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厚岸町議会 平成３１年度各会計予算審査特別委員会会議録

平成31年３月13日

午前10時01分開会

●委員長（大野委員） おはようございます。

昨日に引き続き、平成31年度各会計予算審査特別委員会を開会いたします。

本日は、議案第１号167ページの４款１項３目墓地火葬場費から進めてまいります。

４款１項３目墓地火葬場費。ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） ４目水道費。

（な し）

●委員長（大野委員） ５目病院費。

（な し）

●委員長（大野委員） ６目子ども医療費。ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） ２項環境政策費、１目環境対策費。

（な し）

●委員長（大野委員） ２目水鳥観察館運営費。

（な し）

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 ここで学術奨励金というのが出てきますね。学術研究奨励ですか。これ毎年

対象となる研究に対して、町が奨励金を出しているということなのですが、昨年はこれ

に該当する研究というのは何件くらいありましたでしょうか。

それから、今年、今年じゃないな、30年度ですから今年度ですね。それで、来年度は

幾つくらいが予定されていますでしょうか。
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●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 30年度に当たりましては、応募６件のうち、５件を採択さ

せていただいております。例年、大体５件から６件の採択ということで、今回も、31年

度につきましても、その程度の採択に向けて応募を行っていきたいと考えております。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 恐らく、今月いっぱいあたりを締め切りにして、その報告書が出てくるのだ

ろうと思うのですが、その30年度の、というふうに理解していてよろしいのですか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） ３月末までの中で、各報告書を上げていただくということ

で、それぞれ今、研究されている対象者の方々とも連絡を取り合っているところでござ

います。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 それで、今までの報告というのは随分、もう時間もたっていますから、おも

しろいというか、興味のある報告が集積されています。それは、少なくても一般向けに

概要として書かれたものが水鳥のホームページでも見れますよね。というふうに私も聞

いて、ときどき覗いているのですが。

実は、環境教育推進委員会というような、こういうことに非常に見識のある人たち、

特に学校の先生が多いのですけれども、そういうような会合で、この話しますと、みん

な初耳なのです。全然知らないのです。こっちのほうがちょっとびっくりすることがあ

るのです。

これはやはり、もっともっとこういうものがあって、そこではこういうことが見れま

すということを一般に、皆さんに広報する必要があるのではないでしょうか。いかがで

しょう。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 委員おっしゃりますとおり、平成９年からこの事業を受け

持ちまして、学術奨励の助成をさせていただきながら、150件を超えるいろいろな研究報

告をいただいているところでございます。

そういった中では、今おっしゃっていただきましたとおり、水鳥観察館、それと情報

館のほうにはそれぞれ報告書のほうを閲覧できるような形でお貸していただいておりま

す。
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さらにはホームぺージでの活用も、見ていただくことはできておりますけれども、や

はり町民向けの中での周知という部分に関しましては、さらに力を入れる面があるので

はないかというふうには、私自身思っております。

そういった面では、年２回の水鳥観察館便り等を出させていただいておりますけれど

も、そういった中で、この学術奨励の結果についての閲覧状況ができるとか、そういっ

た文面も入れながら、広く町民の皆様に今までの経過、結果を興味をもっていただきな

がら、いただけるような形でのＰＲを図ってまいりたいと考えておりますのでご理解願

います。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 担当者も問題点、よくわかっていると思いますので、余りくどくは言いませ

んが、このＡ４、１枚の概要といっても、学者さんの書いた文章ですので、なかなか難

しいのです。だから、かみ砕いて、例えば小学校の高学年、中学生くらいが興味持って

読めるような、紹介文というようなものをつけるとか、いろいろな方法があると思いま

すので、その当たり検討してみてください。

それからもう一つは、この学術奨励の対象になった方に、義務とはしていませんよね、

努力義務というのかな、そういうことで、町民向けの講演会というか発表会というか、

それをやっていただきたいということを言っていますよね。私も何件かおもしろそうな

ときに聞かせていただいたのですけれども、大変興味のあるものばかりでした。この30

年度の対象者の中では何件くらいありますか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 採択に当たりましても、地元厚岸に来られた中での研究と

いうことを行っていただく形になっておりますので、その機会をとおした中で、できれ

ばそういったことも対応いただけないかということで、それぞれの方々とお話はさせて

いただいているところなのですけれども、なかなかタイミング的なものというのでしょ

うか、研究と合わせての中で、昨年におきましても残念ながら、そういった講演会とい

うか、至るような形でのことは実施はできておりません。

ただし、また31年度につきましても、研究の途中経過等を含めましてやられている状

況、記載がありましたら、やはりぜひ、そういった講演的なものを開催できるような形

での、それぞれ研究者への要請は行っていきたいと考えておりますのでご理解願います。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 これは水鳥の担当者だけの問題ではなくて、横の連絡をとって、十分利用で

きないかという話になってくると思うのです。例えば、非常に感受性の豊かな小学生や

中学生のときに、こういう第一流の、そういう人の話を直接聞くということは、非常に

大きな刺激というか感銘を与えるのです。何というのですか、私みたいな者が聞きかじ
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りの話をしても、子供は全然反応しません。ですけれども、同じような内容のはずなの

だけれども、そういう、その何というのですか、研究なんかをやっているような人が説

明をすると、やはり子供は特に感受性が鋭いですから、そういうことをきちんと受けと

めますよね。

ですから、まずそういう人たちに、大がかりなものでなくてもいいわけですから、自

分がこういうものをテーマで、この厚岸というところで研究しているのは、ここはこう

いうおもしろいものがあるのだよという話を、やはり、できればそういう子供たちにも

触れられるような機会をつくっていただきたいなと。

前に一度、水鳥の、あの施設の、脇の川ですね。そこのところで投網を打って、トビ

ウオの研究で来ている人かな、それが投網を打って、ここの全然透明度がないですから、

住んでいる魚なんか見えないのですけれども、それを掛けると、カジカだとか、そうい

うものまでたくさん出てくるのです。子供たちが歓声を上げていました。

そういうような体験をするとしないとでは、恐らく将来どこかで違いが出るのではな

いかなという気もしますので、どうかその当たり、そういう関係者が、いわゆる連携を

して、せっかくこれだけのものを厚岸町やっているわけですから、十分生かすことを考

えていただきたい。そのように思いますがいかがでしょうか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 各研究者につきましても、フィールドに入られて研究等も

されることもあろうかと思います。それと、やはり時期的な問題等もあると思いますけ

れども、水鳥観察館のほうではやちっこクラブといった中で、子供さんが方との活動等

も行っております。そういった中で、31年度に当たりまして、どのような研究テーマが

出てくるかわかりませんが、フィールド等を使うものがあって危険性がないというので

しょうか、一緒に研究ができる、さらにはそういうようなお話を聞けるといった機会を、

できるような形での検討をさらに進めていきたいと考えておりますのでご理解願います。

●委員長（大野委員） 指導室長。

●教委指導室長（山田室長） 先ほど、別寒辺牛湿原学術研究奨励事業の件で、昨年の10

月27日土曜日に産総研の研究グループの研究員の方を講師にお招きして、厚岸町の地下

に眠る巨大地震の痕跡という講演会が行われております。講座が行われておりました。

この講座に町内の中学校の理科の先生が参加されまして、この内容に深く感銘されま

して、実はこの講座で取り扱われた内容が、中学校１年生の理科の学習内容に合致して

いるわけです。また、小学校でしたら６年生の理科の内容に重なってまいります。

そういう部分で、ここの講座で扱われた内容について、直接、当該の中学校の理科の

先生が講師の方にお尋ねをしたところ、そこで使ったものを教材として提供することは

可能だという話をいただき、さらには、実は新年度になるわけですけれども、湿原のほ

うに調査にまた入られる予定があるということもお聞きした中において、ちょうどその

時期が学習時期と一致する状況がもし見い出せるのであれば、学校のほうに出向いて、
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出前講座みたいな部分ですることは可能だということもお話を、理科の先生はお聞きさ

れたということで聞いております。

もし、そういう機会が利用できるということであれば、積極的に活用させていただき

たいと思います。

あわせて、この環境政策課のほうの所管案件ではないのですけれども、新年度に、こ

れは生涯学習課のほうの所管案件になりますけれども、オーロラの研究について携われ

ている方が、町内に見えられるということで、こちらのほうには、町内の中学校の理科

の学習として生徒たちがプラネタリウムの施設を使って学習する機会を進められるよう

に、今準備をしているところにあります。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 わかりました。そういう点はどんどん進めていただきたいと、そのように思

います。

それで最後にもう１点だけ簡単にお聞きしますが、厚岸におけるトゲウオの研究とい

うのを、この学術奨励制度から始まっていると記憶しておりますが、これについては地

元の高校生に、そうい研究クラブができるというような形で発展してきていると聞いて

いるのですが、現状はどうなっていますでしょうか。

●委員長（大野委員） 休憩いたします。

午前10時15分休憩

午後10時17分再開

●委員長（大野委員） 再開いたします。

環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 翔洋高校での現在のトゲウオに関する、そういった研究ク

ラブの活動状況でございますけれども、翔洋高校での担当されていた先生がご異動にな

った状況、さらには研究されていたお子さん方が卒業していったといった中で、現在残

念ながら、このクラブ自体は活動はされていないという確認がとれているところでござ

います。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 そうですか。

こういうようなもので、例えば高校でそういうクラブができるというようなときに、

やはりそれがずっと継続できるようにするためには、町で、例えば水鳥観察館のような

施設、あるいは教育委員会で、全面的にバックアップしないと、人が変わった瞬間に、
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ろうそくの火が消えるようになくなってしまうのではもったいないですよね。

ですから、その当たりは、何というのですか、厚岸町全体で支えるというようなもの

が非常に必要だと思うのです。それを考えていただきたいのです。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 今おっしゃっていただきましたとおり、厚岸町のトゲウオ

については、稀少、厚岸町内において６種類のトゲウオ、トミウオ等が確認されている

ということで、厚岸町はガラパゴスではないかといったような研究結果もお聞きしてい

るところでございます。

せっかく進められている研究が途中で終わってしまうといったことも現実的な状況に

はございますけれども、今後の中で、また研究に入られる先生方、研究者の方々もいら

っしゃると思いますので、そういった中で翔洋高校との中で、興味をお持ちになってい

ただけるような先生、さらには生徒の皆さん等がいらっしゃれば、こういった継続して

いただくような中での、町としてのバックアップ、支援も検討していきたいと改めて考

えておりますのでご理解願います。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 これで最後にしますから。

今、中高一貫教育なんていう言葉が随分と新聞紙上でも出てきますよね。高校だから

厚岸町の教育委員会は関係ないと。高校に、そういうクラブができて、それがある程度

活動して、その先生がいなくなって消えていくのは仕方がないというようなことではだ

めだと思うのです。

高校にそういうクラブができたのなら、それこそスポーツ少年団のような発想で、や

はり中学校だとか、そういうところの子供たちも一緒になって、そういうことをやるよ

うな、まちとしての、そういう何というのですか、研究の、高校生の指導を受けながら

中学生もやるとか、そういうものができていれば、子供たちは卒業しました、いなくな

りました、指導していた先生は転勤でいなくなりました、誰もやる人がいません、だそ

うですというような話では終わらないと思うのです。

せっかくそういうものが育ちかけているのであれば、やはり、これはみんなで支える

というためにはどうしたらいいかということを考えていくべきだと思うのです。そうい

う点で教育委員会、どういうふうに考えていますか。

●委員長（大野委員） 教育長。

●教育長（酒井教育長） この問題、実は大変、大きく広い問題とかかわるかなという受

けとめはしております。と言いますのは、ちょっと話が逸れてしまいますけれども、子

供たちのスポーツ関係も含めて、今、学校単位ではなかなか成り立たない。そのため、

地域とのかかわりの中で、あるいは教育委員会、行政とのかかわりの中で、そういった
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ものをどう支え、育てていくかという、非常に大きな、今、そういう時期に、課題に取

り組まなければならない時期に来ているという認識は持っております。

今、委員おっしゃられた高校とのかかわりの部分ということでは、今現在、子供たち

の、高校生から中学生、小学生がいろいろなものを学ぶ、そういう取り組みは今進めて

おります。

それから、中高連携という枠組みの中で、今後何ができるのかというのは、小学校、

中学校の教育課程をこれからどう組んでいくのかというかかわりの中で、地域に開かれ

た教育課程、学校と地域が常に連携をしあって、子供たちが学んでいく、そういう枠の

中の一つに高校とのつながり、せっかく地元にある高校ですから、高校とのつながりを

どう図っていくか。

つまり、小、中、高のつながりをどう図っていくかということも、これまた大きな課

題として受けとめているところでございます。

今、委員のご指摘がありました高校がもっているさまざまな知的なノウハウ、技術的

なノウハウ、ここから子供たちが直接それとかかわって学ぶことによって憧れをもった

り、将来展望いろいろなものを広く視野をもてることができる、子供たちの感性に働き

かけることができる、そういう利点が数々あるというふうに認識しておりますので、町

のこれからの教育のあり方、いかに幅広い関係の機関、あるいは人たちとつながりをも

った学びを構築していくかという、そういう大きな枠組みの中で、中・高連携というの

は非常に重要なところにあるという認識をもっているところでございます。

●委員長（大野委員） ほか、この目ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ、進みます。

３目廃棄物対策費。

４番、石澤委員。

●石澤委員 ここに自然の番人宣言推進委員会というのがあるのですが、今どういうふう

な活動していますか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） この組織につきまして、自然の番人宣言につきましては、

平成18年４月１日に管内、市町村におきまして、自然の番人宣言をしたわけでございま

すけれども、釧路圏域につきましては、釧路湿原国立公園、阿寒国立公園、厚岸国立公

園を初めとする貴重かつ雄大な自然環境を背景に生活と生産が営まれ、また圏域のみな

らず、全国民の財産として位置づけられて、多くの方々が訪れる地域であるといった中

で、ただし、近年、多くの方々が努力を踏みにじるような中で、廃棄物の不法投棄、ポ

イ捨てなどの行為が目立つということで、これら対策を図っていくために、この組織を
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立ち上げた中で、啓発活動等を行っている状況にございます。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 ポイ捨てとか自然を守るためということで、番人というシールを貼った車が

走ったりするのですけれども、今、プラスチックの問題が、海に廃棄されて、プラスチ

ックが生態域に影響を与えるという問題が出てきているのですが、買い物なんかしてい

ると、皆さん、ちゃんと買い物袋も持ってきて、そういうのが目立つのですが、なぜか

道路を見るとプラスチックの中のごみがぽんぽんと捨ててあるということがあるのです

が、啓発に努めているということなのですけれども、その効果というのはどういうふう

になっているのですか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） マナーをきちんと守っていただける方もいらっしゃいます。

ただし、それに反する方もいらっしゃるというのが現状でございます。

そういった中では、こういった自然の番人宣言、１市６町１村が宣言した中で、ごみ

の不法投棄やポイ捨てを廃絶するという、合同での行動を強化していくといった活動に

ついては、先ほどおっしゃっていただきましたとおり、車両用ステッカーとかポスター、

さらには小中学生用のパンフレットとか、観光客に対してもパンフレットを配布するな

ど、そのほかにも道路など、やはり不法投棄が目立つ箇所につきましては、啓発用の看

板を設置するといった中での活動を行ってきている状況にございます。

これはもう、いたちごっこになる面もありますけれども、やはりそういった不法投棄

がされるような場所については、やはり重点的に巡回するなどしながら、少しでもごみ

を減らして、住みよい環境、さらには来ていただいてきれいな環境を見ていただきなが

ら過ごしていただくといった活動を今後とも進めていきたいと考えております。やはり、

これは継続しかないと考えております。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 プラスチックごみの原因で子供の体に、魚の中に蓄積されて、そしてそれが

取り組むことによって、人間の体にも影響が出ているというふうに、そういうデータも

出ています。ですから、せっかく町内でクリーン作戦とかやっているのですけれども、

それも含めて、子供たちも含めてなのですけれども、特に大人のほうが模範を示さなけ

ればならないと思うのですが、プラスチックごみの製品を減らすというような運動も含

めて、申し入れや、そういうのもしていってもらいたいと思いますがいかがですか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） マイクロプラスチックについては、世界挙げての中で、今
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取り組みはなされようとしているところでございます。

多くはやはり海域等に流出されたものが細かく、本当にマイクロ、１ミリを満たない

ような形でもって、魚等が捕食していく連鎖でもって、それを人間が口にするといった

中では、健康被害等も懸念される大きな案件でございます。

いかにして、このプラスチックから転換を図っていくかということで、一部ストロー

を変えていこうといった中での国の取り組み等も行われておりますし、今後ますます日

本としても、このプラスチックの問題につきましては、政策的な中で取り進めていかな

くてはならないと思う問題だというふうに認識しておりますし、厚岸町としましても、

これら問題を十分重く受けとめながら、機会あるごとに、それぞれ関係機関等にも要請

をしていくような活動ができていけばと考えておりますのでご理解願います。

●委員長（大野委員） ほか、この目ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ、進みます。

４目ごみ処理費。

８番、南谷委員。

●南谷委員 ４目ごみ処理費で３点お尋ねをさせていただきます。

まず１点目でございます。178ページ、020ごみ処理場管理の中で、180ページのほうに

委託料、一般廃棄物最終処分場埋立量変更調査委託料752万4,000円の計上がございます。

新規計上でございますが、これにつきましては、最終処分場の延命、いつまで可能なの

か、現状では32年くらいまでで、その処分場がもたなくなると。

これらのことを、この処分場の調査をすることで36年まで伸ばしたいということで、

その調査をするのだという説明を課長の担当課から受けました。何をどうすると延命と

なるのか、またどのような調査をされるのかお尋ねをさせていただきます。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） お時間いただきまして、申しわけございません。

現在の厚岸町の一般廃棄物最終処分場２基埋立地につきましては、先ほどご質問者が

おっしゃっていただきましたけれども、平成18年10月から現在共用を開始しているとこ

ろでございます。

埋立期間につきましては、平成32年までの期間の15年間ということで進めてきたとこ

ろでございますけれども、現在これを延命化を図りながら、現在釧路市で新たに最終処

分場を建設しようとしておりますけれども、そちらのほうの処理場のほうに厚岸町の最

終処分のごみについても搬入をさせていただきたいといった中では、36年４月からの稼

働ということで、現在釧路市では建設に向けて準備を進めているところでございますけ

れども、厚岸町としましても、この36年まで、この現有施設を何とか延命化を図りたい
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といった中で、この調査、埋立量の変更調査委託料を計上させていただいております。

まず、基本的には現在の埋立量がどの程度までなっているか。今まで職員実行の中で

応談をとりながら、埋立量の状況を確認してまいりましたけれども、これらについても

正確に委託をさせていただきながら、残容量をまず出させていただき、さらには隣に第

１基の埋立処理場がありますけれども、隣接している中では、この当時のものについて

は、容量的に北海道の許可をいただきながら、アンコウガタというのでしょうか、当初

予定よりも多く入れさせていただいて閉鎖作業を行っているといった中では、隣接する

中での地質状況の中で、現在、今ある施設を、まずもって覆土圧、本来１メーターもら

わないとならない部分を軽微変更で50センチということで、北海道の許可をまずいただ

いております。さらには、これを36年までもたせる上では、軽微な変更で10％未満につ

いては、軽微な変更で手続きをとることができるといったことでございますけれども、

これら手続きに当たりましては、北海道の指導から、今言いましたように現状の残容量、

さらには周辺に与える影響等をきちんと調査した上で申請をすることといった指導をい

ただいております。そういう中で、今回、大きくは残容量、さらには周辺の、かさ上げ

することによっての影響等が出ないのか、そういった調査を行わせていただくものでご

ざいます。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 大体わかったのですけれども。10％といった部分の数字が、何の10％なのか

ちょっと理解できなかったのです。それと、周辺への環境の影響というものにつかれま

しては、やはり風が飛ぶと軽いものは飛んでしまうとか、そういう部分もしっかり対応

していただければと思いますがいかがでしょうか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 大変、肝心なところが抜けていて申しわけございません。

埋立容量としましては、１万9,100平方メートルが埋立量となっております。そのうち

の10％未満ということで、それは埋立残量、埋立量としての状況でございますけれども、

そのうち10％ということで、1,910立方メートル未満の埋立までの申請を行おうというも

のでございます。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 答弁漏れあるな。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） それと、周りの環境というのは、まず地盤状況、10％かさ

上げすることによって周辺の状況。特に第１基のほうについての影響等、崩れてくると
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か、そういった影響等がないのかといった状況の調査を行うものでございます。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 ２点目にまいります。その下です。060収集ごみ積替保管施設建設事業837万

1,000円。この事業なのですけれども、地質調査委託料とごみ積替保管設計委託料480万

円なのです。それぞれもう少し具体的に、このどんな事業をするのか教えていただきた

いと思います。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 収集ごみ積替保管施設建設事業でございます。新規計上さ

せていただいておりますけれども、地質調査につきましては、ボーリング調査を行いな

がら、要は上物を現在280平方メートル程度の建物を積替施設として建設が検討している

ところでございますけれども、その建物を建てる上で、地質状況がどうなのかといった

調査を行うものでございます。

それと、それに伴いまして、今申し上げました現状今、原課のほうでは280平方メート

ル程度の建物といったことで検討はしておりますけれども、実体的にこの実施計画に基

づきまして、建物の構造、さらには強度等、収集状況にあわせた中で、どういった構造

にしたらいいか、最終的な中での、建設に当たっての設計を行うための委託料を盛り込

ませていただいているところでございます。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 今ので大体わかったのですけれども、建物はどの辺にできるのでしょうか。

全く想像がつかないものですから。まさかその上にと、今のある１基、２基の上にとか、

そういうことではないと思うのです。あの近くなのか、またはたまた全く違うところな

のか。どういう場所なのかもわからないものですから。おおよそでいいですから、まず

これが１点です。

次なのですけれども、先ほどからの答弁がありました。改めてお尋ねをさせていただ

きたいのですけれども、釧路のほうに持って行くスケジュール。建設事業、これから進

めていくわけでございますが、改めてお尋ねをさせていただきます。いつから釧路のほ

うに事業開始をするのか。それに向けて、今町としてどんなスケジュールで取り組んで

いるのか。簡潔にお願いいたします。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） まず、収集ごみ集積保管施設の建設予定として、現在考え

ておりますのは、浸出水調整池というものがございます。ちょうどごみ焼却処理場の向

かいといった場所にありますけれども、その手前の位置しか敷地上の中で、今検討して
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いる中では、この辺しか現状とれないといった中で、この場所をまず基本として検討し

ているところでございます。

それと、釧路広域連合清掃工場への加入、さらにはごみの搬入の考え方でございます

けれども、今15年目を迎えた中で、この釧路広域連合の清掃工場におきましては、大規

模な基幹整備、内部の焼却施設等の改修を３カ年をかけた中で実施を行う予定となって

おります。

その実施年が32年からの３年間ということで、厚岸町としましては32年４月加入に向

けての所定の手続きを連合、さらには構成されます市町村の連合議会のほうでの承認を

いただきながら、32年４月１日からの加入をさせていただき、この基幹整備に当たって

の中では、交付税バック等もありますので、優位な中で加入するとしましたら、この年

度に加入し、ごみにつきましては、翌33年４月１日からごみの搬入をさせていただくよ

うなスケジュールで進めていきたいと考えているところでございます。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 ちょっと僕、頭の中こんがらがっていたので。さっき延命処置をすることで36

年という、その延命をすると。それとこれとはリンクしないのですか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 施設的には別のものです。最終処分場とごみの焼却施設の

ものとの違いでございます。あくまでも最終処分場につきましては、釧路市が供用開始

する36年４月までの中、現有しています２基の埋立地を延命化図っていきたいといった

内容でございます。ごみの広域化とはまた別の問題でございます。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 その上で、１番気になる町民も、その33年４月から始まると。町民に対して、

ごみ手数料がどうなるのだろうと。この辺については、非常に話題になるところなのか

な。憂慮されると思うのですが、この辺についてはいかがなものでしょうか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 我々もいろいろと、町単独での建設、さらには今申し上げ

ました釧路広域連合への加盟といった中での試算等もさせていただいております。

そういった中では、釧路広域連合への加盟のほうが、厚岸町としての状況メリットが

大きいということで、最終的な判断をさせていただいておりますが、現在考えている中

では、直接、分別もそうでございますけれども、料金につきましても試算はしないとい

けないと思いますが、現段階において、この移行にあわせた中での手数料、ごみ手数料

の値上げを行うといった考え方にはたっておりません。
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●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 なかなか推計の段階で、何があるかわからないから最終的にどうなるか、予

想はたちにくい。現段階では、現状のままでいう考え方と、基本的な考え方と。

できるだけ早く、町民が不安にならないように、きちんとその料金がこうなのですよ

と。やはり最後はそこにいくと思うのです。その辺、なるべく早い推計を出していただ

きたいと思います。

３点目でございます。070一般廃棄物最終処分場汚水処理施設機器整備423万円。この

関係なのですけれども、汚水処理施設の壊れたものの改修工事だというふうに理解をす

るのですが、どのようなものが壊れて、どう修理されますか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） この一般廃棄物最終処分場汚水処理施設の機器整備事業で

ございますけれども、先ほど申し上げております最終処分場からの汚水等を最終的にこ

の施設でもって適正な値とした中で放流するための施設でございまして、現在この整備

に当たりましては、減水層のポンプ室、１基目の建設から使用されている施設でござい

ますので、減水層のポンプ汚泥かき寄せ機、あとｐＨ調整攪拌装置などといった、中に

ある設備そのものがかなり老朽化しているといった状況にございますので、今回31年度

の予算をもって、これら修繕を行わせていただきたいという内容でございます。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 確認するのですけれども、今回ミックス事業で新たに合併になりましたよね。

それらの施設ではなくて、それ以前からの設備部分という理解でよろしいのでしょうか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） あくまでも最終処分場がごみ処理場の奥にございます。１

基目と２基目の最終処分場のほうで、そこでは埋立等行っている状況になりますけれど

も、雨水等も入ってまいりますけれども、その処理水を適正に河川等に流出して処理を

するための処理施設でございます。

（「わかりました」の声あり）

●委員長（大野委員） ほか、この目ございませんか。

（な し）
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●委員長（大野委員） なければ進みます。

５目し尿処理費。

（な し）

●委員長（大野委員） ６目下水処理費。ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） ５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費。

（な し）

●委員長（大野委員） ２目農業振興費。ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） ３目畜産業費。

（な し）

●委員長（大野委員） ５目農地費。

（な し）

●委員長（大野委員） ６目牧野管理費。

４番、石澤委員。

●石澤委員 ここで臨時職員の待遇についてなのですけれども、会計年度職員制度に変わ

るときに、この臨時職員になっている方たちの身分というのは、どういうような形に変

わっていくのでしょうか。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） 臨時職員は会計年度任用職員という変更があるということで、

今までは地方公務員法上、臨時的任用臨時職員というものが会計年度任用職員になりま

す。

それで、臨時職員というのは地方公務員法上残るものですが、臨時職員という方は正

職員が、いわゆる常時勤務する業務、正職員が突然欠員になったとか、その業務が知識

が必要だとか、一定の知識ですね、それらを補うのが臨時職員。それ以外の、町がこれ
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まで非常勤職員または臨時職員という方は、ほぼ会計年度任用職員に移行になるという

ことでございます。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 前の委員会での説明のときに、臨時職員の中にフルタイム会計年度任用職員

とパートタイム会計年度任用職員というふうに区別があるとあったのですが、その内の

どちらのなるのですか。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） ちょっとイメージを持っていただきたいと思うのですけれども、

フルタイム会計年度任用職員は、現在の、役場でいえば月曜日から金曜日までの８時半

から17時15分まで、いわゆる正職員と同じ勤務時間。勤務を必要とするのは、フルタイ

ムの会計年度任用職員。それ以外の週に何日か、月、木、金だとか、毎日ではなくて、

週の限られた日、または時間に、いわゆる常勤ではない方がパートタイムの会計年度任

用職員、この２種類となります。牧野管理費に計上されている臨時職員は、ほぼ全員が

フルタイムの会計年度任用職員で検討しているところでございます。

●委員長（大野委員） ほか、この目ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ、進みます。

（な し）

●委員長（大野委員） ７目農業施設費。

（な し）

●委員長（大野委員） ８目農業水道費。

（な し）

●委員長（大野委員） ９目堆肥センター費。ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ、２項林業費、１目林業総務費。
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11番、中川委員。

●中川委員 ここでいいと思うのですけれども。

課長、私数回にわたって要望してまいりました愛冠から看板に水が下がって流れてき

ます。それで、課長からいろいろ、私の担当なので、北海道のほうにやっていただくと。

私もがんばりますということで話ありました。その後に、私個人、個人というか私に、31

年度に目途がついたと。やっていただけるという話を課長から聞いたのですけれども、

そのとおり考えてよろしいのかどうなのか。その辺をお聞かせください。

●委員長（大野委員） 11番、中川委員、それって治山の分野に入ってしまうのですけれ

ども。

●委員長（大野委員） と思うのですけれども。

ないから、ここで受ける……。

●委員長（大野委員） いいのですよね。ないのでここで受けて。課長、よろしいですか。

環境政策課長。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 治山事業に関してのご質問でございます。

中川委員のほうからは過去にもいただきながら、我々も北海道、特に森林室に対しま

して、早期事業化に向けての進めていただきたいといった強いお願いをしてまいりまし

た。

30年度の３カ年計画の中では、31年度、来年度、実施に向けて進めていくといった回

答をいただいていたところでございますが、ご案内のとおり、９月６日発生の胆振東部

での大震災、災害に応じまして、治山状況についての、その復旧事業費等がやはり大き

く予算をもっていくといった状況からいいますと、北海道の中でも努力はしていただい

てはおりますが、残念ながらもう１年、32年での位置づけをさせていただいたというこ

とで連絡をいただいているところでございます。

我々としましては、やはり町内にもいろいろと重要な箇所がございますし、この有明

の沢というところも重要な位置づけというふうに考えておりますので、ぜひ早期実現に

向けての中での、さらに強い要請活動をしてまいりたいと考えておりますが、何しろや

はり、この復旧関係に関する予算というのが誘導的な状況がございますので、我々とし

てはできるだけ早くといった依頼は、今後も続けてまいりたいと思いますので、それら

情報がありましたら、またお伝えする機会がありましたらお伝えしたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

●委員長（大野委員） 11番、中川委員。
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●中川委員 今、課長から答弁いただきました。

今、胆振のほうの大災害があって、そっちのほうに北海道としても予算を使うので、31

年が32年にやっていただくように努力すると言っていただいたのですけれども、やはり

これちょっと私、生意気ですけれども、当たり前だと思うのです。もし、これが、厚岸

が胆振のようになりましたら、やはり復興に力入れてほしいわけですから。今、胆振が

そういうニュースでも見ているように、大きなああいう事故がありましたので、これ当

然だと思うのです。当然といったら、お願いしていてこんなこと言うのどうかと思うの

ですけれども。

私が急ぐというか、要望しているのは、私も前に話したかもしれませんが、上のほう

から、北海道から流れてきます。そして、下は、厚岸町が受けるわけです。その水を。

そうすると、この受けるの建設なのです。私、これ前にも言ったように、本当に一生懸

命やってくれています。本当に感謝してもし切れないだけ、もうたまに私行くと、側溝

があふれないように、もう土嚢を積んでもらったり、砕石が流れたら、砕石を新しく入

れてもらったり、砕石の上に土がかかったら、そこを取り除いて、やってくれて、本当

に感謝しているのです。

ですから、厚岸はここだけではないです。建設課に何百人の職員いるわけでないので

すから。ここばかりではないですから、また大雨でほかにもまたあると思います。そう

すると、建設の職員の皆さんの仕事が減るわけでしょう。だから、いいのです。今の私

が要望しているやつが32年が33年になってもいいのです。いいのですけれども、そのた

びに建設が迷惑かけるのです。そのご苦労というのは、もう大変なものなのです。だか

ら、１年でも早くやってもらいたいなと思うのですけれども。

この胆振も、この被害の復興のためにということで、今課長からも答弁ありましたけ

れども、できる範囲でやっていただくように。

そして今、ついでといったらおかしいのですけれども、その建設の皆さんも大変ご苦

労かけていますけれども、課長。一緒にその下の、今、曲がりくねって水が流していま

す。それをまっすぐやりましょうと言って、私も課長にも話していますけれども、上の

ほうの水がきちんと流れたらやりますということなのですけれども、その下もきちんと

やる、経費も北海道で幾らかみてもらうことができないのかなと思うのです。

これは、流すのは北海道です。受けるのは厚岸だから厚岸で勝手にやれというのでは

なくて、10のうち、10北海道に見れというわけではないでしょうけれども、そこを１年

間期間が長くかかるわけですから、その辺も北海道にも少しみてもらうように働きかけ

てほしい。そうすると、スムーズに北海道にやってもらう。そして汐見川にでもきちん

と流す。そうすると、そういう漁民も、それから担当職員も苦労なく水流れると思うの

です。

その辺も一緒にあわせて北海道のほうに働きかけてほしいと思うのですけれどもいか

がでしょうか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） まずもって治山事業についてご理解いただきたいと思うの



- 154 -

ですけれども、治山事業が行われるというのは、まずもって保安林が指定されている箇

所だということでございます。

現在、この有明の沢というのは、右手のほうにそういった治山ダムがない状況にあっ

て、流下物として上のほうから葉っぱや土砂等が流れてくるといった状況にあります。

それをいったん受けるような中での、その治山ダムを我々は要望をさせていただいてい

るところでございます。

北海道としても鋭意、その予算獲得に向けて努力をいただいているところでございま

すけれども、やはり現有の中で進めている工事を終わらせなければいけないということ

もございます。

そういった中で、先ほど申し上げましたとおり、31年が32年へ位置づけということに

はなっておりますけれども、北海道としましても積極的にそういった中での我々の要請

も受けていただきながら、予算確保に向けて努力をいただいているといった現状にござ

います。

その保安林を境としました流末に関しては、やはりこれは厚岸町での整備をしていか

なければいけないという状況になると思います。これらの状況については、建設課、町

のほうとも十分協議をさせていただきながら、はっきりとしたこの有明の沢の工事の年

度が固まらないと、一体とした中で工事を進めることができないという状況もございま

すので、今後とも、この有明の沢もそうですけれども、厚岸町全般の治山の要望、さら

には復旧工事につきましても、十分に北海道森林室との協議等を重ねて、具体化、１日

でも早い具体化できるような形で、要望活動をさらに強めてい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。

（「はい、わかりました」の声あり）

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 ここで204ページの森林経営管理というところでお伺いいたします。森林整備の

意向調査委託料というものが森林環境譲与税を原資として行われるわけですけれども、

まずこの意向調査というものがどのような形で行われ、調査の対象というものはどのよ

うな人方なのか。これについて教えていただきたいと思います。

●委員長（大野委員） 休憩いたします。

午前11時05分休憩

午前11時06分再開

●委員長（大野委員） 再開いたします。

環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 今回、森林経営管理委託、経営管理ということで新規に上
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げさせていただいておりますが、これは森林経営管理法におけます対象森林所有者の意

向調査委託料としまして、今回委託内容としましては、森林情報の収集、所有者の合意

形成に向けまして、施行履歴等の整備、それと森林所有者への事前説明、森林情報の収

集、計画樹立の案内、合意形成、手続き等にかかります委託料としまして、１ヘクター

ル当たり8,000円で100ヘクタール80万円を計上させていただいているところでございま

す。

この森林経営管理法は、平成31年４月に施行されまして、法に基づく新たな森林管理

制度が開始されることとなるわけでございますけれども、法では、市町村はその区域内

に存在する森林について、経営管理が円滑に行われるよう、この法律に基づき、区、措

置、その他、必要な措置を講じるように努めるものとすると定められておりまして、森

林所有者への制度の周知と意向調査の実施を行わなければならないといったことになっ

ております。

北海道の調査におきましては、厚岸町における、この対象となる森林については、約400

ヘクタールとされております。そのうち、初年度であります平成31年度につきましては、

100ヘクタール分の意向調査を行おうとするものでございます。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 わかりました。ただ、対象森林というものがあるのだというのですけれども、

この対象森林というのは、一体どのような位置づけで、総体で400ヘクタールといった中

で、森林対象所有者というものは何人になるのでしょうか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） お時間をいただいて申しわけございません。

まずもって、この対象となりますのは、整備が行き届いてない人工林につきまして対

象となるものでございます。先ほど、ちょっと申し上げましたのは、この意向調査の対

象としては約200人。所有者として200人。先ほど、ちょっと申しわけございませんでし

た。400と言いましたけれども、450ヘクタールでございます。訂正させていただきます

が、この整備の行き届いていない人工林と思われる北海道の調査結果でございます。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 意向調査したと。ただ、初年度目が100ヘクタールで全部で450ヘクタールです

から、そうすると、今年１年だけではなくて、来年、2020年度、2021年度、2022年度、2023

年度くらいまでは、この意向調査というものが続けられていくと理解してよろしいのか。

また、結果的に、この意向調査をしたものというものは、今後のいろいろな森林事業

のほうにどのように活用されていくのか。これについてはどうなっているのでしょうか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。
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●環境政策課長（尾張課長） 現在、意向調査につきましては、効率的に図って考えてい

くためには、やはり地区別でもって地域ごとで、現在100ヘクタールというふうな、初年

度はなっておりますけれども、５カ年程度の中で、この意向調査を行っていきたいと。

その中で、町に管理権を委託される方々が、所有者が何件いるかといったことも出てく

るかと思いますけれども、それに基づいた中で、今度はそれの計画を立てていかなけれ

ばならないという作業が、今後出てまいります。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 今、町に管理権という新しい言葉が出たのですけれども。そうすると、あれで

すか。森林整備の行き届いていない人工林450ヘクタールというものは、今後整備してい

く中では、町のほうに管理権を委託するような手続き的なものを踏んでいかなければな

らないというふうな、森林経営管理法ですか、というような位置づけなのでしょうか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） あくまでも、その意向調査を行った上で、所有者の考え方

をお聞きするといったことになります。これら、みずからが森林経営を実行できない場

合については、市町村が森林の経営管理の委託を受けて、森林経営に適した森林、これ

はきちんとした中で、採算性を含めた中でできるといった森林につきましては、今後、

意欲と能力のある森林経営者に町が採択するといった流れになります。それを再委託で

きないような森林については、再委託に至るまでの間の森林においては、市町村が管理

を実施していくといった制度でございます。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 ただ、厚岸町には森林組合というものもあって、対象人員200人といった中の、

どのくらいの数かはわかりませんけれども、森林組合にも加入している人というのは当

然いると思うのです。当然、森林組合も林業、森林所有者の経営といったものに対して

の指導、助言というような形の中で、森林経営に携わっていくような立場にあると思う

のですけれども、そこと厚岸町との線引きというのは、どのような形になっていくので

しょうか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） まず、先ほど申し上げました200人、450ヘクタールについ

ては、森林経営計画が立っていない、立てられていない森林ということになります。で

すから、この森林計画については、森林組合をとおした中で計画をたてている状況にご

ざいますので、森林組合等の組合員にはなっていない森林ということでございます。
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意欲と能力のある森林経営者でございますけれども、現在、この指定に当たっての基

準等が、今後示されてまいりますけれども、当然地域にあっては、厚岸町の森林に熟知

している厚岸町森林組合等についても、この森林経営者として応募いただきながら、こ

の制度の実施部隊として行っていただくような形になっていこうかと考えております。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 そうすると、今までであれば、森林所有者、森林経営といった中では、森林組

合のほうに加入して、森林計画、整備計画なりを森林組合と一緒に立てて、整備をする

ような方々があれだったのですけれども、この対象というのは、あくまでも森林組合に

加入していない人。でも、あれですか。森林組合に加入していなくて、人工林というも

のは、450ヘクタール、やはりこれだけの数は、やはりあるのですか。私、こんなにある

とは思わなかったものですから。ちょっと認識が違ったのですけれども。それについて

教えていただきたいと思います。

あと、それと最終的に何言いたいかというと、森林所有者というのは、父祖の代から、

お父さんやおじいちゃん方の時代は、伐採と植林とかもやられていて、もうそれから40

年とか50年、適正な伐期も過ぎた森林というものが多少あるような中で、今の所有者が

どれだけ自分の森林というものを把握しているのかといった中では、本当に難しいので、

やはりこういうような意向調査というものをやる中において、そういう森林、今現在、

あなたの所有している森林の実態がこうですよというようなものも、しっかりと相手方

のほうに知らしめた中で、経営管理としての計画というものを立てた中で、今後の整備

事業というものに生かしていってもらいたいと。そのための基礎となる調査なのかなと

思っていたものですから。そういう中で、この調査の充実といったものをお願いしたか

ったのですけれども。

とりあえず、この１ヘクタール当たり8,000円という金額というのは、これは法律のほ

うで決まった額。法律なりで決まった額と理解してよろしいのか。例えば、もっとこれ

よりも、もっと森林所有者にわかりやすい、例えばドローンを使っての上空からの森林

状況の映像とか、そういうようなものとかを使って、森林所有者に現状の森林の状況な

どを知らしめるとかといったとき、そういう調査もするとなれば、当然増額といったも

のも考えられると思うのですけれども、そういうものというものは、この１ヘクタール

当たり8,000円の増額というものにすることができないのか。これについてお伺いしたい

と思います。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） まず、単価１ヘクタール当たり8,000円というのは国で定め

られた金額となっております。さらに、森林所有者の情報を収集するに当たってドロー

ン等も活用といったことも考えられるかもしれませんが、現状、まずもって所有者との

合意形成がなって初めて、その森林等を調査できるといったことになっていくと思いま

すので、それら整った中で、より有効な中での活用ができるのであれば、そういうドロ
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ーン調査等についても、この経費の中でできるか、できないか、これまた町単独ではな

くて、委託の中で検討していきたいと考えておりますので、これらについてはさらに検

討を要していきたいと考えております。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 １ヘクタール当たり8,000円が国で決めた基準なのだといっても、実際にこれを、

お金は森林環境譲与税ということで、一般財源化された財源の中から使われるわけです

から、例えば下のほうにある森林環境譲与税基金ということで640万円、今回、今年基金

のほうに積もうといったものの中で、当然もっと調査というものの項目を増やした中で

は金額が必要だといえば、この環境譲与税基金のほうからそれ相応の財源というものの

流用というものができるふうに考えるのですけれども。そうではないのだと、これはあ

くまでも国が定めて、国がするのだから、これ以上の金額の単価当たりの金額の調査と

いうものはできないのだという。そういうものなのでしょうか。

私は、譲与税を使う以上は、あくまでも一般財源ですから、ここにも財源は書いてあ

りますけれども、そういった中では自由度というものは高いと思うので、これは要は、

厚岸町として将来的な森林の整備、民有林です、特に。民有林の整備振興というものを

どのように図っていくかといった中で、大きな意欲を示すものにもつながるとは思うの

で、やはりこの調査というものに対して十分な調査をしていただきながら、一人でも多

くの未整備の森林を持っている方々が森林整備といったものに意欲を示していただける

ような、そこにつながるような調査のほうにしていっていただきたいと思うのですけれ

どもいかがでしょうか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 今回、国の単価として計上させていただいているのは、あ

くまでも森林情報の収集ということで、所有者との合意形成までの経費として計上させ

ていただいているものでございます。

その後、形成後はさらに施行の合意までの中では単価として３万8,600円といった中で

の国の単価が示されておりますし、あとは経過確認につきましては、１万6,000円という

ような単価が示されております。

こういった定められた単価を活用しながら、まずは所有者の合意形成まで行った上で、

今後具体的なこの施行合意まで至った後の自主的な対応となりますと、さらに検討が必

要となってくると思いますし、31年度は初年度ということでございますので、まずは実

施させていただきながら、課題等もあろうかと思いますので、それらを整備させていた

だきたいと考えておりますのでご理解願います。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 理解いたしました。ただ、所有者への合意形成までだというのであれば、なお
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さら、だから所有者が今現在、自分の森林がどうなっているのか、所有者責任といって

しまえばそれまでなのですけれども。今現在、自分の森林の境界というものも、なかな

かわからない。また、自分のところの人工林というものが30年たっているものなのか、40

年たっているものなのか。その中では、自分の持っている、その森林の状況さえもなか

なかわからない中で、ただ書類を出して、いやいや、あなたの意向はどうですか、これ

で合意をしてくれればとかと言うのであれば、やはりこれはちょっと、その後もしかし

たらば、何かするといったときには自分の持ち出し、負担をしてまでも整備をしなけれ

ばならなくなるのかもしれないといった中では、なかなか合意形成というものに踏み込

もうという人というのは、やはりいないというふうに考えられますので。

やはり、そういった中での事前情報としての、やはりものというものを、できるだけ

出すためにも、調査といったものの拡充というものをぜひ考えてほしいと思うのですけ

れどもいかがでしょうか。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） この意向調査に当たりまして、当然、森林調査簿によって、

どういう樹種が何年に植えられて、何年木になっているといったような情報。さらには、

航空写真等での、その森林の箇所等の情報はお示しできるものと考えておりますが、や

はりこの機会に、それぞれが所有されている森林をまずは確認いただき、状況を判断し

ていただけなければ、やはりそういった意向の調査にならないとも考えております。

単純に書類が来たから、書類を返答するということではなく、この機会に、やはり自

分の財産を適切に管理しなければならないということが、この管理法のほうでは位置づ

けを新たにされているところでございますので、その法の趣旨を十分ご理解いただいた

中で、これら新たな森林境界について、所有者の皆さんと考えていければと考えており

ます。

●委員長（大野委員） ７番、音喜多委員。

●音喜多委員 事業内容については、今、３番議員さんがいろいろ聞いておりましたので、

よくわかりました。

それで、私からは簡単なところで、今回、森林環境譲与税、そもそも新しい税が生ま

れてきたわけですが、当初、目的税というような言い方をされておりました。今回、一

般財源という位置づけで、これ財政課のほうの質問になるかと思いますが、一般財源で

今年は720万円と。厚岸町に収入として入ってきます。

当初は、私個人的に思っていたの、この720万円を一つの基金に入れて、その中から使

っていくということではないのかなと思っていたのですが、頭から80万円はそういう形

で引いていく。さらには、この環境譲与税の使い道としては、新たなものでなければ使

ってはいけないと。今まで組んできた事業、そういうものにあてるのではだめですよと

いう条件がついていると思います。それとの、この一般財源との絡みの中では、どうい

うふうに説明がたつのでしょうか。
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●委員長（大野委員） 税財政課長。

●税財政課長（星川課長） 森林環境譲与税ということで、今回、新たな科目ということ

になってございます。性格上、一般財源というふうに、委員のほうからいろいろありま

したけれども、基本的には森林環境譲与税できますので、譲与税と来る形については、

要は、その財源的なものが、例えば補助金ですとか、そういったものと違って、そのも

のにしか使えないというのではなくて、その趣旨に合ったものであれば使えるというよ

うなことでございますので、総体的な中で、その譲与税と来ますので、譲与税について

は一般財源の取り扱いになるということですので、そういったこと、になっているとい

うことでご理解をいただきたいと思っております。

●委員長（大野委員） ７番、音喜多委員。

●音喜多委員 わかりました。

しからば、やる仕事が、この税に基づいて取り組むとしたならば、新たなというか、

新規でというふうに言われているわけですけれども。どうも、私はそこに引っかかって

しょうないのですが。

既存のものだって、この環境税というか、税とは言わなくても、環境問題については

積極的に取り組まなければ地球がもたないと言われるくらい、そういう知識者にはもっ

ているわけですけれども。その新しいものでなければというこだわりというのか、そう

いうところに何が何でもこだわっているというわけではないのか。その辺はどうなので

すか。今までのあれでは新しいものに、事業のみに充てることができると理解していま

すが。

●委員長（大野委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 基本的な考え方でございますけれども、既存林務関係予算

に充当しないことと。今ある予算に充当しないといったことが基本となっております。

ただし、例えば間伐事業を別途、環境譲与税を使った中で増やして行うといったことは

可能でございます。

●委員長（大野委員） よろしいですか。

ほか、ございますか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ、進みます。

（な し）
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●委員長（大野委員） ２目林業振興費。

（な し）

●委員長（大野委員） ３目造林事業費。

（な し）

●委員長（大野委員） ４目林業施設費。

（な し）

●委員長（大野委員） ５目特養林産振興費。

４番、石澤委員。

●石澤委員 きのこ菌床センターのところで質問します。何日か前か、菌床センターで菌

床の生産者を支援するために、菌床センターのあり方という質問、何回かあったのです

けれども。菌床の、今できている菌床が一番いい菌床ができているという話は聞いてい

たのですけれども、この菌床を安定的に生産者に届けることが一番生産者への支援にな

ると思うのです。そういうことで、ここで働いている方の系統的な技術の継承っていう

のか、それはどういうふうになっているのでしょうか、これから。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（川越課長） 菌床の安定供給に必要な技術の継承ということでございま

すけれども、菌床センターにおきましては、設立当初から菌床メーカーからの指導を受

けながら、日々品質の向上に努めております。

センターとしては、製造に当たっては、製造日の気温、湿度、分量とか、それぞれを

きちんと日誌としてつけておりますし、それに対する生産者からの評価について、マニ

ュアルというか、その技術をまとめたものをまず持っています。

それと、センターの働いている方たちにつきましては、これら製造する前にも、どの

ようなことが必要か。例えば、雑菌が入らないようにするためには、どういう注意が必

要か。それらを研修というような形で日々お伝えしております。

更新に当たりましては、残念ながら今のところ新たな方が来ているというような状況

にはございませんが、将来的には次の技術を担う方にも来ていただきたいというような

ことは考えておりますし、そういうことになったときには、同様に今まで私どもが受け

継いできている、この良質な菌床を製造する技術について、働く方についても今までど

おり指導してまいりたいと考えております。
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●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 それで、菌床センターのこれからの位置づけなんですけれども、やはり町が

きちんと責任もって菌床センターを維持していくっていうことが、生産者にとっても安

心してきのこをつくり続けることができるっていうことなので、そういうようなスタン

スで行くと思っているんですが、それはどうですか。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（川越課長） 菌床センターは、今も何も考え方は変わっておりません。

地域を活性化を図るために稼働させた施設でございますし、現在は生産者が減っている

現状にはございますけれども、その生産者を増やす努力もさせていただいておりますし、

メーカーさんとの連携の中で、椎茸を発生させる技術の向上についても、センターとし

てもかかわっていきながら、センター運営を安定させて、引き続き支援をしてまいりた

いと考えております。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 歳入の方でもお尋ねをしたのですけれども、歳出でございますから、経費の

方での支出ということでお尋ねをさせていただきたいと思います。

品質が対前年比当初予算ベースで645万5,000円下がっております。歳入の方で町外業

者業者の椎茸菌床売り払い代金が対前年比1,597万8,000円の減額ということでございま

すから、当然、生産数量が、販売数量が減るので、それに伴ってこっちの方が、経費の

方も下がるのだろうということだと思います。

その上でお尋ねをさせていただくのですけれども、たしか菌床の単価の減額をしてお

りました。税込みで一玉111円24銭が、平成31年度、新年度からは、減額処置がなくなる

わけで、税込みで132円84銭となります。販売単価が上がるわけでございますよね。残念

ながらこれを飲み込むっていうのですか、これを上回る減額数字になってしまっている。

それだけ歳入の方で伺った時には、町外業者さんの生産終了が大幅な減額になってしま

った。ですから、歳出、経費の方もこういう計算になったのだろう理解しております。

その上でお尋ねをさせていただくのですけれども、町内生産者の菌床の販売数量、玉

数、数量というのですか、金額と、それから販売経費、これではちょっと読み取れない

ので、この辺の推移について、まず町外含めた総体数字で聞いていたものですから、実

際に上尾幌住んでいる町内の業者さん、９社の実態というものについてお尋ねをさせて

いただきます。

それで、当初ベースでもいいし、決算見込み予定でもよろしいのですが、新年度との

対比というのですか、このくらい町内業者さんの数字が生産して、経費はどうなります。

これらについてお尋ねをさせていただきます。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。
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●産業振興課長（川越課長） 今、委員おっしゃられました、菌床の単価等につきまして

はおっしゃるとおりでございます。

それと、歳入のときにもご説明申し上げました、町外向けの玉が大幅に減ったことに

よりまして、歳入が減少している状況でございます。ただ、町内生産者だけを見ますと、

平成30年度の見込みになりますけれども、これと比較した場合、31年度当初との比較は、

玉数でいきますと、２万5,900玉の減少ということでございます。これにつきましては、

過去の生産実績をみてまいりますと、それほど大きな減少ではございませんし、今後、

この予算には反映させておりませんが、通常であれば、もう少し増加の見込みがあるの

かなと考えているというとこでございます。

それと、収支という形でございますので、町内分というよりは、センターとしてとい

うふうに答弁させていただきますが、平成30年度におきましては、歳入歳出の収支でい

きますと、約1,100万円程度のマイナスということになっておりますが、やはり菌床の販

売が減ると、これは主に町外になりますけれども、これらの積み上げによりまして、倍

ぐらいのマイナスになってまいります。ただ、この部分につきましては、菌床の単価等

にはもちろん反映させておりませんし、菌床センターといたしましては、引き続き経費

の削減に細かい部分でも努めさせていただきまして、町外向けの出荷個数についても、

やはり、メーカーの方の協力をいただきながら、引き続き売り先の確保に努めてまいり

たいと考えております。結果として町内の生産者に影響がないように取り組んでまいり

たいと考えているところでございます。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 大体理解できたのですけれども、ちょっと確認をさせていただきます。

そうすると、見込みベースなのですけれども、センターの収支としては、1,100万円く

らい30年度はマイナス。新年度は、この時点では掛ける２、2,200万円くらいのマイナス

になるのかなと、勝手な推測をしたんですが。単純に比較で1,100万円なのでしょうか。

そこがはっきりわからなかったものですから確認をさせていただきます。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（川越課長） 申しわけございません。

予算ベースで単純に収支の差し引きをした数字でございまして、およそ倍というのは、

2,200万円ではなく、約2,000万円程度と考えております。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 そうすると、収支は2,000万円くらいで、肝心な、今、答弁していただいたの

ですけれども、経費の方については町内業者、私が一番気にしているのは、町内の生産

者さんの動向というのはどうなのでしょうか。今、言われたので確認をさせていただく
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のですけれども、2590玉っていうのですか、2,500万円くらいの減額って、だけどまだ伸

びると、この数字というのは金額ですか、玉ですか。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（川越課長） 町内の数で、２万5,900玉のマイナスというこうとになって

おりまして、先ほども申し上げましたが、近年の町内向けの出荷個数からいきますと、

この数よりも少ない時もありましたし、これよりも多いときもあるということで、特段

少ないものではないかと捉えているところでございます。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 歳入歳出それぞれ大きく減額になっているけれども、若干の町内業者さんの

ほうも落ち込むけれども、当初予算ベースなので、最終的に頑張ればというわけではな

いけれども、結果としてどうなるかわからないけれども、よくあるペースくらいのこと

だと理解をさせていただきました。大きな影響が無いという判断をさせていただきまし

た。

私は、歳入の時でも申しました。町内の業者さんが、やはりこれからも安心して、セ

ンターとともにきのこ菌床に積極的にかかわって、町としても支援をして、ぜひ右肩上

がりに、きのこ産業に従事される皆さんが信頼をして菌床センターの運営、それから町

としても生産者の皆さんが、この産業に心配なく、町外の業者さんの数量に影響されな

いように、町は本来地元業者さんをしっかり支援をしていくべきのところに目を向ける

べきではないかと思っております。しっかり取り組んでいただきたいと思いますがいか

がでしょうか。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（川越課長） ただいまおっしゃられたとおりでございます。

菌床センターの当初からの役割を、引き続き維持しながら、生産者の意向を反映した、

より良い菌床の製造に努めてまいりたいと考えているというところでございます。

●委員長（大野委員） ほか、この目ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ、進みます。

３項水産業費、１目水産業総務費。

４番、石澤委員。

●石澤委員 ここに水産業対策協議会というのがあるのですが、これはどういうことをや
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っているのですか。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（川越課長） 厚岸町水産業対策協議会でございますが、これは町内の厚

岸町、さらには厚岸漁業協同組合、建設漁港会と関係する、例えば運輸の関係、トラッ

クの関係ですとか、船に燃料を注ぐ油屋さんですとか、関係する機関が構成団体となっ

ております。

まずは、厚岸町の水産業の振興、発展にかかる事業。それと、主には外来船の誘致活

動、これらがメーンとなって、水産業発展の全般にかかることを取り組んでいる機関で

ございます。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 今回、水産改革ということで、大きな二つの柱の改革がなされてきたのです

が、漁業許可制度と漁業権の見直しというのがあるのですが、これは沿岸漁業を対象に

した漁業権の優先順位などを決めた要綱の廃止。それから、水産などが、水産改革方針

と出されているのですが、こういう問題は厚岸の漁業の場合にどういう影響に及ぼして

いくのでしょうか。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（川越課長） 水産改革に絡む部分で、地元厚岸町の影響ということでご

ざいますけれども、私ども当初より情報に注視をしながら情報を集めてまいりました。

厚岸漁港等とも話をした中で、あと北海道、これは漁業権の付与する機関が北海道とい

う部分、知事許可漁業ですとか、あとは地元であれば漁港がもっているものもございま

すけれども、これらについては、基本的には、漁場が放置されていて、何の漁業権もな

い、使っていない漁場ですとか、適正な漁場管理がされていないところに対して、新た

な参入ができるようなことを想定したものでございます。

北海道のほうにも確認いたしましたけれども、北海道に、厚岸町においても、これら

は今までどおり適正な管理を行っておりますので、このような、今、ご質問のあった内

容には当たらないという判断をされておりますので、私どもも同様の考えでおりますか

ら、影響はないものということでございます。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 そうすると、企業が、大きな企業が養殖とかに参入するというようなことも、

厚岸では考えなくていいということなのですね。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。
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●産業振興課長（川越課長） まず、今言った権利の問題がございますので、ただ来て、

くじ引きとかで当たるものではございません。それと、動きとして、どうやらこの水産

改革の中には、そういう想定も当然全国の中にはあったのだと思います。こちらの北海

道のほうでは、そのような動きは、私どもと業界の中では全く聞いておりません。

●委員長（大野委員） ほか、ございますか。

３番、堀委員。

●堀委員 私も水産業対策協議会でお伺いいたします。

水産業対策協議会が水産業の振興と厚岸町の主要魚種であるサンマの現漁獲補のため

の外来漁船誘致というものを目的に設立されたというのは、十分承知しているのですけ

れども。

そういった中で地元漁船に対しても、やはり水揚げ奨励というか、そういうようなこ

とを当然、この水産業対策協議会のほうでされておりますよね。といったものを考えて

いったときに、もう水産業対策協議会できてからもう大分、長いわけなのでしょうけれ

ども、地元にはほかにも主要魚種といわれる水産物というものはたくさんあるわけであ

ります。当然昆布であり、牡蠣であり、アサリであり、そうい代表するところ。そうい

う、ある程度、水揚げ額があるような魚種といったものの選定をした中での、やはり生

産奨励というか、そういう水揚げ奨励というか、生産奨励、よりよりものをよりたくさ

ん水揚げしてくださいといったものは、この今まで水産業対策協議会でやられていた、

その地元漁船への奨励といったものと、意味合い的には合致してくると思うのです。や

はり、そういった中では、そういう新たな部分というものの生産奨励的な、標章なり、

何なりでもいいですし、そういったものを設けることができないのかと。

先ほど、質問の中で答えられておりましたけれども、当然これは協議会は厚岸町だけ

ではなくて、水産漁業協同組合もあれば、水産物の買い受け人組合とか、関連団体がい

ろいろあった中で、今どうこうということは、当然言えないとは思うのですけれども。

やはり、そういった中で、広く生産奨励というものをやっていこうと。厚岸町でよりよ

いものを、よりたくさん生産してくれる人に、やはり標章していこうというような投げ

かけというものを厚岸町のほうからぜひしていただきたいと思うのですがいかがでしょ

うか。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（川越課長） 水産業対策協議会において、いわゆるサンマですとか、そ

ういうもの以外の水産物に対する生産奨励ということでございますが、基本的には水産

業対策協議会という外革団体の中に町も参入させていただいておりまして、その活動内

容につきましては、当初からの骨子というものは、もちろんございます。

新たなものについては、新年度の計画をたてる段階で、主に今の関係でいきますと、

漁業協同組合さんのほうと新たな取り組みができないかというような形を経て、年度計
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画をたてさせていただいております。

新たなもので近年でありますと、イカの奨励、イカ船の外来船誘致に対する取り組み

等がございましたが、今おっしゃられたようなほかの部分については、ちょっと議論の

場には上がっておりませんでしたので、今後の年次計画を立てる上で、全てできるとか、

何ができるということございませんが、そのようなことも視野に入れて会議のほうに臨

みたいと考えております。

●委員長（大野委員） 10番、杉田委員。

●杉田委員 030番の海岸管理について。本来であれば、これ道の管轄かと思うので、一般

質問等で質問すべきことかと思うのですが、苫多、門静から筑紫恋、床潭、末広にかけ

ての消波ブロックについてなのですが、嵐等でブロックが落ちてしまっているという箇

所が何カ所があるように聞いております。これについて、当然ほかの議員さんからも声

が届いていると思うのですが、早急に対応を要請していただきたいということでお願い

したいと思っております。実際に修理等も入っておりますし、事故にもなりかねない問

題ですので、早急に対応お願いしたいと要請お願いします。いかがでしょうか。

●委員長（大野委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（川越課長） 海岸施設、今は離岸堤等のブロックの話だと思います。

まず、海岸の施設につきましては、これは北海道が設置して、北海道が管理している

ものでございます。私どもといたしましては、各種要請活用、それと地域から直接お話

いただくこともございますし、厚岸漁業協同組合を通じて要請がある場合もございます。

これらにつきましては、現在各地区それぞれ、事例が発生した直後、情報が私どもに

届いた段階で、北海道のほうに要請しております。

ただ、委員おっしゃるとおり、その対策をする北海道のほうが、やはり財政的な部分

も含めまして、なかなか予算が回ってこないと。見通しとしては、今年度はまだ、うち

らも要望はしているのですけれども、着手の予定になっておりませんが、引き続き早期

着工に向けて対策を講じていただけるよう要請しますし、すぐにできない場合について

は、例えば目印などをつけるようにして、船の方が見えないでぶつかるようなことがな

いような対策を求めてまいりたいと考えております。

●委員長（大野委員） ほか、この目ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ、進みます。

（な し）
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●委員長（大野委員） ２目水産振興費。ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） ３目漁港管理費。

11番、中川委員。

●中川委員 委員長にお願いなのですけれども、この120の関係でちょっと関連質問させて

いただきたいのですけれども。

11日だと思ったのですけれども、現市場の土地代が議論していましたよね。たしか11

日だと思うのですけれども。今、ここに移る新しい市場のあれが……。

●中川委員 違いますか。

●委員長（大野委員） 中川さん、終わったところ。

●中川委員 終わった。はい、すみません。

●委員長（大野委員） ほか、ございますか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ、進みます。

５目養殖事業費。

（な し）

●委員長（大野委員） ６目水産施設費。

223ページまで。ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） 区切りがいいので、昼食にしたいと思います。

再会は午後１時といたします。

午前11時54分休憩

午後１時00分再開

●委員長（大野委員） 再開いたします。

223ページの６款１項商工費から始めてまいります。
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６款１項商工費、１目商工総務費。

（な し）

●委員長（大野委員） ２目商工振興費。

３番、堀委員。

●堀委員 ここで特産品等開発支援についてお伺いしたいと思います。

いただいた資料で特産品等開発支援補助金案の概要というものをいただきました。こ

れ見させていただきまして、ちょっと気になった点というのは、３番目の補助の対象と

いうところなのですけれども、地域特産品を新たに開発しというようにあるのですけれ

ども、この新たにというのが何を指すのか。パッケージとしての新たになのか、製造と

しての、特許とかも含めて、そういったものでの新たになのか。ちょっと、そこら辺が

うまく読み取れないものですから、まずこれについてご説明願います。

●委員長（大野委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） お答え申し上げます。新たに開発というのは、新た

な商品、既存の商品ではなくて。ですから、新しい商品という意味です。既存のもので

はないということでご理解いただきたいと思います。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 そうすると、厚岸町以外で、どこかで同じようなものを使った、原材料を使っ

たようなもので、何々町まんじゅうとかといったものがあったとして、厚岸町で今まで

商品としてなくても、厚岸町まんじゅう、大体原料とかも同じようなものであっても、

それも新たにというような理解でよろしいのかどうか。

●委員長（大野委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） そこは、まず基本は原材料として、厚岸町の一次産

業から産出されるものということは想定しております。そこは大事かなと思っているの

です。

ただ、そこだけに限定しないで、今おっしゃられたように、厚岸町をイメージするも

の。だから、厚岸の名前がついていて、ほかのまちにもあるような、例えば何々まんじ

ゅうというのが、どこのまちにもあるのでしょうけれども、それが形だとかネーミング

だとか、それがもう厚岸町をイメージすぐできるような、それが売れることによって、

厚岸のＰＲにもつながるようなものを対象にしていきたいと思ってございます。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。
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●堀委員 わかりました。当初予算500万円といった中で補助金額は上限100万円ですから

５件。500万円という予定でいると思うのですけれども、これは平成31年度だけなものな

のか。それとも、あと今後何年間かは継続して行っていこうというものなのか。これに

ついてはどうなのでしょうか。

●委員長（大野委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） 現在、この制度をどのように位置づけするかという

ことで考えているのは、今、規則で定めようと思っております。というのは、年度要綱

だとか、今年限りだとかしないで、規則としてある一定の期間、この新商品開発に町内

の事業所が計画的に取り組んでいただけるように定めたいと思っています。31年度はだ

めでも、アイディアは31年度に出て、32年度以降に新商品開発するという方も出てくる

のではないかと思っております。

これは2020年度には厚岸ウィスキー。厚岸という銘柄のウィスキーが全国の販売にな

ります。本格的に。ということは、厚岸が注目集めるということですから、そのウィス

キーとあわせて、厚岸にはこんないいものがあるのですよというのを町内の事業者に開

発して売り込んでいただきたい。そのためには、今年度から準備に入っていただくとい

うのも大事かなと思いまして、そういう想定で進めさせていただいているものですので。

それと、500万円ですけれども、これはあくまでも500万円限りとは思ってございませ

ん。財政的に許されるのであれば、今年どうしても開発したいということであれば、補

正で検討というのも、お含み置きいただければと思います。あとは財源問題ありますか

ら、その辺は柔軟に対応するということになるでしょうと。そういうふうにもっともっ

と、町内の事業者、町内経済の活性化に結びつくように進めていければと思っていると

ころでございます。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 わかりました。

あと、要はこれから商品開発をするといったものに対してやるのですけれども、先ほ

ど課長のほうは、予算の上限というものはできるだけ考えないで、広く、あるものを拾

っていきたいといっても、やはり予算の上限というものはどこかでは、やはり出てくる

ものなのかなと思うのです。といったときに、例えば、今年アイデアとして出て、１年

や２年遊ばせるわけにはいかないですから、アイデアをやはりすぐに商品化して、でも

これはもう枠というかが無い、でも商品化して、もう既に市場流通させてっていった中

を、例えば２年、来年とか再来年とかに、市場流通をさせたいとに、後追いみたいな形

で、こういう補助金に認定をするという、このこともやはり大事じゃないのかなと、そ

の浮かんだ案というものをすぐに商品化するといった意気込みをやはりくんでいくので

あれば大事かなと思うのですけれども。この点については考慮は無いのでしょうか。

100万円という、今年これから商品開発をしますといって、枠で100万円もらえるけど
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もといって、でも予算の上限はあるからどこかで溢れてしまう、枠に入らない人という

のもいるのかなと。でも来年でいいや、再来年でいいやというふうには、やはりならな

いと思うのですよ。商品開発はやはりタイムイズマネーというか、そういった中では浮

かんだ案というのはすぐに商品としてつくって、それを流通させてっていったときには、

あくまでもこれからのものには限るのでしょうけれども、後追いでことしなり、既に商

品化したものとかも認めるような、そういうふうにしていただいたほうが、それはそれ

でまたいいのかなと思うのですけれども。

●委員長（大野委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） まず新商品開発に取り組む事業者さんには、こうい

うアイデアがあって、こういったことに補助金をいただきたいという、まず申請をして

いただこうかなと思っています。いわゆる町に対する申し出ですね。その段階で、申請

受付ということになりますけれども、最終的には、その年度で、町が補助金として支出

する場合には、その事業者さんが、それにかかったという、証明となる、例えば領収書

だとか、そういうものを最終的には出していただいて、通常の補助金と同じ手続きを最

終的には踏まなければなりません。

ですから、当該年度でかかった分については対象にすると。ですから、その年度はか

かったのだけれど、翌年度にも補助金くださいっていうのは、ちょっと手続き上無理か

なと思っております。

ただ、補助金の枠の問題を心配されていますので、それは例えば、厚岸町ではリフォ

ームの助成だとか、需要が多い場合は途中で補正予算を組んだこともございます。そう

いったこともあって、おっしゃるとおり商品開発というのは、最初にいいアイデアを出

したところが事業者の利得を得るんだと思うのです。二番煎じ、三番煎じでなくて。で

すから、そういったいいアイデアはできるだけ町では支援したいという思いがあります

ので、その辺は財政的な観点は重要ではありますけれど、やはり重要な政策と位置づけ

て、できるだけそういった需要は満たしてあげるような方向性で、内部的にもこの調整

していきたいと思ってるところでございます。

●委員長（大野委員） ほか、ございますか。

なければ、進みます。

５番、竹田委員。

●竹田委員 委員長、すみません。ここの商工振興費、２目のところで、プレミアム商品

券についてお伺いしてもよろしいですか。

（「はい」の声あり）

●竹田委員 町長の町政執行方針の22ページに、消費税率の引き上げに際し、国の政策の

一つとして、低所得者、子育て世帯への影響を緩和するために行われる仮称・プレミア
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ム商品券事業についてということで、万全な体制を整えてまいりますというふうにある

のですけれども、今現在、10月を迎えてあと７カ月余りなのですが、町としてはどのよ

うな考えでいるのか。また、国の対策の一つとしてというふうであれば、国の方から何

らかの指示とか、アイデアみたいのが来ているのかどうなのか。その辺詳しく教えてく

ださい。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） プレミアム商品券事業ということで、今回予算にはまだ計

上をしておりません。ただ、実際に実施をするということは、国からの広報で、方向性

はもう出ているということで、執行方針の中でも町長から申し上げているところでござ

います。

内容につきましては、消費税、地方消費税率の10％への引き上げが低所得者、子育て

世帯、これはゼロ歳から２歳児までですけれども、の消費に与える影響を緩和するとと

もに、地域における消費を喚起、下支えすることを目的としてプレミアム付き商品券の

販売を行うということで、これにかかる事業費、事務費については、全て国が負担して

実施をするということになっております。

その購入の対象者ですけれども、2019年度の住民税非課税世帯、それから３歳未満の

子が属する世帯への世帯主にということで、金額につきましては、額面が２万5,000円分

の商品券を２万円で買ってもらうというものになります。

対象者に対して引換券を交付しまして、引換券でもって商品券を買うと。２万円分で

割引率20％ということになっておりまして、２万円で２万5,000円分の商品券を買うとい

うような形になっております。

今現在、まだ予算も上げておりませんけれども、一応体制としては、保健福祉課と、

それからまちづくり推進課のほうで協議をしまして、非課税世帯に対するもの、それか

ら対象者が非課税世帯、それから３歳未満の子供の世帯ということですので、私どもの

ほうと、それから商品券という部分で、プレミアム付きの商品券ということで、まちづ

くり推進課のほうと連携して進めていきたいと考えております。

予算化については、まだ内容の整理ができておりませんので、直近の４月以降の臨時

会、もしくは６月の定例会というところで整理をしたいと考えているものでございます。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 ざっくりでいいのですけれども、今のところ対象者がどのくらいいて、金額

的にはおおよそこのくらいになるのではないかという試算は、今のところ出ているのか

どうかということと。それから商品券を発行した場合に、使える期間、使用期間という

んですか、その期間を位置づけるのかどうなのか、その辺はどのように考えているのか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。
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●保健福祉課長（阿部課長） 平成29年度まで臨時福祉給付金というのをやっておりまし

て、その臨時福祉給付金で対象になった方なのですけれども、大体1,600人から千七、八

百人くらい、2,000人弱が対象になるのかと思っております。それと、３歳未満の子供っ

ていう部分でいくと、200人程度が対象になるのかというふうに思っております。

そうしますと、2,200人掛ける２万5,000円とすると5,500万円ということになります。

ただ、実際には使用率だとかという部分があると思いますので、ここからは落ちるのか

なと思います。

それと、今、国から示されている部分では、このほかに事務費当然かかりますので、

事務費についても500万円程度の金額が厚岸町の規模であれば、そのくらいの事務費でも

って実施をするようにということで、今示されております。それらももう少し整理をし

て、対応をしたいと思っております。

それと期間は、まず申請をしていただいて、そして対象者を特定をします。その対象

になる方に、子供の分は保護者になりますけれども、引換券を送ります。その引換券を

持って、今度は商品券を購入するという、その引換券を交付を受けた方が、今度は商品

券を購入する必要があります。それらについては、まちづくり推進課のほうと商工会の

ほうで協議をしていただいております。

それも、なかなか低所得者の方が１回で２万円をというのは厳しいというような状況

もありますので、それは５回くらいに分けて購入することも可能にするというような形

になっておりまして、使用期間は消費税が上がる10月から翌年の３月まで、来年の３月

までというのが使用期間となります。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 実際はこれからなのでしょうけれども、危惧されるのは、例えば入院されて

いる方とか、体の不自由な方とか、連絡したくても家電もなければ携帯もない人、そう

いった人たちが多々いると思うのです。申請を出さないともらえない場合が、そういう

ことであれば、できる可能性があるかもしれない。そういったところを今までも町とし

てはしっかりその辺やっていると思うので、臨時福祉給付金のほうもですね、たしか一

人１万円だったと思うのですけれども、それも結局申請をしてからの給付だったと思う

のです、このときも。一度そういう経験されているから、万全を期するというふうには

思うのですけれども。

前回は１万円いただけるだけなので、今回は買わないと得しないという、そこにハン

デが出てくると思うんです。今その２万円いっぺんに買うというのはできない人もいる

だろうとあるのですけれども、実質２万円で買っても消費税２％加算されるわけだから、

5000円のプレミアム付いたとしても5000円のプレミアム付いたことに実際ならないんで

すよね。ということは、その5000円のプレミアムの８％を10％の２％の差額が5,000円か

ら引かれるので、5,000円全部が得するという考えにはならないと思うのです。

そうすると、２万円を買って、約4,000円ですか、その部分について一生懸命そのプレ

ミアム商品券を買うことができる人はいいけれども、買えない人と、またその手続き等

ができない方っていう部分については、これはやはり、あみかとか福祉協議会とか、そ
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ういう方々にお世話になっている介護を要する人たちというのは、そういう人たちが手

続等を行ってあげるとか、当然そういうことは、まちとしては考えていることだと思う

のですけれどもいかがですか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） まずはじめに、先ほどの5,500万円と言いましたけれども、

実質２万円の分は、ご本人が買うことになるので、総体の事業費としては5,500万円にな

りますけれど、実際に国から出てくる部分は1,100万ということになります。すみません。

それで、申請に当たってなのですけれども、この臨時福祉給付金が平成26年、27年、28

年、29年ということで、３年か４年続いております。そのときに、どうしても町民税の

非課税の方が対象になるという部分では、それを確認するためには、本人から申請をい

ただいて同意をもらった上で確認という作業が出てくるものですから、こちらから調べ

て全部に送るということはできないということになります。

そういうのがありまして、ただ、最初の年は全員に送ったのですけれども、そのとき

は反対に対象にならない方にもいくということで、非常に自分に関係のないものを送っ

てよこしてというような批判もあったものですから、そのあと税財政課のほうとも相談

をしまして、税財政課のほうで申告を非課税の可能性がある方に対して通知をする部分

がありましたので、それらに協力をいただいて、その通知に一緒に送ってもらうという

ようなことをしております。そういうことで、できるだけ可能性のある方にはお知らせ

をすると。

それから、先ほど介護事業者のことをおっしゃっていましたけれども、その介護事業

者の方たちにも、こういうことをするということで説明をして、その事業者の方が代行

して、代理で申請ができるとというような形も様式上整理をして、そして代理で申請を

してもらうというようなこともやっておりますので、そのやってきた内容で、できるだ

け対象の方と申請がしやすいようにしていきたいと思っております。

それと、今度、引換をすることなりますので、商品券を、前にプレミアム付き商品券

をやったときは、商工会のほうに行って購入ということになるということで、それらに

ついてもできるだけほかのところでも買えるような形ができないかというようなことに

ついては、今後詰めていくようにしていきたいと考えております。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 元々、町民税非課税の方とか、いろいろな対象者がいるわけですけれども、

これは現実に考えると２万円買えない人は１万円買う、１万円も買えない人は5,000円を

買うというふうになってくると、一人当たりの、本人にすると、利益損益を考えると、

プレミアム商品券のやり方でいくと、本人に対してのメリット、デメリットが格差が生

じてくると思うのです。マックスで２万円買った人には２万5,000円いくけれども、買え

なかった人には5,000円の得れる価値というのがなくなってくる。そういったときにはハ

ンデが出てくるのです。そうなると、今までやってきた臨時福祉給付金１万円、申請し
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てポンともらったほうが良くなってしまう。こういう格差ができるプレミアム商品券と

いうのはいかがなものなのかというふうに思わないですか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 私ども保健福祉課のサイドとしましては、臨時福祉給付金

というのは、消費税の部分で低所得者への対応ということで、対象者を特定をしました

ら振り込んで終わりという部分でいきますと、その対象の方は使えるわけですから、そ

の分では今回はもう一つ買わなくてはいけないということが出ているという部分では制

度的にも難しくなってきていますので、私としては今までの臨時福祉給付金の制度のほ

うが簡潔でわかりやすかったというふうには思っておりますが、今回の部分については

低所得者、それから子育て世帯への影響を緩和するという目的と、もう一つ地域におけ

る消費を喚起、下支えをするという目的をつけていまして、それが商品券ということの

話になっておりますので、そこの部分は私としてはコメントしづらい部分だなとに思い

ます。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 プレミアム商品券、結局その臨時給付金というのがあったときには、印刷製

造物も何もない、その印刷代も国が出すとは言ってますけれど、全国でプレミアム商品

券を作るとなると数億円という形になる。

だから国がどういう考えなのかというのは、そこはわかりませんけれども、プレミア

ム商品券をつくり印刷代があるのであれば、その部分を給付してあげればいいのにと思

いませんかというふうに、やはり言いたくなるんのです。その印刷したものというのは、

誰がメリットあるかといったら印刷屋さんくらいしかないのかなと。それであれば、ま

だ７カ月間あるわけですから、できれば国のほうに、もっと町村として、使いやすい方

法、それから損得、メリット、デメリットが出ない部分、それからこういった緩和措置

があまねく全員に広がっていくような、そういった制度というのがあったほうがいいの

ではないかという、要望というのを考えられないのかと思うのですけれどもそこはいか

がでしょうか。

●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） この内容についての骨格的なものというのは、もう既に決

まっておりまして、実はこの３月でもって国の予算も30年度の補正予算で事務費の一部、

それから31年度の予算でもって事務費と事業費をということで予算を、補正の部分につ

いてはもう確定しておりまして進んでおります。

そういう部分では、その骨格の部分というのはもう決まっておりまして、そこについ

ては私どもが変更をというようなことは叶わない部分だと思います。ただ、その詳細の

部分というのは、まだまだ詰める部分があるようで、いろいろ町から照会というのは来
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ておりまして、照会が国にされておりまして、Ｑ＆Ａで今現在どんどん、新しいＱ＆Ａ

が出てきているような状況ですので、それらをよく確認をして、できるだけその対象者

の方、それから利用される方に手間がかからないようなことができるような部分があれ

ば、そういうのも確認をした上で対応をしていきたいと思います。

●委員長（大野委員） ２目、ほか、ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ、進みます。

227ページ。

３目食文化振興費。ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） ４目観光振興費。

７番、音喜多委員。

●音喜多委員 ここで聞いていきたいと思います。

ＪＲ花咲線の存続問題に発展するのですが、いろいろと、このＪＲ花咲線の問題につ

いては、国・道絡んでＪＲ間との関係がうまくいっていないように思います。報道によ

れば、そういう状況が伺えますと。やはり、このＪＲ花咲線の振興して、目標としては、

存続させるには、やはり利用者を増やしていくしかないのではないかという結論的な話

でありますが、花咲線の始発、あるいは終着駅である根室は、それなりにＰＲというか、

情報発信を盛んにしておりますが、ほかの地域はどうなのか。

そして、この問題をどのように扱っていこうとしているのか。その辺は、花咲線の中

で中心的な厚岸町はどのように受けとめて、今日までどう対応しようとしているのか。

その辺の情報についてお知らせいただきたいと思います。

●委員長（大野委員） ７番委員、本来は公共交通の部分なのかなと思うのですけれども。

一応、観光の点から聞くということでよろしいですか。

まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） 花咲線の利用、観光面でどのようにして推し進めて

いくかというご質問としてお答えさせていただきます。

根室市の例を出されましたけれども、根室市さんはあくまでも根室市のＰＲというよ

りも、いわゆる釧路から根室市まで、花咲線全体のＰＲに取り組んでいる。なぜかとい

うと、そこは、この沿線で、その観光利用のＪＲの利用を進めようということで、連携

しています。

ポスターをつくったのご存じだと思うのですけれども、花咲線利用のポスターです。
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その掲示自体は、実は根室市さんがふるさと納税の収益でもって出していただいたので

すけれども、この沿線全体で使うということで取り組ませていただいております。その

ポスターには、もうまさしく厚岸の別寒辺牛湿原がどんと使われているということで、

その内容を、ポスターの内容自体も厚岸町はもとより、沿線で練り上げたものでござい

ます。

予算的には、根室市さんが出していただいていましたけれども、アイディアとか全体

の構成については、もう厚岸町も入って全体で取り組んでいると。まず、それを押さえ

ておいていただきたいと思います。

その上で、厚岸町でどうやって取り組むのだということでございますけれども、広域

的に取り組んでいることは置いておいて、厚岸町としては、昨年、牡蠣祭りのときに、

これは日曜日のイベント日だけでしたけれども、厚岸駅にＪＲで来られる方に、子野日

公園まで無料のシャトルバスをＪＲの運行にあわせて行いました。

これ、９月補正で去年出していただいて、周知期間短かったのですけれども、ＪＲさ

んでは思いのほか利用が多かったと言っていただいております。

新年度では、これを桜・牡蠣祭りと、それから牡蠣祭り、今度は土曜日の運行もあわ

せて行いたいということで、ここの利用の促進を図りたいと考えております。

それから、道の駅がＪＲと高架をつながって５分以内で歩いて行ける立地にあります。

それで、今、ＪＲでＪＲ利用と、それからオイスター料理をあわせた、それからウィス

キーもあわせた、実はパック商品を売り出しております。実は、これの利用は結構進ん

でいるのです。というのは、ウィスキーを飲むということは、道の駅ですから車利用の

する方が来られるという前提で想定した施設なのですけれども、ＪＲの利用の人が多い

のです。

例えば、３月の５日にニューボーンの３番目の商品が出て、コンキリエのほうでは、

それにあわせたウィスキーを飲んで、料理も食べていただいて、蒸留所も見学するツア

ーを催したところ、24名の定員、全部満たされたのですけれども、ほとんどＪＲ利用の

人なのです。来られた人。

そういった意味で、今、ＪＲさんにはもっとパック売りを、商品をもっと売り出して

いこうということで、実はもう投げかけをしております。ＪＲさんも、それには非常に

乗り気でして、いわゆるもう札幌からとか、帯広からとか、特急利用の方々、そういっ

た人たちも取り組むという戦略に打ってでたいとも考えておりますし、アイディアはこ

れからもっともっと出るものと思っていますので、そういった意味で、観光利用を推し

進めていきたいと考えているところでございます。

●委員長（大野委員） ７番、音喜多委員。

●音喜多委員 今言われたように、もとを正せば、ＪＲ花咲線の観光も去ることながら、

存続問題が原点に発するわけですけれども。現状としては、やはりいかに利用してもら

うか。そういうことを考えれば、観光しかないというか、厚岸町のまちに呼び込むため

には、あるいは厚岸町の町民が利用するためには、昨日も議論のありました福祉回数券

をＪＲも使えると、そういう町民の使い方もあるけれども、もうちょっとほかから客を



- 178 -

呼ぶ方法というのはないのかと。その意味で、厚岸町はどういうやり方をするのかと。

根室は、それは今言われたように、向こうが情報、非常に発信力はあるというか、い

ろいろやっているようだなと。しかし、この根室以外のところでは、どういう発信をし

ているのかと。比較した場合に、非常に少ないと。今、話を聞けば、厚岸町はそれなり

に、そのことで真剣に取り組んでいるということでありますが、そのことをぜひ、また

今、いろいろと別のアイディアもやっている中で出てくる可能性があるというような思

考でお話されていましたので、その辺のところに期待かけていきたいなと思いますが、

この花咲線を存続させる、あるいはそのチャンスに乗って、厚岸町もＰＲしていくとい

う意味では、これまち上げて、ぜひ真剣に考えていただきたいと思うのですがいかがで

すか。

●委員長（大野委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） 花咲線という一つの線ですので、厚岸町だけが頑張

ってもだめなのかと思います。厚岸町は頑張ります。もちろん。ただ、沿線の協力は、

これは不可欠だと思っています。

例えばもう既に２年ほど前から取り組んでいる３町の広域推進協議会。釧路町と厚岸

町と浜中町で組織していますけれども、ここではもう既に２年前からトッププロモーシ

ョンということで、札幌駅の構内で、この沿線のＰＲも、もう行っております。それに

ついてはＪＲの釧路駅の社員の方々も一緒に札幌まで出向いて来ていただいて、一緒に

もうＰＲに取り組んでいます。それから、構内のところにポスターを貼らしていただく

とか。それから、ＰＲのチラシを置かしていただくとか。最近は、ＪＲもその辺は連携

を、非常に強化しているという意味では、積極的に対応していただいております。

そういった意味で、今後ともその辺については、もっともっと強化に努めていきたい

と、ＰＲに努めていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

●委員長（大野委員） ７番、音喜多委員。

●音喜多委員 最後にしますが、町民の利用の向上も去ることながら、もうそれは限界が

あると思うのです。現状を見たら。こうして好企画もまた出てくるような中では。

やはり、外部の利用者をというか、そういう意味では、そこを徴募にしなければいけ

ない。この間から議論しています厚岸、浜中、釧路町の国定公園化問題も大きな課題に

なっているわけですから、その辺のところも頭に入れながら、ぜひこの地域に、花咲線

含めて、客を誘致する策をぜひ厚岸町、真剣になって考えていただきたいと思っており

ますので、その辺のところ、ご指導方よろしくお願いしたいのですがいかがですか。

●委員長（大野委員） 町長。

●町長（若狹町長） 花咲線の観光関係だけを特化いたしますと、実はご承知のことと思

いますが、今、観光列車、既に走らせております。これは釧路から根室までということ
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で、高い観光者から得ているようであります。

そこで厚岸町に関する課題を申し上げますと、普通列車なのですが、速度を減速して、

そして別寒辺牛をよく見てもらうと。さらには根室ももう１カ所あります。それと、厚

岸の弁当であります、有名な弁当であります牡蠣弁当、これを提供するということで、

今、観光振興のためにいろいろとやってもらっております。近くは、別寒辺牛だけでは

なく、厚岸の海岸線も、すばらしい厚岸湾等含めて、海岸線も眺めることもいいのでは

ないかということも、今いろいろ考えてもらっております。

そういう点では、厚岸の観光振興のために、これは特別な方法でＪＲの協力をいただ

いているということであります。

それから今、国定公園のお話ありましたが、これも大きなプラスになるだろうと、そ

のように考えておりますので、これからも実現のために最善の努力をさせていただきた

い、かように思います。

●委員長（大野委員） よろしいですか。

（「はい」の声あり）

●委員長（大野委員） ほか、この目ございませんか。

５番、竹田委員。

●竹田委員 釧網線と花咲線で観光振興について質問したいのですけれども。釧網線では

ノロッコ号、それから蒸気機関車が走っていますけれども、観光ということを考えると、

この花咲線に当たっては、こういう事業というのはなされていないのですけれども、で

きないのか、やらないのか、それとも大したことないから、それは考えていないのか。

まず、その３町広域連合でどういう考え方をもっているのかお聞きしたいと思います。

●委員長（大野委員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えをいたします。

先ほど、音喜多議員のご質問にお答えしましたが、ノロッコ号は昔から、これは釧網

線ですがやっております。新しく花咲線においては、今、音喜多議員に答弁をしたとお

りであります。

それと、ラッピングもいたしております。ルパン三世とか。それから観光列車は特別

に花模様の列車をつくってもらって、利用者の向上に図っているとかいうことがありま

すので。

ただ、ノロッコ号のようなものについては、ＪＲのほうも考えておらないわけであり

ますが、しかしながら、今の観光列車はそういう意味で匹敵するような観光振興のため

に役に立っているのではなかろうかなと、私はそのように理解をいたしておるわけであ

ります。
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●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 私もＮＰＯ法人厚岸ネットというのをやっていて、厚岸町の観光のためにと

いうことで、いろいろアイディアを出しながら頑張っているつもりではおります。

今回もバスツアー、スタディーツアーというのを土曜日の16日に行うことになってい

ます。おかげさまで、このツアーは、ほとんどが参加者が札幌と東京。東京方面は静岡

とか東京近辺の方がツアーを組んで毎年来ていただくのですけれども、そこで大体もう、

小型バス24人乗りが毎年、毎回いっぱいになるような状況で、大変ありがたい。

その人たちのアンケート等をとると、せっかく花咲線があって、その花咲線が廃止に

なる、ならないという問題については、地方の方がいて、厚岸に来たときに、非常にも

ったいなという意見が出されました。

厚岸ウィスキーというものがあって、その根室まで行く間に、根室の北の勝、釧路か

ら出発した福司のお酒。これちょうど釧路は釧路町ですから、３町広域連合の枠からは、

対象からはちょっと外れますけれども、いずれにしても福司があり、北の勝があり、厚

岸には蒸留所ができました。

この三つのお酒を汽車の中で振る舞って、厚岸で１泊泊まって、次の朝、またゆっく

りと別寒辺牛等を見ながらというツアーを組めば、私たちもそのツアーがあれば来たい

という、そういう声を聞きました。

ぜひ、それを、僕らはそれは実現するのは大変難しいので、来た人には、これは大き

な組織として動かなければならないので、なかなか我々単独ではできないだろうという

返答をしました。

そういったことも、先ほどまちづくりの課長が厚岸にウィスキーがあるということだ

ったので、これを広く広めるためには、福司、北の勝、北の勝は物すごい伸びています

よね。山形に行っても居酒屋で置いていたという話を聞きました。福司については、海

底力、それから福司の吟醸酒というのが出て、当酒が変わったので、非常においしくな

ったというふうにして、今非常に人気で、海底力は１本１万2,000円もするのですけれど

も、本当に引く手あまたで買うこともできないような人気ぶりだと聞いています。

そういったことを、ぜひ観光に向けた一つの考え方として、お酒の提供というのを出

しながら、いいアイディアが生まれればなと思うのですけれどもいかがですか。

●委員長（大野委員） 町長。

●町長（若狹町長） 今、ご提案をいただいたわけでありますが、実はそういうお話がも

うすでに出ています。花咲線は今言った釧路福司、根室は北の勝、厚岸は厚岸ウィスキ

ーと。それから釧網線、福司、そして弟子屈が今ワインを製造しております。そういう

ことで、ともにそういうことで、何らかの方法で、そういうお酒ツアーといいましょう

か、そういうこともアイディアとしては、すでに承っております。そういう点もこれか

らの花咲線の乗車率を高める方法でもあろうと、そのように考えておりますので、提案

としてお聞きをしたいと思います。
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●委員長（大野委員） よろしいですか。

ほか、ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ、進みます。

５目観光施設費。ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） 239ページ。

７款土木費１項土木管理費１目土木総務費。

（な し）

●委員長（大野委員） ２目土木車両管理費。

（な し）

●委員長（大野委員） ３目土木用地費。

（な し）

●委員長（大野委員） ４目地積調査費。ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） ２項道路橋梁費１目道路橋梁維持費。

（な し）

●委員長（大野委員） ２目道路新設改良費。

247ページまで。ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） ３目除雪対策費。

５番、竹田委員。

●竹田委員 上尾幌の住民からの要望でちょっとお話をしたいと思います。
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真冬に猛吹雪になったときに、除雪車が夜入らないということがあって、そういった

ときに、緊急事態で救急車も行けない。夜ですから、結局はヘリコプターも、緊急のヘ

リも飛べないといったときに、これは多分、上尾幌だけに特化するものでなく、本当に

吹雪でどうにもならないときは町全体が動けなくなってしまうわけですから、それはも

う最悪の事態として考えたときには、それ当然無理だというふうには思いますけれども。

特に上尾幌の地域については、国道から尾幌の市街地まで行くのに何分かかるのか、

ちょっと僕も知り得ていないですし、結構なキロ数もあるのです。こういった特徴ある、

まちからぐっと離れてしまって孤立するような形の市街地というのが上尾幌世帯が結構

あります。そういったときに、まちとして除雪の部分について、上尾幌の部分について

はどのように町としては考えているのかということをお聞かせ願いたいと思います。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） お答えいたします。

上尾幌地区だけに限定するという考えはなく、まちの中全体を見ますと、国道、これ

については雪が５センチ以上降ると、必ず除雪に入ると。多少吹雪いていても、24時間

体制で除雪はやっています。道道、町道については、原則夜間除雪というのはやってい

ません。夜間というのは10時以降といいますか。これは除雪の車両の安全、または地域

住民の安全も考慮した中で、夜間の除雪というのはやっていません。

今、夜間において急病等が発生したときの対応でございますけれども、まずそういう

のは１回消防のほうに連絡が入ると思います。今度、消防と町のほうで、その辺、連絡

の体制ができていまして、状況によっては、その町の除雪車両が救急車の先導、要は前

をとおって住民のところに行くという体制となっています。

今、上尾幌というのは、国道から１回、道道があって、今度道道から上尾幌の中に入

れば道道と町道という形なのですけれども、これについては、一応北海道のほうにも、

その旨を説明して、道道の中の除雪を行いながら、この病人のいる場所まで行くという

体制はとっています。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 わかりました。町として、そういう体制をとっているということは、僕もわ

からなかったので、住民にそういう説明をしたいと思います。

また、こういった、僕議員になってもそのことはわからなかったのですけれども、こ

のことというのは町報とかでご案内はしているのでしょうか。それをしていて、わかっ

ているのであれば、僕にこういう相談は来なかったと思うのです。また、その上尾幌、

厚岸町、32自治会あるわけですけれども、例えば32の自治会の会長さん含めて、そうい

ったところにこういった周知をしておけば、こういう話は出ないのではないかなと思う

のです。ということは、周知が足りないのかなと思ってしまうのですけれども。いや言

っているよというのであればいいのですけれども。

まだまだ、今後こういう吹雪とかも、一昨日のような４月になっても、そういう事件
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が起こり得る時期になってきました。また、爆弾低気圧とか台風並みの低気圧とか、台

風だけではない形で被害があるということが、どんどん増えてふえている世の中なので、

そういった体制は町でとれるということを、もっと町民にわかるようにお知らせをきち

んと何かの形で考えていただいてやってほしいと思うのです。

まずは、その自治会のほうに早急にお知らせを願いたい。町民に安心していただく。

その次に広報あっけしでもいいですし、緊急防災のほうでもいいですから、ぜひお知ら

せをしていただきたいというふうに、まずお願いをしたいと思います。いかがですか。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） まず、町民への周知についてでございますけれども、広報など

により周知という記憶はございません。除雪の時期になりますと、毎年10月、11月ごろ

に町内の全ての業者を呼んだ除雪の説明会。これと、各自治会長に、出席の文章を出し

て、集まってもらっている、その自治会長の説明会を開催しているところであります。

その際には、各自治会ごとの除雪の業者であったり、各路線ごろの除雪の順番であっ

たり、その辺の説明の際に、こういう病気、緊急時についてはいつでも、要は町のほう

に連絡をしてくださいよという、ちょっと口頭での説明はやっていたものの、実際、こ

の出席の、自治会長の出席も約半分であったり、またそのことによって広く町民に対し

て、すみません。何かあったときに、役場ではなくて、まずは消防に連絡をしてくださ

いという旨の説明をやっていますが、今言われたとおり、結果的には広く町民に対して、

その辺の周知も必要かと思いますので、ちょっと発信の方法については、今後検討して

まいります。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 よろしくお願いします。せっかく大切な命を守ろうということで、厚岸もそ

ういう取り組みをしているのですから、一人でも多くに、そういうことを知らせるとい

うことは大事だと思うので、その辺をよろしくお願いします。

それから、もう一つなのですが、最近除雪をしているところを見ますと、例えば僕が

見たのは、除雪の日に光栄町のところに見に行ったのですけれども、十字路がたくさん

ある地域で、団地であります。そこに除雪が、町道ですから入っていったら、ちょうど、

除雪すると、その片方の取り付けの部分が塞がってしまう。その塞がってしまった部分

については、昔はそのまま放置していたのですけれども、最近は除雪車が先導した後に、

また小さいタイヤショベルが後ろをついて、塞いでしまったところ、すぐに空ける、し

ばれる前にすぐ空けるということを、今やっています。すごい、厚岸町進んでいるなと

感心して見ていたのですけれども。

ただ、道道、国道の縁に住宅が接道してあるところは、当然その雪が朝まで固まって

しまって、そこを老人一人で住んでいる方とかがいます。そういう人たちは、結局出る

こともできれば、入ってくることもできないという自体が起きてしまう。また、取り付

け道路が塞がれているので、何かあったときに救急車も入れないといったことで、これ
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らについては、本当に国道、道道であれば、除雪、先ほど言ったその５センチ降ると、

夜間でも吹雪いていても走ると。これ、ありがたいことなのですけれども、結局何回も

何回も走ることによって、どんどん取り付け道路が雪だらけになって、もう本当に行き

来も何もできないという形になって、朝になってくると配達の郵便局の人も入ってこれ

ない。トドックに頼んでもトドックの人も入ってこれない。そういった自体が起きてく

るわけですけれども。

こういった部分については、全部をやれとは言わないですけれども、例えばひとりで

住んでいる方が、どうしようもない人方いると思うのです。そういった人たちと、どう

いう形がいいのかわかりませんけれども、そういう人と連絡をとれる、またそういう人

たちのために厚岸町として、健康な方で家にタイヤショベルあったりとか、除雪機持っ

ているとかっていう人はどうでもいいのですけれども、本当にお年寄りひとりで住んで

いる方とかはどうしようもないわけです。

そういった場合は、そういう人たちに限り、厚岸町と、その連携を取って連絡をいた

だければ、除雪に向かうとか。または、お金のある人に限っては、金額は発生するけれ

どもやりますとか、お金のない人たちについてはどうするのかという、そういう体制を

つくってもらいたいという、町民の要望なのですがけれども、どういうふうに思います

か。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） まず、交差点部の除雪の関係です。国、北海道、厚岸町、除雪

の際に、交差点の雪処理についての取り決めをやっていまして、後から入った除雪業者

がその巻き込み部の交差点の雪処理をするというふうになっています。

例えば、郵便局の前でありますと、道道と町道が交差する場所なのですけれども、そ

れについては、最初に北海道が入って、後から町が入れば、町の除雪業者がそこの巻き

込み部の雪を全部処理をすると。また、逆のパターンもあるものですから、それはその

交差点、交差点によって、最終的には、要は車が通行できない、要は山の状態になって

いるということはないように、雪の処理はやっているところでございます。

あと、その除雪に伴って、各家庭の玄関前に、どうしてもこの雪山ができてしまうと。

これについては、自治会長の説明会であったり、あとは広報あっけしのほうにも、ちょ

っとその辺、協力の依頼、お願いの文章、記事を出しているのですけれども。原則、要

は町道、要は道路の除雪というのは、道路部分の除雪。各取り付けまで、そのひとりで

住んでいるとか、住んでいないとか、そういう判断をして除雪をするのではなく、一律

に、両側に雪が、要は堆積するような状態でやっています。

これは、１回目の除雪であっても、２回目の除雪であっても、よく最近、この除雪の

状況を見ますと、要は朝早くに、住宅の前を、要は個人がやって、きれいな状態になっ

た段階で、要は道路の除雪ががっと入ったときに、どうしてもまた雪山。これについて

も、あくまでも個人に協力してもらうということで、一応道路の除雪はやっているとこ

ろでございます。
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●委員長（大野委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） すみません。高齢者の方の除雪は、高齢者の70歳以上の方

で除雪が大変な方については、私どものほうで高齢者に対しての除雪ということで、高

齢者事業団に委託をして実施をしている部分と、それから距離の長い部分については、

建設課のほうにお願いをしてやってもらう部分とあります。

ただ、そこでやっている部分につきましては、本当に玄関から道路まで出てこれる、

本当に人ひとりがとおれる部分の除雪。それと、ストーブなんかがついていて、排気の

部分に雪があって、そこが詰まってしまっては困るという部分があって、そういところ

の、本当に最低限の除雪は高齢者の方に対してということでやっております。

ただ、本当に今おっしゃられたような部分のものについては、なかなか行政の対応で

は難しいという部分では、やはり地域の力に頼るしかないのかなとは思いますけれども、

そこは地域福祉という部分での取り組みでというふうには思いますけれども、なかなか

難しい課題だなと思います。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 国道、道道というのは車両の行き来がすごく多いのです。そこから入れない

状況だと、どうしても国道に面しているところに車を止めます。止めることによって、

大型車両がどんどんとおることによって、事故になるという可能性が高い。そういった

ことを考えると、車が入りやすいようにしたほうがいいというふうになると思うのです。

その取り付けの部分については、１軒の家もあるし、２軒の家もあるし、３軒の家もそ

れぞれあると思うのです。こういった事情を勘案して、事故もないようにするといった

部分も考えなくてはいけない。

そういったことで、これはこれからの考え方というか、一つの考えていかなくてはな

らない部分だと思うのです。そういう方、さっき言った障害をもっているとか、高齢者

だとかという部分の人たちに、これからどういうふうにしていくかということは、どん

どん高齢化になっていくと多くなってくる。その中で、考えなくてはならない事例だと

思うのです。

それで、今後自治会においても、役場の職員が張り付いて、これから自治会運営に当

たって、云々かんぬんという、今年度からということで話していますけれども、そうい

った問題を自治会の会費の中でできる、できないとか、除雪の体制をどうするかとか。

それから、そういう人たちがどの程度いるのかとか。そういったことも含めて、考えて

いっていただけないかなという要望なのですがけれども、よろしくお願いします。

●委員長（大野委員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 現在の自治会での状況につきましては、既に一部ですけれども、

そういうことを、例えば高齢者の前だけを、頼まれた方の部分だけ行っているという自

治会もございます。全体として行われているかというと、ほとんどの自治会で行ってい
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ないと思います。

先ほど、職員の地域担当制の話がございましたが、自治会から要請があって、そうい

うようなご相談等があった場合、どういう方法があるのかと。町職員で全てやるという

ことは、それは不可能だと思います。自治会の力を借りてやるというような相談があっ

た場合に、提案等ということは可能ではないかと。ケースバイケースだとは思いますけ

れども、そういうようなご相談があれば、知恵を出して協力してという方法を考えるこ

とは可能だと考えております。

また、そういった中で、いい事例があれば、当然他の活動されている自治会にも、そ

ういう情報提供が行っていけるのかなと考えてございます。

●委員長（大野委員） よろしいですか。

ほか、この目ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ、進みます。

３項河川費１目河川総務費。

３番、堀委員。

●堀委員 ２点ほどお聞きしたいと思います。

まず１点目は、旧尾幌１号川。太田門静間道路によって、橋の架けかえというものが

あって、新たな橋というものが、古い橋よりも少し下がったもので流用的なものがどう

なのだというような心配というのが、この議会の中でも大きく議論もされたところであ

るのですけれども。その河川の橋のところの断面を維持するための予算等は、例えばこ

とし、今年度、新年度の予算の中にもないように見受けられるのですけれども。調査や、

もし浅い場合の過小浚渫というか、そういうものというのは、やはり常にしていくもの

なのかと思っていたのですけれども。予算的にないものですから、まずここら辺につい

てはどのようになっているのでしょうか。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） まず、この河川というのは、基本的に河川の流量をまかなうだ

けの断面がなければ、基本的に溢れてしまうということになります。そのために、３年、

４年くらい前、ちょうど新しくホマカイ橋、要は新橋設置した際には、大量の土砂が、

その川付近に堆積されていることがわかったものですから、これについては河川の浚渫

を行っています。

ただし、その川全体の土砂を、そうしたら掘削しなければならないのかといった中で

は、確かに毎年の大雨によって川はだんだん浅くなってきている傾向にはありますが、

今現在早急に対応しなければならないだけ河川断面がなくなっているという状況はない

ものですから、これについては毎年、毎年の河川の調査の段階で、状況に応じて、必要
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な時期にまた浚渫のタイミングを見ているという状況となっています。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 それはわかります。４年前とかの議論ですよね。といったときに、町側の答弁

としては、たしかあのときはしっかりと河川断面というものの維持をしていくのだとい

うことで、だから橋でいいのだと。町民の皆さん、町議会の皆さん安心してくださいと

いうことだったのですから。それをやはり、しっかりと、常に調査をするということだ

けでもまずはやっていかないと。調査をした結果が何ともなければ何ともないでいいの

でしょうけれども、やはりことはきちんとやっていただけなければならないのではない

のかと思いますので、今後の中でぜひ検討していただきたいと思います。

あともう１点は、奔渡川です。奔渡川の改修事業自体はこちらのほうに今年度も事業

予算として載っているのですけれども、実は奔渡川というのは河川でありながらも、周

辺、漁業者にとっては荒天時の船外機船の避難場所にもなります。奔渡川については、

上流の未整備河川のほうから土砂というものが流入、流入といったらいいのか、土砂の

流れ込みが多くて、何年間かするとすぐ河床側が浅くなってしまって、避難するときや

何かにしても支障を及ぼすようなことというものが発生しているように聞いております。

やはり、そこら辺は普通河川を管理する町側としても、何らかの対策というものをと

っていただきたいというふうに、こちらは要望として上げたいと思うのですけれどもい

かがでしょうか。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） 初めに旧尾幌川、これについては、この議会でも答弁したとお

り、河川の調査については毎年定期的に行って、その状況によって浚渫等は行っていく

という考えでおります。

奔渡川、今年でて完了する計画です。あと残り15メートルですか。橋、お供橋ですか、

から上流については、今言われたとおり未改修で、大雨によって上流部からの土砂がど

んどん下のほうに。

実は、そこも河川の、この要は流量断面というものがあって、やはりその状況によっ

ては、その断面が確保されないということがあれば、またちょっと溢れてしまう状況と

なってしまうものですから、一応、今まで工事やっている最中には、必ずその断面を調

査をして、その状況によっては河川断面を確保するような対応をやってきていました。

今、31年度で工事完了するわけなのですけれども、あくまでも河川管理者としては、

要はその船が、この場所に着くから、河床を掘削するという理由ではなく、あくまでも

河川断面の確保ですという形で、今後対応していかなければならないのかなと考えてい

ます。

●委員長（大野委員） ほか、ございませんか。
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（な し）

●委員長（大野委員） なければ、進みます。

259ページ。

４項都市計画費１目都市計画総務費。

（な し）

●委員長（大野委員） ３目下水道費。ございますか。

（な し）

●委員長（大野委員） 次、５項公園費1目公園管理費。

ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） ６項住宅費１目建築総務費。

５番、竹田委員。

●竹田委員 建築総務費、６項１目。住宅新築リフォーム支援についてお伺いします。

生活保護法の15条の２、介護予防住宅改修というのがあります。これは、例えば要介

護が３であって、マックス20万円の１割負担というのが規定であります。

例えば要介護が一つランクが上がると、もう１回20万円までのマックス１割負担。も

う一つ上がれば、また20万円までというふうに段階的にずっと使えるわけです。それは

間違いないですよね。

●委員長（大野委員） 休憩します。

午後２時26分休憩

午後２時28分再開

●委員長（大野委員） 再開いたします。保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） すみません、時間をとってしまいました。

介護保険での住宅改修ということで、１段階上がってではなくて、２段階上がればも

う一度使えるという形になっております。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。
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●竹田委員 ２段階にしても、いずれにしても何回も使える。複数回。一人で使えること

になっているのは事実ですよね。２段階ずつ。

介護のほうの住宅改修についてはそういうふうにして、使い勝手よくなっているので

すけれども、住宅のこのリフォーム部分については、ここも１世帯一人20万円までとい

うふうになっているのです。65歳の場合は工事費の、一般の方は工事費の10％、65歳以

上の方、または中学生以下の子供がいる場合については15％というリフォームの規定が

あります。

しかし、１回きりなのです。20万円まで使えるのですけれども、たまたま台風来て、

破風とかが壊れて、工事費が大体３万円とか８万円とか、中途半端な部分で、それも申

請を出して、１回いただくと、補助をしていただくと、それ１回で終わってしまうので

す。次に、翌年、そこを直したばかりなのに、台風が来て、屋根もろとも飛んでいって

しまったと。そういった場合については、もう次の段階では、あと何百万円もかかった

にもかかわらず、１回使ってしまったらそれで終わり。

なので、次の年にそういう大きな被害が受けたときには、リフォーム支援は受けられ

ないというふうになっているはずです。僕は、そういうふうに聞いているのですけれど

も、１回１世帯１回使うと、２回目は使えないというふうに聞いているのですけれども、

どうなのでしょうか。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） この話、いつかの議会の場でもあったと記憶しています。その

際に、ちょっとまた私どもも、その辺検討をいたしまして、１世帯20万円の上限は変わ

らないのですけれども、１回ではなくて、何回でもいいのですけれども、あくまでも上

限は20万円。１回ではないです。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 それって、いつ変わったのですか。

●委員長（大野委員） 休憩いたします。

午後２時32分休憩

午後２時35分再開

●委員長（大野委員） 再開いたします。

建設課長。

●建設課長（水上課長） 大変貴重な時間、申しわけございません。
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施行日でありますが、30年４月１日。広報あっけし４月号、これに平成30年度厚岸町

住宅新築支援助成制度等のご案内ということ、ちょっとチラシを入れていまして、この

住宅リフォーム支援助成事業、過去にこの助成金を受けた人で、助成金が限度額に達し

ていない人は、限度額まで利用できますというチラシを折り込んでいるところで、町民

に対して周知をしています。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 それは課長がすぐ答えられないくらいの問題だったので、それは僕らも本当

にわかりませんでした。

そういうことで、条例改正していただいたということですよね。これは、条例でも何

でのいいのですけれども、とりあえず変えていただいたということなのですよね。期間

とかそういうのは設けているとか、設けていないとかというのはありますか。例えば５

年以内とか、10年以内とか、そういう期間を設けている部分の条項というのですか、そ

ういった部分についての規定は何もない、外しているのかどうなのか、その辺はどうな

っていますか。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） まず初めに、住宅リフォーム支援助成金、これについては要領

で載っています。あとは、この期間のついての決めはございません。

●建設課長（水上課長） 要綱です。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 これ、簡単に済ませます。これずっと言っていると、多分、丸一日かかって

も理解できなくなってしまうので、簡単言います。リフォーム支援の金額を30万円くら

いに上げてほしいという要望を検討していただきたいと思います。

それと、ずっと言っていますけれども、新築についてはリフォームについても20万円、20

万円という考え方は絶対間違っていると。片や200万円使って20万円、片や3,000万円、

5,000万円の家建てても20万円。この経済効果というのは絶対違うのだということ、僕は

何回も言っています。これについて、いろいろと検討してくださいと言いました。検討

していただけましたでしょうか。お前の言っているのは間違っているのだと。経済効果、

経済波及効果、この部分については、絶対誰に聞いても間違っていないと思うのですけ

れども、厚岸町、その考え方が、毎年毎年言っているのですけれども、ずっと20万円、20

万円なのです。このことについては、やはり鶴居村の例もあります。非常に鶴居村は効

果的に出ています。ぜひ考えていただきたい。お願いします。

●委員長（大野委員） 建設課長。
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●建設課長（水上課長） この助成額を上げてほしいというのは、私も何回も言っていま

す。これは私が課長になる前から、これについてはこれまで町内においても、いろいろ

検討した結果、今日もやはりこのままの金額となっているところでありますが、また改

めて、またちょっとその辺は検討をしたいというふうに考えています。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 ぜひとも、よろしくお願いします。終わります。

●委員長（大野委員） 町長。

●町長（若狹町長） 今、鶴居村と厚岸の関係をお話いたしましたけれども、鶴居村の場

合は釧路市に近いということで、盛んに定住対策を行っております。そういうことで、

新築に対する支援ということで大切ですね。推進をいたしているようであります。

厚岸の場合は、現在いる人に対する新築ということが主たるものになるのではなかろ

うかと思いますが、今、課長からお話ありましたとおり、今後の課題として検討してい

ただきたいと思っていますのでご理解いただきたいと存じます。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 若者の住宅支援、新婚世帯で住宅を新築した場合に、これ今までは助成とい

うのは新築をしたらという話をずっとしていたのですけれども、僕も何とかこの支援を

していただければとお願いがずっとしてきたわけです。まち全体で、年齢も何も関係な

く、とにかく新築をしたらということでお願いしてきたわけですけれども、町の財政の

ことを考えると余りそれを頼む、頼むということもなかなかちょっと大変だなというこ

とを思いまして、何からできるのかということをずっと追従してきました。

厚岸町において、少子高齢化を防ぐ、それから町長が一生懸命やっていただいている

新生児、それから子育て支援、一生懸命やっていただいています。それは厚岸に住んで

いただいて、定住していただいて、どこにも行かないという証は、やはり若者が家を建

てて、ここに住むことで落ち着くということが、とても大事なことではないかと思いま

した。

そこで、新婚世帯に限り、この助成金額を全部にやってくれということではなくて、

ぜひ厚岸町としては、この新婚世帯に手厚く支援をしてもらえる、そういったことを、

まずそこから始めていただいて、あとはどこまでできるのかということで考えていただ

ければというふうに思うのですが、何とかそこの辺を考えていく方向性にはならないか

というふうに思うのですけれどもいかがでしょうか。

●委員長（大野委員） 町長。
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●町長（若狹町長） 若者が外へ出て行くというのは、厚岸にとりましても経済活性化に

結びつかなく、また人口減少に大きくつながるわけであります。ということは、今厚岸

町の総人口9,400人になりました。自然増が極めて出生と死亡者の関係が乖離があるとい

う結果が１番大きいわけであります。

そういう中でも、やはり若者が流出するということは大変なことであります。これは

雇用も関係してきます。そういう面においての定住ということを考えれば、若者が新築

する、結婚して住宅を持つということも、これは大事な対策かと思いますが、今ここで

即答はできませんので、検討としてお答えできればと思いますのでご理解いただきたい

と思います。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 内閣府が作成した結婚新生活支援事業を紹介するチラシというのが出ていま

す。これ確認していますか。

●委員長（大野委員） 町長。

●町長（若狹町長） 確認しておりません。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 住居費などの補助をするということが今260自治体に、日本全体でどんどん増

えてきているということであります。内閣府は新婚生活を応援しますと題し、チラシを

作成し、ホームページにアップしています。補助の対象となる世帯や経費、いくら補助

を受けられるか、申請の方法など、イラスト付きでわかりやすく紹介するとともに、実

施自治体の一覧も載せていますということなので、そこをぜひ見ていただいて、研究し

ていただいて、どこまでできるかできないか、含めて、厚岸町として検討していただき

たいということを要望して終わりたいと思います。ぜひよろしくお願いします。

●委員長（大野委員） 町長。

●町長（若狹町長） 先ほど答弁したとおりでございますので、検討していきたいと考え

ております。

●委員長（大野委員） ほか、この目ございませんか。

６番、室﨑委員。

●室﨑委員 委員長、空き家対策ここでよろしいですか。

●委員長（大野委員） 多分ないのでしょうね。はい、よろしいです。
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●室﨑委員 空き家対策についてお聞きします。

町長の行政執行方針でも空き家対策について一言触れています。去年でしたか、一昨

年でしたか、私も忘れたのだけれども、この１年、自治会やいろいろなところを使って、

地域の状況を聞き取り、ここはちょっと問題あるよというものに対しては、恐らく担当

者が現地踏査していると思うのですが、その結果、町内に早急に手を打たないと近隣に

迷惑をかけたり危険を生じたりするような建物というのは何棟くらいありましたでしょ

うか。

●委員長（大野委員） 休憩いたします。

午後２時47分休憩

午後２時50分再開

●委員長（大野委員） 再開いたします。

ちょっと調べるのに時間がかかるので、このまま３時休みの休憩に入りたいと思いま

す。

再開は３時20分といたします。

午後２時50分休憩

午後３時20分再開

●委員長（大野委員） 再開いたします。

６番委員の答弁から進めてまいります。

建設課長。

●建設課長（水上課長） 大変な貴重な時間、申しわけございません。

空き家に関する調査でございますけれども、平成27年11月に調査を行っています。そ

のうち、使用がなされていないことが常態である空き家といわれるもの、全体で371戸で

す。その中で倒壊の恐れのあるもの36戸、外からの浸入の恐れのあるもの31戸、虫やご

みが住宅の中に入っているもの20戸という状況となっています。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 具体的に倒壊の恐れがあるとか、浸入の恐れ、虫、ごみ、云々というのは、

一つので全部の要素もっているようなところもあるわけですよね。

それで、特に倒壊の恐れがあったり、ちょっと風が吹いたら屋根のトタンが飛んで歩

くとか、壁が落ちてくるのではないかと。ましてやぐらっときたら、ぐしゃっと隣の家
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に寄っかかってしまうのではないかとかいうような、いわゆる危険性をもっていると思

われるものは何棟くらいありましたか。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） 今言った、要は倒壊の恐れがあるもの、これがほぼ該当すると

思います。36戸です。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 いろいろな自治会から、その地域の話を聞き取りしたと思うのですけれども、

そのときにも大至急何とかしてくれと、非常に危険で周りが不安を感じているというの

がありましたよね。36戸全部がそうか知りませんけれども。そういうものについては、

大至急手を打たなければならないと思うのですが、そのあたりはどのように進めました

か。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） 今回の調査に関しては、自治会からの情報提供のほかに、実際

その建設課の職員が何班かに分けて、各地域の調査を実施したところでございます。こ

の、要は建築基準法によりますと、建物というのは本来その所有者が、要は適切に管理

をしなければならないというのがまず原則としてあります。そのため、その所有者を特

定しまして、その方々に、要は適法な状態に維持するよう、文書によって指導している

という状況となっています。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 その文書を出す対象になったのは何戸くらいありましたか。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） この36戸、最初考えていましたけれども、そのうち所有者が不

明、ちょっと特定できなかったものも５件程度あったものですから、結果的には31戸と

いうふうに考えています。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 所有者不分明な話はちょっと脇に置いて。通知を出しましたね。それによっ

て改善されましたか。
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●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） 実際、この所有者というのは、当然、厚岸に住まわれている方

と、全く札幌とか、本州のほうに行っている。それを考えますと、なかなかその文書で

出したからといって、すぐに対応してくれるという状況は、なかなかちょっと難しいの

ですけれども。そのうち、私の記憶では２件程度は実際に本人が、この厚岸町の建物の

状況を見て、みずからもしくは業者に言って、この応急的な処置をやったという例はご

ざいます。

あと、そのほかに解体という状況になった箇所もあるのですけれども、具体的に何件

かというのは、ちょっと今の段階では押さえていません。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 非常に大事なのはそこなのです。通知しています。文書出しました。その後

どうなったかわかりません。それでは、空き家対策ではないのです。空き家というのは、

単にそこが空いていて寂しいねというのではなくて、その家というのは人が住まなくな

ると一気に傷みますから。

それで、特に波板トタンなんかだというと、風が吹くと飛んで歩きますし。それから

壁だってモルタル壁なんかの場合には落剥というのですか、はげ落ちてきますし。近く

を危なくて歩かれない。隣の家にまで、場合によっては建物のいろいろなものが飛んで

くるというようなことになりますと危険なのです。

それについては、やはり状況調査をして、まず危ないというのを認定したのが三十六、

七あったわけでしょう。それについては、状況が改善されたかどうかをきちんと見て、

場合によってはいろいろな手だてを打って、少なくても近所の人が、そのためにけがを

するとか、窓ガラス壊されるとかいうようなことがないような手は打たなければならな

いと思うのです。まず、それをやっていただきたいです。

それで、本人を捕まえて、連れてきてやりなさいというためにはいろいろな手続きが

あって、これでやって告示何ヶ月、これでやって告示何週間って、やっているうちに１

年や２年、簡単にたってしまいますよね。ですから、その前に何かできないかというこ

とも考えていただきたい。

それと、非常に大きな元工場だった建物が、もう本当に廃墟のような状態になって、

危なくてそばを通られないというような近所の方の話もあるのですが、上から落ちてこ

ないように、そこの道路にはひさしのようなものをつくって、防ぐのだという、そうい

うことも検討しているというような話が議会でもあったのですが、その点については何

か安全策を講じているのでしょうか。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） 前段部分の、この倒壊の恐れのあるもの、これについては倒壊

することによって、周辺にも当然影響が出る。これについては、一応場所については、
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こちらのほうで調査やっていますので、これについては今後状況を見て、粘り強く相手

のほうにも、その辺の指導をしてまいりたいと思います。

あと２点目の大きな工場跡地の部分ですけれども、私たちのほうで、まずすぐやった

のは、当然上からもそうですし、横の壁もそうですし、建物の中に入りやすい状況にな

っていたものですから、周辺に、単管なのですけれども、バリケードを設置して、立ち

入り禁止だか、何か浸入禁止という看板は設置したという状況です。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 あの大きな建物については、抜本的な解決をされるようなめどというのは、

やはり今のところ全くないわけですか。

●委員長（大野委員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 委員おっしゃられる、その元工場の部分につきましては、今の

ところまだ、どういった形で解体等ということは、私どものほうでは聞いてはおりませ

ん。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 いずれにしても、近隣住民の生命や身体にかかわるような状況が起きないよ

うに、これは安全策を講じていただきたい。特に、本当に近所の方、あそこ危なくて歩

かれないと言うのです。落石注意って、よく看板の出ている道路がありますけれども、

あれ注意のしようがないですよね。上から岩が転がってきたら。それと同じような、び

くびくしながら歩いているというような話も聞いていますので、これはやはりきちんと

していただきたい。

それから、一般住宅ないし倉庫の話ですが、隣にそれこそ壁が剥がれて飛んでくるよ

うな状況であったら、それを抑えることは、人のものだから手をかけられないとは言い

切れないですよね。緊急避難という条項も民法にはちゃんとあるわけですから、人の生

命や財産に危険を生じているときに、それに対して町が防御策をとるということは、こ

れは本人の了解がなくたって、緊急避難としてできるわけですから。そういうことを含

めて考えていただきたい。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） 今、質問のございました応急的、緊急的な対策として、民法の

中に事務管理、これについては、この構造物を解体するとかというのでもなく、最低限

度の対策はできるというふうな解釈をしているものですから、その範囲の中で、この安

全対策についてはやってまいりたいと考えています。
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●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 この次の機会があるかどうかわからないのですけれども、聞いたときにもや

ってまいりたいではなくて、そういうわけで手を打っていますと、きちんと言えるよう

にしていただきたい。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） 積極的に進めてまいります。

●委員長（大野委員） ほか、この目ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ、進みます。

２目住宅管理費。

３番、堀委員。

●堀委員 ここで町営住宅宮園団地整備事業3,516万5,000円というものでお聞きしたいと

思います。３カ年の実施計画には、全熱交換機の取りかえということで、Ｍの１からＭ

の６号棟までの取りかえとなっているのですけれども、当然、建設年度が違うにもかか

わらず、全てを一遍に取りかえるといったときに、何かしらの交換機自体への瑕疵など

があっての取りかえなのか。ここら辺について、まずお伺いしたいと思います。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） この町営住宅宮園住宅整備事業、全熱交換機取りかえでござい

ますけれども、これは全戸に１戸ずつ設置されているものでございます。この部品製造

が終了している。何かふぐあいがあったときに部品、一部交換しようとしても、その物

自体がもうないということなものですから、全部を新しく取りかえるという内容となっ

ています。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 わかりました。

その交換される熱交換機だったのですけれども、従来の熱交換機はたしか物置戸の上、

もしくはさらに上、改め口から覗かないとならないようなところに設置されていたかと

いうふうに思うのですけれども。それでいいのですよね。そのことかなというふうに、

今私質問しているのですけれども、その熱交換機というものが。まず、そこら辺はどう

なのでしょうか。
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●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） 熱交換機、これは一般的に言われますロスナイ換気扇のことを

言っていまして、単純にそのもの自体を取りかえるという内容です。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 わかりました。その熱交換機だったのですけれども、今現在、現状ついている

のが物置戸の上、もしくは物置戸の改め口があったその上にあったと思うのですけれど

も。

本来、入居者が入居するときには、熱交換機にはフィルターというものがついていて、

１ヶ月に１回以上のフィルターの清掃をしてくださいというような形の中で住宅という

のは貸されていたかと思うのです。

ただ、やはり場所も場所で、なかなか普通に手の届く場所ではない。また、お年寄り

や機械に弱いご婦人方とかであれば、なかなかそのフィルターの清掃というものが満足

にできないといった中で、なおさらよく故障や、また結構湿気とかもフィルターのほう

についてしまうものですから、カビなどの発生という恐れもあるような中で、なかなか

大変なものがついていたという記憶があるのです。

せっかく全て、このように交換するのですから、その設置場所や維持管理、入居者が

維持管理しやすいような場所への設置の変更の検討。それと一緒に、やはりできるだけ

その維持管理に手がかからないようなものへの変更というものを、せっかくここで実施

設計というものも入ってくるわけなのですから、その中でも十分な検討をしていただき

たいと思うのですけれどもいかがでしょうか。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） 今、質問者言われるとおり、入居の前には、もともと置いてあ

る備品等の取り扱い、これについては事前に入居者のほうに説明をして、適切に維持管

理をしてもらうようにしているところであります。

この設置の場所、今物置の上のほう。今ちょうど今年、今、実施設計に入る段階で、

きっといろいろなメーカーがあって、いろいろな維持管理の方法ってあると思います。

やはり、入居者も結構高齢なものですから、当然その辺、維持管理もしやすいし、金額

も安いというものを選定していきたいと考えています。

ただし、その設置場所については、中についても全て配管されている状況なものです

から、その辺の検討は行いたいとは思いますが、きっと今の状況のままで物を取りかえ

るという形になろうかと思います。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。
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●堀委員 当然、ダクトが給気口と排気口というものが、当然、今現在配管がされている

中で、それを変えれといえば、確かに大がかりにはなるのでしょうけれども。でも長い

目で見たときには、やはり総体の維持管理費の低減、または入居者への負担の低減とい

ったものの中では、やはり長い目で見たときには、その効果というものがあるとは思う

ので、物置戸の中というものの、その当然スペースにも限りはあるので、どこにもここ

にもという話にはならないとは思うのですけれども。少なくても今後の入居者のことも

十分に考慮した中で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。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） 今年行う、この実施設計の中で十分検討してまいります。

●委員長（大野委員） ほか、この目ございませんか。

８番、南谷委員。

●南谷委員 ２目住宅管理費ですよね。

（「はい」の声あり）

●南谷委員 ３番堀委員と全く同じところでお尋ねをさせていただきます。

内容は大体わかったのですけれども。この財源が防交金2,990万円、約85％、割返した、

防衛のお金だということで、よかったなというふうに、自分ながらよかったなという思

いで見ていました。

ここでわからないのは、委託金なのです。委託金ということは、実施設計の委託分が188

万7,000円というのは、そういうふうに理解をさせていただいたのです。少なくても全戸

６棟ですか、それをもうやるのですけれども、既存のあるものの取りかえなのに、何で

委託料がいるのかと。担当課でできないのかと、かのうに思ったのです。この委託料と

いうのは、実施設計と言うけれども、ある場所のものを取りかえるわけだから、僕の頭

では必要ないのではないか、不要でないのかなと。そのくらいは担当課でできないのか

と、斯様に考えていたのですがいかがでしょうか。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） 基本的には担当課でやりたいです。平成31年度においても、建

築に絡む工事が相当あります。当然、担当者何もしないわけでもなく、できる範囲で、

できるだけのことはするのですけれども、それから溢れてしまうのです。これについて

は、この実施設計の委託であったり、あとはこの下のほうの工事監理、これについても、

全く携わらないわけではないのですけれども、委託で対応をしてまいりたいという感じ

です。
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●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 わかりました。足りないと。

264ページです。町営住宅計上の2,100万円。この中に管理人報酬159万9,000円の計上

がございます。これ何人。管理人報酬ということになると、町内、町営住宅全部の報酬

だと思うのです。この内容について、昨年と全く同額なのですから、当然管理人も同じ

数だろうと。何人くらいいて、どういうような支払い方をしているのかお尋ねさせてい

ただきます。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） この管理人の報酬でございますけれども、人数13名です。この

うち、まず１階、要は平屋の部分については、１月250円掛ける件数です。そしてあと、

２階建て以上の場合については、１件500円掛ける件数で、全体で１月13万3,200円。こ

れの12カ月分という計上となります。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 単純に割り返したら、13名ですから、月一人１万円くらいなのかというふう

に推測をさせていただきました。

それで、中身についてはわかったのですが、実は最近、これ管理人さんの声なのです。

町長はしっかり押さえていただきたいという申し出がありました。実は自分は、平成29

年５月１日付けで管理人の委嘱状をもらったと。期日は平成30年３月31日までという委

嘱状をもらったそうなのです。委嘱状を。ところが、途中で変わったから、こういう状

態なのだと。その委嘱状をどのような形で出しているか、僕はわからないのですけれど

も、単純にいえばこの人は、１年未満で期日が来ているのです。ところが、今も管理人

をやっているそうなのです。当然、報酬ももらっていると。委嘱状の期日が切れている

のだけれども、要はもらっているのだと。

高齢の方ですから、どこかにも受け取っているのだけれども、失念しているかもしれ

ません。どうなっているのだろうとお尋ねがありました。委嘱状の期日というものはど

うなっているのでしょうか。この人は途中で変わったから、こういう状態になっている

のかもしれないし、通常、報酬を払うには委嘱状を出して、いつからいつまでですよと、

その間は委嘱状を当然出していると思うのですがいかがでしょうか。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） この管理人の任期ございまして、管理人の任期は２年以内とす

る。ただし、次の各号に該当した者は任期中であっても解職することができると。これ

を読みますと、管理人の願い出により、やむを得ないと認めたとき、あと、この管理人

が病気に、あとその他の事故に遭ったとき、あと、その他町長が不適当と認めたときと
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いう規定となっています。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 我々の議員のように、何年何月に一律にがばっと変わると。こういうことで

はなくて、それぞれ管理人さんの任期というのはばらばらだということなのでしょうか。

ただ、今言うのは本人の勘違いかもしれない。そういうことはないのですか、どうなの

ですかということをお尋ねしているのです。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） 管理人をお願いする際には、委嘱状はお渡ししています。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●委員長(大野委員) 切れて……。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） この３月31日で切れて、それ以降もらっていないということだ

と思いますけれども、町のほうとしては、それ以降、また管理人続けてもらうために渡

していると思いますが、ちょっとその辺については確認させていただきます。この確認

させていただきますというよりも、行ってきて、すぐ回答したほうがいいでしょうか。

●委員長（大野委員） 休憩いたします。

午後３時50分休憩

午後３時55分再開

●委員長（大野委員） 再開いたします。

建設課長。

●建設課長（水上課長） 先ほど管理人13名と言いました。今のほうの、平成30年４月１

日13枚ございます。だから、行っているはずです。

●委員長（大野委員） ８番、南谷委員。

●南谷委員 本人からの申し出があったので、ぜひ町長に確認してくれということだった

ものですから、敢えてさせていただきました。本人が失念しているのかもわかりません。
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今の現状では出しているということでよろしいのですね。大変失礼いたしました。むし

ろ、私も建設課のほうできちんと事務を処理しているということで安堵しております。

正直なところ。

管理人の皆さん、高齢化になってきているのも事実ですし、ごみの処理の問題や除雪

の問題、高齢者の方も多くいるので、それぞれ苦労なさっておられます。その辺につき

ましても、今まで以上に担当課としては高齢の方もいるし、今のような話も出てくると

思います。適切な処置をしていっていただきたいと思います。よろしくお願いします。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） 先ほどの委嘱状の関係です。今現在、13枚ございますので、名

前を確認させていただいて、なければまたこちらのほうからお渡しをしたいと考えてい

ます。

●委員長（大野委員） よろしいですか。

（「はい」の声あり）

●委員長（大野委員） ほか、この目ございませんか。

４番、石澤委員。

●石澤委員 宮園公住なのですが、宮園公住だけではないかと思うのですが、前にごみ箱

の扉が重いというので、それを修理をするという話があったと思うのですが、それは全

部の公住のごみ箱の修理とかは終わっているのでしょうか。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） ごみ箱のふたが重いというの、ちょっと私も聞いていまして、

その都度、うちの担当が現場のほうに行って、少しでも軽くなるような細工で、この改

修については終わっているとは聞いています。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 先ほどから、だんだん高齢になってきているという話がありまして、持って

上げれないという状態なようなのです。それで、ごみ箱の、そもそもの形を入れやすい

ような、カラスにいたずらされないのだけれども、そういう形をもう少し検討してもら

って、さっき行かれた管理人さんとか相談しながら、ちょっと検討してほしいと思うの

ですが、その辺いかがですか。

●委員長（大野委員） 建設課長。
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●建設課長（水上課長） この各団地に置いている物置というのは、すみません、ごみ箱

は、住んでいる方、要は全員で使用するものですけれども、今ある程度軽くなるような

形では一応やっていますので、またそれ以降の話というのは、ちょっと直接こっちのほ

うにも聞いていなかったものですから、もしその辺の話があるのであれば、もう一度こ

ちらのほうで検討させてください。軽ければ、また風等によって、またばたばたしたり

もするし、いたずらもされやすい状況になってしまうものですから。ちょっとその辺、

総体的に検討をしていきたいと考えています。

●委員長（大野委員） ４番、石澤委員。

●石澤委員 管理担当している方が、ちゃんとごみを入れながら大変だというのがあった

ものですから、結局私もそうなのですけれども、手が痛くなって上がらないときに、本

当に上がらないのです。持ってみたのですが。それで、管理人から連絡が行くと思いま

すので、その人たちと相談してみてください。お願いします。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） ちょっと直接その管理人の意見等を聞いて、検討していきたい

と考えています。

●委員長（大野委員） ほか、ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ、進みます。

269ページ。３目住宅建設費。

12番、佐々木亮子委員。

●佐々木亮子委員 まちなか公住の件ですけれども、新しく建つ公住は、既に建っている

公住とお風呂を沸かす燃料というのですか、それ今既存のところではガスですけれども、

またそういう形、ガスを使うという形になるのでしょうか。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） 基本的に部屋の大きさであったり、中に入る設備であったりと

いうのは共通というふうに考えています。

●委員長（大野委員） 12番、佐々木亮子委員。
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●佐々木亮子委員 それで、有明公住の方が移ってくるということなのですけれども。や

はりちょっと不安視されているところがあって、プロパンガスだと灯油よりも結構経費

が高くつくのではないかというような、今懸念されているのですけれども。ガスと灯油

と比較して、そのあたりどうなのか。それと、なぜそこは灯油ではなくてガス。何かそ

こをガスにしなければならないと思う理由というのですか、何かそういうのがあるのか

どうなのか教えてください。

●委員長（大野委員） 休憩いたします。

午後４時02分休憩

午後４時07分再開

●委員長（大野委員） 再開いたします。

建設課長。

●建設課長（水上課長） まず、この灯油とガスの、どうしてガスなのだということです。

今まで公住建てるに当たっては、建物の面積があって、その前に車を駐車するスペース

等がどうしても必要となってくると。あと、中には面積に応じて、緑地部分も必要とな

ってくるということで。まず一般家庭であれば、この自分の土地の中に大きな灯油タン

クをぽんと置いて、この灯油というのがきっと一般的だと思うのですけれども、今回の

まちなか公住については、決められた敷地の中で、また物置等に灯油タンクを置くぐら

いのスペースしかないものですから、これまではガスということで対応してきています。

●委員長（大野委員） 12番、佐々木亮子委員。

●佐々木亮子委員 もう一つ、灯油とガスの燃費というのですか、それは比較してどちら

が安いのか、高いのかというところはわかりませんか。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） 具体的に数字は計算していませんけれども、ガスのほうが若干

高いと思います。

●委員長（大野委員） 12番、佐々木亮子委員。

●佐々木亮子委員 要は敷地がないからということですよね。今の既存の住宅、ガスにし

ているというのは。新しく建てるというところで、そういう場所が確保できないのかと

いうことを、ちょっともう一度検討していただきたいと。新しく入る住民の方とも、や

はりもう一度きちんと相談していただきたい。これやっていただきたいと思うのですが
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いかがですか。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） 今の理由であれば、当然検討しなければならないと考えていま

す。

●委員長（大野委員） ほか、ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ、進みます。

８款１項消防費１目常備消防費。

５番、竹田委員。

●竹田委員 2018年１月31日、午後11時40分、札幌東区で生活困窮者らが居住していた施

設が、建物が燃えてしまい、火災死者11人という痛ましい事故がありました。

厚岸町において、先ほど６番議員さんの質問で、倒壊の恐れがあるとかという話をし

ていましたが、厚岸町において、簡単に言えば、わかりやすく言えば古いアパートとか、

そういうところに住んでいる方、倒壊が恐れのなったとしても、例えば昭和56年、建築

基準法が改正される以前の建物については、筋外等の強度がないということで、昭和56

年以降の建物については、倒壊の恐れがあるという凡例というか、そういうことが言わ

れております。

厚岸町において、その地震対策がなされていない昭和56年以下の、例えば塗装を何回

も繰り返して、見た目はいいのですけれども、ぱっと見た瞬間に、これは倒壊の恐れが

ないというふうに、目視で確認をして、大丈夫だという判断をしているものも中にある

というふうに思います。

取り調べ調査したときに、昭和56年以内につくっている建物を、そういったことを考

慮しながら、当然調査したものとは思いますけれども、こういった、今説明した、入居

者の困窮者の人たちが住んでいる、そういった建物は厚岸町にあるのか、ないのか、そ

ういった調査はしておるのでしょうか。

また、前回、２年前だったと思うのですけれども、消防に確認してほしいということ

で、火災報知器の設置はどのようになっていますかということだったときには、100％で

はないけれどもということでありました。その後、火災報知器の設置等については、そ

の基準を全戸が、古くても、新しくても設置しているのかどうなのか、それを調べてい

ただきたいという話もしておきました。

また、その後には……それはいいや。そういうことを質問したのですが、今の段階で、

厚岸町にはそういった建物はあるのか。また、そういった建物に入居している人たちは

いるのかどうなのか。その調査はしているでしょうか。
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●委員長（大野委員） 休憩いたします。

午後４時15分休憩

午後４時15分再開

●委員長（大野委員） 再開いたします。

建設課長。

●建設課長（水上課長） 一般住宅の話であれば、56年、その耐震は町のほうに依頼が来

れば、町の職員が実際現場に行って、建物を見て、大丈夫かどうかという判断はしてい

ます。今のアパートも含めて、これで、まず町のほうに、そういう依頼が来れば対応で

きるというふうな環境にはなっています。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 ここでは余り深く聞くことができないので、簡単に済ませますけれども。要

は１回目の質問で言った住宅の部分について、倒壊があるとか、内部調査が必要だとか

というのを平成27年のときに調べたと言ったので、依頼が来れば調べますよというのと

は、ちょっとかみ合わなくなってくるのではないかと思うのです。

だから、平成27年のときに、そうしたら何を調べたのだろうというふうになってしま

うので、その平成27年の11月までにまとめた中で、調べた中で、そういうのは発見され

たかどうかということを聞きたいのです。

もし、そういうのがあれば、こういう痛ましい事故に対象になる物件もあるのかな、

そういう物件に入居している方もいるのかなということなのです。それを厚岸町として

把握していますかということ。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） 平成27年に調査したというのは、これは空き家という形で調査

をして、その中で倒壊の恐れがある建物は何件というふうな説明をしたと思います。も

う倒壊の恐れがあるものですから、これは本人の依頼云々の前に、もうそういう状況で

ありますよということであって、調査する状況ではないということでございます。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 わかりました。言っていることはわかります。空き家ということですよね。

僕はなぜそういうふうに聞いたかというと、同時に、やはりこういう痛ましいことが起

きたら困るので、厚岸町としてもぜひ依頼が来れば調査しますということではなくて、

これも依頼が来て調べたのかというと、この事故のときは依頼来て調べたわけではない
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のですよね。古いなという確認はしているけれどもということだったのです。

町の税金を使って、個人の住宅をそういう形で調べることがどうなのかというのは、

空き家を調べられるのですから、こういうこともあわせて調べる調べることができるの

ではないかなと思ったので、ぜひやっていなければ、今後課題としてぜひ厚岸町の住民

の生命を守るという観点から、ぜひそういうこともやっていってほしいなという要望な

のですがいかがでしょうか。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） この厚岸町として、その個人の建物をどんどん調査をして、ま

たその結果を本人のほうに伝えるということかと思うのですけれども、基本的には住ん

でいる方が本当に自分の建物が、そういう地震等に大丈夫なのか。要は、それが１番、

スタートというか。だから、個人から町のほうに来れば、当然そういう対応はできる体

制にはなっているのですけれども、町がみずから１軒ずつ行ってという考えは、現在の

ところは持っていません。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 この話は、この部分には触れていない質問をしています。応急危険度判定士

の部分について、建設課に以前僕は質問しています。

だから、ちょっとずれるので、これでやめますけれども、応急危険度判定士のときに

は、その空き家の部分どうのこうのではなくて、地震クラックが入っているとか、もう

住めないのではないかとか、そういうことも含めて、一緒に応急危険度判定士と厚岸町

役場の建設課と一緒になって調査しましょうという話は、以前に何回もしているはずな

のです。そういうことであれば、その時点で、いやいや役場では調査する必要ないのだ

という返答はなかったのです。検討してやっていきたいという話だったのです。なので、

そういう調査も行っていただきたいなという要望であります。

●委員長（大野委員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） 前の応急危険度判定士ですか、その話があった段階で速やかに

建設課において、そういう判断、診断ができるような、まずは体制をつくったと。

今、言われますように、こういうひびが入った、そういうときには町も応急危険度判

定士の資格をもった方も一緒に行って、現場のほうを確認する。これは、あくまでもう

ちらが行くという体制ではなくて、あくまでも個人、本人からの要請があって、この状

況を判断するというものだったと考えています。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 さっき言っていた生活困窮者の方々の消防設備の中の火災報知器、煙探知機
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もあるのですけれども、そういった設置は100％だったのかどうなのかというのは、今早

急に答えられなければ、後で調べて教えてください。それから、その調査については、

後ほどまた機会があれば話をしたいと思います。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） ただいま、東部消防組合のほうに確認中でございますけれども、。

どうも時間がかかるようでございますので、後ほどお示しをさせていただきたいとに思

います。

●委員長（大野委員） よろしいですか。

（「はい」の声あり）

●委員長（大野委員） ほか、この１目ございませんか。

11番、中川委員。

●中川委員 私は050の避難場所の関係について、いいですね。

●委員長（大野委員） 050が避難場所。

●中川委員 避難場所、災害避難場所。

●委員長（大野委員） どこ見てるのだ。次のですか。次の目です。

●中川委員 いっていない。なんだ。早かったり、遅かったり、ごめんなさい。

●委員長（大野委員） ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ、進みます。

２目災害対策費。

今の11番からありましたので、中川委員。

●中川委員 わかったと思いますけれども、ここで避難場所の件について、２点くらいお

聞きしたいのですけれども。

まず１点は、課長、私、松葉町の集会所、避難場所になっていますよね。私、すばら

しい、いい施設だと思っていますし、それから去年か一昨年、階段も新しくしてもらっ

て、津波が来て、波が高くなったら、その上に逃げるようになっていますけれども。こ
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れ、私前から要望しているのですけれども、あそこに、横に、立派な倉庫にテントが入

っているのです。テントというか頭隠すというか、テントが入っているのですけれども、

それを上のほうに、階段をのぼって上のほうに、すぐ使えるように設置できないですか、

要望しているのですけれども、これなかなか設置してもらっていません。これ、何か理

由があるか、まず聞かせてください。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） 申しわけございません。私、ただいまのご要望、具体的に、改

めて聞かせていただきたいと思います。

●委員長（大野委員） 11番、中川委員。

●中川委員 これについては、今えらくなって副町長が総務課長時代に現地で説明して要

望しているのです。だけど、この委員会で私、質問した記憶ないので、ここで質問しな

かったら、やってもらえないのか、返事もらえないのかなと思ったりして、いろいろと

考えているのですけれども。副町長が総務課長時代に、あれなんであそこに行ったか、

総務課長、記憶ないですか。あそこで、要望しているのです。あそこに置くより、上に

置いたほうがいいわけですから。どういうわけで上に上げてもらえない。そんなに経費

もかからないと思うのですけれども。その点、わかりましたね、今、総務課長も。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） 現場の確認をさせていただいて、もう一度お話を伺いたいと思

いますので、その点、よろしくお願いいたします。

●委員長（大野委員） 11番、中川委員。

●中川委員 それから、もう１点は、町長の住宅のそばにある桜通り、ちょっと長い名前

だそうですけれども、12番も一般質問したりして、質問したりして、一生懸命やってく

れた避難場所なのですけれども。私も去年の一般質問なんかもしていますけれども、課

長はあれは見ていると思うのですけれども、あれで完成ですか。まずお聞きしたいです。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） 完成している状況でございます。

●委員長（大野委員） 11番、中川委員。

●中川委員 これを質問すべく、ずっと今思い出しているのですけれども。ちょうど今、
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南谷委員が今、総産の委員長です。その前に私がやらせてもらったのです。ちょうど、

その時期につくったのですけれども。そして総産の委員の人も行きました。それから総

務課、建設も行ったと思うのですけれども、そこで説明を受けました。そして、これは

仮ですよ、まだ仮ですから、このとおりきちんとなるのですっている説明を受けたので

す。

そしたら、その説明の中で、副町長も聞いてください。そしてずっといって、潮が引

けたら、津波が来て潮が引けたら、杉田さん側から降りて、そしてあそこにある漁村セ

ンターで休憩というか、してもらうのですという説明を受けたのです。

そして、私が去年の秋口に上ってみました。そうしたら、杉田さん側が、そんな状態

ではないのです。そこに建設課長いますけれども、我々はあれをダカゴウと言っている

のですけれども、組んだ碁石がたくさん入っていまして、それでとめています。それが、

もうかなり距離出てるのです。私まだ船乗っていますから、そこを歩きましたけれども、

あれならどうもならないのです。どこに、杉田さんのところなんかでおりるわけないで

しょう。

●中川委員 ごめんなさい。そうしたら言いません。

●委員長（大野委員） すみません。配慮が足りなくて。気をつけていただきたいと。

●中川委員 そういう説明だったのですけれども。だから私、あそこ完成ですかと聞いて

いるのが、そこなのですけれども。お願いします。

●委員長（大野委員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 私のその当時の説明としては、まずは当時は、最初のうちは、

平成24年に北海道の津波の浸水予測図、これは東北の大震災が起きた後に、改めて24年

に北海道が最大値の津波浸水予測を出されました。その段階で、あの桜通りの頂上付近

で十分津波が来ない想定だったのですが、あそこの頂上、要は桜通りの頂上、あそこま

で津波が到達する予測が出されたものですから、まずはその横にあるところに一旦上っ

てもらって、一旦波が引いた後に、１回降りてもらって、杉田さんのほうの土地だとか

ということを説明をさせてもらったということなのです。

今回、ああいった、あれ以上の整備が、あの桜通りのところではできませんので、改

めて町長の執行方針でもあるとおり、奔渡住宅の付近に新たな広域的な避難所をこのた

び整備をさせていただきたい。これができることによって、奔渡の方もそこに避難をす

ることができる。また梅香の方も若干遠くはなりますけれども、せいぜいが５分程度だ

と思いますので、そちらのほうに避難をしていただくということで、今回、31年度の予

算で計上させていただいたということでありますのでご理解いただきたいと思います。

●委員長（大野委員） 11番、中川委員。
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●中川委員 そうすると、私が言っているのは、古い話で、今副町長から言われたことし

の町長の方針のあれで、それは昔の話だから、お前古い話してるのだと、こういうこと

で、新しいやつを理解すればいいということですよね。簡単に言うと。わかりました。

いいです。

●委員長（大野委員） ほか、竹田委員でしたか、手挙げていたの。対策です。２目災害

対策費。

５番、竹田委員。

●竹田委員 確認なのですけれども、日本つくのか、つかないのかわからないのですけれ

ども、日本コカコーラボトリング株式会社というのですか。ここと災害対策時に自動販

売機を開放していただいて、何と言ったのだろう、飲み放題といったら怒られるけれど

も、飲んでもいいですよという、その開放していただけるという会社と厚岸町との提携

というのですか、それを交わしていると思うのですけれども、それは間違いないでしょ

うか。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） 間違いございませんで、平成23年９月15日に災害対応型自動販

売機による共同事業に関する協定を締結させていただいておりまして、自動販売機の電

光掲示板をつかった防災情報等の提供及び災害時の自動販売機内飲料の無償提供という

ことでの締結をさせていただいているところでございます。北海道コカコーラボトリン

グ株式会社様です。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 北海道コカコーラボトリングの会社がそういう協定を結んだということです

ので、今回、このコカコーラボトリングの会社が北海道各地に置いている自動販売機を

全て撤去するというお話が通達をしたということで、その書面も、私見させていただい

て、確認しました。

これによって、この災害対策の協定を結んで無償だといった部分も、一緒に撤去され

るのかなということが、どうも最大に心配になるわけであります。それより、もとより

も、例えば床潭、委員長、すみません、ここの部分はちょっと広がるのですけれども、

お許しください。

それで、例えばお店のない床潭とか、末広とか、それから門静とか、そういった地域

も全てコカコーラの販売機は撤退しますということで、住民も、これは非常に問題だな

というふうに私は思うのですけれども。

まず、私がこう言ったところで、そのことを確認もしていないにもかかわらず、何言

っているのだお前という話になってしまうので、その部分については、厚岸町にも伝わ

っているのか。書面で来ているのか、どうなのか。ちょっとそこを確認、先にしたほう
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がいいですね。お願いします。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） ただいまの内容のものについては、私どもまだ承知して、通知

もいただいていない状況でございます。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 嘘の紙がファクスで出回ってくるわけはないと思うので、今、ここではそれ

以上、確認していないので、追求することはできない、質問することできないので、ま

ずそこ、今日でも、明日で多分終わるかもしれないので、委員長、申しわけないのです

けれども、きょうこれを確認するということは時間的に不可能なので、確認した後に、

もう一度質問させてもらうことをお許し願えますか。総体でも何でもいいのですけれど

も。

●委員長（大野委員） 総体的なところ、ここの目で終わるのならいいのですけれども。

休憩いたします。

午後４時36分休憩

午後４時36分再開

●委員長（大野委員） 再開いたします。

ただいまの５番委員の質問に対しては、結果がわかり次第、適切なときに議論したい

と思います。それでよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

●委員長（大野委員） それでは、進みます。

６番、室﨑委員。

●室﨑委員 今期の議会の最中に防災に関する質問が、たしか７番議員さんから出ていた

と思いますが、そのときに、避難訓練の話が出ておりまして、お年寄りなんかで避難訓

練に参加すれといっても、なかなか難しい人も出ているしというような、いろいろな事

情のある方もいると。そのあたり、工夫していかなければならないというような答弁が

あったのですが、というふうに私は聞いていたのですが。

いわゆる、避難訓練を行う日、厚岸町の防災の日ですよね。そのときに、いろいろな

形で参加できる方法を考えているのではないかと思うので、そのあたりをちょっともう

少し具体的に説明していただきたい。
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●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） これは町のほうで直接、その住民の方に向かって、こうだああ

だという指導的なものというイメージではないのですけれども、出れない方、この際に

町の防災訓練にあわせて、皆さんがやっていたのは、非常時持ち出しだとか、そういっ

たものの点検をぜひしていただきたいなと。それから、できれば薬だとか、そういった

ものが必要ではないのかとか、そういったことも考えていただきたい。

また、地震でありますので、机の下に隠れるだとか、そういうものがなければどうし

たらいいかだとか、こういったものを、イラストなんかを用意して、おひとりで住んで

いる人も、参加できないけれども、そういうようなものをちょっとこの際に、防災訓練

にあわせてやってみていただけないかと、こういうようなことを考えているところでご

ざいます。

●委員長（大野委員） ６番、室﨑委員。

●室﨑委員 それ、大いにやっていただきたいのです。当日、８時でしたか、山の上まで

上がるということができなければ、今日の防災の日の防災訓練に参加したことにならな

いというのが、今、だから白か黒かだけのというふうに理解している人が結構多いので

はないのかと思うのです。

それから、前にここの議会でどなたかが指摘したように、１時間くらい前から避難場

所にいて、みんな来るの待っているような人がいるわけです。そうすると、これはもう、

落語の世界です。

それで、この防災訓練というのは、私なりに考えると、当日、その場所まで行くこと

が全てではなくて、防災の意識をもってもらうことが１番大事なわけですよね。

それで、今おっしゃったように、みんな備蓄品を持っているとは限らないのですけれ

ども、なるべく用意していただきたいと。例えば、防災リュックみたいなものを持って、

それをひょいと担いで、高台に逃げることができるような用意は怠らないでほしい。そ

れから、その中には非常携帯用のパンだとか、何だとか、いろいろありますよね。そう

いうものも用意しておいてほしいと。得てして、それは一遍に突っ込んでしまうと、３

年でも、５年でもそのままになる恐れがあるのです。だから、ものによっては10年もつ

ものもありますけれども、大体は１年ごとに取りかえるものですよね。そういうものを

点検して取りかえる日というふうに意識してもらうとか。あるいは、自分の家の家具だ

とか、そういうものが倒れないように、きちんとなっているかを点検する日だとか。

それから、今、答弁の中で担当課長おっしゃいましたが、ぐらっと来たときには、机

の下のようなところに入る、身を守ると。これ、アメリカで今、ちょっと英語で言うの

で忘れたのですけれども、物すごい数の人が、ぐらっと来たときの訓練といって、学校

でも会社でもどこでもやっているらしいです。これ、発案したのは日本なのですよね。

日本のそれを、アメリカのそういうような人に指導したら、これはいいというので入れ

て、今まるで向こうが本家のような、こうい訓練というのもやっているようです。そう
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いうふうにいろいろなものがありますので、それを進めていただきたい。

それから、その進めるに当たっては、今、町のほうから指導するようなものではない

けれどもという言い方なさっていましたが、そうではなくて、こういうやり方があるの

ですよ、いかがですかということは、積極的に言っていただきたい。

それから、その進め方も、今、防災組織をつくっている自治会も随分ありますよね。

それから、ない自治会は、自治会がやればいいわけですけれども、そういうことを、そ

ういう、それぞれの地域の組織通じて、浸透させていただきたい。

それから、ディグといいましたか、自分の家から、具体的にどうやって目的地まで行

くのかと。これは実際にみんなして、大きな地図置いてやると、非常に効果があるので

す。避難訓練、そんなものと言っていた私のいる自治会のお年寄りが、みんなしてこれ

をやったら、そうだよね、ここのところ危ないよねと、もう一度見に行こうかというと

ころまで意識が変わりました。だから、こういうものをどんどん進めていくべきだと思

うのです。

それで、例えばディグなんかは当日やりなさいといっても難しいかもしれませんけれ

ども、各自治会や防災組織にやりませんかって言うことを積極的に話しかけていったら

どうでしょうか。そして、担当の職員が行って、指導していただければ、それに超した

ことはないわけです。

それから、避難所運営がありましたね。何といったか忘れたけれども。あれも湖南地

区で１カ所、湖北地区で１カ所、はいやりましたではなくて、やはりああいうものは自

治会ごとにやっていかないとだめだと思います。

そういうようなことをやって、みんながそれで具体的に厚岸町の場合のいざというと

きの支障というのがあります。例えば、花咲線どうやって超えて向こう行くのだという

話がありますけれども、それが全部解決するわけではないのですけれども、そうやって

日常の意識を持つと持たないでは、いざというときの話が全然違うと思いますので、ど

うかよろしくお願いしたい。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） ただ今、いろいろなご提案をいただいた中で、一つ欧州のほう

での地震が来たときの行動、シェイクアウトと言うそうです。我々、危機対策担当者も

このことをよく知っていて、具体的なＰＲ、周知をしていきたいという考えをもってお

りますので、意を込めた今後の地域への展開が必要だと思います。

また、避難所運営訓練、それからディグという避難途中の災害に応じた、さらなる避

難の検討だとか、そんなことも少しずつやってはいますが、今おっしゃられたように地

域とお話して、地域と今後、個別計画をやはりつくらなくてはならないという重大課題

がありますので、そんなときにも避難訓練の必要性をまた訴えさせていただいて、個々

に進めることができるのかという思いでおりますので、頑張ってまいりたいというふう

に思います。

●委員長（大野委員） ほか、先ほどのやつわかったのですか。まだ。
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町民課長。

●町民課長（石塚課長） 自主防災組織での周知というところで、数はまだそれほど多く

はございませんが、ディグ、それからディグは災害頭上訓練、ハグは避難所運営ゲーム

ということで、自治会単位で年に、一、二カ所ずつではありますが、実施をさせていた

だいております。町の補助金と、それから総務課の危機対策のほうと連携をして、図面

等の用意、それから講師としての職員の派遣という形でやらさせていただいているとこ

ろでございます。

ただ、まだ少ない状況でありますので、そこについては積極的に周知をして、一つで

も多く、特にディグに関しては効果が高いと思いますので、進めていきたいと考えてご

ざいます。

●委員長（大野委員） ほか、この目ございませんか。

３番、堀委員。

●堀委員 それでは、防災行政無線のデジタル化について質問をさせていただきたいと思

います。4,350台の個別受信機の設置となっているのですけれども、どのような形で、い

つぐらいから、各個別受信機への設置というものが始まっていくのか。その場合、各戸

へのどのような通知が行くのか。これについてどうなのでしょうか。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） 今年度、４月からの分ですけれども、まだ具体的に工事監理業

者も、そういった方々をどうするかという部分も、まだ具体的な日程がまだできていな

いといったところでございます。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 当然、新年度の中での発注行為というものを受けての完了といった中で、見込

みとしてはどうなのでしょうか。大体、終わりがいつくらいまで。あとやり方は、受け

た業者との話になるのでしょうけれども。

例えば、訪問販売とか変な勧誘とか、詐欺商法とか、そういったものとの誤解という

ものが、こういう個別に訪問してやっていく場合、得てして起こりえるのかなと思うの

ですけれども。やはり、そういったところがないように、やはり町民のほうにも十分な

周知というものがないとだめだし、重ねての周知、ただ単に通知や文書が行くだけでは

なくて、本当に信頼できる、その人と信頼性を持てる方々の、何かしらの仲介みたいな

ものでもないと、本当に個別に来たときに、知らない人が来てといったら、個別受信機

の設置自体が進まなくなる恐れがあるので。やはりそういったものは重々検討した中で、

しっかりと取り組んでもらいたい。

また、現在の受信機といったものと、大体同じ場所に置きかえるというような形の中
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で、町民としては理解しておけばいいのか、それとも受信機自体をどこか特別な場所に

設置しなければならないものなのか。これについてはどうなのでしょうか。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） そうですね。いろいろな工事関係者といえども、名前も、どこ

の所属の方、わからない人が行くということでありますので、今回の工事に当たっても、

工事監理ということで委託をさせていただく部分があります。そうした業者と、しっか

りと、今のご提言、注意しながら打ち合わせさせていただいて、町としても具体的にこ

ういう目的で、いついつ行くという、細かな内容を、町も一緒に、漏れのないようにや

っていかなければならない、そのように考えております。

また、受信機でありますけれども、現在は、ここにはないですけれども、大体窓の上

だとか、要は高いところとあるのですが、今回はコードレスになります。携帯ラジオを

ここに置いているようなものというイメージで考えていただければ。場合によっては、

電波の不具合が、地域においては、またアンテナから有線という部分はあるかもしれま

せんけれども、基本的には無線ということで、自分の好きなところに置けるというふう

なことが決まっております。

●委員長（大野委員） ３番、堀委員。

●堀委員 大体わかりました。何とか、設置者との綿密なやりとりというものをお願いい

たします。

コードレスということですから、当然、通常電源というものは電池対応といった中で

は、普通の乾電池なのか、例えば消防の設備の火災警報器とかでいったところの10年も

もつような、そういうリチウム電池的なものなのか。そういったところの電源関係とい

うのはどのようなことになるのでしょうか。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） 現在と同じ、普通の乾電池ということで、今回のブラックアウ

トで非常に大きな教訓を得ましたので、電池交換という部分は、かなりしつこく周知、

確認をする作業が必要かなと、そこは大変申しわけないのですが、今と同じような電池

の管理は町民方にしていただきたいと思います。

●委員長（大野委員） ほか、ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ、先ほどの竹田さんのご質問で、問い合わせができたみ

たいなので、その答弁をお願いいたします。
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総務課長。

●総務課長（松見課長） お答え申し上げます。

ただいま、私どもの総務課の職員が北海道コカコーラボトリングに直接電話で確認さ

せていただきましたところ、そういった文書は発信していないし、そういう話もありま

せんという回答を得たということでございます。

●委員長（大野委員） ５番、竹田委員。

●竹田委員 わかりました。

後で個人的にその紙があるので、後でお届けします。

この目で、まだ聞きたいことあるのですけれどもいいですか。

●竹田委員 災害対策の部分で、前にお願いしていた避難経路の看板の設置、外国人向け

にお願いしたいということがありました。これについて、その後どうなったのか。

それから、災害派遣獣医の医療チームブイマットに関して、環境省が2013年６月ペッ

トの動向避難と原則を位置づけるペット救護対策のガイドライン指針を策定自治体に体

制整備を促していましたということについても質問しました。

それからもう一つ、災害においての感染に特に注意しなければならない、感染対策に

ついてお伺いしました。それは、自動ラップ式のトイレ、汚物が一切便器につかず、衛

生的で感染対策に有効だ。これらについての購入、または研究、検討をしていただきた

いという。この三つについてお話をしていたのですけれども、その後どうなったでしょ

うか。

●委員長（大野委員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） １点目の外国人への対応が必要だということで、これは多言語

化した看板が有効だということだと思います。これについては、今回の町長の町政執行

方針の中で、これから検討させていただくと。設置に向けて進めていくという考え方を

示させていただいたところでございます。

それから、ディーマットではなく、ちょっと名前忘れたのですけれども、この関係で

すけれども、これはあくまでも私ども、前回の一般質問でお答えしたのですけれども、

町単独でできるものではなく、広域的な、いわゆる全国的な中から集まる、そこでチー

ムを組むということなものですから、厚岸町がそれを支配して、どうのこうのというこ

とは、やはり検討したのですけれどもできないだろうと考えております。ですから、こ

れは今後、管内の関係機関による、ディーマットはすでに主要な会議で話出てくるので

すけれども、今後これらも出てくるのかなということで、そのときに、町がどういう人

材がいて、どうかかわれるのかということは、当然入っていくということで、まずは具

体化になっているものは、すみません、ございませんでした。

それから、最後の感染対策なのですけれども、新しいトイレ、今般の、昨年のこう福
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祉21でも専門業者が来られて、たくさん紹介しておりました。用をたすと、自然的にビ

ニールに包まれて、それがすぽんと落ちて、手を使わないで処理ができるというのを拝

見いたしました。それについては、まだ具体的なものは、私ども、購入計画はたってお

りませんけれども。あと下水道の関係、ポット式というのがあるみたいで、いわゆる下

水道に直結していくような、災害避難場所のトイレ、こんなことも現在あるようで、こ

れは将来的には検討していけるのかなと思っております。

とりあえず、今回、私ども委員のおっしゃった感染対策になるのだというトイレ、い

ろいろ探したのですけれども、今思いついたのはこう福祉で拝見させていただいたトイ

レしかありません。そのほか、私ども今できることということ、まだ凝固剤というもの

をちょっと用意していなかったものですから、凝固剤、これをとりあえず今回手配をさ

せていただいて、備えさせていただいた。今のところは不十分でありますけれども、そ

ういう対応をとっているところでございます。

●委員長（大野委員） ほか、この２目ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ、進みます。

３目消防施設費。

ございませんか。

（な し）

●委員長（大野委員） なければ、本日の会議はこの程度にとどめ、明日10時からまた審

査したいと思いますがご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

●委員長（大野委員） 異議なしと認めます。

よって、本日の委員会は、これにて閉会いたします。

お疲れさまでした。

午後４時58分閉会
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以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。

平成３１年３月１３日

平成31年度各会計予算審査特別委員会

委員長


