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厚岸町議会 令和３年度各会計予算審査特別委員会会議録

令和３年３月10日

午後１時27分開会

●委員長（竹田委員） ただいまから、令和３年度各会計予算審査特別委員会を開催いた

します。

開催に当たって、審査に先立ち、予算書の説明について字句の訂正の申し出がありま

したので、これを許します。

総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） 貴重な時間をいただき、大変申し訳ございません。

先ほどお配りいたしました訂正文、それと既にお配りしております厚岸町各会計予算

書、それと一般会計予算資料、こちらのほうの訂正箇所のほうを説明させていただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。

まず、こちらの厚岸町各会計予算書、こちらの340ページお開き願えればと思いま

す。340ページでございます。

訂正箇所を説明させていただきます。この340ページのこちらの340ページお開き給与

費明細書の資料でございますが、下段の表中でございます。３カ所訂正させていただく

ところがありますが、まず１カ所目であります。表中の④会計年度任用職員、こちらの

金額、右の欄でございますが、４億2,389万8,000円という表記をさせていただいており

ますが、これを４億2,124万1,000円に訂正していただきたいと思います。お配りしてお

ります、正しい紙のほうで訂正しております。お配りしております。340ページの④会

計年度任用職員、こちらの金額、右欄にあります４億2,389万8,000円、これを４億2,12

4万1,000円と訂正させていただきたいと思います。

そして、隣の欄でございます。隣の欄に土木費計上分、事業費、支弁職員一人265万

7,000円、これがダブル計上となっておりますので、１番下段のほうの表記のほうを削

除願いたいと思います。

そして、合計欄でございます。今、表記しておりますのが20億2,475万9,000円という

表記になっておりますが、こちらのほうを20億2,210万2,000円ということで訂正してい

ただければと思います。

それと、申し訳ございません。一般会計予算資料のほうをお配りしております。こち

らのほうの資料のほうの13ページをお開き願えればと思います。

こちらの表でありますが、表の中にあります北海道市町村備荒資金組合納付金、こち

らのほうの計の②番、表の中の補正の納付ということで、下の計の②の欄、この合計欄

に▲１億3,100万円という数字を、訂正させていただきたいと思います。今、空欄にな

っていると思いますが、こちらのほうに▲１億3,100万円を表記させていただきます。

それと併せまして、右欄、令和２年度末現在高見込額、今現在、表の中では13億5,01

7万4,000円という表記になっておりますが、こちらのほうを12億1,917万4,000円という
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ことで訂正お願いしたいと思います。12億1,917万4,000円でございます。

併せまして、１番下の合計でございます。①と②の合計を足したものでございます

が、こちらのほうも補正済額の１番下でございます。今現在、172万1,000円のマイナス

ということで表記をしておりますが、こちらのほうを▲１億3,272万1,000円ということ

で訂正お願いしたいと思います。

併せまして、令和２年度の残高見込額でございますが、現在、こちらのほうでありま

すが、29億9,340万8,000円という表記にしておりますが、こちらのほうを28億6,240万

8,000円ということで訂正のほうお願いしたいと思います。

今後、この予算書、そして資料に当たりまして、このような間違いのないよう進めて

まいりますので、ご了承賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

●委員長（竹田委員） 以上で、字句の訂正を終わります。

では、早々審査を進めてまいります。はじめに、議案第１号 令和３年度厚岸町一般

会計予算を議題といたします。

予算書１ページ、第１条、歳入歳出予算から審査を進めてまいります。

２ページから６ページは、第１表 歳入歳出予算です。35ページ、36ページは、事項

別明細書です。

37ページ、歳入から進めてまいります。進め方は、款、項、目により進めてまいりま

す。

１款町税、１項町民税、１目個人、２目法人。

２項１目固定資産税、２目固有資産等所在市町村交付金。

３項軽自動車税、１目環境性能割、２目種別割。

４項１目たばこ税。

６項１目都市計画税。

２款地方譲与税、１項１目地方揮発油譲与税。

２項１目自動車重量譲与税。

３項１目森林環境譲与税。

３款１項１目利子割交付金。

４項１項１目配当割交付金。

５款１項１目株式等譲渡所得割交付金。

６款１項１目法人事業税交付金。

７款１項１目地方消費税交付金。

８款１項１目ゴルフ場利用税交付金。

９款１項１目環境性能割交付金。

10款１項１目国有提供施設等所在市町村交付金。

11款１項１目地方特例交付金。

12款１項１目地方交付税。

３番、室﨑委員。

●室崎委員 先ほどの補正予算の審議の中で、補填債というのが出てきました。それは、
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この後交付税によって補填されると聞いたのですが、それはここでいう地方交付税の普

通交付税の中に入ってくるということなのでしょうか。その当たり、ちょっと詳しく教

えてください。

●委員長（竹田委員） 総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） お答えいたします。

先ほど、補正予算の中で地方消費税分、交付金の分の1,349万円、こちらのほうが大

幅な減収ということで、今回起債をお借りしております。こちらのほうは国のほうで10

0％起債のほうの、こちらのほうの交付税で補填するということでございますが、普通

交付税の中では、こちらのほうの償還、基準財政需要額の、要は公債費の中で100％、

地方団体に補填するというような形で、そういうふうにして明記されております。

●委員長（竹田委員） ３番、室﨑委員。

●室崎委員 今の話、私が聞き間違えたら別なのですけれども、そうすると、交付税の中

の基準財政需要額の項目に100％入れますよという意味だと考えればいいのですね。実

際に来る金は、せいぜい７割ということになるわけですね。その当たりをもう一度。

●委員長（竹田委員） 総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） お答えいたします。

国では確かに、こちらの100％補填するということで、100％表記はなりますけれど

も、この地方交付税、普通交付税でございますから、基準財政収入額、こちらを差し引

きますと、議員おっしゃるとおり６割から７割の実際の町に交付される額になろうかと

いうことでございます。

●委員長（竹田委員） ３番、室崎委員。

●室崎委員 分かりました。地方交付税に100％入れますよという言い方は、非常にこっ

ちのほうで誤解をしてしまう場合があるのです。絶対そんなことはないのですよね。そ

れで、今、一部の識者なのだけれども、これだけ国が大判振る舞いしているので、この

後、地方交付税は、名目はいいこと言っているけれども、実際には締めてくるのではな

いかというようなことを今からうがった見方をしている人もあるようですが、その当た

り、町としては、この見通しをどういうふうに考えていますでしょうか。調整率でもっ

て締め上げるということはいくらでもできますから。その当たり、どうなのでしょう

か。

●委員長（竹田委員） 総合政策課長。
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●総合政策課長（三浦課長） お答えいたします。

まず、令和３年度のこの交付税でございますが、国のほうでもやはり、このコロナ対

策、相当な赤字国債を発行いたしまして、国のほうの借金も一段と増して増えたという

ことでございます。そういった中では、このコロナ対策で地方公共団体、こちらのほう

も国のほうの臨時交付金、もちろんこれ交付されておりますが、やはり財政調整基金、

これをそれぞれ取り崩しながら、このコロナ対策をしてきたと、そういった中では、そ

れぞれの自治体でもやはりこの基金というのが減っているということでございます。そ

ういった中では、今後国のほうといたしましても、まず第３次の補正の中で臨時交付

金、こちらのほうを15カ月予算ということで、この令和３年度でも、このコロナ対策を

できる部分、この交付金も交付しております。厚岸町といたしましても１億3,300万円

交付されております。

それと合わせまして、やはりコロナ対策だけではなく、今の防災、また福祉、こうい

うのも通常の行政サービスを維持していかなければならないというところで、国のほう

といたしましても、交付税の財源、これは地方自治体がやはりこういった中であります

から、国のほうとしても何とか地方でもそういったサービスを維持、そしてコロナ対策

もやれるようにということで、今回交付税5.1％増とさせてもらっております。

ただ一つ、気になる部分がございまして、この交付税を確保するのに、国のほうは原

資はあくまでも税金でございます。この交付税の財源といたしましては、所得税、法人

税、そして酒税と消費税の一部ということでございます。そういった中では、このコロ

ナの影響で、やはりその交付税の財源となる収入が、やはり見込みが立っていないと。

そういった中では、この2020年度も国のほうとしても予算を見ましたけれども、実際は

4,811億円ということで、そこが不足しております。本来であれば、この交付税に持っ

ていくこの金額につきましては、翌年度で精算するという形を本来では取るのですが、

やはり令和３年度、こういった状況でございますから、交付税の財源を確保しなければ

ならない。そういった中では、それを差し引いてしましますと、地方に配るお金が出て

こないということになりますので、これが国のほうといたしましては９年度から18年度

にかけて、これを繰り延べして精算するというような形を取っております。

そういった中では、今後の状況、本当に今、まずはコロナ対策という部分ではありま

すが、このコロナによって国債発行というのが、やはり増額になっております。そうい

った中では、今後を含めまして、地方にも同じような国の歳出改革というものもないと

は言い切れません。そういった中では、そういうところも見ながら財政運営、特にこの

交付税ですね、厚岸町の中心の財源となる交付税の見方も注視しながら財政運営を進め

ていかなければならないと思っております。

●委員長（竹田委員） 他にございませんか。

13款１項１目交通安全対策特別交付金。

14款分担金及び負担金。

２項負担金。

１目民生費負担金。

２目農林水産業費負担金。
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15款使用料及び手数料。

１項使用料。

１目総務使用料。

２目民生使用料。

３目衛生使用料。

４目農林水産業使用料。

５目商工使用料。

６目土木使用料。

７目教育使用料。

２項手数料。

１目総務手数料。

３目衛生手数料。

４目農林水産業手数料。

６目土木手数料。

７目教育手数料。

３項１目証紙収入。

16款国庫支出金。

１項国庫負担金。

１目民生費国庫負担金。

２目衛生費国庫負担金。

２項国庫補助金。

１目総務費国庫補助金。

２目民生費国庫補助金。

３目衛生費国庫補助金。

４目農林水産業費国庫補助金。

６目土木費国庫補助金。

８目教育費国庫補助金。

３項委託金。

１目総務費委託金。

２目民生費委託金。

４目土木費委託金。

17款道支出金。

１項道負担金。

１目民生費道負担金。

２目衛生費道負担金。

２項道補助金。

１目総務費道補助金。

２目民生費道補助金。

３目衛生費道補助金。

４目農林水産業費道補助金。
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５目商工費道補助金。

６目土木費道補助金。

７目消防費道補助金。

８目教育費道補助金。

３項委託金。

１目総務費委託金。

３目衛生費委託金。

４目農林水産業費委託金。

５目商工費委託金。

６目土木費委託金。

18款財産収入。

１項財産運用収入。

１目財産貸付収入。

２目利子及び配当金。

２項財産売払収入。

１目不動産売払収入。

２目生産物売払収入。

19款１項寄附金。

１目一般寄附金。

20款繰入金。

１項基金繰入金。

１目財政調整基金繰入金。

２目減債基金繰入金。

３目地域づくり推進基金繰入金。

４目まちおこし基金繰入金。

５目老人福祉基金繰入金。

６目款環境保全基金繰入金。

10目ふるさと納税基金繰入金。

11目特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金。

12目森林環境譲与税基金繰入金。

５番、南谷委員。

●南谷委員 12目森林環境譲与税基金繰入金、ここですよね。

（「はい」の声あり）

●南谷委員 一千飛んで20万円の計上でございますが、この繰り入れた、当然事業をする

わけですが、その事業の内容について概略説明してください。

●委員長（竹田委員） 環境林務課長。
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●環境林務（鈴木課長） お答えさせていただきます。

この森林環境譲与税のこの使途につきましては、法律のほうで定められておりますの

で、森林の整備そのほかには人材育成、普及啓発、そういう目的を法律のほうで定めら

れております。来年度の厚岸町の使い方につきましては、まず森林経営管理法に基づく

管理が適切に行われていない私有林、この森林所有者からの意向調査、これに198万

円、また道立北の森づくり専門学院の学生支援のために設立されました北海道林業・木

材・産業人材育成支援協議会へ負担金として５万円、さらに昨年度に引き続き、町内の

学校、今年は小学校のほうでありますけれども、小学校の地域材を活用した天板、この

天板に交換する事業に523万8,000円、また木材利用の普及啓発としまして、木工センタ

ーの外部講師を招いてのワークショップ、これに２万6,000円、さらには新規事業とし

まして、私有林の整備、こちらのほうに300万円ということで計上させていただいてお

ります。

●委員長（竹田委員） ５番、南谷委員。

●南谷委員 森林譲与税、今年も入ってきますよね。この辺の流れについて、今回1,000

万円取り崩すのですけれども、基金の残高の推移というものについても、単年度末でス

タートと、最後まで今回の1,000万円崩すことによってどのように推移するのか説明し

てください。

●委員長（竹田委員） 環境林務課長。

●環境林務課長（鈴木課長） お答えさせていただきます。

森林環境譲与税、昨年度末の残高が643万円ほどであります。今年度、1,500万円入っ

てきます。1,503万円です。そうしますと、今年度末の残高が1,621万6,000円ほどにな

ります。来年度、全部で、先ほどの1,020万円、こちらを取り崩します。そうしますと

来年度が1,530万7,000円積み立ていたしますので、来年度末には2,132万5,000円になる

見通しでございます。

●委員長（竹田委員） ５番、南谷委員。

●南谷委員 単年度とかと言われても、今の時期からすると、Ｒ３年度末なのか、２年度

末なのかよく分からない。その辺、もうちょっときちんと説明してください。今年度と

いっても、今の時点で２年度末なのだか、Ｒ３年度末なのか、きちんとＲ２年度末で643

万円ありました、ここまでは分かる。スタートだから。だけれども、出入りあるわけだ

から、きちんと説明してください。

●委員長（竹田委員） 環境林務課長。
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●環境林務課長（鈴木課長） 申し訳ございません。

令和３年度一般会計予算資料、こちらの13ページのほうに積立基金等の状況というも

のを記載させていただいております。予算資料の13ページのほうに積立基金等の状況と

いうものを記載させていただいております。

こちらの資料のほうの上から８行目、こちらのほうに森林環境譲与税基金という区分

があります。Ｒ元年末残高が643万円、Ｒ２年当初予算が取り崩し580万円、積み立てが

1,440万円、当初予算、補正済みの取り崩しが27万9,000円、これを戻します。さらには

積み立てに2,000円、３月補正では90万7,000円、Ｒ２年末の残高見込みが1,621万8,000

円です。Ｒ３年当初予算で、取り崩しが1,020万円、積み立てが1,530万7,000円、Ｒ３

年末残高見込みが2,132万5,000円という状況でございます。

●委員長（竹田委員） ５番、南谷委員。

●南谷委員 済みません。こっちの資料に付いているというの分からなかった。

年度末に2,100万円と、今年度の事業についても伺いました。将来的にも増えていき

ますよね。今のような調子で今後も方向性というのはある程度決まっているのですか

ら、将来的にこの2,100万円くらいの財源を元にして森林、林産業の活性化に使ってい

くと、こういうことは基本だと思うのですけれども、毎年このように長期スパンに立っ

てこやっていくのだというものは今の時点では考えは持っていないのですか。いかがで

すか。

●委員長（竹田委員） 環境林務課長。

●環境林務課長（鈴木課長） お答えさせていただきます。

こちらのほう、森林環境譲与税は法律で使途が定められております。このことから、

厚岸町におきましても、森林の整備、さらには普及啓発、こちらのほうに使っていきた

いと考えております。この森林環境譲与税は最終的には令和６年度から満度にいただけ

るような仕組みになっております。令和６年度には2,440万円ほどではないかというこ

とで試算されております。ですから、それまで段階的に金額が増えてくるものでありま

すけれども、その収入を見込んで計画的に使っていきたいと思っております。

●委員長（竹田委員） ５番、南谷委員。

●南谷委員 やはり長期的展望に立った、こういうふうにしていくのだというものを、あ

る程度、一本筋がないとだめだと思うのです。今のところ、制度、森林環境税がこうい

うふうに決まったと。毎年、ある程度その財源に合わせて事業をやってきているとは思

うのですけれども、この事業のためにこういうふうにしていくのだというものがなかな

か見えない、私は感じられないのです。そういう意味では、将来的に安定して、こうい

う数字が入ってくるわけですから、やはりどういう方向で将来に向けてやっていくのだ

というものがあるべきだと思うのです。そういうものというものも、やはりきちんと検
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討して定めるべきだと思うのですがいかがですか。

●委員長（竹田委員） 環境林務課長。

●環境林務課長（鈴木課長） この使途につきましては、先ほど私のほうで説明させても

らいましたが、法律で定められております。その中で１番大きいのが森林の整備に使い

なさいと。ですので、私有林の森林の整備が中心でありますが、こちらのほうには全体

の６割程度、さらには７割程度使っていきたいかなと思っているところでございます。

また、さらには普及啓発という部分で、例えば公共施設への木材の利用とか、そういう

ものにも使えるような制度でございます。ですから、そちらにつきましては、これから

どういうものに使っていけるかということを検討させていただきながら、計画的に使っ

ていきたいと思っておりますので、ご理解願います。

●委員長（竹田委員） 他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、進みます。

21款１項１目繰越金。

22款諸収入。

１項延滞金加算金及び過料。

１目延滞金。

２目加算金。

３目過料。

２項預金利子。

１目町預金利子。

３項貸付金元利収入。

２目ウタリ住宅改良貸付金元利収入。

６目十勝沖地震災害援護資金貸付金収入。

４項受託事業収入。

３目衛生費受託事業収入。

５目土木費受託事業収入。

６項雑入。

１目滞納処分費。

２目過年度収入。

３目雑入。

57ページ、23款１項町債。

１目総務債。

２目民生債。

３目衛生債。
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４目農林水産業債。

５目土木債。

６目消防債。

７目教育債。

９目臨時財政対策債。

なければ、以上で歳入を終わります。

次に、61ページ、歳出に入ります。

１款１項１目議会費。

65ページ、２款総務費。

１項総務管理費。

１目一般管理費。

70ページ、２目簡易郵便局費。

３目職員厚生費。

４目情報化推進費。

ございませんか。80ページまで進みます。

５目交通安全防犯費。

３番、室﨑委員。

●室崎委員 ここでお聞きしますが、前に自転車の交通安全について、私お聞きしました

よね。今回条例が出て、自転車が軽車両として国も正式に位置づけをしていくのだとい

うことが分かりました。あの規定そのものは、厚岸町では適用される場所はないようで

すけれども。それで、自転車の交通機関としての重要性、そういうものについては認識

も新たになってきたのではないかと、そのように思っています。それで、この頃ちょっ

とマスコミなんかでもって指摘されたのは、自転車の中に幼児を乗せて、二人乗りで走

ることが許されている自転車がありますね。これが何歳までというのは自治体によって

多少ばらつきがあるようですが、最大でも未就学児童のようですが。これを乗せたまま

止めておく人がいるのです。そして、ひっくり返ると大きな事故になるということで、

その警鐘を鳴らしているところもあるようです。

前回言った話をもう一度細かく繰り返す気はありませんが、ヘルメットですとか、そ

の保険の問題だと、あるいは講習会だとか、そういうようなものについて、前に私提唱

しましたけれども、これらについてはその後町としてどのような検討や、あるいは施策

を進めているのでしょうか。お聞かせいただきたい。

●委員長（竹田委員） 町民課長。

●町民課長（布施課長） お答えさせていただきます。

この自転車のヘルメット、保険等につきましては、昨年のこの３月の議会でもどのよ

うになっているかということでご質問いただきまして、そのときには私のほうで検討は

しているのですけれども、まだ完全には講習とヘルメットと結びつくような形にはでき

ていないということでご答弁させていただきまして、それから研究させていただきます
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ということでありましたが、その後も検討はしてまいりましたけれども、最終的な形に

はまだ今のところはできておりません。申し訳ないです。と言いますのも、今回、その

後、コロナ対策ですとか、そういうのもあって、ちょっと時間が取れないという部分も

ありまして、その必要だというのは大変認識はしております。講習会をやって、その講

習をどうするかとか、そこら辺も一応、警察にも連携するということでご相談をして進

められるかということと、あとは対象ですとか、そこら辺の検討は行ったのですが、進

められなかったことは大変申し訳なく思いますが、まだ進めていこうと思っておりま

す。

●委員長（竹田委員） ３番、室﨑委員。

●室﨑委員 検討はしているのだけれども具体化していないというようなお話で終わるの

で、何か１年前にも似たような話聞いたなという気がするのです。検討というのは具体

的にどんなことをどういうふうに検討して、それで例えば計画の立案はここまでいって

いるとか、ここが問題があってできないとか、そういう今の話は具体性が全然ないので

すけれども。この当たり、もう少し詳しく説明してください。

●委員長（竹田委員） 町民課長。

●町民課長（布施課長） 検討していく中では、一応、私のほうでも流れとしてはどうい

うものがあるかということでは、前からご提言いただきました、まず最初に自転車の安

全利用講習会を警察と協力してやっていく。その後に、そのときに証明書の交付をし

て、その後ヘルメット購入していただいて、それに対して助成するとかというところに

きますけれども、その中で対象とするのを、高齢者であると65歳以上であるか、70歳、

対象とするなら未就学児であるかとか、小学校、中学校まで広げるのかとか、その部分

でちょっと私のほうでまとめきれなくて、最終的な部分には至っておりませんでした。

そうなってくると、今度教育委員会のほうにも一緒にどうでしょうかという、私のほう

から投げかけて、町全体の話としていかなければならないところを、ちょっとその当た

りで止まってしまっているところであります。

●委員長（竹田委員） ３番、室﨑委員。

●室﨑委員 教育委員会という言葉出てきたのだけれども、教育委員会との間ではもう既

に連携取っているのですか。

●委員長（竹田委員） 町民課長。

●町民課長（布施課長） 私のほうからはまだ教育委員会のほうには、まだお話はしてお

りません。
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●委員長（竹田委員） ３番、室﨑委員。

●室﨑委員 今回の子どもを乗せたまま、自転車を立てておくというのが非常に危険だ

と。これで、やはり大きな事故がいくつか出ているらしいのです。これは自転車に関す

る保険だとか何とか全体ができるまではできない問題ではないでしょう。例えば、保育

所だとか、そういうところに対して、二人乗り用自転車って今許可されているのありま

すから。そういう物でも静止した状態で立てておいたときに、子どもを乗せていたら非

常に危ないという話は、それはそれでもって情報を流して、指導というか啓発はできる

わけでしょう。

あとは免許をお返ししますよね。今。70歳とか80歳になったら、もう自動車運転やめ

なさい。何かカードか記念品か何かあげるから、警察のほうに返礼しなさいという運動

も随分やっていますよね。そういう人たちは歩きにぽんとなったのではこれ大変なので

す。そうすると、やはり自転車、それも電動自転車に変わる人が多いのです。漕ぐのが

軽いから。という話も１年前しましたよね。そういう実態調査なんかしているのです

か。どうも聞いていますと、いやいや検討したのですがなかなか前にはかどらなくて。

何やっていたのかなという疑問が晴れないのです。どうなのですか。

●委員長（竹田委員） 町民課長。

●町民課長（布施課長） お答えさせていただきます。

今言いました二人乗りの自転車とかの部分では啓発等行っていける部分でありますの

で、すぐにできる部分ではそちらのほうをやっていきたいと思います。

免許を返納方に対しての自転車の乗り方等につきましても、警察署のほうで免許を返

したときには自転車の乗り方というのをお配りするのと、あとは私どものほうにも免許

返納の後の今おっしゃいました商品券とか福祉交通回数券、申請されに来るときに、こ

の後に何を使うか、自転車、家族の車等のアンケートを取りながら、そこら辺の実態と

いうのは調べていますけれども、ほかのものの実態というのはちょっと調べてはいませ

ん。済みません。そういうことです。

●委員長（竹田委員） ３番、室﨑委員。

●室﨑委員 この後、どういうふうに進める予定ですか。

●委員長（竹田委員） 町民課長。

●町民課長（布施課長） この後は、私どものほうで考えている部分をもうちょっとしっ

かりした形にして、関係する機関に具体的なものをお話して進めて、最終的にはヘルメ

ットの助成ができるかどうか等も含めて進めていきたいと思います。

●委員長（竹田委員） ３番、室﨑委員。
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●室﨑委員 委員長、教育委員会にもちょっと聞きたいのですけれども、いいですか。

●委員長（竹田委員） はい、よろしいです。

●室﨑委員 教育委員会のほうにお聞きします。

教育委員会では児童生徒の自転車に対しては相当気を遣っていると思うのですが、具

体的にどういうことをなさっているか。

●委員長（竹田委員） 指導室長。

●教委指導室長（廣瀬室長） 学校での取組につきまして、お答えいたします。

自転車に児童生徒が乗り始めるのは新学期が始まって早々ということになります。そ

の前に学校としては自転車乗車点検、壊れていないか、ブレーキの破損がないですと

か、そういった点検を必ず行ってから乗るようにという指導をしております。合わせま

して、春先、本格的に自転車に乗り始める前に、警察署、それから自動車学校等と連携

を、協力を、講師として招いて、交通安全教室を実施しているところです。小学校につ

きましては毎年行っているのですが、中学校につきましては配付資料等をもって指導に

替えているところもあります。

自動車学校と連携した交通安全教室につきましては、近年は自転車のシミュレーショ

ンなどを用いて、飛び出しの危険性ですとか、見通しのきかない交差点の走行について

の危険性について動画を用いて指導をしているところです。合わせまして、ヘッドフォ

ンをしながら、音楽を聴きながら走行することの危険性ですとか、誤って自転車が歩行

者に接触して事故を招き、加害側に回ってしまう可能性についても指導がされておりま

す。小学生については飛び出し等がやはり多いことから、そういった部分について、必

ず止まって確認をしてから進むようにということを教室の中では扱っております。

そのほか、登校指導、それから教師の目視や地域住民の方から情報提供いただいた際

には、改めて乗車についての指導等を行っております。

また、夏休みの前、長期休業の前、連休の前等につきましても、交通安全について触

れるなど、意識を途切れさせないような啓発を繰り返し行っているところです。

●委員長（竹田委員） ３番、室﨑委員。

●室﨑委員 それは強力に進めていただきたいと思います。

一、二点ちょっと気になったこと申し上げるのですが、学年が低いほどきちんと守っ

ているのです。割と大人になってくるほどルーズになってくるというのは目にします。

それともう一つは、自転車は軽車両ですから、基本的に車道ですよね。ただ、道路交通

法からいくと、歩道の中に自転車の走るゾーンがつくられているものについては走れる

わけです。ところが、それを厳密に言ってしまうと、自転車で非常に危険な場所があり

ますよね。そういうところは歩行者を傷つけないように気をつけて走りなさいというこ
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とについては、これ教育委員会と警察のほうで話し合って進めるという話は前に聞きま

した。ただ、それにしてはという、基本的に自転車が歩道を走るのは原則であるかのよ

うに錯覚しているのかなと思うような走り方がやはり見られるのです。これは大人でも

随分ありますよね。そして、後ろから風を巻いてすり抜けていくのです。非常に恐ろし

いのです。自転車は自動車と違って全く音がしませんから。この当たりの指導も徹底し

てほしい。

自転車が人を轢いてしまいますと、今保険の話出していましたけれども、保険という

ものが無いものですから、抜き身の刀振り回しているようなことになりまして、それで

死亡事故なんかがあると非常に悲惨な状態になります。加害者も被害者も。ですから、

その当たりについては十分意を払った指導を、これお願いしたい。これが１点。

それともう一つは、今、町長部局のほうでこの後強力に進めていくという話がありま

したので、当然そうなると教育委員会と連携して進めなければならないと思いますの

で、そういう話があったときには十分に協力をして、一緒になってやっていただけるか

どうか、その点についてもお聞かせいただきたい。

●委員長（竹田委員） 教育長。

●教育長（酒井教育長） 私も昨年の３月の委員の質問に関してのやり取りをかなり鮮明

に記憶しております。心配も実はしております。実際に、これ自転車ではありません

が、町内で事故も起きております。もし、これが自転車だとしたらということも今想定

しながらお話を聞かせていただきました。まず、最初の子どもたちへの指導、特に基本

は車道である。これ前に私も校長会などを通して確認をしているのですけれども、軽車

両である、だから車道を走るのが基本である、しかし厚岸町では警察とも協議をしなが

ら安全に気をつけるということで歩道を走らせてもらっているのですよという、そうい

う意識を子どもたちに持たせてほしいということで、校長会を通してお願いをしており

ます。今、ご指摘をいただきましたので、再度そのことに関してはこれからもしっかり

と指導をするように指導をしてまいりたいと思います。

また、町長部局のほうとの連携ということですが、これはもう先ほどのちょっとやり

取りを聞いておりまして、教育委員会のほうからももうちょっと積極的に声かけをする

なり、相談をするなりすべきだったなと。子どもたちのことを考えている割にはちょっ

と動きが鈍かったかなと反省もしているところでございますので、しっかりと連携をし

て進めてまいりたいと思います。

●委員長（竹田委員） ５番、南谷委員。

●南谷委員 ５目の交通安全防犯費ですよね。

（「はい」の声あり）

●南谷委員 交通安全指導員、まず、この中に旅費とあるのです。特別旅費75万9,000円
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計上になっているのですが、この内容についてお尋ねをさせていただきます。

それから、交通指導員の報酬を何年か前に改定をさせていただきました。その後、皆

さん張り切ってというわけではないですけれども、一生懸命やっておられると思うので

すが、その後の指導員の反応というのはどんなふうになっているのか。この２点、まず

お伺いをします。

●委員長（竹田委員） 町民課長。

●町民課長（布施課長） この75万9,000円につきまして、ご説明申し上げます。

これは指導員の日当、まずは、日当として年間の延べ人数で837人の春夏秋冬の交通

安全指導がありますので、837人分で800円の日当。費用弁償。それと、今費用弁償の中

の日当の部分です。次が費用弁償の中の交通指導をする場所に行くためのバス代とし

て、これが合計で８万8,858円で、足して75万9,000円となります。

あとは費用弁償を上げた様子。それからちょっと年数がたっていますので、それに対

して今指導員が春夏秋冬の交通安全運動期間に朝立っているわけですけれども、ほとん

どの人が指導に当たっていただいているというような状態ですので、町にとってはよか

ったというような状況ではあります。

●委員長（竹田委員） ５番、南谷委員。

●南谷委員 ちょっと僕自身勘違いでした。特別旅費というのは、費用弁償だよと、謝礼

金のほうなのかなと一瞬思ったものですから。そうしたらこの特別旅費というのが費用

弁償ですと、こういうことですよね。分かりました。何か分かりにくい表示だな。謝礼

金のほうがむしろ合っているのかなというイメージ的には思うのですが、経理の仕方な

のでしょうけれども。本当に指導員の皆さん、早朝から笑顔で見守り、指導をされてい

る。本当に感謝しておる次第です。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。

次に、交通安全、報償費、記念品ほか96万円の計上があります。これはおそらく運転

免許証の返納報酬だと推測をしました。先ほど３番室﨑委員さんが質疑をしておったの

を聞いていたのですけれども、商品券とかバスタクシー券なんかを配付するということ

で、この内訳、何名で、何ぼくらい払っているのか。

それと、何歳から対象なのですか。そういう規定ってあるのですか。例えば60歳から

でも返納したらもらえるのか。80歳でなければだめだとか。年齢制限というのはあるの

でしょうか。どうなっているのでしょうか。早ければ早いほどいいとかこういうことな

のでしょうか。例えば障がいのある人もいるだろうし、いろいろな条件で返納という

か、そういうことになってくるのですけれども、厚岸の場合は一つの基準というものが

あるのでしょうか。いかがでしょうか。

●委員長（竹田委員） 町民課長。
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●町民課長（布施課長） お答えさせていただきます。

商品券につきましては、48人分、２万円で次年度予算を取っております。

それと、年齢ですけれども、年齢としましては、満70歳以上、免許を自主返納をした

人の自主返納時において、満70歳以上の方が対象となります。あとは町民であってとい

うことです。厚岸町民であって、厚岸の住民基本台帳に記録されている方ということに

なります。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

（「はい」の声あり）

●委員長（竹田委員） 他に、ございませんか。

11番、中川委員。

●中川委員 委員長、ちょっと私が今質問する箇所が違うかどうかなのですけれども、

今、内容を言いますので、ご指導ください。お願いします。

今、この防犯、要するに町民から何かありましたら警察のほうに通報しますよね。火

災は119番、救急車もそうなのでしょうけれども。普通、町民皆さん分かっているの

か、私たちが分からないのか。事故やら防犯ありましたら、普通110番すると思うので

す。私たちもそのつもりでいたのですけれども。そして、後から聞いたら、この110番

って皆さん、理事者の皆さんも分かっているかもしれませんが、釧路のほうに入ってし

まうのだそうです。釧路の署のほうに。そして折り返し厚岸の署に来るのだそうです。

これ、事故あった後に聞いたのですけれども、そこに我々普通、湖南地区でも５分間あ

ったら大橋も飛び越えてしまいますよね。超えてしまいますよね。

それで、これ実際にあったことなのですけれども、うちの前にお客さんが来まして、

すばらしい車があったものですから、車をいたずらして中の物を取ろうとしたのです。

それでちょっとうちの前に車があったものですから、私もそばにいたのですけれどもけ

れども、女房があれして、すぐあわくって110番したのです。そうしたら、10分から15

分したらパトカーも２台も、刑事も２台も３台も来ました。そのまち、部落周辺が大騒

ぎになったのですけれども。そして刑事さんが言うには、110番すると釧路に入ってし

まうのですと。だから厚岸町にくれればいいのに、まだまだ早いのにな、こういう話な

ので、えっと私たち分からなかったものだから。そうしたら0110というのなら厚岸町に

入るですって。皆さんお分かりですね。それ、私分からなかったものですから、町民の

皆さんがそれでどれだけ分かっているか分かりませんけれども、その話続けていいです

か。ここの項目でいいですか。

それで、町民の皆さんに、これ私みたいのがいれば困るので、町と警察とタイアップ

して、今私が言ったように110番したら釧路に行ってしまうのです、だから厚岸町にあ

れするときには0110というので掛けてください、これ何かＰＲしたほうがいいのではな

いかと思うのですけれども。いかがでしょうか。理事者の皆さん。これ、いやいやお前

なんかこれ言うのあれ、掛けれて何もみんな分かっているからいいべやというのならい
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いのでしょうけれども、その分からなかったのが私だけなのか、あるいは町民の皆さん

が0110で掛けたら厚岸町に入るのか。厚岸町に入るのと、釧路に行って10分間そこらに

折り返し厚岸町の警察に来るのであれば、犯人でも何でも逃げてしまいますよね。だか

ら、その辺の時間が、昔大橋掛かっていないときは結構すぐ捕まったのですけれども、

今５分、10分といったらかなり国道まで逃げてしまうでしょう。そして、うちの女房も

あわくっているものですから、番号もすっかり見れないで逃がしてしまったのですけれ

ども。だから少しでも早くするのには署のほうにああしたほうがいいのではないかなと

思って、余計というか、さっぱり分からないものですから、そのＰＲしたらいいかなと

思いまして質問させていただきました。

●委員長（竹田委員） 町民課長。

●町民課長（布施課長） お答えさせていただきます。

釧路につながるという部分は、私も確認はできていませんので、それを含めまして警

察にも確認して、今委員おっしゃいました0110というのは52の0110の警察署の番号だと

思うのですけれども、それを周知することが緊急事態のときにそれがいいことなのかど

うなのかもありますし、ちょっとその辺は警察のほうに確認して、周知するのであれば

毎月広報のほうに警察のほうで出しているチラシがあると思いますので、それで周知す

るなどの方法はあると思いますので、それは警察のほうに確認して、どのようなことで

進めていくかというのは私のほうから確認させていただきたいと思います。

●委員長（竹田委員） 11番、中川委員。

●中川委員 今、課長から答弁いただきまして分かりました。おそらくそんなに町民分か

らないと思うので、課長が言ってくれたように。そうすると、そういう人方も減るのか

なと思って、今お願いの質問をしたのですけれども、よろしくお願いいたします。済み

ません。終わります。

●委員長（竹田委員） 町民課長。

●町民課長（布施課長） 警察署に相談しながら進めたいと思います。

●委員長（竹田委員） 他に、ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、進みます。

６目行政管理費。

７目文書広報費。

３番、７目ですか。（発言する者あり）
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●委員長（竹田委員） ３番、室﨑委員。

●室﨑委員 町長の行政執行方針の中に出てくるのですが、これから仮称とはついていま

すけれども、暮らしの便利手帖というものをつくって、各戸に配付するのだと言ってい

るわけです。非常に、おそらく役に立つ物を配ってもらえると思うのですが、概略で結

構ですから、どんな内容のものをどういうふうにしてやろうとしているのかお願いしま

す。

●委員長（竹田委員） 総務課長。

●総務課長（石塚課長） 令和３年度の広報の事業として予定しております暮らしの便利

手帖についてですが、その内容につきましては、職員独自でこれから編集を進めていく

ことになりますが、主に町の制度、全町にわたる例えば福祉、町民課、ごみとかいろい

ろありますけれども、そういったような手続、何が必要かという部分ですとか、どうや

ってやるのか、こういうときにはどういうものが必要なのかといった部分を中心に編集

を行っていく予定でございます。そのほか、例えば町外から町に転入された方、どのよ

うな制度があって、どのような手続が必要なのか、そういうことが１冊で分かるような

物にしていきたいと考えてございます。内容についてはこれから詰めていかなければな

りませんので、詳しいことはまだ申し上げられませんが、そういった物を全戸配付と窓

口に設置というような形を取っていきたいと考えております。

●委員長（竹田委員） ３番、室﨑委員。

●室﨑委員 それで、これからということなので、こちらの余計な希望を言わせてもらい

ます。それは、まず一つは役場の皆さんでつくりますと、どうしても陥りがちな一つの

落とし穴というか、それは日常役場に勤めていらっしゃる方が分かりきっている行政用

語でものを書くということに陥りがちなのです。ところが、それは一般町民にすると甚

だ難しいことになる。議会でもって１番最初に議会だよりをつくったときに、こうこう

こういうふうに可決されましたということをずっと箇条書きにしたときに、事務局の方

がつくってくれたら、可とするに決しましたと書いてあるのです。それで、これどうい

う意味なのって、そのときの担当の議員さんたち言いました。だけれども、それは非常

に正確で、かつ日常的な言葉なのです。書いてくれた人には。でも、一般町民にとって

は、これはちょっと初めて見る言葉だなということになる。そういう部分があります。

それから、もう一つ、全部いろいろなことを載せるわけにいきませんから、取捨選択

なさると思います。こういうときにはこうだよ、あれはこうだよという話が。そのとき

に、つくっている方には全然重要でないからと落として、これは重要だなと入れたの

が、いただいて見るほうとぴったり一致するかどうかは、これはやはりやってみないと

分からないですね。ですから、そういう意味で、行政やそういうものに疎い方、疎い方

という言い方は悪いのだけれども、そういう方を抽出して見てもらうというような作業
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も進めていただきたい。

それから、もう一つは、随分昔ですが富良野市に視察に行ったことあります。何で富

良野市に行ったかと言ったら、当時、10何別廃棄物やっていたのです。あそこのまち

は。日本一だった。非常にボリュームの厚い仕分け帳のような物をつくっていました。

それが非常に分かりやすいので、分かりやすいですねとこっちが言ったら、試作品を持

って小学校４年生のところに行った。そして小学校４年生にそれを全部見せて分かるか

いということを言った。小学校４年生が一目で分かったら、大人はまず分かりますから

ねと言いました。別に小学校４年生でなくてもいいのですけれども、そういうようなこ

とも手法として考えていただきたい。

せっかくつくるのですから、ぜひいい物をつくっていただきたい。そういうことで余

計なことですけれども、お願いをしておきます。

●委員長（竹田委員） 総務課長。

●総務課長（石塚課長） 我々といたしましても、せっかく十数年ぶりにそういう物をつ

くらせていただくことになりましたので、町民がより分かりやすい形で、今言われたよ

うな作業等も取り込みながら、分かりやすく利用できる、利用していただける物をつく

っていきたいと考えます。

●委員長（竹田委員） 他に、ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、進みます。

８目財政管理費。

９目会計管理費。

10目企画費。

２番、石澤委員。10目ですか。（発言する者あり）

●石澤委員 この中で、まず一つは、まちおこし補助金というのがあるのですが、これは

何のために使うのかということと、それから移住・定住のことが何項目かあるのです

が、これ具体的にどういうふうにしていくのか、ちょっとそれを教えてください。

●委員長（竹田委員） 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、まちおこし補助金200万円の計上でありますが、こちらのほう基金でまちおこ

し基金とつくっております。そういった中で、町の活性化となるイベント、これによっ

て申請あったときに上限200万円でございますけれども、そのときに審査をいたしまし

て、このまちおこし補助金のものと一致しているかどうかを確認しながら補助金のほう
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を出させていただいております。

今回、この200万円は例年申請があって、審査を行って、これで決定しますと補正予

算で計上させていただきまして、補助金のほうを交付しておりました。ただ、やはりこ

のまちおこし補助金でございますから、申請して、申請があって、すぐ決定して、やは

り一つでも早く行えるようにということで、これ例年、昨年度のほうは計上しておりま

せんでしたが、１件分のマックスのこの200万円ということで、今回当初予算から計上

させていただいております。この令和３年度中に周知いたしまして、そういったまちを

活性化できるようなイベント等の開催があったときに申し出れば、それを審査いたしま

して、この予算の中で出していきたいということでございます。

それと、移住・定住施策の関係であります。全部ご説明したほうがよろしいでしょう

か。

済みません。町政執行方針、町長の執行方針のほうの19ページをちょっとお開き願え

ればと思います。大変申し訳ございません。

19ページのところに書いておりますが、まず移住・定住については、町外の人が厚岸

町での生活を体験できる移住体験住宅事業、こちらのほう今厚岸町のほうで地域おこし

協力隊の住宅、こちらのほう整備６件しておりますが、その住宅の２件を使いまして、

厚岸町のほうに、例えば夏の暑い日、本州のほうから来ていただいて、２週間から２カ

月の間の中で、こちらのほうを利用していただいて、ぜひ厚岸のほうを見ていただい

て、移住・定住の検討をしていただくということで、まずこの事業を進めさせていただ

くというものがございます。

それと、今度ＵＩＪターンということで新規事業でありますが、新規に就業または起

業した方に、これは国で進めている補助金もございますが、それを活用しながら、例え

ば厚岸町に来て、企業を興す、そして厚岸町のほうの企業に就職をする、そういう方に

対して補助金のほうを国２分の１、北海道４分の１、町の４分の１を合わせまして、こ

ちらのほうを補助金を交付するというものでございます。

それと、町外から町内に移住・定住しようとする人への引越費用、家賃費用というこ

とで、厚岸町に住むということの意思がある方、こちらのほうに、こちらから厚岸町に

移るときにその引越費用、それと、家賃の補助助成といたしまして、例えば一般企業で

も住宅手当ってもらっているところもあると思います。それを差し引いた中の２分の

１、上限２万円として３年間、こちらを助成するというものでございます。

それと、新婚世帯の経済支援、少子化対策ということで、こちらのほう国のほうの厚

生労働省で進めている事業でございますが、それに関しましても厚岸町、こちらのほう

に合わせまして事業を進めさせていただくというものでございます。この制限といたし

ましては、39歳以下、そして所得が390万円以下の夫婦世帯ということでございます。

こちらのほうに国の２分の１、合わせまして町からの２分の１ということで、マックス

30万円を交付するということであります。ただ、厚岸町といたしましては、こちらのほ

うの所得制限、それと年齢制限、こちらのほうを拡大いたしまして、２分の１の15万円

を支給するというような形を取らせていただくということでございます。

そういった中での、この新たな移住・定住の施策をこの令和３年度からスタートさせ

ていただきたいということでございます。
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予算書でいきますと、この90ページから92ページまでが、先ほど、説明させていただ

いた内容でございます。

●委員長（竹田委員） ２番、石澤委員。

●石澤委員 何かこれ、ここに説明文を読んでいますと、働ける人、中有小企業の人手不

足を解消を目的として、釧路から厚岸に移り住んで就職または起業する方に支援金の計

上というふうになっています。それで、何か地域協力隊とダブるような気がするのです

が、こういう場合は、そういう来てもらう人を募集して、その上でこの人がいいかどう

かというか、そういうようなこともやるのですか。

●委員長（竹田委員） 総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） お答えいたします。

例えば、この地域おこし協力隊、こちらのほうも移住・定住の施策であります。この

地域おこし協力隊でいきますと、町内に来ていただいて、要はこういうような内容で地

域を活性していただきたいということで町が募集するのでございますが、こちらのほう

の移住支援金事業、こちらは東京圏、埼玉、千葉、東京、神奈川が既にいろいろな形で

町内の企業が登録しているのがあります。そちらのほうにまずは東京圏のほうから就職

もしくは厚岸町に来て企業を興すという方に対して、この補助金を交付するというよう

な内容でございます。

●委員長（竹田委員） ２番、石澤委員。

●石澤委員 この企業のつてといったら変だけれども、企業の関係で来るのですね。とい

うと、Ｉターン、Ｕターン全部入りますよね。ということは、厚岸町に親がいて戻って

くるという人たちは対象にはならないのですね。

●委員長（竹田委員） 総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） こちらのほうはあくまでも企業という部分でありますの

で、例えば子どもが親の手伝いをするということで戻ってくるというところは対象では

ございません。

●委員長（竹田委員） いいですか。

（「はい」の声あり

●委員長（竹田委員） 他に、ございませんか。

３番、室﨑委員。
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●室﨑委員 まず、地域おこし協力隊、これについてお聞きしますが、あれは年限が３年

でしたね。３年過ぎて、地域おこし協力隊員でなくなった方がそのままこのまちで仕事

をして暮らしていただけることが理想ですよね。そういうようなことが町長の行政執行

方針にも書かれているのですが、今回、新たな募集を行うとともにと書いてあるのです

けれども、この地域おこし協力隊員というのは、漫然と地域おこし協力隊員ですという

ことではなくて、この分野の仕事をやってもらうということをきちんとして募集します

よね。今回は新たな募集というのは、どういうところに入ってもらうと考えているので

すか。

●委員長（竹田委員） 総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） お答えいたします。

まず地域おこし協力隊員の令和３年度の、今厚岸のほうで２名想定しております。ま

ず１名でございますが、スポーツトレーニング等の指導によるスポーツの振興、こちら

のほう、これは町のほうでスポーツ課を中心といたしまして、いろいろなスポーツ生涯

だとか高齢者に生涯スポーツに取り組むだとか、要は全般的なスポーツを推進していた

だけるような方を地域おこし協力隊員でまず１名を採用するということでございます。

もう１名が林業振興に従事する方、こちらのほうがこれは主体のほうは厚岸町の森林組

合、そちらのほうで研修するのですが、森林林業に関する基礎知識を取得いたしまし

て、林業従事の交流だとか企画だとかやっていただける方を１名募集するということ

で、現在２名の方を令和３年度で新規に募集したいと考えております。

●委員長（竹田委員） ３番、室﨑委員。

●室﨑委員 分かりました。

それから、移住・定住についてお聞きします。委員長、少しことの性質上、ほかの目

にも絡むような話になりますけれども、どうかお許しいただきたい。

（「はい」の声あり）

●室﨑委員 前回、議案審査のときでしたか、ちょっとはっきり覚えていないのですが、

町長がおっしゃったのだが、子育て支援を非常に厚くしたと。例えば保育所の料金がか

からないようにするとか、いろいろな形で医療費の補助も厚くなったと。そうすること

によって、若い世代だと思いますが、転出が鈍くなって転入が増えてきたと。まだ両方

例えば足すと多少のマイナスはあるけれども、非常にいい傾向が出てきたという話が合

って、私は意を強くしたわけです。今回、この移住・定住に関しても、国の制度やいろ

いろなものを入れて、一生懸命頑張って、これからなさるということが、今の議論を聞

いていても分かります。それから、町長の行政執行方針にも詳しく書かれています。厚

岸というのは子育てもしやすいし、住みやすいまちだと、景色もいいし、空気もきれい
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だということで、このまちに移住してこようと考える方はたくさんいてほしいのです。

ただ、そのときにここで住んでかすみ食らって生きていくわけにはいかないです。そう

すると、もう一つの要素というのは、やはり収入の場、仕事、それがちゃんとあるかど

うかということが、厚岸に行こうかなということを決意するかどうかということになる

と思うのです。

こういう施策を非常に進めている先進地域のまちもあります。厚分でも視察に行って

いろいろ聞いてきました。そのときに、そこの相手してくれたのは副町長さんだったと

思うのだけれども、非常に強調していたのは、仕事、若い人たちが来て、一生懸命やれ

る仕事というのを町が紹介できる、そういうものを持っていないと人は来てくれません

よということは言っていました。そういう意味で、この移住・定住施策というのは、非

常に総合的なものだと思うのです。その当たりはどのようにお考えでしょうか。

●委員長（竹田委員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からお答えをさせていただきます。

今日の行政課題の中でも、最も大切で大きな課題であると、私は認識をいたしている

ところであります。そういうことで、今、縷々、定住・移住の関係でお話がありました

が、やはり人口を抑制する、もう増やすということは大変です。しからば、どうしたら

いいのかということでありますが、人口を増やす場合には、自然増と社会増というもの

があります。その自然増というのは子どもを産むことです。しかし、少子化の中では大

変難しい課題であると。

しからば、どうしたらいいかというと、先ほどから議論があります社会増なのです。

そこで移住・定住を強力に進めていこうという施策が先ほどから議論になっておるわけ

であります。さらにはまた、しからば、そこで厚岸町で働きたいと、しかしながら働く

場所がないという現実にもあるかと思っています。ということは、既に高校を卒業する

方が、やはり厚岸における仕事と、要するにミスマッチと言いますが、働きたくてもな

いのだという現実にも差し掛かっております。

そういう点を考えますと、やはり我々雇用対策協議会というものを設置をいたしてお

ります。そこでいろいろと議論を重ねているところでありますが、今ご指摘ありました

とおり、特に今の時代は大変民間企業は厳しい時代を迎えておるわけでございまして、

雇用に対しましてもなかなか難しい時代になっておることは確かでありますが、やはり

町でご支援するようなものがあれば、仮に移住者が定住したいという場合はどういう職

場を目がけてくるのかということも、これは協力していかなければならないだろうと。

そのように、いろいろと今、社会増について考えておることでございまして、もちろ

ん冒頭にご指摘ありましたとおり、子ども子育て、これも大きな課題ではありますが、

なかなか難しい課題であるという中でも頑張っているわけでありますが、そういうこと

で一つ人口増または人口抑制についてはどう考えていくかというのが今日の大きな課題

であるということについては、私自身も認識をいたしているところでございます。

●委員長（竹田委員） 他に、ございませんか。
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（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、93ページ、11目財産管理費。

12目車両管理費。

２項徴税費。

１目賦課納税費。

３項１目戸籍住民登録費。

４項選挙費。

１目選挙管理委員会費。

２目町長選挙費。

３目町議会議員補欠選挙費。

４目衆議院議員選挙費。

５項統計調査費。

１目統計調査総務費。

６項１目監査委員費。

休憩に入ります。

再開は３時30分、109ページ、３款民生費から入りたいと思います。

午後２時48分休憩

午後３時30分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

109ページから始めます。

３款民生費、１項社会福祉費。

114ページまでです。

１目社会福祉総務費。

３番、室﨑委員。

●室崎委員 委員長、ここでだと思うので聞いているのですけれども、もし聞いていてそ

れは違うところだよというのであれば指導してください。

（「はい」の声あり）

●室﨑委員 犯罪被害者等支援法というのがありますね。それに基づいた犯罪被害者等支

援条例というのは厚岸町はつくっていましたですか。ちょっと私、調べたのだけれど

も、はっきりしないので。

●委員長（竹田委員） 保健福祉課長。



- 34 -

●保健福祉課長（亀井課長） お答えさせていただきます。

当町におきましては、その条例につきましては設定しておりません。

●委員長（竹田委員） ３番、室﨑委員。

●室﨑委員 この法律は2004年にできたのですね。犯罪被害者等基本法というのですね。

そこには被害者支援は国や自治体の責務であると定義しているのです。それで、これ新

聞記事なのですが、そこでは各市町村にアンケートを出して調べたのです。126自治体

があるけれども動いていないと回答したと書いてあるから、まだまだあるわけですね。

あるところは。これについては厚岸町も必要ではないかと思うのだけれども、そういう

ことに関する調査はしていますか。

●委員長（竹田委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） お答えさせていただきます。

恥ずかしながら、そのようなアンケートですとか、実態につきましては、ちょっと承

知していないのが事実でございます。

●委員長（竹田委員） ３番、室﨑委員。

●室﨑委員 この基本法というので、自治体の責務であるということが明記してある以

上、やはり何らかの行動を起こさなければならないのではないかと。法律ができてから

もう20年まではたっていないけれども、結構なものなのですよね。これ、この法律がで

きるきっかけは、1974年に三菱重工ビル爆破事件というのがあったのです。これ、たし

か北海道出身の人間が犯罪者だったのではなかったか。ちょっと忘れましたけれども。

いずれにせよ、このときに随分たくさんの一般市民が巻き込まれたのです。命を落とし

た人も結構いたのです。ちょうど何と言うのですか、赤軍派なんていうのが脚光を浴び

ていた時代だと思うのですけれども。そういう人たちに、その後の生活の支援が全然な

い。死んだ人ももちろんない。犯人のほうから何かやれるような状況でもない。そうい

うようなことがあって社会問題になりまして、それで結局2004年、閣議決定してこうい

うものができたと聞いております。

厚岸町でも全く犯罪がないわけではないです。犯罪被害者というのが今後絶対出ない

なんていうことは言えません。そういう人に対して、見舞金をはじめ、いろいろな形で

自治体が支援しなさいという趣旨だと思うのです。これ、どうかきちんと調査なさっ

て、そしてどの程度のことができるかどうかは別にして、やはり進めるべきではないか

と。そのように思うのですがいかがでしょう。

●委員長（竹田委員） 町長。
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●町長（若狹町長） お答えをさせていただきます。

今、担当課長からお話あったとおり、実はそういう実態、厚岸町があるわけでござい

ますので、今せっかくの質問でございますので、研究調査させていただいて、厚岸町と

してどういう対応をすべきか、研究をさせていただきたいと思いますので、ご理解いた

だきたいと思います。

●委員長（竹田委員） 他に、ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、２目心身障害者福祉費。

120ページまで進みます。

３目心身障害者特別対策費。

４目老人福祉費。

128ページまで進みます。

５目後期高齢者医療費。

６目国民年金費。

７目自治振興費。

●委員長（竹田委員） ５番、南谷議員。７目ですね。

●南谷議員 ７目自治振興費です。

ここでお尋ねをさせていただきます。

130ページなのですけれども、この中で各自治会への助成が147万3,000円あります。

これについては自治会にどのような活動を対象にして助成をされているのか。使途目的

ですね。それから、その下に自治会活動活性化助成金310万円の計上があります。それ

ぞれ教えてください。

●委員長（竹田委員） 町民課長。

●町民課長（布施課長） お答えさせていただきます。

まず、自治会の助成、174万3,000円でありますが、これは各自治会に自治会運営事務

費と自治会活動事業費ということで、各自治会のそれぞれの自治会の世帯数に応じまし

て、１世帯100円で出ているのが、まず自治会運営事務費。こちらのほうは、各自治会

それぞれ違いますので、ちょっと金額はそれぞれの自治会ごとの申し述べるには長く、

たくさんありますので、こちらの部分で82万9,400円、これが合計です。それともう一

つの自治会活動事務費が、こちらは内訳としまして平等割と、あとは世帯割とがありま

す。そちらを合計しますと54万9,400円となっております。

それと、次が自治会活動活性化助成金310万円ですが、これは各自治会の中でやって

いる行事がありますけれども、それは自治会の活性化だったり、それぞれの目的で、各
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自治会10万円を上限に、申請をいただいてそれぞれ10万円を使っているか、その内数で

申請をいただいて、実績をいただいて、その中でお支払いしている。予算としては、31

自治会の全て10万円で予算を取っているところであります。

●委員長（竹田委員） ５番、南谷委員。

●南谷委員 活動費の助成、昨年度の補正で減額になっていましたよね。大幅に。という

ことはコロナの影響で、各自治会から申請が上がらなければ助成しなくてもいい。申請

によって、実施事業のよって助成するのが各10万円ということなのだけれども、大幅に

減額になっていたと思うのです。今年度は、同じコロナの中で事業計画、当初計画で10

万円を満度に見ているのだけれども、その辺については担当のほうとしては、コロナの

こういう、まだ収まっているわけではないのですよね。今年度も。当初は。だから、そ

の辺についてはいろいろ当初計画だから満度にいくものとして試算をして、これだけ31

0万円上げたのでしょうけれども、実態として、担当のほうとしては自治会活動ですか

ら、町としてもいろいろな仕事を各自治会にお願いしてやってもらっている部分、協力

もらっている部分もあると思うのですが、コロナ禍の中でどのような考え方を持ってい

るのですか。今までどおり、コロナだけれどもやってくださいと、こういう姿勢なので

しょうか。額面は予算ですから、とりあえず満度に見たと、事業として実際に任せっぱ

なしなのでしょうか。どうなのでしょうか、その辺。

●委員長（竹田委員） 町民課長。

●町民課長（布施課長） お答えさせていただきます。

確かに補正のときには11団体91万円で、当初では全ての自治会に10万円の形で予算は

取っております。この事業につきましては、自治会のほうでそれぞれの活動がなってい

ただく中での補助となっております。コロナ禍の中ではありますけれども、確かに去年

の実績の中でも集まることができないとなった場合に、当初は集まる予定だったのです

けれども、事業の内容としては同じくして集まらないで、役員の方が配るだとか、そう

いう事業にちょっと形を変えて、集まらないような形で活動をしているというところも

ありますので、予算としては全ての自治会に対応できる形で計上させていただいており

ます。

●委員長（竹田委員） ５番、南谷委員。

●南谷委員 各自治体、会費も集めているから、自治体の運営というのはそれなりにある

程度、事業内容について財源的にはしっかりしていると思うのですけれども、人数の少

ないところはきゅうきゅうしているところもあると思うのです。申請があればいいので

すけれども、コロナの中だから、今言われたように集まって、普通であれば実績と見な

されるのでしょうけれども、役員の皆さんが電話なり連絡なり、事業は直接集まらない

までも、いろいろ協議されたり、その辺も勘案して、従来どおりと同じような四角四面
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のその情勢ではまずいと思うのです、私は。この辺、やはり一考を要するのではないの

かなと。こういうコロナの情勢の中で、今の時点でまだ引き続いているわけです。実際

に集まれない。役員会くらいまで開いていても総会は開かれないだろうと。そうする

と、総会が事業やっていないよ、こうはなかなかならないと思うのです。それなりに予

算立てであり、そういうものをやっていかないと、自治会活動はやっていかないとだめ

なわけですから、この辺については少し斟酌してやるべきではないかと思うのですが、

いかがですか。

●委員長（竹田委員） 町民課長。

●町民課長（布施課長） お答えさせていただきます。

今回の補正の段階でも、それぞれの自治会のほうへ予定があるかどうか等、確認し

て、その辺は進めたのですけれども。あとは今言いましたように、必ずしも集まってと

いうことは今難しい状態ですので、その辺は、目的は、目的というかそもそも、あとは

その中で声かけをする自治会の活動ですとか、そういうのもありますので、そういうの

は元々の目的の中には入っていますので、あとはその集まらなくてもという、元々の目

的を達成するようなものであれば対応できるような形では進めていきたいと思います。

●委員長（竹田委員） ５番、南谷委員。

●南谷委員 その下にまいります。

地方バス路線維持対策費です。919万1,000円の計上となっております。たしか私の記

憶では、昨年は1,592万2,000円、673万1,000円が減額になっています。この要因につい

て説明してください。

●委員長（竹田委員） 町民課長。

●町民課長（布施課長） お答えさせていただきます。

こちらのバスの対象は、町内のバスと、あとは釧路から厚岸を通って厚岸までと。そ

れとあとは昨年の９月まで、釧路から来て厚岸、浜中までの路線がありました。議員協

議会でも説明させていただきましたが、厚岸からの、浜中まで、そちらの便が10月以降

なくなっているということもありまして、そこら辺の部分で補助が、これは確定ではな

いので、これはあくまでも当初予算です。それがバスの補助の期間とするのは、10月か

ら翌年の９月までの期間での実績でその年の補助金を支払うことになります。そのとき

の運営状況にもよりますが、そのときによって金額が変わります。ただ、今回の下がる

という部分では、まだこれは確定ではないですけれども、厚岸から浜中の部分では減額

となる予定です。ただ、これがまたコロナ禍の中ですので、これで赤字がずっと増える

だとかということがあれば、またそちらの影響も出てくるかとは思います。

●委員長（竹田委員） いいですか。
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（「はい」の声あり）

●委員長（竹田委員） 自治振興費、ほかにありますか。

（な し）

●委員長（竹田委員） ８目社会福祉施設費。

136ページまでです。

３番、室﨑委員。

●室崎委員 134ページに委託料というのがあって、生活改善センターアスベスト測定分

析等委託料とあるのですが、これはどの部分にまだアスベストがあるのか。その当た

り、もうちょっと詳しく教えてください。

●委員長（竹田委員） 町民課長。

●町民課長（布施課長） お答えさせていただきます。

改善センターの大研修室です。大きいところ、あの天井奥と言いますか、上のほうに

ありまして、それは全部封印しております。それを毎年測定を空きと冬と二度行うよう

なことで委託料を毎年計上させていただいております。

●委員長（竹田委員） ３番、室﨑委員。

●室﨑委員 委員長、ちょっと広がりますけれども、勘弁してください。

ほかに町の建物で、まだアスベストがあって、検査をしなければならないようなとこ

ろっていうのはあとどんなところがあるのでしょうか。

休憩します。

午後３時49分休憩

午後３時53分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

環境林務課長。

●環境林務課長（鈴木課長） 貴重な時間、申し訳ありません。

町有施設のアスベスト検出されている施設は、全部で５施設あります。場所は尾幌小

中学校、厚岸町生活改善センター、真龍中学校、心和園、温水プールでございます。旧

ではないです。現在の真龍中学校です。以上です。
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現在の状況ですけれども、尾幌小中学校につきましては、既に閉校しておりますの

で、特に何も対応はしておりませんけれども、そのほかの改善センターにつきまして

は、町民課のほうで対応しております。また、真龍中学校、心和園、温水プールにつき

ましても、毎年総合政策課のほうから調査しております。

●委員長（竹田委員） ３番、室﨑委員。

●室﨑委員 ちょっと超えているので長くならないようにします。

アスベストというのは割れたり砕けたりするとおっかないけれども、そっとしておけ

ば大丈夫だろうと言われていますよね。地震でも来たら大変でしょうけれども。これら

について、改修というか、そこの部分は取り替えようとか、そういうような予定は今の

ところないのですか。ずっとこのとおりで大丈夫かなという検査をして、今のとおりに

やっていくという予定なのでしょうか。

●委員長（竹田委員） 環境林務課長。

●環境林務課長（鈴木課長） お答えさせていただきます。

現在においては、既に封じ込めしておりますので、特に危険な状況ではございませ

ん。このことから、毎年測定調査をしておりまして、今後解体等する場合には適切に解

体していきたいと考えておりますので、ご理解願います。

●委員長（竹田委員） 他に、ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、進みます。

２項児童福祉費。

１目児童福祉総務費。

２番、石澤委員。

●石澤委員 ちょっと聞きたいのですけれども、子どもの障がいのことなのですが、ここ

で聞いてもいいですか。別なほうがいいですか。大丈夫ですか。

（「はい」の声あり）

●石澤委員 このコロナ禍でマスクかけている生活が続いています。保育所も同様ですよ

ね。その保育所の中で、親御さんからマスクをつけていることで、子どもに成育の遅れ

が出てくるのではないかと、すごく心配されているのです。それで、そういう心配とい

うのはどういうふうに捉えているのかなと思うのですが、いかがですか。
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●委員長（竹田委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） お答えさせていただきます。

このようなマスクをしていることによっての保育ですとか教育のことでの児童、子ど

もさんへの影響というところは、今現在、正式には伺っていないところでございます。

●委員長（竹田委員） ２番、石澤委員。

●石澤委員 厚岸の場合、うまくやっているのかなと思うのですが、生後数カ月から就学

前での乳幼児は、マスク保育の影響が出る可能性があると。目からの情報や、視野か

ら、耳からの情報を処理する感覚が、この時期にずっと育っていくのに大事な時期なの

です。そのときに、全く口元が隠れているという状態で、今そういうことが起きている

かどうか分からない、昔は、元は子どもが保育所に預けたら、最初に預けたときは、１

週間くらい泣いて、お母さんと離れたくないとか、人見知りとか、そういうこともあっ

たのですが、そういうようなこともマスクでみんな同じ顔していますので、誰が分から

ないとか、そういう問題で、子どもたちの少しずつなのですが、発達の遅れが出てきて

いるのではないかという、そういう心配があるのです。それで、厚岸の場合、今そうい

うの出ていないと言いますけれども、ちょっともう少しきちんと、子どもたちどうなの

かとちゃんと調べて、どういうことがいいのかという対応をしてもらいたいと思うので

すが、そういうことを考えてほしいのですが、いかがですか。

●委員長（竹田委員） 休憩します。

午後３時58分休憩

午後４時00分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） お答えさせていただきます。貴重な時間いただいて、大変

申し訳ございません。

先ほど厚岸町から出ていないとかということではなくて、国なり、そういう専門家の

ほうからそういう通知が来ていないということでの意味でのお答えでしたので、ご理解

願いたいと思います。

あと、当然、今フェイスシールドとかということで、透明が飛散防止のものですとか

あるのですけれども、あとマスクで中央が透明で、縁が白い物とかということで、表現

が見える物もございますが、その辺につきましては、その是非についてもいい物であれ

ば考えたいと思いますし、それを引き続き研究と申しますか、勉強させていただきたい

と思いますので、ご理解願いたいと思います。
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●委員長（竹田委員） ２番、石澤委員。

●石澤委員 そのお母さんにすれば、すごく心配なのです。帰ってきて、親と対話するこ

とでできるのですけれども、やはり日中の長い間、一緒に過ごしてくれる保育士さんと

の、やはりほかの大人とのそういう関係も子どもにとってはすごく大事なので、まして

や３歳からゼロ歳から始まる場合もあります。ですから、それも含めて前向きにお願い

いたします。

●委員長（竹田委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） お答えさせていただきます。

まずは町内における親御さん、お預かりしている児童のコロナの関わらず、インフル

エンザも含めての感染防止対策のために施しさせていただいていることではございま

す。それらも踏まえながら、子どもの発達というところも専門家の意見を聞きながら研

究していきたいと考えております。

●委員長（竹田委員） 他に、ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、進みます。

２目児童措置費。

３目ひとり親福祉費。

４目児童福祉施設費。

146ページまでです。

７番、杉田委員。

●杉田委員 139ページと140ページなのですけれども、厚岸保育所解体事業について、ち

ょっと伺いしたいのですけれども、先日厚生文教常任委員会でもほかの委員さんから聞

かれた内容なのですけれども、この解体の程度、程度と言いますか、どこまで解体をさ

れるのか、まずお伺いをしたいと思います。

●委員長（竹田委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） お答えさせていただきます。

厚岸保育所敷地内にある建物は基礎を含む全てを解体させていただいて、あとは外回

りではフェンスですとか、遊具の一部も老朽化している物については撤去をしようかな

とも考えております。
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●委員長（竹田委員） ７番、杉田委員。

●杉田委員 老朽化している物についてはということは、老朽化していないものは残すの

でしょうか。細かい話で恐縮ですけれども。と申しますのは、今、予算が上がっている

ので、ある程度の解体状況は確定されているのだと思うのですけれども、仮にも桜通り

ということでありますことと、歴史的にもあそこ、役場、旧、古くですけれども、役場

の庁舎、建物があったりした土地でもあって、湖南地区にとっては歴史のある場所だと

私は思っているものですから、おそらく簡単に考えますと駐車場にされてしまうのかな

とは思っています。ある程度、隣にある福祉センターのことを考えれば、集会等があっ

たときに、かなり近隣にご迷惑もお掛けしてしまっているところがあると思うので、私

も駐車場にする分には、ある程度は仕方がないのかなと思いながらも、その辺をご考慮

いただいて解体に配慮いただければなと考えております。

●委員長（竹田委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） お答えさせていただきます。

私、先ほど老朽化した部分と発言したのかもしれません。ちょっと訂正させていただ

きたいと思います。現厚岸保育所の基礎を含む全てを解体ということで訂正させていた

だきたいと思います。

最後、取り壊した後の地面につきましては、最低限の整地ということでは考えており

ますので、ご理解願いたいと思います。

●委員長（竹田委員） ７番、杉田委員。

●杉田委員 細かいようで恐縮なのですけれども、桜通りですということを申し添えてお

きたいのです。要するにフェンスとかまっさらにアスファルトで固めて駐車場にされて

しまうのかという、その辺の配慮をいただきたいなと思っています。と申しますのは、

ある観光客の方から桜通りというからには、桜並木、すごい道南とかにあります桜並木

を想像されて来られた方がいらっしゃったようで、桜通りもかなり桜の数が少なくなっ

たりしている部分もあって、私の気持ちとしては桜くらいは残してほしいなというもの

があります。まっさらにされてしまうということでしょうか。

●委員長（竹田委員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からお答えいたします。

解体については、先ほど担当からお話したとおりなのですが、やはりあそこは歴史も

ある場所でございまして、通称桜通りと言われているとおりであります。特に、昔は小

学校までの桜通りがあったわけでございまして、現在も幾つかの桜が咲いているという

ことでございます。そういう現状も踏まえた中で整地をしなければならないだろうと。

現在の厚岸保育所の利用につきましても、その点を十分に考えながら建設しております
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ので、ご承知のとおり、前庭については木を残すということを大事にしながら前庭をつ

くっておりますので、当然そういうことも考えながら整地をしていかなければならない

だろうと、そのように感じております。

●委員長（竹田委員） 他に、４目ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、進みます。

５目児童館運営費。

150ページまで進みます。

151ページに行きます。

４款衛生費。

１項保健衛生費。

１目衛生予防費。

２目健康推進費。

健康推進費、162ページまでです。

３番、室﨑委員。

●室﨑委員 ここでお聞きしますが、今、コロナで体の健康だけではなくて、心の健康と

いう意味でも、非常に危うい状態になっている方がたくさんいるのです。何も厚岸だけ

ではなくて。例えば、ある調査によると、例年に比べて自殺者の数が倍くらいになって

いると。大体、１万人で３人くらいでしたか、１億何千万人で３万人と言われましたよ

ね。それが国が何年か前から自殺対策というものに相当力を入れてきまして、自治体に

も自殺対策の計画をつくると。厚岸町はみんなすこやかあっけし21の中に自殺対策のこ

とを入れましたよね。日本全体で約３万人といいますから、簡単に言うと１万人に３

人。厚岸人口１万だから３人くらいはあってもおかしくないという状況だったのが、３

万が２万くらまで下がったのかな、全国で。もう非常に、そういう意味では功を奏して

きたと言われています。ただ、これは自殺的事故というのがどこまでく汲み上げられて

いるかという話はあるのですけれども。とにかくそういうふうになってきています。そ

れが今年は倍近くになっているというような指揮者もいます。結局、世の中全体が鬱状

態になってきている。そういう中で、弱い人からすりつぶされていく。そういう現象が

起きているのだろうと思うのです。この当たり、町として、自殺対策というのを一項掲

げている以上、どのような調査なり、実態調査なり、あるいは手立てなりを考えていま

すか。

●委員長（竹田委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） お答えさせていただきます。

コロナによる自殺者ということで、委員おっしゃることでのピンポイントでのものは
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実施していないところではございます。しかしながら、かといって、このコロナの状況

がもう１年以上続いているところでもございますので、それらをコロナ禍の状況を踏ま

えて、例えば妊婦さんですとか、小さいお子様であれば、各種の１歳６カ月健診ですと

か、３歳児健診ですとか、そういうときにそういう相談と申しますか、コロナの状況の

様子を伺ったりですとか、あとはお子さんが生まれたときには個別にも保健師のほうが

訪問させていただいたりしておりますので、その状況においての会話と申しますか、面

談というようなこともしております。

あとは、高齢者の方などにつきましては、個別に電話をしたりですとか、そういうこ

とまでは至っておりませんが、例えば民生委員さんの協力をいただいたりですとか、社

会福祉協議会の方々にも協力をいただきながら、近隣の方での会話と申しますか、見守

りと申しますか、そういうようなことをフルに活用させていただくような考えで対応さ

せていただいているかなと考えております。

●委員長（竹田委員） ３番、室﨑委員。

●室﨑委員 今、おっしゃったことは全部大事なことだと思います。それで、国主導とい

うか、道主導というか、そういう形でもって厚岸町でも自殺対策計画みたいなのをつく

りましたよね。あそこではたしか支援員のような人をつくって、何でも相談に乗ります

よと、あなたは一人ではないのだというようなことを進めていかなければならないとい

うような話を聞いたのですけれども、その当たりの活動というのは、今どういうふうに

なっているのですか。

休憩します。

午後４時13分休憩

午後４時15分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） 貴重なお時間、お待たせいたしまして、大変申し訳ござい

ません。お答えさせていただきます。

委員おっしゃる支援員さんのことでございますけれども、計画上、自殺者に関する見

守りの方をゲートキーパーというような形で言わせていただいております。門番という

ような日本語でございますけれども。それで、以降、そのゲートキーパーの養成講座と

いうことで、民生委員さんですとか、あとは職場改善委員会の方々ですとか、あと職員

の新人職員の研修とかでも、あと管理職研修でも説明はさせていただいておりますけれ

ども、特に民間である民生委員さんにも、これらの自殺対策での状況も踏まえた中で、

コロナ禍の状況も踏まえて、活動をしていただいているということで、町といたしまし

ても、それらの方々との情報共有ですとか情報提供ということに努めているところでご
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ざいます。

●委員長（竹田委員） ３番、室﨑委員。

●室﨑委員 分かりました。そういうものが効果を上げていくように、ぜひお願いしたい

わけです。なかなかこれは外からは見えませんけれども。その当たりをお願いしたい。

まずそれが一つ。

それから、産後鬱とかそういうものに関しては、今課長答弁なさったようにいろいろ

な形で手を打っているということは分かりました。あと、ここのところ私のご町内でも

二つか三つお葬式があったのです。そうすると、普段顔を見せないお年寄りが弔問に来

る。それで久しぶりに顔を見るのです。びっくりするくらい弱っているのです。いわゆ

る巣籠もりというのですか。前はうちに遊びに来ていたお年寄りがぴたっと来ないので

す。行っては悪いというふうに思っているようで。じゃあ、その人をうちでというと、

一人で１日ぽつめんとしているわけです。これが80代も中になっている人だと、これは

もう本当にがたがたがたっと弱ってきますよね。そういう人が私の小さな自治会でも何

人も見えるのです。これを何とかしないとならないなと思っているのですが、その当た

りについては何かお考えがあるでしょうか。

●委員長（竹田委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） お答えさせていただきます。

何度か過去にもこういうようなご提案もいただきまして、コロナの状況も特に強いで

すけれども、巣籠もりということでございます。それで、町といたしましては、やはり

答弁が重複するところがございますが、まずはひとり暮らしの高齢の方につきまして

は、やはりケアマネージャーさんが付いているですとか、あとはヘルパーさんが入って

入るところとかということもございます。さらに、その前にはまず第一に私どもも地域

包括支援センターなり、保健福祉課として見守りしたり、情報共有していただきながら

活動させていただいているつもりです。それに加え、あと隣近所の方々にも見守りとい

うこともお願いしたいなというところもございますし、現にしていただいているという

ふうには認識しております。その中で、我々にも情報いただいたりしておりますし、加

えてあと社会福祉協議会のほうとも、さらに答弁重複しますが民生委員さんとも情報共

有を図っていきながら見守っていきたいなと考えております。

●委員長（竹田委員） ３番、室﨑委員。

●室﨑委員 見守っているのです。見守っているのです。どんどん落ちていくのをじっと

見ているより仕方がないような心境なのです、今。それで、ある程度の外へ出て行っ

て、例えば集会所だとか、そういうようなところで運動をする。ただし、感染しないよ

うな防止策はこういうふうにしなさい、そういうような専門家としての知恵を出してい

ただけるのかどうか。そういうのがあるのかどうかも分からないのですが。全くの巣籠
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もりで１日家の中で動かないという状態を少しでも体を動かすように、あるいは人と会

ったらおっかないから嫌だというのであれば、自分の家でこんなことならできるよとい

うものだとか、何らかのやはりお年寄りが多いのですけれども、元気になるような方策

というか、そういうものを考えていただきたい。１番いいのはおしゃべりすることなの

です。お年寄りによって最高の若さを保つ方法というのは、まず威張ること。それから

人とおしゃべりすること。これが１番だと聞いています。お年寄りを大切にする家では

大体お年寄りを威張らせていますよね。そういうようなことが、今全然できないわけで

す。それで、何かいい知恵があったら教えていただきたいと。これはうちの自治会の役

員同士が話したときにも出てくる話なのですが。何かそういうものがありましたら。

●委員長（竹田委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） お答えさせていただきます。

まず、ご自宅にいらっしゃるというところでの運動不足と申しますか、そういう状況

につきましては、昨年厚岸音頭で介護予防というようなものをちょっと検討させていた

だいて、ポスターですとか、ＤＶＤという物もつくらせていただいて、70歳以上の方々

に送らせていただいて、ご活用いただけるのであればご活用いただきたいということで

介護予防施策を講じさせていただきました。あとは、従来からございます体を動かすと

か会話の部分では、これも社会福祉協議会に委託しております元気にいきいき教室、そ

ういうものにも活用いただければと思いますし、また田中医院さんのほうでもそういう

体を動かすというようなところでの通所サービスも利用していただきながらとも思いま

すし、あと今後につきましては、春早々にまずアンケート、高齢者の２年に１回行って

おりますアンケートだとかというのも、ちょっと事務的ではございますが、させていた

だいて、それらの意見を聞きながら、また逆にお電話でもいただけたら当然それは相談

にも応じさせていただこうと思いますし、そのアンケートを踏まえて、巣籠もり対策と

いうものをしっかり取り組んでまいりたいと考えております。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

２目、他にございませんか。

２番、石澤委員。

●石澤委員 健康増進ということなのですが、前に一度聞いたことがあるのです。香害、

香りの害の問題なのです。それで、町民にそういう問題もあるということを周知すると

あったと思うのですが、それはどういうふうに取り組んでいるのでしょうか。

●委員長（竹田委員） 休憩します。

午後４時25分休憩

午後４時26分再開
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●委員長（竹田委員） 再開します。

保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） 時間を取らせていただきまして、誠に申し訳ございませ

ん。お答えさせていただきます。

町といたしましては、過去にそのような提言をいただいてから、町のホームページと

広報誌に掲載して周知させていただいた経過がございます。あと、さらに昨年、コロナ

によります感染予防のための消毒に当たって、それについても加えて周知させていただ

いたところでございます。

●委員長（竹田委員） ２番、石澤委員。

●石澤委員 この香りは一度発症すると、化学性物質過敏症、ＭＣＳというのです、これ

は一度発症するとなかなか治らないといって、子どもに発症するとどんどんそれが過敏

になって学校にも行けなくなるという対象なのですが。あと、大人でも体調を崩すこと

で、今まで何でもなかったものが、この化学物質過敏症になってしまって、病気のリハ

ビリをしなければならないのですが、リハビリの担当者の方が、ちょっとした香りでも

あることでリハビリができなくなるというようなことがあったようなのです。それも含

めて、香りの害というのを周知してもらいたいなと思うのですが、あとリハビリをする

場合、リハビリをしてくれる方に対しても、そういう害があるのだということは伝えて

ほしいと思うのですが、いかがですか。

●委員長（竹田委員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） お答えさせていただきます。

それらの情報と最新情報も勉強させていただきながら、機会あるごとに、機会を見

て、そのような周知にも考えていきたいと思います。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

２目、他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、３目墓地火葬場費。

４目水道費。

５目病院費。

６目子ども医療費。

２項環境政策費。

１目環境対策費。
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２目水鳥観察館運営費。

３目廃棄物対策費。

４目ごみ処理費。

５目し尿処理費。

５番、南谷議員。

●南谷議員 ５目し尿処理費だと思うのですけれども。この中に、汚水処理施設管理2,90

0万円の計上があるのですけれども、この中に今は使われていない門静の衛生センター

でございます。この維持管理費なり撤去費というものは計上されていませんよね。

●委員長（竹田委員） 環境林務課長。

●環境林務課長（鈴木課長） 門静のほうにあります旧衛生センター、こちらの解体費に

は計上しておりません。

●委員長（竹田委員） ５番、南谷委員。

●南谷委員 委員長、済みません。計上されていないから、敢えて逆に聞かせてもらいま

す。

（「はい」の声あり）

●南谷委員 門静にはＭＩＣＳ事業が始まって、２箇所の旧衛生センターがございます。

町民に言われて昨年の秋に私も古いほうのやつ見に行きました。私も奥のほうは分から

なかったのです。道路から最近まで使われていたＭＩＣＳに移る前までの建物はしっか

りしているのです。その奥にもう１個ありました。実際に行ったら、もう壁に穴が空い

ている物もあるし、シャッターが壊れて、風に振られていて、中には雨水が貯まってあ

ふれ出しそうになっていた物もありました。町民に言わせると、昔は汚水、薬品処理を

していた。そういうものが厚岸湖に流れて、大雨なんかでも流れたら大変ではないか

と、あの施設を早く撤去するべきではないか、こういう危惧をする声がありました。そ

れで、まずこの管理状態について、どのようになっているのか。そういう施設からそう

いう汚水とか旧施設から、私が行ったときにもタンクの底には水が貯まっている物もご

ざいました。ない物もあるのですけれども、それくらいひどい状態にありました。新し

いほう、比較的移ったばっかりのところはきちんとしていたのですけれども、旧施設に

ついては惨憺たる状況にありました。いかがですか。

●委員長（竹田委員） 環境林務課長。

●環境林務課長（鈴木課長） お答えさせていただきます。

旧衛生センターでございますけれども、昭和41年に建設されまして、平成３年の４月
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まで使っておりました。その後、平成３年の10月にその衛生センターの貯留槽は全て清

掃しておりまして、そこに入っていた物はきれいにしております。ですので、昨年ご覧

になっていただいて確認された物は雨水だと思います。我々も昨年の11月に確認しに行

きましたら、ご指摘のようにタンクの入口が口が開いている物がありました。そこで、

昨年中に全てコンパネ等ベニヤによって口は塞いでおります。中には人が入れないよう

な状況にしております。

●委員長（竹田委員） ５番、南谷委員。

●南谷委員 町民は勝手な想像するというわけではないけれども、非常に不安がる、話も

大きくなる、そういう話がまちに流れては困ると思うのです。ですから、担当課として

は早急に対処してくれたと理解をいたしました。そういうものはなるべくきちんと管理

をしていただきたい。それから、薬品等については既に１回清掃されて全然心配ないと

いうことで理解をさせていただきました。

その上でお伺いをさせていただきます。いずれにしても真龍のコミュニティセンター

やあっけし保育所の解体工事をやってきています。でも、あそこに、ＭＩＣＳに移って

統合されたのですけれども、二つあります。この施設の撤去というものも、やはり将来

の課題だと思うのです。当然、課ではこの解体について検討をされていると思うのです

がいかがでしょうか。

●委員長（竹田委員） 環境林務課長。

●環境林務課長（鈴木課長） その解体につきましては、昨年度にコンサルのほうに依頼

をしまして、解体費の見積をしていただきました。旧、古いほうの衛生センターでござ

いますが、設計業務、解体工事、管理費含めまして、約６億1,500万円。さらに手前の

ほうにあります衛生センターにつきましては、合計で５億3,700万円。合わせまして、1

1億5,000万円を超えるような多額な財政負担を要するものでございます。

現在、跡地の利用の見込みもないことから、解体の緊急性は決して高くはないとは思

いますけれども、今後有利な補助金等ありましたら検討してまいりたいと思って降りま

すので、ご理解のほどお願いいたします。

●委員長（竹田委員） ５番、南谷委員。

●南谷委員 今、11億5,000万円なんて聞いたら、すぐやれやと、おいおい待てやと、本

音です。ですから、早急にとは私もとても言える状況ではない。むしろ、やるべきでは

ないよと、こう言いたいのだけれども、厚岸町の今まで使ってきた物、今のときにやは

り考えていかないと、将来に向けて考えていかないと、もっと先いったらもっと負担に

なると思うのです。この辺も、やはり忘れ去れるだけではなくて、頭に置いて、何かの

有利なそういうチャンスがあれば、常に解体に向けて努力をしていただきたいなと思い

ますがいかがでしょうか。
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●委員長（竹田委員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 委員ご存知かと思いますけれども、まだまだ解体をしなければ

ならない旧町有施設ございます。今、担当課長のほうから答弁申し上げたとおり11億5,

000万円と、これはあくまでも概算での金額であります。この解体費用も年々高くなっ

てきているという状況であります。町としても、これら町有施設、一度は３カ年実施計

画の中に案として載せて、年次的に行っていこうというような計画も立てておりました

けれども、今こういうよな財政状況の中で、有利な補助金もない、また有利な起債も今

のところないということであります。今後、ただいつまでもこのままにということには

ならないでしょうから、そういった有利な起債等々、今後国のほうから示された場合に

ついては、改めてまたこういった優先順位を決めながら、解体についても行っていかな

ければならないとしておりますけれども、いつまでにということについては、なかなか

今は申し上げる状況ではないということについてご理解いただきたいと思います。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

他に、５目ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、６目下水処理費。

ございませんか。

切れのいいところで、なければ、本日の会議は、この程度にとどめ、明日10時から審

査を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）

●委員長（竹田委員） 異議なしと認めます。

よって、本日の委員会は、これにて閉会します。

午後４時38分閉会



- 51 -

以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。

令和３年３月10日

令和３年度各会計予算審査特別委員会

委 員 長


