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厚岸町議会 第１回定例会

令和２年３月11日

午前10時00分開会

●議長（堀議員） おはようございます。

本日の会議に入る前に、皆さんにお願いをいたします。本日３月11日は、９年前に東

日本大震災が発生した日であります。地震が発生した午後２時46分には、厚岸消防署に

おいて追悼のサイレンが１分間鳴らされます。この大震災で犠牲となられた全ての方に

対し、哀悼の意を表するため黙禱をささげたいと思います。サイレンが鳴る前に会議を

休憩いたしますので、サイレンが鳴りましたら、自席にて起立の上黙禱をささげてくだ

さいますよう、お願いいたします。

●議長（堀議員） ただいまから、令和２年厚岸町議会第１回定例会を続会いたします。

●議長（堀議員） 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（堀議員） 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、１番、竹田議員、

２番、石澤議員を指名いたします。

●議長（堀議員） 日程第２、議案２号 令和２年度厚岸町一般会計予算、議案第３号

令和２年度厚岸町国民健康保険特別会計予算、議案第４号 令和２年度厚岸町簡易水道

事業特別会計予算、議案第５号 令和２年度厚岸町下水道事業特別会計予算、議案第６

号 令和２年度厚岸町介護保険特別会計予算、議案第７号 令和２年度厚岸町後期高齢

者医療特別会計予算、議案第８号 令和２年度厚岸町介護老人保健施設事業特別会計予

算、議案第９号 令和２年度厚岸町水道事業会計予算、議案第10号 令和２年度厚岸町

病院事業会計予算、以上９件を再び一括議題といたします。

本９件の審査については、令和２年度各会計予算審査特別委員会を設置し、これに付

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

の報告を求めます。

１番、竹田委員長。

●竹田委員長 令和元２度各会計予算審査特別委員会に付託されました議案第２号 令和

２年度厚岸町一般会計予算外８件の審査については、９日と10日の２日間、本委員会を

開催し、慎重に審査してまいりました結果、いずれも可決すべきものと決しましたので、

ここにご報告を申し上げます。

以上、審査報告とします。
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●議長（堀議員） 初めに、議案第２号 令和２年度厚岸町一般会計予算についてお諮りい

たします。

委員長の報告は、原案可決であります。委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長

の報告どおり決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

●議長（堀議員） 次に、議案第３号 令和２年度厚岸町国民健康保険特別会計予算につい

てお諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長

の報告どおり決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

●議長（堀議員） 次に、議案第４号 令和２年度厚岸町簡易水道事業特別会計予算につい

てお諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長

の報告どおり決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

●議長（堀議員） 次に、議案第５号 令和２年度厚岸町下水道事業特別会計予算について

お諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長

の報告どおり決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。
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●議長（堀議員） 次に、議案第６号 令和２年度厚岸町介護保険特別会計予算についてお

諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長

の報告どおり決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

●議長（堀議員） 次に、議案第７号 令和２年度厚岸町後期高齢者医療特別会計予算につ

いてお諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長

の報告どおり決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

●議長（堀議員） 次に、議案第８号 令和２年度厚岸町介護老人保健施設事業特別会計予

算についてお諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長

の報告どおり決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

●議長（堀議員） 次に、議案第９号 令和２年度厚岸町水道事業会計予算についてお諮り

いたします。

委員長の報告は、原案可決であります。委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長

の報告どおり決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。
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●議長（堀議員） 次に、議案第10号 令和２年度厚岸町病院事業会計予算についてお諮り

いたします。

委員長の報告は、原案可決であります。委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長

の報告どおり決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

●議長（堀議員） 日程第３、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ます。合図をいたしますのでよ

ろしくお願いいたします。

初めに、５番、南谷議員の一般質問を行います。

５番、南谷議員。

●南谷議員 第１回定例会に当たり、５項目について一般質問いたします。

初めに、人口減少対策の一環として、結婚に向けた支援活動です。

現在、結婚奨励として披露宴助成を実施していますが、余り効果がありません。国は、結

婚に向けた活動支援や結婚に伴う新生活支援を目的に、「ニッポン１億総活躍プラン」を閣議

決定しており、本町も町独自のプランニングで国の助成を活用し、取り組むべきと考えます。

この取組については、町総合政策課が事業主体となり、出会いの場を設けるなど積極的な

取組をすべきではないでしょうか。

また、新婚生活支援事業として、新居購入や家賃、引っ越し費用等の助成を実施し、結婚

奨励により人口減少に歯止めをかけるべきと考えますが、いかがでしょうか。

がん検診料の無料化について質問いたします。

本町は現在、町民の健康増進を目的に、胃がん、肺がん、大腸がん、子宮がん、乳が

んの５種のがん検診を一部自己負担で実施していますが、これを町独自助成で無料化と

にされることは、受診率を高め、がんの早期発見、早期治療で町民の健康促進に大きく

寄与し、大変有意義なことと思います。今年度の目玉事業だと私は思います。

９日の条例改正が既に成立をいたしました。このことは、若狹町長の町民の健康をお

もんぱかっての取組、評価に値するもので、改めて敬意を表します。その内容について

説明を求めます。

新型コロナウイルスへの対応についての質問に先立ちまして、まずもって、不孝にし

てコロナウイルスに感染され、お亡くなりになられました皆様のご冥福をお祈りいたし

ますとともに、感染され、コロナウイルスと今闘っている多くの皆様、特に本町で感染

されました方の一日も早い回復を願いまして、心よりお見舞いを申し上げます。
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コロナウイルスに関しまして、毎日、新聞、テレビでニュースが流され、そのたびに

刻々と状況が変わり、全世界に拡散し、日本の中でも北海道で感染者が多く発生、厚岸

町においても１名の感染者が発生し、町民もかつてない危機感を抱き、動揺しておりま

す。

９日、町長より新型コロナウイルスに係る大変詳しい行政報告がありましたが、コロ

ナウイルスによる観光面や医療面での影響についてお尋ねいたします。

また、感染防止対策と感染者発生時の対応は、どのようになっているのかお尋ねいた

します。

安全確認のためのミラー設置についてです。

宮園お寺の下、田中踏切から国道44号へ車両で進入する際、一時停止があります。根

室方面からの車はガードレールで見えにくい。宮園地区住民からミラー設置要望の声が

あります。事故防止のため、ミラーを設置すべきではないでしょうか。

床潭漁港トイレ周辺の管理についてであります。

４月から12月まで利用され、特に秋からの刺し網漁期、かっぱを着て作業をしている

女性から感謝されているトイレであります。トイレと休憩施設は毎週清掃され、施設周辺

は毎年８月に草刈りをされていますが、ここは飛散したハマナスや雑草が生い茂り、根が

太くを張り込んで、草刈り機で刈れない状況にあります。一度根を抜き、きちんと管理す

べきではないかと思います。

以上、５項目について、お尋ねし、１回目の質問といたします。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） おはようございます。

５番、南谷議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の結婚に向けた支援活動をの、（１）アの「結婚の奨励として披露宴の助成を行っ

ているが余り効果がない、町が事業主体となり出会いの場を設けるなど積極的な取組を

すべきでは」についてでありますが、結婚披露宴の助成は、厚岸町内で結婚披露宴を行

う方に対して、その費用の一部を奨励金として交付する「厚岸町ハッピーブライダル奨

励事業」を平成26年度から実施し、今年度までの実績は５件となっております。

ご質問にあります「出会いの場を設けるなど積極的な取組」、いわゆる「婚活」の取組

ということかと存じますが、当町における「婚活」の取組については、厚岸町を含めた

農業関係機関が組織する「厚岸町農業担い手育成支援協議会」が「婚活」事業を実施し

ており、農業後継者と釧路管内在住の方との出会いの場の提供や講師を招いて婚活支援

講座を行っております。

この取組は、農業経営の安定を目的として活動しており、対象者が限られた中で実施

されております。

結婚については、各個人の自由意思に委ねられたものであり、難しい取組であります

が、厚岸町未来創生総合戦略の中で、具体的な施策・取組として掲げている「結婚支援

と出産・育児環境の整備」を推進するための新たな「婚活」の取組等について、他の市

町村の事例を参考にしながら、研究してまいりたいと考えております。
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次に、イの「新婚生活支援事業として新居購入や家賃、引っ越し費用等の助成を考えられ

ないのか」についてでありますが、結婚後の生活支援は、当町においては、現在、支援制度

はありませんが、国においては、婚姻に伴う経済的負担を軽減するため、「結婚新生活支援事

業」を実施する市町村への交付金制度があり、新居の住居費及び引っ越し費用が対象となり

ます。

この制度は、１世帯当たりの上限額を30万円とし、その２分の１を国が、残りの２分の１

を市町村が負担するもので、その対象となる世帯は、入籍して町内に居住すること、夫婦の

所得の合計が340万円未満であること、婚姻日における年齢が夫婦ともに34歳以下であること

の全ての要件を満たす世帯となっており、所得や年齢制限などの対象要件はありますが、新

婚生活を送られる方々の一助となる制度となりますので、今後、助成制度の検討をしてまい

りたいと考えております。

続いて、２点目のがん検診料の無料化について「町民の健康促進に大きく寄与する５種の

がん検診の無料化の内容について」でありますが、当町では、疾病の早期発見、早期治療を

目的に、健康推進法に基づき、胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮がんの各検診に

ついて、検診に要する費用の約３割程度の負担をいただき、実施しております。

これまで、１人でも多くの町民の方に受診していただくため、休日の受診実施、節目

年齢の方への無料クーポン券の発行や若年層の方へのはがきによる受診勧奨、検診時の

託児の実施など、様々な対策を行ってきましたが、各検診の受診率はいずれも低迷して

いる現状にあります。

これに対して、がん検診と同時に受診できる特定健康診査においては、特定健康診査

等実施計画の策定時に行ったアンケート調査に結果により、受診しやすい環境づくりと

して平成30年度から受診者の費用負担を無料にした結果、受診率の向上が見られたとこ

ろであります。

このため、がん検診についても、同時受診が可能な特定健康診査と同様に、令和２年

度から自己負担を無料とすることで、より受診しやすい環境を整え、町民の健康の保持

増進につながることとしております。

今後も、受診率や受診者の年齢層の推移などを注視しつつ、多くの町民の皆さんに受

診していただけるよう、特定健康診査の受診率向上対策とも連携しながら取り組んでま

いりたいと考えております。

次に、３点目の「新型コロナウイルスへの対応について」のうち、（１）の「コロナウ

イルスによる観光面や医療面での影響は」についてでありますが、観光面での影響につ

いては、町内７か所の宿泊施設の２月から３月までの国内外の予約状況について、３月

３日現在で影響調査を行ったところであります。

その結果、６か所の宿泊施設において470人泊のキャンセルがあり、影響額は聞き取り

から推計しますと、約158万円となっております。

また、味覚ターミナル・コンキリエにおいては、前年２月の対比で、入館者数は約68.5

％で約4,600人の減、売上額は、厚岸ウイスキー発売による売上げ増はあったものの、２

月中旬から徐々に売上げが落ち込んでいる状況であり、旅行業者や団体、個人の予約も

キャンセルが続いているところであります。

同施設では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、３月３日から13日までの11日
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間、臨時休館といたしました。

今後も事態収束まで、風評や国内旅行の自粛ムードによる旅行客の減少が続くことが

想定され、観光面での影響とともに、町内経済への大きな影響を危惧しているところで

あります。

医療面での影響につきましては、町立厚岸病院においては、新型コロナウイルスの感

染者が町内で確認されたことを受け、２月28日から病院入口に臨時の発熱外来窓口を設

置し、発熱症状の有無によって外来患者の動線を区分し、対応しております。

なお、医師による診察にあっては、特に影響はありません。

その他の町医療機関では、一部休診や診療制限もありましたが、現在は通常どおり診

察しております。

次に、感染防止対策と感染者発生時の対応についてでありますが、新型コロナウイル

ス感染症は、感染症法に基づき「指定感染症」及び検疫法に基づき「検疫感染症」に指

定されており、現在はこれらの法律に基づき、国及び北海道と連携した対応をしている

ところであります。

町では、北海道在住の感染者が発生したことを受け、２月19日に厚岸町感染症対策本

部を設置し、これまで５回の対策本部会議を開催し情報共有などを行い、対策を進めてお

ります。

感染防止対策としましては、「町民への正しい情報の周知」として、厚生労働省が示した受

診・相談の目安及びイベントの開催の考え方、手洗いや咳エチケットなどについて、新聞チ

ラシや防災行政無線、情報告知端末、町ホームページ、ＳＮＳ、子育て支援アプリによる情

報発信、町有施設におけるポスター掲示などを行っております。

また、町民の健康不安に対応するため、保健師による電話相談窓口を開設しております。

さらに、町有施設への可能な範囲での手指消毒薬の設置及び施設の消毒、町主催行事開催

に当たっては一律の自粛は行わず、その必要性や適切な実施手法の検討を行った上で判断し

ているところであります。

なお、町内の小中高校及び幼稚園は、現在、一部分散登校日を設けていますが、休校及び

休園の措置が取られており、保育所及び児童館においては、保護者の就労に配慮して、利用

の自粛を要請しながら、現在は開所しております。

教育文化施設等については、本の森厚岸情報館、海事記念館、水鳥観察館、Ｂ＆Ｇ海洋セ

ンター等が現在も休館となっております。

感染者発生時の対応につきましては、感染症法に基づき「指定感染症」として、診断

した医師には直ちに保健所経由で知事に届け出る義務が生じ、その届け出に基づき、北

海道は感染症指定医療機関への患者の移送や、濃厚接触者や行動歴などの疫学調査、汚

染された物件等の消毒などを措置として講じることができるとされております。

現状では、新型コロナウイルス感染症の疑いのある方は、事前に医療機関や釧路保健

所との調整により、指定された医療機関への受診の上、検査のための検体を採取し、結

果については北海道から釧路保健所を経由して本人に通知される仕組みとなっておりま

す。

町への情報提供は、本人の同意が原則であり、釧路保健所が本人から同意を得るため

の面会、説明を行うこととなります。
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また、関係場所の消毒や疫学調査などについても、釧路保健所の要請があった場合に

は、町においても協力していくこととしております。

町で把握できる情報は限定的でありますが、個人情報保護の観点と感染拡大防止の観

点を考慮し、町民の皆様への情報を発信していきたいと考えております。

このほか、感染症法においては、強制的な入院や就業制限を講じることや、入院に関

わる医療費について北海道が負担することも措置として可能となっております。

入院や治療に関する医療機関につきましては、患者数の増加や医療機関の状況等に応

じ、今後は感染症指定医療機関だけではなく、一般の医療機関に拡大される可能性もあ

りますが、現時点では未確定であります。

新型コロナウイルス感染症に係る状況は、日々変化しておりますが、今後も状況に応

じた対応を、国や北海道と連携して行ってまいります。

続いて、４点目の「安全確認のためミラー設置を」の「宮園お寺の下から国道44号へ

車両で進入する際、根室方面からの車は見えにくいため、事故防止ミラーを設置すべき

では」についてでありますが、道路などに設置されているミラーは、見通しの悪い交差

点やカーブを通行する際に、他の車両や歩行者の確認を補助し、交通の安全を確保しよ

うとするもので、原則、道路管理者が設置することになっております。

今回、ご質問のあった現場を確認したところ、ミラーが設置されることによって、さ

らなる安全確保が図られると考えておりますので、速やかに道路管理者である釧路開発

建設部に要望してまいりたいと考えております。

続いて、５点目の「床潭漁港トイレ周辺の管理をしっかりとすべきでは」についてで

ありますが、床潭漁港トイレ周辺の管理については、毎年、雑草が繁茂する８月に職員

が草刈りを行っておりますが、施設建設時に植栽したハマナスの枝や施設を囲む木製フェ

ンス、放置された廃棄物などが支障となり、草刈り機がスムーズに稼働できない状況に

なっております。

このため、今年は初めに伸びたハマナスの選定を行い、地元漁業者協力の下、周辺の

清掃を行った後に、草刈りを行うこととしております。

以上でございます。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 本町は、本当に出会いの場、出会うチャンスが少ないとよく耳にいたします。

国は、今までのように、各種団体へ支援をするということではなくて、自治体、自らが

積極的に取り組むべきだと方針を転換してきています。私は、厚岸町、それも総合政策

課が主体となって、出会いの場をはじめ実りある取組をすべきと考えますが、いかがで

しょうか。

●議長（堀議員） 総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） お答えいたします。

この出会いの場、いわゆる婚活でありますが、相手と巡り会う機会がない、出会いの
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場を求めているという部分が質問者、この一般質問いただいた中で、私のほうもいろい

ろと情報を調べさせていただきまして、やはりそういった部分を基にしながら多くの自

治体でも今、実際には実施しております。

結婚につきましては、個人の価値観や意思が尊重されるものであり、なかなかその対

応策というのは難しい部分があるとは思います。しかしながら、やはり多くの自治体で

こういうような婚活のイベントを何らかの部分で実施しているということは、やはり一

番の原因というのは人口減少、これが一番の大きな要因ではないかなと私も思うところ

であります。

そういった中では、厚岸町、特にこの基幹産業である第１次産業であります漁業、農

業、これらの後継者もやはりそういう部分では大きな問題になってくるのではないかと

思っております。そういった中では、もう既に実施している自治体ありますので、そう

いった事例を参考にしながら実施に向けて、私どもも研究してまいりたいと考えており

ます。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 前向きな答弁なのですけれども、研究します、研究してまいりますというこ

となのだけれども、何ていうのですか、町独自で頑張ってやると。今までも、確かに農

業委員会、農協、漁協でそういう活動もしてきているのです。

それで、本件につきまして、平成28年第４回定例会におきまして、竹田副議長、それ

から杉田議員が、くしくもお二方が出会いの場を作るべきではないかと一般質問をされ

ております。このときの答弁、記憶しているところでは、今後は、その時点で釧路管内

結婚支援協議会が広域で連携促進事業を進めると。その中で、管内から募集をして、お

見合いの場を作っていくという答弁で、これを中心に取り組んでいきますという答弁が

ございました。その後、当時は、答弁されたときにはそういう答弁あったのですけれど

も、この団体、この推進事業について効果があったのかどうか。厚岸町として。どのよ

うになっていますか。

●議長（堀議員） 総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） お答えいたします。

今、ご質問ありました、釧路管内結婚支援協議会でございますが、こちらのほう、平

成27年度からこの協議会を設置いたしまして、婚活者に向けての出会いの場の提供、ま

た結婚支援の対象とした研修情報を提供してきたというところであります。これに基づ

きまして、一度平成28年、これは２月でありますが、この結婚支援広域連携事業という

ことで、一度この厚岸町味覚ターミナル・コンキリエを使って実施している、一度であ

ります。それ以来、実施というのはありませんが、平成30年、昨年でありますが、今ま

で釧路管内ということで、釧路総合振興局でこちらのほう実施してきましたが、こちら

のほう平成30年度から振興局における結婚支援事業の実施が廃止されたということで、

情報がこういうふうに入ってきております。こちらのほうは、全てが廃止したというわ
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けではありませんので、これは北海道、こちらのほうで統括するというような北海道の

ほうからの通知文が来たというところでございます。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 なかなかうまく、実績が上がらなかったという理解をしておるのです。研究

してまいります、実際にだから出会いの場を作ったから実を結ぶかどうかは、これ非常

に難しい部分があると思います。ですけれども、やはり国のほうも自治体自らがこの事

業を取り組むべきだというふうに方向転換してきているわけでございますから、それぞ

れに団体にお願いしていくのではなくて、厚岸町が自ら、出会いの場がいいのかどうか

分からないのです。ＳＮＳも発達してきております。私の年齢ではちょっと想像つかな

いのですけれども、私ども議員の中にも男前で元気のいいお二人のチャンスのある方が

おりますので、ぜひ、出会いの場が妥当なのかどうか分からないですけれども、そうい

うチャンスを作る機会、そういうものを研究して、年度内に実現をしていただければと

思います。

それから、国のほうの対象年齢なのですけれども、一つは35歳ぐらいを目安にしてお

るのですけれども、やはり高めに設定しなければ私は余り効果がないのではないのか。40

歳、35歳で頭打ちということにはならないのではないかと思うのですか、いかがでしょ

うか。

●議長（堀議員） 総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） お答えいたします。

まず、１点目の出会いの場あるいは婚活のイベントでありますが、やはり結婚自体も

いろいろな形もありますし、婚姻年齢も様々であります。そういった中では、年度内に

私どもも他の事例、こちらのほうを参考にしながら、実施できるように努力はしてまい

りたいと思っております。

それと、先ほど出ておりました結婚支援新生活支援事業でございます。これ今、内閣

府のほうで進めておりますが、こちらのほうも年齢のほうが34歳以下の世帯ということ

であります。そういった中では、本当にこの婚姻年齢というのは様々でありまして、い

ろいろやはり34歳限定ということでは私も思ってはおりません。そういった中では、こ

の国の制度も含め、そして他の自治体の事例も含め、それと厚岸町の実状も考えながら、

この制度設計に向けまして、私どもも今後検討してまいりたいと思いますので、ご理解

いただければと思います。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 それから、この支援制度なのですけれども、取り組んでいただけると。お二

人の収入が、非常に低いなという気がします。そこでばつっとやられると。この辺いつ

いても、やはりある程度幅を大きく持って、ひとつ検討していただければなと思います
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が、いかがでしょうか。

●議長（堀議員） 総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） お答えいたします。

こちらのほうの所得制限と申しますか、収入の関係であります。こちらのほうは、夫婦と

もに34歳以下であるのと、これが所得の合計が340万円未満という部分であります。そういっ

た中では、これはあくまでも内閣府で示しております新生活支援制度、これは１回目の答弁

でいたしたとおり、１世帯当たり上限30万円、これは国ほうから申請いたしますと２分の１、

そして残りの２分の１を町が制度設計して補助金を助成をするという部分であります。そう

いった中では、この340万円という部分の助成は、この国の制度に合わせての助成となる部分

はあるとは思いますが、やはり今議員もおっしゃるとおりでありますが、いろいろな年齢、

それと所得部分もあります。そういった中では、町といたしましても、この人口減少対策に

つながるというような事業であるのであれば、こういったこの所得の部分の制限も考えなが

ら、拡充できるものは拡充できるかどうかというのもいろいろと調査しながら検討してまい

りたいと考えております。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 次にまいります。

厚岸町民の死亡原因１位ががんであります。このがんの関係について、資料要求をし

ておりますので、まず資料の説明をしてください。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 本日配付されていただきました資料について説明をさせて

いただきます。

これは、平成30年度の５種の検診の実績でございます。上段のほうの表については、

全受診者数分ということで記載をさせていただいております。下のほうの表については、

地域保健・健康増進事業報告分ということで、これが国が取りまとめている内容でござ

います。通常、町村の受診率なんかを使うときは、この下のほうの厚生労働省の調査で

報告している受診率が使われるということなっておりまして、ちょっと実際と違う部分

がありますので、その辺はちょっとご承知おきいただきたいと思います。

それで、上のほうの表でございますけれども、全受診者数分ということで、左側、胃

がんの部分でいきますと、これは40歳以上の人を対象にしておりまして、自己負担は1,540

円をいただいております。その総額が、平成30年度では自己負担額は49万2,800円。そし

て、検査料ということで、これは検診の期間に払う部分ですけれども、合わせて235万6,350

円ということになっております。全対象者数というのは、40歳以上の方全員を対象の人

数を入れておりますけれども、6,383人。全受診者数が395人で、この受診率というのは、

これを割り返すと6.2％となります。
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ただこれが、ちょっと現状と合わないのが、この受診者数は、町が行った検診に係る

受診者数となります。例えば、私どもであれば、私どもは共済組合の対応でもって検診

を受けますので、がん検診を受けております。そうしますと、その分というのは、私ど

もがやった実績というのはここに入ってまいりませんので、町が検診として押さえてい

る部分と実際の現実に検診を受けられている方というのが違うというような状況になり

ます。それで、この下のほうに表で厚生労働省がまとめている調査というのは、下のほ

うの米印の１番にありますけれども、胃がん検診は50歳から69歳までの受診率というこ

とで、胃がん検診は50歳から69歳まで、それから肺がん、大腸がん、乳がん検診は40歳

から69歳まで、それから子宮がん検診は20歳から69歳までの方の人数でもって割り返し

て、受診率を出しているという形になっております。

それで、胃がん検診でいきますと、40歳以上の対象でやっておりますけれども、町で

押さえて報告をしている部分は50歳から69歳の方の対象者数2,803人に対して受診をされ

た方255人で、受診率が9.1％となっている内容でございます。この受診率、胃がんが9.1

％、肺がんが8.5％、それから大腸がん8.5％、乳がん14.8％、子宮がん10.7％。これが

がん検診の、条例改正のときに説明を申し上げた受診率となっております。

内容については同じ内容で、この肺がん、大腸がん、乳がん、子宮がんとなっており

ますので、そういうことでご理解をいただきたいと思います。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 全受診者数分とあります。確認するのですけれども、自己負担合計額であり

ますけれども、米印の横に149万円、約150万円。それから検査料は、641万8,000円、約640

万円ですか、これの内数ということで理解していいのですよね。総額が640万のうち、個

人負担が149万円、約150万円ですと。そうすると、単純に言えば、この150万円ぐらいが

新年度にまで個人が払った分上乗せになる、単純に言えばそういう理解でよろしいので

しょうか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） そのとおりでございまして、この金額のうち149万7,620円

が自己負担として収入をします。そして、医療機関に対して払っているのが641万8,972

円ということで、この差額分が厚岸町が負担をしている部分です。今回は、その149万7,000

円がなくなりますので、641万8,000円、これが丸々厚岸町が負担する分ということで、

基本的には町の負担が150万増えるという形になります。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 あと１点だけお尋ねします。受診の啓発なのですけれども、これだけ優遇す

るのですけれども、受診者が減ってきている。しっかり啓発をしていただきたいと思い

ます。どのような方法で取り組まれるのかお尋ねします。
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●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） この検診につきましては、年度当初に１年間の検診の計画

を作りまして、チラシにして１年間分の日程を作りまして、それを入れ込んだものを配

付をしております。それと、検診の申し込みについても、防災無線、それからＩＰ告知

を使って周知をしております。これについては、それ以上の対応というのはなかなか難

しい部分はあるのですけれども、回数を増やすですとか、それからチラシの配布なんか

もいろいろな機会を捉えて増やすですとか、いろいろな機会を捉えて周知をする、周知

を増やしていくというふうにやっていきたいと考えております。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 コロナについてお尋ねをさせていただきます。

行政報告、それからただいまの１回目の詳細な答弁、説明、ありがとうございました。

本当に、本町で１名の感染者が発生したこともありまして、町民の不安、かつてないも

のがあります。その対応に、若狹町長を筆頭に厚岸町感染症対策本部が中心となり、町

のあらゆる関係機関、組織が一丸となって、しっかり取り組んでおられることは、よく

理解ができました。改めて、三役はじめ職員の皆様にこれからもしっかり取り組んでい

ただきたいと思います。

３点ほど質問をさせていただきたいと思います。

まず、１点目でございますが、一時的ではあるのですけれども、全国でも実施してお

りません。児童館、保育所を休館・休所にいたしました。私は賛否両論いろいろあると

思います。休所になったことで大変困ったお父さん、お母さんもおるかもしれません。

ですけれども、幼い命を守ることを優先にした町長の英断だと判断いたしましたが、改

めて町長の所見をお伺いいたします。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） 今回のコロナウイルスに対する対策の件であり、その一端として保

育所、児童館を休所にした、または休館にしたということはこれ極めて難しい課題なの

です。今、質問者が言いましたとおり、賛否両論あるわけであります。しかしながら、

休みをすることによって、私は働く人方の影響というものをまず考えたわけであります。

しかし、一方、休所なくして保育児が通った場合の感染等々を考える場合に、これまた

大変な問題。特に、私も帯広の厚生病院、休所したことによって、看護師がいなくなっ

て開業ができなくなった、診察ができなくなったというようなニュースを見て、ああ、

そういう実態もあるのだなということをつぶさに考えながら、厚岸も同様なものがある

だろうと思っております。特にまた身近な問題として、私が社長いたしておりますコン

キリエでありますが、保育所に幼児を預かっている方々11名おったわけであります。会

社といたしましては、理解を持ちながら休所に対するご理解をいただいたところであり、
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またその保護者にとりましてもご理解いただいたということでありますが、私は休所を

するに当たりましても、やはり働いている方の気持ちをどう企業がご理解をいただくの

かなという心配もあったわけであります。しかしながら、感染第一に考えて休所にいた

した。休館にいたしたということでありますが、しかしながら今日、その結果、いろい

ろな課題が残っておりますことも事実でありますが、何といいましても感染防止を第一

にしながら休所を再開するとか、そういう点を考えていかなければならない時期を迎え

ているなということでありますので、私といたしましては十分に感染対策を講じながら、

手洗い、そしてまた消毒液、それから咳のエチケット等も十分に踏まえた中で、その対

策を講じていくべきであろう、そのように考えておりますので、ご理解いただきたいと

存じます。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 ２点目です。本町の小中学校も休校となっておりますが、９日、鈴木知事は

分散登校を全市町村へ要請しております。厚岸町も、分散登校を実施していますが、そ

の実態はどのようになっているのかお尋ねいたします。

●議長（堀議員） 管理課長。

●教委管理課長（真里谷課長） 分散登校につきましてお答えいたします。

３月９日、北海道教育委員会からの要請通知に基づきまして、町内の小中学校の臨時

休業中の児童生徒の心身の健康状態と家庭学習の状況の把握を行うため、感染予防の徹

底を図りながら任意の分散登校を３月９日から３月27日までの期間、週１回程度60分以

内を限定として実施しておるところでございます。

学校ごとに違いはありますが、基本的には３月27日まで計２回の任意登校となります。

この分散登校を実施するに当たりまして、学校としては教室等の机、椅子、階段の手す

りなど児童生徒が直接触るところを中心に、徹底した消毒、それから教室等の十分な換

気、マスクの着用、手指消毒、また教室、体育館など会場では２メートルずつの距離を

取るというような対策を取って、今回実施しているところでございます。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 ３点目でございます。新型コロナウイルス感染症対策、総体的についてお尋

ねをいたします。

感染症対策については、国、道、保健所が主体となっており、町が判断することは限

定されておりますが、やはり対策として、町として英断をしなければならないこともこ

れからもあろうかと思います。この辺については、しっかりと現状、状況を踏まえてこ

れからも町長として英断を下していただきたいと思います。

それから、経済的影響でございます。本町の影響額、現時点で３億900万円とさらには

という報告がございました。まだまだ国や道の動向ははっきりしておりません。国や道
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の動向をしっかり見定め、町民に不利益を被らないように、また町として独自で負担を

しなければならないものも発生すると思います。どうか、これらにつきましても、しっ

かりと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（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） 感染がいまだに収まらず、拡大をいたしていることは事実でありま

す。私が９日の説明会において、現況についてお話しいたしたときは、感染者数は101名

でありました。現在は111名、昨日の段階ですが、なっておるわけであります。このよう

に、治まらず、増えていることは事実でもあります。それにおける経済の影響、今、国

のほうもいろいろな対策を講じるということで発表されているわけでありますが、当然、

３億幾らかの、９日の段階では出ているわけでありますが、まだまだその影響額は大き

くなるだろうと。そういたしますと、町単独でその対策を講ずるということは、並大抵

のことではありません。国の動向を踏まえながら、また北海道の動向を踏まえながら、

ともどもこの経済に対する影響対策をしていかなければならない、そのように考えてお

りますが、まだ明快なその対策が分かりません。そういう面を考えながら、今後、影響

額についての対策を十分に考えていきたい、そのように思いますので、ご理解をいただ

きたいと思います。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 ミラーについてお尋ねをさせていただきます。先ほどの町長の答弁で、釧路

開発建設部に要望してまいりたい、速やかに、というのですけれども、要望して終わり

なのでしょうか。やはり、町民の通行者の交通安全、事故の防止のためにも、速やかな

取付けです。ぜひ、しっかりと、要望してから何年もかかるのではまずいと思うのです。

早期に実現するよう努めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

●議長（堀議員） 町民課長。

●町民課長（布施課長） お答えさせていただきます。

あそこの道路は国道で、開発建設部の管理している道路であります。根室道路事務所

が直接の管理をしているところなのですが、そちらにも連絡を取りまして、今要望とい

うことで、まず始まりで開発建設部のほうに、こういう状態でここに要望があり、とい

うことをお伝えしまして、どこにつけるのか等もありますけれども、その要望をして、

取付けに向けて要望をしてまいりたいと思っています。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 しっかりと、早期実現に向けて取り組んでいただきたいと思います。

次にまいります。床潭漁港トイレの管理でございます。職員の皆さん、一生懸命汗流
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して管理されていることは私も重々承知しております。私も何回かこの場所に見に行っ

ております。職員の皆さん自ら苦労されていることも重々わかっております。ですけれ

ども、どうしてもハマナスの根とかとげがあって、抜くのも大変だということもよく理

解できますけれども、きれいに管理することで利用者、それから周りの人も物を置いた

りポイ捨ても少なくなると思います。しっかりと頑張って整備をされて、気持ちよく使っ

ていただけるように努めていただきたいと思いますが、いかがですか。

●議長（堀議員） 水産農政課長。

●水産農政課長（川越課長） 当該漁港トイレの部分、議員おっしゃられる部分は、私ど

もも苦慮していた部分でございますので、ハマナスがどうしても経年のこの経過の中で

幅広く広がっているという状況でございますので、それらの枝払い、場所によっては根

ごと抜くことも含めまして、適切な管理に努めてまいりたいと考えております。

●議長（堀議員） よろしいですか。（「はい」の声あり）

●議長（堀議員） 以上で、南谷議員の一般質問を終わります。

●議長（堀議員） 次に、３番、室﨑議員の一般質問を行います。

３番、室﨑議員。

●室﨑議員 さきに提出いたしました一般質問通告書に従い、質問申し上げます。

質問事項は、感染症対策についてであります。

質問の要旨は、１、新型コロナウイルスについて。

アとして、新型コロナウイルスの特徴、注意点。

イ、流行の状況。

ウ、町民への注意喚起。

エ、特養・老健・デイサービスなどの施設での対応。

オ、学校保育所、幼稚園等の対応。

カ、体力が弱い人、重篤になりやすい人たち（高齢者、妊産婦、障害者や在宅介護者）

への対応。

キ、在住外国人への周知。

ク、罹患者が出た場合に対する体制。

以上、お聞きいたします。

２として、他の感染症に対する対策です。

ア、厚岸町において特に注意を要すると考えられる感染症とその対策についてお聞か

せいただきたい。

以上でございます。それでは、よろしくお願いいたします。

●議長（堀議員） 町長。
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●町長（若狹町長） ３番、室﨑議員のご質問にお答えをいたします。

「感染症対策について」のうち、（１）アの「新型コロナウイルスの特徴と注意点」に

ついてでありますが、まず、特徴としましては、発熱や喉の痛み、咳などの呼吸器症状

が１週間前後と比較的長く持続することが多く、強いだるさを訴える人が多いこと、さ

らに、感染が確認された症状がある人の約80％の方が軽症であることとされております。

また、潜伏期間につきましても、現時点では、１から12.5日、多くは５日から６日と

言われていますが、さらに長期間の事例もあり、注意を要する期間が長いことも特徴と

考えられております。

注意点としましては、これまでに国内で感染が確認された方のうち、約80％の方は他

の人に感染させないこと、さらにその感染経路として症状の軽い人から感染が拡大して

いることとされております。中でも、10代から30代といった若年層の方は軽症で済むこ

とが多く、感染拡大の状況が見えないため、結果として重症のリスクが高い多くの中高

年層に感染が及んでいるという実態が分かってきております。

また、罹患後回復しＰＣＲ検査が陰性となった場合でも、再びＰＣＲ検査が陽性とな

るといった、ウイルスの再燃ともいえる事例も、注意を要するとされております。

さらに、高齢者や基礎疾患を有する方の重症のリスクが高いことも注意すべき点と考

えます。

新型コロナウイルスは新たなウイルスであることから、全体像が解明されている現状

ではなく、その特徴や注意点につきましても、随時知見が変わっていくことが予測されま

すので、今後も正しい情報の収集に努めてまいります

次に、イの「流行の状況」についてでありますが、まず、国内の状況について説明を

いたします。

現在、国内の感染者数は増加傾向にあり、また、一定条件を満たす場所において、１

人の感染者が複数人に感染させた事例が全国各地で相次いで報告されております。

新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の見解によると、現時点においては、まだ

爆発的な感染拡大には進んでおらず、一定程度持ちこたえているのではないかと考えら

れております。

しかしながら、世界保健機構が、３月９日に「世界的大流行になるおそれが非常に現

実的になっている」と警告し、日本を含む世界的な流行拡大が危ぶまれる状況にありま

す。

道内においては、感染者数の増加に伴い、２月28日に北海道知事から緊急事態宣言が

発出され、３月10日の現在、111名の感染者が確認されております。

次に、ウの「町民への注意喚起」についてでありますが、各種手段を用いて、正しい

情報の提供と併せて随時行っている現状にあります。

その具体的な手段としましては、情報告知端末や防災行政無線、町のホームページ、
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ＳＮＳや子育て支援アプリの活用、チラシの町有施設への据置きや新聞折り込み、町有

施設のポスター掲示、感染症情報共有連絡網などであります。

また、注意喚起の内容につきましては、その時々の状況に応じ、新型コロナウイルス

感染症の特徴、手洗いや咳エチケットなどの感染予防策、相談や受診の目安、イベント

についての考え方などとなっております。

次に、エの「特養・老健・デイ等の施設での対応」についてでありますが、現在、特

別養護老人ホーム心和園では入居者への感染を防ぐため、全職員のマスクの着用及び手

洗い消毒の徹底はもちろん、面会をはじめとした全ての来館者の出入りを禁止している

ほか、施設職員であっても外勤の多い一部スタッフについては、入居者の生活スペース

へは出入りしないようにするなどの配慮を行っているところであります。

また、町内に２か所あるデイサービスセンターについては、いずれも職員が利用者宅

へ迎えに伺った際に検温し、37.5度以下であることや、咳などの症状がないかを確認し

た上で通所していただいております。

町立厚岸病院内の介護老人保健施設ここみについては、町内で感染者が確認されたこ

とを受けて、２月28日から面会を禁止とし、入所者の寝具等の交換についても、サービ

スステーションで受け取って本人へ渡すなどの対応により感染拡大防止に努めていると

ころであります。

次に、オの「学校・保育所・幼稚園等の対応」についてでありますが、町内小中学校

における新型コロナウイルス感染症の対応につきましては、手洗い、咳エチケット、ア

ルコール等による消毒などの対策のほか、道教育委員会からの通知に基づき、朝晩の検

温など子供の健康観察を保護者へ要請しているほか、教職員におきましても発熱など風

邪の症状が見られるときは、自宅で療養してもらうなど、教職員の健康状態を把握し感

染予防に努めております。

なお、２月27日から学年末の休業日前日の３月24日までの期間を学校休業とし、その

間に一部分散登校を予定しております。

また、保育所及び児童館における対応については、子供も職員も手洗い、手指等のア

ルコール消毒の励行のほか、保護者には子供の朝晩の検温を要請し、受入時には子供の

朝の体温及び体調を確認しております。

さらに、保護者の送迎時の入所については、できる限り玄関までとしているほか、ド

アノブ等の手が触れる機会の多い箇所の清掃を強化し、感染予防に努めております。

なお、保育所は２月29日から、児童館は２月27日から、それぞれ３月４日まで、休所

または休館といたしましたが、３月５日からは、保護者の就労に配慮して、利用者の自

粛を要請しながら開所しております。

幼稚園につきましては、子供及び職員について、保育所及び児童館と同様の対応をし

ておりましたが、学校休業期間は休園となっております。
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次に、カの「体力が弱い人、重篤になりやすい高齢者、妊産婦、障害者や在宅介護者

等への対応」についてでありますが、これらの方々への対応は、「様々な手段による正し

い情報の周知」であります。

糖尿病や呼吸器疾患などの持病があるといった、体力が弱い人への対応につきまして

は、個別の対応は困難であるため、チラシやホームページ等による全体的な周知を行っ

ております。

高齢者、障害者、在宅介護者への対応につきましては、感染症情報共有連絡網を用い

た各種事業所への周知、妊産婦へは子育て支援アプリを用いた情報の配信などによる周

知を行っております。

また、患者発生が確認されたことを受け、２月28日から夜間及び休日の電話相談窓口

を設け、重篤になりやすい人たちを含めた相談を受け付けております。

このほか、妊産婦や高齢者など重症化しやすい方が対象となる行事を含め、町主催の

行事においては、感染予防の対策として、当面、原則中止や延期としております。

次に、キの「在住外国人への周知」についてでありますが、在住外国人の方は、言語

面の壁により正しい情報の相互伝達が困難であるということが課題であると捉えており

ます。

具体的な周知としましては、２月22日に新聞折り込みした感染予防策等のチラシに、「外

国人のみなさまへ」と題し、中国語及び英語で対応している厚生労働省のホームページ

等の情報を掲載しております。

また、町内における外国人の多くを占める外国人技能実習生の受入先事業所によりま

すと、本人がインターネットによる自国語で情報収集を行っており、日常から発熱等の

体調変化の場合は速やかに報告する等の体制が取られていると伺っております。

全ての情報を外国語で発信することは困難ではありますが、厚生労働省のホームペー

ジ等の活用や、外国人技能実習生の受入先事業所等と連携して、引き続き在住外国人の

方への周知に努めてまいります。

また、クの「罹患者が出た場合に対する体制」についてでありますが、町内において

は、２月27日に患者が確認されている現状にありますが、この新型コロナウイルス感染

症は、感染症法に基づき現時点での体制として、感染症指定医療機関での検体の採取、

道立衛生研究所研でのＰＣＲ検査を経てその結果が陽性であったことを受けて罹患した

と見なされます。罹患者は、基本的には感染症指定医療機関に入院し治療を受け、退院

基準を満たした場合、退院となるのが現時点における原則的な流れであります。

ＰＣＲ検査の結果が陽性の場合、釧路保健所が本人から同意を得ることができた情報

のみが町に伝達されます。

町は、その情報に基づき、町民への周知や注意喚起、関係施設の消毒や閉鎖等種々の

対応を行いますが、本人の同意のもと伝達された情報の内容により、取り得る対応は全
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く異なり、事例に応じて非常に困難性が高いものとなるのが現状であります。

また、（２）アの「厚岸町において特に注意を要すると考えられる感染症とその対策に

ついて」でありますが、一つ目は「鳥インフルエンザ」であります。

野鳥の飛来が多いという当町の地理的特性から、発生の可能性は決して低くはないと

考えております。

鳥インフルエンザにつきましては、その発生に関すること、家禽に関すること、町民

の健康に関することと関係機関が多岐に渡っていることから、保健福祉課において厚岸

町感染症対策本部事務局として本部を運営することとしており、情報共有や具体的対策

の検討等を実施できる基本的な環境の整備を行っております。

二つ目としては、「エキノコックス症」であります。北海道全体の自然環境において、

媒介動物であるキツネや野ネズミの野生動物間で生活が維持されていることのほか、町

内市街地等においてもキツネ等の姿を見かけるという状況から、注意を要する感染症と

考えております。

対策としましては、疾病についての普及啓発や、成人及び学童対象の検診の実施、キ

ツネ等の疫学調査を実施しております。

三つ目としましては、「ノロウイルス感染症」であります。ノロウイルス感染症は、感

染力が強く、冬期間を中心に１年を通じて発生しており、抵抗力の弱い子供や高齢者等

は重症化しやすいことから、通年で食中毒予防と併せた対策が必要であります。

対策としましては、主な流行期である冬期間の前に、感染症情報共有連絡網や食中毒

連絡会議の機会を用いて、リスクの高い方が集まる町内施設等への周知を行っておりま

す。

また、高齢者の季節性インフルエンザや肺炎球菌感染症、近年流行が見られた成人の

麻しん及び風しん、子供の水痘や結核、日本脳炎などについては、全国共通の取組とは

なりますが、基本的な対策として当町においても予防接種法に基づく定期予防接種を行っ

ております。

新型インフルエンザにつきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき

厚岸町新型インフルエンザ等対策行動計画を策定し、その発生に備えております。

今後も、当町の特性を踏まえた取組と、全国共通の取組、緊急的に発生する感染症対

策を組み合わせながら、町民の健康の保持増進に努めてまいります。

以上でございます。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室﨑議員 大変丁寧な答弁をいただいて、大変ありがたく思います。

それで、特に新型コロナですが、こういう話になりますと、今火急の非常時だと。そ

のときに、議論や、まして糾弾などしている暇はあるか、とりあえず決めたことをまっ
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しぐらにやるだけだという式の議論が必ず出てくるのです。しかし、これは言わば未知

の病原体に対する人類の闘いでありまして、大きく言いますと。小さくは、厚岸町にお

いて、どうやってその場面を防ぐかということで、言わば戦でありまして、その場合に

は、相手の状況をきちんと知ることと同時に、自分たちの弱いところがどこかにないか

ということを常に検証して、そこを補っていかなければならないということが常道であ

ると思います。

その意味で、私も二、三、質問をさせていただきますが、どうかど素人が何を言うか

と一撃で潰してしまわないで、こちらの稚拙な疑問について温かく丁寧に答えていただ

きたいと、そのように思って進めますので、よろしくお願いいたします。

その上で、まず、これは３月９日に専門家会議が出しているのですが、新型コロナウ

イルス感染症のクラスター、集団ですね、クラスターというのは。その集団発生のリス

クの高いものというのを三つ挙げています。そこでは、換気の悪い密閉空間、人が密集

している状態、近距離での会話や発声が行われている、この三つの条件の重なったとこ

ろから各地でクラスターが起きていると言っています。ただこれは、ちょっと離れて見

ますと、ごくごく当たり前のことであって、接触感染症というのですか、飛沫感染症、

これの条件として当たり前のことなのです。新型コロナウイルスという未知の病原体が

出てきて、今日の状況になったから初めてこういう飛沫感染や接触感染に対してはここ

を気をつけようということが初めて分かったわけではない。言わば、飛沫感染や接触感

染というものを起こす病原体は、まだまだほかにもありますが、そのときにまずここに

気をつけようという、言わばいろはです。そのことをやはり我々もきちんと押さえなけ

ればならない。何か、本当に新しい事態ができて、今までやったことのないようなこと

をやるわけではないのだということです。

その意味で、これは厚岸町で作っている厚岸町新型インフルエンザ等対策行動計画と

いうものがありまして、非常によくできているのです。これは約10年ぐらい前に、これ

もやはりコロナウイルスの変異らしいのですが、サーズとかマーズとかというような非

常に毒性の強い感染症が流行りました。これ、日本にはほとんど大きな影響はなかった

のですが、これに対処するためにこういう体制を作ろうということでできてきて、何回

か改定されて、今日あるのは平成28年版ですか。私もこれをじっくりと読ませてもらい

まして、得るところ非常に多かったです。これは、コロナウイルスではないと言えばそ

れまでなのですが、やはり接触感染、飛沫感染に対応して、こういう体制を取っていか

なければならないということがいろいろ書かれております。いや、国がこういうことを

やるときには町は協力しましょうということも書いてありますが、そういう部分はちょっ

と抜きにしても、まず町でやらなければならないこと、これが書かれています。

まずお聞きするのですが、この行動計画には、海外発生期、国内発生早期、国内感染

期と三つの段階に分けています。今日のコロナウイルスについても同じことが言われて

います。現在、どの段階に来ているのか、それから海外発生期というのは、いつ頃から

と考えているのか、国内発生早期というのはいつ頃からなのか、国内感染期にもし入っ

ていたとすれば、それはいつからなのか、まずこれらについてお答えいただきたい。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。
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●保健福祉課長（阿部課長) この新型インフルエンザ等対策行動計画、平成28年３月に作

成をしております。

今現在、海外発生期と言いますのは、昨年12月に報告がありましたけれども、そこか

らというふうには考えております。それから、国内の発生早期という部分では、１月に

入りまして、国内でも発生をした段階というふうに考えております。今現在が、国内発

生早期、それから次の段階というのは国内感染期というふうに言われておりますけれど

も、ここについては、はっきりした見解は国においてもまだ出てきていないという状況

で、私どもも発生早期なのか、もうどんどん感染の報告は国内でありますので、感染期

なのかというところは、どちらになるのかなというのはまだ判断できていないというよ

うな状況でございます。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室﨑議員 そうですよね。持ちこたえているというような、ちょっと意味の分からない

ようなことを言って、あれは爆発的感染がまだ起きていないという意味なのかなと思う

のだけれども、どうもちょっと曖昧な言い方をしているというような、国内感染期です

よと明言はしたくないということだと思いまして、その点についてはよく分かります。

それで、この新型インフルエンザ等、等が入っていますよ、対策行動計画では、この

時期にはまずこれをやる、この時期にはこれをやるということを各段階に分けて具体的

にその行動の計画を立てています。それを見ますと、海外発生期というのは、海外で発

生しました。まさに読んで字のごとし。国内では、まだ患者が発生しているとは言えな

いというような状況であるということを書いています。その段階で、いろいろなことを

やろうとしているのです。ただ、ものによっては、国と連携する、道と連携するという

ようなことですから、町が単独でできないものもたくさんあります。ただ、単独ででき

るものもあるのです。それで、その中で見ますと、蔓延防止のための感染対策の実施と

いうのは、もう既に海外発生期であるのです。そこでは、マスク着用、咳エチケット、

手洗い、うがい、人混みを避けることなどの基本的な感染対策を実施するよう町民に周

知する。これ、国のご許可がなければできないというような話ではないです。他にもい

ろいろ書いています。

それで、その次に、国内発生早期になるのです。ここでは、もう体制を完全に作らな

ければならないわけで、実際に動くための。そうすると、少なくても国内発生早期には

対策本部ができて、それから窓口、相談窓口などもできてなければならないわけです。

この行動計画によりますと。ところが、今回見てますと、どうもこの行動計画よりは、

実際に動き出したのははるかに遅いのではないかという気がしてならないのです。この

新型インフルエンザ等対策行動計画というのは、今回顧みられなかったのか。それとも

やろうとしたのだけれども、かくかくしかじかのことがあって、はるかに動く出すのが

遅くなってしまったのか。確かに国のやっていることに関しては、いろいろな専門家か

ら、遅い、緩い、とろい、そういう一式の批判は出ています。でも、これは私たちが今
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この場で言う話ではないわけで、厚岸町としてやれることをきちんとやっていかなけれ

ばならないという意味において、このあたりはどうだったのか。これについて所見を伺

いたい。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長) この新型インフルエンザのこの計画でございますけれども、

この計画に基づいた対応といいますか、それについては当初、この部分でこれに沿った

形で動くという想定は、参考にはしておりましたけれども、おっしゃられた部分でいき

ますと遅くなったのかなという部分はあります。ただ、この新型インフルエンザの特別

措置法についても、今現在、国はこの特措法を改正をして、非常事態宣言等というよう

な話にもなってきておりますけれども、当初は、やはり感染症法に基づいての対応とい

うようなことで情報なんかも得ておりましたので、そういう参考にはしておりましたけ

れども、そこまで早急な本部の立ち上げというようなところまではいってなかったとい

うのは、今考えますと、やはりもう少し早くということが必要だったのかなと考えてお

ります。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室﨑議員 厚岸町ができること、やらなければならないというものの私は一番大事なの

は、正確な情報、知識、そういうものを町民にきちんと伝えることだと思うのです。行

動規制とか何とかということは、厚岸町が独自でなんかできるわけないわけで、それは

道とか国レベルでやっていくことですよね。だけれども、まだ何かよく分からんけれど

も、飛沫感染、それから接触感染を起こす新しい感染症なのだということは早くから分

かっていたわけです。それに、みんな、町民一人一人が対応するためには、こういうこ

とを考えなければなりませんよと、こういうところではリスクが高くなりますと。蔓延

防止のために一人一人がこういうことを、いわゆる感染対策としてやりましょうと。マ

スクをしましょう、咳エチケット、手洗い、うがい、人混み、それから集会やイベント、

飲食を伴うような集会というのはリスクが高い。そういう話は、言わばいろはなのです

よ、専門家にとっては。こういうものを早くから、やはり防災無線だとか、いろいろ使っ

て、誰でも目にし、耳に入る状態で流していくということが非常に必要だと思います。

ある人の言葉だそうですが、全然分からないで安心してしまうこと、むやみやたらに

恐ろしがること、これは実に簡単だ。だけれども、正しく認識して、正しく恐れるとい

うことは、非常に難しいのだと。こういうふうに言っているという話を聞きましたが、

まさにそのためには、正確な知識、情報が必要なわけです。その点で、今回、せっかく

のインフルエンザ等対策行動計画が十分に生かされていないきらいはあったのではない

かということは、次回ということは非常にこういう問題では言うのが嫌なのですけれど

も、また何があるか分かりませんので、そういうところの教訓として積み上げていただ

きたいと、そのように思いますが、いかがでしょうか。
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●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長) 私どもにいろいろな、国から、それから北海道からの通知が

来始めましたのが、１月20日過ぎあたりからいろいろな情報が来るような形になってま

いりました。その段階では、通常の対応と同じような形でもって、情報共有の連絡網で

すとか、そういったものを活用して情報の発信はしておりましたけれども、おっしゃる

意味で、その段階からそういった対応につなげていけばよかったというのは思います。

ただ、なかなかそのタイミングも、厚岸町が本部会議というのを余り早い段階で立ち上

げることによっての町民の受ける状況もどうなのかなというのもありまして、道内から

感染が発生した後というようなことを受けて、立ち上げる時期を考えたというような状

況があります。

今後については、やはり今回の対応を検討しながら、その立ち上げの時期等は検討し

ていきたいと思います。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室﨑議員 私も、けしからんとか何とか、そんなこと言っているわけではないのです。

よりよくしていくためにどうしたらいいかということで、検討課題の一つではないかと

思っているということをご理解いただきたいのです。

それで、今、特養、デイについては、万全の体制を取りながら開けているというお話

を聞きましたので、ほっとしているわけですけれども、どうなのでしょうか。学校が知

事の要請で休みに入っていますよね。そうすると、小さな子供をお持ちのお母さんたち

が、子供を見るために職場に行けないというような話がいろいろ出ていますが、この特

養やデイ、そういうところでは、現在のところ、その危惧はないと。そういうふうに考

えてよろしいのでしょうか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長) 数値的には押さえておりませんけれども、そういった子供さ

んがいらっしゃって休むという方がいるという情報は聞いております。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室﨑議員 そのことによって、施設全体の業務に支障が出るというような事態には今後

もならないだろうと考えてよろしいでしょうか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。
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●保健福祉課長（阿部課長) 職員が休むことによって事業所が開けることができないとい

うような情報は、ニュースでは聞いておりまして、それについての心配というのは、私

どももしておりますけれども、今現在はそういう状況、何とかやりくりをしているとい

うようなふうに聞いているところでございます。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室﨑議員 それから、高齢者、障害者といった社会的弱者と言われる人たちです。そこ

のところにも、きちんとした情報の周知が必要です。今、町長のご答弁を聞いていると、

ホームページだとかそういうものを使ってやっているからというような話があったのだ

けれども、いろいろな問題、これだけではなくいろいろなときに出てくるのですが、年

齢的にも若くて元気な人たちはそういうような媒体をいろいろ使いますから、これはこ

れで大いに結構だと思う。ただ、高齢者とかあるいは障害者と言われるような人たちの

ところでは、余りこういうものは役に立たないきらいがあるのです。そういうところに

は、逆に言うと、こういう問題ではより徹底して知っておいてもらわなければならない

情報というのは、たくさんあるのではないかと。そのように思いまして、このあたりは、

そこまで情報届かせるためには、特に配慮が要するのではないかと思います。

また、１月の末頃に初めて皆さんにパンフレットを配りましたと、こう言うのですけ

れども、私、あちこちでちょっと聞いてみたのですが、お年寄りに特に率が高いと思う

のですが、全く読んでいないのです。大体、ああいう物を配るというと、何割の人がちゃ

んと見てくれるかというのは、これはいろいろな話があるのですけれども、厳しくいう

調査は１割までいっていないです。だから、こういうものに関しても、やはり厚岸町に

は防災無線などという非常にいいものがあるわけですから、耳にタコができるほどそう

いうものについてはどんどんと繰り返していく。手を洗いましょうとかアルコール消毒

しましょうとかというのは、これは基本なのですということを体にしみ込むまで言って

いくというような対応もまた必要だと思いますし、場合によっては個別対応も必要だと

思うのですが、そのあたりはどのようになっていますか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長) 私どもの組織といいますか、厚岸町感染症情報共有の連絡網

というのを持っております。そこには、病院、それから特老等の施設、それからグルー

プホームですとか訪問看護ステーション、それから子供の関係で児童発達支援センター、

それから障害者の方々が通っている施設、それから幼稚園や学校というような連絡網を

持っておりまして、この連絡網でいろいろな情報というのは、国から来るものも発信し

ておりますし、私どものほうで整理したものも発信をしていると。そういった実際に関

わっている事業所の方々からそういった事業所として注意をしなければならないこと、

それからその利用者に注意をお願いしなければならないこと等ありますので、そういっ

た方から直接そういう情報を発信してもらうということもまずやっております。
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そのほかに、防災無線ですとかという部分では、そういうタイミング等、いろいろな

機会を捉えて、そういう咳エチケット、手洗い、それからその関係については、ノロウ

イルスの関係もありますので、年末からそういった啓発なんかはさせていただいており

ますけれども、引き続きやっていかなくてはいけないなというふうには考えております。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室﨑議員 そんなにくどくやる気はありません。

あと、ちょっとこれ、今日の新聞かな、それに根室市がベトナムのほうでパンフレッ

トを作ったのが非常に好評で、各自治体がそれうちにも使わせてくれと、あるいは参考

にさせてくれというようなのが、引き合いが相次いでいるというようなのが出ておりま

したが、厚岸町では、そういうようなものについては、もう既に、先ほども事業所やそ

ういうものを通じて行っていると、事業者ですか、を通じて行っているというような話

がありましたので、特に必要とするほどのものではないと考えていいのでしょうか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長) 実は、ベトナム語の部分については、私どももその内容が入

手をして発信をしたいと考えておりました。市内の戸別のチラシを作ったときには、厚

労省のホームページに飛ぶような形でやったのですけれども、そこには英語と、それか

ら中国語しかなくて、ベトナム語の対応ができなかったという状況でございました。そ

れで、根室市のほうでそういったベトナム語のものができたということなものですから、

それについてはその情報を得て対応したいと。これからになりますけれども、そういう

ふうに考えております。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室﨑議員 時間もないので、一つ一つはやっていけないのですが、他の感染症、それに

ついてもなるべくその状況に応じながら、早め早めに丁寧な周知というものをお願いし

たい。これはお願いしておきます。

その上で、これも一部の専門家で指摘があるようですが、現在、コロナウイルスがか

かったのではないかと思ったときも、すぐ病院に飛び込むということは、逆にいろいろ

な意味で危険をはらむので、少し様子を見てくれというような意味に受け取られるよう

な話が結構あるわけです。ところが、季節性インフルエンザ、これはリレンザとかタミ

フルとかという特効薬が今あるようですが、これはたしか罹患して48時間かな、そのぐ

らいの間に打たないと、あるいは接種しないと効果が非常に難しくなってくるというよ

うな話もありまして、このコロナウイルスに対する対応と季節性インフルに対する対応

が、専門家に言わせればそうではないのかもしれないけれども、我々素人判断でいうと

相反するようなところがあるのではないかと。いやいや、そんなこと言われたって、俺
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具合悪いのだからすぐ行くのだというふうにして病院にぱっと行っちゃう人は逆にいい

のだけれども、真面目で遠慮深い人が、コロナだったらそれでいい対応だったのだけれ

ども、季節性インフルだったものだからということになっては大変なのです。このあた

りについても、やはり見分ける方法があるのかどうか私分かりませんけれども、あった

としたらそういうものを丁寧に説明をして、みんなが理解していく必要があるのではな

いかと、そのように思うのですが、これは素人の杞憂なのでしょうか。それとも、何ら

かの対応が必要なのでしょうか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長) なかなかそこのところがまだはっきりしない部分がたくさん

あるのだと思います。今現在、チラシ等でも周知をさせていただいているのは、基本的

には37.5度以上が４日以上続くというような状況のときには、保健所等通じて病院にと。

ただ、強いだるさ、息苦しさがある場合には、すぐに相談をというようなことが受診に

当たっての目安という部分では、そういうことが国も北海道もそういった形で示されて

おります。高齢者や糖尿病等の持病がある方については、２日以上続くというようなこ

とで示されている状況の中で、なかなかそれ以上の相談があった場合に、その基準を超

えての対応というのは非常に、うちの保健師も相談を受けるに当たって苦労をしている

ところです。それについては、引き続きいろいろな情報を取って、その情報に応じた対

応をできるように情報収集に努めていきたいと考えております。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室﨑議員 今のようなお話は大体分かるのですけれども。どうなのでしょう、例えば町

立病院あたりに相談、あるいは相談窓口に相談したときに、丁寧に聞いてみて、季節性

インフルのおそれがありとなったらすぐいらっしゃいと。発熱外来ですから、町立病院

に行ったときは、ある程度以上の熱があれば、当然そっちへ回しますよね。そこで、季

節性インフルの検査だけはすぐできるわけでしょう。季節性インフルの検査は。コロナ

の検査はちょっとかかります。それで、季節性インフルだったら、すぐその手当てをす

ればいいわけですよね。だから、実際に、私どうしたらいいのでしょうというものに対

してできる限り答えるような体制を作ってほしいのです。そうでなければ、正直に、７

度５分以上というのだから、８度あろうと９度あろうと７度５分以上は何ていうような

解釈をして、熱があればだるいのは決まり切ってます。それで、３日、４日待っていた。

季節性インフルだったりしたら、これは大変なことです。だから、そういうようなこと

のないように、少しでもこちらでできる手当てというもの、それをやはり考えるべきで

はないでしょうか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。
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●病院事務長（星川事務長) 町立病院の対応についてのほうからご説明させていただきま

す。

うちの病院の対応につきましては、発熱外来というものを設けまして、そこでまず発

熱があるかどうかをチェックした中で、そういった患者さんがいれば、発熱があれば看

護師がその中身を確認した上で、そういった、まずインフルエンザのあるかないかとい

うのを疑います。なので、そこでまず１回問診をした中でそれに該当するかどうかを確

認した上で、検査をまずします。その段階で陽性であれば、すぐインフルエンザの対応

をしますけれども、それが逆にマイナスとなった場合がありますので、それは国から示

されている疑似症例に従ってチェックをした中で対応するというふうに、あとその段階、

次の段階にいくというふうになっておりますので、これにつきましては、以前の新型イ

ンフルエンザの対応と全く同じような状況で今は進んでいるということでございまして、

うちの病院の中では、その患者さんを拒否するですとか、そういったことではなくて、

まず来ていただいて、その段階でまずチェックをするということをやっておりますので、

そこは保健福祉課のほうとも連絡を取りながらやっているということで、全てを拒否と

か、そうするわけではなくて、来た患者さんについては、そういったことも対応しなが

ら、電話で来る場合については電話で、うちのほうも確認しながら対応しているという

状況になってございます。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室﨑議員 そのことをやはり町民に分かるように、きちんと周知してください。行った

らいけないのだと理解している人もあるようです。四、五日様子を見てからでないと行っ

たらいけないとなっていると、今、町立病院が作っている体制、生きないわけです。で

すから、熱があって大変ならば、いつもと同じように来てくださいと。まず、季節性イ

ンフルについては検査をしますからということは、やはりちゃんと町民にわかるように

言っていただきたいのです。いかがですか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長) 先ほどの４日ですとか、２日ですとか、一律にそういう形で

対応しているわけではもちろんございませんので、周知に当たっては、それでももう少

し分かりやすい形で連絡を、病院のほうも連絡をもらってというようなこともあります

し、そういうことも含めて周知はちょっと検討させていただきたいと思います。

●議長 よろしいですか。（「はい」の声あり）

●議長（堀議員） 以上で、室﨑議員の一般質問を終わります。

●議長（堀議員） 昼食のため、休憩いたします。
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再開を午後１時10分とします。

午後12時04分休憩

午後１時10分再開

●議長（堀議員） 本会議を再開いたします。

次に、６番、佐藤議員の一般質問を行います。

６番、佐藤議員。

●佐藤議員 さきに書面にてご通告を申し上げました町営住宅入居者に対する連帯保証人

（規定）の見直しについてご質問を申し上げます。

町営住宅は、低収入の若い世帯への住宅供給を主に建設されましたが、現在では、市

中金融機関等の住宅ローン等の充実により、若い世代でも持ち家の普及とともに一定の

目的が達成されております。反面、高齢化社会の進展や、あるいは核家族化等により単

身高齢者が維持困難な持ち家を手放す等の理由により、高齢者世帯の入居が多くなって

いると思います。そこで、現行の入居基準等の見直しを行い、現状と社会状況に合った

基準にすべきと考えております。

そのことを前提に、次の４点について、お聞きをするところでございます。

一つは、連帯保証人が免除される世帯の理由は何でしょうか。

次に、近年、家賃滞納等で不納欠損処理された案件はございますか。

次に、現在入居の町営住宅世帯のうち高齢者世帯の割合が高く、また、その保証人に

ついても高齢者が多く、保証人規定で定める施行規則第８条第２項が、事実上、形骸化

しているのではないですか。

前段申し上げたことは、ほかの市町村でも同様の例が少なくなく、単身高齢者等の増

加を踏まえ保証人規定を廃止していると思いますが、当町でも廃止を視野に見直しが必

要と考えます。どのようにお考えかお伺いし、最初の質問といたします。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） ６番、佐藤議員のご質問にお答えをいたします。

町営住宅入居者に対する連帯保証人制度の見直しについてのうち、ア「連帯保証人が

免除される世帯の理由は何か」についてでありますが、厚岸町営住宅管理条例第12条第

３項の規定では、「町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第１項第１号の規

定による町営住宅借受証書に保証人の連署を必要としないこととすることができる」と

されておりますが、現在、特別の事情があると認める者についての具体的な規定はあり

ませんが、町営住宅に入居する際に、やむを得ず保証人の確保が困難な場合においては、

その世帯が入居できないといった事態が生じないよう保証人の免除をしているところで

あります。
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なお、特別の事情があると認める者の具体的な規定については、具体的な場合につい

て定めていく必要があると考えますので、今後速やかに規定の整備を行い適切な運用に

努めてまいりたいと考えております。

次に、イの「近年、家賃滞納で不納欠損処理された案件はあるか」についてでありま

すが、平成21年度から令和元年度までの10年間においては、平成30年度に元入居者から

消滅時効援用通知の提出があったため、１件の不納欠損処分を行っております。

次に、ウの「高齢世帯の入居の割合が高く、その保証人についても高齢者が多い、保

証人規定である施行規則第８条第２項が形骸しているのではないか」についてでありま

すが、町営住宅に入居する際には、厚岸町営住宅管理条例施行規則の規定により、保証

人であった者が、施行規則第８条第２項に該当し、保証人の要件を満たさなくなった場

合は、入居者が「連帯保証人変更承認申請書」を提出し、町長の許可を得て保証人を変

更する旨説明をしているところでありますが、現在の保証人となられている方は高齢者

も多く、入居当時の保証人の要件を満たさなくなっている場合も想定されることから、

保証人の変更の必要性や重要性について、改めて周知を行い、適切な運用に努めてまい

ります。

エの「国や市町村でも単身高齢者等の増加を踏まえて保証人制度を廃止していると聞

くが、見直しが必要ではないか」についてでありますが、身寄りのない高齢者等の増加

と個人根保証契約に極度額を定めることが規定された、改正民法が令和２年４月１日に

施行されることに伴い、保証人制度を廃止する自治体もありますが、厚岸町としては、

負担の公平性確保の観点から、入居世帯全ての家賃完納を目指す上で保証人は必要であ

ると考えており、また、入居者に不測の事態が生じた場合の緊急連絡先や、身元を引き

受けていただいたなどの事案もあることから、保証人の存在意義は大きいものであるた

め、これまで同様に保証人制度を存続してまいりたいと考えております。

●議長（堀議員） ６番、佐藤議員。

●佐藤議員 ということで、ご答弁をいただきました。順番に伺ってまいります。

現在、特別の事情があると認める者についての具体的な規定はありませんが、町営住

宅に入居する際にやむを得ず保証人の確保が困難な場合については、その世帯が入居で

きないといった事態が生じないよう保証人を免除しておりますということで、具体的な

理由がないというのは、保証人がいないということだけで免除されるの。誰がどういう

ふうにして、どうやって調べて判断するの。

●議長（堀議員） 建設課長。

●建設課長（渡部課長） お答えさせていただきます。

具体的な免除規定につきましては、議員ご質問のとおり、具体的な記載が今の規定で

はございません。その中で、実務上、実態として、資料でも挙げさせていただいてます
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が、保証人なしの入居者につきまして、４名の保証人がなしという入居者、現在いらっ

しゃいます。その中で免除した事例といたしましては、65歳以上の独り身の高齢者の方、

身寄りがない方ということになります。それと、もう一つとしては、生活保護を受けら

れている方、この方におかれましては、保証人を立てることが困難であるという申し出

がありましたので、運用上、免除をさせていただいているといったような状況にありま

す。

●議長（堀議員） ６番、佐藤議員。

●佐藤議員 そうだったら、きちんと紙に書いて。でなかったら、担当者変わったら、考

え方が考え方というより、見方が違うわけでしょう。ある人には保証人を免除したと。

いやいや、そういうことでは免除できないからと、保証人をとにかく探しなさいと、そ

ういうことになりませんか、だけれども。なりますよ、だって。課長は優しいから、は

い、免除してあげますと言うかもしれないけれども、私だったら、それはうまくないと

言うかもしれない。だから、そういうことのないように、だってこう言っているでしょ

う、これ。保証人つけるのは、町長も最後に言っているけれども、公平を帰す上で、保

証人は必要であります、こうやって答弁しているわけですから。全てにやはりきちんと

公平になるようにしていかなければないのではないですか。どうですか。

●議長（堀議員） 建設課長。

●建設課長（渡部課長） 議員おっしゃられるとおり、きちんとした規定がない中での運

用、これまで行ってきたという部分においては、公平性を欠く部分があるものというふ

うに認識はしております。その上で、町長もご答弁にもありましたが、今後においては

明確な規定整備をさせていただきながら運用を図っていきたいと。その上で、他の先進

的な自治体の事例もございますので、そちらを参考にしながら明確な規定を定めていき

たいと考えてございますので、ご理解いただきたいと思います。

●議長（堀議員） ６番、佐藤議員。

●佐藤議員 それと、それはそういうことでいいです。

それと、家賃滞納で不納欠損処理された案件はありますかという問いに対しては、平

成21年から令和元年までの10年間において、平成30年度に入居者から消滅時効の通知が

あったため１件の不納処分、16万7,000円だか17万6,000円だか、１件ありました。この

賃貸借であっても、あるいは金銭消費貸借であっても、どんな立派な保証人つけても、

どんな担保を取っても、事故口というのは必ずあるのです。ですから、それがいいとか

悪いとか言ってるのではないのです。ですから、10年間でそのぐらいの処分したぐらい

であれば、それこそ考えられるリスクの範疇でないですか、だけれども。

であれば、この最後にお伺いしている保証人の規定についても、私は見直すべきだと

思うのです。ということは、その前提となっている施行規則第８条の第２項というのが、
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現に機能はしていないのです。この８条の２項というのは、五つの定めがあるのです。

それは、質問している私は分かりますけれども、ほかの議員さんもいるので、改めて口

から申し上げますが、一つは、保証人が厚岸町に住所を有しなくなったとき、保証人は

変えてもらえます。それから、保証人が町営住宅の賃借人となったとき、同じく自分も

入ったとき、これは保証人も変更してもらえます。それから、保証人が死亡したとき、

当然ですよね。それから四つ目は、保証人が、これちょっと、前項の第３号のアからオ

に掲げる者の滞納者となったときというのは、何か町税とかほかのものに滞納したとき

には町営住宅の入居者の保証人としては適さないということだと思うのです。それから、

最後に、その他町長が保証人が保証能力を失ったと認めるときというようになっている

のです。これも、恐らくなったときとなっているけれども、書いた者はいないでしょう。

恐らくいないでしょうね。これがいわゆる施行規則の８条の２項の規定なのです。これ

が現にきちんと守られてやっていますか。例えば、死亡したにしても転出したにしても、

変更届が担当課のほうに出されなければ分からないということですから、恐らくきちん

と出している人もいると思うのです。あるいは、出してないで、そのままになっている

人は、保証人なんかついていないことになるのです。保証人が厚岸から転出した。保証

人が死亡した。そうしたら、現実的には保証人はついていないのですよ。それを何年か

に一遍、確認したりしていますか。

●議長（堀議員） 建設課長。

●建設課長（渡部課長） お答えいたします。

ただいまのご質問は、保証人に対する形骸化についての内容でありますけれども、今、

質問者おっしゃられたように、規則に保証人の要件を満たさなくなった場合の要件が記

載されておるわけですけれども、その規則の中ででは、あくまでも入居者から保証人の

変更申請書を提出してもらうということに実はなっております。そうした意味では、我

々も入居の申し込みの段階では、書面をもってその旨をお知らせはしているところなの

ですけれども、どうしても年数がたつにつれて、その分は入居者の方も当然お忘れにな

る場合もあろうかと思います。

我々としては、変更を待っているだけでは当然、実際転出されたとか、お亡くなりに

なられたと、そういった部分がやはり入居者の方から申し出がない限りは、今のところ

確認取れてないといったような状況にはございます。そういった意味では、決して今ま

でこの規定を軽く見ていたわけではないのですけれども、結果として確認が取れてない

という現在の状況に至っているということは事実であります。

今後においては、年に１度、入居者の方がその年の所得の申し出に窓口に来る、必ず

来ます。その際には、確認を促すといったような事務を今後行っていくとか、さらには

文書をもってまめにお知らせするといった中で、きちんとした運用を図ってまいりたい

と考えております。

●議長（堀議員） ６番、佐藤議員。



- 85 -

●佐藤議員 この町長の答弁にありました入居者世帯全ての家賃完納を目指す上で保証人

は必要であると本当に考えているのであれば、今の言った、これはきちんとしないとそ

ういうことになりませんよ、答えと。町長はそういうふうに答弁して、なるほどなと。

そうしたら、これを補完する意味での、施行規則の８条２項がきちんと守られているの

かといったら、守れていなかったら、町長が言った負担の公平から保証人は必要だったっ

て、それなってないかもしれません。だって、いなくなった人もいるし、亡くなった人

もいるし。90歳の入居者で、90歳の人が保証人になって、保証動機はあるのですか、そ

れでも。

これ、たまたま出たから言いますけれども、今314世帯です。町営住宅に入居されてい

る方が。そのうち、60歳未満の入居者が117世帯。60歳以上、197世帯。ですから入居者

の60％は、もう既に60歳以上なのです。40歳未満といったら、１割しかいないのです。2

歳から29歳、７世帯。30歳から39歳、26世帯。33世帯しかいないのです。314世帯のうち、

１割です。後はほとんど高齢者です。そして、入居者全体で314で、そしてその入居世帯

に対する保証人の年齢が、すごいですよ。全部で606名についているのです。おおむね２

人ぐらいついているのでしょう。そうすると、314世帯で606名の保証人のうち、60歳か

ら69歳137人、70歳から79歳156人、80歳から89歳93人、90歳以上61人、これ全部足した

ら何人ですか。447名です。606人中74％が、実に60歳以上の保証人です。いや、60歳の

人は、もう保証能力ないとは言いませんけれども、ないとは言いませんけれども、７割

以上が60歳以上の保証人です。だって、90歳以上だって、61人が保証しているのですよ。

実質的に、保証制度と言ったって、まさに形骸化して、なくても同じでしょう。だって、

今までだって、10年間で十数万円の不納欠損処理でしかないのですから。

そういうことを考えれば、その負担の公平から、失礼しました。家賃間のベースの上

で承認は必要であり、言葉で交わすとそういうことになりますけれども、現実にはこう

いう高齢者がついていて、実際に滞納して、お支払いしてくださいといったときにお支

払いができなかったということであればもっと出てくるかもしれませんけれども、一応

形上ついていますけれども、きちんと入居者が払っているということです、現実には。

ですから、保証人制度なんて必要ないのではないですか。しかも民法改正で５年間、10

年間、まあ10年間滞納して、公住に入っていいよと町長は許可しないかもしれませんけ

れども、仮に何年滞納しても家賃の請求はできないわけですから。全て３年分、５年分

と遡れないわけですから。いわゆる極度額の問題で。そうすれば、現実に保証人をつけ

て入居しなければならないということには、必ずしもしなくてもきちんと機能、要する

に保全はできる方法はあるのではないでしょうか。私は、そのように考えますし、現実

に機能していない施行規則であっても、不納欠損処理されたという事例も余り少ないわ

けですから、それらをきちんとして、例えば今、最初に言った高齢者とか、あるいは高

齢世帯が入居する例が多いのです。そうしたら、厚岸にいない人は保証人になれないの

ですから、立派な息子が釧路にいて社長をやっていても、厚岸にいないから保証人にな

れないでしょう。厚岸に在住していないのだから。だから、そういうことであれば、保

証人をつけて町内にって。ましてや高齢者なんて、私が90になって、若い課長に、うち

隣だから、昔の古い付き合いあるから、俺公住に入るから、課長、保証人になってやっ

てとは、ならんでしょう、それは。だから、現実には、機能していないのですから、こ
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れはきちんとしましょう、町長、本当に。そして、そのことによって、高齢者であって

も保証人がいないために公住に入居できないとか、そういうことが解消されていくわけ

です。それで、きちんと、下手な他人の保証人よりは、地方に、釧路にいてでも息子や

娘や身内であれば、保証人としての判は押してないけれども、実はこれってお父さん入っ

ているし滞納になっているのだと、何とか督促してくれませんかとか、あるいは立替え

いただきませんかとなったときに、それは身内のほうが判こを押さなくたって何とかし

ますよ。これは。だから、そういう方法を考えていけば、必ずしも町内に在住するその

人を保証人につけなくても、僕は、滞納がどんどん増えて大変なことになると。代表監

査委員にも怒られるとかというようなこともないように、僕はやっていけると思うので

す。その点、いかがでしょうか。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えをさせていただきます。

まず、公営住宅入居者の現況をお話をさせていただきたいと思います。

先ほど質問者からお話もありましたとおり314世帯入っているわけでありますが、その

うちの滞納者が21世帯。昨年１年分だけの人が15人おります。それと、入居している人

は、60歳以上の方が199人おるところでございます。連帯保証人の役割といいますのは、

滞納の抑止力、さらにはまた実質的な緊急時の連絡先として考えておるわけであります

が、ここに来て民法が、先ほどお話ししましたとおり、改正されたところであります。

施行は、本年度の４月１日からということでありますが、改めて総務省勧告、国土交通

省通知によりまして、連帯保証人については不要とすべきだというような国からの指示

があったわけであります。私も、全国的にはそれではどうなっているのかということで

調査をさせていただいたところでありますが、連帯保証人と不要、この機会に不要した

いという実態は、大体半々になっておるところでございます。

今、ご質問がありましたとおり、私は、今まではそうでしたけれども、これからは民

法の改正に伴う動きも合わせて、公営住宅における連帯保証人はどうあるべきか検討さ

せていただきたいと思います。ということは、廃止に向かって検討したい、そういうふ

うに考えていますので、ちょっとご理解いただきたいと存じます。

●佐藤議員 分かりました。終わります。

●議長（堀議員） 以上で、佐藤議員の一般質問を終わります。

●議長（堀議員） 次に、１番、竹田議員の一般質問を行います。

１番、竹田議員。

●竹田議員 さきに通告しておきました通告書に従い、質問をさせていただきます。

１番、待機児童解消について。

（１）保育士不足の結果、待機児童が出ることは町民サービスに悪影響となるが、速
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効性の解決策などをどのように考えているのか伺います。

２、障害者手帳等更新用診断書等取得について。

（１）障害の手帳更新に必要な診断書取得費用を助成することはできないのか伺いま

す。

３、河川浚渫について。

（１）尾幌から門静地区にかけての門静幹線明渠排水路、オッポロ川、ホマカイ川下

流、尾幌川において、豪雨によりたびたび国道44号の道路や牧草地や牧場が冠水してい

ます。産業に多大なる損害を与えることになるのでこれらの河川の浚渫工事を求めるが、

町はどのように考えているのか伺います。

以上です。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） １番、竹田議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の待機児童解消について「保育士不足の結果、待機児童が出ることは町民サー

ビスに悪影響となるが、速攻性の解決策など、どのように考えているのか」についてで

ありますが、保育所の入所児童数は、増減はあるものの減少傾向にありますが、入所を

希望する０歳から２歳までの児童は、少しずつ増加している状況にあります。

児童福祉法に基づく、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準では、保育室等の面

積基準、保育士の配置基準等を規定しており、保育士は、０歳児は３人につき１人以上、

満１歳以上満３歳に満たない児童は６人につき１人以上、３歳以上満４歳に満たない児

童は20人につき１人以上、満４歳以上の児童は30人に１人以上の配置が必要となってお

ります。

入所のお申込みをした児童については、年度当初は、児童の年齢に応じた保育士の配

置基準に従って保育士を確保し、全ての児童を受け入れることができていますが、年度

途中において、年齢ごとの保育士の配置基準を超える０歳児、１歳児及び２歳児の入所

希望があった場合には、保育士の確保ができず、やむなく児童を受け入れられないこと

があります。

現在、認可保育所の保育士は正職員が18人、常勤の臨時保育士が５人の合計23人で、

新年度に向け、欠員と退職者補充のため正職員の保育士２人の募集を行いましたが、応

募者数が募集人員に満たない状況であり、常勤の臨時保育士の確保では、さらに難しい

状況となっております。

このため、お尋ねの、速効性のある解決策はありませんが、引き続き、保育士資格を

持ち保育士として勤務していない人の発掘に努めていきたいと考えています。

続いて、２点目の「障害の手帳更新に必要な診断書取得費用を助成できないか」につ

いてでありますが、障害者手帳等の更新に診断書の提出を要するものとして、身体障害

者手帳については、障害認定日等の１年から５年以内の期間において一部の手帳所持者

に実施される再認定の際に、精神障害者保健福祉手帳については、２年ごとの更新の際

と必要となっており、また、一定の精神疾患を有する人の通院医療費を対象とした自立

支援医療の受給者証の更新につきましても、２年ごとに診断書が必要となっております。
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診断書の提出は頻回に必要なものではありませんが、診断書の作成料は医療機関によっ

て異なり、障害の状況によっては、複数の診療科の診断書が必要な場合もあり、障害の

ある人の経済的な負担になっている現況もあります。

このため、診断書取得費用の助成については、障害がある人の経済的な負担の軽減や、

精神疾患を有する人が必要な医療を受けやすくなることへの一助になるものと考えられ

ますので、既に制度化している他市町村の実施状況を調査し、令和２年度に策定予定の

「第６期厚岸町障がい福祉計画」への登載と、助成の実施に向けて検討してまいります。

続いて、３点目の河川浚渫について「尾幌から門静地区にかけて門静幹線明渠排水路、

オッポロ川、ホマカイ川下流、尾幌川が、豪雨によりたびたび国道44号の道路や牧草地

や牧場を冠水し、産業に多大な損害を与えるため河川の浚渫工事を求めるが、町はどの

ように考えているのか」についてでありますが、河川の維持管理については、日常的な

巡視に加え、大雨時には町内の道路パトロールと同時に河川の状況を確認し、さらには

降雨量や潮位に細心の注意を払うとともに各道路管理者及び河川管理者と情報を共有し

ながら災害対策に備えております。

河川の管理は、流水の正常な機能が維持され、河川環境の整備と保全がされるよう管

理することにより、町民の生命と財産を守ることが重要であります。

今後においても河川の日常的な巡視を行った上で、流木やゴミなどの除去を行うとと

もに、状況に応じ土砂の掘削作業を行いながら、安定した河川の管理に努めてまいりた

いと考えています。

厚岸町は、太平洋沿岸地域であり、河川の流末が厚岸湾・厚岸湖であることから、漁

業関係者の理解が得られなければ河川の浚渫工事を行うことは難しく、現在、北海道に

要望している尾幌川の冠水対策では、釧路町の漁業者や漁業協同組合の理解が得られず、

平成20年度から工事が休止となっている状況にあります。

また、大規模な浚渫工事については、多額の費用と時間を要することに加え、稀少生

物の有無の確認や生態系への影響など、環境にも十分配慮し慎重に検討する必要がある

ことから、長期的な視野で実施の是非について検討を行ってまいります。

以上でございます。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 厚岸の町立病院の医師確保のために医者に払っている医師の給料、それから

看護師に払っている看護師の給料体制です。これは、管内において、釧路市内のお医者

さんも含めて、看護師も含めて、厚岸町においては、高いのか安いのか。平均をちょっ

と教えてください。

●議長（堀議員） 休憩します。

午後１時48分休憩
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午後１時51分再開

●議長（堀議員） 再開します。

病院事務長。

●病院事務長（星川事務長) 医師の給料の部分ということですけれども、具体的なその管

内の状況というのは捉まえてはおりませんけれども、以前に調べた段階では、うちの医

師の給料というのは、他の町と比べては、高いほうではございません。低いほうでもな

いし、高いほうでもなくて、中間よりも若干ちょっと下ぐらいの状況に今はなっている

ということになってございます。

あと、看護師のほうは、看護師の基準のほうには、給料表の基とありますので、管内

の状況から比べると、自治体病院の中でいきますと、そんなに上でもないし下でもない

というふうなことでは捉まえております。

●議長（堀議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 医師給料表というものが厚岸町にはございます。これは一般の

給料表、さらには医療職給料表とは別なもので、医師の給料表というものを定めており

ますが、あくまでも厚岸町の医師の給料につきましては、国家公務員の医療職俸給表で

すね、これに基づいたものとして定めておりまして、決して厚岸町だけ給料面に関して

高く設定しているものではないと認識をしております。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 今、町立病院の事務長が言った、高くも低くもないといった部分、では低い

基準に合わせると、町立病院の経営はどうなっていくのかということは分かるでしょう。

低い基準に合わせない理由というのは何かということを僕は聞きたいのです。

●議長（堀議員） 休憩します。

午後１時53分休憩

午後１時54分再開

●議長（堀議員） 再開します。

病院事務長。

●病院事務長（星川事務長) 先ほど私が申し上げました給料面で高いのか低いのかという

部分でございますけれども、先ほど副町長のほうから申し上げました給料表、医師の給
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料につきましては、国家公務員の給料に基づいてやっておりますので、そこについては

影響というか、大なり小なり不公平はないと考えておりますけれども、私が先ほど申し

上げました給料が高いのか低いのかという部分にしては、給料でなくて給与の面で、諸

手当が含まれておりまして、諸手当をいろいろなものを含めますと、それぞれの自治体

でいろいろな手当制度が設けられておりまして、その中で給与が町立厚岸病院の医師の

給料と他の医療機関の給料の総額とは違っているという意味でございますので、先ほど

私、最初に申し上げたときに、ちょっと言葉足らずで申し訳ございませんでした。そう

いった状況になっております。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 そういう説明してくれると分かったのですよ。２回も３回も聞かないで、議

長に注意されなくてもよかったのですよ。

それで、保育士の確保について、特効薬として、町立病院として医師確保について、

いろいろな給料体制、これ町村で一番低いほうに合わせてしまうと、なかなか医師確保、

看護師の確保が来ない。過去に私の調査の中で、釧路市内から厚岸町に看護師が来てい

る場合もあります。その看護師の話を聞いたときに、厚岸町の給料体制は、釧路市内の

給料体制よりも高いということは、過去に聞いたことがあります。

その事実を申し上げて、さらに質問をしたいのですが、保育士のこの給料体制、この

質問については、給料体制について云々はなかったのですが、特効薬として保育士がい

ない場合、厚岸町に就職したいという気持ちになる、そういったことについては、給料

体制も含めて考えたらどうなのだろうということを最終的に質問したかったのですが、

いかがですか。

●議長（堀議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 先ほども、医師の給料で申し上げましたけれども、あくまでも

私ども町職員の給料というものは、国の、国家公務員の俸給表に基づいて、これに準じ

た形で給料を支払うことになっております。また、支払わなければならないことになっ

ております。ですから、保育士に関しては、一般の職員と同じ給料表を使っております

けれども、これも国の国家公務員の俸給表に準じたものということで、これに準じなけ

れば、逆に国のほうからの指導が来てしまうということになっております。これは、あ

くまでも国に準じた給料にするのは、地方公務員法、法律に基づいた形での措置という

ことでございます。保育士の確保をするために給料を民間の高いところに合わせて給料

表を変えることができれば、それは確保につながるものと考えますけれども、これがで

きないのが実情でございますので、ご理解いただきたいと思います。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 私の質問は、即効性のある解決策なのですけれども、ここにおいては、即効
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性の解決策ということは、今のところないということであります。

先ほど事務長がおっしゃいました上乗せの部分というのは、給料体制の部分について、

上乗せの部分というのは、それも全部決まった中での上乗せの部分というのは、それも

全部数字できちんと決められているものでしたか。

●議長（堀議員） 病院事務長。

●病院事務長（星川事務長) 医師の給料の部分でございますけれども、基本的にはそれぞ

れ条例に基づいて支給してございますので、その条例の中で対応させていただいて、そ

の中で支給をしているということになってございます。（発言する者あり）

すみません。答弁足らずに申し訳ございません。基本的に支給する額の内容につきま

しては、それぞれの自治体でもって、自治体病院の場合に限ってお答えさせていただき

ますけれども、それぞれの自治体で、釧路市であったり私どもであったりということで、

その各自治体の中で決まっておりまして、その条例の中で決めているということで、そ

の額がどの程度までとか、どの範囲までとかというのについては、それぞれの自治体の

範囲で決めているということでございますので、そういった決めの事はないということ

はないということになってございます。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 町立病院がそうであれば、保育士のそういう給料面についてもそういうふう

に考えられないのですか。

●議長（堀議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） これは、医師の業務的な手当というものを支給することができ

るようになっております。これは、恐らく公立病院においてはこういうような手法をそ

れぞれの病院において行っているものと思っておりますけれども、保育士に関しては残

念ながらそういうような業務的な手当というものについては、一般的な手当は一般職と

同様に、寒冷地手当であるとか期末手当であるとかというものはございますけれども、

そういった医師の業務的な手当というものについては保育士に関して、またさらには看

護師にもないということでございます。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 分かりました。今後、この保育士の確保については、特に保育園を、そもそ

も立ち上げた保育園が何で厚岸町にあるのかということをもう一度考えなければならな

い。それは、働く人たちのために、保育することができないために保育園というところ

に預かっているということであります。それは要するに、働く人がいて初めて厚岸町の

経済が成り立っていくということが前提だと思うのです。それを預けることが、預ける
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場所があるのに預けられないという待機児童を作るということ自体が、果たして本当に

いいのかどうなのか。それを考えると、待機児童が、先生がいない、保育士がいないか

らできないのだという理由にはならないと思うのです。では、入れた人と入れない人の

差はどうするのだということになるのです。そこを重く考えないといけないのではない

かということで、今回の質問になったわけです。だから、保育士確保についてのその待

機児童、保育士の確保ができないイコール待機児童ができてしまうというのが厚岸町の

問題であるということ。そこにどう、では特効薬として認めなければならないのか。

これから、人口減少とあらゆるいろいろなことを考えると、町立病院の医師確保につ

いても、看護師についても、特にこの保育士についても、厚岸町役場の職員についても、

大変な時期を迎えることが、これからどんどんと変な意味で進んでいくと思います。特

にこの保育士の問題、看護師の問題、町立病院は町民の命を守るところだと言いながら

も、保育士もいなければ、働く人も働けなくなるのですから。大きくいえば、厚岸町の

ＧＤＰの下落にもつながっていく。そういったことから考えると、保育士についても、

町の条例を変えてまで何かの手当てをしておくべきだ、今から。そういうことを検討し

ていただきたいというのが、私の質問の趣旨であります。どうかその辺を考えて、もう

一度ご返答、お願いいたします。

●議長（堀議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 議員おっしゃられるとおりだと思います。年度中途であったと

しても、そういった保育所に入所ができない児童が出てくるということについては、厚

岸町としても非常に重く受け止めております。まずは、なかなか給料面での待遇、優遇

ということは今法律の中で現状できませんけれども、何とか保育士の確保に向けて、さ

らなる努力をしてまいりたいと考えております。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 ぜひ、よろしくお願いします。

次に、障害者手帳等更新用診断書等取得について。ちょっと長ったらしい質問であり

ますけれども、これについては、令和２年度の策定予定の第６期厚岸町障がい福祉計画

への登載と助成の実施に向けて検討してまいりたいというふうなご答弁でありましたの

で、ぜひお願いしたい。

そこで聞いておきたいのですが、今回のこの障がい者等について、もともとの障害者

の人たちというのは、健者と違って普通に働いて普通の収入を得るということがもとも

とできないということから、障害者に対しての支援策ということが始まったわけであり

ます。

そこで、一つの障害、または二つ、三つというふうに障害を持っている方もたくさん

いるように、今回の障害者手帳の所持者の資料をいただきましたが、合計で513人という

数の人たちが厚岸町のいるということを改めてこの数字を見て、違った意味でちょっと

悲痛になりながら思っていたわけです。この人たちのために、助成の実施に向けて検討
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していただけるということでありますけれども、そこでやはりここにはお金というもの

がかかってくるのですけれども、おおよそでいいのですけれども、今回のこの実施をす

るに当たっての厚岸町との金額、助成しようとする金額がもし分かればお教えいただき

たいと思いますが、いかがですか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） この診断書の費用で、更新に当たってということでござい

ます。

それで、先ほど議員おっしゃられた五百幾つという人数につきましては、身体障害者

手帳の受給されている方と。ただ、身体障害者手帳の受給されている方は、一度その障

害が認定されますとずっと、その障害というのはほぼほぼ変わらないので、それを更新

というケースというのは余りないのです。今、五百何人のうちの更新手続が必要な人数

といいますと、再認定の必要な人数は９人ということになります。

それから、自立支援医療の関係で更新の手続が必要な方というのは80人、それから精

神障害者手帳の部分では51人ということで、ただ自立支援医療と精神障害者手帳の受給

者の方というのは、重複している部分が42人おりますので、そうしますと今のを足すと140

人なのですけれども、重複されている方42人とうちのほうで押さえております。そうし

ますと、更新の手続が必要な方というのは98人くらいかなと押さえています。今度は、

その方たちが更新する際に、診断料なのですけれども、診断料がこれまた2,200円から

5,500円という中で、それぞれの医療機関で違うものですから、ちょっと一律に言えない

部分はあるのですけれども、大体その98人に4,000円掛けると39万円くらいということで、

ちょっとその金額等について、もう少しいろいろな町の状況も調べさせていただきなが

ら検討していきたいと思っております。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 そうですね、１人で診断書が二つも三つもいる人もいれば、一つで済む人も

いる。その診断書の病気の、障害者の程度といいますか、それと受けている障害の名前

というのでしょうか、それによって金額が違う。ですから、二つ、三つ受けている人は

１万円以上にもなるという話は聞いてます。それだけの金額が厚岸町として今後必要な

財政資金となっていくわけですよね。その辺をよろしくお願いしたいと思います。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 令和２年度に計画策定が予定しておりますので、その中で

検討して、実施に向けていきたいと思っております。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。
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●竹田議員 よろしくお願いします。

次に、３点の河川浚渫についてなのです。今日もたまたまこの浚渫の話に一般質問と

重なりまして、今現在、上尾幌のセブンイレブンからの44号線の門静までの間、通行止

めになっているような状況ですけれども、今解除になったのかどうなのか分かりません

けれども、たまたまこういう質問の時期にこの事態が重なってしまっている状況なので

すけれども、もともと私が言っている場所というのは、今々始まったばかりではなく、

過去にもこの浚渫の話をした、質問をしたことがあります。過去に50年以上浚渫を行っ

ていない。そして、初めての浚渫が今から97年前と聞いております。それが正しいかど

うかについては、別に質問をしているわけではないので、そこはお答えはしていただか

なくてもいいのですが、町長の質問に対する答弁もありましたけれども、漁業者の反対

があって、なかなか前に進まないというのは、これはもう厚岸町だけでなくて全国的に

反対者がいる。それはもう、漁業者だけではなくて、この答弁にもありました。いろい

ろな生物体がいるので生物に悪影響を与えないようにとか、いろいろな配慮しなければ

ならないことについて浚渫がなかなかできないというのが、この答弁のとおりだと私は

理解しております。

このことについては、私も質問をする前から、実はわかっておりました、難しい話は。

それでもあえて質問したのは、今回のこの道路の冠水、そして牧草地の冠水、これらに

ついては、もともと厚岸農協というのがあった時点で、あそこを国の草地改良で入った。

そしてその後に冠水するからといって、また２度にわたって明渠の排水関係をまた工事

をしてます。それでも間に合わなくて、結局は草地が冠水をする。たびたびそういう事

件が起きています。さらにまた、この近年、大雪、大雨、そして災害という、ゲリラと

かということで、非常にその１回に降る量が物すごい多いということから、冠水するこ

とがもう何十年も遡ったときから考えると、最近頻繁に起きている。昔はもっと、10年、20

年、30年に１度だったのが、本当にここの数年で何回もあるという事件が、地球温暖化

なのか何かは分かりませんけれども、特定した理由は分かりませんけれども、多いのは

事実。そのことで、冠水対策として尾幌、糸魚沢の高速道路というふうに話はなっていっ

た。がしかし、来年、再来年、高速道路がすぐできるわけではない。いつ完成、いつ着

工、これも見通しのつかない。やるよという話だけで、完成はまだまだ、建設課の課長

が生きている間に実現するのかしないのかというくらい遠い話ではないのか。その間に、

いろいろなことを考えると、この問題については、やはり高速道路だけで解決するもの

ではないと考えていかなければならない。その考え方の共通点があるのかどうなのか、

そこをまずお聞きしたいと思います。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） 高速道路と浚渫の関係でありますが、この関係はございません。高

速道路は高速道路、それから浚渫は浚渫という課題でございまして、ですから何年後に

できるできないは別にいたしましても関係ございませんので、ご理解いただきたいと思

います。
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●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 ちょっとすみません。そういう意味で聞いたのではなくて、私の思っている

浚渫も高速道路も関連性があって、その意は一緒ですかということではなくて、こうい

う事態が起きていることを解決しなければならない、浚渫に対しても。その意図につい

ては、同じ共通点の気持ちがありますかということを聞いているのです。高速道路と浚

渫の問題は一緒ですかということを聞いているのではないのです。高速道路は高速道路

として、浚渫は浚渫として考えなければならないですかということなのです。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） この問題につきましては、高速44号の関係かなと思いますが、これ

はあくまでも国道であります。河川のほうは、道が浚渫をするということでございまし

て、そういう意味で何度も端的に言って、小師牧場も含め、また牧草地も含めて、いろ

いろとその対応をすべき河川改修と浚渫をお願いしておったわけでありますが、結果的

にはやはり、何といっても地元の漁組が反対しているということでございまして、なか

なかできない。そこでそれではどういう手があるのかということで、あの牧場といろい

ろと相談した結果、とりあえず避難所を造ってもらいたいということで避難所を造った

経緯はございます。そういうことで、いろいろと手を打ってるわけでありますが、今日

の雨でも情報入っておりますが、そういう点を考えると早急に。相手は昆布森漁業協同

組合ではありますが、あくまでも厚岸の課題として、これは解決していかなければなら

ない事由ということで、もう何度も関係者に要請をし、そして行って、やるという方向、

一時的にありました。ありましたけれども、相変わらず漁組が反対をしたという関係が

ありますので、この点は大きな難題ということでご理解いただければと思います。しか

しながら、この問題についてはさらに進めていきたい。要請していきたい。そういうふ

うに考えておりますので、ご理解いただきたいと存じます。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 あと何分ありますか。

●議長（堀議員） あと23分です。

●竹田議員 もうちょっとで終わります。この川の浚渫については、私が言っている馬の

問題を決して触れているわけではないです。44号線、上尾幌から門静の間の冠水して、

牧草地が要するに冠水してしまう。あそこの地域というのは、今、現実的に農業委員会

も知ってますけれども、草は刈ってないです。一部です、本当の一部。ちょっと高いと

ころだけ。そこの部分だけなのです。ということは、あそこの何百ヘクタールあるか分

かりませんけれども、あれの上尾幌のセブンイレブンから門静の跨線橋というのですか、

線路の渡る。あそこまでの距離約5.8キロから６キロ近くあります。あの間で、どれだけ
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の草が収穫できるのかという話なのです。これはどのぐらい牧草地の草、牛が食べれる

直接の草、どのぐらい刈られていますか。

●議長（堀議員） 水産農政課長。

●水産農政課長（川越課長） 大変申し訳ございません。今、その部分の細かい収量につ

いては、申し訳ございません。持ち合わせてございません。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 ざっくりでいいです。ほぼほぼ草地の総体から考えると、何百分の一くらい

しか取れていないのだろうという認識はありますか。

●議長（堀議員） 水産農政課長。

●水産農政課長（川越課長） この農地につきましては、当然この地域が低い位置にあり

まして、今回のような雪解けと大雨、それ以外の場合でも水はけが悪いというふうに伺っ

ております。ですので、私どもといたしましても、収量についての影響があるものとい

うふうな認識は持ってございます。（発言する者あり）

申し訳ございません。当然、影響があって、収穫量が少なくなっていると考えており

ます。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 町長も言ったとおりで、私も分かっているのです。本当にこの地域は難しい

と考えます。ただ、これは漁業者に対して、今後、どういうことをすれば納得していた

だけるのかという課題になっていくのかなと町長の答弁から察するわけですけれども、

では漁業者だけを納得すればいいのか。果たして永遠的に漁業者はもう納得しないであ

ろうということが永遠に続くということは、これ考えていきたくない。

線路側のほうはほぼ太田農協の管理している土地と聞いています。いまだに牧草地と

しては全く使えない状況であります。やはり産業の活性化を考えて、太田農協がどんど

ん縮小していくということは考えたくないので、やはり牧草地としてちゃんとした機能

を果たす土地に代えていかなければならない。というのは、産業を守る上でも大事なこ

とだと思います。

今後、道とも、いろいろ国の考え方もあるかと思いますが、果たしてこれから日本国

内のことを全部考えたときに、漁業協同組合が反対するからといって河川の工事一切で

きないという形になると、これは日本の経済に対しても非常にマイナスになっていく。

この辺をどうしたらいいのかということになっていくかと思うのですが、町長の考え方

もありますし、町民の要望もありますし、農協としても単独であの土地を、ではかさ上

げして何百兆も使える土地にするかということもなかなかできないということであるの
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で、これからはそういった国の流れ、道の流れ、河川を日本国内で、ではどうしたらい

いのかという大きな問題点にこれはなっていくと思います。その辺をこれからどんなタ

イアップをしていけばいいのかという町長の考え方をもう一度聞いておきたいと思いま

す。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） その前に、あそこの農地なのですが、もう何十年になりましょうか。

国営の開拓パイロット事業というのがありまして、その事業で行ったわけでありますが

うまくいかなかったと。現状であるということでございまして、この開拓パイロット事

業、今なくなりまして、当時としては農協の要請によって行ったという経緯はご承知の

ことと思うわけであります。

また河川の浚渫につきましては、私も重要な事項としていろいろと要望いたしておる

わけでありますが、今後ともまた昆布森魚組と話合いの中で強く要請をして、また理解

を求めるというしかないと、私はそういうふうに思てますので、さらに進めてまいりた

い。そういうふ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（堀議員） よろしいですか。（「はい」の声あり）

●議長（堀議員） 以上で、竹田議員の一般質問を終わります。

●議長（堀議員） 次に、大野議員の一般質問を行います。

10番、大野議員。

●大野議員 さきに通告してありますとおり、次の３点についてお伺いをいたしたいと思

います。

まず最初に、水道事業についてであります。

簡易水道事業区域のうち、太田、片無去地区の水源と水道管の更新が計画されている。

計画内容と進捗状況はどのようになっているのか。

２番目であります。商工業の振興について。

（１）商工業をはじめとした中小企業の経営は、厳しい経営環境に置かれ、以前と比

べてかなり廃業されていると思います。今後、まだ増えると予想されるが、中小企業振

興条例や振興計画で商業・工業・観光等に支援する施策が必要と思う。融資内容や補助

制度の拡充が必要と思うがどうか。また、具体策はあるのか。

三つ目であります。教育の振興についてであります。

町では、翔洋高校に通う生徒への支援としてバス定期券への助成を行っているが、町

外で開催される部活動の大会出場において町有のバスを使用できないのか。

また、町が先頭に立って町内の産業団体などによる翔洋高校を支援・応援する組織を

設置できないか。

この３点について、お伺いしたいと思います。
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よろしくお願いいたします。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） 10番、大野議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の水道事業について「太田・片無去地区の水源と水道管の更新の計画内容と進

捗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、太田片無去地区の水道施

設は、共に昭和50年代前半に建設されたもので、既に40年以上が経過し、老朽化による

施設更新の必要性と、近年の局地的な大雨による水質悪化から、北海道へ道営事業によ

り、水道水源の見直しを含めた整備を要望してきたところであります。

現段階における計画の内容については、計画期間を令和４年度から12年度までとし、

町営牧場事務所から北西約４キロメートルに位置する大別団地内で確認された良質な地

下水を水源として、ここに新たな浄水場を建設して、水道供給を行うこととし、ホマカ

イ川を水源としている太田浄水場とオッポロ川を水源としている片無去浄水場の現有施

設を廃止することとしております。

また、水道管の更新については、大別団地から上尾幌までの区間として大別団地から

町道太田８番通りまでの区間全体で、約41キロメートルを更新することとしております。

現在の進捗状況については、本事業が道営事業で行われる大規模な事業であり、北海

道では、10億円以上の公共事業について、第三者委員会において事前評価を受ける必要

がありますが、現在、北海道において、令和３年度の事業採択に向け、計画内容の整理

が行われている段階と伺っております。

続いて、２点目の商工業の振興について「商工業をはじめとした中小企業の経営は、

厳しい経営環境に置かれ、以前と比べ、かなり廃業されていると思う。今後、まだ増え

ると予想されるが、中小企業振興条例や振興計画で商業・工業・観光等に支援する施策

が必要と思う。融資内容や補助制度の拡充が必要と思うがどうか。また、具体策はある

のか」についてでありますが、中小企業のうち、商業については、人口減少による購買

力の低下、町外への買物客の流出、大型店進出による価格競争の激化、通信販売の普及、

経営者の高齢化の進行や後継者不足などにより、工業については、製造業において、そ

の中核となる水産加工業がサンマの記録的な不漁による原材料の減少などにより、厳し

い経営が続いております。

また、昨年４月から５月にかけて商工会が事業所に行った持続予定年数調査では、102

件中52件が、今後５年から10年の内に廃業を見込んでいるとのことであり、将来を危惧

する結果になっております。

このような状況の中、町では、平成28年３月に策定した「未来創生総合戦略」に基づ

き、中小企業への融資制度を見直すための、商工会、金融機関等による検討会議での意

見や、商工会からの融資制度拡充の要望に応え、翌年４月から「小規模商工業者設備近

代化資金利子補給制度」と「中小企業融資制度」の内容を拡充し、釧路管内で最高の優

遇支援策といたしました。

なお、この効果は、本年度においても続いていて、特に中小企業融資については、拡
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充後、毎年融資件数が25件、融資総額も１億円を超えており、事業所の経営基盤強化に

一定の効果をもたらしているものと考えております。

そこで、ご質問の「融資内容や補助制度の拡充が必要と思うがどうか」についてであ

りますが、さきに申し上げた見直しについては、商工会、金融機関、事業者の意見を十

分踏まえた上で、設備資金、運転資金の限度額をそれぞれ500万円引き上げ、利子の全

額、保証料の２分の１または全額、貸付利率の１％分を補助するといった内容で拡充を

図ったもので、拡充後の期間も短く、また、商工会等からの更なる拡充の要望もない現

状にありますので、現時点において見直しする予定がないことをご理解願います。

なお、今後、関係団体等から要望があった場合には、前回同様、商工会、金融機関等

との協議を踏まえた上で、必要な見直しを図ってまいりたいと考えております。

次に「具体策」についてでありますが、町では、昨年４月から、新たな特産品の開発

と商品化に取り組む業者に対し、補助対象経費の３分の２以内で、100万円を上限とする

「特産品等開発支援制度」を開始し、現在３事業者が特産品の開発に取り組んでいると

ころであります。

また、このほか、改訂後の「中小企業振興計画」に基づき、商工会と連携して、効果

のある取組を順次進めてまいりたいと考えております。

その上で、まずは、商工会や金融機関をはじめ、関係機関・団体等で構成する「アド

バイス・コーディネート機関」の早期設立を考えております。この機関には、中小企業

振興施策として実施する支策や支援ニーズの調整のほか、外貨獲得策、個々の相談者へ

のアドバイスや支援者、専門相談窓口の紹介、各種の申請手続の補助など、必要となる

アドバイスやコーディネートの役割と、事業者の支援ニーズを第三者的な立場で町へ提

言・提案する役割を担っていただくことになります。

農林水産業と商工業者の連携による新商品・新サービスの開発や６次産業化、経営改

革・革新には、多岐にわたる専門知識が必要になることから、経営支援の中核となる商

工会、金融機関に加え、漁業協同組合や農業協同組合のほか、相談内容や支援内容に応

じた専門機関や専門家に参画していただくなど、様々な取組に対応できる仕組みとする

とともに、「中小企業振興計画」を効果的・効率的に推進していくために、「アドバイス

・コーディネート機関」には、中小企業振興施策の進捗状況や成果等の評価・検証によ

る本計画の進捗管理に加えて、必要な制度設計の見直し検討にも関わっていただくこと

としております。

３点目の「教育の振興について」は、教育長から答弁があります。

●議長（堀議員） 教育長。

●教育長（酒井教育長） 私からは、３「教育の振興について」、お答えします。

（１）「町では、翔洋高校に通う生徒への支援としてバス定期への助成を行っているが、

町外で開催される部活動の大会出場において町有のバスを使用できないのか」について

でありますが、翔洋高校では、野球やサッカーをはじめ、部活動の大会出場の際、保護
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者負担で組織する後援会の支援を受けて、釧路からジャンボタクシーを借り上げ、会場

まで移動しております。

教育委員会としては、保護者の教育費負担軽減を図るため、保護者や高校の要望を把

握しながら、町有バス使用について検討してまいりたいと考えております。

次に、「町が先頭に立って町内の産業団体などによる翔洋高校を支援・応援する組織を

設置できないか」についてでありますが、自治体と地元関連団体などが協働で高校を支

援し、地域の人材育成と学力向上などを目指す、先進的な取り組みのあることは承知し

ております。

教育委員会といたしましては、地元、翔洋高校への支援は、教育施策の重要な柱の一

つとして位置づけており、今後、先進的な事例を研究しながら、教育委員会として何が

できるのかを翔洋高校と協議し、検討していきたいと考えておりますので、ご理解願い

ます。

●議長（堀議員） 黙禱のため、休憩いたします。そのまま休憩に入ります。

再開は午後３時20分といたします。

午後２時40分休憩

午後３時20分再開

●議長（堀議員） 本会議を再開します。

ここで、あらかじめ会議時間の延長を行います。本日の会議時間は、本日の議事日程

が終了するまで、あらかじめ会議時間の延長を行います。

●議長（堀議員） 10番、大野議員の一般質問、再質問から続けてまいります。

10番、大野議員。

●大野議員 先ほど答弁をもらいましたけれども、１項目めから再質問をさせていただき

たいと思います。

簡水の水道管と水源地の更新の中身は分かりました。道に申請をして、道営事業で令

和３年度の事業採択に向けて今は待っている状態なのかなと思うのですけれども、本体

工事はその次の年の令和４年から12年まで９年間、おおむね10年かけてやるということ

なので、これ、本管といったらいいのか給水管といったらいいのか分からないのですけ

れども、その工事と畜舎まで引っ張っている、みんなが個人負担して引っ張っている水

道管も、これももうやはり40年以上たっているので更新対象になるのでしょうか。その

辺、ちょっとお聞きしたいと思います。

●議長（堀議員） 水道課長。
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●水道課長（髙瀬課長） お答えします。

給水管については個人管でありますので、新しい管路が埋設されたときのつなぎ替え

はします。ですが、住宅から給水、分水までですけれども、その部分については個人の

管になりますので、つなぎ替えは今回の工事で施工するようになりますが、住宅から今

の古い管は、個人がもし古いということであれば取り替えていただいてもよろしいのか

なと思いますが、そこは個人管でありますので、個人負担となると思います。

●議長（堀議員） 10番、大野議員。

●大野議員 個人の自由に任せるということだとは思うのですけれども、一番最初設置し

たときは、もちろん給水管ないものですから全部畜舎までつないでいて、たしか総額の

プール計算でやったのですけれども、今回は個人個人に任せるよと。耐用年数は本管と

同じぐらいあるのかどうか私は分からないですけれども、なるべくならやはり更新した

ほうがいいと思うのですけれども。その後、だって何十年も使うわけですから、多分。

相当なお金も距離によってかかるのだろうとは思うのですけれども、その辺、町はどう

いうふうな、推奨するのか、それともやらなくてもいいですよ、個人に任せますよとす

るのか。うちはやって、またといったら、次の年漏水とか管破裂したとか分からないけ

れども、そういう事故が起きて、いや、あのときやればよかったなとかと思うのか、ちょっ

とそういう見解というか、その周知の仕方というか、どう思っているのかちょっとお聞

きしたいなと思って。

●議長（堀議員） 水道課長。

●水道課長（髙瀬課長） お答えします。

一般的に給水管といわれる管の標準対応年数なのですが、一般的に40年と言われてお

ります。ただしかし、昔の管は一般管と言いまして、今の管は二層構造になっておりま

すので、昔の一般管、古い管であれば、黒いパイプ１本だけでいってますので、非常に

ちょっとやぶれやすい構造、老朽化をするとやぶれやすい構造になっておりますので、

できればその更新の際に取り替えたほうがよろしいかとは考えますが、やはり住宅から

その距離が100メーターも200メーターもあるというところもあると思いますので、その

部分を全部取り替えるという旨には、お金が、費用がかなりかかると思いますので、近

くなれば相談はさせていただきたいとは思います。いついつぐらいにここ来ますからと

いうアナウンスはかけたいと思っております。

●議長（堀議員） 10番、大野議員。

●大野議員 中身は分かりました。最近、畜舎とか建てた人は、当然水道管新しく引っ張

ているとは思うのですけれども、そういう人は更新の必要はない。管の工事実際にやっ

て、家の近くまで本管行きますよね。そのときに交換したほういいよと言われて、すぐ

できる人とできない人いるかもしれませんけれども、それからでも遅くはないとは思う
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のですけれども、やはりちゃんとした専門業者見て、これ一層の管だよ、二層の管だよ

と多分分かるはずですから、そのときでも各個人の農家さんに、これ何年ももちません

よだとか一声かけていただいて、交換を推奨するというか、この管はまだまだもちます

よとか、ちょっと声をかけていただければ、急いでそのときに一緒に工事をしないで、

うちは後からでもいいわと、多額な費用、その年に捻出しなくてもよくなるので、そう

いったやはり一声というのが大事なのかなと思うので、周知をしていただきたいと思い

ます。

まだこれ始まってないので、それ以上のことは言いませんけれども、そういった各農

家さんに対応していただきたいのと、この事業も５年、10年たったら農家戸数も減って

いく可能性もありますので、やはり１戸でも多いほうが、供給世帯数が多いほうが道営

事業でも多分補助金の額が変わってくると思うので、できることなら速やかにやってい

ただきたいと思います。当然、そういった周知をお願いしたいと思います。どうですか。

●議長（堀議員） 水道課長。

●水道課長（髙瀬課長） お答えします。

我々、例えばリフォームだとかの際には、新しく引き直してくださいというアナウン

スはかけて、これまでも来ております。言われたとおり、採択になって近くなればそう

いうアナウンスを逐次かけていきたいと思います。

●議長（堀議員） 10番、大野議員。

●大野議員 それともいう１点。今までの水道管の埋設地帯、畑のど真ん中とか走ってま

すよね。今度新設するときは、多分道路の際とか道路用地内を、その後管理しやすいよ

うに多分いくとは思うのですけれども、畑の中のやつはやはり掘り起こさないと、あれ

産業廃棄物か何かの対象なのでしょう。それもこれ、事業費の中にちゃんと含まれるの

ですよね。

●議長（堀議員） 水道課長。

●水道課長（髙瀬課長） お答えします。

既存の管に関しては撤去の予定で、これも事業費の中に含んでおります。

●議長（堀議員） 10番、大野議員。

●大野議員 分かりました。次に移らさせていただきたいと思います。

中小、商工業の振興についてでありますけれども、中身は答弁のとおりだとは思いま

す。やはり特に商業関係ですよね、個人の店舗がどんどん減少していっているというの

が、街中で、もうシャッター閉まったまま。すごく目に着くなという気はします。

また、工業についてはそんなに、昨年、一昨年からずっとサンマの不漁で経営自体は
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大変厳しいものがあるのだなとは推測しますけれども、みんな何とかいろいろ工夫しな

がら、経営努力しながらやっているという、そういうふうに感じられますけれども、本

当に商店、それと特に飲食店です。高齢化と。商店だと大型店舗がやはり大半の売り上

げを閉めてしまうので、個人ではなかなか売れない。それと仕入れも難しいという問題

もあって、後継者もいなくて辞めてしまうと。さらにはこのアンケート取ったら、10年

後には、10年以内にはますます減っていくというようなアンケートあるので、ただ厚岸

町は意外と店舗兼住宅という店が多いですよね。店舗だけだと、誰か若い人で、私起業

して、ここ借りるなり、売払ってもらって買い取ってやるということができるのでしょ

うけれども、なかなかそういったことも難しい状況かなとは思うのです。

私、何が言いたいのかと言ったら、やはり若い人に起業していただきたい。そのため

に、苫小牧市とか何かやっている、町でお金を何百万か出して、町の活性化のために１

店舗でも多く店を開いていただきたいという、そんな思いで厚岸町、昔は本当に飲食店

いっぱいあったのに、今は本当に数えるだけしかないとは、すごく山から下りてきて思

うのです。これから、国定公園化に向けて観光にも力を入れて集客しようとしていると

きに、コンキリエはそこそこお客さん入ってもらってますけれども、ではほかの店はい

いのかとなってしまいますし、そういったやはり町も町中のことを考えて、若い人にや

る気を持っていただきたい。そういう条件整備をしていただきたいと思っているのです

けれども、どうお考えでしょうか。

●議長（堀議員） 観光商工課長。

●観光商工課長（尾張課長） 議員ご質問のとおりだといった状況にございます。若い人

の起業、さらには特に飲食店等の減少も目に見えてきている状況があります。そういっ

た中で、若い人のやる気を出していただくような施策展開といったことでのご質問とい

うことでお答えをさせていただきたいと思います。

厚岸町中小企業振興計画、先ほど町長の答弁のほうでございましたけれども、その中

におきまして、まず取り組まなければならない事項としましては、これは商工会含めた

中で、町内の金融機関や漁業・農業協同組合、さらには中小企業診断士や中小企業の基

盤整備機構、さらには大学など、また場合によっては有識者、専門家など入っていただ

きながら、まずはアドバイス・コーディネート機関というものを作らせていただいて、

これには商工会のほうで中心的にこの組織を立ち上げていただくと。この中で、まずは

この創業希望者、起業希望者等を一元的にこの組織の中で相談を受けながら、起業に向

けてのどのような制度があるのか、さらにはいろいろな研修の機会を通しながら、起業

に向けての相談支援を行っていただく。さらには、既存の事業者、事業所におきまして

も事業承継、さらには技術移転といった中で、企業を超えた中での技術の継続されるよ

うな仕組み、さらには企業種の業態移転といった中で、小売業から外食のほうに移ると

かいった取組など、あらゆる中でその可能性につきまして、この機関のほうでまずはい

ろいろ抱えられているそれぞれの事業者の実態を把握されていただきながら、個々のそ

の事業者にあった中での今後の取組について一元的に行っていただくと。この組織をま

ずは立ち上げさせていただきたいと考えております。その上で、関連するいろいろな制
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度、今、国等でも行ている制度もございますし、北海道の中小企業総合支援センターと

いうところがございますが、こういった中でも今言いましたような創業に当たっての事

業相談、さらには事業継承といった状況もありますし、こういった組織を通しながら次

につなげていきながら厚岸町の商工業者が頑張っていただくと。さらには、若い人方が

魅力をもって事業に取り組んでいただくといった取組に進めていきたいというふうに考

えております。まずは、この中小企業振興計画に基づく中でのこのアドバイスコーディ

ネーター組織を、まずは機関を立ち上げさせていただきたいと考えております。

●議長（堀議員） 10番、大野議員。

●大野議員 ただいまの答弁で分かったのですけれども、この中小企業振興計画によるア

ドバイス・コーディネート機関、これはいつ頃、もう今年度からさっそく計画して、い

つなのか分からないのですけれども、これいつ頃立ち上げるというか。関係機関も集まっ

て協議、何回も多分協議をしなければならないと思うのですけれども、これいつ頃あれ

するのですか。

●議長（堀議員） 観光商工課長。

●観光商工課長（尾張課長） まず、この計画につきましては、令和２年４月からのスター

トにさせていただいております。現在もこの策定に当たりましては、それぞれ商工会を

はじめ、産業団体、さらには商業・農業の専門機関等も入っていただいておりますけれ

ども、４月以降の早い段階で、まずは商工会との協議を重ねながら、それぞれの組織等

とのやり取りがあろうかと思います。我々としては一日も早い設立をお願いしながら、

町としてできることにつきましても一緒になって、まずはこの設立に向けて行っていき

たいと考えております。

なかなかこの記述する部分につきましては、それぞれの組織がありますので、まずは

この計画をご理解いただきながら、構成に入っていただく組織、場合によってはそれぞ

れのケースによって入っていただく専門家等もいらっしゃいますけれども、まずはこの

設立に当たってのそれぞれの組織、団体等にお声がけをさせていただきながら、早期の

設立に向けて厚岸町商工会とともに体制を組んでいきたいと考えておりますので、ご理

解願います。

●議長（堀議員） 10番、大野議員。

●大野議員 これからのことは分かりました。近々の課題として、ただいまの新型コロナ

ウイルスで多分商店街とかいろいろ本当に売上げ減少して、もちろん飲食店におかれて

も、まず行くなという要請ありますので、本当に大変な経営危機に陥っているのではな

かろうかなと、そういった相談等々も今すぐに出てくるのかどうか分からないのですけ

れども、やはり町、商工会を通じていろいろ窓口になるのだろうとは思うのですけれど

も、そういった相談窓口を町もちゃんと開いて聞いてあげて、金融機関から融資受けた
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ら、もちろん金利を補塡する制度等々もあると思うのですけれども、そういった厚岸町

の本当に町の活性化につながることなので、やはりそういった親身な対応をしていただ

きたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。

●議長（堀議員） 観光商工課長。

●観光商工課長（尾張課長） 新型コロナウイルス関連におきます中での影響というのは、

町長も一般質問等でも答弁させていただいているとおりではございますけれども、我々

観光商工課としましても、商工会、事務局との連携を取らせていただきながら、２回に

わたりますそれぞれの会員さんのほうにファックス、または文書等通した中でのアンケー

ト調査をさせていただいております。特に、２回目に行いました３月５日現在、３時時

点での調査ということで、272件の会員さんのほうに、会員数がありますけれども、直接

ちょっと調査票のほうにつきまして配付したのは265名ということで全体の97.2％でござ

いますけれども、そのうち92件の回答をいただいております。調査数としましては、34.72

％ということで、通常の調査等のほうにおきましてはかなり低い状況でございますけれ

ども、危機感を持った中での回答をいただいているという実態もここに出ております。

そういった中では、やはり喫緊の中で、特に飲食店等の問題もそうですけれども、そ

れぞれの業種においての課題、影響といったものが今、いろいろと出されてきておりま

す。それもまた、日々の中で、いろいろな状況が、影響が増えてきているといったこと

でございますけれども、こういった状況を商工会含めまして厚岸町を発掘させていただ

きながら、厚岸町としましても、今、国、北海道等とのこのコロナ対策に関するホーム

ページの立ち上げになっておりますけれども、厚岸町としましてもそれら連動させるよ

うな形のホームページのほうも立ち上げさせていただいております。また、個別の状況

でもっての観光商工課へのこういったご相談も受けるような形を取っていきたいという

ふうに考えておりますし、もちろん商工会のほうにも相談のほうは現在入っている。い

ろいろな状況でご相談がいっていると伺っております。

さらには金融機関にも、２行にもいろいろとお聞きしておりますけれども、全体的に20

件以上の中で各業種のほうからのご相談等も受けているという実態も把握しております

ので、金融機関、商工会含めまして関係機関と連携しながら、これから具体的には国の

ほうからは昨日段階でのいろいろな拡充の部分の対策部分は出てきておりますけれども、

具体的なものについてはまだお示しされてはおりません。そういったものと連動しなが

ら正確な情報を出させていただき、また町も場合によってはそういった機関と連携する

仲立ちも商工会と同様な中でさせていただくことも、これはあくまでも企業の方が、事

業者のほうが理解いただければそういった中で一緒に対策に取り組んでいきたいと考え

ておりますので、ご理解願います。

●議長（堀議員） 10番、大野議員。

●大野議員 ただいま答弁いただいて、この本当に今の新型コロナウイルスの問題、これ

いつ収束するのか。これ長期化すればするほど、本当に深刻な問題になってきますので、
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やはり各金融機関、商工会、各産業団体等と本当に連携して、きちんとした把握、それ

と情報は入ってくるのでしょうけれども、町として最善の努力というか、それをやって

いただきたい。中小企業の振興のために中小企業しっかりと守っていただきたいと思い

ます。

答弁はいいです。今言われたとおりなので。

次に入らせていただきたいと思います。翔洋高校の教育振興の問題なのですけれども、

答弁では大変、まずは部活動の送迎、町有バスの使用については検討していきたいと、

前向きなお言葉をいただいたので。スポーツ課としても昨日一般会計等々でバスを購入

して送迎、小学生の少年団活動に役立てるといったのもあるので、空き具合を見てやれ

るところから進めていただきたい。本当は翔洋高校、道立高校でありますから、本当は

道がやるべきことなのですけれども、道もなかなか予算がなくて、全然動いてくれない

といったところで、教員が言っても多分そう簡単には予算つくようなものではないし、

私も翔洋高校のグラウンド整備で北海道に言ったことあるのですけれども、お金がなく

て地元企業で社会貢献でやってもらえと言われたので、今、地元の企業にやってもらっ

ているのですけれども、なかなか、お金ないと言われては、どこの公共団体もお金ない

ので、緩くないのですけれども、やはり近隣緒町村でも標茶町も標茶高校あります。や

はり町有バスで送迎していただいている。そういった例もあるので、これは多分前向き

な回答だと思うので、しっかりと高校と連携を取ってやっていただきたいと思うのです

けれども、どうか伺います。

●議長（堀議員） 管理課長。

●教委管理課長（真里谷課長） 教育の振興、翔洋高校の支援ということでお答えさせて

いただきます。

翔洋高校の支援につきましては、教育施策の重要な柱の一つということで教育委員会

考えているところでございまして、ご質問にあるとおり、バスの定期の助成を行ってい

るところでございます。これらと同様に、今、提案のございました町有のバスの使用に

つきましても、今議員さん言われましたスポーツバスの使用またはスクールバスの使用

等、可能な限りこの辺、翔洋高校の要望または保護者の要望を受けながら、今後検討し

てまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

●議長（堀議員） 10番、大野議員。

●大野議員 本当に厚岸町には高校生に対してバスの定期券助成、もうこれ400万円を超え

る金額を助成していただいておると思うのですけれども、年々やはり翔洋高校、生徒数

が少なく、もちろん入学する生徒が少ない。今現在、多分、３年生卒業しているのであ

れなのですけれども、前年度174名か５名いたのが、今年の入試後の願書を見たら36名し

かいない。今年の計画はたしか145名程度だったと思うのですけれども、やはり30人ぐら

い減ってしまう。そうすると、ＰＴＡ会費とか体育文化後援会費を納入するにしても、

毎年のように値上げをせざるを得なくなっていく。そうすると、確かに高校授業料無償
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化になりますけれども、やはり父母の負担が多くなる。ましてや部活動をやっていると、

それに対する遠征費だ、何だかんだと毎月のようにお金が出ていく状況なので、今、子

ども・子育て支援、日本全国挙げてみんなで子供を子育てをしようという考えになって

ますので、高校生の生徒も自治体も、今はもう本当に積極的な回答をいただいたので申

し分ないのですけれども、そういったことからやはり町も支援をしていくべきと。管理

課長今おっしゃったとおりだと思うのです。それで、町有バス、スクールバスを時間を

見図りながら、空いているならできる限り対応していきたいという答えなので、本当に

ありがたいなと思っております。

次に移りたいと思います。この翔洋高校を支える組織を町が先頭に立って立ち上げて

いただきたいというお願いなのですけれども、白糠町、それと弟子屈町は、今年から何

か後援、塾等々をやるというお話を伺いました。それと阿寒高校はバス定期の助成をし

ていると。標津高校は、これも協議会か何か立ち上げて支援しているというお話を聞い

たので、やはりこれも父母軽減対策の一つとして、これも本当に、本当は北海道がやる

べきことなのですけれども、白糠町は本当に白糠高校教育振興協議会というのを立ち上

げていて、町長以下構成員になっていて、何か高校へのタブレットの助成とか、いっぱ

いそういう高校の教育の振興に支援しているというのを耳にしたのですけれども、厚岸

町もそういった、当然高校卒業してから地元に残る人、進学で道内、道外出てしまう人

もおりますけれども、私、この産業団体を含めてと言ったのは、ここの翔洋高校は海洋

資源科、漁業の後継者になり得る人も通ってますし、各中小企業で就職で採用する人も

おります。それで、漁協、農協とかいろいろそういう団体も含めて少しずつでも支援し

ていただいて、町もかなりのお金を出してそういったのを立ち上げて、全面的にバック

アップできないものかなと思っているのですけれども、教育委員会等々の考えはどうな

のでしょうか。お聞きしたいと思います。

●議長（堀議員） 教育長。

●教育長（酒井教育長） 翔洋高校への支援ということでいきますと、教育行政の執行方

針の中でも明確に位置づけております。ただ、私思うのは、今までどちらかというと支

援、支援という言い方が表に出ていたかなと。ちょっと振り返って、立ち止まって考え

てみました。翔洋高校への支援、これはもう、もちろんやっていきたいと思っています

し、一方では、翔洋高校の教育内容であったり、あるいは卒業した人材であったり、そ

ういった方々が逆に今度は町に何らかの形で還元していただく。ですから、支援、支援

と、今まで余りにも支援ばかり強調、前に出し過ぎていたかなと実は思っていまして、

支援と同時にどうやって翔洋高校の生徒や教育内容、活動を町に還元していただくか、

こういったことを、もうちょっと抜本的に総合的に考えて、それを動かしていく、そう

いった原動力となる組織というのは、やはり今後必要になってくるのかなと、そう考え

ております。議員さんご質問の中の二つ目にございますように、これから、まだこのこ

とについては翔洋高校と具体的に話をしている段階ではございませんので、翔洋高校の

ほうとも協議を深めながら、そういう相互のウィンウィンといいますか、相互の関係を

作れるような組織がつくっていけたらいいな、またそういう方向でぜひ考えていきたい
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なと思ってますので、ご理解願います。

●議長（堀議員） 10番、大野議員。私も同感なのです。やはり厚岸町にいかに若い人を

残すか、また残っていただけるか、そういったことを考えるためには、今教育長言われ

たとおり、町が高校に対して支援して、その卒業生徒が厚岸町に対して、厚岸町に残っ

て一生懸命働いてくれて、何らかの形で恩返しといったら大げさかもしれませんけれど

も、貢献して、自分の生活はもちろん守ることなのですけれども、厚岸に住んでいただ

くというのが何よりの恩返しになるのかなと思っていて、そういった政策を実現してい

ただきたいと思って、こういう質問をさせていただきました。まさに、今、教育長の思

ているとおりなので、ぜひ、高校と連携を取って、また関係機関とか、本当に産業団体

も交えて、数年かけて協議をしていただいて、これからの厚岸、どう持っていくべきか

と考えていただきたいと思ってますので、どうかよろしくお願いいたします。

●議長（堀議員） 教育長。

●教育長（酒井教育長） 実際に、今、学校現場で仕事されている方の中にも、これは小

中学校の学校現場で仕事をされている方の中にも翔洋高校の卒業生がいて、大変今評判

がいい方もいらっしゃいます。また、学校だけではなくて、町のいろいろなところで翔

洋の卒業生が元気で活躍していただいている。その姿を見て、中学生が、小学生があこ

がれを持つ。目標を持つ。そういういい循環が作れるのがベストなのだろうなと思って

いますので、重ね重ねの答弁になりますけれども、ぜひ前向きに考えていきたいと思っ

ております。よろしくお願いします。

●大野議員 いいです。

●議長（堀議員） 以上で、大野議員の一般質問を終わります。

●議長（堀議員） 次に、４番、音喜多議員の一般質問ですが、音喜多議員からは、本日

欠席届が提出されております。４番、音喜多議員は、議場に現在しておりません。した

がって、厚岸町議会会議規則第61条第４項の規定により、４番音喜多議員の一般質問の

通告は、その効力を失いました。

●議長（堀議員） 次に、２番、石澤議員の一般質問を行います。

２番、石澤議員。

●石澤議員 さきに提出した通告書に従って質問いたします。

最初に、国民健康保険税についてです。

国保運営方針で道は、統一保険料率の方向を打ち出していると聞きます。そのことで

厚岸町の保険税額はどう変わっていくのか。加入者負担はどうなっていくのか。

国保税の値下げをし、町民が安心して医療にかかれるようにするのが自治体の本来の
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仕事と考えます。均等割について町独自の軽減制度をつくるべきと思いますがどうです

か。旭川などで行っている子供に対しての均等割軽減対策を検討してはどうですか。

次に、地域おこし協力隊についてです。

町内で活動を始めて３年を迎える隊員も出ています。町で起業する隊員も出てきてい

ますが、支援をどうしていくのか。国からの特別交付税措置があると思いますが。

次に、子育て支援について。

子供の遊び場が少なく、困っている親が町内にもたくさんいます。根室市でも設置が

予定されている小型の室内遊園地・屋内遊び場を町でも検討してはどうですか。

４、日米共同訓練についてです。

(1)矢臼別の訓練人員、内容など一切秘密にして行われました。町民の安心、安全にとって

肝心の情報を一切隠されたままでの訓練に対して町としてどう対応したのか。抗議及び

中止を求めるべきだったと思いますがどうですか。

これで、１回目の質問を終わります。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） ２番、石澤議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の国民健康保険税についてのうち、（１）の「国保運営方針で道は、統一保険料

率の方向を打ち出していると聞くが、厚岸町の保険税額はどう変わっていくのか、加入

者負担はどうなるのか」についてでありますが、現在、北海道では、「北海道国民健康保

険運営方針」について道内の被保険者が医療費を公平に負担する観点から、道内どこに

住んでも同じ負担となるよう、他の医療保険と同様に、医療費水準や収納率の差に影響

されない保険料率の統一に向けて、目指す姿や課題を明文化する見直しを行っていると

のことであります。

厚岸町は、毎年度北海道が市町村ごとに示す標準保険料率を基に保険税率と税額を決

定することとし、道内全市町村の保険料率が統一されたときに、現在の保険税率と税額

が大きく増減することがないよう対応を取ってきておりますが、保険税率と税額につい

ては、毎年度、保険給付費の状況のほか、被保険者の属する世帯の所得や被保険者数の

状況によって変わります。

次に、（２）の「均等割について町独自軽減制度として、子供に対しての均等割軽減対

策を検討してはどうか」についてでありますが、子供に対しての均等割軽減対策につい

ては、全国知事会や全国市長会、北海道国民健康保険団体連合会から国に対して、子育

て世代の負担軽減を図るため、国保における子供に係る均等割額の軽減措置等の制度を、

国の財政負担により創設することを要請しているところであります。

また、以前にも「子供の均等割の減免を考えられないか」との一般質問をいただいて

おりますが、軽減対策につきましても同様で、北海道としての保険料率の統一化を進め

ていく上で、全ての道内市町村が制度の統一を図っていく必要があることから、厚岸町

単体での軽減対策については考えておりません。

続いて、２点目の地域おこし協力隊について、「活動を始めて３年を迎える隊員も出て

いる。町で起業する隊員が出てきている。国からの特別交付税措置があると思うが、支
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援をどうしていくのか」についてでありますが、本町における隊員は、現在６名が活動

をしており、先月行った年に一度の私と隊員との面談でお話をした中でも、１名が今月

末で任期満了、３名が令和２年度中に任期を満了する予定で、残りの２名については、

引き続き活動していただけると聞いております。

このうち任期満了の予定である４名の今後については、１名については現段階では未

定でありますが、残りの３名については町内で起業をする予定となっております。

ご質問にある「国からの特別交付税措置があると思うが、支援をどうしていくのか」

については、国は、起業等を行う地域おこし協力隊員の起業等に要する経費について、

１人当たり100万円を上限として、特別交付税措置を講じることとしております。

町といたしましては、この制度を活用して、起業等を行う地域おこし協力隊員に対し

て１人当たり100万円を上限に支援行う予定であり、令和２年度予算において、３名の計

上をしているところであります。

続いて、３点目の子育て支援について、「小型の室内遊園地、屋内遊び場を町でも検討

してはどうか」についてでありますが、子供の遊び場については、第６期厚岸町総合計

画の策定過程においても、子育て中の母親などから、「子供の遊べる場所がほしい」との

意見を多くいただいているところであり、そのような意見を踏まえ、新たな総合計画に

おいて「厚岸町の課題」として、「子育て環境の整備」を取り上げており、その必要性に

ついて認識しているところであります。

このような中、先月「みんなのマルシェ実行委員会」により、イべントが開催され、

２日間で町内外から、約1,600人もの親子連れが訪れ、大いに賑わったと伺っております。

私も、このイベントの準備期間中に会場に出向き、実際に遊び場を拝見させていただ

きましたが、率直によいものであると感じたところであります。

ご質問にある、小型の室内遊園地・屋内遊び場の設置につきましては、設置場所や規

模等の細かな町民ニーズの把握はもちろんのこと、維持管理の手法やランニングコスト

なども含め、総合的に判断する必要がありますので、今後の課題として研究と検討をし

てまいりたいと考えております。

続いて、４点目の日米共同訓練について「矢臼別での訓練人員、内容など秘密に行わ

れた。町民の安心、安全にとって肝心の情報を隠されたままでの訓練に対して町として

どう対応したのか、抗議及び中止を求めるべきだったと思うが」についてでありますが、

この度行われた日米共同訓練は、令和２年１月22日から２月８日までの間、北海道大演

習場及び矢臼別演習場等で実施されました。

矢臼別演習場における米海兵隊の訓練に関しましては、北海道と関係４町で構成する

「矢臼別演習場関係機関連絡会議」、「矢臼別演習場関係機関連絡会議幹事会」において、

北海道防衛局に対し、訓練内容の公表について、地域の実情に配慮の上、早期に行うこ

とを強く要望してきたところであります。

また、訓練期間前の12月16日に「矢臼別演習場関係機関連絡会議」及び北海道と訓練

に関係する10市町村から、北海道防衛局長に対して行った要請においても、このことを

強く申し上げたところであり、今後についても、前段でも申し上げたとおり、「矢臼別演

習場関係機関連絡会議」としては、町民の皆さんの安全確保と不安解消が図られるよう、

訓練内容の公開等の確実な実施を強く要請してまいります。
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以上でございます。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 まず最初に、国保のことで質問いたします。

前にも何度も言ってますが、国民健康保険というのは本当に高い、負担の多い保険だ

と思っています。それで、国保といつも並べて比較するのが、会社員等が加入する協会

けんぽの被用者保険と比べるのですけれども、その協会けんぽの場合は、世帯内に子供

がいようが、何人いようが、所得によって算定されるので、子供が増えても保険料が変

わらない。しかし、国保の場合は、子供１人おぎゃあと生まれたら、はい、はい、あな

たから均等割もらいますという、そういう感じで人数で増えていきます。

今、この中で全道で統一に向けて、どこにいても同じ保険料ということなのですが、

やはり住んでいる場所によっては、医療費かかり方も違いますし、保険料のかかり方も

違ってくると思うのですが、2024年度までだらっとならしながらいくと思うのですが、

その時までで統一の保険料というのは、道庁の試算によると1.8倍と言われているのです

けれども、それはどうでしょう。本当ですか。

●議長（堀議員） 町民課長。

●町民課長（布施課長） お答えさせていただきます。

今の1.8倍ですけれども、それはきっとある一定のモデルか何かでやったのかとは思い

ますけれども、そこで必ずしもその1.8とは、やはりケースケースがあります。厚岸町に

おいても、今回の道から示された保険税率に、標準税率ですね、そちらにおきましても

所得の状況でありますとか、被保険者数の人数等ありますので、その1.8というのに必ず

なるとは限りませんし、厚岸のこれからの税率も、今年度はそう示されましたが、これ

からの必要となる医療費ですとか、被保者数によっては、必ずしも上がるとも限りませ

んし、下がるとも言い切れないですし、そちらはそういう状況によって変わっていくと

いうところにあります。

以上です。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 ということは、それほど変わらない場合もあると思っていいのですね。それ

で、旭川とか、それから赤平なんか、赤平市かな、なんかで均等割の軽減措置というの

をやっているのです。旭川の場合は、半額の均等割、子供の均等割の半額の措置をして

います、軽減措置を。赤平市の場合は、今年度から、これはいつかな、去年からかな、

国民健康保険加入者のうち18歳以下の被保険者の均等割額を全額免除し、市独自の子育

て支援策を始めたということになっているのです。ということは、厚岸町でもそういう

ことをやろうと思えばできるということだと思うのですが、その辺の、制度としてだめ

だと言われているのか、それともやはり厚岸町はできないと。町単独ではできないと思っ
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ているのか。その辺はどうなのですか。

●議長（堀議員） 町民課長。

●町民課長（布施課長） お答えさせていただきます。

旭川市のほうの例もありましたけれども、旭川市も５割軽減を一度行って、その後縮小

にするということで、縮小の考えではいるとのことであります。一度３割までは下ろし

ましたけれども、その辺ではまた、その考えは縮小していくという考えであります。

今言いました制度としてできないのかということではありますけれども、必ずしもで

きないということではないと思います。ただし、これから今向かって行こうとする統一

保険税率です、そちらのほうに向かっていくには、町独自としてやるべきではないと考

えております。その制度につきましては、先ほども国のほうに制度としてやっていただ

きたいということで要請をしております。それはやはり、制度としての中で対応するこ

とではないかと考えております。

以上です。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 国は、本来は国がやるべきことで、子育て支援とああいうふうに大きいこと

言っているのですから、しっかり子供の軽減税率くらい何とかせいということなのです

が、それとどうしても国保というのは、リスクが高い人たちが入っているのです。平均

年齢でいくと52.9歳、協会けんぽの場合は37.5歳とか、会社で働いて、勤めて、定年退

職してほっとした、さあ病気になるぞと入ってくるのが国民健康保険と言ったらひどい

かもしれないのですけれども、昔は１次産業の方もたくさんいて、支えていたのですけ

れども、今は低所得者の人が多い国民健康保険ですよね。でも、その中で子育てをして

いる、国民健康保険に入って子育てをしなければならない人たちというのは、やはり低

所得者になりますよね。厚岸町で子育てをするのに、健康保険を払えなくなるというこ

とのことが起きないように、負担が多いということのないようにするために、やはり子

供の部分というのはできないと言うのですが、私、考えてほしいと思うのです。旭川の

場合は、１回３割に減らしましたが、今年から５割に復活しました。それは連絡受けて

います。ですので、やはり子育ての支援をするという意味では、子供１人生まれました、

あなたには保険料、健康保険料かけますよ、それはないと思うのです。道が設置者なの

で、道が本当は均等割、子供の部分でも均等割なくすと言ってくれれば一番いいのです

が、そうもできないのであれば、やはり少しでも、全額とは言いませんが少しでも均等

割の軽減というのは考えてやるべきではないかと思うのですが、どうですか。

●議長（堀議員） 町民課長。

●町民課長（布施課長） 確かに子育て世帯にとっては大変な部分もあるかとは思うので

すけれども、制度としてはちょっと今のところは、やはりこの統一という部分もありま
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すので、そちらのほうで国のほうに要請という形で、制度のほうで、国の支援の制度と

してのほうで要請をして行くというようなことで考えていきたいと思います。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 本当に、制度があるのでということですけれども、制度だけで考えるのでは

なくて、厚岸町の将来のためにも、若い人のためにもやはり均等割というのは、これか

ら考えていっていただきたいと思います。これからも何回か質問させてもらいますので、

その都度考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

それで、次に移ります。地域おこし協力隊なのですが、厚岸に６人の方が今活動して

いるということです。先ほど言いました、よく地域を活性化させるためには、若者、よ

そ者、ばか者という、そういう三つがあるという話がよく出てくるのですが、その中で

若くてよそから来ている方たちが地域おこし協力隊として今活動してくれています。こ

の前、情報館であった活動報告の内容を聞かせていただきましたが、やはりそれなりに

町外から来ている人たちの考え方、それから新しいものを起こしていく考え方というの

を聞きながら、ああ、やはりすごいなと思って聞かせてもらったのですが、その中で、

これは国交特別交付税でそれを措置をするということがあるのですが、厚岸の場合は、

地域協力隊に対しての相談とかアドバイスとか、そういうものを受ける専門の職員の方

というのはいらっしゃるのですか。

●議長（堀議員） 総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） お答えいたします。

地域おこし協力隊員、こちらの窓口は私どもの総合政策課、それを担当する係がふる

さと交流係ということで、そちらのほうには担当者はおります。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 それで、起業するということになって、１人当たり100万円ということなので

すが、この100万円で頑張ってやりなさいということで下りるのでしょうけれども、それ

でやっていける範囲というのは決まってくると思うのです。それで、地域協力隊からの

いろいろな相談、それぞれの部署に入っていたり、配置されていたりしていますが、そ

れを離れて、そして相談する場所でそういう担当場所があるのですね。漁組とかコンキ

リエとかありますよね。それから離れて、地域協力隊のことについてそこで話せる場所、

フランクに話せて、相談できる場所が役場の中にはあるのですか。

●議長（堀議員） 総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） お答えいたします。

地域おこし協力隊員、こちらのほうが任期満了いたしますと、一町民とはなってしま
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いますので、それぞれの活動拠点から離れますと、そういった部分ではそういうふうな

相談というのはそれぞれ活動拠点であったところであればそちらのほうだとか、後もし

あれしたら私どものふるさと交流係とありますので、これがやはり地域おこし協力隊で

なくなったとしても、町外からこうやって厚岸のためにこの町内に残っていただいて、

厚岸に居住して定住していただくとなりますと、そういった中では私どもも答えられる

範囲の中では相談に乗ったりはしております。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 他の地域で聞いた話なのですが、やはり専門にその職員を配置して、そこで

立ち上げて協力隊で入ってきたときから、それから１年、２年、そこ立ち上げていくま

での間の支援を、支援隊みたいな形の、地域協力隊を支援するような部署をしっかり設

けて、地域に根づいてもらうという活動をしているところもあるのです。そうすると、

どうしても今までいた、例えば魚組、コンキリエ、それからきのこ、いた中でも、やは

り自分んで思いを言えないような話でも、その場所に来るといろいろな話をしながら次

のステップを踏めるのだという話を聞いたのですが、厚岸の場合はそういうこともして

いるのですか。

●議長（堀議員） 総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） お答えいたします。

地域おこし協力隊員の活動報告会、毎月１度行わさせていただいております。そういっ

た中では、まずその月、前の月、今月はどういう活動をした、そして来月はどういう活

動をするということで、そちらの活動報告はその場でしております。そのほか、やはり

個人、個人でこれから、例えば例を出させていただければ、きのこ、上尾幌で今こうやっ

て地域おこし協力隊員として活動している方が３年後、地域おこし協力隊員を任期満了

になった後、上尾幌できのこをしてきたいとなりますと、その前までに準備もしていか

なければならないというところもあります。そういった中では、活動拠点であるきのこ

菌床センター、またそういった補助制度の内容だとかいろいろ細かいようなところ、困っ

たところは私たちの総合政策課のほうで相談等乗っているということであります。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 困りごととか、どうしてもやはり地域協力隊の人たちは、せっかく厚岸に来

て、この町がよくて、この町で過ごしたいという形で入ってきてくれています。ですか

ら、できる限り相談を、その地域協力隊の人たちでそれから厚岸に残った人たちも、Ｏ

Ｂというのかな、協力隊のＯＢという形になると思うのですが、その人たちも交えなが

ら、協力隊が活動しやすいようなシステムづくりをしていってほしいと思うのです。今、

活動しづらいというわけではないのですけれども、やはりきちんとした気持ちも言えな

かったり、それが中に入ってしまって辞めていったという方もいるやに聞いています。
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ですから、そういう意味では、違った意見です。違った町から来ていますから、違った

見方の厚岸町、見てくれると思うのです。こういうことをやったらいいなとか、こうい

うことやったらいいなと思ったときに、いや、これは厚岸町には合わないのだとか、そ

ういうようなことではなくて、いろいろな意見を全部入れながら、そこを話せる場所、

それからそれに職員に入ってもらって、これはこうしたらいいとか、ああしたらいいと

か、それをできるような場所づくりも含めてやりながら支援をしていってほしいと思う

のですが、いかがですか。

●議長（堀議員） 総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） お答えいたします。

これから地域おこし協力隊、何名か、既にもう１名の方卒業して、この町内に在住し

て仕事をしている方もおります。これから数名の方がこの地域おこし協力隊員と離れて、

この地元に残って起業される方も出てくるということであります。そういった中では、

やはり地域おこし協力隊員として活動してきたその３年間の内容、それから今までのこ

ういった要望だとか、それは前回卒業した方からもいろいろ聞いてはおります。そういっ

た中では、私たちもそういった部分を聞きながら、次のこの地域おこし協力隊員を採用

する際のこういったところも取り入れながら、そういった３年間卒業して定住していた

だくというのが一番のこの地域おこし協力隊員の一つのこの事業の取組だと思いますの

で、議員おっしゃったとおりの内容のところは、私たちも進めていきたいと思っており

ますので、ご理解いただければと思います。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 住むところとか、協力隊員でなかったら、今住んでるところから出なければ

ならないから、住宅の問題とか、それからバイトしながらという恰好になるのかは分か

らないのですけれども、協力隊員を卒業してからの仕事とか、それも含めて責任を持っ

て相談に乗ってやってください。そのことが結果として厚岸町にとってプラスになると

思いますので、その辺はよろしくお願いします。

次に移ります。子育て支援です。答えてもらったとおり、みんなのマルシェ実行委員

会で、私も２日間だけお手伝いしたのですが、子供たちのあの楽しそうな顔、それから

お母さんたちの忙しそうで大変だったなと思ってみていましたが、子供たちはもう、汗

をかきながら走り回って遊んでいました。あの様子を見たときに、このマルシェの実行

委員会をやったお母さんたちの、その壁に貼ってあった言葉の中に、「子供を連れて遊び

に行くところがない。どこに行ったらいいんだろう。何も予定のない週末、体力を持て

余して叱られている我が子。テレビばかり見ている我が子の小さな背中を横目にこう思っ

たことありませんか。私たちは何度も思いました。近くに子供と遊びに行く場所があっ

たらよいのに。日曜日にたまっている家事をして、少しゆっくりする間、パパにどこど

こへ行って遊んできてと言える場所があったらよいのに。学校の後、家や児童館以外の

お友達と遊んだりおしゃべりする場所があったらいいのに」。そういうようなことが壁に
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書いてありました。そういえば私が子育てしている頃も、相当昔の話ですが、そうだっ

たよなと思いながら、昔はそれこそ、太田ですから、私の場合は。ほっぱらかしておけ

ば野原で遊んでいましたからよかったのですけれども、やはり公園に行っても鹿の糞が

ある、それから砂場でもやはり親がついてないと遊ばせられないというふうになると、

それができる場所がほしいというのは、ああ、そうなんだなと思いながら手伝わせてい

ただきました。

この中で、今後の課題として研究と検討を進めてまいりたいと考えておりますという

ことなので、このときに一緒に、このマルシェをやったお母さん方も一緒に入ってつく

れるような、実行委員会でも何でもいいです。立ち上げながら、実現に向けて進んでいっ

てほしいと思うのですが、いかがでしょうか。

●議長（堀議員） 総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） 子育て支援についてということで、こちらのまちづくりの

総体ということで、私、総合政策課からお答えさせていただければと思います。

実際に、このみんなのマルシェ実行委員会でやりました、先月。実際、すみません、

私も実際に福祉センターのほうで見に行ってきました。そういった中では、すばらしい

遊具が設置されて、やはり多くの方が本当に、子供が楽しく、親子で楽しんでいたとい

うことは見ております。

そういった中では、今回の第６期厚岸町総合計画策定するに当たるにしても、いろい

ろなアンケートを取ったときには、公園や広場、子供の遊び場の整備がしていただきた

いという意見も多かったであります。そういった中では、今回のこの第６期総合計画策

定するにしても、課題、そしてそれを施策して厚岸町の将来の姿をつくるということで、

こちらのほうはもちろん検討していくと。これはもちろん、子育て環境の整備というこ

とで、ハードだけではなくてやはりソフト面もこれは話していくことになります。

議員おっしゃるそういうお母さんたちの意見もということでありますが、なかなか一

部のお母さんたちの意見だけではなくて、いろいろなお母さんの見方もあると思います。

正直言いまして、あそこにいた方が全員では私もないとは思っています。そういった中

では、いろいろな施策を進めていく上では、アンケートだとかというのをもちろん進め

る上では、そういうのも取りながら、こういうような、例えば建物を設置するというの

になれば、そういうようなご意見もいただけるような体制を築いていければと思ってお

ります。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 ぜひ、つくっていただきたいと、つくるほうに、つくるのかどこかに設置す

るのか、それは分からないのですが、こういう場所があることで、これは変な話、じじ

ばばにとってもすごく助かるのです。どこかに遊びに行ってくれと言われたところで、

どこに連れていくところもないと。子供を連れて中標津まで走るのはとてもつらいし、

厚岸町の中でそれがあるということは本当に助かるので、ぜひ考えてほしいなと思いま
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す。

それで、チップナイでしたか、北海道の中でチップナイという、チップ町かな、とい

うところでは、この……。（発言する者あり）

ちょっと私、チチブ町だかチップナイ、チップ町だかというところでやっているので

す。29年から開始したと言ってました。この小型の遊園地。それは何か大人の健康施設

も含めてやっている施設を、もともとのあった公園のそばにそれを造りましたと。その

目的が、交流人口を増やすということもあったみたいです。若い人からも希望はありま

したが、交流人口を増やすということで、一つの名所になるのでないかという、そうい

うような思いもあって造ったように聞きました。過疎債か何かで造ったと聞いています

が、今回、国のほうで地域支援、全然、何だかんだって何もついてない、地域社会再生

事業というのが地方交付税の中に出てきたと思うのですが、どのくらいが入ってくるの

か分からないのですが、こういうようなお金もあります。これは、何か、何も縛りのな

い地方交付税みたいです。幾ら来るのか分からないのですけれども、そういうようない

ろいろなものもありますので、子供たちが元気で飛び回れるような、それに大人がちゃ

んと設置しなければならないかもしれないのですけれども、危険がないようにしなけれ

ばならないということもあるでしょうけれども、ぜひ考えていただきたい。ぜひよろし

くお願いいたします。

それで、日米共同訓練についてです。今回の訓練なのですが、オスプレイが来るとか

来ないとかと何回も行ったり来たりしていまして、結局オスプレイは来なかったのです

けれども、ヘリの訓練が６機、あそこで、矢臼別の中に監視小屋というのがあるのです

が、その上を間近まで来て、ロケット弾とか、それから低空訓練などもしていました。

そして、矢臼別演習場内で職員を常駐させて、騒音測定を２か所でやったと言っている

のですが、そういうことに対しての、こういう騒音がありましたとかというような報告

は厚岸町にはないのですか。

●議長（堀議員） 危機対策室長。

●危機対策室長（田﨑室長） 私どものほうには、騒音の関係については何も入っており

ません。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 22日か23日、１月の22日、それから27日までの間だと思うのですが、大雪、

ふぶいたのが30日でしたか。そうしたら、その後ですね。１月の30日の後ですね。片無

去、釧路から片無去まで抜ける、ちょうど搾乳時間だったそうです。物すごい音の爆音

で、牛が、リールがかかっているのですけれども、牛ががたがたと驚いたということが

あるのですが、それに対してもうどこをどう飛ぶというような報告はなかったように聞

いています。それで、こういうようなことがしょっちゅう続くということは、このオス

プレイを寒冷地で使えるかどうかの訓練をするために今回来るとか来ないとか言ったみ

たいなのですが、オスプレイは沖縄で地上低空飛行をしたり、住民にお構いなしにやっ
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ています。矢臼別は酪農家が多いです、周りに。牛舎の上を飛べば、騒音の影響が出ま

す。そういうものを調べるための性能検証の実験台には私はしてほしくないと思うので

す。だから、どうしてもオスプレイは来るなというのは強く打ち出してほしいと思うの

ですが、いかがですか。

●議長（堀議員） 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、オスプレイの問題につきましては、一昨年からお話があったわけであります。

その一昨年、私は反対をいたしました。矢臼別に来るということに対しての。なぜかと

言うと、まだ絶対安全だという確保ができていない。しかも酪農地帯という特殊事情も

ある。そういう中でオスプレイが来てもらったら困るということで反対をいたしたわけ

であります。それぞれの連絡協議会の中でもご意見はあったわけでありますが、おかげ

さまで一昨年はオスプレイが矢臼別には来なかったということでございます。

昨年もオスプレイが飛行するというお話ありましたけれども、昨年はご承知のとおり

大地震があったということで中止になったわけであります。

しからば、今回はどうであったかというと、私はやはり安全確保が第一であるという

ことを念頭に置きながら、オスプレイについてのいろいろな状況等も加味した中で、実

は日本の自衛隊が17機導入をすると。もう既に５機が、アメリカにおいて訓練を始めて

いるというお話の中で、日本の自衛隊が導入するという中で、アメリカのオスプレイだ

けを反対をするのはいかがなものかということで、実は我々関係４町の連絡会議という

ものがございます。そこで、副知事が座長でありますが、いろいろな議論を重ねたわけ

でございます。その場におきましても、いろいろな考えがあったわけでありますが、２

機のオスプレイを飛ばせていただきたいというお話の中で、やはり私は絶対にもう安全

確保、それから地域性を考えるべきだと。ということは、酪農地帯であるという、今、

牛が驚いたというようなお話がありましたけれども、そういうことが絶対あってはなら

ない。しかも住民の不安を呼ぶようなことであってはならない。いろいろな条件を私な

りにお話をさせていただいたところでございます。しかし、本年は、天候の関係でオス

プレイは矢臼別におきましては飛ばなかった。訓練をしなかったわけであります。

そういう意味におきまして、当然、今後の日米共同訓練におきましても、さらにオス

プレイ等の問題が起きてくるであろう、そのように考えておるわけでありますが、やは

りどっちかといいますと、これを検証しないといけない。北海道のオスプレイでの訓練

はどうであったのか。しかも共有先をどの、第１回目の質問にもありましたけれども、

情報の開示ということも大きな私は問題であると、また考えておるわけでございまして、

やはり訓練をする以上は安全第一、住民、地域住民に不安を与えないということを考え

なえながら、今後とも演習に当たっての要請をしていきたい、そのように考えておりま

す。

また、今回の演習につきましても、連絡会議はもちろんのこと、さらにはまた関係自

治体、北海道大演習場、それから千歳基地、帯広駐屯地、そして我々の矢臼別演習場、

併せてそれぞれと同じような要請をさせていただいたところでございます。このことに



- 119 -

ついても、日米共同訓練の重要な問題として、私は積極的な意見も申し上げたところで

ございます。どうかその点、やはりわたしは、何回も言いますけれども、安全第一、住

民に不安を与えてはならない、当地域は酪農地帯であるということを十分に踏まえた中

での訓練のお願いをいたしたところでございます。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 ぜひ、日本の自衛隊が持とうがアメリカで持とうが、オスプレイというのは

欠陥が多い、欠陥だらけのヘリコプターであるということは、もう間違いがないことな

ので、特に寒冷地での燃料が回らなくなるか何かそういうような事態も起きるというよ

うなことも聞きました。町長の今の言葉を聞きまして、ぜひ安全を最優先に、何として

も。正直な話、やってほしくないのですが、その辺も含めて今後、よろしくお願いいた

します。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） ただいまの質問を肝に銘じて、これからも要請活動並びに行動して

まいりたいと考えておりますので、ご理解よろしくお願いしたいと思います。

●議長（堀議員） 以上で石澤議員の一般質問を終わります。

以上で、本定例会に通告のありました６名の一般質問を終わります。

●議長（堀議員） お諮りいたします。

ただいま、議会運営委員会委員長より報告の申し出がなされております。これを日程に追

加し、追加日程として直ちに議題と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（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、議会運営委員会報告を日程に追加し、追加日程として直ちに議題とすること

に決定いたしました。

●議長（堀議員） 追加日程、議会運営委員会報告を議題といたします。

委員長の報告を求めます。

６番、佐藤委員長。

●佐藤委員長 議会運営委員会報告を申し上げます。

本日午後２時50分から第３回議会運営委員会を開催いたしましたので、その内容につ

いてご報告を申し上げます。

追加議案として提出されました議案第35号 令和元年度一般会計補正予算の取扱いに
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ついて協議をいたしました。結果、議案第35号は、本会議において審議することとし、

一般質問後、審議を行うことに決定をいたしました。

以上、議会運営委員会報告といたします。

以上でございます。

●議長（堀議員） 委員長に対する質疑を省略し、以上で報告を終わります。

●議長（堀議員） お諮りいたします。

議案第35号 令和元年度厚岸町一般会計補正予算を日程に追加し、追加日程として直ち

に議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第35号 令和元年度厚岸町一般会計補正予算を日程に追加し、追加日程

として直ちに議題にすることに決定をいたしました。

●議長（堀議員） 追加日程、議案第35号 令和元年度厚岸町一般会計補正予算を議題と

いたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） ただいま上程いただきました議案第35号 令和元年度厚岸

町一般会計補正予算（５回目）の提案理由をご説明申し上げます。

議案書の１ページであります。

令和元年度厚岸町一般会計補正予算（５回目）。

令和元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57万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ125億1,695万2,000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ページにわたり、「第１表 歳入歳出予算補正」であります。歳入歳出

予算ともに１款１項にわたって、それぞれ57万6,000円の増額補正であります。

事項別によりご説明させていただきます。

6ページをお開き願います。

歳入であります。

20款繰入金１項基金繰入金１目１節財政調整基金繰入金57万6,000円の増。補正財源調

整のための計上であります。

以上で、歳入の説明を終わります。
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８ページ、歳出であります。

４款衛生費１項保健衛生費２目健康推進費57万6,000円の増。町有施設における新型コ

ロナウイルス感染症対策に伴い、消毒用アルコール30個、ペーパータオル40箱、使い捨

て手袋50箱の購入費であります。

以上で、議案第35号 令和元年度厚岸町一般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（堀議員） これより、質疑を行います。

（な し）

●議長（堀議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は、原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議長） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり決しました。

●議長（堀議長） 日程第４、意見書案第１号 地域医療構想に関する意見書を議題とい

たします。

配付している議案に一部訂正があります。本文７行目「本９月」とあるのを「本年９

月」に訂正願います。よろしいですか。（「はい」の声）

それでは、職員の朗読を行います。

●議事係長（福田係長） 意見書案第１号 地域医療構想に関する意見書。

上記議案を次のとおり提出する。

令和２年３月４日。

提出者、厚岸町議会議員、南谷健。

賛成者、厚岸町議会議員、佐藤淳一、同じく大野利春、同じく室﨑正之、同じく竹田

敏夫。

地域医療構想に関する意見書。

令和元年９月26日に開催された厚生労働省の地域医療構想に関するワーキンググルー

プにおいて、診療実績データ等による分析の結果として、診療実績が特に少ない、また

は医療機能が類似し、かつ近接しているとされた公立・公的医療機関等が公表され、道

内は54、釧路管内では本町を含め３医療機関が対象となった。公表された医療機関にお

いては、地域で担うべき役割が医療機関別の病床数等に係る具体的対応方針が他の医療

機関の診療実績や将来の医療需要等を踏まえ、地域医療構想に沿ったものとなっている
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か再検証することが求められ、その結論を本年９月までに得ることとされている。

町立厚岸病院は、人口減少が進む中、地方創生に取り組む本町にとって、医療は欠く

ことのできない社会基盤であり、広範囲な面積を有し、本町と浜中町で唯一の24時間救

急医療を実施しており、町民のよりどころであります。北海道においては、地域医療構

想の下で急性期機能の集約化や医療機関の再編・統合など、効率的な医療提供体制の構

築を図るべく、地域の関係者が連携し、様々な議論を積み重ねている状況にある中、特

定のデータ全国一律の基準による分析によって、個別の医療機関に再編・統合の検討を

求める方法は、地域の実情に対する配慮を欠き、地域の議論に停滞や混乱をもたらせか

ねない。

よって、国においては、今般の分析の実施や取り扱いについて十分に説明責任を果た

すとともに、医療機関が再検証した内容については、地域の意向として尊重し、結論を

得る時期についても地域の実情を踏まえて柔軟に対応することを強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により提出する。

令和２年 月 日。

北海道厚岸郡厚岸町議会議長、堀守。

参考送付先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労

働大臣、規制改革担当大臣。

●議長（堀議員） 提出者であります南谷議員に提案理由を求めます。

５番、南谷議員。

●南谷議員 厚生労働省は、地域医療構想に関するワーキンググループにおきまして、診

療実績が特に少ない、または医療機能が類似し、かつ20キロ未満の公立及び公的医療機

関等の再編、統廃合を進め、民間医療機関で担えない機能の重点化を目的に、まるで地

方病院のリストラ構想が公表され、その対象に町立厚岸病院もリストアップされました。

医療の衰退は、厚岸町の過疎化を早める要因であることは明らかであります。高齢化、

人口減少が進む本町にとりまして、町立厚岸病院の医療機関としての使命は欠くことの

できない社会基盤であります。本町は、広範囲な面積を有し、厚岸と浜中両町で唯一24

時間救急医療を実施、かつ両町にとって唯一の入院施設であり、町立厚岸病院は町民の

健康と命を守る重要な施設であります。

国は、地方病院のあり方をしっかりと分析し、その趣旨を踏まえるべきで、地域の意

向を尊重し、結論を出す時期においても地域の実情を踏まえて柔軟に対応すべきと考え

ます。

厚岸町議会として、強い意志を持って意見書を提出すべきと考えました。議員皆様の

ご賛意をいただきたく、よろしくお願いいたします。

●議長（堀議員） これより、質疑を行います。

（な し）
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●議長（堀議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は、原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議長） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

なお、本案は、末部記載の送付先に直ちに送付いたします。

●議長（堀議長） 日程第５、各委員会の閉会中の継続調査申出書を議題といたします。

次期定例会までの間、閉会中における継続調査申出書がお手元に配付のとおり各委員

会から提出をされております。

お諮りいたします。

本申出書のとおり承認することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議長） 異議なしと認めます。

よって、本申出書のとおり承認することに決定いたしました。

●議長（堀議長） お諮りいたします。

本定例会に付議された議案の審議は、全部終了いたしました。よって、厚岸町議会会

議規則第７条の規定により、本日で閉会したいと思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議長） 異議なしと認めます。

よって、本定例会は、本日で閉会することに決定いたしました。

●議長（堀議長） 以上で、令和２年厚岸町議会第１回定例会を閉会いたします。

ご苦労様でした。

午後４時56分散会
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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。

令和２年３月11日

厚岸町議会

議 長

署名議員

署名議員


