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厚岸町議会 第４回定例会

平成30年12月12日

午前10時00分開会

●議長（佐藤議員） ただいまから、平成30年厚岸町議会第４回定例会を開会いたします。

●議長（佐藤議員） 直ちに、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

●議長（佐藤議員） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、厚岸町議会会議規則第118条の規定により、５番竹田議員、

６番室﨑議員を指名いたします。

●議長（佐藤議員） 日程第２、議会運営委員会報告を行います。

委員長の報告を求めます。

５番、竹田委員長。

●竹田委員長 議会運営委員会報告をさせていただきます。

12月10日午前９時50分から、第９回議会運営委員会を開催し、平成30年厚岸町議会第

４回定例会の議事運営について協議しましたので、その内容について報告いたします。

議会側からの報告として、議会運営委員会報告、諸般報告、例月出納検査報告、定期

監査報告、総務産業常任委員会所管事務調査報告書、厚生文教常任委員会所管事務調査

報告書があります。

議会からの提出案件は、会期の決定、平成29年度各会計の認定について、２常任委員

会及び議会運営委員会から各委員会閉会中の継続調査申出書であります。

いずれも本会議で審議することに決定しました。

次に、町長提出の議案等についてであります。

議案第76号から議案第83号は、平成30年度の各会計補正予算８件であります。審議方

法は、議長を除く12名をもって構成する平成30年度各会計補正予算審査特別委員会を設

置し、これに付託し、会期中に審査を行うことに決定しました。

議案第84号と議案第85号は一般議案２件、議案第86号から議案第90号までは条例の一

部改正５件でいずれも本会議で審議することに決定しました。

一般質問は、９人であります。

本定例会の会期は、12月12日から14日までの３日間に決定しました。

以上、議会運営委員会報告といたします。

●議長（佐藤議員） 委員長に対する質疑を省略し、以上で報告を終わります。
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●議長（佐藤議員） 日程第３、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。

本定例会の会期は、ただいまの議会運営委員会報告にありましたとおり、本日から14

日までの３日間といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本定例会の会期は、本日から14日までの３日間とすることに決定いたしまし

た。

なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付いたしました予定表のとおり

でありますので、ご了承願います。

●議長（佐藤議員） 日程第４、諸般報告を行います。

まず、本定例会に提出され、受理されております議案等は、別紙付議事件書のとおり

でありますので、ご了承願います。

次に、平成30年９月19日開会の第３回定例会から本日までの議会の動向は、おおむね

別紙報告書のとおりでありますので、ご了承願います。

教育長から教育委員会の事務の管理及び出校状況に係る点検評価報告書が12月10日付

で提出されておりますので、ご参考に供していただきたいと存じます。

また、今般、釧路東部消防組合議会の報告書が提出されております。関係資料は別途、

議員控室に備えておりますので、ご了承いただき、閲覧の上、参考に供してください。

以上、諸般報告といたします。

●議長（佐藤議員） 日程第５、例月出納検査報告を行います。

今般、監査委員より、別紙のとおり例月出納検査報告がなされております。ご参考に

供していただきたいと思います。

以上で、例月出納検査報告を終わります。

●議長（佐藤議員） 日程第６、定期監査報告を行います。

今般、監査委員より、別紙のとおり定期監査報告がなされております。ご参考に供し

ていただきたいと思います。

以上で、定期監査報告を終わります。

●議長（佐藤議員） 日程第７、認定第１号 平成29年度厚岸町一般会計歳入歳出決算の

認定について、認定第２号 平成29年度厚岸町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認

定について、認定第３号 平成29年度厚岸町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について、認定第４号 平成29年度厚岸町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、認定第５号 平成29年度厚岸町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、

認定第６号 平成29年度厚岸町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、
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認定第７号 平成29年度厚岸町介護老人保健施設事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、認定第８号 平成29年度厚岸町水道事業会計決算の認定について、認定第９号

平成29年度厚岸町病院事業会計決算の認定について、以上９件を一括議題といたします。

本９件の審査については、平成29年度各会計決算審査特別委員会を設置し、これに付

託し、閉会中の審査を求めていたところ、今般、審査結果が委員長からなされておりま

す。

委員長の報告を求めます。

１番、大野委員長。

●委員長（大野委員長） 平成30年９月19日、第３回定例会におきまして、平成29年度各会

計決算審査特別委員会に付託されました認定第１号 平成29年度厚岸町一般会計歳入歳

出決算の認定について、ほか８件の審査につきましては、去る10月18日、本委員会を開

催し、慎重に審査の結果、いずれも原案のとおり認定すべきものと決定いたしましたの

で、ここにご報告申し上げます。

以上、審査報告といたします。

●議長（佐藤議員） はじめに、認定第１号 平成29年度厚岸町一般会計歳入歳出決算の

認定についてをお諮りいたします。

委員長の報告は認定であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、認定第１号 平成29年度厚岸町一般会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり認定されました。

次に、認定第２号 平成29年度厚岸町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いてをお諮りいたします。

委員長の報告は認定であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、認定第２号 平成29年度厚岸町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついては、原案のとおり認定されました。

次に、認定第３号 平成29年度厚岸町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いてお諮りいたします。
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委員長の報告は認定であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、認定第３号 平成29年度厚岸町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついては、原案のとおり認定されました。

次に、認定第４号 平成29年度厚岸町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

てお諮りいたします。

委員長の報告は認定であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、認定第４号 平成29年度厚岸町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いては、原案のとおり認定されました。

次に、認定第５号 平成29年度厚岸町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

お諮りいたします。

委員長の報告は認定であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、認定第５号 平成29年度厚岸町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

ては、原案のとおり認定されました。

次に、認定第６号 平成29年度厚岸町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてお諮りいたします。

委員長の報告は認定であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。
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よって、認定第６号 平成29年度厚岸町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

については、原案のとおり認定されました。

次に、認定第７号 平成29年度厚岸町介護老人保健施設事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてお諮りいたします。

委員長の報告は認定であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、認定第７号 平成29年度厚岸町介護老人保健施設事業特別会計歳入歳出決算

の認定については、原案のとおり認定されました。

次に、認定第８号 平成29年度厚岸町水道事業会計決算の認定についてお諮りいたし

ます。

委員長の報告は認定であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、認定第８号 平成29年度厚岸町水道事業会計決算の認定については、原案の

とおり認定されました。

次に、認定第９号 平成29年度厚岸町病院事業会計決算の認定についてお諮りいたし

ます。

委員長の報告は認定であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、認定第９号 平成29年度厚岸町病院事業会計決算の認定については、原案の

とおり認定されました。

●議長（佐藤議員） 日程第８、議案第76号 平成30年度厚岸町一般会計補正予算、議案

第77号 平成30年度厚岸町国民健康保険特別会計補正予算、議案第78号 平成30年度厚

岸町簡易水道事業特別会計補正予算、議案第79号 平成30年度厚岸町下水道事業特別会

計補正予算、議案第80号 平成30年度厚岸町介護保険特別会計補正予算、議案第81号
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平成30年度厚岸町介護老人保健施設事業特別会計補正予算、議案第82号 平成30年度厚

岸町水道事業会計補正予算、議案第83号 平成30年度厚岸町病院事業会計補正予算、以

上８件を一括議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

税財政課長。

●税財政課長（星川課長） ただいま上程いただきました、議案第76号 平成30年度厚岸

町一般会計補正予算から議案第81号 平成30年度厚岸町介護老人保健施設事業特別会計

補正予算の提案理由をご説明申し上げます。

はじめに、議案第76号、議案書の１ページであります。

平成30年度厚岸町一般会計補正予算（３回目）。

平成30年度厚岸町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条第１項歳入歳出予算の補正であります。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４億7,828万円を追加し、歳入歳出の予算の

総額を歳入歳出それぞれ99億4,836万6,000円とする。

第２項歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

２ページから４ページまで、第１表、歳入歳出予算補正であります。

歳入では９款14項、歳出では11款27項にわたってそれぞれ４億7,082万8,000円の増額

補正であります。

事項別によりご説明申し上げます。９ページをお開き願います。

歳入であります。

11款１項１目１節地方交付税１億6,416万3,000円の増。普通交付税、補正財源調整の

ための計上であります。

14款使用料及び手数料、１項使用料、２目民生使用料、１節社会福祉使用料4,000円の

増。２節児童福祉使用料191万6,000円の増。真龍保育所使用料は当初見込みに対して保

育料単価増による増、太田へき地保育所使用料は主に保育児童数の増によるものであり

ます。

４目農林水産業使用料、１節農業使用料741万4,000円の減。牧場使用料916万4,000円

の減は主に離農による夏期預託頭数の減に伴う減であります。農業水道使用料175万円の

増は決算見込みによる増であります。

２節林業使用料4,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおり、決算見込みによる減であ

ります。

３節水産業使用料３万6,000円の増。厚岸漁港若竹第２埠頭における仮設事務所等とし

て町有地使用に伴う占用料の増であります。

５目１節商工使用料４万3,000円の増。７目教育使用料４節保健体育使用料１万3,000

円の増。それぞれ説明欄記載のとおり、決算見込みによる増減であります。

２項手数料、４目農林水産業手数料、１節農業手数料１万7,000円の増。６目土木手数

料、１節土木管理手数料８万9,000円の増。それぞれ説明欄記載のとおり、決算見込みに

よる増であります。
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15款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、２節児童福祉費負担金198

万6,000円の増。主に幼稚園教諭の増に伴う施設給付費の増によるものであります。

２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金、１節社会福祉費補助金11万3,000円の増。歳

出計上の総合行政情報システムのうち、障害者自立支援給付支払い等システムの改修に

伴う補助金の増であります。

３目衛生費国庫補助金、２節環境制作費補助金34万4,000円の増。合併処理浄化槽設置

補助について事業費増に伴う補助金の増であります。

６目土木費国庫補助金、１節道路橋梁費補助金241万5,000円の増。５節住宅費補助金29

万1,000円の減。それぞれ交付額決定に伴う増減であります。

７目消防費国庫補助金、１節防衛施設周辺整備事業補助金20万円の減。事業費確定に

伴う補助金の調整減であります。

なお、今年度の特定防衛施設周辺整備調整交付金につきましては、去る10月31日、当

該交付金の交付額が決定されました。この交付決定を受け、充当する各事業を精査し、

交付金の最終配分調整を行うところでありますが、現時点において事業費が確定してい

ない事業もありますので、最終配分調整は３月補正予算で調整させていただきます。

３項委託金、２目民生費委託金、１節社会福祉費委託金14万6,000円の増。歳出計上の

総合行政情報システムのうち、国民年金システムの改修に対する委託金の増であります。

16款道支出金、１項道負担金、１目民生費道負担金、２節児童福祉費負担金120万3,000

円の増。主に幼稚園教諭の増に伴う施設給付費の増によるものであります。

２項道補助金、２目民生費道補助金、１節社会福祉費補助金61万2,000円の減。２節児

童福祉費補助金7万1,000円の減。それぞれ説明欄記載の補助金について決算見込みによ

る補正増減であります。

３目民生費道補助金、１節保健衛生費補助金33万5,000円の増。決算見込みによる増で

あります。

４目農林水産業費道補助金、１節農業費補助金6万1,000円の増。交付額決定による増

であります。

２節農業費交付金91万2,000円の増。農業委員会交付金100万8,000円の増は、当委員会

が実施する事業のうち、農地利用最適化事業について新たに交付金対象となったことに

よる交付金の増で、そのほかは交付額決定による減であります。

４節林業費交付金971万2,000円の減は、森林整備地域活動支援交付金について今年度

当該交付金の制度改正が行われ、当初予定していた事業が補助対象外となったことによ

る減額であります。

なお、この交付金の減により歳出計上の交付金対象事業予算もあわせて減額補正して

おります。

５節水産業費補助金1,820万円の増。次ページにわたり地域づくり総合交付金の交付額

決定による計上で、水産振興分1,420万円は厚岸漁業協働組合が事業主体となり実施する

事業で補助採択を受けての計上。養殖事業分400万円は、水産増養殖調査研究事業及びカ

キ種苗センター施設整備について補助採択を受けての計上で、詳細は歳出でご説明申し

上げます。

８目教育費道補助金、３節保健体育費補助金90万円の減。交付額決定による減であり
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ます。

３項委託金、１目総務費委託金、５節統計調査費委託金８万9,000円の減。３目衛生費

委託員、２節環境制作費委託金8,000円の増。４目農林水産業費委託金、２節林業費委託

金４万1,000円の増。３節水産業費委託金５万6,000円の増。それぞれ説明欄記載のとお

り北海道からの権限移譲事務委託金の交付決定による増減であります。

17款財産収入、２項財産売払収入、２目１節生産物売払収入546万5,000円の増。しい

たけ菌床売払代は申し込み数量の増により410万2,000円の増。カキ種苗売払代は申込数

量の減により８万2,000円の減。餌料藻類売払代は販売数量の増により144万5,000円の増

であります。

18款１項寄附金、１目１節一般寄附金8,010万円の増。一般寄附金10万円は栃木県下野

市宗石亨様からの寄附金であります。ふるさと納税分は、これまでのふるさと納税制度に

よる寄附金を勘案しての補正計上で、寄附金総額３億6,000万円を見込む補正予算計上で

あります。

20款１項１目繰越金、１節前年度繰越金２億1,601万8,000円の増。平成29年度決算に

おける繰越金全額の計上であります。

21款諸収入、６項３目３節雑入308万9,000円の増。主に造林事業助成金100万円は、株

式会社ニトリ様からの助成金、いきいきふるさと推進事業助成金、養殖事業100万円は、

北海道市町村振興協会からの助成金の交付決定による計上、その他はそれぞれ説明欄記載

の事業について収入見込みによる補正計上であります。

22款１項町債、２目民生債、２節児童福祉債500万円の増。４目農林水産業債、２節林

業債100万円の減。６目土木債、２節道路橋梁債90万円の減。６節住宅債30万円の減。そ

れぞれ説明欄記載の事業について、事業費執行見込みによる充当債の補正増減であります。

７目１節消防債200万円の減は、釧路東部消防組合厚岸消防署が事業主体となり実施す

る事業について、緊急防災減災事業債の対象事業となったことによる過疎債の振りかえ減

であります。

以上で歳入の説明を終わります。

13ページをお開き願います。歳出であります。

１款１項１目議会費29万2,000円の増。主に議員報酬等13万9,000円の増は、今年度の

人事院勧告をもとに給与改定等を踏まえた補正計上のほか、それぞれ説明欄記載のとお

り、執行見込みによる増であります。

２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費8,811万1,000円の増。17ページまでわ

たりますが、16ページ、庁舎町民広場156万4,000円の増は、主に行政組織機構の見直し

に伴う庁舎案内掲示板等の修理費として105万8,000円の増。備品購入費20万1,000円の増

は、主に電話引き継ぎの際に保留音声を流すための機械購入費として、ふるさと支援推

進5,253万4,000万円の増は、ふるさと納税による寄附金収入見込みを勘案しての返礼品

及びふるさと納税支援サービス委託料等の増。賃金及び共済費の増は、ふるさと納税件

数の増加に伴う返礼事務に従事する臨時職員の増員分として、ふるさと納税基金3,360万

円の増は、ふるさと納税による寄附金収入見込みを勘案しての基金積立金の増のほか、

それぞれ説明欄記載の事業について執行見込みを勘案しての増減であります。

２目簡易郵便局費5,000円の増。燃料費の増であります。
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３目職員厚生費48万6,000円の増。主に胆振東部地震の被災地への職員派遣について、

全道の市町村から職員を派遣するとして、当町では２回５名の職員派遣に係る旅費の計

上であります。

４目情報化推進費982万6,000円の増。総合行政情報システム運営206万9,000円の減は、

主に財務会計システムの入れかえに伴う現行システムに係る保守料及び借り上げ料の減。

厚岸情報ネットワーク42万8,000円の増は、次ページにわたり、光ケーブル修繕料の増。

厚岸情報ネットワーク整備事業379万3,000円の増。ＩＰ告知端末の新規設置数の増。総

合行政情報システム整備事業730万1,000円の増。修繕料は行政組織機構の見直しに伴う

ネットワーク配線の修繕として、委託料は主に現在使用している財務会計システムの運

用サーバーについて基本ソフトのサポート期間が終了となることから、新たな基本ソフ

トへ変更することとなりますが、現行のシステムではこれに対応できないことから、新

たな財務会計システムを導入するとして703万1,000円の計上。総合行政情報システム整

備事業の障害者総合支援事業22万7,000円の増、国民年金14万6,000円の増は、それぞれ

制度改正等に伴う各システムの改修経費の計上であります。

７目文書広報費５万5,000円の減。８目財政管理費１万3,000円の増。それぞれ説明欄

記載のとおり執行見込みによる増減であります。

９目会計管理費10万5,000円の増。次ページ、それぞれ説明欄記載のとおり執行見込み

による増であります。

10目企画費955万9,000円の減。次ページにわたりますが、主に地域おこし協力隊612万

2,000円の減は、主に地域おこし協力隊員について、隊員募集の結果を踏まえた隊員報酬

活動費等の増減。地域おこし協力隊住宅整備事業222万5,000円の減は、改修工事費の確

定による減のほか、それぞれ説明欄記載のとおり執行見込みによる減であります。

11目財政管理費11万6,000円の増は、町有地内の埋設コンクリート等の廃棄物処理委託

料の計上であります。

12目車両管理費81万円の増。主に公用車の燃料費及び修繕料の増であります。

２項徴税費、１目賦課納税費７万1,000円の増。主に賦課事務のための書籍の購入費の

増であります。

３項１目戸籍住民登録費３万4,000円の増。印刷製本費の増であります。

５項統計調査費、１目統計調査総務費２万6,000円の増。次ページにわたり、それぞれ

統計調査事務委託金にあわせ、事務費を調整増減するほか、農林業センサス及び漁業セ

ンサスは財源内訳補正であります。

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費326万6,000円の増。次ページにわ

たり、主に福祉灯油255万9,000円の増は、主に燃油価格の高騰のほか、助成水道につい

て年60リットルから年100リットルへと助成水道の増に伴う増であります。多機能共生型

地域交流センター20万4,000円の増、保健福祉総合センター健康広場81万8,000円の増は、

主に暖房用燃料費の増のほか、執行見込みによる増減であります。

３目心身障害者特別対策費185万8,000円の減。主に重度心身障害者医療費の減であり

ます。

４目老人福祉費771万9,000円の増。次ページにわたり、主に敬老会19万8,000円の減、

長寿祝い金61万円の減は、主に事業費確定による減。老人福祉施設126万1,000円の増は、
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主に心和園給湯設備及び暖房設備の施設修繕料の増。介護保険特別会計720万8,000円の

増は繰出金の増で、そのほかはそれぞれ説明欄記載の事業について執行見込みによる増

減及び財源内訳補正であります。

６目国民年金費３万7,000円の増。職員旅費の増であります。

７目自治振興費530万1,000円の増。次ページにわたりますが、地方バス路線維持対策

は、運行する釧路バスからの決算に基づき、バス運行に伴う不足分への補助金申請があ

り、当初予算との差額を補正計上するものであります。内訳では、生活交通路線国庫補

助対象である霧多布線系統１分が491万4,000円の増、町単独路線の床潭線が12万円の増、

同じく町単独路線の霧多布系統２分が、関係する浜中町と不足分を折半し21万円の増で、

計526万4,000円の増であります。そのほかは524万4,000円の増であります。そのほかは

それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込みによる増減であります。

８目社会福施設費25万8,000円の増。コミュニティセンター12万3,000円の増、生活館

４万8,000円の増は、施設修繕料の増。生活改善センター11万4,000円の増は、特殊建築

物等定期調査委託料の増のほか、そのほかは説明欄記載のとおり、執行見込みによる増

減であります。

２項児童福祉費、１目児童福祉総務費455万9,000円の増。次ページにわたりますが、

児童福祉一般455万6,000円の増は、主に幼稚園教諭の増に伴う施設型給付費負担金の増

で、そのほかはそれぞれ説明欄記載のとおり、執行見込みによる増減であります。

３目ひとり親福祉費37万6,000円の減。主に医療機関に対する請求手数料の減でありま

す。

４目児童福祉施設費865万7,000円の増。37ページまでわたりますが、真龍保育所307万

1,000円の増は、主に入所児童数の増に伴う賄い材料費及び臨時職員賃金等の増。仮称・

湖北地区保育所建設事業70万7,000円の増は、保育所建設に係る確認申請手数料として29

万4,000円の計上。委託料は電柱の移設に伴う整備委託料の計上であります。厚岸保育所

移転改築事業444万5,000円の増は、新たな事業費として地すべり観測調査委託料264万

6,000円の計上、改築造成に伴う地質設計委託料として238万7,000円の計上で、基本設計

委託料は事業費確定に伴う事業費の減であります。そのほかはそれぞれ説明欄記載のと

おり、執行見込みによる増減であります。

５目児童館運営費112万4,000円の減。次ページにわたりますが、友遊児童館120万4,000

円の減は、主に非常勤職員賃金では児童クラブ指導員１名の減による減で、臨時職員賃

金の増は、非常勤職員の代替としての賃金の増のほか、それぞれ説明欄記載のとおり、

執行見込みによる増減であります。

４款衛生費、１項保健衛生費、１目衛生予防費61万円の増。公衆浴場整備修繕助成金

であります。

２目健康づくり費３万2,000円の増。健康増進機器の修繕料であります。

３目墓地火葬場費18万6,000円の増。次ページにわたりますが、斎場21万8,000円の増

は、主に施設燃料費の増で、そのほかは執行見込みによる増減であります。

４目水道費254万5,000円の増。水道事業会計53万9,000円の増は、繰出基準に基づく繰

出金として、簡易水道事業特別会計200万6,000円は繰出金の増であります。

５目病院費9,000万円の増。病院事業会計への負担金及び補助金の計上であります。現
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時点における医業収入を見込んでの収支不足補塡分を含め、補正後総額４億7,843万3,000

円とするものであります。

６目子ども医療費118万3,000円の増。主に子ども医療費の増であります。

２項環境政策費、１目環境対策費10万5,000円の減。次ページ、３目廃棄物対策費４万

1,000円の増。それぞれ説明欄記載の事業について、執行見込みによる増減及び財源内訳

補正であります。

４目ごみ処理費311万2,000円の増。主にごみ処理上の電気料として135万2,000円の増。

ごみ処理上の施設修繕料として161万9,000円の増のほか、それぞれ説明欄記載のとおり、

執行見込みによる増減であります。

５目し尿処理費52万6,000円の増。汚水処理施設として、次ページにわたり、主に施設

電気料が52万9,000円の増。施設運転管理委託料及び汚泥除去委託料の増減は、それぞれ

の処理内容に基づき個別管理するとして予算を振り分けるほか、汚泥除去分は汚泥処理

量の増分を含めた委託料となっております。

６目下水処理費100万円の増。補助金の確定見込みによる増であります。

５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費補正額ゼロ。財源内訳補正であり

ます。

２目農業振興費10万8,000円の減。それぞれ説明欄記載の事業について、執行見込みに

よる減であります。

３目畜産業費334万6,000円の増。次ページにわたりますが、町営牧場整備事業514万

7,000円の増は、主にパドック整備に当たり当初の設計以上に地盤が悪く、また整備に当

たり仮設道路の整備が必要となったことによる事業費の増で、このほかについては事業

費確定による増減であります。

６目牧野管理費171万6,000円の増。主に共済費及び賃金の増は、雇用予定見込みを下

回ったことによる減。燃料費は使用水量及び単価増による増で、そのほかは説明欄記載

のとおり、執行見込みによる増減であります。

７目農業施設費27万2,000円の増。次ページにわたりますが、それぞれ説明欄記載のと

おり執行見込みによる増減であります。

８目農業水道費53万円の増。次ページにわたりますが、農業水道施設67万2,000円の増

は、主に施設電気料の増。検満及び新設メーター整備事業42万円の増は、新設メーター

整備の増で、そのほかはそれぞれ説明欄記載の事業について執行見込みによる増減及び

財源内訳補正であります。

９目堆肥センター費49万2,000円の増。燃料費及び施設電気料の増であります。

２項林業費、１目林業総務費２万円の減。全国森林環境税創設促進連盟負担金につい

ては、当該団体の理事会及び定期総会での審議を経て、今年度の負担金は徴収しないこ

ととされたことから、これを減額するものであります。有害鳥獣駆除奨励は財源内訳補

正であります。

２目林業振興費1,296万1,000円の減。主に森林整備地域活動支援交付金事業につきま

しては、歳入予算でご説明したとおり、当該交付金の補助対象外とされたことから事業

費を全額減額するものであります。

３目造林事業費１万4,000円の増。次ページにわたり、職員旅費の増であります。
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４目林業施設費16万円の増。緑のふるさと公園13万5,000円の増は、主に備品購入費で

老朽化により修理不能となった暖房用ストーブの更新のほか、執行見込みによる増減で

あります。

５目特用林産振興費709万9,000円の増。主に、きのこ菌床センターの燃料費及び施設

電気料の増と、菌床申し込み数量の増に伴う製造材料購入費の増であります。

３項水産業費、２目水産振興費1,395万1,000円の増。あさり挟み漁場回復事業24万9,000

円の減は、事業費確定による減。殻カキ選別機・洗浄機導入事業1,420万円は、作業効率

の向上と品質を一定水準に保つため、殻カキ選別機12台、洗浄機７台を購入するもので

厚岸漁業協働組合が事業主体となり地域づくり総合交付金の補助採択を受け、新規予算

計上するものであります。

次ページ、３目漁港管理費3,000円の減。執行見込みによる減であります。

５目養殖事業費645万2,000円の増。次ページにわたりますが、カキ種苗センター169万

4,000円の減は、主に臨時職員賃金の減のほか、執行見込みによる増減。カキ種苗生産90

万4,000円の増は、主に餌料藻類売払料の増に伴う増。水産増養殖調査研究154万円の増

は、主に地域づくり総合交付金及びいきいきふるさと推進事業助成金の補助採択を受け、

試験研究用消耗品や分析委託料等の関係経費の計上、カキ種苗センター餌料藻類整備事

業583万2,000円の増は、地域づくり総合交付金の交付決定を受けて、当初予定していた

培養槽８槽から６槽増の14槽を更新するとした内容で、カキ種苗センター整備事業は事

業費確定による減であります。

６目水産施設費３万7,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込みによる減

であります。

６款１項商工費、１目商工総務費14万円の増。次ページにわたりますが、執行見込み

による増であります。

２目商工振興費191万円の減。主に商工会事務局人件費に対する道補助金の増に伴う町

補助金の減であります。

３目食文化振興費27万2,000円の減。次ページにわたりますが、味覚ターミナル道の駅28

万5,000円の増は、主にコンキリエの消防設備及び水族館設備の修繕料の増で、そのほか

はそれぞれ説明欄記載の事業について、執行見込みによる増減であります。

４目観光振興費13万9,000円の増。観光振興一般32万2,000円の増は、主に厚岸道立自

然公園国定公園化促進期成会負担金として34万9,000円を新規計上するもので、国定公園

化に向けての要請活動経費としての負担金のほか、そのほかは執行見込みによる減及び

財源内訳補正であります。

５目観光施設費54万6,000円の減。次ページにわたりますが、それぞれ説明欄記載の事

業について、執行見込みによる増減であります。

７款土木費、１項土木管理費、２目土木車両管理費200万5,000円の増。主に土木車両

の燃料費及び修繕料の増であります。

３目土木用地費16万2,000円の減、４目地籍調査費２万3,000円の減。それぞれ説明欄

記載のとおり、執行見込みによる減であります。

２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費919万2,000円の増。次ページにわたり、道路橋

梁管理99万7,000円の増は、主に町道ほか補修に係る原材料費の増。備品購入費は老朽化
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により修理不能となったエンジンカッターの更新として、道路照明管理304万7,000円の

増は、街頭照明の電気料の増。町道舗装整備事業100万円の増及び町道舗装整備事業414

万8,000円の増は、それぞれ社会資本整備総合交付金の交付決定を受けて事業費の調整増

とするもので、お供橋橋梁長寿命化整備事業につきましては、事業内予算の組みかえ補

正であります。

２目道路新設改良費262万5,000円の減。次ページにわたりますが、床潭末広間道路整

備事業は、事業予算内における組みかえ補正。太田門静間道路整備事業94万7,000円の減

は、事業費確定による減。同事業の20国債分及び30国債分は、事業内予算の組みかえ補

正。事業費支弁人件費は執行見込みによる増減であります。

３目除雪対策費１億7,909万4,000円の増。除雪対策補正後額を２億3,261万1,000円とし、

おおむね14回分の除雪出動に要する予算計上となります。

３項河川費、１目河川総務費164万7,000円の減。次ページにわたりますが、別寒辺牛

川水系治水砂防施設整備事業の３事業につきましては、それぞれ事業内予算の組みかえ

補正で、事業費支弁人件費は執行見込みによる増減であります。

４項都市計画費、３目下水道費675万4,000円の増。下水道事業特別会計繰出金の増で

あります。

５項公園費、１目公園管理費補正額ゼロ。次ページにわたりますが、事業内予算の組

みかえ補正であります。

６項住宅費、２目住宅管理費183万円の増。町営住宅166万6,000円の増は、主に奔渡団

地内舗装補修及び有明団地の屋根塗装修繕等の修繕料のほか、説明欄記載のとおり、執

行見込みによる増減であります。

３目住宅建設費46万1,000円の減。事業費確定による増減であります。

８款１項消防費、１目常備消防費128万1,000円の増。次ページにわたりますが、釧路

東部消防組合337万1,000円の増は、主に職員人件費の増によるもので、このほかは説明

欄記載の事業について、事業費確定に伴う増減であります。

２項災害対策費45万7,000円の増。次ページにわたりますが、防災行政無線72万7,000

円の増は、主に防災行政無線の個別受信機電池交換作業等に係る手数料の増で、このほ

かはそれぞれ説明欄記載のとおり、執行見込みによる増減であります。

９款教育費、１項教育総務費、３目教育振興費23万2,000円の増。執行見込みによる増

減であります。

６目スクールバス管理費326万6,000円の増。スクールバス運行委託料の増のほか、主

にスクールバスのスタッドレスタイヤ購入、燃料費及び車両修繕料の増であります。

次ページ、２項小学校費、１目学校運営費209万3,000円の増。主に各小学校の施設電

気料の増のほか、それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込みによる増減であります。

２目学校管理費149万2,000円の増。次ページにわたりますが、主に修繕料122万3,000

円の増は、真龍小学校温風暖房設備修理ほかの計上で、備品購入費34万8,000円の増は、

厚岸小学校の電話機の故障に伴う更新のほか、執行見込みによる増減であります。

３目教育振興費74万3,000円の増。主に要・準要保護児童就学援助等は、来年４月に就

学予定の児童20人に対する就学援助費として81万2,000円の増であります。

３項中学校費、１目学校運営費233万6,000円の増。次ページにわたりますが、主に厚
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岸中学校及び太田中学校の光熱水費の増は、施設電気使用料の増によるほか、そのほか

はそれぞれ執行見込みによる増減であります。

２項学校管理費70万5,000円の増。次ページにわたりますが、修繕料88万2,000円の増

は、真龍中学校暖房設備修理ほかの計上で、そのほかはそのほかはそれぞれ説明欄記載

のとおり、執行見込みによる増減であります。

３目教育振興費136万9,000円の増。主に要・凖要保護生徒就学援助等は、来年４月に

就学予定の生徒30人に対する就学援助費として142万2,000円の増であります。

５項社会教育費、１目社会教育総務費１万4,000円の増。それぞれ執行見込みによる増

で、次ページ、芸術文化は事業内予算の組みかえ補正であります。

２項生涯学習推進費15万2,000円の増。生涯学習活動３万3,000円の増は、生涯学習体

験講座の実施に伴う謝礼金、生涯学習施設11万9,000円の増は、主に公用車修繕料の増で

あります。

４目文化財保護費９万4,000円。主に職員旅費の増であります。

５目博物館運営費61万8,000円の増。海事記念館59万7,000円の増は、主に燃料費の増、

施設照明設備等の修繕料の増のほか、そのほかはそれぞれ執行見込みによる増でありま

す。

６目情報館運営費70万6,000円の増。次ページにわたりますが、燃料費の増及び施設下

水道排水設備及び玄関ポーチ等の修理のほか、それぞれ執行見込みによる増減でありま

す。

６項保健体育費、１目保健体育総務費１万4,000円の減。執行見込みによる増減であり

ます。

２目社会体育費178万2,000円の増。91ページまでわたりますが、スポーツ施設106万2,000

円の増は、主に燃料費及び施設修繕料の増で、スポーツ振興98万3,000円の増は、主にス

ポーツ振興助成金の増のほか、消耗品費は冬期間における運動不足を解消し、健康・体

力の維持、増進を図るとしてスノーシュー購入費41万7,000円の増で、そのほかはそれぞ

れ説明欄記載のとおり、執行見込みによる増減であります。

３目温水プール運営費178万円の増。主に燃料費増として96万5,000円の増。修繕料90

万3,000円の増は、主にプール用熱交換ポンプ取りかえ、ろ過装置ほかの修理の増で、そ

のほかはそれぞれ執行見込みによる増減であります。

４目学校給食費22万6,000円の増。次ページにわたりますが、主に共済費及び賃金の減

は、年度内での臨時職員１名減に伴う減額のほか、燃料費の増であります。

11款１項公債費、１目元金47万円の減。平成19年度に発行した臨時財政対策債につい

て、10年目の金利見直しが行われ、借り入れ時の金利1.5％が0.01％となり、残り10年間

の元利金等払いの償還年次表の再計算が行われ、今年度の元金償還の増分12万3,000円を

あわせて補正計上するものであります。この金利見直しにより、今年度の金利支払額が

約1,075万円軽減となるものであります。

２目利子142万4,000の減。元金でご説明した金利見直しの分も含め、平成29年度長期

債の借り入れ実行による利子確定に伴う減であります。

12款１項１目給与費3,258万1,000円の増。次ページにわたりますが、今年度における

人事院勧告をもとに給与改定等を踏まえた補正計上のほか、執行見込みを踏まえての調
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整増減であります。

なお、97ページから100ページまで、給与費明細書を添付しておりますので、ご参照願

います。

以上で、歳出の説明を終わります。

１ページへお戻り願います。

第２条地方債の補正であります。

地方債の変更は第２表地方債補正による。

５ページをお開きください。

第２表地方債補正変更であります。

公営住宅建設事業30万円の減。緊急防災減災事業500万円の増。辺地対策事業90万円の

減。過疎対策事業200万円の減。公有林整備事業100万円の減。

起債の方法、利率、償還の方法については変更ありません。

６ページをご覧ください。

地方債に関する補正調書であります。

表の下段、合計欄、平成29年度末現在高92億6,873万4,000円。平成30年度中起債見込

額19億9,300万円。平成30年度中元金償還見込額９億7,566万3,000円。補正後の平成30年

度末現在高見込額は94億8,607万1,000円となるものであります。

以上で、議案第76号の説明を終わります。

次に、議案第77号であります。

議案書１ページであります。

平成30年度厚岸町国民健康保険特別会計補正予算（２回目）。

平成30年度厚岸町の国民健康保険特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条第１項歳入歳出予算の補正であります。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それ

ぞれ38万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14億6,500万3,000円

とする。

第２項歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

２ページから３ページ、第１表歳入歳出予算補正であります。歳入では２款２項、歳

出では３款５項にわたって、それぞれ38万5,000円の増額補正であります。

事項別によりご説明いたします。

６ページをお開き願います。

歳入であります。

６款道支出金、１項道補助金、１目１節保健給付費等交付金70万円の増。交付見込み

による増であります。

10款繰入金、１項１目１節一般会計繰入金31万5,000円の減。補正財源としての減額補

正であります。

以上で、歳入の説明を終わります。

８ページをお開き願います。

歳出であります。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費28万1,000円の減。職員人件費16万5,000
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円の減。12ページから15ページまで、給与費明細書を添付しておりますので、ご参照願

います。国民健康保険一般11万6,000円の減。執行見込みによる増減であります。

２項徴税費、１目賦課徴収費1,000円の減。職員旅費の減であります。

５項１目特別対策事業費３万3,000円の減。次ページ、共済費の減であります。

３款１項１目国民健康保険事業費納付金補正額ゼロ。財源内訳補正であります。

９款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目一般被保険者保険税還付金70万円の増。

国民健康保険税還付金の増であります。

以上で、議案第77号の説明を終わります。

続きまして、議案第78号であります。

議案書１ページであります。

平成30年度厚岸町簡易水道事業特別会計補正予算（２回目）。

平成30年度厚岸町の簡易水道事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条第１項歳入歳出予算の補正であります。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それ

ぞれ15万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,892万9,000円とす

る。

第２項歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

２ページから３ページ、第１表歳入歳出予算補正であります。歳入では４款５項、歳

出では３款３項にわたって、それぞれ15万4,000円の増額補正であります。

事項別によりご説明いたします。

８ページをお開き願います。

歳入であります。

２款使用料及び手数料、１項使用料、１目水道使用料、１節計量使用料147万6,000円

の減。太田地区計量使用料の見込み減によるものであります。

３節過年度収入８万7,000円の増。収入に伴う増額補正であります。

２項手数料、１目水道手数料、１節給水工事手数料１万8,000円の増。収入額確定によ

る計上であります。

５款繰入金、１項１目１節一般会計繰入金200万6,000円の増。補正財源調整に伴う増

であります。

７款諸収入、１項１目１節雑入51万9,000円、新規計上。水道管破損補償費39万2,000

円。太田大別送水管の破損に伴う補償費であります。消費税及び地方消費税還付金12万

7,000円の増であります。

８款１項町債、１目水道債、１節水道事業債100万円の減。それぞれ事業費確定に伴う

充当事業債の減であります。

以上で、歳入の説明を終わります。

10ページをお開き願います。

歳出であります。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費31万3,000円の増。職員人件費の増であ

ります。16ページから18ページまで、給与費明細書を添付しておりますので、ご参照願

います。
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２款水道費、１項１目水道事業費10万4,000円の減。次ページにわたり、主に簡易水道

施設光熱水費149万6,000円の増は、各水道施設の電気料の増のほか、それぞれ説明欄記

載のとおり、執行見込みによる増減であります。片無去浄水場整備事業は財源内訳補正

であります。

４款１項公債費、２目利子５万5,000円の減。次ページにわたり、平成29年度長期債借

入実行に伴う利子確定による減であります。

以上で、歳出の説明を終わります。

１ページへお戻り願います。

第２条地方債の補正であります。

地方債の変更は、「第２表 地方債の補正」による。

４ページをお開きください。

第２表地方債補正変更であります。簡易水道事業100万円の減。起債の方法、利率、償

還の方法については変更ありません。

５ページ、地方債に関する補正調書であります。

表の下段、合計欄の平成29年度末現在高7,160万9,000円。平成30年度中起債見込額2,260

万円。平成30年度中元金償還見込額92万3,000円。補正後の平成30年度末現在高見込額は

9,328万6,000円となるものであります。

以上で、議案第78号の説明を終わります。

続きまして、議案第79号であります。

議案書１ページであります。

平成30年度厚岸町下水道事業特別会計補正予算（２回目）。

平成30年度厚岸町の下水道事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条第１項歳入歳出予算の補正であります。歳入歳出予算の総額から、歳入歳出そ

れぞれ3,892万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７億1,059万

3,000円とする。

第２項歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

２ページから３ページ、第１表歳入歳出予算補正であります。歳入では５款５項、歳

出では３款４項にわたって、それぞれ3,892万4,000円の減額補正であります。

事項別によりご説明いたします。

８ページをお開き願います。

歳入であります。

１款分担金及び負担金、２項負担金、１目１節下水道費負担金42万8,000円の増。今年

度賦課分の増によるものであります。

３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目下水道費国庫補助金、１節下水道事業費補助

金2,250万円の減。社会資本整備総合交付金について配分額の確定による減であります。

５款繰入金、１項１目１節一般会計繰入金675万4,000円の増。補正財源調整に伴う増

額補正であります。

６款諸収入、２項１目１節雑入40万6,000円の減。消費税及び地方消費税還付金の減で

あります。
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７款１項町債、１目下水道債、１節下水道事業債2,020万円の減。公共下水道事業費の

減に伴う充当事業債の減であります。

以上で、歳入の説明を終わります。

10ページをお開き願います。

歳出であります。

１款下水道費、１項下水道管理費、１目一般管理費144万9,000円の増。職員人件費141

万円の増。16ページから18ページまで、給与費明細書を添付しておりますので、ご参照

願います。下水道一般３万9,000円の増。職員旅費の増であります。

２目管渠管理費66万8,000円の増。主に光熱水費26万7,000円の増は、各ポンプ場の電

気料の増。手数料13万2,000円の増は汚水管洗浄に伴う手数料の増のほか、それぞれ説明

欄記載のとおり、執行見込みによる増減であります。

３目処理場管理費265万5,000円の増。次ページにわたりますが、主に消耗品費92万2,000

円の増は、終末処理場の薬品代として。光熱水費94万8,000円の増は、施設電気料の増。

備品購入費70万5,000円の増は、主に水質検査機器の経年劣化に伴う当該機器の更新経費

であります。

４目普及促進費24万円の減。事業費確定に伴う減であります。

２項下水道事業費、１目公共下水道事業費4,364万1,000円の減。公共下水道事業補助

分は、社会資本整備総合交付金の交付決定を受けて事業費を調整源とするものでありま

す。起債分は次ページにわたり、起債事務費としての人件費分について調整増減とする

ものであります。

２款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目下水道使用料補正額ゼロ。財源内訳補正

であります。

３款１項公債費、１目元金補正額ゼロ。財源内訳補正であります。

２目利子18万5,000円の増。平成29年度長期債借入実行に伴う利子確定による増であり

ます。

以上で、歳出の説明を終わります。

１ページへお戻り願います。

第２条地方債の補正であります。地方債の変更は、「第２表 地方債の補正」による。

４ページをお開きください。

第２表地方債補正変更であります。公共下水道事業2,020万円の減。起債の方法、利率、

償還の方法については変更ありません。

５ページ、地方債に関する補正調書であります。

表の下段、合計欄、平成29年度末現在高37億990万8,000円。平成30年度中起債見込額

１億850万円。平成30年度中元金償還見込額３億1,171万1,000円。補正後の平成30年度末

現在高見込額は35億669万7,000円となるものであります。

以上で、議案第79号の説明を終わります。

続きまして、議案第80号であります。

議案書１ページであります。

平成30年度厚岸町介護保険特別会計補正予算（２回目）。

平成30年度厚岸町の介護保険特別会計補正予算は、次に定めるところによる。
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第１条第１項歳入歳出予算の補正であります。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それ

ぞれ794万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億7,765万7,000円

とする。

第２項歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

２ページから３ページ、第１表歳入歳出予算補正であります。歳入では２款３項、歳

出では３款８項にわたって、それぞれ794万3,000円の増額補正であります。

事項別により説明いたします。

６ページをお開き願います。

歳入であります。

２款サービス収入、３項介護予防日常生活支援総合事業費収入、１目１節介護予防ケ

アマネジメント事業費収入118万9,000円の減。実施件数の減に伴う事業費収入の減であ

ります。

８款繰入金、１項１目１節一般会計繰入金720万8,000円の増。

２款基金繰入金、１目１節介護給付費準備基金繰入金192万4,000円の増。それぞれ補

正財源調整による増額補正であります。

以上で、歳入の説明を終わります。

８ページをお開き願います。

歳出であります。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費70万6,000円の増。職員人件費の増で、14

ページから17ページまで、給与費明細書を添付しておりますので、ご参照願います。

３項１目介護認定審査会費13万円の減。システム借り上げ料の減であります。

４項１目趣旨普及費７万2,000円の増。印刷製本費の増であります。

４款地域支援事業費、２項包括的支援事業任意事業費、１目包括的支援事業等事業費

５万3,000円の減。次ページにわたりますが、主に職員人件費の減であります。

５目認知症総合支援事業費３万3,000円の増。職員人件費の増であります。

３項介護予防生活支援サービス事業費、１目総合サービス事業費712万1,000円増。各

サービス利用者の利用増減による補助対象事業費の増減であります。

５項高額介護サービス費等、１目高額介護予防サービス事業費１万9,000円の増。対象

者数の増によるものであります。

６項その他諸費、１目審査支払手数料５万1,000円の増。次ページにわたりますが、手

数料の増は審査件数の増であります。

８款サービス事業費、１項居宅サービス事業費、１目包括的支援事業費12万4,000円の

増。職員人件費の増であります。

以上で、議案第80号の説明を終わります。

続きまして、議案第81号であります。

議案書１ページであります。

平成30年度厚岸町後期高齢者医療特別会計補正予算（１回目）。

平成30年度厚岸町の後期高齢者医療特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条第１項歳入歳出予算の補正であります。歳入歳出予算の総額から、歳入歳出そ
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れぞれ198万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,008万5,000円と

する。

第２項歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

２ページから３ページ、第１表歳入歳出予算補正であります。歳入では２款２項、歳

出では１款１項にわたって、それぞれ198万1,000円の減額補正であります。

事項別によりご説明いたします。

６ページをお開き願います。

歳入であります。

７款繰入金、１項基金繰入金、１目１節介護老人保健施設基金繰入金300万円の減。補

正財源調整による減であります。

８款１項１目繰越金、１節前年度繰越金101万9,000円の増。補正財源としての計上で

あります。

以上で、歳入の説明を終わります。

８ページをお開き願います。

歳出であります。

１款サービス事業費、１項施設サービス事業費、１目施設介護サービス事業費198万

1,000円の減。職員人件費234万9,000円の増で、10ページから12ページまで、給与費明細

書を添付しておりますので、ご参照願います。介護老人保健施設サービス433万円の減。

主に臨時職員賃金の減のほか、病院事業運営管理共通経費負担金の減は、主に派遣看護

師の派遣料の減で、そのほかは執行見込みによる増減であります。

以上をもちまして、議案第76号 平成30年度厚岸町一般会計補正予算から議案第81号

平成30年度厚岸町介護老人保健施設事業特別会計補正予算の提案説明とさせていただ

きます。

ご審議の上、ご承認いただきますようよろしくお願い申し上げます。

●議長（佐藤議員） 水道課長。

●水道課長（遠田課長） 続きまして、議案第82号 平成30年度厚岸町水道事業会計補正

予算（１回目）の内容について、ご説明申し上げます。

１ページをご覧願います。

第１条総則。

平成30年度厚岸町水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

第２条業務の予定量の補正でございます。年間総配水量は１万829立方メートルの増で、

129万894立方メートル、１日平均給水量は30立方メートルの増加で3,537立方メートルで

あります。

主な建設改良事業について、配水管布設替等事業を1,299万6,000円減額し、3,093万円

に、設備整備事業を393万2,000円増額し、2,378万2,000円に、メーター設備事業を221万4,000

円減額し、3,967万4,000円に、上水道施設更新計画策定業務を46万6,000円減額し、653万

4,000円とするものでございます。



- 25 -

第３条収益的収入及び支出の補正でございます。

収入につきましては、１款水道事業収益を589万9,000円増額し、３億580万5,000円と

するもので、内訳は１項営業収益が260万円の増、２項営業外収益が143万8,000円の増。

３項特別利益が186万1,000円の皆増でございます。

支出につきましては、１款水道事業費用を383万2,000円増額し、２億6,432万6,000円と

するもので、内訳は１項営業費用が309万8,000円の増、２項営業外費用が73万4,000円の

増でございます。

収益的収入及び支出の内容につきましては、後ほど補正予算説明書により説明いたし

ます。

第４条は資本的収入及び支出の補正でございます。

２ページをお開き願います。

収入では、１款資本的収入を987万4,000円減額し、3,052万7,000円とするもので、内訳

は１項企業債が592万円の減、２項補償金が397万4,000円の減であります。

支出では、１款資本的支出を1,144万4,000円減額し、１億7,846万5,000円とするもので、

内訳は建設改良費が同額の1,144万4,000円の減でございます。

９ページの補正予算説明書をお開き願います。

収益的収入及び支出の内容並びに資本的収入及び支出の内容について、ご説明申し上

げます。

はじめに、収益的収入でございます。

１款水道事業収益、１項営業収益１目給水収益は260万円の増で、これまでの収益実績

を反映したことによる増額でございます。

２項営業外収益、２目他会計補助金は53万9,000円の増。総務省の地方公営企業に対す

る繰出基準に基づき一般会計が負担する費用で、基礎年金拠出金費用の増であります。

６目雑収益は89万9,000円の増。水源河川への汚水流入事故に対し、その対応に要した

水処理薬品などの費用を原因者が負担したものであります。

３項特別利益、３目その他特別利益は186万1,000円の皆増で、算定した結果に基づき

退職給付費引当金を戻し入れるものであります。

次に、収益的支出でございます。

１款水道事業費用、１項営業費用、１目原水及び浄水費は169万8,000円の増で、委託

料が各委託業務の執行額確定により104万円の減。修繕料で浄水場などの施設修繕のため

190万1,000円の増のほか、執行見込みを勘案した増減で、備消耗品費では災害などによ

る長時間停電に対応するため、投光器などの資機材の購入を見込んだ増でございます。

10ページをお開き願います。

２目配水及び給水費は206万6,000円の増額で、配水管などの漏水に対応するため、修

繕費で200万3,000円の増のほか、執行見込みを勘案した増減でございます。

４目総係費は68万7,000円の減で、各節執行見込みを勘案した増減で、内容は説明欄記

載のとおりであります。

５目減価償却費は２万1,000円の増で、平成29年度の建設改良費の執行額が確定したこ

とになどによる増であります。

２項営業外費用、１目支払利息及び企業債取扱諸費は6,000円の減。平成29年度分の企
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業債借入額及び企業債利率の確定による減であります。

２目消費税及び地方消費税は74万円の増で、収益的収入で給水収益の増額などに伴い、

見込まれる納付額の増によるものでございます。

11ページをご覧願います。

資本的収入であります。

１款資本的収入、１項１目企業債は590万円の減。対象工事の執行見込みを勘案した減

であります。

６項１目補償金は397万4,000円の減で、対象工事の執行内容が確定したことによる減

であります。

次に資本的支出でございます。

１款資本的支出、１項１目建設改良費は906万4,000円の減。道路改良の施行延長が減

少したことによる排水管布設替等事業の執行見込み額の減と施設整備事業費の確定によ

る増であります。

２目総係費は46万6,000円の減。委託業務の執行額確定による減であります。

３目メーター設備費は221万4,000円の減。有効期間が満了となったメーター取りかえ

台数確定による減によるものであります。

４目固定資産購入費は30万円の増で、災害などによる長時間停電に備え、照明器具や

応急給水ポンプの電源を確保できる移動式の小型発電機の購入を見込んだものでありま

す。

ここでまた１ページへお戻り願います。

第４条の括弧書きでございます。資本的収入が資本的支出に対し、不足する額１億4,793

万8,000円について過年度分損益勘定留保資金1,237万1,000円、当年度分損益勘定留保資

金9,804万4,000円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額752万3,000円、減債

積立金600万円及び建設改良積立金2,400万円で補塡するものでございます。

２ページをお開き願います。

第５条企業債の補正であります。企業債の予定額を590万円減額し、2,830万円とする

もので、起債の方法、利率、償還の方法については、変更ございません。

第６条は議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正であります。

職員給与費について、79万3,000円減額し、1,901万9,000円とするものであります。

第７条は他会計からの補助金の補正であります。基礎年金拠出金費用補助として53万

9,000円を増額し、他会計からの補助金総額を1,140万9,000円とするものであります。

３ページと４ページは、補正予算実施計画、５ページは水道事業会計補正予定キャッ

シュフロー計算書、６ページから８ページは補正給与費明細書、飛びまして12ページと13

ページは予定貸借対照表、14ページと15ページは会計処理の基準や手順を示した注記で

ございます。いずれも記載のとおりでありますので、説明は省略させていただきます。

以上が、平成30年度厚岸町水道事業会計補正予算（１回目）の内容であります。

ご審議の上、ご承認いただけますようよろしくお願いいたします。

●議長（佐藤議員） 病院事務長。
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●病院事務長（土肥事務長） 続きまして、議案第83号 平成30年度厚岸町病院事業会計

補正予算（１回目）について、その内容をご説明いたします。

１ページです。

はじめに、第１条総則です。

平成30年度厚岸町病院事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

第２条は、業務の予定量の補正であります。患者数では、年間延べ患者数、入院患者

では1,825人減の１万1,115人に、外来患者では2,234人減の４万7,824人とするもので、合

わせて合計５万9,139人の計上です。

次に、１日平均患者数、入院患者では５人減の31人に、外来患者では10人減の196人に、

合計227人の計上です。

主な建設改良事業でありますが、医療機械整備事業が758万1,000円を減額し、1,763万

7,000円。建設工事事業が499万円を増額し、2,297万2,000円とするものです。内容につい

ては後ほどご説明いたします。

２ページをお開きください。

第３条収益的収入及び支出、第４条資本的収入及び支出の補正です。内容につきまし

ては、補正予算説明書12ページから説明いたします。

12ページをお開きください。

はじめに、収益的収入であります。

１款病院事業収益で4,760万5,000円の増。１項医業収益では3,731万4,000円の減。１目

入院収益では4,131万8,000円の減。診療単価は300円の増加にありますが、患者１日平均

５人の減で、入院収益減額の見込みです。

２目外来収益では43万2,000円の減。診療単価が360円の増加にありますが、患者１日

平均10人の減で、外来収益減額の見込みです。

次に、３目その他医業収益では74万9,000円の増。１節室料差額収益で特別室料の増額

補正です。

４目負担金、１節一般会計負担金では368万7,000円の増。救急医療対策費補助358万円

増のほか、一般会計からの負担金の12月期における係数整理による増額です。

次に、２項医業外収益では8,491万9,000円の増であります。２目患者外給食収益62万

9,000円の増。説明欄記載のとおりです。

５目他会計補助金90万1,000円の減。６目他会計負担金8,850万5,000円の増。それぞれ12

月期での病院事業への町からの負担金、補助金として、係数整理を含めた増減補正となっ

ています。後ほど繰入金全体で説明いたします。

次に、７目負担金交付金331万4,000円の減。介護老人保健施設事業運営管理共通経費

負担金の減額であります。

次に13ページ、収益的支出であります。

１款病院事業費用469万円の減。１項医業費用では1,177万6,000円の減。１目給与費で

は319万4,000円の減。１節給料274万4,000円の減。２節職員手当等858万6,000円の減。主

に医師１人減、看護師１人増による減額で、そのほか説明欄記載記載のとおりでありま

す。

６節賃金875万6,000円の増。常勤医師１名減に対する支援出張医の賃金ほか、増額補
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正です。

２目材料費では1,604万1,000円の減。１節医薬品費1,144万7,000円の減。２節診療材料

費337万円の減。３節給食材料費122万4,000円の減。患者数減による薬品、診療材料費、

給食材料費の減額計上です。

３目経費では745万9,000円の増。３節旅費、交通費で142万9,000円の増。出張医旅費

の増が主であります。

７節燃料費で213万9,000円の増。主にボイラー重油の単価増によるものです。

13節修繕費で279万円の増。医療機械修理費、施設修理費の増であります。

15節使用料で198万5,000円の増。主に医療機器使用料の在宅酸素療法濃縮器の増であ

ります。

16節委託料で88万4,000円の減。主に清掃委託料の入札減のほか、説明欄記載のとおり

であります。

２項医業外費用、２目医療技術員確保対策費で708万6,000円の増。３節負担金で看護

師等派遣負担金。４節手数料で短期支援医師等紹介手数料の増となっております。

以上が、収益的収支補正予算の内容説明であります。

続いて、14ページ、資本的収支であります。

１款資本的収入259万1,000円の減。１項１目企業債500万円の増。中央監視板改修工事

工事費確定による170万円の減、病棟回復室・薬局空調設備改修工事、新規540万円の増。

外壁タイル補修工事実施設計委託業務、新規130万円の増。内容につきましては支出で説

明いたします。

２項補助金759万1,000円の減。１目他会計補助金129万1,000円の減。医療器械購入事

業費確定により128万1,000円の減、中央監視板改修工事費確定により１万円の減であり

ます。

２目国庫補助金630万円の減。医療器械購入事業費確定に対する特定防衛施設周辺整備

補助金の減額であります。

次に、資本的支出であります。

１款資本的支出、１項建設改良費259万1,000円の減。１目固定資産購入費、１節機械

備品購入費で758万1,000円の減。超音波診断装置ほか３種５台の購入で、事業費確定に

よる減であります。

２目建設工事費499万円の増では、１節建設工事費で368万3,000円の増、中央監視板改

修工事は事業費確定により178万2,000円の減。病棟回復室・薬局空調設備改修工事の新

規事業は来年度に改修を計画しておりましたが、本年９月に突然故障となったもので、

現有機は設置から22年を経過し修理不可能となっています。この設備は冷暖房の両機能

を有しており、ほかには暖房設備が設置されておらず、既に冬期間に入って早期の改修

が必要なことから現有予算残の流用により、既に工事を取り進めているところでありま

す。

２節委託料では130万7,000円の増。外壁タイル補修工事実施設計委託業務の新規計上

です。病院は建築から22年を経過し、地震の影響も受け続けていることから、昨年専門

業者に外壁タイルの剝離状況を調査委託した結果、広範囲で落下の危険性のある箇所が

点在しているとの報告を受け、来年度補修工事を行う計画でおりますが、そのための設
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計に３カ月程度が必要との判断から、本年度内に実施設計を終わらせる必要が生じ、新

規の計上となったところです。

以上が、資本的収入及び支出の補正内容説明です。

ここで３ページをお開きください。

第５条企業債の補正です。

変更では中央監視板改修工事で170万円減額し、1,620万円とするもので、起債の方法

等は変更ありません。

追加では、１点目、起債の目的。病棟回復室・薬局空調設備改修工事、限度額は540万

円。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、記載のとおりです。

２点目、起債の目的。外壁タイル補修工事実施設計委託業務、限度額は130万円。起債

の方法、利率、償還の方法につきましては、記載のとおりです。

次に、第６条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正です。

職員給与費で319万4,000円を減額し、増額で７億421万3,000円とするものです。

４ページをお開きください。

第７条は他会計からの補助金です。内容につきましては、本表記載のとおりですが、

上から３段目、企業債償還利息補助1,226万8,000円の増。下から４段目、不採算地区病

院運営費補助7,443万3,000円の増が主な増額となっているほか、12月期での係数整理と

なっており、補正後の総額で４億7,843万3,000円とするものです。

５ページ、６ページは補正予算実施計画書、７ページは補正予算キャッシュフロー計

算書、８ページから11ページは給与費明細書、15ページから18ページは予定貸借対照表

と、その注記となっております。内容につきましては、記載のとおりでありますので説

明を省略させていただきます。

以上で、議案第83号 平成30年度厚岸町病院事業会計補正予算(１回目)の説明とさせ

ていただきます。

よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

●議長（佐藤議員） 本８件の審議方法についてお諮りいたします。

本８件の審議については、議長を除く12人の委員をもって構成する平成30年度各会計

補正予算審査特別委員会を設置し、これに付託し、会期中に審査したいと思いますが、

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案の審議については、議長を除く12人の委員をもって構成する平成30年度

各会計補正予算審査特別委員会を設置し、これに付託し、会期中に審査することに決定

いたしました。

本会議を休憩します。

午前11時26分休憩
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午前11時30分再開

●議長（佐藤議員） 本会議を再開いたします。

●議長（佐藤議員） 日程第９、これより一般質問を行います。

質問は、通告順によって行っていただきます。

なお、厚岸町議会会議規則第61条第５項の規定により、一般質問の時間は答弁を含め60

分以内となっております。５分前にはベルを鳴らし合図をいたします。

はじめに、８番、南谷議員の一般質問を行います。

８番、南谷議員。

●南谷議員 第４回定例会に当たり、通告に基づき３点、一般質問を行います。

森林・林業・木材産業の活性化に向けて、４項目質問いたします。

はじめに、課名についてです。

再造林を進め、林業界の活性化には町の役割は重要であります。現在は、環境政策課

の林政係が担当で第３回の定例会で可決され、来年４月１日から施行の行政組織機構改

正後も同じ扱いで、課の名前に「林業」の文言がありません。

国は、森林環境譲与税を導入し、林業への新たな取り組みに踏み出しています。本町

の林業取り組み姿勢として、課名の中に林業にかかわる文言を挿入され、積極的に林業

の取り組みをされるべきではないでしょうか。

２点目です。町有林の平成30年度植栽事業予算が増額となっております。植栽事業は

間伐や更新伐事業等の関係もあると思いますが、将来を見据え、一定の植栽事業ベース

で取り組むべきと考えますが、いかがでしょうか。

３点目です。森林組合や民間事業者の労働力軽減化のため、大型機械導入助成をすべ

きでは。また、林業事業体の人材育成等の支援強化策が必要ではないでしょうか。

４点目です。森林環境譲与税に対しまして、町はどのように対応されるのかお尋ねを

いたします。

次に、幼児教育の無償化についてお尋ねします。

来年の10月から３歳児以上の保育料の無償化を政府は閣議決定しました。厚岸町もこ

れを受け対応されると思いますが、いつからどのように対応されるのかお尋ねします。

また、３歳児未満の保育料はそのままと現状ではなるわけでございますが、白糠町は

既に無償化に踏み切っています。厚岸町も対応すべきと考えますが、いかがでしょうか。

三つ目です。心和園の施設整備について質問いたします。

停電時など、入所者は暗がりに不安を感じ動揺をいたします。今回のブラックアウト

時に、心和園では職員や看護師さん、非番の方々も発生後すぐさま駆けつけ、臨機応変

な対応をされ、改めて心和園の皆様方のこの努力に敬意を表する次第でございます。こ

のとき、施設の発電機は十分機能をせず、コンキリエや消防から借り入れし対応された

と伺っています。大型で安心して活用できる発電機の設置が必要ではないでしょうか。

また、年に一度は発電機の点検をするなど、停電対応訓練をする必要はありませんか。
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次に、ブラックアウト時のたん吸引装置の利用実態はどのようになっているのかお尋

ねをさせていただきます。私は各フロアに１台必要で、電源が不要なコードレスのもの

を配置すべきと考えますが、この配備についてお尋ねし、１回目の質問といたします。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） ８番、南谷議員のご質問にお答えいたします。

１点目の森林・林業・木材産業の活性化に向けてのうち、はじめに「本町の姿勢とし

て課名の中に林業に関する文言を挿入され、林業の取り組みをされるべきでは」につい

てでありますが、さきの第３回定例会において、議案第74号 厚岸町事務分掌条例の制

定についてを提案し、平成31年４月１日付行政組織機構の見直しとして、課の統廃合を

行い、９課１室から10課２室に再編する改正案が可決されました。

改正に当たっては、町民の視点に立った分かりやすく利便性の高い組織機構という視

点がありましたが、環境政策課については、現行どおりとしておりました。条例公布後

も引き続いて研究を進めており、本町にとって林政を環境政策課に位置づけている特色

ある組織は、「林務」という文字を課の名称に用いることによって、より分かりやすい課

名となり、さらに内外にご理解をいただけるものと考え、本定例会に「環境政策課」を

「環境林務課」に改めるための条例案を提出しておりますので、よろしくお願いをいた

します。

次に、「平成30年度植栽事業予算が増額となっています。間伐や更新伐事業等の関係も

あると思いますが、将来を見据え、一定の植栽事業ベースで取り組むべきでは」につい

てでありますが、現在、本町の町有林で植栽可能な未立木地はありません。そのため、

植栽事業は伐期を向えたために木を切った箇所に植栽しております。

本町の町有林において、人工林針葉樹の面積は約1,500ヘクタールあります。持続的可

能な林業経営のために、毎年20から30ヘクタール余りを伐採し、翌年に植栽をしてまい

りたいと考えておりますので、ご理解願います。

次に、「森林組合や民間事業者の労働力軽減化のために大型機械導入助成をすべきでは。

また、林業事業体の人材育成等の支援強化策が必要では」についてでありますが、高性

能林業機械導入の助成については、国や北海道において、補助率が３分の１の補助制度

が設けられております。

また、林業事業体の人材育成等の支援強化策については、一般社団法人北海道造林協

会の北海道森林整備担い手センターにおいて、森林整備や素材生産の担い手の育成と確

保を図るために、就業に必要な森林・林業の基礎的な研修や、林業作業員の能力向上に

必要な技術を習得する研修を行っております。

町としましても、森林組合や民間事業者の意見を聞きながら、今後、町として取り組

むべき支援策があるか検討してまいりたいと考えております。

次に、「森林環境譲与税に対して町はどのように対応されますか」についてであります

が、森林環境譲与税は、パリ協定の枠組みのもとにおける我が国の温室効果ガス排出削

減の目標達成や災害防止を図るための地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年

度税制改正において創設されるものであります。
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来年度から各自治体への譲与が予定されており、譲与基準は10分の５を私有林人工林

面積で、10分の２を林業就業者数で、10分の３を人口で譲与されることとされておりま

す。道の試算では、本町への譲与額は、2019年度から2021年度までは年720万円、2022年

度から2024年度までは年1,080万円とされております。

森林環境譲与税の使途については法令上使途を定め、市町村が行う間伐や人材育成・

担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの森林整備の費用に充てなければならな

いこととされております。また、既存の施策の予算に充当できないとされており、新規

の施策あるいは事業量を確実に増加させる施策に充てることが適切であるとされており

ます。

本町においては、現在、検討段階ではありますが、法令上の使途にのっとり、計画的

・効果的に活用してまいりたいと考えておりますので、ご理解願います。

次に、幼児教育の無償化について、１点目の「来年の10月から３歳児以上の保育料の

無償化を政府は閣議決定しました。厚岸町もこれを受け対応されると思いますが、いつ

からどのように対応されますか」についてでありますが、政府は平成30年６月15日に「経

済財政運営と改革の基本方針2018～少子高齢化の克服による持続的な成長戦略の実現～」

を閣議決定し、その中の力強い経済成長の実現に向けた重点的な取り組みの一つとして

幼児教育の無償化をうたっております。内容としては、３歳から５歳までの全ての子供

及び０歳から２歳までの住民税非課税世帯の子供についての幼稚園、保育所、認定こど

も園の費用を無償化し、それ以外の認可外保育施設についても認可保育所の全国平均額

までを無償化するとしており、実施時期については2019年10月の全面的な実施を目指す

としております。

町が定める保育所や幼稚園の保育料は国が定める額を超えて定めることができないと

されており、10月からの実施に向けた詳細がまだ決まっていないため、今後の国の決定

に従って、しかるべき時期に条例改正等を行い、対応する予定としております。

次に、２点目の「３歳児未満の保育料はそのままとなりますが、白糠町は無償化に踏

み切っています。厚岸町も対応するべきと考えますが、いかがですか」についてであり

ますが、厚岸町では現在、北海道の補助基準に従って３歳未満児の保育料を無償化して

おり、市町村民税が16万9,000円未満の世帯については、子供の年齢に関係なく、第２子

以降の子供の保育料を無償としております。

この要件に該当するのが、今年度は３カ所の保育所で24人おり、３歳未満児全44人の

半数以上となっております。現在対象となっていない児童について無償化を行った場合、

年間で約850万円の保育料に代わる財源が必要となり、これまで出産祝金や保育料助成、

子供の医療費の無償化など各種の子育て支援対策を行っている状況から、現在、当町で

の無償化は難しいと考えております。しかし、国では無償化の範囲を拡大する議論もあ

るため、今後の動向を注視していきたいと考えております。

次に、心和園の施設整備についてのうち、「大型で安心して活用できる発電機の設置が

必要ではないか。また、年に一度は対応訓練する必要があるのではないか」についてで

ありますが、心和園では、停電時には、多床室側とユニット側にそれぞれ設置している

自家発電機が常夜灯の電源となるほか、ユニット側では、非常用のコンセント１カ所の

電源となり、また、持ち運びができる発電機として、デスクライトを点灯できる程度の
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小型のものと、複数の投光器やたん吸引器を同時に使用できる大型のものを各１台配置

しております。

９月６日北海道胆振東部地震に伴い発生した大規模停電での心和園の状況であります

が、自家発電機２台はそれぞれ常夜灯の電源として作動しましたが、小型の発電機は機

械が小さすぎて使用できず、大型の発電機は故障により使用できなかったため、消防庁

舎に災害用として保管している町の発電機１台と、コンキリエに保管している投光器を

２台借り、多床室側に発電機と投光器を各１台、ユニット側に投光器１台を配置し、対

応したとのことであります。

この状況から、心和園と協議を行い、入居者の安全安心な生活を確保するためには、

故障していたものを修理した発電機のほかに、それと同程度の発電機を１台と、明かり

をとる投光器を多床室側とユニット側に各１台、調理室用に１台の合計３台が必要と確

認したので、それらの整備について検討してまいりたいと考えております。

また、発電機の点検については、当然のことでありますので、心和園と協議し、年に

２回行う防災訓練の際に、点検と取り扱いの訓練を行うことといたしました。

次に、「ブラックアウト時のたん吸引装置の利用実態はどのようになっていましたか。

各フロアに１台、発電が不要なコードレスのものを配置するべきと考えますが、いかが

ですか」についてでありますが、心和園には６台のたん吸引器がありますが、いずれも

電源が必要なため、今回の大規模停電時にはユニット側の自家発電機の非常用コンセン

トに１台、多床室側に設置した発電機に１台を接続し、必要に応じ利用者が寝ているベッ

ドごとそこまで移動させ対応したとのことであります。緊急対応として行ったものであ

りますが、入居者に負担をかける状況でありますので、心和園と協議を行い、充電式で

コードレスのたん吸引器を多床室側とユニット側に合計２台必要と確認しましたので、

それらの整備について検討してまいりたいと考えております。

以上でございます。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員の再質問は午後からといたします。

昼食のため、休憩いたします。

再開は午後１時といたします。

午前11時51分休憩

午後１時00分再開

●議長（佐藤議員） 本会議を再開いたします。

午前に引き続き、南谷議員の一般質問から行います。

８番、南谷議員。

●南谷議員 再質問を行います。

林業は本町の産業の一躍を担っております。本町の面積７万3,926ヘクタールのうち、

４万2,557ヘクタール、57.6％が森林面積であります。この森林資源を有効活用し、まち
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の活性化を図っていくべきと考えます。

しかるに、課名に「林」の文字がありませんでした。本定例会で課名が環境林政課と

改正案が上程されております。第３定では、産業振興課が水産林政課となり、水産と農

業が課名となったのに林がなかった。非常にざんきな思いでおりました。私は課名に「林」

の文言を挿入させ、林産業に積極的に取り組まれると、今回の上程で理解をさせていた

だきました。

改めて課名改正に至った町長の所見をお尋ねいたします。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えをさせていただきます。

質問者からご指摘がありましたとおり、森林林業活性化に向けた事業展開を図ってい

くには、今後の新規行政事業にも機動的に対応できる組織が必要であると思っているわ

けであります。それにつきましても、やはり町民の視点に立った分かりやすい課に名称

をすべきであると私は考えたわけでございまして、そういうところで今回は議案として

提案いたしておりますが、環境林務課と改めようとするものであります。

質問者と同様の考えでありますことを、ご理解願いたいと存じます。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 ２点目です。

町有林の造林工事の中で、造林植栽工事は平成30年度当初予算ベース、樹下植栽面積

の50％、約39.9ヘクタールで、人工造林の面積が全体の約……、植栽人工造林事業は予

算上ゼロでございました。先ほどの答弁でもあったのですけれども、植栽はできるよう

な新たな土地は本町には、人工造林場所はなくなってしまっていると、こういう理解を

させていただいたのですが、そのとおりでいいのかどうか。

今後、間伐とか、この新たに切ったところにしか、主たる造林場所というものは、本

町としては現状ではなくなっているよと、そういう状況に来ているということで、今年

度の当初予算も、その新たな造林場所の予算というのはゼロだったと、こういう理解を

させていただいたのです。

それともう１点、毎年20から30ヘクタール余りの伐採をし、翌年度に植栽をしてまい

りたいと考えているという答弁がありました。この20から30ヘクタール余りというのは、

過去の数字から見て、どのような数字なのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） まず、１点目の人工造林の場所について、30年度の予算ベー

スでは、全体面積の中でゼロヘクタールと、植栽箇所がないということで、町長の１回

目のご答弁のほうでも、現在、町有林内におけます植栽可能な未立木地というのは、現

在ないという状況にございます。
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ご質問者おっしゃられましたとおり、間伐や更新伐工事をした後に、改めて翌年度以

降、植栽事業を行っているという、そのとおりの内容でございます。

それともう１点、造林、樹下植栽等の事業のベースでございますけれども、やはり切っ

た場所、切った後に植えていくわけでございますけれども、前の年の間伐、更新伐工事

の状況に応じまして、過去の５年間の例から見ましても、11ヘクタールから20ヘクター

ルの間と。ただし、30年度におきましては、更新伐工事行う面積が林班上大きな土地に

なったという状況でございますけれども、先ほどの答弁にありますとおり、毎年20から30

ヘクタール、町有林としての人工林については1,500ヘクタール程度ございますので、そ

れを樹齢伐期60年として考えますと、大体20から30ヘクタールずつ行っていきたいといっ

た状況にございます。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 やはり林業の予算、この３年間ぐらい総体事業としては全部間伐も含めて増

えてはいるのですよ。ですけれども、やはり将来のことを考えると、僕は新たな植樹と

いうものを一定ベースでしていかないと、将来になって厚岸町の林業というのはないの

ではないのかなと、かような思いで、今回このようなご質問をさせていただきました。

将来につながる林業をきちんとやっていくためには、新たな場所は町有林としてはな

いのでしょうけれども、しっかりある程度、厚岸町の立地条件、単純に平米でいっても

植栽可能なところ、そうでないところもたくさんあると思います。そういうものもある

ので、一概にも右肩上がりとは望めないとは思うのですけれども、少なくてもある程度、

この事業に向けて、しっかり取り組んでいただきたいと思いますがいかがですか。

●議長（佐藤議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） １回目の答弁とも重なる部分がございますけれども、森林

につきましては、一つの小班の面積が大小ございます。一定面積での間伐や更新伐工事

とならない状況にあるわけでございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、毎年20

ヘクタールから30ヘクタールを伐採し、山林で５年ごとの齢級をできるだけ平準化する

ことを目指しながら、今後ともこの植栽事業を計画しまして、持続可能な経営、環境割

を含めた中での事業執行を今後ともしてまいりたいと考えておりますので、ご理解願い

ます。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 ３点目にまいります。

森林組合や民間事業者の大型機械の導入についてでございます。

昔ながらの人力では、造林事業に魅力を、若い働く方々は持てないと思うのです。本

町の山林地形から超大型機械の導入というのは、なかなか適さないのではないかと考え

ます。ですから、伐採を主体とした機器、フェラバンチャーというのですか、根本から
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切り倒す機械など、それから木材運搬用のフォアダーなど、運搬のダンプみたいなもの

を大型化するなど本町に合った機器の導入、森林組合が中心となったり各事業者との連

携によって、町としてもいろいろな支援策、町がアドバイスをして、こういう機械の導

入に向けても、やはり手を差し伸ばしていくというかな、町がやるというわけにはいか

ないと思うのです。

今、私は、どれがとは言いませんけれども、将来に向けて、厚岸町の林業の発展のた

めには、そういうことにもしっかりと担当として取り組んでいくべきだと思いますが、

いかがでしょうか。

さらには、人材の育成でございますが、この先ほどの答弁にもありました。いろいろ

な機関があるでしょう。ですけれども、担当課としてもっとよい、若者が従事していか

なければ、林業の将来というのは厳しいものになるだろうと。先ほど答弁にもありまし

た、譲与税の中にも就業者人口割で出てくると。そうなると、若い人たちや林業従事者

が減っていくと、当然譲与される交付額も下がってくる。そういうことではまずいと思

うのです。

そういう意味でも、やはりこの林産業に魅力を感じて、従事者が少しでも増えていく、

そういう施策をとっていくべきだと思いますが、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） まずもって、大型機械、高性能林業機械等については、や

はり今後さらに高齢化等が進んだ中では、一定程度の、やはり機械制御、伐倒、枝払い、

玉切り、集積、集材等の産業工程を一括複数をできるような、そういった高性能機械と

言われるような機械の導入ということも、将来的には考えていかなければならないとい

うことだと思います。

ただし、やはりそれぞれの現場においては、樹ごしらえ、下刈り等については、やは

り人的部分でなければできないといったこともございます。しっかりと、まずは森林組

合や民間事業者の皆様のご意見を聞きながら、北海道などの関係機関と連携し、必要な

支援策などについての取り組みについて、しっかりと検討してまいりたいと考えており

ますし、やはり人手がいない。現在、大体林業従事者というのは国勢調査の中では44名

といった中で、横推移という状況にはございますけれども、やはり魅力を持っていただ

きながら、若い方々が林業に携わっていただくといった施策も今後ますます重要だと認

識しております。

ご質問者おっしゃるとおり、魅力のある林業に向けて、関係機関と協議をしながら、

そういった施策も改めて積極的に取り組んでいく必要があると認識しておりますので、

ご理解を願います。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 ４点目です。

森林環境譲与税についてお尋ねをさせていただきます。
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交付のことを譲与と言うのですね、今回初めて答弁で分かったのですけれども。来年

度から始まる、10月くらいということで答弁がありました。３年間はおよそ720万円くら

い、それから４年目以降３年間は1,080万円くらいという答弁がございました。これを受

けまして、先ほど国の方針が決まってからということで検討をしていくという答弁であっ

たのですけれども、慎重な検討が必要だと思います。

何をするのかは別にして、来年度に向けて担当課として、今後の取り組み、スケジュー

ルはどのようになっているのかお尋ねをさせていただきます。

●議長（佐藤議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 森林環境税の課としての取り組みを含めたスケジュールに

ついてのご質問でございます。

現在、答弁にございますとおり、新年度予算にあわせた中で、この環境譲与税の事業

使途を検討しているところでありますが、国からは来年４月からスタートします森林経

営管理制度への活用のほか、公共建築物の木造化・木質化、子育て支援施設等における

木製遊具等の整備、さらには木質バイオマス、普及啓発としましては木工体験、さらに

は先ほど質問者いただきましたとおり人材育成などといった事例が示されておりますが、

当初720万円といった中での限られた財源でありますので、十分に計画を立てながら、さ

らには効果的な活用をしてまいりたいと考えておりますので、今後の予算の策定に当た

りまして、十分な検討をさらに進めていきたいと考えております。

なお、この森林環境税については、法令で定められた使途どおりに確実に執行すると

ともに、その実績を分かりやすく公表できるようにするために、市町村におきまして基

金を設置し、事業執行と財源の管理を行うこととされております。来年から年２回、９

月と３月に分けて譲与されるところでございますけれども、来年の第１回定例会におき

まして、この基金条例を提案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。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 早急にその使途を決めなければならない。国の基準がまだはっきり見えない

中で、大変な作業をしていかなければならない。

その使途でございますが、本町の林産業にとって有意義な活用が求められている。そ

して、計画的な取り組みの構築が私は必要だと思うのです。単発で来たからその分、そ

の分と、毎年度ということにはならないと思うのです。やはり長期的な視点に立った、

その計画的な、こういうふうに何カ年、長期のものを含めて、こういう方向に向かって

いくよというものも、これらの使途について、構築していかなければならない。大変な

作業がこれから短い間でしていかなければならない。

さらには、国民が負担し、町民も負担している。できるだけ将来多くの町民に納得、

理解ができる取り組みをしていかなければならないと考えます。そういう意味ではしっ

かり取り組んでいただきたいと思いますが、いかがですか。
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●議長（佐藤議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 森林環境税の譲与使途について、しっかりと取り組みをと

いうことでのご質問でございます。

本町の林業等の活性化に向けまして、議員ご質問のとおり、今後長期、中期に立った

中での計画的かつ効果的な取り組みを構築していくことが、まず重要と考えております。

それとともに、町民の皆様はもとより納税者の皆様に、この使途がご理解いただけるよ

うに、しっかりと取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしく

お願いします。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 幼児教育の無償化についてお尋ねをいたします。

３歳児以上は、国の基準に従い実施されるということで答弁がありました。およそ10

月ころという、さっき答弁だったと思うのですが、それで間違いないでしょうか。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 今聞いている状況では、消費税の増税に合わせてというこ

とで10月と聞いておりますので、ただ、詳細はまだ出てきていないという状況でござい

ます。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 次に、3歳児未満、ゼロから２歳児までの保育料の無償化でございます。現在

は、答弁では考えていないと、こういう答弁でございましたが、非常に答弁はさすがだ

なと、感心をいたしました。一番最後に、今後の国の決定に従って、しかるべき時期に

条例改正等を行い対応する予定となっておりますと。３歳児未満についても、さすがだ

なと思いました。今後、その無償化について、先ほどの答弁では動きを注視しながら考

えていきたいと。駄目だとは言っているのですけれども、将来、国の動向に合わせてと

いうことなので、全く駄目だよとは言い切ってはいないのですよね。どういうふうに理

解したらいいのですか。

現状では当面やらないよと、こういう理解だと思うのですけれども。私は何と言うの

ですか、先ほど答弁もあったのですけれども、対象人数は44人、そのうち24人が道の対

象基準で無償化となっております。そうすると、第１子のあと20人くらい、この方たち、

私が試算をさせていただいたのですけれども、お宅方のほうからもらった以前の書類の

中に、年間の町民税が16万9,000円以上の所得のある方たち、そういう方々が年間20人分

いると。この20人の方に対して、もしこれを無償化すると、町の持ち出しは年間で860万

円くらいという答弁がありました。
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ですけれども、44人いるうち、半分以上が無償化なのです、実質。残り20人。20人の

方々はそれぞれ汗水流して働き、納税をされている方々でございます。この人たちが税

の公平性という立場から、ほかのものと比較してもやむを得ないという考え方もあると

思うのですけれども、私は反対に、せっかく汗水流して働いて町税を納めている方々が、

むしろ無償化にならないのは非常に残念だなと。子育て支援の考え、立場に立って、観

点から、ぜひ無償化にすべきと考えますがいかがでしょう。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） ３歳以上の部分と３歳未満の部分とで分けておりまして、

しかるべきに条例でと考えておりますのは、３歳以上の部分。今、国が進めようと、来

年10月から無償化をしようとしている３歳以上の部分については、そのタイミングを見

て条例改正等を行って対応したいと考えております。

それから、３歳未満の部分につきましては、市町村民税16万9,000円未満の世帯で多子

世帯、要は２人以上の子供さんがいる部分については、北海道の制度でもって無償化と

いうことが今、実際にされております。それが44人中24人の方を、その制度でもって無

償にしているという状況になっております。

それで、第１子の子供さんについては、その対象にはなっておりません。それと16万

9,000円以上の町民税の係る子供の分も、その第１子の分については対象になっていない

ということで、これについては850万円という金額が今の子供さんの状況で算定をして、

そういうふうになりますけれども、子育て支援という部分では出産祝金ですとかも大き

く今年拡大をさせていただいております。それから、保育料の助成ということも、これ

も第１子からやっていると。今年は子供の医療費の無料化というものも始めているとい

う状況では、そういった子育て支援の部分をやっているというようなこともございます

ので。

何より、湖北側の保育所の整備、それから厚岸保育所の移転整備ということも控えて

いるという状況の中では、今の段階では国の制度を超えての無償化は難しいと考えてい

るという状況でございます。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 大変失礼しました。ちょっと頭がごちゃごちゃになって。

ただいまの答弁のとおり、ゼロから２歳児まで、これについては国では無償化の範囲

を拡大する議論もあるため、今後の動向を注視していきたいという答弁だった。そうす

ると、今は町はやらないけれども、国の動向がそういう動きがあるから、それに合わせ

ると。国が動けばということで、今の答弁だったと思うのです。

確かに保育所等そういう施設に重視しています。ですから、なかなか厳しい財政だと

思うのですけれども、ぜひ国は国の動き、厚岸町として850万円は大事かもしれないので

すけれども、何とか厚岸町として子育て支援の立場から断腸の思いで一歩踏み出してい

ただきたいなと思いますが、いかがですか。
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●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からお答えさせていただきます。

担当課長からご答弁がありましたとおり、子育て支援策は厚岸町にとりましても最重

点施策として行っているつもりであります。例として、白糠の例を挙げたようでありま

すが、実は中身を白糠町に聞きましたところ、ふるさと納税が思いがけない多額な寄附

があったという中での、ふるさと納税を使っての無料化というようなことでございます。

しからば、厚岸はどうかと言いますと、子育て支援は本当に重点的に行っている中で、

これからさらに子育て支援に対する考え方、いろいろ今考えています。負担分を少なく

するという点とか、または場合によっては無料化をしなければならないとか、いろいろ

な子育て対策を今講じようと しておるところでございます。

そういう中で、２歳未満のことについては、先ほどお話しありましたけれども、国の

動向もあるわけでございますので、これを見ながら、厚岸町としても考えていかなけれ

ばならないだろうと、そういうふうに考えておりますので、この点についてはご理解を

いただきたいと思っております。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 次にまいります。

今回のブラックアウト時の発電機の設置、発電時の対応訓練でございますが、しっか

り取り組んでいただきたいと思います。まちの中で、いろいろとうわさが錯綜しており

ました。たん吸引器がなくて亡くなった方もなんていう、私の耳に届いたときにはそう

いう話もあって、心和園のほうに確認に行ってまいりました。

ですけれども、逆にこのときの心和園の職員の対応、非常にむしろ感謝するくらいの

努力をされておった。デイサービスのほうなんかも停電の中で開所したと。そういう努

力もされている。それぞれが責任を持って頑張っておられた。そういう意味では、逆に

むしろ褒めてやってもいいのかなと。そういう理解をしておるのですが、やはりそうい

う自らが努力をすることで可能なものと不可能なものがございます。そういう意味では、

やはり機器の整備、これらについてはしっかり早目に取り組んでいただきたいと思いま

す。

それから、たん吸引器のコードレスの配置でございます。２台で本当に足りるのでしょ

うか。やはりこういう事故とかそういうのというのは、本当に悪い方は、私は町立病院

のほうにいると思うのです。ですけれども、高齢の方々は、普段はいないからと言って

も、急に暗い中で物を食べたら詰まるとか、それは予測のできないことだと思うのです。

そういう意味では、本当に２台で足りるのかな。もう１台あればいいのかなと疑念に思

いました。

いずれにしても、それぞれ早期に対応していただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。
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●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 発電機につきましては、自家発電の部分と併用してという

ことでやったようですけれども、実際には動かなかったというようなところで、借りて

対応ができたということですけれども、これはやはりきちんとした整備をする必要があ

ると考えております。

それから、たん吸引器につきましても、現在６台あってというところですけれども、

入居者の状況によって、必要、必要でない、それから定期的に必要な部分と、そうでな

いような状況の方もいらっしゃるというような中で、心和園との協議の中では２台あれ

ば何とかうまく回せるのではないかということで協議をさせていただきましたので、発

電機の１台、それから投光器を３台、それとコードレスのたん吸引器を２台ということ

で、何とかできるだけ早く整備ができるように協議を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。

●議長（佐藤議員） よろしいですか。

以上で、南谷議員の一般質問を終わります。

次に、12番佐々木亮子議員の一般質問を行います。

12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 私は、本定例会におきまして、さきの質問通告に基づいて２件の質問

を行います。

１件目は避難所の管理及び運営について。

１、食物アレルギーを持つ人への対応食をどのように考えているのか。

２、乳幼児、妊産婦への支援はどのようになっているのか。また、これらの人への必

要品の備蓄状況はどのようになっているのか。

３、要配慮者への一次避難所及び避難場所から福祉避難所への移動はどのように行わ

れるのか。

２件目として福祉避難所についてです。

１、福祉避難所ガイドラインの作成はできているのか。

２、現在５カ所設置されているが、要配慮者全ての収容は確保されているのか。

３、福祉避難所備蓄品、器材及び人員配置の体制はどのようになっているのか。

４、福祉避難所の周知と関係機関との連携はどのようにされるのか。

５、先日のブラックアウトなどの場合で、要配慮者が不安なときに福祉避難所の開設

はできないのか。

以上、質問をして、１回目の質問といたします。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） 12番、佐々木議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の避難所の管理及び運営についてのうち、はじめに「食物アレルギーを持つ人
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への対応食をどのように考えているのか」についてでありますが、避難所においては良

好な生活環境を確保し、被災者の避難生活に対するきめ細やかな支援を実施することが

求められておりますので、食料につきましては、これまでに備蓄していた缶詰パンを国

の取り組み指針を参考として、食物アレルギーの避難者が食料や食事を安心して食べる

ことができるよう、今年度から順次アレルギー対応のアルファ米に切りかえることとし

ており、今年度は37箱1,850食を購入し、味覚ターミナルと森林センターに備蓄すること

ができました。次年度も37箱を追加備蓄する考えであります。

次に、「乳幼児、妊婦への支援はどのようになっているのか。また、これらの人への必

要品の備蓄状況はどのようになっているのか」についてでありますが、発災時、要配慮

者に対しては、避難所内での要配慮者用スペースを確保し、必要な育児・介護・医療用

品の調達支援を行ってまいります。

乳幼児及び妊婦への必要品として備蓄している状況につきましては、乳幼児調整粉乳

626缶、哺乳瓶101瓶、小児用おむつ2,628枚、お尻拭き31パック及び生理用品44袋となっ

ております。

次に、「要配慮者の一次避難所及び避難場所からの福祉避難所への移動はどのように行

われるのか」についてでありますが、要配慮者の避難につきましては、自主防災組織ま

たは自治会との連携体制の構築方法について模索しており、自主的な避難をお願いして

いるところですが、一般の避難所から福祉避難所へは、心身の状況により移動手段は異

なるものと考えておりますが、一般的には福祉車両、救急車両、一般車両等を使用する

こととなります。

続いて、２点目の福祉避難所についてのうち、「福祉避難所ガイドラインの作成はでき

ているのか」についてでありますが、当町独自の福祉避難所ガイドラインは作成してお

りません。しかし、内閣府が平成28年４月に作成した「福祉避難所の確保・運営ガイド

ライン」が、地方公共団体の福祉避難所の確保・運営に関する部局が活用することを想

定して作成されておりますので、これを活用することとしております。

次に、「現在５カ所設置されているが、要配慮者全ての収容は確保されているのか」に

ついてでありますが、当町の福祉避難所の指定については、本年３月22日の地域防災計

画の改定において、計画登載しており、特別養護老人ホーム心和園とデイサービスセン

ターは厚岸町社会福祉協議会と、太田活性化施設らくとぴあは太田自治会との間で、災

害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定を結び、さらに町立病院と保健福

祉総合センターを加え、合計５カ所の福祉避難所を指定しております。

福祉避難所の対象者として想定される要配慮者については、「高齢者、障害者、乳幼児

その他の特に配慮を要する者」とされ、「その他の特に配慮を要する者」として、「妊産

婦、傷病者、内部障害者、難病患者等」が想定されており、多くの人数となることが見

込まれ、５カ所の福祉避難所で全ての要配慮者を収容することは難しいと考えておりま

す。

現状では要配慮者の特定、現状把握もできていない状況にありますので、福祉避難所

での受入体制の整備については、今後の重要な課題として取り組みを進めてまいりたい

と考えております。

次に、「福祉避難所備蓄品、器材及び専門的な人員配置の体制はどのようになっている
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のか」についてでありますが、福祉避難所に指定している５カ所については、それぞれ

がもっている機能が違い、機材も人員も違うことから、要配慮者の状況に応じたすみ分

けを検討する必要がありますが、現状ではその体制はできておりませんので、今後、関

係する機関とも協議を行い、受入体制整備を進めてまいりたいと考えております。

「福祉避難所の周知と関係機関との連携はどのようにされるのか」についてでありま

すが、地域防災計画への位置づけにより周知を行っておりますが、実際に受け入れる体

制の整備ができておりませんので、積極的な周知及び関係機関との連携には至っておら

ず、今後の受入体制整備の中で取り組みを進めてまいりたいと考えております。

次に、「先日のブラックアウトなどの場合で、要配慮者が不安なときに福祉避難所の開

設はできないのか」についてでありますが、福祉避難所の指定は行いましたが、通常の

避難所とは違い、要配慮者の状況を把握し、どの福祉避難所にどのような要配慮者を受

け入れ、また、そのためにどのような準備をするかなど、全体の把握調整ができていな

い状況では、開設することは適当ではないと考えております。

以上でございます。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 それでは、まず１件目のほうから質問をしていきます。

食物アレルギーの方が増えていて、先日の胆振東部地震、それから東日本大震災、そ

ういったところでも、やはり食物アレルギーを持つ人への避難所での対応ということに

ついて、今やはり問題視されているというのですか、課題とかが浮き出てきているとい

うことで、報道なども多くされています。

当町ではお米ですか、これを備蓄するということですけれども、さまざまなアレルギー

があって、今、避難所で多く問題になっている点が、やはり避難所で食べるときにアレ

ルギーの方だけ特別なものを食べているだとか、そういったことが多く言われているの

ですけれども、まず、アレルギーを持つ人、これ避難所での把握というのでしょうか、

やはり把握をしなくてはいけないと思うのですが、どのような方法で把握をされるので

しょうか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） あらかじめ町民の方々が、どの避難所を利用するかというのは、

私ども事前に承知することはできていない状況であります。日中もあれば、夜中の避難

所もありますから、その人がいるときの状況によって避難場所が変わるということを承

知しております。

したがって、避難所に来られた方、これやはり自己申告をしていただくことになろう

かと思います。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。
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●佐々木亮子議員 自己申告と言っても、なかなか自己申告できない状況にあったりとか

ということもあると思って、さまざまな自治体でいろいろな工夫、例えばアンケート用

紙みたなものを入所のときに、避難所に来たときに配って、それに記入してもらうです

とか、アレルギーの方の何か特別な印みたいなものをつけていただくですとか、そういっ

たふうに工夫をされているのですけれども、自己申告と言ってもなかなか難しいのかな

と思うのですけれども、どのような形で、この子はアレルギーを持っていますよとか、

私このアレルギーを持っていますよというような形になるのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） 私ども、今これから備蓄していこうとするものについては、具

体的には特定原材料にエビとか、カニとか、そばとかが入っていないかどうかと。それ

から大豆だとか鶏肉、豚肉だとか、松茸が入っていないかどうかということが、あらか

じめ総務省のほうから資料を提供されたものがございます。いずれの材料を使っている

かというものが表示されているもの、これが分かる、今回はアルファ米ですけれども、

食物アレルギーに対応する食料を調達しております。

今後もそのような考えでありますけれども、これに当てはまらない食物アレルギーと

いうのは、果たしてこのアルファ米で提供するかどうか、そこまで私どもまだ研究して

おりませんけれども、まずはやはり何のアレルギーなのか、やはりそこまで聞く、ある

いは書いてもらうと、いずれかの行為はやはり必要かなと。そのために例えば事前に、

防災ですから、あらかじめ家庭の中でそれをどこかに書いていこうだとか。それは当然、

私どもＰＲしていきますけれども、それだけではやはり十分にはならないと思っていま

す。ですから現場に来て、実際にアナウンスして、個々に聞くとか、書いてもらう、そ

ういう環境づくりがやはり大切なのかなと考えてございます。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 それで、当然普段からアレルギーをお持ちの方というのは、多分何ら

かの備蓄ということもされているのかなとは思うのですけれども、やはり一般の方たち

も非常用持ち出しということで、一般的な缶詰ですとか水ですとか、そういったものを

用意している方が今増えています。やはり、こういった何らかのアレルギーを持ってい

る人、持っている家族の人、そういう人たちがやはり備蓄ということも大切ですよとい

うような啓発というのでしょうかね、そういったことも必要になるのではないかなと思

うのですけれども。例えば子供ですと、子供がアレルギーを持っていたら、健診のとき

に一緒にそういった啓発をするですとか、そういったことも必要ではないかと思うので

すが、そのアレルギーを持っている方に対しての、そういった啓発というのは何かされ

ているのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。
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●総務課長（松見課長） これまでの防災情報の提供の中でも、大々的にではないですけ

れども、やはりそこら辺は重要なポイントですのでＰＲさせていただいております。

ただ、アレルギーというのは自分でやはり判断するものではなくて、やはりドクター

にきちんと診療してもらって、我が家の家庭にはこういったアレルギーの人がいるとい

うのは、そのご家庭で承知していることだと思います。そういった中では、私としては

やはりご家族の中で、まず十分な備蓄をしていただきたいなと。この辺のＰＲは引き続

き行っていただきますけれども、その上で、長期間ということもあり得ますので、避難

所に来たからといって避難所の食料を食べなさいということではありませんので、そこ

ら辺はうまくやっていかなければならないなと考えてございます。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 あともう１点なのですけれども、アレルギーに関して。なかなか避難

所の中で、やはりアレルギーに対する理解というのですか、そういうのが得られない場

合も多いということも聞いています。先ほども言いましたけれども、自分たちだけやは

り避難所で違うものを食べているですとか、やはりアレルギーを持っている人が、自分

たちの食料をほかの不足している人が欲しがって、分け与えて、結局自分たちが食べる

量がなくなったですとか、本当に隅っこのほうでこそこそ食べているというようなこと

で、今こういったことも課題ということで上げられているのですけれども。

やはり一般的に、その家族だけではなくて、やはり普段から一般的な方、アレルギー

を持っていない方に対しても、やはりこういうアレルギーを持っている人がいるのだよ

と、そのためのアレルギーの食料があるのだよということを、やはり一般的にももっと

知らせていく必要があると思うのです。例えば防災訓練ですとか、そういうところで例

えばアレルギー、こういった食がありますよというような周知というのでしょうか、そ

ういったことというのはできないのでしょうか。一般の方がもっとアレルギーを持って

いる方に対して認めてあげられるというのでしょうか、そういった対応というのは何か

されているのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） 現状では、そこまでの配慮をした取り組みはしていないという

状況でございます。避難された方の、やはり心休まるときはやはり食事のときかなと考

えますと、自分で、かねてからの努力で備蓄したものを避難所に持ち込んで食べるのは、

私は結構なことだと思います。

そういった中でアレルギーに対する理解については、即座にはなかなか難しい問題に

なりますので、そういった状況があれば、ここで福祉避難所が登場するのかなと、その

ように考えてございます。

できる限り、そういったアレルギーのない人への理解をお願いするも大切でございま

すけれども、いち早く、そのアレルギーの方がどうやって安心して過ごせるのか、そこ

もまた重要だと思いますので、その辺も連携して考えながら対応していくことになるか
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なと思っております。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 アレルギーと言いましても、やはり本当にひどいときにはアナフィラ

キシーショックとか命にかかわる、そういったショック状態なんかも引き起こすという

こともあるので、十分気をつけていただきたいと思うのですけれども。

また、今言われているのが、例えば支援物資でアレルギー対応食などが送られてくる

と。その場合に、やはりほかの一般的な物資と混ざってしまって、やはりそれがアレル

ギー食としての配分というのでしょうか、必要な人のところに届かないというような問

題も指摘されているのですけれども。それは被災が起こったときになるのですけれども、

そういった受入体制というのでしょうか、そういうものも今のうちに、きちんとどうす

るのだということを整えておくということも必要だと思うのですけれども、それに対し

ては何か考えていらっしゃいますか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） 具体的に関係機関とそのことに対して、膝を交えて協議しては

いないという状況かなと、現実のところ、残念ながらそのよう状況でございます。

支援物資に関しては、災害ボランティアセンターが受け付けたり、災害対策本部で統

一できない状況も想定されますので、これは１カ所だけで、それに対して注意を払って

も混乱は免れない状況が想定されます。ですから、ここら辺は防災会議というのが厚岸

町でありますけれども、こういったことも当然考えていく機関でございますので、いざ

有事のときには各関係機関が役割分担とか行うわけであります。

そういった中では、また独自に炊き出しというのも行われる可能性がありますので、

そういったことは現実的にすみ分けというのは、私は難しいのかなと。研究しなくては

ならないかなと。具体的にこうすべきだということは残念ながら、私自身そういう知識

持っておりませんので、ここら辺は研究するということのお答えにしかならないかなと

思いますが、ご理解いただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 平常からきちんと整備をしておかないと、いざというときに本当に混

乱をする可能性というのが大きいのかなと思いますので、今問題になっている食物アレ

ルギーを持っている、そういう人への対応をどうするのかということも含めて、これか

らさらに検討を進めていっていただきたいと思います。

次、２点目ですけれども、乳幼児、妊産婦への支援。これブースを設けると。これど

ういうふうに、同じ部屋で区分をするという考え方なのでしょうか。どのように区分け

というのでしょうか、区分をされるのでしょうか。
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●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） イメージを持っているのは、学校の体育館、広い、そういう居

住スペースが避難生活を送るのが一般的にテレビで見られますけれども、人はもちろん、

パーテーションとかで区画しているのが見られますね。その中ではない、具体的には外

側、同じ体育館の人のいる場所と動物のいる場所を分けるというイメージでございます。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 それで必要となる品物なども、徐々に備えられていると思います。こ

ういった必要とされるものというのは、これからもそろえていっていただきたいなと思

います。

それで次、３点目。移動をどう行われるのかということですけれども、これははっき

りしていないようですけれども、例えばさまざまなところに、さまざまな対象となる方

がいらっしゃる。そういう方たちをどうやって把握をして、それで例えばどこにどうい

う人たちを移動させるというようなことは、どのように考えているのでしょうか。さま

ざまないろいろな対象の方がいらっしゃるということで、その振り分けというのでしょ

うか、まだはっきりしていないということも書いていますけれども、現在どのように考

えているのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） ちょっと質問の趣旨とちょっと違うお答えになるかもしれませ

んけれども、災害対策基本法では、あらかじめ避難行動要支援者といいますか、そうい

う人の台帳を整備していくということが書かれております。こういった方は、一人で逃

げられない方だとか、そういった方々が中心になってくるのですけれども、それ以外の

妊産婦であるだとか、それこそ先ほどのアレルギーだとか、さまざまな方が要支援者と

いう形で、避難所では共同生活といいますか、それはよろしくないだろうという状況に

あって、それらの方が、ではどう把握して、どう移動するのかということでのお答えを

したいと思いますけれども、避難所には厚岸町の職員がそれぞれ分散して駆けつけます。

これらを毎年訓練しているのですけれども、有事の際にも同じように駆けつけて避難所

運営といいますか、そういったことに携わります。

その中で、今ご質問があってお答えしているような状況の仕事をするわけでございま

すけれども、なかなかいつも事務やっている方がアレルギーとは何だろうと、当然なり

ますので、そういうようにならないような準備をして、避難所で実際に運営してもらう

と。そこでどういった方々が何人いらっしゃると、こういったことになります。

ですから、したがって具体的にそこでどういった方がいるかというのは、あらかじめ

分かりませんので、現場に到着してから判断すべきもので。ただ、想定される要支援者

というものは乳幼児、妊産婦、高齢者、障害者とかアレルギーだとか、そういった対象

とすべき人たちの区分というのですか、乳幼児がいないかだとか、妊産婦がいないだと
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か、こういう発見に努める作業が必要になるかなと思います。

その上で妊産婦がすごい窮屈で暑くて、あるいは寒くて、当然一般の方々と一緒に生

活するには適さないような場合、それらの方が複数の避難所にいることが想定されます。

そういった方たちを福祉避難所であるだとか、特定の別の空いている避難所に移動して

もらうだとか、こういったことは町としてやらなくてはならないという状況になると考

えております。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 いつ起こるか分からないというのが災害ですので、今のうちからでき

るだけの対応を、しっかり整えておいていただきたいなと申し添えて、次２件目のほう

に行きます。

福祉避難所ですけれども、ガイドラインみたいなものを当町では作成していない。内

閣府のガイドラインに沿ってということなのですけれども、やはり内閣府が作成するも

のと、当町独自で何かやらなければいけないというのですか、そういったものというの

はないのでしょうか。本当に作らなくても、全てそれが当町というところに対して当て

はまるものなのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） ガイドラインということで、このガイドラインはいろいろ

な平時、あるいは災害時を想定して準備をしていくこと、それから実際に対応するよう

なことなんかを整理して、そしてガイドラインとしてなっております。当然、それは全

体的なことを書いておりますので、私ども、こういうことを考える上では当然参考にな

るものですし、参考にすべきものだと思っておりますので、まず、これを活用すること

と考えております。

ただ、現状では、その福祉避難所を指定はしたのですけれども、実際にそこの内容と

いうのは、先ほどの町長の答弁にもあったと思いますけれども、整備がされておりませ

んので、そういう部分では、それらとあわせて、そういうものも検討していかなければ

ならないのではないかなと考えております。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 それで現在５カ所指定されているのですけれども、対象者全員を収容

するというのはなかなか困難なことなのだろうなと思うのですけれども。収容しきれな

い方、今収容しきれないということですけれども、今足りない分に対してはどのように

していくのでしょうか。これから増やしていくのかどうなのか。

それともう１点。全て湖北地区にこの福祉避難所が設置されるのですね。湖南地区に

は福祉避難所が指定されていないですけれども、そういった対応というのはどうなるの

でしょうか。
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●議長（佐藤議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 先ほどから、避難所から今度は福祉避難所ということでのご質

問でありますけども、まず身の安全の確保を最優先にということが避難の場合は最優先

されると思います。福祉避難所については、必要に応じて開設、二次的避難場所という

位置づけになりますので、まずは一次の避難場所、通常の避難所に避難をしていただく

と、これが命の最優先ということになるかと思います。

当然、この５カ所、指定はあらかじめしておりますけども、当然これに足りるだけの

スペースはありませんので、その場合については、一般の避難所に福祉避難室であると

か、福祉避難スペースというものを設ける以外にはないだろうということで、町として

は考えております。

ただ、先ほどからお話になっております福祉避難所の運営マニュアルですけれども、

これもまだガイドラインに沿った中で、今後、避難所運営マニュアルの中で、福祉避難

所のマニュアルについても作成をしていきたいということであります。

ですから、まだ今の段階としては、そのガイドラインの基準に従った形で、足りない

場合については一般の避難所の中に、そういったスペース、部屋を設けるしかないのか

なと思っております。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 湖南地区にはないということも質問したのですけれども、湖南地区へ

の設置ということについては、何か考えていることはないでしょうか。湖南地区には、

今現在でこういう設置はされる見込みというのですか、必要はないとお考えなのでしょ

うか。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 湖南地区にも当然必要だとは考えておりましたけれども、

なかなか町が直接関係して協議を整えやすい部分というのを先行しておりますので、今

後必要な部分については検討していかなければならないと考えております。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 全てにおいて福祉避難所については、今後検討をということに位置づ

けられているのかなと思います。

ただ、やはり福祉避難所ですから、やはりいろいろな対応をしなければいけない方が

来るということで、やはり必要な備品ですとか、当然機材ですとか、あるいは人材です

とか、そういったものは確保されなければいけないと思うのですけれども、これも具体

的にはこれからということになるのでしょうか。
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●議長（佐藤議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 残念ながら、これからということになります。

確かに、先ほどのご質問ですけれども、もともと湖南地区に、もし津波を想定した場

合であれば、仮に津波を想定したとすれば避難所自体が少ない。恐らくネイパルが一番

人を収容できる施設だと思いますけれども、これも厚岸町の施設ではないということも

ありますし、また、ここに相当数の人が避難をせざるを得ない状況になるだろうという

ことを考えると、なかなか福祉避難所の指定というのは難しいのかなと。

ただし、二次避難施設ということからすれば、もし津波を想定した場合に、一時的に

潮が引いたとして施設が、厚岸中学校であれば３階、４階のスペースが、まだ状態がよ

ければ、そちらのほうに福祉避難所のスペースを設けるですとか、あとは厚岸小学校も

そのような状態が保ってあれば、そういうようなこともできるだろうと。

また、そういったことを想定すると、いろいろな必要な機材等々についても、今後の

検討課題になるであろうと考えております。これは湖南地区に限らず、湖北地区の福祉

避難所における機材等の備蓄も考えていかなければならないと思います。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 全てこれから検討ということだろうなと思うのですけれども、福祉避

難所が厚岸にありますよということは、やはり広く住民に周知をしておく必要があるの

かなと思うのです。検討は、具体的なことはこれからということですけれども、福祉避

難所があるということを住民に知らせることが必要だと思うのですけれども、なかなか

福祉避難所といっても一般的にはなじみがなくて、知らない人も多いという中で、これ

についてはどのように周知されていくのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 町長の１回目の答弁にもありましたとおり、その福祉避難所を

周知した場合に、先ほど申し上げたとおり二次的な避難場所ということを考えると、一

時的にそこにすぐに避難をされた場合には、本来そこに収容しなければならない要配慮

者の方々のスペースがなくなってしまう場合もございますので、慎重な周知が必要かな

と思っておりますけれども、そういった目的で福祉避難所が設けられるのだということ

もあわせて、周知しなければならないと考えております。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 先日の胆振東部地震でも福祉避難所を周知していなかったということ

で問題になったというか、報道されたということもあるので、確かに慎重になることは

必要ですけれども、こういうときのためのという、今、副町長がおっしゃったようなこ
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とはぜひ何らかの機会、形で周知をしていただきたいなと思います。

ブラックアウトのときのようなときも、例えば標茶などでは、この間、福祉避難所１

カ所を開設をして数名の方がそこに避難をしたということも聞いていますけれども、こ

れもまだ受入体制ができていないということなのですけれども。考え方として、例えば

大地震ですとか、そういった大災害でなくても必要だと認められたときには、こういっ

た福祉避難所を開設することというのは、考えられるのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） その状況に応じて福祉避難所の開設も必要だろうと考えており

ます。ただ、そういった判断基準等々もこれからの整備ということでございますので、

大変申しわけございませんけれども、いずれにしても基本改革にもありましたとおり、

来年度、防災対策の課を一つ設けますので、そちらのほうでこれまでの課題を整理した

中で、時間はかかるかもわかりませんけれども、早急にということは当然考えながら、

そちらのほうで今後のこういった課題について解決をしていきたいと考えています。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 全てはこれからということですので、ぜひ、時間はかかるかもしれな

いけれども早急にということですので、福祉避難所というのは、やはり二次的な避難場

所ではありますけれども、さまざまな援護が必要な方が行く場所ですから、ぜひしっか

りした整備を進めていただいて、いざというときの場合にきちんと運営できるような、

そういったものを作っていただきたいということを最後に申し述べて終わります。

●議長（佐藤議員） 答弁はいいですか。（「いいです」と呼ぶ者あり）

以上で、佐々木亮子議員の一般質問を終わります。

次に、10番杉田議員の一般質問を行います。

10番、杉田議員。

●杉田議員 質問通告書に沿いまして、３件質問させていただきたいと思います。

はじめに、災害時の情報伝達手段の強化についてでございます。

（１）屋外拡声器の配置見直しや増設について。

音声が聞こえづらいとの声があります。配置の見直しや増設をすべきではないでしょ

うか。

（２）災害時の情報伝達についてでございます。。

ア、災害発生時の最初の情報を携帯電話で得る方が多いと考えます。その後の町から

の情報の発信も携帯電話などの通信機器・媒体を積極的に利用し、取得できるようにす

べきではないのか。

イ、災害時に町から発信される各種情報の内容について、確定的な内容でなくとも、

現況あるいはその後の見通しや予定などを継続して知らせるべきではないのか。
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２件目、使用されていない校舎の今後の利活用についてでございます。

（１）使用されていない校舎の現況について。

アとして、各校舎はどのように管理しているのか。

イ、各校舎を利活用しようとする際の課題をどのように捉えているのか。

（２）といたしまして、利活用が可能と考えられる校舎について。

アとして、利活用方法の公募は行われていますでしょうか。

イ、賃貸または売却する場合の価格をあらかじめ決定し、公示しておくべきではない

のか。もしくは地域産業の活性化のために無償での貸与を行うべきではないのか。

３件目、町立病院における患者とのコミュニケーションについて。

（１）町立病院の基本理念・運営方針に基づいて、患者への対応は具体的にどのよう

に実践されているのか。

（２）患者あるいは家族などからの評価・要望・苦情などは、どのように得ています

か。また、スタッフ間において、その共有や対応はどのように行われているのか。

１回目の質問を以上とさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） 10番、杉田議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の災害時の情報伝達手段の強化についてのうち、はじめに「屋外拡声器の配置

見直しや増設について」でありますが、厚岸町防災行政無線設備は、平成６年度から平

成８年度にかけて整備し、災害その他、緊急時における情報の正確かつ迅速な伝達及び

町の広報活動の円滑化を図り、防災や住民福祉の向上に役立ててまいりました。

現在の設備は、屋内に設置する戸別受信機、屋外に設置する屋外拡声器からなり、い

ずれも老朽化により、バッテリー部分の液漏れや、腐食・変形などが見られ、また一部

の地域では受信状況も悪いことから、現在、次年度の完成を目指し、防災行政無線デジ

タル化整備工事により、機器類の全面的な更新を進めております。

この工事を実施するに当たりまして、事前に電波伝搬調査を実施しており、屋外拡声

器につきましては、適切な場所へ設置できるものと考えております。また、デジタル化

を図ることにより、現在よりも鮮明な音声を伝えることが可能となることから、聞きづ

らさの解消にもつながります。

しかし、強風や豪雨など自然環境が悪い場合は、音声が伝わりにくくなることも考え

られますので、設置後において、その状況を把握し、改善が必要と判断される場合は、

対応していきたいと考えております。

次に、災害時の情報伝達についてのうち、「災害発生時の最初の情報を携帯電話で得る

方が多いと考えます。その後の町からの情報の発信も携帯電話などの通信機器・媒体を

積極的に利用し、取得できるようにすべきではないのか」についてでありますが、本年

９月６日に発生した北海道胆振東部地震に伴う大規模停電を例に申し上げますが、本町

の対応では、防災行政無線、ＩＰ告知端末及び町のホームページを利用したほか、情報

の拡散をさらに進めるため、携帯電話等から情報を得ることができるツイッター、フェ

イスブック及びブログも対応いたしました。
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ツイッターとフェイスブックに対する評判も好評が寄せられておりましたので、情報

の伝達手段が多いほど、さまざまな層の住民に幅広く情報が届き、より多くの住民が次

の行動をとることができることにつながりますし、今後も多様な方法を取り入れてまい

りたいと考えております。

次に、「災害時に町から発信される各種情報の内容について、確定的な内容でなくとも、

現況あるいはその後の見通しや予定等を継続して知らせるべきではないのか」について

でありますが、災害時の情報の発信は、その時々により発信する内容が異なる場合が多

いことから、発信内容も住民に不安を与えることのないよう心がけております。

このたびの停電に際しては、地域によって必要な情報が相当な時間的差異が生じてお

りましたので、その後の見通しや予定等を継続することはしませんでしたが、災害の内

容によっては、町内の共通する情報において、継続的に発信するよう努めてまいります。

次に、町立病院における患者とのコミュニケーションについてのうち、１点目の「町

立病院の基本理念・運営方針に基づいて、患者への対応は具体的にどのように実践され

ているのか」についてでありますが、現在の町立厚岸病院基本理念は、病院開設である

私がそれまでのものを平成15年４月１日見直しを図り、病院職員のみならず町民にも公

表し、運営方針とともに５項目の取り組み事項を示したものであります。

その趣旨は、「職員が力を合わせ、全ての患者さんに対して、その人格・信条を尊重し、

つねに優しさを持って診療に専心する」という理念であります。

具体的には、町民の健康を守り、お年寄りが寝たきりでも、一人でも最期まで暮らせ

るよう、安心して生活ができるまちづくりに貢献するため、良質な医療を提供し、かつ

町民に信頼される病院を目指すとするものです。

これは町立病院として患者への医療を実施する上での責任を掲げたもので、表現はさ

まざまでありますが、今ではクリニックを含め、多数の医療機関が同様のお知らせをし

ております。いわば患者の権利にどう答えるかを明らかにしたものです。

また、最近では患者の責務、患者へのお願いとして、例えばご自身の健康状態、過去

に受けた医療情報の提供、検査など医療行為を受ける場合の合意、治療上必要となる指

示や助言を守る、病院内での手続順序や規則を守る、他の患者の権利を尊重し暴言・暴

力など迷惑行為を行わないなど、患者が果たさなければならない幾つかの点を責務とし

て守ってもらうよう、明らかにしているところもあります。こうした病院側の治療への

責任と患者の責務とが相互に果たされ、信頼関係が醸成されることで、理念にある優し

さを持った診療につながるものと考えております。

ただ、申し上げるまでもなく、患者への医療や看護には、患者の数だけアプローチの

仕方があり、ここで具体的な例を示すことは困難でありますので、ご理解ください。

２点目の、「患者あるいは家族などからの評価・要望・苦情などは、どのように得てい

ますか。また、スタッフ間において、その共有や対応はどのように行われているのか」

についてでありますが、患者や家族からの評価・要望・苦情などの申し出は、受付や外

来、ナースステーションに直接申し出がある場合のほか、町長へのポストや手紙、電話

の場合もあります。また、ロビーにはご意見箱を設置していますので、そちらに投函さ

れる方もいます。

日常の細かな対応は別として、多くの場合、もたらされる媒体や内容にかかわらず苦



- 54 -

情や要望があった際には、独自に「お客様声のカード」として報告書を作成させます。

これには相談・要望・苦情等の内容の記載と、そのときにどう対応したかを記録させま

す。例えば、窓口に直接来られた方に職員がどう受け答えをしたのか、申し出た方の態

度や言葉遣いはどうであったかについて記載させます。

その後は、内容により関係部署へ回付して、対策策について検討させ、今後の処理方

針の検討を決定することとなり、全て１枚の報告書の中で完結します。中には患者や家

族の誤解、明らかに理不尽・わがままと受け取れる内容の場合もありますので、事実関

係を明らかにするなどした後は、保管にとどめる場合もあります。

この報告書は、医師や全管理職と課長職の決裁を経て、最終的に病院開設者の町長で

ある私まで報告され、内容が共有されることとなります。

特に問題があると判断された事案があれば、町立病院の最終決定機関である病院運営

会議に提出され、対応のあり方について協議した上で、方針が決定され適切な対応につ

なげているところであります。

２点目の使用されていない校舎の今後の利活用については、教育長から答弁がござい

ます。

●議長（佐藤議員） 教育長。

●教育長（酒井教育長） 私からは、教育委員会所管の使用されていない校舎の今後の利

活用について、お答えいたします。

はじめに、使用されていない校舎の現況についてのうち、「ア、各校舎はどのように管

理しているのか」についてでありますが、現在、他に転用せずに教育財産として所管し

ている学校は７校あります。平成11年度から休校となり、平成21年度から閉校となった

糸魚沢小学校、平成20年度から閉校となった厚静小学校、平成21年度から閉校となった

尾幌小中学校、上尾幌小中学校、平成24年度から閉校となった片無去小中学校、そして

平成29年度に閉校になった床潭小学校であります。

また、厚岸潮見高校が厚岸水産高校と統合し移転したことにより、北海道から譲渡を

受けた厚岸潮見高校に真龍中学校が移転し、使用されなくなった旧真龍中学校がありま

す。

管理については、年に数回、教教育委員会の職員が目視で巡回点検し、不具合等があ

ればその都度修繕しております。

次に「イ、各校舎を利活用しようとする際の課題をどのように捉えているのか」につ

いてでありますが、７校のうち、厚静小学校及び尾幌小中学校、片無去小中学校の３校

は耐震診断において耐震性が認められず、施設の老朽化も進んでいるため現状のままで

は利用ができません。

また、糸魚沢小学校及び旧真龍中学校については、耐震診断を行っていないことから

耐震性の確認が必要となります。

次に、２点目の利活用が可能と考えられる校舎についてのうち、「ア、利活用方法の公

募は行われていますか」についてでありますが、上尾幌小中学校、床潭小学校は耐震性

については問題がないことから、閉校後の新たな利用方法を検討してきたところであり
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ます。

学校施設は、地域住民にとっての身近な公共施設であり、その校舎などは地域のシン

ボル的な存在である場合が多く、閉校になった後もできるだけ地域コミュニティーの拠

点や地域産業の活性化を図る施設などとして生かすことが重要であると考えますが、現

在まで活用には至っていない状況であります。そのため、文部科学省や北海道教育委員

会のホームページに掲載し、広く全国から個人、団体の募集を行っているところであり

ます。

上尾幌小中学校については、校舎を文化活動に利用したい等、町外の方からの問い合

わせがあり、利用形態や活動内容の協議を行いましたが、釧路市から遠いなどの立地条

件や、学校施設であるため施設規模が大きすぎて活用しにくく、校舎の一部改修費や維

持管理費等に多額の費用を要することから、残念ながら活用できなかったところであり

ます。

今後も関係方面に情報を発信し、施設を利用していていただく個人や団体を募り、応

募があった場合は、どのような利用が可能か検討してまいります。

次に、「イ、賃貸または売却する場合の価格をあらかじめ決定し、掲示しておくべきで

はないのか。もしくは地域産業の活性化のために無償での貸与を行うべきではないのか」

についてでありますが、学校施設の整備は、国の補助を受けて実施しております。この

ため、学校施設を賃貸または売却する場合は、国の基準に沿って財産処分手続をする必

要があります。

文部科学省の財産処分手続の取扱通知等によると、補助事業完了後10年以上経過した

建物を無償による転用、貸与、譲渡等処分する場合、相手先を問わず、報告をもって承

認とし、国庫納付金が免除されるなど、大幅な弾力的運用が可能となっています。また、

有償の財産処分の場合、補助事業完了後10年以上経過した建物等については、国庫納付

金相当額以上の基金を積み立てることにより処分が可能となっています。

賃貸または売却の価格をあらかじめ決定し公示すること、地域産業の活性化のために

無償賃与を行う場合、いずれも教育財産としての施設活用ではないことから、町長部局

と協議し、方向性が定まれば、財産の種別替の手続を行ってまいりたいと考えておりま

すので、ご理解願います。

●議長（佐藤議員） 10番、杉田議員。

●杉田議員 ありがとうございます。

拡声器につきましては、ご答弁いただいた中でデジタル化を進めていっていただくと

いうことで、聞こえづらいということが解消されるのではないかと私も理解いたしまし

た。

ただ、今後も実際にデジタル化されるとは言え、風向きですとか、お住まいの場所で

すとかによって聞きづらいということがまだあり得るかと思いますので、定期的にテス

トなどを行っていただいて、確実に迅速に広報されるようにお願いしたいと思います。

これについてはご答弁いただいたとおり、よろしくお願いいたします。

携帯電話等の、その媒体を使った広報、情報伝達につきましても、ツイッターですと
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フェイスブックといったものを、私は済みません、９月のときには見ることがなかった

です。正直、私個人の話ですけれども、なかったものですから、そういったものをどれ

だけの方がごらんいただいたのかなということは、ちょっとまだ私も確認できないので

すけれども、ぜひそれを利用していただきたいと思います。

もし可能であるならば、今、若い方に限らず、多くの方がＳＮＳといいますか、相互

にやりとりできる内容の通信媒体といいますか、そういったものを利用されているもの

ですから、相互の登録というものが必要になってくるかと思うのですけれども、できれ

ばそういったものも活用していただけないかなと思います。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） 今般、私ども大規模停電時の際には、積極的にこのＳＮＳを活

用して情報発信をさせていただきました。これは、内閣官房のほうでも災害タイムリー

におけるＳＮＳ活用ガイドブックというのも出されておりまして、国としても推進をさ

れている通信方法であります。登録をしないでツイッターを覗くだとか、そういうこと

もできますので、フェイスブックのようにアカウントといいますか、そういうお約束事

がありますので、そういったものは確認が必要なのですけれども。

いずれにしても、例えばスマートフォンだとかを使いなれている人しか利用できない、

ふだん携帯電話等をお持ちにならない方には無意味なことになりますので、さまざまな

場面で情報を得るということは非常に大切なことでありますので、引き続き情報発信を

多様に行ってまいる、そのように考えているところでございます。

●議長（佐藤議員） 10番、杉田議員。

●杉田議員 ありがとうございます。

そういったもの、その電子通信媒体に関しましては、今後も研究を進めていただきな

がら、よりいろいろ活用していただきたいと思います。

この（１）の最後の各種情報内容についてなのですが、もちろん不安をあおるような

結果になってしまってはいけないのですけれども、やはり、この前の９月の停電のとき

のお話ですと、復旧の見通しが立っていないよという情報だけでも、住民の方の不安と

いうものが、「そういうことか、しようがないよな」というご理解をいただいた部分もあ

ります。そういった情報が伝わらなかった方々にとっては、どうなっているのだろう一

体と、電話もつながらなければ、もちろん電気もつかないといった状況に置かれた方々

にとっては、本当に不安な１日だったと思います。

できればそういった、先ほどの通信媒体を通して、まだ見通しが立っていないと、町

からの今後の案内を待ってくださいというような内容だけでも、そういうことかという

途中経過が伝わるだけでも、不安は軽減されると思いますので、ぜひご検討いただきた

いと思います。

●議長（佐藤議員） 総務課長。
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●総務課長（松見課長） 済みません。先ほどの答弁で、何か勘違いして答弁したかなと

思いますけれども、そういったＳＮＳを町が活用していることを町民に知らせるべきと

いうことに対してお答えすべきかなと思いますので、今後、そういう携帯電話利用者に

積極的に利用していただくようにＰＲしていきたいなと考えております。

また、後段の見通しの立っていない情報、これは今回得た教訓でありますけれども、

情報発信は防災無線だけではないということであります。電話の通じるうちは電話も使

えますので、個々の情報、例えば地域の自治会のほうに、どなたかに世話役のほうに連

絡するだとか、そんなことも有効ではないのかなと思いますので、この辺少し検討させ

ていただきたいなと思います。

●議長（佐藤議員） 10番、杉田議員。

●杉田議員 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

次に、使用されていない校舎の今後の利活用についてでございますが、資料請求させ

ていただいて、実際に２校舎と言うのでしょうか、それがまだ利用可能であろうという

ことだと思うのですが、それでは、使用ができないであろうという５校舎については、

どのように予定されているのか、改めてお答えいただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） 管理課長。

●教委管理課長（真里谷課長） 今、ご質問ございました７校のうち５校の今後の対応と

いうことでございます。教育長の答弁にもございましたとおり、厚静小学校、尾幌小中

学校、片無去小中学校の３校、これについては耐震調査の一次診断において耐震性が認

められず、施設の老朽化も進んでいるため、現状のままでは利用できないと。糸魚沢小

学校は耐震調査を実施する前に休校となり、そのまま閉校となって、一次診断を実施し

ていないと。旧真龍中学校については鉄骨コンクリート造と鉄骨造が重複しており、完

全な一次診断ができなかったと。その後、厚岸潮見高校への移転が決定したため、耐震

診断を行っていないという答弁をございました。

このため教育委員会では、この５校については校舎を解体・撤去して、敷地の活用に

ついては厚岸町全体の土地利用という観点から、有効活用の方法を検討してまいりたい

と考えているところでございます。

耐震性もなく、老朽化が著しく、他の施設への転用も困難なこと、さらに現状維持で

管理を行っている現状であり、未使用の状態が継続していることから、施設の劣化の進

行も著しいものとなっており、周辺への悪影響も懸念されている。そうしたことから、

既に当初の目的を果たし終えたということで、除去をしていきたいという考えでござい

ます。

●議長（佐藤議員） 10番、杉田議員。
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●杉田議員 ありがとうございます。

先ほど教育長のご答弁の中でも、今後使用が不能であろうという校舎であっても、思

い出の校舎でもあろうかと思いますので、簡単に何でもかんでも壊していいとは私も思

いません。ただ、そういった中で、その解体せざるを得ないという状況になった場合に、

できれば卒業生なり同窓会に通知するなり、解体しますよということを早目に通知して

いただいて、それなりのことができればいいのかなと思います。

ただ一方で、解体するということは、やはり将来的なことも考えて、やはりその土地

を有効利用していただきたいという考え方もできますので、できれば私個人的には解体

すべきものはしていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。

（２）の最後でありますけれども、最後にご答弁いただいたところで、財産種別替え、

普通財産とするという検討のことだと思うのですが、ぜひ学校として校舎として使って

いない以上、普通財産と速やかにしていただいて、いろいろな形でご検討いただくのが

よろしいのではないかと思います。ぜひ、ちょっとこれ早目にご協議いただきたいと思

うのですが、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 管理課長。

●教委管理課長（真里谷課長） まず、解体・除去する場合のお知らせという形でござい

ます。当然、地域、自治会を含めて、可能な限り、そういう形でお知らせをしていきた

いと思っております。

それから、それ以外の残った２校については、上尾幌小中学校、床潭小学校について

は、当然、耐震性に問題がないということで、ここの新たな利用を今後も検討していき

たいと思っております。

また、普通財産に替えるということでございます。転用目的がはっきりした段階で、

方向性が決まれば、財産の種別替えの手続をスピード感を持ってやっていきたいと思っ

ておりますので、ご理解を願いたいと思っております。

●議長（佐藤議員） 10番、杉田議員。

●杉田議員 ありがとうございます。

やはり使用していないと、この鉄筋コンクリートであろうが鉄骨であろうが、やはり

老朽化するのが早いと思います。いろいろな管理の面でも早いと思いますので、速やか

に使用していただけるような形をとっていただきたいと思います。

繰り返してしまうことになるのかと思うのですけれども、できれば町内企業の方に有

効に使っていただけるのが一番いいのかなと思いますので、ぜひ早急な種別替えという

のですか、お願いして、かなりの応募がいただいているということですので、ご検討い

ただきたいとに思います。

最後に、町立病院の話です。やはり医師の先生方ですとか看護師さんには、先ほどの

補正の部分でも数字が出ていましたけれども、１日何十人、何百人という外来患者さん、

入院患者さんに接して、やはり十人十色、いろいろな患者さんの病症・病状に合わせた
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対応をしなければならないという、肉体的な負担ですとか精神的な負担というものも少

なからず大きいと思います。

それを重々理解した上でなのですが、やはり、逆に患者のほうも病院に来るというこ

とは、仕事を休んで、家事を休んで、学校を休んで来ているのです。精神的にも、もち

ろん生活的にも経済的にも不安感を抱いて病院のほうに来ていますので、ぜひその辺を

ご理解いただきながら接して、こちらの理念にあるような形で優しさを持って接してい

ただきたいなと思います。

改めて事務長に一言いただきたいと思いますが。

●議長（佐藤議員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） １回目の答弁と重なる部分があると思いますけれども、質

問が基本理念をということですので、そのものずばりの質問ですので、大変難しい回答

になったかなとは思いますが。

今では、こういった理念はどの病院でも掲げて、１年と言わず、何年もの間、そういっ

た基本的な方針として医療を進めるわけですけれども、この高度医療化となった今、こ

の現代においても、やはり受付から外来受付、看護師、それからドクターに至るまで、

やはり最後は人と人とのやりとりということに尽きると思います。長く病院にかかって

いる方、特に看護師さんとの関係、ドクターとの関係を築くというのは大切なことにな

るわけです。

患者の数だけという表現をさせてもらいましたが、大変難しい対応を病院側も一人一

人の、そのときの病状を含めて、毎日毎日いわば変わるような対応をせざるを得ないと

いうこともありますが、やはり優しいというのが病院にとっては、患者に対する基本的

な考え方になるのかなと思います。

ただ、優しいというのは、患者さんが申し出たことをそのまま行うということではな

くて、医療の立場で適切な医療をどう行うかということも、患者さんにとっては優しい

医療につながると私どもも考えておりますので、これからもこの基本理念を大切に、こ

の数年は採用されるお医者さんにもこれを配ります。採用された日に配って、こういう

理念で進めているということを広く知ってもらうということも行っていますので、機会

あるごとに、こういった理念を、病院の中にもいろいろな場所に掲げておりますので確

認をすると。方向性をまた再度見直すなり、それのための、この２番目の質問にもつな

がりますが、そういったことにも配慮するということが大切だと考えてございます。

●議長（佐藤議員） 10番、杉田議員。

●杉田議員 ありがとうございます。

事務長には医師の先生方の確保ですとか、看護師さんの確保といったもの、大変ご苦

労・ご尽力されていること重々承知しております。繰り返しになってしまいますね。ぜ

ひホスピタル・ホスピタリティー、優しさを持って、ホスピタルはホスピタリティーの

語源かと思うのですが、ぜひよろしく、今後もより一層と言いますか、今後もこの基本
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理念、運営方針といったものに沿って、よろしくお願いしたいと思います。お願いして

終わりたいと思います。

以上です。

●議長（佐藤議員） 答弁はいいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）

以上で、杉田議員の一般質問を終わります。

次に、１番大野議員の一般質問を行います。

１番、大野議員。

●大野議員 今定例会において、さきに提出しました通告書に従い、質問をさせていただ

きます。

１点目として、災害対策についてであります。

９月６日に発生しました北海道胆振東部地震によって起きたブラックアウトを受けて、

現状と今後の対策はどうなっているかお聞きしたいと思います。

アとして、町有施設の非常用発電機の配備はどのようになっているか。また、避難所

に指定している施設についてもどうなっているのかをお聞きしたいと思います。

イとして、町内の酪農業における対策として自家発電機の導入や断水時における家畜

の飲料水等の対策が必要と思われる。個人がすべきこと、農協がすべきこと、町がすべ

きことにはどのようなことが考えられるのか。また、農協と協議して災害時におけるマ

ニュアルを考えるべきと思うがどうか。

２点目として、ハイヤーについてであります。

夜間のハイヤーの運行を休止してから２年がたちました。これまでにこの対策として

どのようなことが話し合われてきたのかをお聞きしたいと思います。また、今後どのよ

うにしていくのか、この２点についてお聞きします。

第１回目の質問とさせていただきます。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） １番大野議員のご質問にお答えいたします。

１点目の災害対策についてのうち、はじめに「町有施設の非常用発電機の配備はどの

ようになっているのか。また、避難所に指定している施設もどうなっているのか」につ

いてでありますが、町有施設の非常用発電機は、50カ所の施設に計63台を設置しており、

指定避難所につきましては36施設中17施設、福祉避難所につきましては５施設中４施設

に設置しております。

次に「町内の酪農業における対策として自家発電機の導入や断水時における家畜の飲

料水等の対策が必要と思われる。個人がすべきこと、農協がすべきこと、町がすべきこ

とにはどのようなことが考えられるのか。また、農協と協議して災害時におけるマニュ

アルを考えるべきと思うがどうなのか」についてでありますが、先般のブラックアウト

を受け、町では11月下旬に釧路太田農業協同組合と第１回目となる災害対策についての

協議を行っております。
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自家発電機の導入については、搾乳への影響が大きいことから、農協では酪農家個々

が備えるべきものとして、国の補助制度や農協独自の補助制度の活用により導入が進め

られているところであります。

また、断水時における家畜飲料水等の対策についてでありますが、協議の中で農協か

ら、河川から取水することができないかとの要望があり、検討を始めたところでありま

す。

町、農協、酪農家がそれぞれがすべきことについては、今後の検討課題でありますが、

地区ごとの取水場所の選定を進めるため、町としては、河川利用に関する課題の整理、

農協は動力ポンプによる取水方法の検討、機材の準備等、酪農家は地区ごとの取水場の

ルールづくりや水の運搬を担うこと等が想定されます。

なお、災害対策におけるマニュアルについては、今後も継続して行っていく協議を経

て、農協が災害時における営農継続支援対策を作成していくこととなっておりますので、

ご理解願います。

次に、２点目のハイヤーについて「夜間のハイヤーの運行を休止してから２年がたっ

た。これまで対策としてどのようなことが話し合われたのか。今後どのようにしていく

のか」についてでありますが、平成28年８月からハイヤーの夜間における営業時間が運

転手の確保や収益性の問題から、午後８時までに短縮されたことにより、個別の移動手

段を持たない町民の皆さんの夜間における移動手段がなくなったことについて、平成28

年９月開会の厚岸町議会第３回定例会において、官民一体となった地域公共交通活性化

協議会を設立し、地域の公共交通全体を見直す中で、あわせて検討をする旨、お答えを

してきたところであります。

その後、協議会においては、町民の皆さん及び観光客等の夜間における移動手段確保

の必要性、運行再開の場合に必要となる事業者への支援のほか、代替交通の可否等につ

いて協議・検討をしてまいりました。

結果としては、ハイヤーの必要性を確認した上で、個別の移動手段を持たない町民の

皆さんが安心して暮らしていくことができるよう、夜間の移動手段の確保に努めていく

必要があるとしております。

町では、協議会での検討結果を踏まえ、同様の内容を盛り込んだ厚岸町地域公共交通

網形成計画を平成30年３月に策定したところであり、この間においても、事業者に出向

き、夜間の運行を再開する際の課題や必要となる諸条件について協議を重ねるとともに、

飲食業への影響が大きいとしている商工会とも連携して、夜間の運行再開に向けた方策

の検討と、運行再開の要請を行ってきたところであります。

また、計画にある具体的な支援方策については、地域交通の担い手となる運転手の確

保対策として、町内交通事業者に従事する者に対して、道路交通法に規定する大型免許

や普通第二種免許などを取得する場合に、その費用の２分の１を助成する制度を創設す

るとともに、公共交通機関がない時間帯となる午後８時から午後０時までの間において、

公共交通の代替として、ハイヤー１台分の運行に要する費用のうち、運転手及び運行管

理者に係る人件費相当分として、１時間当たり3,000円、年末年始の休業日を除く363日

分、年間約440万円を町が助成をする考えがある旨、事業者に説明を行い、夜間の運行再

開についての協議、要請を実施してきたところであります。
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現在の状況は、事業者において運転手の募集はしているものの、夜間以外の時間につ

いても運転手が不足している状態で、夜間における運行再開のめどは立っていない状況

であります。

町としては、今後についても、関係する機関や団体と連携をし、継続的に事業者と協

議を行いながら、夜間における個別の移動手段を持たない町民の皆さんの足の確保のた

め、努力していきたいと考えておりますので、ご理解願います。

以上でございます。

●議長（佐藤議員） １番、大野議員の再質問は休憩後とさせてください。

休憩いたします。

再開は午後３時30分からといたします。

午後２時49分休憩

午後３時30分再開

●議長（佐藤議員） 本会議を再開いたします。

１番、大野議員。

●大野議員 まず１点目の町有施設の発電機の状況は、思ったよりも意外に配備されてい

るんだなという気がいたしました。もっともっと少ないのかなという、イメージ的にそ

う思っていたものですから。

今後、この残り配備する予定というか、多分していただけるものと思うのですけれど

もいかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） 現在、個々の所管している施設の、所管する課でも、それぞれ

のまずは必要であるかどうかということを検討いただいているのですけれども、その中

で既に今後導入を図りたいということも、私どもも承知しているのですが、指定避難所

全てに配置が必要かどうかというのは、改めて今後検討させていただきたいなと思って

おります。というのは、比較的、何といいますか、なかなか検討もしないうちにお答え

するのも何なのですけれども、今配備されていない施設を見ると、具体的にそこにどの

ぐらいの人が想定されるかどうか、そこら辺もちょっと考えた上で、必要数を配備する

ことになるだろうと。今のところは、全てに必要かどうかというのはまだ判断できてお

りません。申しわけございません。

●議長（佐藤議員） １番、大野議員。

●大野議員 この胆振東部地方の大地震はたまたま９月で暖かかったから、当町のブラッ
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クアウトにおいても、それほど暖をとらなくてよかったのですけれども、この時期になっ

てもしか地震、津波、大停電が起きた場合は、やはり避難所に避難者が全くいなかった

らいいですけれども、一人でも二人でもいた場合って、やはりこの人たちを見殺しにす

るわけにいきませんから、やはり必要なのではないかなと私は考えるのですけれども。

一人、二人なら私が思うには、違う避難所へ行ってくださいと多分なるのかなと思いま

すけれども、それは何もないときであって、本当に津波来るよといったときにそんなこ

ともできないので、やはり最低限のものは必要なのだろうと思って、課長も多分分かっ

ているとは思うのですけれども、一遍にはやはり配備できませんので、徐々に徐々に考

えていっていただきたいなと。

それと、動力発電機ですから、必ず燃料が要りますよね。その保管方法なのですよね、

多分ガソリンにしても軽油にしても。ガソリンだと携行缶の20リッターで保管するしか

ないのですけれども。かなり火気厳禁、危険ですので、その辺を厳重に保管してもらわ

ないとならないし、ディーゼル発電機の場合だと、ご存じかどうか分かりませんけれど

も、これ夏用の燃料と冬用の燃料があって、冬に夏用は凍ってしまいますので使えませ

んので、その辺の点検とかいろいろ問題もあるのでしょうけれども、やはりそういった

点をどのように考えているか、ちょっとお聞きしたい。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） 先ほど少し乱暴なお答えをしたかなと、申しわけございません。

今般の停電の例を見ますと、比較的寒くはなかったのかなと。でも冬に来たら大変だ

ということで、その分についてはストーブ、これは全て用意されていると、私ども考え

ております。

そこで必要なのは、電気があって越したことはないのですけれども、一番困るのが真っ

暗だという状況に夜間だとなりますので、その辺をどうするかということで、そのため

には発電機があればベストであります。燃料の保管もそんな数時間といいますか、そん

な４日も５日もということではなくて、多少の備蓄であれば可能でありますので、そう

いった配備は可能であります。

そこで、どういった方たちがといいますか、何といいますか、実際に危惧するのは発

電機を操作できるか。当然、職員も行くのですけれども、職員がそれにずっと対応でき

ているかとか、そういったこともちょっと検討させていただきたいなということで、今

直ちに設置をしてやっていこうというところまで、まだ踏み込めていないということで

あります。もう少し検討させていただければなと思います。

●議長（佐藤議員） １番、大野議員。

●大野議員 今、課長の答弁にもあったように、発電機を配備していても、本当に職員は

行っているのですけれども、やはりその操作ができない。やはり自治会なりどこか近く

に多分必ず自治会が組織されているので、やはり住民も巻き込んで、お年寄りの方はと

もかく、中高年から若い人も多分避難所を利用するはずですから、そういった人たちに
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もやはり、そんな難しい操作ではないので、そういった住民を交えた説明会をするなり

何かして、完璧にとは言いませんけれども、やはりそういった対応をしていっていただ

きたいなと思います。

それと発電機の配備にしても、これは最悪の状況を考えると切りないのですよね。町

だってそんなことできないし、我々個人としても、災害自己責任だとは言えども、全災

害を想定できるものでもありませんし、最低限必要なものだけそろえていくというのが、

やはり我々にしても町側にしてもできることなのかなと思いますので、こういったもの

を避難所、それから民間でもお寺とか避難所になっているところにも、多分人が集まっ

てくるので、そういった対応をしていただきたいなと思います。

それと次が、酪農家に対する対応なのですけれども、農協でも発電機は全戸設置して

いただきたい。今回のブラックアウトを受けて、その後、地区懇談会も開きまして、た

だ、申込みもとったのですけれども、最終的な集計は僕分かりませんけれども、多分全

戸にはまだ至っていないのかなという気がします。皆さんには発電機は必要だよと言っ

ているのですけれども、なかなかそうは言っても、もうあと何年で酪農家を休止してし

まうよとかと言った人には勧められないし、それから、やはり小規模の人でもなかなか

発電機を導入するというのは、なかなか経営的にも難しいのかなというので、そういう

ところは農協の所有している機械で対応してくれることと思いますけれども、やはり本

当に私も、災害、先ほども自己責任と言いましたけれども、本当はやはり自分自身で装

備しなくてはならないものだと思っていますし。

そこで発電機についてはいいのですけれども、今度災害時ですから何起きるか分かり

ません。断水のときの、飲用水は多分町が責任持って自衛隊なり何なりの給水車を用意

していただけると思うのですけれども、家畜の飲み水までは、私どもそれは言えないな

と。それで農協にも何とかしなくては駄目でしょうと言っていて、そうしたら考えてく

れていて、やはり川の水をくむしかないだろうと。それで、衛生基準云々かんぬん言っ

たらどうしようもありませんけれども、とりあえず牛の命を守るには、牛飲める水なら

何でもいいだろうということで、やはりそれでも河川は町の管理下のもとですから、う

ちが勝手にくんでくるのはいいかもしれませんけれども、全農家がやはり近場の川の水

をくみ上げるというのはなかなか難しいことで、それで農協さんが何かポンプを導入す

るというお話を聞きまして、10台だか10何台だか入れる予定があるのだよということな

のですけれども。

そこで、町としてそういったもの、漁協がサンマのタンクを、町が何の事業でしたっ

け、国の補助金使ってか何かして配備しましたよね。それで、多分町は個人には助成で

きないので、農協が抱えるようなそういうものには、少しは助成していただけるのかな

と。そうしたら発電機10台なら、何百万円になるか分かりませんけれども、そうしたら

その分を町が助成してくれたら、農協は多分、ほかのことで個人農家に助成をしていた

だけるのではないのかなと、ふと思うのですけれども、そういったことは可能なのでしょ

うか。

これから農協との協議にもよるのでしょうけれども、農協が言うには川から水をくみ

上げるために、そのトラクターなりトラックなりが近場まで行けるよう、砂利等とかを

引いていただきたいなということは何か言っていましたけれども、１回しか協議会開い
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ていないので、これから何回か協議を重ねていくうちに詰めていくのだろうと思うので

すけれども。そういったのをちょっと視野に入れて協議していただけないものかどうか

をお聞きしたいのですけれども。

●議長（佐藤議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（川越課長） お答えさせていただきます。

今、ご質問ありました内容につきましては、議員おっしゃるとおり、先般11月27日に

農協さんのほうと第１回目の協議を行わせていただいたところでございます。

今、ご質問の中で言われました発電機、それと牛の緊急時の飲み水につきましては、

やはり今おっしゃられたとおり、川の水をくみ上げて牛の生命を守りたいというような

お話が来たところでございます。

その中で、農協さんのほうでは取水用のポンプが必要ということで、今現在の検討段

階、１回目のときは11台あれば７地区に分けまして、それぞれに何箇所か取水が可能な

河川を今後含めて検討した中で、その11台のポンプを使ってくみ取った対応をしていき

たいというお話で、私たち当初から伺っておりました。

今はご質問受けまして、国等の補助金のお話かと思いますけれども、これらについて

は農協さんとお話をしていく進め方の中で、やはりその辺の話にはなっておらず、やは

り農家個人が用意すべきものという部分と、あわせて現在検討されている補助金として

は、国のほうの２分の１の補助があると。済みません、これは電気のほうです。発電機

のほうです。水のほうについては、そのようなお話には、１回目のとき至っておりませ

んでしたので、今回のご質問の内容も踏まえながら、今後の協議の中で可能性について

は検討していく余地があるのかなと考えております。

●議長（佐藤議員） １番、大野議員。

●大野議員 発電機は国の２分の１事業、それから農協の20％補助、どちらかで導入して

いただきたいというお話は伺っております。

それと、水をくみ上げるポンプについては、多分補助事業にはならないとは思います。

農協単費で多分導入するのだろうとは思っていますけれども、それを一部でも半分でも

町が持っていただけないかなと。そうしたら、その金額を、農家が多分水をくみ上げて

きて、それを牛にやるためには牛の顔の前に水槽なり何かの入れ物が必要で、それと運

んでくるタンクが必要で、それを個人が整備しなくてはならないものですから、そちら

のほうに多分補助していただけるのかなと、推測ですよ。と思うので、ぜひ町も第１次

産業を守るという意味で、何らかの助成をしていただきたいなと。そうすると酪農家も

少しは助かるのかなと思います。

これから、本当に取水場所とか決まったら、本当に車が行けるように砂利等、舗装ま

ではしろとは言いませんから、砂利を引いて、本当にホースの届くところまで整備をし

ていただけないと、季節問わず、冬になったら町道でしたら除雪もしてもらわないとい

けないし、そういった面でぜひ町のお力添えをいただきたいなと思うのですけれども、
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いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からお答えをさせていただきます。

実は11月７日付で、私宛ての要望書をいただいたところでございます。私は農協の姿

勢につきましては、深く敬意を表する次第であります。と言いますことは、何もかも町

にやってもらいたいということではなく、質問者が言うように個人がすべきこと、農協

がすべきこと、町がすべきことが明快になっているのです。そういう要請でございます

ので、冒頭にお話しいたしましたとおり敬意を表するということでございます。

そういう中で、三つの要望が、大きくは断水対策、停電対策、それから協議会の設立

についてという要望、細かくお話はいたしませんけれども。今、断水の関係での質問が

ありました。農協から来ておりますのが、断水時に必要になりそうな器具の一覧という

のがあります。その中で水中ポンプについては11台、それから水タンクについても11台

というようなものが来ておるわけでございます。その整備のためには、いろいろと経費

等も当然かかることであります。

そういうことで、町としても協力を申し上げるのは当然であろうと、そのように考え

ておる次第でありますので、今後は農協と話し合いをしながら、町として、できるだけ

協力の姿勢を持ちながら対応していきたい、そのように考えておりますので、ご理解を

いただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） １番、大野議員。

●大野議員 町長が明確な答弁をしていただいたので、そのようにしていただきたいなと

思います。

それとマニュアルについても、多分農協が災害時における緊急対策というもの、多分

それをもとに町と協議をしながら、それぞれ役割分担して、それが多分マニュアルにな

ると思いますので、今後協議の中で詰めていっていただきたいなと思います。

また、それができ上がったら、やはり議会のほうにも、これ総産委員会の所管なので、

私だけでなく、やはり全議員に知っていただいたほうがより一層いいのかなと思います

ので、ぜひそのようにお願いしたいなと思います。

次に移らせていただきたいと思います。

ハイヤーについてであります。

今年度予算の中にも二種免許取得の２分の１助成の予算がたしか載っていました。今

のところ、この応募というのか、実績というのかあるのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 今年度、創設させていただきました免許取得助成の利用状況で

ございますが、現在のところ、残念ながら利用がない状態でございます。
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●議長（佐藤議員） １番、大野議員。

●大野議員 なかなかこのハイヤーの問題、答弁書にもありましたとおり、昼間の部門で

さえドライバーの不足があるのに、夜までなんてとんでもないというような答弁なので

すけれども、言葉は悪いですけれども、夜の部まではなかなか持っていけない。町が440

万円の資金を出すと言っても、なかなか難しいという回答なのですけれども。

本当に夜間の、どこか汽車で帰ってきて交通手段のない人、それと、やはりこのまま

だと厚岸町から夜、ネオンが消えてしまうのではないかというくらい、高齢の方が店を

やっていても閉めてしまうという方が大半なのですけれども、病気になったりして。本

当に、以前はすごい数え切れないくらいあったのに、今なんて本当に、夜どこで食事が

できるのかなと考えて、本当になかなか見当たらないくらい少なくなっているのですけ

れども。

やはりこの漁業のまちからネオンが消えるというのは、厚岸町の活性化どころではな

くて、本当に過疎の一途をたどっているなと思うのですけれども、その点まちづくりと

してどう考えるのですか。

ちょっと違うかな、議長済みません、何か横に逸れているみたいな質問で。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） まちづくりをどう考えているかということありますが、本当に大変

な影響です。やはり、まちの活性化なくして厚岸町の発展もない。特に商店街の方々、

私もたまに夜の街へ出るわけでありますが、必ず言われます。町で何とかならないのか

いと。言われますが、私企業のことでありますので、私も大変悩んでおります。

そこで、直接、会社の社長ともお会いいたしました。現況を話ながら、強く要請をさ

せていただいたところであります。何と言いましても、やはり給料の問題でもあろうか

なと。特に夜間の給料は高い。そういう点で、厚岸町が補助をしてくれるということは

大変ありがたいと。

そういうことも踏まえながら、再度募集いたしたいという話もいただいておるわけで

ありますが、今、担当の課長からお話がありましたとおり、応募がないという状況にあ

るわけでございまして、これは商店街のみならず、夜間における救急の場合とか、さら

にはまた、それに関する町民の足とか、いろいろな面で影響があるわけでありますので、

厚岸の経済に大きな影響のある課題であります。ということは、厚岸町のまちづくりに

対しましても影響があるということでございますので、さらに企業のほうへ、会社のほ

うへ強く要請をしていきたいと、そのように考えております。

さらにまた、町としてはどういう点の、会社の問題でありますが、町としても運転手

等を含めて、やはり応援復興をしていかなければならないだろうと、かように考えてお

りますので、ご理解いただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） １番、大野議員。
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●大野議員 町長の言うとおりなのだろうとは思うのですけれども、多分このままずるず

る何年もと言うわけにはいかない。本当に厚岸町の、商工会もどう考えているか分かり

ませんけれども、多分商工会とも協議を重ねてやっているのでしょうけれども、一民間

企業のことですから、どうしろこうしろ言ったってその会社が動き出さないことには、

何とも言えないのだろうとは思うのですけれども。多分、町民もみんなそう思っている

のですけれども、どうすることもできない。多分、この歯がゆさを町に何としろと言っ

ているだけかもしれませんけれども。

これはやはりタクシードライバーが出てくるのを待つしかないのでしょうか。ここで

結論出ないのは分かっているのですけれども。担当課と町長も一生懸命やってくれてい

るようなので、引き続き、何とか民間企業ではありますけれども、説得いただいて、や

はりこれで足りないと言ったら、やはり少しでも多く出してもいいから、やはりハイヤー

が夜間営業してくれないと、本当に商工会の商店部会も困るのでしょうし、我々町民も

困りますし、何かいい方法を考えていただきたいなと思うのですけれども、どうでしょ

うか。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） 実は新聞報道によりますと、これは厚岸町だけの問題ではなく、釧

恨は鶴居村、標津町、釧路市の阿寒町が８時で終わりだというような報道があって、大

変困っているというような記事でありますが。よそのまちはどうでもいいのですけれど

も、厚岸町はそういう状況の中でありますので、さらに何とか８時以後にも運転を再開

できるように努力をしてまいりたい。特に会社等との話し合いも進めてまいりたいと考

えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

●議長（佐藤議員） １番、大野議員。

●大野議員 町長おっしゃったとおり、やはり商工会も交えて、本当に切実な訴えをして

いただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） 商工会の話も出ましたけれども、実は商工会の飲食部会の方々にお

いでをいただいて、厚岸町の考え方もお話をさせていただきましたし、また商工会と担

当課長とともに会社に行って、実情をいろいろお話しながら、何とか再開してもらいた

いという行動もとっておるところでございます。

先ほどもお話しいたしましたけれども、さらに私も足を運び、会社にお願いに上がっ

たという経緯もあるわけでありますが、さらに努力をしてまいり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。
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●議長（佐藤議員） 以上で、大野議員の一般質問を終わります。

次に、３番堀議員の一般質問を行います。

３番、堀議員。

●堀議員 私は、本定例会において、次の２点について質問をするものであります。

まず、大きな１点目は、消費税増税に伴う公共料金への転嫁についてであります。

2019年10月１日から、消費税が現行の８％から10％に増税される予定であります。厚

岸町の公共料金はどうなるのかをお聞きします。

アとして、使用料や手数料を含めた全ての公共料金において、増税分が転嫁されるの

かどうか。

イとして、増税分が転嫁される公共料金は、どのような手順、手続によって改定され

るのかをお聞きします。

大きな２点目は、公共工事等における残土の処理についてであります。

厚岸町において、公共工事等で発生する残土の処分は、どのようにされているのかを

お聞きします。

一定量以上の残土を搬出する場合、届け出を必要としたり、土砂崩壊、流出防止のた

めに、盛土高、法勾配などを定めるとともに、有害物資に関する土壌分析結果などの添

付を義務づけるなど、条例化による明確な管理が必要と考えるかどうかをお聞きします。

よろしくお願いいたします。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） ３番、堀議員のご質問にお答えいたします。

１点目の消費税増税に伴う公共料金への転嫁について、「2019年10月１日から、消費税

が現行の８％から10％に増税される予定だが、厚岸町の公共料金はどうなるのか」のう

ち、はじめに「使用料や手数料を含めた全ての公共料金において、増税分が転嫁される

のか」についてでありますが、現時点において消費税及び地方消費税率の引き上げ時期

は2019年10月１日からの引き上げとされております。これを受けて、当町においても税

率の引き上げに伴う公共料金の改定については、平成26年４月の税率の引き上げ時と同

様に税負担の円滑かつ適正な転嫁を基本として対応しなければならないものと考えてお

ります。

次に、「増税分が転嫁される公共料金は、どのような手順、手続によって改定されるの

か」についてでありますが、税率の引き上げに伴う公共料金の改定については、一般会

計のみならず企業会計を含めた全ての会計に影響することとなりますので、庁内での事

前協議、検討を踏まえた上で、公共料金の改定をする場合には、当該公共料金を定めた

条例の改正手続が必要となります。

条例の改正案の提出時期につきましては、現時点での改正時期で判断すると町民への

周知期間も考慮して、2019年６月開会予定の第２回定例町議会に提案させていただきた

いと考えております。

続いて、２点目の「公共工事等における残土の処理について」、「厚岸町において、公
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共工事等で発生する残土の処分は、どのようにされているのか。一定量以上の残土を搬

出する場合、届け出を必要としたり、土砂崩壊、流出防止のために、盛土高、法勾配な

どを定めるとともに、有害物質に関する土壌分析結果などの添付を義務づけるなど、条

例化による明確な管理が必要と考えるがどうなのか」についてでありますが、町では、

庁内で行う公共事業で発生する土砂、すなわち建設発生土の処理については、町有地を

受入地とし、発注者側からの申請行為により、工事名、工事場所、工事期間、予定量を

確認し、庁内に数カ所ある受入地の中から選定を行った上で、両者の現地立ち会いのも

と許可しております。

建設発生土は残土としての考えはなく、他工事で必要があれば資源の有効利用を推進

する観点から、仮置土として扱われているところであります。

受入地の周辺環境はさまざまであり、基準に若干の差はあるものの、河川に近い場合

は河川敷地から50メートル離す、近隣に住宅が隣接している場合は周辺地盤の高さによ

り盛土高を決定し、埃どめ対策として植生等を行う。全ての箇所の共通事項として、土

木工事の基準に準じて土砂が流出しないようのり勾配の安定を図り、植生などによりの

り面の崩壊を防ぐなどの対策を講じることにより、適正な維持管理に努めているところ

であります。

なお、有害物質に関する土壌分析結果などは、通常の建設工事では添付を義務づける

基準もないことから、受け入れ時に業者に対し指示は行っておりませんが、公共工事の

現場はさまざまであり、土壌汚染のリスクがあるかリスクを否定できない場合、工場跡

地などの場合は必要に応じて調査の指示を行っております。

したがいまして、現状においては適切に管理できていると考えておりますので、直ち

に条例を制定することは考えておりません。

以上でございます。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●堀議員 それではまず、消費増税に伴う公共料金の転嫁からお聞きしていきたいと思い

ます。

まず答弁では、５％から８％に上がったときと同様に適正な転嫁を基本として考える

ということなのですけれども、前回５％から８％になったときにおいても、全ての公共

料金が転嫁されたと考えていいのかどうなのか。それとも税として転嫁しない公共料金

とがあるのかどうなのか。ここら辺について、まずお聞きしたいと思います。

●議長（佐藤議員） 税財政課長。

●税財政課長（星川課長） 前回の税率改正のときのパターンですけれども、そのときに

条例改正をした部分については、基本的には全部のものを棚に上げておいて、その中で

吟味しながら割り振りしていったという経緯がございますけれども、実際のところは、

ある程度の単価に対して、消費税の転嫁率かけたときに、10円未満の端数が出た場合で

すとか、そういった場合は切り捨てるということもあったので、中にはそれが、８％だっ



- 71 -

たものですから、10円以上にならなくて切り捨てになったということがございまして、

一部については改正しなかったということがございました。基本的には全ての料金につ

いては見直しを図ったとなってございます。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●堀議員 まず、前回３％という、中途半端と言ったら悪いですけれども、端数の出る計

算だったので、そのように円単位切り捨てがあって、今回２％になって全部で10％と言っ

たときに、例えば300円のものであれば、前回までは税も込みで320円だったのですけれ

ども、今回はその２％も足すことによって、今度は330円に上げることが必要になってく

ると思うので、前回上がらなかったものについても、今回その端数の切り捨てといった

中では、当然上がってくるという理解でよろしいのか。

そうしたときに、やはりきちんとそういうものを、あらかじめ示していかなければな

らないと思うのです。５％から８％に上がったときに、上がらなかったものが記憶にあっ

た場合、今回２％上がったときに、それも上がらないという誤解を与えてはいけない。

そういった中ではきちんとした周知を、今後町民のほうにしなければならないと思うの

ですけれども。

そういったときには、その周知の期間が、来年６月開催予定の定例町議会での条例改

正等で提案をする予定だということなので、そういった中で６月開催ですから、およそ

３カ月での周知といった中で、それで十分なのかどうなのか。この点についてはどのよ

うに考えているのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 税財政課長。

●税財政課長（星川課長） まず、１点目の前回上がらなくって、今回に上がるのどうな

のだと、影響あるのかということですけれども、基本的には単価が100円以上のものにつ

いては、今回10％になりますので110円となりますので、必然的に対象になるということ

なので、今現在、前回見送られたもので今回これに該当するものについては、全て対象

になるということなので、全て公共料金については見直しの対象になると言い切ってい

いかなと思っております。

そういった上で、今現在、2019年10月１日からの消費税率の改正ということで、そう

いうことを前提として申し上げさせていただきますけれども、基本的には手続をする上

では、そのタイミングを考えると、その前である９月議会、その前であれば６月となり

ますけれども、９月であれば余りにも周知期間が短いということもありますので、最低

でも６月ということで考えてはございます。

ただ、今この状況も、消費税率の改正も、まだ動きがあるようなないような、そんな

国の状況なものですから、今現在として、来年の３月１定の中で提案できるという状況

にもないということを考えれば、やはり６月の状況では一番適切ではないかと今現在判

断しております。

そういった中で、周知期間はどうなのかということですけれども、実際に６月の定例
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会に上がる段階においては、６月定例会も上旬、中旬以降の中での可決になりますので、

その上考えると７月の広報紙であるとか、こういった議決をいただいた段階で速やかに

対応していくのとあわせて、それに対応した各施設それぞれございますので、その施設

でもって情報を開示するですとか、周知を図ることも踏まえながらやっていくことによっ

て、周知に対しては万全を期するのではないかなと考えております。

それに加えて、個別に納付書が行くところが実際にございますので、そういったとこ

ろに事前に、そういったお知らせをすることも一つの検討の中には入ってくると思いま

すので、それも含めた中で対応することによって周知を図っていきたいと、今現在はそ

う考えてございます。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●堀議員 それと公共料金の中には当然、運営審議会等に当然諮った中で料金を決めてい

く使用料等もあるかなと思うのです。例えば牧場使用料とか、あと水道料とかもそうな

のかな、経営審議会か何かとかと言った中では、どのような取り扱いになるのか分から

ないのですけれども、そういう審議会等とかで、きちんと事前にかけなければならない

ものが出てくると思うのですけれども。これらはきちんと今現在、来年の10月からの消

費税転嫁に向けての、きちんとした動きができる予定になっているのかどうなのか。こ

の点について、お聞きしたいと思います。

●議長（佐藤議員） 税財政課長。

●税財政課長（星川課長） 全体的にお話が及ぶことなので、私のほうが対応させて答え

させていただきますけれども、基本的にはそういった６月の定例会に上げる前には、そ

ういった、議員おっしゃいましたとおり、そういった手続が必ず必要になってくる分に

ついては、それなりの手続を議会に上げる前にやらなくてはならないとなりますので、

ある程度方向性が出た段階で、事前に担当のほうと詰めさせていただいて、しかるべき

対応のほうについては、しっかりとした対応をもって図っていきたいなと考えておりま

す。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●堀議員 今、全般的な答弁あったのですけれども、私のほうでどれだけ料金改定をやる

ときの審議会があるのかが押さえていないので、やはりこの点については１定のときく

らいにでも、やはりしっかりとした資料として議員のほうにも示していただきたいなと

思うのですけれども、どうでしょうか。

●議長（佐藤議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 全般的な部分にかかわりますので、私のほうからお答えをさせ
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ていただきますが、考えられるのは病院の運営委員会、あとは町営牧場の運営委員会、

あとは学校給食の運営委員会もあるのかな、こういったものが主なものとして、今三つ

ほど上げさせていただきましたけれども、これら一覧にして、第１回定例会の前辺りで

議員協議会のほうに示させていただければと思っています。

前回であれば、実はもうこの時期になれば総務省のほうから閣議決定のあった旨の通

知があって、きちんと転嫁をするようにという文書があったのですけれども、今現在ま

だ閣議決定の通知もなければ、総務省からの通知も今の段階としてまだ来ていないもの

ですから、来ていれば３月の定例会に、できればかけたいと思うのですけれども、提案

をさせていただきたいと思っていますが、今現在まだそういうような正式な国からの通

知がないということなものですから、先ほどの答弁になったということですので、ご理

解いただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●堀議員 正式な通知がなくても、来年の10月１日から２％上がるのだよということは、

もう当然、既に法律として定まっているわけですし、そういった中では当然それに向かっ

て進んでいかなければならないのでしょうけれども。

あと、今回の消費増税で懸念することとしては、過去の消費税の増税は全て４月１日

増税でした。今回初めて10月１日ということで、行政年度途中での増税になるわけなの

ですよね。そういったときに影響の出るものがあるのかどうなのかを、いろいろ考えな

ければならないのではと思うのです。

例えば４月１日現在で１年分の納付書を発行する使用料、手数料。例えば保育料です

ね。保育料、３歳児以上は今料金が無償になることもあるので、対象となるのは恐らく

３歳児未満とか。それから町営住宅使用料ですね。それとかごみ処理手数料ですか、そ

ういったものは年度当初に１年分の納付書が発行されると思うのですけれども、これら

についてはどのような取り扱いになっていくのか。今現在、６月での条例改正だという

ことであれば、万が一これらに消費税が転嫁されると、その場合はどういう手順、手続

というか、手法がとられるのか。ここら辺についてお聞きしたいと思います。

●議長（佐藤議員） 税財政課長。

●税財政課長（星川課長） 個々の部分の料金等については、個々の対応になりますけれ

ども、全体的なこれからのお話になりますので、私のほうが代表させてご答弁させてい

ただきたいと思います。

議員おっしゃるとおり、今回の場合は10月からの改正ということで、非常に、前回の

ときと違ってタイミングの問題があって、年度途中ということもありまして、その対応

については非常にシビアにというのですか、親切丁寧な対応が求められると考えてござ

います。

そういった中で、列記された使用料、手数料の分ですけれども、例えば清掃手数料で

すとか、そういったものについては年度当初で年間の分の通知が出ますけれども、基本
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的にはその中で10月以前であっても、世帯構成が変わったですとか、いろいろ料金が変

わったりすることもあります。あとは先ほどおっしゃった、消費税率の改正によって料

金が基本的に上がるというところもございます。そういった分については、それなりの

やはり４月にお知らせする段階において、事前にそういったことがありますということ

を事前にお知らせするですとか、そういったものを、個々の部分において一つ一つ検討

しなければならないと思っております。

そういった意味も含めて、先ほど審議会というお話もありましたけれども、そういっ

たことを考えると３月の段階までに庁内でもって、まずそういった状況を把握した上で、

どのような対応をしていくのかということも踏まえてやっていかなくてはならないと

思っております。

基本的には、例えば４月の年度出ますけれども、そのときに今度10月から変わるとい

うお知らせを一つ入れるですとか、あとは変わったときの、それについては納付書出さ

なくてはなりませんので、そういったことも含めて、担当のほうとも含めた中で、一事

例ごとに研究した上で丁寧な対応をしていかなければならないとは今考えているところ

でございます。

いずれにしても、今後については、その対応については、今後検討していくという段

階にあるということでお話しさせていただきます。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●堀議員 当然検討しないとならない。ただ個別に懸念される事項は当然あるわけなので、

それについて再度詳しく聞きたいのですけれども、まず保育料については、年間、月額

使用料中で納付書を発行されるといったときに、税の転嫁はどのような形になるのか。

この点についてはどうなるのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 保育料につきましては、それぞれの方の所得に応じまして

保育料金を設定をしております。その保育料金を９月分から翌年の８月分までというこ

とで、同じ保育料の金額が決まってまいります。

ですので、４月分からというのは今までの料金と同じ形で設定をして、10月分以降、

８月にまた料金が所得に応じて決まりますので、それ以降にそれらの料金をまた出すと

いう形になりますので、今回の部分では、タイミング的にはそういうタイミングで対応

できるかなと考えております。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●堀議員 税転嫁があったにしても、タイミング的に十分６月のときに対応できるという

ことなのですね。

ただ、税転嫁されるのであれば、例えば９月に１年分を出したとして、９月からの１
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年分を全納してしまったとき、９月に１年分なり３カ月分、４カ月分、既に10月１日越

えて、そういったものは、そうすると節税と言っていいのかなと思うのですけれども、

そうなるのだと考えていいのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 済みません。保育料は使用料とはなっていますけれども、

税の転嫁はされないという形でございます。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●堀議員 分かりました。

示された基準の中で決めた保育料なので、それに改めて２％分は上乗せすることでは

ないということですね。分かりました。

そうしたら、次は町営住宅使用料についてはどのような形になるのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） 町営住宅の家賃につきましては、あくまでも前年度の収入によっ

て家賃決定されています。消費税アップ分については、加えるものではないという状況

です。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●堀議員 分かりました。

町営住宅使用料についても２％分は、改めて転嫁されるものではないということです

ね。

ただ、町営住宅の場合、家賃の計算の中に利便性係数があって、たしかその中に、例

えば租税効果なりも積み上げていくようなものがあるかなと思うのです。ただ、その場

合においても利便性係数は年度の当初で決めたものがそのまま住宅に適用されるはずで

すので、それについては年度途中の増税分も考えなくてもいいのかもしれないけれども、

ただそういった中で係数が変わってしまう可能性があるわけなので、やはり再来年の４

月以降の家賃のときには、より計算を、再チェックなりをきちんとしなければならない

と思うので、そこら辺は気をつけて運用していただきたいなと思います。

あとは、ごみ処理手数料についてはどうなるのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） ごみ処理手数料ですけれども、４月１日現在の世帯の人数

に応じた中で、家庭系のごみであれば、人数に応じた中での年間の手数料額を出した中
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で、それを12分割した中で納めていただく方式になっております。

また事業系について、多量の一般のごみでございますけれども、これについてもあら

かじめ年間、月々出る量に応じた中での年間額を決めた中で、月々お支払いをいただく

といった状況になっておりますので、今回、本当に10月１日の予定ということになって

おりますので、この辺につきましては、先ほど税財政課長のほうからも答弁ありました

けれども、十分に検討をした中で、年間部分となっておりますので、９月段階でもって

納付書を発行させていただいて、要は調定状況をきちんとした中で適正な対応をしなが

ら、住民の方々にご理解いただけるような形での、今回過渡期消費税の部分についての

ご理解をいただきながら、適切な手数料をお支払いいただけるような中で検討を進めて

いきたいと考えておりますので、ご理解願います。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●堀議員 でも、１年分の納付書を発行するときに、６月定例で条例改正をしようと言う

のですから、そうすると４月の段階で納付書を発行する段階では、例えば４月から９月

までの分は増税前、転嫁前の料金で、10月から翌年の３月までの分は転嫁された料金に

なるのかどうなのか。ここら辺についてはどのような取り扱いになるのか。それとも、

とりあえず今10月１日からの改定、転嫁が決まっているので、４月から９月分までを納

付書として発行し、また10月１日から３月までを納付書として発行するのかどうなのか。

ここら辺についてはどのようにお考えなのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 現在のところ、いろいろと検討をしている段階ではござい

ますけれども、考え方の一つとしましては、今、議員おっしゃっていただいたとおり、

９月までの納付書を発行させていただいて、改めて10月から３月までの納付書を発行さ

せていただくといった措置を検討しているところでございます。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●堀議員 それを考えときに、従来であれば４月に１年分を出すわけで、１回の手間と、

送料なり経費で済んだのですけれども、そうすると来年だけは９月にもう１回同じよう

な業務が発生してしまって、当然送料もかかってしまうと経費もかかってしまう状況に

なると思うのですけれども。

例えば、そのごみ処理手数料が、１万円であれば２％ですから200円、６カ月分ですか

ら1,200円の増税転嫁が収入として見込めるのでしょうけれども。例えば3,000円の世帯

なり、4,000円の世帯が60円とか80円の転嫁をしたときに、手間と時間的な労力と経費、

そういうものを考えたときに、逆に逆ざやになってしまうと私だと思うのですけれども、

ここら辺については検討はされているのでしょうか。
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●議長（佐藤議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） いずれにしても、まだ細かい詳細な部分はこれからです、検討

は、全体のですね。今、細かい部分でのごみ処理手数料のことで議論されておりますけ

れども、これにつきましてもまだこれからと。

全体的に同じ課題、これは管内の他の町村も同じです。ですから、その担当者ないし

は財政担当者で話し合いを持った中で共通認識のもとに、どのような形がベターなのか、

ベストなのかということを検討を早急に行って、早い時期に議会のほうにも報告をさせ

ていただきたいと思いますので、まず、まだ確定していない段階で、いろいろと議論さ

れても、こちらのほうから明確なお答えをすることができませんので、これについては

ご理解いただきたいなと思います。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●堀議員 分かりました。

ただ、先ほど言ったとおりに、転嫁するにしても逆ざやになるようなものは、やはり

経済的な効率を考えたときには、例えば内税というか、総額を変えない中でやるとか、

半年間だけやるとか、そういうような形の中でも、しっかりと経済的な効率も、しっか

り踏まえて行っていただければと思うので、やはりそこら辺、今後検討の課題の中にも

しっかりと考えとして入れていただきたいと思うのですけれども、いかがでしょう。

●議長（佐藤議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 議員のご指摘も踏まえて、また、いずれにしても町民に混乱を

与えないような形で、これら検討をし、周知をしなければならな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。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●堀議員 分かりました。

続きまして、公共工事等における残土の処理についてお伺いいたします。

最後のほうでは、現状においては適切に管理できているということで、条例化につい

ては考えていないというご答弁だったのですけれども。適切な管理というのは、それで

は一体どういうものが言えるのか。

今現在、今までと同じような管理をしていた中で、絶対、人的な災害等が起きないの

だ、そういうものも懸念される必要がないのだと。なおかつ発注者側できちんと管理で

きているのだと言い切れるものなのかどうなのか。ここら辺について、まずきちんと適

切に管理できていると言われておりますので、本当に適切なのかというのは、私は常に

疑問に思うところであって、土砂が堆積された中で、上は何もされないでどんどん土砂

搬出の車が通っていった中で砂埃が舞ってしまって、それが強風のときにはどんどん浜



- 78 -

やいろいろなところに飛散してしまっているような状況も見られるようなときに、それ

が適正なのかというのが本当に疑問に思うのです。その辺についてもう一度、適切に管

理されているのだと、常に言えるのかどうなのか。この点についてもう一度答弁いただ

きたいと思います。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） この適切に管理されているという状況について、改めて説明さ

せていただきます。

まず、この厚岸町内においても、これまで土砂の仮置き場所、湖南地区についても、

あと真龍地区においても数カ所ずつあります。まず、底地については全て厚岸町という

ことで、まず日ごろから道路パトロールなどはいつでもできる状況にあると。また、建

設で発生した建設発生土、全て町が発注した業者もしくは厚岸町内で国が発注した建設

業者、北海道が発注した建設業者、全てそういう信頼のできる業者を相手にした状態で、

その残土を持って来ていると。

今、施工中の場所、投げている最中の場所については、当然、ダンプ等の運搬によっ

て、周辺に埃等は発生しているものの、その辺は町と投げる業者との間で、砂利を敷い

て少しでも埃等が発生しないような対策も講じていると。

また、既に残土場所としてもう使われていない場所等についても、種を買って、その

上から要は植生できるような状況をつくったり、また、法面についても当然一定の基準

に従って、法面の勾配を来ているという状態を、私どもは適正な管理ができているとい

う状態ということで判断しております。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●堀議員 言葉がきつくなってしまって申し訳ないのですけれども。そういったときに、

例えば法勾配とかの一定の基準というのはきちんと示せるのでしょうか。例えば、100平

米の中に何立米まで堆積することができるとか、その場合、何メートルの高さまで堆積

することができる、その場合法勾配が幾らまでとしなければならないとかそういう、一

定の基準と今言われたので、その一定の基準というのはどういう基準によるのか。これ

について示していただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） 私どもは建設工事を設計する際に、この各種指針、さらには北

海道から示されております設計要領をもとに、一般的な土木の設計をするわけでござい

ますけれども、要はその持ってくる土砂の質によって、高さ何メートルの場合は、要は

一対何ぼとかという勾配、これは要は決められているといった中で、一応土砂の仮置き

場についても、この設計の基準と同様の内容で、周辺の法面を整地しているという状況

となっています。
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●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●堀議員 先ほど設計基準と言われましたけれども、それが何の何の設計基準なのか。そ

して、その基準の名前が何なのか。ここら辺については、基準を私は示してくださいと

言ったのですけれども、全然そこら辺の答弁がないのですけれども、ここら辺について

はどうなのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） 具体的な名称でございますけれども、北海道建設部土木局道路

課が発行しています道路事業設計要領、この中の盛り土の法面勾配、この基準にのって

現地においても対応をしているという状況です。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●堀議員 そうすると、それはあくまでも残土に限らない、当然通常の工事等でもいうと

ころの盛り土法面だということを使っているということですよね。通常、道路とかそう

いう施設であれば、当然その基準でいいのかもしれません。きちんとその後はちゃんと

道路として、誰かが通行して、崩れれば誰かが見つけることもできるのでいいのでしょ

うけれども。残土の捨て場として、それが適切なのかが、私はあると思うのです。ふだ

ん余り人も行かない、目につかないようなところで、それと同じような基準でやられた

ときに、大雨が降ったときには、法から土砂が流れていってしまうような状況があるよ

うなときに、果たしてその基準だけで適切なのだと言えるのでしょうか。この点につい

てはどうお考えなのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） 逆に言うと、通常道路から見えるから、この基準を使って、要

は結果的に崩れてもいいという発想は全く、あくまでも道路の切り土であっても、残土

の盛り土であっても、基本的には土質によってそれ以上崩壊しないと。要はあくまでも

崩壊しない、安定する勾配として、この基準を設けているのであって、道路だから見え

るから、この基準を使っているとかという内容のものではないです。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●堀議員 そうすると、道路であれば当然法面貼り芝とかもされるでしょうけれども、で

は常に残土捨て場についても、常に貼り芝というものを、常に考えているのだと理解し

てよろしいのでしょうか。その設計要領であれば、当然土砂が流れないようにするため

には芝なりを貼った中で押さえるのだ思うのですけれども。
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実際に残土捨て場として投げられているところで、全て芝などが植生されているのか

どうなのか。この点については、現在厚岸町ではどのようになっているのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） 現地を確認したところ、道路であれば、全て植生というのは当

たり前なのですけれども、残土の場所というのは必ずしも、この植生を義務づけている

ものではないのです。ある程度安定勾配を図った段階で、今度、要はこの業者、もしく

は厚岸町が現地を見て、その法状態に応じて現場で発生した草を貼りつけたり、あとは

種を買って蒔いたりと。要は工事であれば設計で明確にするのですけれども、残土の場

合はこれを設計に計上するものではないですから、必ず植生されているのかと言われる

と、実際には全部が全部植生されている状況にはないです。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●堀議員 そうしたときに、ですから私は条例化なりできちんと基準を設けるべきだと書

いているわけなのです。幾ら設計基準とか何かでやられても、目に見えるもの、私はこ

の質問の中では公共工事等と言っています。あくまでも厚岸町だけではなくて、当然ほ

かの大規模な土砂が動かされるような工事も対象にしていかなければいけないと思って

質問させていただいているのですけれども、そういうところにもきちんと示す上にも、

きちんとした基準を示していかなければならない。それはやはり条例化によって示して

いかなければならないと思って質問をさせていただいたのです。

なおかつ、今後一番考えられるのが質問の後段のほうにもあります有害物質に関して

なのですけれども、土壌分析結果などをつける義務を負ってもいませんし、通常工事の

中でもあらかじめ危険地帯だというところでなければ出していないのだと答弁でもあり

ますけれども。

ただ、例えば道南のほうの北海道新幹線トンネル工事で、トンネル工事で発生する残

土が非常に有害物質という中で、受け入れの土地とかがなかなかない状況があります。

そういうものを見過ごしていった中で、ただ単に基準も何もない中で残土を盛り土され

ていったときに、万が一有害物質が入っていて、それが水で流れて出てしまって、厚岸

湖や厚岸湾に流入してしまって、水産動植物に多大な影響が起きては困る。やはり私は

そういうふうにも思った上で、今回の質問をさせていただいたわけなのです。

なおかつ、今現在、厚岸町では尾幌・糸魚沢間で高速道路の設置を是非やっていただ

きたいということで進めております。そういう工事を考えていったときには、山側で大

変な土砂の切り盛り土が当然発生してくるわけなので、そういった中では、今までも工

事の中でどれだけ土質がどういう土質なのかという調査もされたこともないですし、そ

の危険性について今までは留意したこともないので、そういうような野ざらしのところ

に土が万が一何かしらの害のあるような土だった場合、それが厚岸町の沿岸域における

影響が計り知れないものが出てしまうのではないかなと私は心配するわけなのです。

そういう基準も含めて、厚岸町として条例化がやはり必要ではないのかと私は思うの
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です。これについてはなかなか、例えば都市開発の盛んな政令指定都市とかが条例化等

は進んでいるようなのですけれども、まだ北海道の中でも、私も調べた中では条例化と

いう動きはないのでしょうけれども、ただやはり環境を大事にし、その環境に100％依存

した厚岸町で生活する我々にとっては、やはりそういう懸念を常に払拭する方向は、常

に町民に示していかなければならないと思うのです。そういった意味でも、再度条例化

については検討すべきだと思うのですけれどもいかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 私のほうから有害物質に関する土壌分析等に対して答弁を

させていただきたいと思います。

土壌汚染防止法第４条の中で、堀議員のほうも勉強されていらっしゃると思いますけ

れども、一定基準3,000平米以上の土地の形状の変更の届け出の際に、土壌汚染のおそれ

があると都道府県知事が認めるときについては、届け出を必要としているといったこと

になっておりますし、北海道の公害防止条例第55条におきましても、ちょっと省略させ

ていただきますが、人の健康に係る被害を生ずるおそれのある物質を含むものを工場等

から排出何がしといったような文言がございますし、厚岸においても厚岸町公害防止並

びに環境保全に関する条例21条をもちまして土壌汚染の防止ということで、同じく人の

健康に係る被害を生ずるおそれがある物質を含むものを工場から排出するときについて

は、届け出等々の必要性をうたっております。

さらには、堀議員ご質問のとおり、厚岸町におきましては環境基本条例、さらには環

境基本計画に基づいた中で水保全、大気汚染、有害物質等もキーワードに設定した中で

有害物質の対策等をいかにして情報を厚岸町が収集して、それぞれの状況に合わせた中

で周知していくといったことも、町の姿勢として位置づけられておりますし、当然公共

工事に当たりましては、こういった中での懸念がある部分については、十分な調査を行っ

ていただいた中で実施されているといったことで認識しておりますが、他の事例、特に

先ほどお聞きいたしましたけれども、都市部、特に東京都や千葉県周辺の市町村におい

ても、こういった中での条例を制定しているという事例については、私どもも認識して

おります。

今後の中で、今後の公共工事に含めた中で、その必要性については関係機関含めまし

て、十分に研究をさせていただきたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお

願いいたします。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●堀議員 十分検討していくということなのでいいのですけれども、最後、環境政策のほ

うで答弁していただいたので助かったのですけれども。やはりこれは、こういう規制条

例ですから、発注者側がつくるものではないですよね。建設工事等を発注する側ではな

くて、やはりしっかりと環境政策という位置づけの中で、そちらのほうでしっかりと、

厚岸町が発注する工事もきちんと見るし、また国が発注する工事だって見るだろうし、
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北海道が発注する工事だって厚岸町がきちんと監視していくのだと、そういうような中

で条例の制定を検討していっていただきたいなと思うのですけれども、最後になると思

うのですけれどもいかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 今回は残土捨て場における法面保護を含めた中での有害物

質ということでございます。今、単純に考えてでございますけれども、厚岸町において

そういった中での公害、工場等が建った後で懸念されるところがあるかと言いますと、

なかなか指を上げてすることができませんけれども、やはり先ほど申し上げましたとお

り、他の事例等を十分研究させていただきながら、条例の必要性を含めて研究をさせて

いただきたいと考えておりますので、ご理解のほどお願いいたします。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●堀議員 分かりました。

研究なので、ぜひお願いしたいと思います。ただ、本当に、別につくったからといっ

て、では多大に規制がかかるとか、そういうものではないと私は考えているのです。先

ほど答弁の中でもありましたように、残土捨て場というのは本来は仮置き土ですから、

どこかの工事のところの本来は使うべきものなのだと。でも実際には厚岸町において流

用する工事の数が限られているので、それがずっと積まさっているのだと。私はその状

況というものが、やはり心配になる一番なので、やはりそういうものを考えていったと

きに、何も検討をする必要ではなくて、やはりこれについては、つくって何ら影響の、

多少は土壌分析については費用がかかってくるものは出てくるのかもしれませんけれど

も、それ以外については条例規制だけで、あとは規制する側が毎回捨て土の状況を管理

していくとか、そういったものの中で出る可能性はあるのでしょうけれども、それ以外

については何も影響の少ない条例でもある。

その上できちんとした、やはり対策をこういうふうに厚岸町がやっていくのだと示せ

るといった中で、何もそんなに構える必要もない規制条例にできるのではないのかなと

私は思います。何も本当に、これでかんじがらめにして、例えば100立米、例えば一般建

築の住宅を掘るのに、その土までも動かすときに一般業者に土の土壌分析をしろとか、

私はそんなことまでは言っておりません。あくまでも、ある一定の土壌等が動くような

工事で、できるだけ経済的にも影響がないような中で、厚岸町としてしっかりとやって

いけるような条例として、できるというふうにも考えて提案させていただきましたので、

ぜひとも検討していただきたいと思いますので、お願いいたします。

●議長（佐藤議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 議員言われたとおり、もともとのこの残土条例、いわゆる土砂

条例、これがつくられた目的というのは都市部での山林の崩壊ですか、山の崩壊という
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ことから始まっているようです。それを制定されたところでは、今言った土壌汚染の規

制も含められているということでありますので、まずは厚岸町にどのような規制を条例

の中で、規制をかければいいのかということも含めて、まずは検討させていただいて、

他の事例も含めて研究をさせてください。

今の段階として制定するということは、はっきりと言えないことについて、ご理解い

ただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） 以上で、堀議員の一般質問を終わります。

本日の会議は、この程度にとどめ、明日に延会したいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって本日はこの程度にとどめ、明日に延会いたします。

午後４時52分延会

以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。
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