況に思います。

今の児童手当ばかりお話ししますけれども、ほとんどそういう銀行口座というものに

支給をするという形が定着しているという状況がありますので、その現金支給の場合は、

当然、即現金支給をする対応がとれなければなりませんので、ちょっとそういう対応は
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難しいなと思います。

それと、高齢者のインフルエンザの予防接種については、あみかのほうに来ていただ

いて申請をしていただいて、そこで負担金を払って、その後、病院のほうに予約をして

行くという流れですので、その例であっても、１回はあみかのほうに来ていただくとい

うことになります。そこについては、１回はそういう形で来ていただいた中で対応をさ

せていただきたいと思います。

●委員長（大野委員） ほか、この目ございませんか。

４番、石澤委員。

●石澤委員 難病対策のところでお聞きしたいんですけど、健康づくり費ですよね。

厚岸町で行っている難病対策、その支援というのは、難病連に対する補助金というも

のだけなんでしょうか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 町で予算にのせさせていただいているのは、今おっしゃら

れました難病連厚岸・浜中支部に対しての補助金、それから、北海道難病連に対しての

補助金が１万円ということと、特定疾患者通院費ということで、交通費の助成を11人分

計上させていただいております。交通費の助成をさせていただいているという状況でご

ざいます。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 難病連の支部に対しての補助金とか、行ってもらっているんですが、難病連

自体で、難病患者に対しての募金活動とか、そういうものを行っているんですけども、

そういうことに対しての町での支援というものは、例えば募金箱を置いてもらえるとか、

各課に回してもらえるとか、そういうことはできないんでしょうかね。そういうような

活動に対する支援はどういうふうになっているんでしょうか。

●委員長（大野委員） 昼食のため休憩といたします。再開は午後１時からといたします。

午後０時00分休憩

午後１時00分再開

●委員長（大野委員） 再開いたします。

石澤委員の答弁から始めます。

総務課長。
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●総務課長（會田課長） 役場庁舎の管理という部分で私のほうからお答えさせていただ

きますが、庁舎管理規則というものがありまして、この中では、寄附金等の募集、これ

については庁舎管理者の許可が必要ということになっておりまして、依頼があれば許可

をして設置は可能と考えておりますけども、ただし、条件として、集まったお金の管理

をそちらのほうで責任を持っていただくということの条件を付させていただいた上で、

設置は可能と考えております。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 わかりました。お願いすれば募金箱を置けるということのようなので、今度

お願いに参ります。

それで、もう一つ質問したいんですけど、先ほどからずっと話になっているインフル

エンザの予防接種のことなんですが、やっぱりこれ、高齢者と同じように券というふう

にはできないものなんでしょうかね。行って、そこで1,080円なりを払って、そのまま病

院へ行ってかかるというほうが、子供を連れている親にとってはすごく助かるという気

がするんですが、補助してもらうだけでも助かるんですけども、やっぱり何回も行った

り来たり、しかも子供を連れて動かなきゃならないわけですから、その辺の、特に小さ

い子、12歳までの子供を連れて歩くということはとても大変なことなので、その辺を含

めて、高齢者と同じような対応はできないんでしょうかね。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 当初、検討した段階では、高齢者と同じ取り扱いでいきた

いなということで病院のほうと相談をさせていただいた中で、ワクチンの確保ができな

い可能性があるということがネックになりまして、もし負担金をいただいて、券を出し

て、病院に行ってもらったら、ワクチンがなくて接種できないというような状況も発生

する可能性があるという状況でございます。そういうことを回避するためには、町外の

医療機関でも接種ができますので、そちらでやっていただいて、その領収書でもって申

請をしていただいて助成をするという形をとらざるを得ないということで、そういう方

法にさせていただいたということでございます。

それから、接種しやすさという部分でいきますと、どこの病院でもできるわけですか

ら、都合のいいときにぱっと行ってやるということのほうが都合のいい方もいらっしゃ

るかなと思いますので、そういう形でお願いしたいなと思っております。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 高齢者の方の券というのは、町内の病院でなきゃだめなんですか。釧路とか

ほかの地域では使えないんですか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。
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●保健福祉課長（阿部課長） 原則、町内の医療機関としております。

入院をされていたり、それから、施設に入所している方がいらっしゃいますので、そ

の方が主治医のもとで接種してもらう場合については、改めてその病院と委託契約を結

ばせていただいて、接種できるようにしております。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 それはほかの町村でも一緒なんでしょうか。たしか浜中は、病院が町村を越

えてもできるような券を発行していたような気がするんですが、厚岸町はほかの町村で

できていないんでしょうかね、そういうのというのは。インフルエンザワクチンの数で

制限されるとすれば、すごく不便な感じがするんですけども、高齢者の場合はそういう

ことは起きていないんですか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 医療機関とそういう接種をしてもらうという形で、町が負

担分以外の分を支払いするというところで、委託契約を結んで実施しなければなりませ

ん。基本的には、町内の機関でやっていただいて、どうしても町内でできないと、今言

った入院しているだとか、施設に入っているだとかという状況でもってできないという

方については、そこでできるように、そこの機関と契約を結んで実施していただいてお

りますので、最終的には、希望される人については、そういう対応で接種していただい

ております。

●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） なければ進みます。

３目墓地火葬場費。

８番、南谷委員。

●南谷委員 ４款１項３目墓地火葬場費、斎場と、それから175ページ、斎場整備事業193

万4,000円、ここでお伺いをさせていただきます。

まず初めに、斎場の整備事業でございますが、193万4,000円、改修補修工事となって

おります。いただきました一般会計補正予算の17ページを見ましたら、火葬炉整備改修

が193万4,000円、一式になって、２連ポンプユニット取りかえと燃焼送風機取りかえと

明細に書いてありますが、この工事内容について簡潔にお願いいたします。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。
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●環境政策課長（尾張課長） すみません。お時間とらせて申しわけございません。

平成29年度、計上させていただいていますのは、火葬炉の整備改修ということで、２

連式ポンプユニットの取りかえということで、火葬炉の前に、油等を燃焼させるための

ポンプがございます。それの老朽化している状況がございまして、その取りかえと、燃

料を送風するための送風機、この取りかえ、一式でもって193万4,000円の計上をさせて

いただいているところでございます。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 聞いたとおり答えているんじゃないのかい、僕が質問したとおり。そこまで

はわかっているから聞いているんですよね。いやいや、僕、機械的にわからないんで、

工事一式で193万4,000円となっているんだけども、僕が聞いたのはこの中身なんです。

２連ポンプユニットって油のことだろうなと。送風機だよなと。これ、別々なものをと

りかえるのか、その辺がわからないものだから、例えば、今回取りかえるに至った経過、

これ一式で193万4,000円なのか、２連なのかどうなのかということを聞いているんで。

●委員長（大野委員） 休憩いたします。

午後１時10分休憩

午後１時10分再開

●委員長（大野委員） 再開いたします。

環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） すみません。何度も休憩をいただきまして申しわけござい

ません。

２連式ポンプ及び送風機というのは一体式のものでございまして、これら経年劣化の

ために、今回、取りかえ修繕をさせていただくという内容でございます。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 計上しているんですから、やっぱりきちっと調査しておいてくださいや。内

部検討して上がってきていると思うんですね。その上で確認をさせていただいたんです

けれども、委員長、またがるんでちょっと勘弁してください。

●委員長（大野委員） はい。

●南谷委員 実は、斎場整備につきまして、かねて、私は一般質問をさせていただきまし
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た。斎場の雨漏り、壁の修理等につきまして一般質問を行ったわけでございますが、そ

の際のご答弁で、すぐやれるものは、ある程度のものは、軽微なものについては修繕の

中でやっていくんだけども、雨漏りとか壁の改修なんかにつきましては、３カ年に計上

だと、こういうご答弁でございました。ですから、平成29年、この斎場、これ、運営費

ですよね、657万2,000円というのは。この中にそういうものは含まれていませんよね、

平成29年の事業の中では。斎場の整備事業の中で193万4,000円にも、３カ年にも、見せ

ていただいたんですけど、29年の中ではない、なかったんだなと理解をさせてもらった

んですが、それでよろしいですか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） そのとおりでございます。３カ年計上の中で、現在、29年

から31年までの第８次計画の中では、平成30年、第２次のほうに火葬場棟の屋上防水改

修一式、それと31年の事業の中で火葬場棟の外壁、さらには、待合棟の外壁、屋根改修

等について、それぞれ計上させていただいている内容でございます。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 僕、そこまで聞いていないんですよね。29年の話をしているんですから。な

いですねというか、ないんですよね。ただ、検討はされているということで、３カ年に

計上された、検討されたということにつきましては、答弁書のとおりだなと理解をさせ

ていただきました。

その上でお伺いをさせていただくんですが、委員長、29年にないものですから、30年、31

年までの話になっちゃうんですけれども、私とすれば、町民のためにも心地よく火葬場

を利用していただくためには、少しでも早い年次という思いでいるんですが、財源のこ

ともありますから、貴重な財源でございますから、町としては検討の結果、優先されて、30

年、31年で、このような整備をなさると私なりに理解をさせていただきました。

こういう検討をなさったということにつきましては、私なりに敬意を表するものでご

ざいますが、この資料をいただきまして、たまたま31年も30年もそうなんですが、炉の

関係の修理が毎年、年次的に繰り返されていますよ。その数字とこの屋根一式の数字、

先の話でわからないと言われればそれまでかもしれないんですけども、当然検討された

と思うんです。ですから、３カ年の数字がここに載っていると思うんですよ。単年度ご

とに、例えば30年であれば800万円、31年であれば1,400万円、この修理に対してどうい

う方向でやっていくという数字が見えなかったものですから、この点についてどうなっ

ているのか、お尋ねをさせていただきます。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 30年度に予定しております火葬場棟の屋上防水改修、これ

一式につきましては、810万円の金額をもって３カ年計上させていただいております。そ
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れと、31年度に予定されております斎場外壁改修、火葬場と待合棟、それぞれ外壁でご

ざいますけども、926万7,000円の中で今計画をさせていただいているところでございま

す。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 そうしますと、確認するんですけども、30年は、ここに880万円ぐらいあるん

ですけども、そのうちの今810万円と聞こえたものですから、おおむねこの改修にかかっ

てしまうと。それから、31年については920万円ぐらいの予算だということで間違いない

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） 大変申しわけございません。ちょっと数字のほうのお答え

が、今、３カ年の中での精査した資料のほうの読み違いをしてしまいました。改めて数

字のほうを説明させていただきたいと思いますが、先ほど言いました30年の火葬場棟の

屋上防水改修につきましては、810万円です。そのほかに霊台車75万6,000円が入りまし

て、885万6,000円の金額となります。それと31年度、予定させていただいていますのが、

火葬炉517万円と外壁943万8,000円、合わせて1,460万8,000円ということでございます。

大変申しわけございません。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 わかりました。しっかりこのように取り組んでいただけるということで、検

討していただきました。本当に敬意を表する次第でございます。できれば、１年度でも

早い予算の確保ができれば、前倒ししてやっていただければなと思うんですが、それも

町としての考えもあるでしょうから、その上でお尋ねをさせていただくんですが、それ

ぞれこれを見ましたら一財なんですよね。100％町財政なんですよ。今から先の話をして

申しわけないんですけども、できるだけ有利な起債なり、いろんな手法があると思うん

で、これらも含めて、税財政課と調整しながら、より有利な、町民に負担のかからない

ような財源を求めて、そういう努力というのはどうなんでしょうか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） ３カ年計画につきましては、毎年度ローリングをさせてい

ただきながら、さらに次期計画に反映させていただいているところでございます。当然、

事業内容等につきましても、新たに29年度策定において、その内容等も精査させていた

だきながら、その財源確保についても優位なものがあれば確保するような努力をしてま

いりたいと思いますし、財政サイドとも十分協議をして進めていきたいと思いますので、

ご理解願います。



- 126 -

●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） なければ進みます。

４目水道費。

５目病院費。

６目乳幼児医療費。ございませんか。

２項環境政策費、１目環境対策費。

６番、室﨑委員。

●室﨑委員 まず、環境対策一般のところでお聞きしますが、町長の行政報告の中でも、

環境への負荷の軽減を図るために、町民や事業者への省エネルギー意識と行動の啓発を

含め、エネルギーの適切で有効な利用を推進いたしますというふうにここでうたってい

るわけですね。

それで、お聞きしたいのは、厚岸町において、省エネルギー意識と行動の啓発を強め

ると言っているんですが、どういうことを具体的に行ってきて、どういうことを行って

いこうとしているのか、簡単で結構ですから、説明してください。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） まず、町民、事業者への省エネルギーの意識と行動の啓発

ということでの町長の29年度の町政執行方針のほうにも提示させていただいております

けども、29年度におきましては、町民向けの中での事業展開としまして、北海道経済産

業局のほうで、省エネルギーセンターという一般社団法人がございますが、そちらのほ

うで出前講座等がありまして、町民向けの中でそういう開催もしていきたいと。過去に、28

年度は開催できませんでしたけども、前年27年度、26年度、それぞれ11月等の期間に、

町民の皆様にぜひ参加いただきたいということでの開催をしていますが、この事業につ

いても、29年度、改めて要望していきたいと考えておりますし、さらには、冬期間、電

気が使われる状況もありますし、家庭の中での省エネ対策等についても、こういう冊子

も出ております。経産省で出ておりますので、こういうものの周知も図らせていただき

ながら、家庭の中でも無理ない形での省エネ対策も講じていただきたいというような周

知を図っていき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 町民や事業者へのというふうにあえて事業者へのと断っているのですが、事

業者というのはどういうところを指して、どういうことをしようと思っているんですか。
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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） 事業者ということで、同じくこれも経産省の事業なんです

が、事業者向けのそういう節電診断とか省エネ診断というものがございます。その前段

には省エネ診断というものがございまして、ぜひそういうことを各事業所のほうに周知

をさせていただきながら、希望があれば、ぜひ申し込んでいただいて、専門家に来てい

ただいた中で、今使われている電気の中で節電する可能性ですね、とりあえず診断とい

うのは簡易な中での診断にはなりますけども、一日の中での診断でございますけども、

そういう機会を受けていただきながら、いろいろとまた専門的な知識を習得していただ

きながら、そういう事業者の皆様についても省エネ対策を講じていただくような形で考

えていきたいということで、まずもって、そういう制度があるということを周知させて

いただき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 わかりました。進めていただきたいと思います。

それで、もう一つお聞きしますが、特定外来生物対策というのが、昨年の当初予算で

は60万円ほどついていたんですね。今年は約14万円になっているんですよ。それで見る

と、ウチダザリガニだったと思うんですが、特定外来生物生息分布調査委託料というの

がなくなっているんですね。このあたり、今年は何をやるのか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） この特定外来生物対策事業の中身でございますが、昨年度、

厚岸町内６河川10ポイントの中で、ウチダザリガニの生息調査をさせていただきました。

先ほどおっしゃっていただいたとおり、60万1,000円の予算をもちまして生息状況を確認

させていただきました。その上で、昨年度につきましては、厚岸漁業協同組合、それと

厚岸町環境政策課、また、産業振興課の３者体制の中で、河川でのウチダザリガニの駆

除等を行っておりますが、それら係る経費について、今回13万9,000円の予算を計上させ

ていただいている内容でございます。

ここに計上されておりますのは、ウチダザリガニの関係での予算計上させていただい

ておりますけども、そのほか、予算を伴わないというんでしょうか、オオハンゴンソウ

等についても、子野日公園での駆除作業を進めていきたいと考えておりますし、さらに

は―申しわけございません。この予算に計上されているのは、ウチダザリガニに係る

予算計上をさせていただいている内容でございます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 もうちょっと詳しく聞きたいんですがね、昨年の場合には、行政業務委託料、

それが60万1,000円なんですね。特定外来生物対策（経常）となっているタイトルはこと
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しも同じなんですが、昨年は委託料だけなんですね。今年は、需用費と使用料及び賃借

料、それは船の借上料となっているんですよ。去年の場合には、需用費も何もなかった

んですね。このあたりの予算のつくり方、ちょっと説明してください。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 説明が漏れて申しわけございませんでした。当初予算につ

きましては、先ほどの60万1,000円の予算計上させていただいております。その中で、町

内でのウチダザリガニの生息河川が特定できたということで、９月補正予算におきまし

て、30万8,300円の予算を計上させていただきました。その中で、かご、ほか、餌とか用

船代を含めた中での予算を計上させていただきまして、実施させていただいているとこ

ろでございます。それら、今年度におきましても継続して実施する、餌とか、係る経費

について予算を計上させていただいている内容でございます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 そうすると、去年、まず当初予算で出たのは、生息調査の部分だけをのせた

ということですね。昨年は生息調査をがっちりやったと。その結果、生息域がわかった

と。それで、去年下半期からということになるかどうかわかりませんが、今度は駆除に

入っていると。今年も駆除をやりますと。そういうことですか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 委員おっしゃるとおりの内容でございます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 成果としては、どの程度の成果が出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） 昨年度ですが、厚岸漁協協同組合、また、私ども環境政策

課と産業振興課の中で、計画期間を定めさせていただきながら、防除作業を進めたいと

いうことで、９月１日から10月７日までの間の中で、旧尾幌１号川、さらには、別寒辺

牛川、尾幌川の計画を持った中で実施を進めていたところでございます。

それで、旧尾幌１合川につきましては、実質、実施期間９月７日から９月14日までの

間、台風、暴風雨等の影響で４回の実施となりましたが、416.9キロ、417キロ程度、こ

れを100個体サンプリングして、それぞれ４回の中でやっておりますが、平均重量で47グ

ラム、平均個体長で110ミリということで、これらを割り返していきますと8,900匹くら

いの駆除が行われたということでございますが、水量等が増水した中で、なかなか駆除
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作業をすることが困難だということで、別寒辺牛川には一旦かご等を投入させていただ

きましたけども、なかなか回収することも困難な状況になりまして、別寒辺牛川につき

ましては、28年度は見送らせていただいた結果になりますが、そのほかに尾幌川、これ

は、厚岸町単独で上尾幌の道道の河川というんでしょうか、そちらのほうに10月３日か

ら７日、これもまた台風等の影響もありまして、３回の実施に終わりましたが、こちら

では4.5キロ、平均体重が19グラム、体長で83ミリということで、220匹程度と。どうし

てもやはり増水等の影響がありまして、他の釧路湿原等でもこういった特定外来生物、

ウチダザリガニの駆除をしている団体等もございますが、やはり増水等の影響でなかな

かザリガニがかからなかったという情報も得ておりますが、顕著にそういうふうな状況

になっているのかなと思っております。引き続いて、継続して実施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 去年は異常な大雨が降りましたから、大変だったんだろうと思います。今年

はどうなりますか、天候はわかりませんけども、29年度は何か目標数値のようなものは

考えていますか。それから、こういうやり方でやっていくというと、何年ぐらいでほぼ

駆除ができるというような見通しというのはありますか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 計画につきましては、また29年度に向けて、厚岸漁業協同

組合さん等を含めた中で、町との協議によって、日程等を決めていきたいと。当然ウチ

ダザリガニの行動が活発になる６月以降の中で、秋口までの中で実施ということになり

ますが、それぞれ他の業務等もございます。これに全てかかり切ることもできないわけ

でございますので、28年度の計画では、できれば10日間実施したいという思いの中で計

画は持ちましたが、実態的な中で考えていきますと、それぞれの業務を含めてやってい

くには大変困難な面もあるということも改めて感じているところでございます。

やはり無理のない中でこれを継続していかなきゃならないということで、まずは、一

番危惧されるのは尾幌１合川、これだけのウチダザリガニが生息されているという状況

でございますので、やはり重点河川を決めながら、他の河川との調整を図って実施して

いくべきなのかなと考えておりますし、何年続けたらこの作業がなくなるかと。限りな

い段階で、孫子の代まで続くのか、本当にこの駆除作業というのは根気のいる作業だと

思います。そういう中では、やはり地域の住民の皆様も理解をいただきながら、こうい

う継続していくような事業にしていかなきゃいけないのかなということも一方では考え

ているところでございます。

●委員長（大野委員） ほか、この目ございませんか。

（な し）
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●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。

●室﨑委員 181ページに厚岸湖・別寒辺牛湿原学術研究奨励というのが出てまいります。

これは余り全国でもそんなに例のない、非常に先進的な取り組みをずっと厚岸町は続け

てきて、これによるいろんな情報の蓄積というのも相当に大きくなってきていると、成

果を上げていると思っております。

それで、何年か前から、私、時々申し上げているつもりでいるんですが、この中には

研究奨励の事業から独立して、一つのテーマとして厚岸町が研究をして成果をつくって

いくことが十分可能なものが幾つかテーマとして出てきていると思うんですよ。例えば、

教育長の教育行政報告の中でちょっと挙げていましたが、ヒブナの生息する床潭沼です

ね。これに関しては、単にヒブナが何匹いるというようなレベルでは、もう既に研究は

そんなところではないですよね。フナが100匹いれば１匹ヒブナができるのかどうかとい

うことも今はっきりわかっていないようです。フナとヒブナが完全に切れているのか。

時々、フナの中からヒブナが出てくるのかというのは、一つまだはっきりしないような

話も聞いております。環境省あたりは、そこらは口を濁していますよね。それで、今、

魚はＤＮＡでもって種別判定するそうで、そうなるというと、金魚とフナというのは明

らかに違うんだそうですね。だから、ヒブナが少なくなったから金魚を放そうなんてや

ったら大変なことになるわけで。

そういうことを含めて、また床潭沼という全体の生態が、非常に今の日本の中では貴

重な生態系を持っているということも、一度北大の教授が厚岸で講演をやったときにわ

かりやすく、かつ非常におもしろい話をしてくれておりました。そういうようなものは、

やはり厚岸町として独自に研究テーマとして、この学術奨励制度の中から生まれたもの

としてやっていっていいと思うんです。僕ら、子供のときはトミヨと呼んでいたけど、

トゲウオはイトヨとトミヨ、これの生息に関しても、厚岸町は非常に世界的にも珍しい

場所だと。イトヨとトミヨが同じところでもって、それぞれ縄張りを持って暮らしてい

るというようなところは、世界的に見てもないそうですね。そういうような話も聞いて

おります。

トゲウオの学会、国際学会が厚岸町で開かれるかもしれないという話がひところあり

ましたよね。アメリカに行ってしまったらしいけれども、最終的には。だから、そうい

うようなものを、これだけ学術研究奨励を行ってデータが蓄積されていますから、その

中でもって十分に生かしていくだけの、単にその報告をもらって棚に突っ込んでおくだ

けではなく、やっていく必要があるのではないかと、そのように思うんですが、前にも

そういうような話をしたときも、検討いたしますということで終わっているんですが、

その後、どのような検討をなさって、どういうようなめどがついてきているのか、それ

について具体的に教えていただきたい。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。
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●環境政策課長（尾張課長） 昨年の新年の予算委員会の中でもご質問いただきました。

その折、私のほうから回答させていただいたのは、この奨励事業に当たりましては、そ

れぞれの専門分野の先生方で構成する審査会を持ちまして、その年度ごとの中での事業

テーマを募集いただいた中で精査いただいて、補助金の張りつけをさせていただいてい

ると。その中で、一つ考えられるのは、その95万円の枠の中での特別枠ということも一

つ検討できるかなと。さらには、委員おっしゃるとおりに別立ての中でのものもそろそ

ろ検討していく必要性もどうなんだということでのご提案をいただいております。昨年

度につきましては、それらご意見いただいたことも踏まえまして、その審査会の中で検

討させていただきましたが、昨年度の事業募集の中では、その枠取りという部分が、テ

ーマ等については絞り切れなかった状況もございまして、改めて２年にわたる中でのご

提言でございますけども、貴重なご意見をいただいた部分を、ぜひ我々も、今まで平成

９年から事業を進めた中では、140件以上のそれぞれの研究テーマをいただいております。

ただ、単年で終わっているものもございますし、継続して行っているものもございます

し、それぞれやはり研究者が厚岸に興味を持っていただいて、研究していただく魅力あ

るような中での補助金のつけ方ができるかどうか、財政面を含めた中で、改めてもう少

しお時間をいただきたいと考えておりますので、よろしくご理解のほどお願いいたしま

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） なければ進みます。

３目廃棄物対策費。

４目ごみ処理費。

４番、石澤委員。

●石澤委員 高齢者に対するごみ収集の対応というのはどういうふうになっているんでし

ょうか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） やはり単身世帯の高齢者のお宅もございます。厚岸町の場

合は、自宅までの収集ということでございますので、基本的には自宅の前のごみ箱等に

おいていただければ、そのまま回収させていただいているという内容でございますけど

も、生ごみ等の体制も始まりまして、場合によって道路面に出すことができないといっ

たところについては、清掃車等の協力をいただきまして、収集体制を自宅まで行ってい

ただくと。集団というわけじゃないですけど、なかなか自宅の前にごみ箱を設置する箇

所がないという住宅等もまれにございます。そういった場合については、近くの道路面
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の他の方と一緒に出されているケースもございますけども、足が不自由でなかなか出せ

ないといったケースもございますので、その辺には、相談に応じた中で対応させていた

だいているところでございます。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 町営住宅の場合もそういうふうにしているんですか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 町営住宅の場合は、集合住宅の中で共同のごみ箱がござい

ますので、そちらのほうに置いていただくような形になっております。そういった中で

の、私どもの課に対してご相談等は今のところは受けてはおりませんが、それぞれ公住

の中にも組織があるようでございますので、そういった中でのご相談等があれば、我々

も検討していきたいと思いますけども、今のところそういうようなご相談は受けており

ません。

●委員長（大野委員） ほか、ございますか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ、次、進みます。

５目し尿処理費。

８番、南谷委員。

●南谷委員 ４款２項５目し尿処理費でお尋ねをさせていただきます。

し尿処理場管理、374万3,000円の計上でございますが、たしかこの事業、ＭＩＣＳへ

の移行となると。28年度は当初予算が1,908万円の計上でございました。平成29年度、こ

としは374万3,000円の計上となっております。この辺の事業推移について、それから30

年度はどうなっていくのかなと。まず、お尋ねをさせていただきます。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） し尿処理場管理でございます。本年度、29年度、374万3,000

円の計上をさせていただいておりますが、この金額につきましては、閉鎖に向けて、今

考えておりますのは、４月から７月末をもった中で閉鎖作業をすすめていきたいと。そ

れぞれ衛生センターにあります貯水槽等々ございます。それら清掃作業等を含めた中で

やっていくための経費を計上させていただいております。

それと、30年以降でございますけども、当然この経費、374万3,000円については、経

費は不要となってまいりますし、昨年度、し尿処理費一般、これにつきましても、当初
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予算22万2,000円計上させていただいておりますけども、本年度、これら経費についても

削減させていただいております。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 このし尿処理場の管理費については、当然、物がなくなるから、本年度、い

つからかなというのが気になったんで、そうすると今回、374万3,000円は途中までとい

う理解でよろしいんでしょうか。７月までの運営管理費の部分だよと、こういうことな

のか、それとも後始末をしなければならない部分とかもあると思うんですが、その辺も

含めて、次のページにありますよね、私なりに試算をさせてもらったんですけれども、

これ間違っているかもわからないですよ、私なりの試算でございますが、し尿処理場管

理、平成29年、374万3,000円の計上、それから、し尿収集衛生センター運営費が5,500万

円、そして、汚水処理場施設管理1,547万6,000円、この合計が7,425万3,000円となるんで

す。この三つを足すとね、ことし。そうすると、昨年を、し尿処理場管理とし尿収集衛

生センターの分を合わせまして、この二つで7,848万円、この差っ引きが平成28年度と29

年度の差っ引き勘定で422万7,000円という差が出ます。ですから、私なりに考えたんで

すけれども、１カ所でやることによって、この422万7,000円というものが発生するのか

なと。それだけ支出が抑えられるのかなと。はたまた、後始末。現状施設がありますよ

ね。これらに要するものはどのような数字になるのか、この辺も含めて説明を求めます。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 28年度の当初予算と29年度の当初予算での比較でもってご

説明を申し上げたいと思います。

まずもって、こちらのほうにし尿処理費が出ていますとおり、本年度予算要求につい

ては7,425万3,000円、28年度については7,870万2,000円ということでございます。本年度

との差が、444万9,000円が減額となっている予算となっております。

28年度の予算の各事務事業の中でいいますと、し尿処理一般が、先ほどもうしあげま

したけども、22万2,000円、これが29年度では減額となっております。さらに、し尿処理

管理につきましては、当初予算1,908万円、これが374万3,000円ということで、1,533万7,000

円、これが比較の中で減額となっております。し尿収集運転管理委託料については5,940

万円、これに対して本年度当初予算4,747万4,000円です。1,192万6,000円の減と。

新たに29年度、衛生センターの清掃委託料ということで、し尿処理衛生センター運転

の中で、この5,503万4,000円の中に756万円という、これは清掃にかかる経費でございま

す。

先ほど申し上げましたし尿処理場管理については、それまでの間、運営する電気料等

の経費でございます。

これらと、さらには、汚水処理施設管理、これが新たに下水道処理施設、ＭＩＣＳ施

設ということで、1,547万6,000円、これが新たに汚水処理施設管理ということで計上さ

せていただいておりまして、7,425万3,000円の、先ほど言った予算計上の中身となりま
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す。

来年以降でございますけども、先ほど申し上げました374万3,000円、し尿処理管理、

この金額、さらには、含まれております衛生センターの清掃委託料756万円、これら経費

が削減となっていく内容でございます。（「合計で何ぼぐらい違う」の声あり）28年度の

予算とを比較しますと、30年度では1,575万2,000円、これがＭＩＣＳ事業の実施に伴い

まして、削減される経費となります。

●委員長（大野委員） ほか、ございませんか。

４番、石澤委員。

●石澤委員 今の話を聞いていて思ったんですけども、ＭＩＣＳ事業が行われることで、

処理の費用が3,000万円以上削減できる見込みだったと以前に議員協議会で伺ったと記憶

していますが、今回お話を聞いていると、いろいろ足したり引いたりして1,500万円程度

の開きがあるんですが、この開きの要因は何なんでしょうか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 過去にそれぞれ、この施設整備に当たりましては説明をさ

せていただいてきていると思いますが、今大まかにおっしゃっていただいた3,000万円を

超える経費が削減されるということでのご説明があったと思いますが、ただし、ＭＩＣ

Ｓ事業に係る経費につきまして、十分な説明がされていなかったのかなと。それら1,500

万円を引きますと当初計画していた予算と同様の状況になりますけども、削減状況、Ｍ

ＩＣＳに移行することによって3,000万円程度、収集だけ残っていくということでしたけ

ども、かかる新たな経費についてのご説明がなかったものかなと考えておりますので、

よろしくご理解のほどお願いいたします。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 その要因がし尿収集業務委託料の増とかということはないんですか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） ございません。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 そもそもこのＭＩＣＳ事業というのは、環境保全のために、下水道が使用で

きるところは水洗化することが必要なこと、そうでない経済的な理由などで水洗化が困

難な家庭のくみ取り料金が、し尿収集運搬と処理のコストを理由に将来大幅な値上げに

つながることが一番心配ということでＭＩＣＳ施設ができたと思っているんですけども、
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くみ取り、し尿の処理費用が削減できなくなった、1,500万円ぐらいになってしまったと

いうことなんですが、これにおいて水洗化が困難な家庭のくみ取り料金が当面改定する

ことなく、行政サービスが継続できるということになるんでしょうか。その辺はどのよ

うに考えているんですか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） この事業の実施に当たりましては、議会の中でも議論させ

ていただきまして、下水道終末処理場において、し尿等を投入して処理できないかとい

うことでの議論等をいただきながら、いろいろなＭＩＣＳ施設検討に当たりましては、

１案としては、し尿を現行どおり処理する方法として、衛生センターの改修と。これに

ついては７億1,000万円程度かかると。それも補助制度がないというような中で、２案と

しては、今実施しておりますし尿等を終末処理場の水処理系のほうで水処理をして実施

する方式、これによりますと、前処理部分をしまして、し尿等の濃度を調整して投入す

る前処理施設と流量施設を設けることになりまして、５億4,000万円程度、これに対する

２分の１の補助があるということで、それら議論をさせていただいた中で今回選択をさ

せていただいたところでございます。

その中でも、この施設ができた段階でのおおむねのかかる経費につきましても、1,500

万円程度、毎年コストがかかっていくというようなご説明もさせていただいているとこ

ろでございますが、その計画段階に当たって、いわゆるそこにかかるランニング経費を

きちんと説明させていただいていなかったというか、十分な説明をさせていただいてい

なかった中で、かかる経費、収集経費だけが残って、処理経費について3,700万円程度削

減されるんじゃないかなということでのご説明があったものかなというふうに考えてお

りますが、現状、今精査させていただいた中では、このような中で、削減効果としては1,500

万円前後の経費削減が図られていくと試算しているところでございます。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 今でもくみ取り料って結構高いんですけども、今後、行政サービスは今の状

態で継続していくんですか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 現状におきましては、今の使用料体系の中で進めていきた

いということで考えておりますが、やはり物価、市場等もありますし、この収集料につ

いても、やはり一定の期間で見直しもさせていただかなきゃならない時期も来るかもし

れません。これらについては、十分検討させていただきながら、今後また議会のほうに

もご説明する機会がありましたら、させていただきたいなと思います。今の現状の中で

は、移行するからといって、近々の中で値上げ等、料金体系を変えていくという考え方

には立っておりません。
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●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 すみません。何かキツネにつままれたみたいな感じなんですけど。結局、私

たちに3,000万円以上削減できると説明したときには、いろんなことを検討していない状

態で説明をしたということなんですか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 一つ、私の説明が漏れていた点がございます。運営に当た

りましては、24年当時というのが、正職員の方々がこの運営に当たっての人もおりまし

たけども、近年、その方々が退職された中で、臨時職員という状況の中で、かわられて

いる状況もございます。トータルの中での収集経費というのは、清掃業務の中での状況

で、金額的な中での若干の毎年の精査があります。それと、給与自体も毎年上がってき

ているわけでございますので、当時のご説明の中で、私の手元にある中では、そのよう

な中で3,000万円前後の削減が見込まれるというようなご説明をされていたかと思います

が、改めて予算等の精査をさせていただいた中では、1,500万円程度の削減ということ…

…。ちょっととめてもらってよろしいですか。

●委員長（大野委員） 休憩します。

午後２時01分休憩

午後２時02分再開

●委員長（大野委員） 再開いたします。

環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） たびたびお時間をいただいて申しわけございません。

先ほど、ちょっと私のほうの数字の計算部分でもって正確な数字をお示しできません

でした。改めて計算し直しまして、平成28年度の当初予算と30年度、29年度につきまし

ては、それぞれ清掃とか管理の経費が含まれておりますので、30年度と単純に計算をし

ますと、2,011万8,000円、この金額が減額になる見込みになります。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 結局、30年まで行けば3,000万円ぐらいの削減になるということなんです。そ

ういうように聞いたんですが、どっちにしても、しばらくの間は、このくみ取り料金は

当面改定することなく続けていくと理解していいんですね。
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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） 委員おっしゃるとおりの中で現在考えております。

●委員長（大野委員） ほか、ございませんか。

●委員長（大野委員） 休憩いたします。

午後２時04分休憩

午後２時11分再開

●委員長（大野委員） 再開いたします。

その他、この目、ございますか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ進みます。

６目下水処理費。

190ページ、５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費。

２目農業振興費。

４番、石澤委員。

●石澤委員 クラスター事業のことを聞きたいんですが、どこで聞けばいいかわからない

ので、農業振興費で聞きたいんですけど、よろしいでしょうか。

●委員長（大野委員） よろしいです。

●石澤委員 このクラスター事業の内容と規模を教えてください。

●委員長（大野委員） 科目にはないんですけど、一応、農業振興費に関係があるんで、

ここで受けたいと思います。

産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） ご答弁させていただきます。

先日、28年度の補正予算での畜産クラスターの予算を議決いただきました。これは、29

年度で２億3,000万円という数字でございますけども、この３カ年の計画上は28年度から

繰り越してやるものについても、29年度に実施する場合は、登載上は29年度に位置づけ

ているんです。その関係で、３カ年計画上は29年度に登載されているものでございます。
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●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 ごめんなさい。ないところで質問して申しわけないんですけども、このクラ

スター事業のフリーストールの牛舎ですよね。金額を見ると２億3,996万8,000円ですね。

これ、すごく大きいんですが、個人なんでしょうか。それとも法人か何かなんでしょう

か。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 実施主体者というのは、個人でございます。中身ですけど

も、フリーストール牛舎、これを１棟でございます。それと搾乳ロボットを２台。ある

いは、大きいところでいくとバルククーラーを１台整備するといったような内容でござ

います。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 今、牛乳の問題でいえば、一元集荷が危うくなってきたり、それから、組勘

の問題とかで、私も酪農ですけども、不安がとても大きくて、本当に搾れるのかな、こ

れから続けていけるのかなという、そういうような思いがあるんですが、そういうのも

含めて、思い切ったことをやるなと思ったんですが、ここの、今２億何千万円ですけど、

国から１億円出るんですね。あと、その他として１億2,673万円になっていますけど、そ

の部分が個人が返すお金ということになるんですか。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） この畜産クラスター事業の中では、総体、３カ年の実施計

画でありますと、事業費２億3,000万円ほどということになっておりますが、町のほうの

予算をくぐるのは、実は事業整備分、リース事業というのもあります。そういったもの

も含めて３カ年実施計画の中では位置づけをさせていただいております。ただ、町の予

算のほうに通るのは、リース事業については、クラスター協議会に直接国から交付され

ます。町のほうに入るのは事業、施設の整備、この部分の補助金が厚岸町を経由してク

ラスター協議会に入るという制度上の違いがあるものですから、先般の補正予算のとき

の額と３カ年で計上されている額と差異がありますが、私、先ほど言ったフリーストー

ル牛舎１棟、搾乳ロボット２台、バルククーラーが１台と言いましたが、そのほかにも

牛床マットだとか、施設の部分ではいろんな整備もあります。そして、リース事業のほ

うでもありますし、自己資金でシートラグーンであるだとか、あとは牛の整備をすると

いう部分も行うものですから、それら含めた全体の事業費が３カ年の中に入ってきてい

るということでございます。

●委員長（大野委員） ほか、ございませんか。
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（な し）

●委員長（大野委員） なければ、次、進みます。

196ページ、３目畜産業費。

６番、室﨑委員。

●室﨑委員 もし目が違ったときは注意してください。

節には直接には記載がないんですけれども、町長の町政報告の中で、バイオガスプラ

ントによる家畜ふん尿の有効利用ということがうたわれているんですね。これについて、

その内容を説明していただきたい。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 実は以前から、一般質問等々、議会の中でもありまして、

こういった地産地消のエネルギーを有効に活用してという話もいろいろいただいており

ました。農業分野の部分でいきますと、農家さんの経営上の中で、やはり大変苦慮して

いるという部分は、ふん尿の処理ですね、これが大変だと。あるいは、これから交流人

口等も含めていくと、においということで、農業に対するイメージを損なっている部分

もあると。あるいは、環境面での問題もあるということから、大変農家さんはそれぞれ

ふん尿処理に苦労しているところでございます。

そういった中で、その苦労を少しでも軽減させようと。より農家さんの経営の安定化

に資するような事業ということで、農業協同組合の担当者の方々といろいろ検討をして

まいりました。そういった中で、いろいろな業者さんからの提案もありましたけれども、

バイオガス発電、ふん尿を集めて、そこでバイオガス発電をして、そこから出る消化液

だとか、敷料であるだとか、そういったものをまた希望のある農家さんのほうに還元を

すると。そうすると、個々の農家さんのほうでふん尿処理にかかっている経費を幾らか

なりとでも軽減できる。労力的な部分にも貢献できるということで、こういう検討を実

は今、農業協同組合と厚岸町と、それと業者さんのほうにも協力をいただいて、２年ほ

ど検討しております。そういった中で、先般も農業協同組合の理事会がありましたので、

中間的な今の検討の状況を説明させていただいております。ただ、これは、あくまでも

まだ検討の段階なんですけれども、これが事業化になるかならないかというのは、農家

さんの協力があって初めて成り立つ事業です。何ぼいいものであっても、農家さんがそ

ういった事業を検討する中にあって必要だ、協力しましょうということまでいかなけれ

ば、この事業を具体的に進めていくという状況にはならないものですから、先般、理事

会の中で説明をさせていただきました。こういったものを、もし検討をさらに進めて、

事業化に向けた取り組みをこれからも進めていきたいということで執行方針のほうに書

かせていただいたものでございます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。
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●室﨑委員 そうすると、今のところは話だけと。これから、これからということですね。

それで、厚岸町では、実証した技術として、ふん尿の処理に関しては非常に高度の技

術を持っていますよね。大別の大規模草地の中にある堆肥センターね、これは当時、今

はどうか知りませんが、農水省あたりが奨励していたやり方の、同じ金で10倍以上の効

果があるというものですよね。高速、そして高温発酵ですから、いわゆる輸入飼料の種

なんかもみんな死んでしまいますしね。これはいわゆる大規模草地にまくだけで、全然

農家への普及というものが見られないんですね。これは、厚岸町としては、もうその点

は投げたと。それで新しいバイオマスプラントに向かってこれから邁進すると、そうい

うことなんでしょうか。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 堆肥センターのほうで行っているのは、下水道事業で整備

をした施設でございますけども、汚泥の処理、それから魚介の残渣と、今は、現状に当

たっては、生ごみのほうの部分も受け入れをして処理をしてございます。ただ、そうい

った原料を元に、牛糞を施設で回していますけども、町営牧場にあるごくごく一部の牛

糞処理にしか回っておりません。施設規模としては全然、町営牧場自体も、ふん尿を十

分処理できる規模ではございません。そして、堆肥センターでできたものの堆肥につい

ては、町営牧場の草地の中のごく一部の部分しか散布されていないという状況でござい

ます。ですから、その施設で個々の農家さんのものまで牛糞を受け入れることができる

ような施設とはなっておりませんということでございます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 私の話、誤解しているようですな。私、何も一般農家の牛糞をあの施設で受

け入れろなんて言っていませんよ。あれは実証実験として行ったんじゃないですか。非

常に安い価格で、非常に大きな効果を上げることができるということは実証されたとい

うことで、この後は、いわゆる一般の農家でも好気発酵で堆肥をつくっていくというこ

とを普及させていかなきゃならないというところまで聞いていたんですよ。ぴたっとと

まったんだ、話は。そして、今になるというと、今度は、農家はにおいで困っている。

牛糞の処理で困っている。だから、バイオガスプラントなんだと。そういう話なんです

ね。あそこで開発された技術というのは好気発酵ですよ。嫌気発酵と違ってにおいは、

全くとは言わないけれども、非常に抑えられる。それから、その出てきた堆肥というの

が非常にいい性質であると。それを今度どのようにして一般農家に普及させていくかと

いう話になったところから、ぴたっとなくなってしまったんですね。そして今、聞いて

いると、いやいや、あれにはほかのいろんなものをまぜているし、それから、そもそも

は下水道の汚泥なんだという。それはそうでしょう。下水道汚泥の補助金でもってつく

ったんだから。４億4,000万円でできたというのはそういうことです。でも、実際に下水

道汚泥、何割入っていますか。あの能力からいって、ごくわずかでしょう。そこのとこ
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ろに今は一般家庭の生ごみも入れたり、いろいろしていますよね。何もあの中に厚岸中

の牛糞を処理せなんて言ってつくったものじゃないですよ。そこのところ、私の質問を

妙なふうに誤解しないでほしい。

それで、問題なのは、あれだけ力を入れて、あれだけ開発した技術というものを、今、

ここでもって、町中の農家さんの牛糞の対策で皆頭を痛めている中に生かそうという気

は全くないんですかと聞いているんだ。お答えいただきたい。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 全く生かさないということでもありませんし、あの堆肥セ

ンターについては引き続いて、ずっとまだ続けていこうと考えてもございます。今、新

しい取り組みとして、そういうバイオガスの活用を今検討しているという状況にあるも

のですから、その部分をこのような形で、執行方針の中で明確にさせていただいたとい

うことで、その取り組みというのはどういうことなのかということでしたから、そのよ

うに答えさせていただきました。

ただ、バイオガスプラントといっても、今検討している部分、近いところでいくと別

海が大変大きな施設ということで、このバイオガスプラントは動いておりますけれども、

それもごくごく一部の農家さんしかなりません。別海にあるようなああいうプラントが

もし厚岸に建ったとしても、本当に太田周辺の農家さんの戸数しか、受け入れるような

状況ではございません。また、今、そのバイオマスプラント自体も、どのぐらいの規模

にするかというものも全然検討していません。そういうような検討をすることによって、

その副産物として出てくる消化液だとか敷料だとか、そういったものに対する効果とい

うものも先進事例の中で出てきております。あるいは、一方で、地産地消でのエネルギ

ー利用の必要性というのも出てきております。そういったことから考えて、今、このバ

イオマスプラントの検討を行っているということであって、これをやるから堆肥センタ

ーでやっているあの方式については、農家さんのほうに普及するような取り組みを一切

行いませんよだとか、そういうことではありませんので、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 新しいいろいろな方法を検討することには、私も賛成です。いろいろな方法

をやってみればよろしい。しかし、今持っている技術を生かしていこうというためにど

んなことをやりましたか。今、あなた、やっていないわけではないとか、生かしていな

いわけではないとかという言い方しているんだけども、じゃ、具体的に、今ある堆肥セ

ンターでの技術を各農家で生かすために、どのような検討やどのような行動をしました

か。あなたの言い方だと、いや、そっちはそっちでやっているんだという話でしょう。

お聞かせいただきたい。

●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） 私の先ほどの答弁が、堆肥センターでやっているそういっ

た技術を農家さんのほうに広めるような取り組みを行っているというとられ方をしたと

するならば、それは訂正をさせていただきます。

こういった良質な堆肥をつくるためと、受け入れる材料もいろいろ変わってきてござ

いますけども、あの施設自体を良好な状態で、そして、できるだけいい堆肥をつくると

いう取り組みをこれまでも行ってきております。そして、それに伴って草地のほうに散

布をしておりますけども、そういった部分での草の成長ぐあいを比較するだとかという

部分は、町営牧場としては行ってはいますけれども、質問者が言われたような農家さん

に対する、その技術を普及するための取り組みを具体的に行っているかというと、そう

いうことはまだ行っておりません。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 あの堆肥センター、動き出して何年になりますか。いまだにまだという言葉

がついてくるんですよね。何もやっていないんだ。そして、今のバイオマスプラントを

進めるという話は、私は何も反対するものじゃないけれども、農家は大変に牛糞の処理

で苦労していると。何とかしたいんだという話を延々とやった。今あるものを生かして

少しでもやろうという努力がこの10年何一つ見られないで、まるで新しいこれからとい

うものにというときには、もう今何にもないからと言わんばかりの物の言い方なの。そ

れを言っているわけですよ。

それから、担当者は今、いろいろな魚介類残渣だとか生ごみだとかを入れなければ、

あれができないかのような言い方をしているけれども、あの方式というのは、牛糞だけ

でも好気発酵として非常にいい堆肥をつくっているということはわかっているはずなん

だけどね。そして、しかも、それは、いわゆる費用対効果という意味でも非常にいいも

のだと言われているんですよ。ところが、それについて全然普及させるような動きがな

い。

それからもう一つ言っておくと、あのときに、堆肥だとかそういうものを一旦ためて

おく場所がありますね。そこからは汚水が出る。それについては、脇にプールをつくっ

て、そして、一時ためましたね。それについても、曝気をして、そのデータをとってい

ます。これも非常にいい数字が出ています。しかも、今度は、その液を牛糞のたまって

あるところに上からかけただけでにおいが相当抑えられるということも当時実験してい

ました。しかし、そういうような情報は、農家には全く伝わっていない。今あるものを

どう生かすかということを全然片手でしないでおいて、新しいものだけの話をするとい

うことは、決していい対応ではないと、そのように思います。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） すみません。時間をとりまして。

質問者言われるとおり、あそこの堆肥センターをつくるに当たって、当時、農家さん
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のほうにも協力をしていただいて、いろんな実験を繰り返しながら、ああいう設備をつ

くってございます。その際にも、それまでの牛糞、あるいは、いろんな飼料等々比較し

た中で、できた草地の成分等についても検証しながら、大変いい草ができるという中で、

ああいった設備に入ったと。当時、ゼロエミッションに絡めて厚岸町全体で取り組んだ

施設でございます。

また、臭気という部分では、あそこに出るれき汁処理についても、言われるような施

設も設置して、それにかかわるいろんな臭気等の数値、あるいは、出る汁の水質の検査

等々を行った中で、ある一定の良好な数値が出たということで、農業協同組合のほうに

もそういった結果を報告しながら、取り組み状況の移行についてもいろいろ話をした経

過がございます。

そういった中では、ただ、町営牧場のところでやっているのは、やはりちょっと、若

干、各農家さんのほうにすれば小さい規模でやっていると。それを各農家に見合った規

模に整備した場合どうなんだろうかということで、それぞれの農協さんの中でも検討し

たようでございますが、それについて農協さんのほうから、ぜひこれをまた進めたいと

いう話には至らなかったために現在に至っているということであるようでございます。

今回の町政執行方針の中では、今まで継続して取り組んできた部分は全て網羅してい

るわけではございませんけど、新たな部分ということで、今年は新しく出させてもらい

ましたけども、そういったふん尿処理対策は幾つかの方法があります。臭気だけ言えば、

堆肥に液をかけてにおいを消すというものを開発している業者さんもあります。いろん

な対策としてはありますので、それら含めて、先般はバイオマスプラントの今検討して

いる状況を農協さんにお話しさせていただきましたけども、今ご質問者言われたような

堆肥センターでやっている処理方法、農協さんは十分承知していることでございますけ

ども、それら含めて農家個々への普及方法についても、また改めてお話をさせていただ

きたいなと思います。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 もう10何年眠っているからね。担当課長だってもう何代も代がかわっている

し、みんな忘れてしまった歴史的遺産になっていると思うんです、この技術に関しては

ね。だけども、それではもったいないんで、やはりきちんともう一度研究して、そして、

あのままの方法でもって農家に使えるかどうかというのは、コストの問題やいろいろ当

時からありまして、改良をしていかなきゃならないだろうと。もうちょっと安上がりな

方法でやることも必要だというような話も出ていたのは私も聞いております。そういう

ことを含めて、やはり研究をしていく必要があるであろうと。ただただ一遍、どうだろ

う、ちょっとあれだねと言ったからもう捨ててしまったというようなのでは、余りにも

もったいないということなので、いろいろな方法を研究する中でも、自分たちの持って

いるものをどう生かすかということをきちっと考えていただきたい。

●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） 質問者言われるような形で対応してまいりたいと思います。

●委員長（大野委員） その他、この目ございますか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ進みます。

５目農地費。

６目牧野管理費。

８番、南谷委員。

●南谷委員 ５款１項６目牧野管理費でお尋ねをさせていただきます。

町営牧場です。臨時職員賃金5,252万4,000円について、ここでお尋ねをさせていただ

きます。この金額がどうのこうのというんではないんです。かねてから、この運営、ま

ず、臨時職員の人数、今何名くらいで、今回何名くらいの募集体制になっているのか。

平成29年度の事業に向けて、この実態。どのくらいの人数、平均賃金がどのくらいなの

か、この２点、お願いします。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 当初予算で見ているのは、町営牧場のほうでは12名分を見

てございます。現状、募集は、これに実はちょっと目、堆肥センターともちょっと絡む

んですが、町営牧場のほうの予算としては、町営牧場のほうでは臨時職員は12名、堆肥

センターのほうの職員ということで１名分を見ております。ですから、13名が当初予算

で位置づけられて、13名募集をしているところなんです。ただ、実際として、今現状、12

名の方が働いております。堆肥センターを含めて12名。募集においては、さらに、今年

嘱託職員の退職もあるということで、堆肥センターは14名の募集をしたいということで

行っておりましたけれども、結果として、実は明日、面接等もあるんですけども、12名

の方の応募がありました。現状、また追加的な募集もしなければという取り組みになっ

ております。

もう一つは、現状の賃金の額ということでよろしいでしょうかね。（「先に割り返して

人数で」の声あり）

実は、この賃金については、条例上は、１万3,640円以内となっています。日額。（発

言する者あり）規則です。規則においてです。規則において１万3,640円以内となってお

ります。

これまで、28年度までは、町営牧場の作業員については１万1,350円の日額ということ

で雇用をさせていただいておりました。新年度におきましては、一律ではなくて、実際

に町営牧場で勤めて累計なり、累積になりますけども、そういった中で、年数に応じて

……（「そこまで聞いていない」の声あり）そうですか。（「平均何ぼだと。総体何ぼだと

聞いているのさ」の声あり）ですから、平均というと、そういう段階が……（「割り返せ
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ば出てくるでしょう。できないならいいよ。自分で計算するから」の声あり）

１名当たり409万1,000円という、当初予算の中では要求をさせていただいているとい

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 やはり厚岸町の基幹産業の一翼を担う酪農業の拠点である町営牧場の運営、

何といっても私は、企業も人、組織も人だと思うんですよ。牛を大事に扱ってもらうの

も人だし、以前からも、この議会でも町営牧場の臨時職員の皆さんの待遇やこれらにつ

いていろいろとご質問があったところでございますが、平成29年度の事業に向けても、

この前もチラシが入りました。なかなかいろんなことがあって、今回は大型がなくても

いいですよとか、条件を緩和しても、働く場所の提供ですから、僕は町としてはいいこ

とだと思うんですね。働く方々も、やはり最終的には人件費なんでしょうけれども、や

はり少しでも改善になっていく給料体系というものも、奥さんをもらっても生活ができ

るような、幾ら臨時といえども経験が順々重なっていくことによって、極端に高くはで

きないかもしれないけど、子供が産めるぐらいの生活が維持できるような勤務体系にな

っていただければなということで常々思っております。

そういう意味では、29年度に向けて何らかの給料の改善というものを検討されたと思

うんですが、この辺について、基本的な考え方でいいですから、したのかしないのか、

どうされたのか、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） 今のご質問に入る前に、大変申しわけございません。私の

資料が古かったものですから、予算書の数字とちょっと差異が生じておりまして、先ほ

ど１人当たりの金額、四百ウン万と言いましたけども、最終的に、この予算書である金

額5,252万4,000円ということでの最終予算になってございます。そうすると437万7,000円

ということになります。申しわけございません。

そして、今の質問でございます。ご質問者言われたとおり、従来は大型特殊を持って

いるという条件をつけておりました。この部分については、撤廃をさせていただいたと

いうことでございます。募集に当たっては。ただ、大型特殊を持っているのか持ってい

ないかという部分で、作業の守備範囲も変わってきます。ですから、先ほどちょっと、

南谷委員が質問されていないのに私ちょっとしゃべってしまいましたけれども、年数に

応じて若干の段階、１年、３年、５年、10年だとかという形で、若干の差異をつけさせ

てもらおうと思っております。そして、そのほかにも、免許取得ですね、免許を持って

いる人に応じて加算をちょっとしようかなと。牽引であるだとか、あそこはバイクも運

転しないといけないんですよ。草地へ行くときに夏期放牧で。自動二輪の免許であるだ

とか、建設機械であるだとかということでのそういった免許を持っていることによって、

作業範囲が広がるということで、それも少し、若干の額ですけども、そういったものも

つけさせていただこうと考えているところでございます。
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●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 そうすると、平成28年度よりも、満足してもらえるかどうかわからないけど、

ある程度、将来に向けて少しは検討した結果、改善をされたということで理解してよろ

しいんですね。反応というのはまだ、新年度から、まだ採用が決まっていないから、こ

れについては、募集する段階でも報告はされているんでしょうか。その辺、どうなんで

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） 実は、この部分につきましては、先ほど冒頭言われたとお

り、募集をしても人が集まらないという状況です。やっぱり同じ役場の臨時職員の中で

も、極めて厳しい労働を強いられる職種でもございます。そういった中では、臨時です

から１年１年、あるいは半年、延長して１年の単位の雇用です。ただ、翌年もそういう

人というのは必要ですから、町が募集したときに、また応募してくれると、応募したい

と思えるような部分、あるいは、今まで町営牧場で働いていなかったけども、町営牧場

で働いてみようやと思う部分では、やはりこういう賃金体系の見直しも必要だという部

分が現場の声からも聞こえてきたものですから、そういう部分を加味しながら、総務課

とも調整させていただいて、新年度からはこういうような体制で臨もうとなったもので

ございます。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 私はね、大変いいことではないかと、かように思います。これからも、一遍

に極端にたくさん出せればいいんでしょうけども、待遇改善とかいろんな面で、やはり

直接働く方の意見も聞きながら、可能なものはやっぱり年々取り組んでいかれるという

ことは大事ではないのかなと。そういう意味では、平成28年度におきまして、29年度に

おきまして取り組んでいかれたということは、働く方にとって十分満足できるかどうか

は別にして、やはりよいことではないかと思います。これからもひとつしっかり検証さ

れて、今後に反映させていただきたいと思います。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） そのようにしていきたいと思いますし、そういう魅力を感

じて、一人でも多くの方が町営牧場のほうに関心を寄せて、働いていただけるように努

めていきたいと思います。

●委員長（大野委員） いいですか。

ほかございますか。



- 147 -

４番、石澤委員。

●石澤委員 今のお話を聞いていて思ったんですが、今年もやっぱり12名しか応募してこ

なかったということですね。やっぱり身分の安定ということがとても大事だと思うんで

すよ。いつまでも、先ほど言っていましたね、10年とかも言っていましたけど、いつま

でたっても臨時、臨時、臨時で、少し経験があるから、ちょっとお金が高くなるからい

いだろうということではないと思うんです。作業員を育てるということですから、育て

ていってくれないと私たち酪農家にとっては、そこに経営の基本になる牛を預けるわけ

ですから、やっぱり働いている人の身分というのは、もう少しきちっと対応していって

ほしいと思うんですが、基幹産業のもととなるところですよね、町営牧場というのは。

その辺はどういうふうに考えていますか。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 非正規から正規職員へという質問がいろいろ今までにもあ

って、総務課長のほうからもいろいろなやりとりもあって、私も聞いております。そち

らのほうに向かういろんな課題もあります。厚岸町においてはあります。こういった中

において、町営牧場は現在動いておりますから、もう新年度のことを考えていくために

は、まずは、少しばかりかもしれませんけれども、待遇改善ということで、今はこのよ

うな形に新年度からさせていただきたいという取り組みを起こしたということでござい

ますんで、ご理解いただきたいと思います。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 新年度の予算の中でもう決まっていることですから、これは仕方がないこと

なんですけども、ここでとまらないで、やっぱり前に進んでほしいと思いますので、何

年も臨時で働いてきた人を、せめて正規までいかないにしても、嘱託に上げるという努

力もしっかりしてほしいし、結局、今募集で、聞いていますと、大型とかそういう免許

はいいよというような形でないと入ってこないという問題も出てきていますよね。でも、

大型を持っていない人たちは、そこで何年か働いたときに、自分でやっぱり大型の免許

を取りにいかなきゃならなくなる事態だって出てくるんじゃないですか。そういうとき

にどういうふうに対応するんですか。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 採用に当たっては、従前、28年度までのように大型特殊免

許取得者でなければ応募できないということではなくしました。ですから、私ども町の

ほうから、臨時職員になったから、大型特殊免許を取れというようなことは一切行いま

せん。ただ、そうなると、やはり担える業務というのが狭まってしまうわけでございま

すから、あとは本人の方が必要と認めて大型特殊を取りたいといった場合には、シフト
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の中でいろいろ調整をさせていただいて休暇をとっていただいて、免許取得に向かって

いただくということにならざるを得ないんだろうなと思っております。

それと、先ほど南谷委員のときにもご説明、14名欲しかったところに現状12名という

説明をさせていただきました。実は明日、12名の面接をしますけども、１名さらに、働

いてみたいという意欲を示してくれている方が実は別におります。ただ、それは一旦の、

初めの応募の締め切りが過ぎた後の話でございますので、そちらのほうは別途また、機

会を見て試験等を行うという状況になっていて、こういうような取り組みがあったのか

というか、それが原因だったのかはちょっと不明でございますけども、新しく町営牧場

のほうで働きたいと意欲を示してくれている方も１名いるということでございます。

●委員長（大野委員） よろしいですか。（「後で」の声あり）堀さん、質問あります。

堀さんの質問は休憩後としたいと思います。

休憩いたします。再開は午後３時半からとします。

午後２時58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 先ほど来の質疑の中でちょっと疑問に思ったので質問させていただきますけど

も、今回、町営牧場の臨時職員の採用に当たっては、大型特殊免許関係の条件等を付さ

ずに募集をかけたんだと。そして、今年度からは、経験年数を加味した中での賃金体系

をとるんだということなんですけども、今回の場合は、確かに募集定員に満たないわけ

ですから、明日開かれるという面接などにおいても、適格性を審査するだけでの採用の

可否の判断ともなるんだと思うんですけども、ただ、問題は、募集定員よりも多くなっ

たときにどうなんだということですね。どなたを採用して、どなたを落とすかといった

ときに、それをどのように判断するのかというのが非常に思うんです。募集に対しての

公平性と採用に対しての透明性、これが非常に損なわれるんじゃないのかなと心配する

んですけども、この点についてどのように考えているんでしょうか。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 臨時職員の募集をして、応募に応じて、募集人員に満たし

ていない場合であっても、面接は行います。当然のことだと思います、それはね。募集

定員内であるからといって、むやみに採用ということではなくて、その応募してくれた

方がどういう人物で、お願いしようとしている業務に十分耐えられる人なのか、あるい

は、どういう技術を持っている方なのか、ましてや、町営牧場みたく大人数での業務と

なりますので、当然コミュニケーションがとれる方なのか、そういったものを含めて、
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総体的な人柄を判断させていただいた中で採用というのを決めると。これは町営牧場に

限ったことではありませんで、全般、そういう形で、面接官において個々の評価をさせ

ていただいて、それを寄り添って最終的な選考を行うということにしておりますし、あ

すもその予定で当たっていきたいと思っております。（「公平性と透明性をどのように…

…」の声あり）

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 それは私もそう思うんで、適格性をきちんと判断されての採用になるんだと思

うんですけど、ただ、問題は、募集人員を超えたときに、条件なども付さず、採用後に

その人の経験年数などを考えての賃金というものに組み入れるというような場合におい

て、募集の公平性と採用に当たっての透明性、これが確保できないんじゃないのかとい

うように心配しますので、それはどうするんですかと私は聞いたんです。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 募集に当たって、採用の条件というものをつけさせていた

だいております。その中から大型特殊というのは除きました。どういう人を募集しよう

としているのかというのは、そういった形で透明性をもたせています。ただ、面接試験

を行って、その結果どうなったかというのは、それぞれの本人には通知をいたしますけ

れども、評価に当たる部分ですから、そういう部分については、一般に公にしていると

いうものではございません。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 少なくとも今回のような賃金体系をとるんであれば、募集に際しては、経験者

優遇、また、資格者優遇とか、そのようなものをやはり付さなければいけないでしょう

し、当然、経験もない、資格もない人方が新たに申し込もうとした場合において、どう

して落とされたんだというようなものは、本当に疑義を生じるところでもあるでしょう

し、そこをしっかりと条件として明示しておかなければ、経験年数が５年だったものが

３年でしかカウントされていないとか、５年なのが７年だというような、そういうよう

な恣意的な、実際にはそちらのほうではないにしても、町民側にとっては、そういう疑

義を非常に持たれる可能性というものが多くなると思うんです。だからこそ、採用に当

たっては、しっかりと募集条件というものを明示した上で、採用方針というものをしっ

かりと明示した上で公募をするべきだというように私だと思うんですけれども、今回は

たまたまそのような形の中で定員に満たないわけですから、まだそういう問題というの

は出ないのかもしれませんけども、今後の募集においては、やはりそのような条件と方

針というものはしっかりと明示した中で公募していってもらいたいと思うんですけども、

いかがでしょうか。
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●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 臨時職員の任用に当たっての面接試験等々、面接も含めての試

験ということで、全般的な部分で私のほうからお答えをさせていただきますけども、逆

に、臨時職員であっても、非常勤職員であっても地方公務員です。地方公務員の募集に

当たっては、その条件、さまざま付すことはできますけれども、そういった経験者優遇

という形での、民間では可能性がありますけども、これはその条件に付すことは難しい

だろうと。経験者、未経験者含めて、その面接の中で、その業務にふさわしいかどうか

ということを判断させてもらう上で面接試験を行っているということであります。です

から、その方を優遇するだとか、経験者を優遇するだとかという部分では、あと資格の

部分ですね、これを優遇するというものではなくて、あくまでも、それにかかわらず、

面接試験の中で公平性を持って判断をさせていただいているということでございます。

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 方針がそのような形でやるというんであれば、それはそれなんですけども、た

だ、恐らくこのようなことをやったときに、落ちた側としては、仮に経験年数を持って

いても、万が一落とされたといった場合においては、やはりいろいろとそういう疑問や

何かというものが出てくるというようなおそれというものがあります。また、新規に採

用しても、なかなか採用されないとかといった場合においても、同じような形の中で、

そういう疑問というものが町民の中から出てくると思います。それだけは町側もしっか

りと押さえておいていただきたいと思います。何もなしにこの方式をそのままとった中

で、疑問が出ないとは私は思えませんので、しっかり町のほうでも考えておいていただ

きたいと思います。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 職員の募集全般にわたって、町民の皆さんからの疑義が生じな

いような公平性、透明性を持って任用に当たっていきたいと思います。

●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、次、進みます。

７目農業施設費。

208ページ、８目農業水道費。

210ページ、９目堆肥センター費。ございませんか。

なければ、２項林業費、１目林業総務費。
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８番、南谷委員。

●南谷委員 ５款２項１目林業総務費、215ページ。森林資源利活用1,159万1,000円、ここ

でお尋ねをさせていただきます。

林地残材等収集・おが粉製造委託料。たしかこれは、平成28年度、当初830万5,000円

で、3,000立米の事業でございました。本年度は328万6,000円増の計上となっております

が、まず、この事業の効果、今まで、平成28年度、本年度やってきているんですけれど

も、私なりの推測でございますが、この効果があって、平成29年度はこのように積算が

伸びたのではないのかと。昨年と比較しまして、どのような理由でこのような積算にな

ったのか、それから、この事業の効果というものについてお尋ねをさせていただきます。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） この事業内容でございますけども、町有林内の間伐施業地

からの林地残材をおが粉にした中で、堆肥センターでの水分調整、さらには、町営牧場

の敷きわら等の利用ということでの活用をさせていただくということで、平成26年度か

ら事業実施をさせていただいております。

当初、26年度には、600立米の林地残材を集積しまして、2,000立米のおが粉を製造し、

今申し上げましたとおり、町外から購入していたバーク材等々のかわりに町内での循環

をするという中でこの事業を展開してきております。その後、27年度、28年度につきま

しては、900立米の林地残材を集積しまして、3,000立米のおが粉の製造をこの２年間実

施しております。先ほど委員おっしゃっていただいたとおりの予算づけの中で、本年も

実施しておりまして、本年3,000立米の製造体制ができたと。過去２年間の委託先であり

ます森林組合等の中でも、これら製造の関係についても一定のめどができてきたと。さ

らに、量産体制を図るために、29年度におきましては、1,200立米の林地残材を集積しま

して、4,000立米までおが粉の製造を上げていきたいということで今回予算計上させてい

ただいているところでございます。段階的な中での計画で、とりあえず森林組合の努力

等もいただきながら、この事業については着実に進めさせていただいているという内容

でございます。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 ここで、当然、支出増となるんですか、委託料でございますが、1,159万1,000

円の支出増に事業の取り組みがされるということの影響力というんですか、町営牧場の

ほうでは逆におが粉の購入代金が減少すると私は思うんです。この辺の数字、平成29年

度はどうなっていくのか。それから、期間雇用、森林組合のほうで人を雇っての雇用の

増進というんですか、こういうものを図っておられるというふうに以前、この事業を始

めるときにたしか発言をなさっておられました。この辺の影響についてもお尋ねをさせ

ていただきたい。

平成29年度、新年度につきましては、おが粉の状態、町営牧場のほうでは、今までと
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違ってどうなっていくのか、この金額、購入代金がどうなるのか。それから、雇用のほ

うは、今までは何人だけど、従来どおりなのか。増えることによっての影響というんで

すか、この辺の積算を、積み立てているわけでございますが、その影響についてお尋ね

をさせていただきます。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） この林地残材の集積等に係る中では、２名の方の雇用をさ

せていただきながら、集材関係につきましては、２名で100日程度、それとおが粉につき

ましては、125日、これは１名の人件費等の中での対応でございますけども、冬期間含め

た中での事業展開を行わせていただいているところでございます。

大変申しわけないんですけども、ちょっと今資料を持っていませんので、大きな中で

の話をさせていただきますが、従前、町営牧場のほうでは、約800万円程度、町外から水

分調整材としてバーク材、もしくはおが粉等を購入させていただいておりました。この

事業を展開することによりまして、先ほど申し上げましたとおり、町内での雇用を生む

こと、特に冬期部分に含めましても、この事業でもって通年雇用が図れるような事業展

開ができないかということで、この事業展開を図っております。

現在、購入されている金額の中で、ちょっと予算のつけ合わせはしていないものです

から、大変申しわけございませんが、全体で……。

この事業によりまして、28年度との比較では3,200立方メートルの数量が町営牧場のほ

うの経費から落ちまして、こちらの事業のほうで展開しているという中身でございます。

外から買っているものについては、町内事業の中で、この分の係る経費についても町内

で回っているというような効果が出ております。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 詳しい数字は分析されていないということなんですけども、少なくとも26年

度から、26、27、28と３カ年事業をやってきたわけでございますから、これらについて

もきちんと検証をしておくべきだと私は思います。

今のお話ですと、それなりに成果が上がってきた、29年度の予算に反映されている、

将来的にも、この事業について雇用も含めてきちんと取り組んでいかれると感じました。

けさのニュースに、ビール会社４社が共同の運送をする、倉庫も一緒に建てる、かつ

ては考えられなかった時代に入ってきたなと私は思います。ライバルの企業と一緒に物

を運ぶよ、倉庫も保管場所もするよと。やはり町としても、各課にまたがること、いろ

んな事業展開があると思いますよ。それは今までどおりではまずいと私は思うんです。

今までは当たり前のことでも、やはりきちっと今やっていることを検証していただいて、

庁内、町民も含めて、企業展開、そういう発想になってコストの削減、そういうものも

含めて、町民に、より雇用の増進なり、それから収益の確保のために、知恵を絞ってい

ただきたいなと思います。いかがでしょうか。
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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） この林地残材活用を含めまして、庁内部分で横断的な中で

の予算の執行ということも考えられるのかなと。この事業につきましても、平成25年度、

職員ｉチャレンジをもちまして、我が課の若き職員に提案をいただきながら、この事業

を推進させていただいております。ぜひ、そういう中では、職員の知恵を絞りながら、

さらに活用できるものがあれば、横断的に事業展開を図ってまいりたいと考えておりま

すので、ご理解願います。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 私もちょっと、森林資源利活用のところで１点だけお聞きしておきますが、

町長の町政執行方針の中でも、町有林内の林地残材を堆肥センターの水分調整材などに

利用して、これからもどんどん進めていくということが言われておりました。ここの費

目では、林地残材等収集・おが粉製造委託料と書いていまして、林地残材を使って製造

するのはおが粉であると、そういうふうに考えていいんですね。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 現在のところ、このおが粉に限っております。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 先ほど3,200立方メートルという数字が出ておりましたが、大体それが生産量

だと考えていいんでしょうか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 本年度につきましては、1,200立米の林地残材を集材しまし

て、約4,000立米を製造するという計画でございます。前年よりは1,000立米多くなって

おります。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 それで、町内で必要とするおが粉の量というのがありますよね。それのこれ

で4,000立米つくったとして、何割ぐらいを、要するにこれで充てることができるんでし

ょうか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。
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●環境政策課長（尾張課長） 今、この事業につきましては、森林資源利活用事業につい

ては、町営牧場をまず一つの起点として、その水分調整材等々の中での事業展開を図っ

ていくと。それの最終計画というのが、まずは5,000万でもって、町営牧場で必要とされ

る量については、ぜひ町内の中で賄わせようということが一つの目標であります。その

段階の中では、８割程度までは来ているのかなと。今後、この計画を随時、安定的に供

給できる体制をつくりながら、さらには、やはり町内でも、農家さん等でもおが粉を必

要としているという状況もございますので、それら事業展開も森林組合では今後考えて

いるということでございます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 おが粉に関しては地産地消というのが着々と進んでいると、そのように考え

ていいわけですね。

なお、堆肥センターの水分調整材に関しては、上尾幌の菌床キノコの、何ていうんで

すか、キノコが全部いいところを吸ってしまった残りの部分、それも使われていると聞

いていたんですが、それはこういう数字的なものからいうと、そんなに大きなものでは

ないと考えておいていいんですね。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 菌床センターのほうで製造しているわけでございますけど

も、やはりその製造過程において、お渡しした菌床等が発育できなかったとか、何かの

手違いでもって供給を急遽という場合もあるものですから、菌床センターのほうでも独

自の中で、そういうつくった中を、市場の調査をするためにもおが粉を製造して廃菌床

というのが出てきております。それらについては、今おっしゃっていただいたとおり、

最終的な中で、この堆肥センターのほうにも入れて処理をさせていただいているという

状況でございます。（「そちらの話に一生懸命で聞いていなかった」の声あり）

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 お忙しいでしょうけど、なるべく質問は聞いていただきたいですね。

私が聞いたのはね、このようにしておが粉をこしらえて、林地残材でね、そして、そ

れでもって８割方、今、必要量をまかたしてきたという話があったので、そのほかにも、

例えば上尾幌の菌床などで最終的に必要でなくなったもの、その廃用菌床だけじゃない

と思うんで、用が終わった後に残りますよね。キノコが全部出てしまって、売り物にな

るキノコはもう出なくなってしまったものなんかも処分しなきゃならないですよね。そ

ういうものも入っているやに前に聞いた気がするんです。ただ、そういうものは、こち

らに比べると量としては微々たるものだと考えておいていいんですねと聞いた。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。
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●環境政策課長（尾張課長） 製造過程の中で、今、菌床センターのほうからの廃菌床の

ほうですけども、量的な中で考えますと、当初450グラムくらいの菌床がそれぞれ発芽の

状況に合わせた中で栄養を吸われていって、最終的には、グラム数まではちょっとはっ

きりはわかりませんけども、小さくなっている。今、我々が製造している量と合わせて

いくと、単純計算で400グラムで、立米数で換算していけば……。ちょっと比較対象が十

分できませんけども、量的には、水分調整材という役割は、おが粉は固まっております

ので、数量的には少ないものと考えております。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 わかりました。

それで、もう１点お聞きします。先ほど議長にかな、担当課長にかな、こっちで聞き

なさいという助言を受けたので、有害鳥獣駆除奨励というのが出ておりますね。213ペー

ジですが。なかなか予算づけで似たような名前があって難しいんですね。有害動物とい

ったときにはノイヌなんですね。有害鳥獣といったときには鹿なんですね。わかりまし

た。それで、この鹿についてちょっとお聞きします。

全道的に見ると、あるいは、北海道の東部、西部と分けて言いますと、３分の２ぐら

いまで、一番多かった年から見ると減ってきていますよね。たしか３万2,000頭ぐらいの

数字が出ていたのが１万2,000頭ぐらい、去年の統計かな、それで減ってきていると。だ

から、駆除に関してはある程度効果が上がってきたと、そのように解釈されるんですけ

れども、厚岸町で見ている限りでは余りそういう実感はないんですけどね。そのあたり

は、まずどのようにお考えですか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 平成23年度は、道内においては、たしか64万頭をピークに

しまして、それぞれの地域での努力をしていただきながら、27年度には42万頭前後まで

減ってはきているという状況にあります。そういう中でも、やはり釧路、根室地域とい

うのは、農業被害等が全道の４割近くを占めております。

実態的な中で、やはり鹿等については、本町地区では、市街地駆除等も行っている経

過がありまして、町なかで見かけるケースはありますけども、少なくなってきているん

じゃないかというようなご意見をいただいておりますが、実態的には、撃たれる心配の

ないような場所に出没するというような状況はやはりありまして、逆に今は湖北地区の

市街地のほうに移動しているのかなと。鹿についてもやはり移動はする動物でございま

すので、そういった面を考えますと、酪農地帯の駆除等をさせていただいておりますけ

ども、市街地のほうがまた課題が大きくなってきているのかなとは捉えております。全

般的には減少傾向にあると。ハンターさん等についてもなかなかとりにくくはなってき

ているというご意見もいただいておりますけども、地区のばらつきはあろうかと思いま

す。
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●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 わかりました。それで、今、国や道、そして町も一緒になってでしょうけど

も、駆除の方法についてもいろいろな方法を編み出してというか、考えてやっています

よね。今までは、言葉は悪いんだけども、猟銃を持っている人に丸投げでしたよね。撃

ってくださいねということで、それぞれのハンターというんですか、鉄砲をいじくる人

たちがそれぞれ自分で工夫して鹿を撃っていたわけです。でも、それではやはり効率は

余りよくないし、また、ハンター自身の高齢化や、それから、国の政策があって鉄砲を

持つ人を増やしたくないという基本的な考え方がありますからね、非常に猟銃所有に対

しては厳しいですよね。それでなかなか人も増やすことが現実にはできない。それで、

こういう現在の中でどうやって効率的にとるかということで、いろんな方法が出ている

と。囲みわなをやってみたり、それから、モバイルカリングをやってみたり。

厚岸町では、どういうやり方を採用しているというか、町が採用しているというのか、

道がというのか、ちょっとそこはわかりませんけども、このあたりではどういうやり方

をしているのか、そのあたり、新しい動きがあるんであれば教えていただきたい。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 浜中町、厚岸町の道有林内で現在行われておりますけども、

モバイルカリング、モバイルというのは移動すると、カリングは狩猟ということですけ

ど、造語でございますけども、林道等を除雪いただきまして、地点地点に餌を置いて、

誘因期間を設けた中で駆除を行うということも実施しております。

本年においても、道有林内、厚岸町側でございますけども、２月24日から26日間の中

で、餌づけ期間はその前ですけども、５日間駆除を行いましたが、35頭の成果が出てお

ります。今までにないような中での今回成果が出ているというケースもございます。

これについては、同じく国有林内、上尾幌の国有林内でもモバイルカリングでもって

一斉駆除作業を行っておりますが、なかなか、やはり餌づけ、その地域地域の状況に応

じてなものですから、本年、同期間、２月24日から26日の中の区間でやりましたけども、

５頭の実績はいただいておりますけども、やはり除雪の状況を含めて餌づけ等々ありま

して、大きな差は出ておりますけども、地区ごとそれぞれの手法でもってやっていくこ

とによって、１頭でも減らし、適正頭数の管理になるように努力を、それぞれ国、道、

厚岸町も含めてこの事業について行っているところでございます。

さらには、もう１点、新たな事業としまして、厚岸町において今現在、誘因期間で、

エゾシカの囲いわな、これを宮園地区、運動公園の裏手の場所に設置させていただいて

おります。設置前には鹿の足跡もかなりありまして、ここは適地かなということで我々

は考えた中で設置させていただきましたが、見事設置した後には、鹿道が別ルートを走

っているような状況がありまして、何とかそちらに誘引するような努力を今していると

ころでございますけども、今回、厚岸町で導入したのは、厚岸の地域性に合わせた中で

のものをつくってほしいと。こと固定式ではなく、職員でも何人かでやると移動できる
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ような形で、持ち運びができるものにしたいということで、現在設置しておりますけど

も、そういった中で、新たな中で生態捕獲ということも、特に市街地、先ほど申し上げ

ましたけども、適地があれば、そういう中で駆除を進めていきたいと。銃の撃っていな

い場所については、そういう方法もとっていき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 モバイルカリングって、簡単に言うと、餌を置いておいて、鹿を集めておい

て、それから、ハンターは車の上から、動きながら撃つということですよね。だから、

そこに集まっている鹿を一斉に撃って駆除することができる、効率がいいというような

話だと聞いていたんですがね、モバイルというのは動くという意味だと今課長おっしゃ

ったのは、車の上に乗って動きながら撃つということができるということでしょう。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 車に乗った中で、例えばサンルーフつきであれば、その上

から運転手のほか、撃堤についてはそこから固定しながら、ある一定の場所でとまった

中で狙いを定めて撃って駆除するという形になります。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 今、モバイルカリングが何ですかという話をやるのが本論じゃないから、こ

のぐらいでやめますけど、要するに、今まで法律的に許されなかったことが特例として

認められるようになって行っているということですよね。そして、そのためには、ハン

ターだけではなくて、行政の職員や、いわゆる銃を持たない人たちも協力して効率を上

げることができると、そういうやり方を今回というか、この何年か前からやり出したと

いうことですね。そして、上尾幌のところには、条件が悪くて、結果においてそんなに

派手な結果を出すことはできなかったけども、見ていると効率も非常にいいと聞いてい

ますが、そういうことだと思うんです。

それで、駆除についてはそうやって新しいやり方がどんどん出てきて、その地域その

地域の特性に合ったものを進めていくことで、効果を上げていくということが出てきて

いるのは大いに結構だと思います。問題は、駆除した鹿の有効利用ということだと思う

わけです。これについては、町としては、どういうことをお考えですか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 今日の北海道新聞等の中でも、きのう、エゾシカ、またヒ

グマの対策会議というのがございまして、その中でもあったわけですけども、現在、北

海道のほうでエゾシカの利活用推進事業ということで、エゾシカ生息が多いと言われる

厚岸町、標茶町において、９月から３月までの７カ月のうち、最大100日、厚岸50日、標
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茶50日というような中での有効活用、撃った鹿を回収して、首から上のものであれば食

肉加工に回すと。それ以外については、別途用に活用するというような中で、今回、北

海道においての事業が行われておりまして、今回、この事業もあわせて厚岸町内で行わ

れております。

これは一つの企業化というか、できるかどうかを厚岸、標茶の地域、さらには食肉加

工施設が周辺１時間圏内くらいにあるということでの立地でもって、道のほうでご選定

いただいて、町も協力させていただいているという状況でございますけども、やはりこ

ういう生態捕獲からの有効活用というのは、当然検討していかなきゃならない事項だと

思いますし、今回どのような中で最終的な結果、また報告が出てくるかでございますけ

ども、少なからず、この間行われた中で、３月５日現在では88回の実施回数がありまし

て、172頭、このうち36頭が食肉用、残りについては136頭、別途ということで、割合的

にはやはり、なかなか食肉に適するというのは、腕もありますでしょうし、その日の体

調等もあろうかと思いますけども、難しい状況もわかっておりますけども、今後ともこ

ういう事業が継続する可能性があるのであれば、やはり厚岸町、標茶町、この周辺をさ

らに実施地域として、さらなる試験活動もしていただきたいということは、今後またこ

の事業検証の中での会議もございますので、そういうご提言もさせてもらいたいなとは

考えておりますが、できれば、こういったような中で有効活用、さらには囲いわなによ

る生態捕獲によって有効活用ができればなということで考えておりますので、ご理解願

います。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 わかりました。ただ、今１点、課長ちょっと言葉をはしょってしまったんで

ないかと。首から上だったら食用になるという言い方をしたんだけど、それは首から上

に命中したものだったら食用になるんでしょう。そうですね。首から上を食べるのかな

と誤解されちゃ困るんで、私のほうで指摘しておきますが、有効利用がどんどん進んで

いかないと、やっぱり捕獲のほうもなかなか前に進まないという関係になっているかと

思いますよね。それで、有効利用に関しては、まず、技術を持っている既存の業者も近

くにはあるわけですし、そういうところの技術を大いに活用することもまた大事なこと

だと思います。

それでもう一つ、１点、これも老婆心ながらというので申し上げておくのは、こうい

う状況になってきますと、そういうわけだから、自分のところでもって食肉加工をしな

いんだと言って、外部から入ってくる業者がいないとも限らないんですよね。ところが、

こういうものというのは、環境汚染との関係が結構緊密な分野なんですよね。それだけ

に健全なことをやる業者は育てなきゃならないし、それから、へんてこなことをやって

一もうけして逃げようなんていうようなおそれのある業者に関しては、やはり厳しい目

をしていかなきゃならない。やっぱりこっちが食肉利用で困っているということになる

と、困ったところにはいろんな人が入ってきますから、その点は十分に注意しながら進

めていただきたいと。このことを老婆心ながら一言つけ加えさせていただきます。
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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） おっしゃっていただいたとおり、こういう有効活用に対し

ましていろんな業者の皆様が検討されているということもお聞きしております。いずれ

にしても、厚岸町においては、水資源等を重視している町でもございますし、仮に処理

施設ができればいいというようなお話にもなりません。十分関係機関と協議しながら、

また、そういう業者さんがいらっしゃいましたら、厚岸町の実情等もお伝えしながら、

いい方向で厚岸町における有効活用ができるような施設ができればなと思いますし、適

切な、法令に沿った中での対応をしていきたいと考えておりますので、ご理解願います。

●委員長（大野委員） ほか、この１目ございますか。

５番、竹田委員。

●竹田委員 213ページの有害鳥獣駆除奨励についての、一番下の補助金、北海道猟友会厚

岸支部に６万5,000円とあるんですけども、金額が問題じゃなくて、補助金を出している

上で、この猟友会厚岸支部の会則について、町では把握をしているのかどうか、お聞き

したいと思います。

●委員長（大野委員） 休憩します。

午後４時15分休憩

午後４時19分再開

●委員長（大野委員） 再開いたします。

環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 大変申しわけございません。貴重なお時間をいただいて申

しわけございません。

この補助金交付に当たりましては、各年度における猟友会厚岸支部からの決算資料等

もいただきながら交付をさせていただいているところでございます。こちらの組織のほ

うで今いただいている中で、会則的なものについては、資料のほうにはちょっと添付さ

れていないものですから、猟友会の活動内容を明確にお答えすることはできません。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 税金を使って、この補助金を猟友会厚岸支部に出しているものということで、

当然、会の会則くらいはきちっと把握しているものと思っていましたので、あえて資料

要求もしていなかったんです。その辺はちょっと謝っておきたいと思いますけども。

この補助金の主な理由というのはどういった内容で出しておられるんですか。
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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） あくまでも北海道猟友会厚岸支部の中での事業計画につき

ましては、それぞれ各種射撃大会に参加することによりまして、それぞれの技術の向上

をしていただくような事業、さらには、鹿など有害動物事業への協力推進、それと有害

動物駆除協力に当たっての事故防止対策の推進ということと、そのほか狩猟免許等の更

新、講習等についても、この支部の中での事業として行われているところでございます。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 猟友会支部の会則については、まさか見たことがないとか、確認したことが

ないというんじゃなくて、今現在、手元にないということなのか、どっちなんでしょう

かね。

それと、事業計画、射撃等の大会に出るとか、そういうことはわかったので、そうい

うことで６万5,000円の補助をしているということなんですけども、本来であれば、会則

に基づいてちょっとお聞きしたかったんですけども、残念なことにないので、深くは追

求できませんけども、猟友会のメンバーが厚岸町問わず、北海道全体の中でも銃を持っ

ている方々の高齢化というのが問題視されてきています。その中で、会則をきちっと調

べて、その会則の中で、厚岸町在住の者でなければ、厚岸町の猟友会に所属または入会

できないという会則がその中にあるのかどうなのか。もしあるとしたならば、せっかく

こういう厚岸支部に補助金も出しているわけですから、そこを確認していただきたいな

と。厚岸町在住でなくても入会できるのであればいいんですけども、在住でないと入会

できないとなれば、一つには、高齢化を抑制していくために、他町村からも、道外から

でも、そういう方が入会できるような方向性、方策、それから、そういう会則をつくっ

てあげれば、高齢化に向けての猟友会のメンバーが減っていくということもないと思う

ので、その辺を何とかして、町として後押ししていただきたいなと思うんですけども、

いかがですか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 高齢化等の問題もありますし、やはりそういう担い手とな

るハンターさんの減少ということはございます。ただし、これはあくまでも北海道猟友

会厚岸支部の中での、それぞれの中で協議をしながら、この事業展開等を行っておりま

すし、今ご質問者言ったような中での、厚岸、浜中でもっての支部形成ということでは

お聞きしておりますが、他の地域からの状況というのは、やはりこの支部の中で十分検

討いただいて、今後考えられる会員等の増強、さらには、若手の方々にも、後継者をつ

くるような事業展開についても、機会あるごとに私どももそういう支部の方々ともお話

をしたいと思いますが、あくまでもこの事業については、厚岸支部の中で十分検討いた

だければと思っているところでございます。
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●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 猟友会の会則がはっきりしていないので、何とも言えない部分があるんだと

思うんですけども、厚岸町としても、猟友会のメンバーがいないとか、減ってしまうこ

とについては、厚岸自体も問題になってくるわけですよね。だから、あくまでも猟友会

の問題なんだということを言わないで、厚岸町のためにもなることですから、そこを、

もし会則でそうなっているんであれば、会則を取っ払ってでも、猟友会のメンバーを持

続していけるようなことをお願いしなきゃならないと思うんです、厚岸町として。です

から、そこを後押ししてほしいと。あくまでも猟友会のメンバーのことなんだからとい

うことは取っ払ってほしいと。そういうことで進んでいってもらいたいと思うんですけ

ど、もう一度ご答弁をお願いします。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 町というか、協議会とかいろいろな組織がありますが、担

い手育成というのはやっぱり大きな課題でございますので、これとは別に、猟友会さん

とは別に、釧路総合振興局等に来ていただきながら、わな、銃等の出前講座等も毎年行

いながら、その後継者というんでしょうか、担い手になっていただくべく、そういう研

修等もさせていただいておりますけども、なかなか実態的には、今回２月に試験があり

ましたけども、町内からは５名の方がわな等の資格を取っていただいております。そう

いう状況もございますけども、私どものほうで、町として猟友会のほうに、町内枠があ

った中で、他の地域の方に入っていただきたいと、思いはお伝えできると思いますけど

も、逆に言えば、どのような方が入ってくるかというのは、その選考というのは、それ

ぞれ支部の方々のご意見でもって、一定の基準が設けられていくものだと思いますので、

当然、後継者部分の問題というのは大きな問題でございますけども、次の担い手を含め

た中でどのような方法がいいのか、私どももこの支部等と協議の場を持ちたいと考えて

おりますので、ご理解願います。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 今、猟友会の会則の中で、厚岸町在住でなければならないとかということが

はっきりわかったら、教えていただきたいと思いますんで、そこをちょっと調べてもら

っていいですか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 調べた中でお答えできればと思います。今、ちょっと時間

的なものがかかりますので、別の機会ということでよろしいでしょうか。
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●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 今日とか明日じゃなくて、議会が終了してからでもいいので、参考にしたい

ので、ぜひ教え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） 厚岸支部のほうにご連絡申し上げた中で、規約等につきま

して確認をさせていただきたいと思います。

●委員長（大野委員） 10番、杉田委員。

●杉田委員 予算上、計上を想定されているものではないと思いますんで、ここで質問す

るのが適切かどうかちょっとわからないんで、ご容赦いただきたいと思うんですが、カ

モメの問題についてなんです。

屋根つき岸壁が今、間もなく着工されると思うんですが、衛生面を考えての屋根つき

ということだと思うんですが、私が危惧しているのは、屋根がつくことによって、カモ

メがそこに巣をつくったりなんなりで、かえって衛生面が心配だなという危惧をしてお

ります。また、間もなく着工されると同時に、住宅地においてもカモメの被害といいま

すか、繁殖期になれば鳴き声ですとか、あるいは、ちょっと鳥インフルエンザにカモメ

が媒介するものかどうかわかりませんけども、そういった影響、害も想定されるものだ

と思います。このたびの予算に計上を想定されているものではないと思いますんで、今

後、対応を検討していただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。

●委員長（大野委員） ちょっと休憩します。

午後４時30分休憩

午後４時32分再開

●委員長（大野委員） 再開します。

環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） カモメが有害鳥獣になるかどうかということでございます

けども、厚岸町においても、道のほうに申請をいたしまして、駆除を行う体制は組んで

おります。ただし、実態的な中でいいますと、工場等々の中で、人の出入りが多いとこ

ろで卵を産んでしまって、人に危害を与えるような状況が見られるということで、消防

等の協力をいただいて、屋根からの巣を駆除するといった対応はさせていただいており

ます。
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●委員長（大野委員） 10番、杉田委員。

●杉田委員 ありがとうございます。恐らくいたちごっこといいますか、どんなに駆除し

ていただいても、何度も巣をつくるような習性を持っているものだと思いますんで、な

かなか大変だと思うんですが、よろしく対応のほどお願いいたします。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 北海道等の適正な申請を行った中で、町民の方々にそうい

った状況がありましたら、出動対応できるような形は今後ともとっていきたいと考えて

おります。よろしくお願いいたします。

●委員長（大野委員） よろしいですか。

ほか、この目でございますか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ、次、進みます。

214ページ、２目林業振興費。

３目造林事業費。ございませんか。

４目林業施設費。

218ページ、５目特用林産振興費。

４番、石澤委員。

●石澤委員 きのこ菌床センターの設備整備事業のことなんですけども、どういう形で、

暖房だったのか、それを設置するとなっていたんですけど、その説明。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） この部分については、さきに質問もあって、お答えもさせ

ていただいているところでありますけれども、予算資料の22ページになります。22ペー

ジの一番上、きのこ菌床センター設備整備事業ということで、これにつきましては、き

のこ菌床センター内にあるバイオ室、４室あるわけでございますけども、その４室の部

屋の冷暖房設備を整備するというものでございます。夏場の冷やすこと、冬場の暖める

という冷暖房設備を整備す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 それで、この冷暖房施設をつくるときに、省エネと聞いたような気がしたん

ですけども、エネルギーを余り使わないでやるような感じに聞いたんですが、どういう
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ようなものを使った冷暖房施設。例えば、おが粉を使うとか、石油なんかではないもの

でつくるのか、その辺がどういう形にするのか聞きたいんですけど。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 地中熱を利用したヒートポンプによる冷暖房設備というこ

とでございます。あの地域は、冬になるとマイナス20度を下回ると。あるいは、夏であ

れば30度を上回るという日もあります。冷房にしろ暖房にしろ、空気を取り込んで暖め

るなり冷まして出すわけですね。そのときに地中というのは、地下のほうに行くと、常

にある一定の温度まで、夏でも冬でも大体10度ぐらいまで、そこを通すことによって空

気を冷ましたり暖めたりするということができますので、そういった地中熱を利用した

空気をヒートポンプで圧縮をさせるなりして冷房にしてみたり暖房にしてみたりという

ことで、外からの外気をそのまま利用すると熱交換率が悪いんですけども、このシステ

ムを使うとそれを効率よく回せるという設備なものですから、省エネタイプと。

そういう設備を整備する場合に、市町村が行う場合には、３分の２まで補助がいただ

ける制度がありますので、この制度を活用して整備をしたいというものでございます。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 そうすると、この省エネタイプの設備を使うことで、今までかかっていた暖

房費とかは相当圧縮されると考えていいんですか。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 今の施設は暖めるだけしか設備されていないんです。良質

な菌床をつくるために、バイオ室を一年を通してある一定の温度にしたいということに

なると、今度は一般的なエアコンで冷やさないといけないんです。エアコンの設備をす

るとこれまたすごい電気料がかさむんですけども、その分、イニシャルコスト的にはエ

アコンのほうが安いんですけども、ランニングコストを考えていきますと、先ほども言

った省エネタイプを使うと、エアコンの設備よりもかなり圧縮できるというものです。

ですから、現状の電気代よりも下がるかというと、そうではないんです。現状は暖房

しかやっていなくて、夏場はあそこの施設の窓をあけたり、扇風機を回したりというこ

とでやっていたものをこの設備でやりますから、ヒートポンプによる冷房に伴う電気料

はかかるんですけども、従来、一般的なエアコンよりもかなり抑えられると。大体、従

来の灯油の暖房、電気のエアコンの試算でいくと、大体、年間90万円ぐらいかかるだろ

うと見込んでいますけれども、これが電気代だけでいくと40万円ぐらい。あるいは、点

検、保守等々も含めて全体的な比較をすると、まだ圧縮もできるだろうと。なおかつ、

先ほども言った省エネタイプという国の補助金をいただくことによって、従来のエアコ

ン型の冷暖房設備整備よりも、一般財源というか、持ち出し分を圧縮できるだろうとい

うようなことで、この方式を導入することにしたものでございます。
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●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 そうすると、冬の暖房の部分も減るということになるんですよね。これを使

うと。温度は一定になりますから、冬の暖房の部分も減っていくということになるんで

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） 暖房の分は、現状ボイラーで灯油なんです。灯油から、今

度はこの設備が完成したら電気に変わります。それで、従来の形だと、エアコンでやる

と、夏場は電気でエアコンで、冬は現在の灯油ボイラーで暖めるというので、年間だと90

万円程度かかると。それが今回の地中熱型ヒートポンプを活用することによって、それ

を半分ぐらいの40万円ぐらいまで圧縮できるだろうということで試算しているものです。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 なぜこれを聞いたかといいますと、今、菌床代が少し安い状態になってやっ

ていても、結構、キノコ農家の人は大変ですよね。だから、それが少しでも安い菌床代

で出れるんだったら、こういう施設にしたメリットもあるのかなと思ったから聞いたん

ですけども、簡単にはそうはいかないということなんでしょうかね。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 生産者のことを思ってこれも施設整備するものなんです。

前にもお話ししましたけども、夏場、高温になって、菌の発育が抑制されてしまうと。

ですから、季節によって、その時々で菌床のよしあしが出てしまう設備になっていると。

それを一年通して良質な菌床を生産者のほうに提供するために、このものを整備します。

ですから、それを受けた生産者の方は、今度は発生までの期間が圧縮できるだとか、当

初から想定していたような発生期間を長くできるだとか、総じて収量が増えるという方

向に向かわせるためにこういった整備をするというものでございます。

●委員長（大野委員） よろしいですか。

ほか、この目ございますか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ、ちょうどこの次は水産業費なんですけども、この後、

本会議を開催しなきゃならないんで、本日の会議はこの程度にとどめ、13日月曜日に審

査したいと思いますが、ご異議ございませんか。
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（「異議なし」の声あり）

●委員長（大野委員） ご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。

午後４時43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２９年３月１０日

平成29年度各会計予算審査特別委員会

委員長


