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厚岸町議会 第２回定例会

令和３年６月23日

午前10時00分開会

●議長（堀議員） ただいまから、令和３年厚岸町議会第２回定例会を開会いたします。

●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） 日程に先立ち、表彰の伝達を行います。

６月10日、書面開催されました北海道町村議会議長会定期総会において、佐藤議員が

町村議会議員として在籍15年以上の自治功労者表彰を受賞されましたので、厚岸町議会

会議運用内規93の規定により、表彰の伝達を行います。

佐藤議員は演台前までお進みください。

表彰状。

厚岸町議会、佐藤淳一殿。

あなたは議会議員として15年以上にわたり、地方自治の振興・発展に寄与、貢献さ

れ、その功績は誠に顕著であります。よって、ここにこれを表彰します。

令和３年６月１０日。

北海道町村議会議長会、会長、渡部孝樹。

以上で、表彰の伝達を終わります。

●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、２番、石澤議

員、３番、室﨑議員を指名いたします。

●議長（堀議員） 日程第２、議会運営委員会報告を行います。

委員長の報告を求めます。

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。

６月21日午前10時から第４回議会運営委員会を開催し、令和３年厚岸町議会第２回定

例会の議事運営について協議をいたしましたので、その内容についてご報告申し上げま

す。

議会側からの報告として、諸般報告、例月出納検査報告があります。

議会提出予定の案件については、会期の決定、議席の指定、選任第１号「常任委員の

選任、選任第２号「議会運営委員の選任」、選任第３号「特別委員の選任」、発議案第

１号「厚岸町議会会議規則の一部を改正する規則」であります。
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委員会関係の案件については、総務産業常任委員会所管事務調査報告書、２常任委員

会及び議会運営委員会からの各委員会閉会中の継続調査申出書であります。

意見書案については、意見書案第２号「林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の

充実・強化を求める意見書」が提出されております。いずれも本会議で審議することに

決定をいたしました。

次に、町長提出の議案等についてであります。

報告第10号から報告第12号までは、繰越明許費繰越計算書の報告について他２件、議

案第45号から議案第54号までの一般議案10件と、議案第55号から議案第60号までの条例

改正案６件は、いずれも本会議で審議することに決定をいたしました。議案第41号から

議案第44号は令和３年度厚岸町一般会計補正予算ほか３件で、審議方法は、議長を除く

12名をもって構成する令和３年度各会計補正予算審査特別委員会を設置し、これに付託

し、会期中に審議することに決定をいたしました。

本定例会の一般質問通告者は、７名であります。

本定例会の会期は、６月23日から25日までの３日間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。

●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） 日程第３、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。

本定例会の会期は、ただいまの議会運営委員会報告のとおり、本日から25日までの３

日間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、本定例会の会期は、本日から25日までの３日間とすることに決定いたしまし

た。

なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付の予定表のとおりでありま

す。

●議長（堀議員） ここで、このたびの町議会議員補欠選挙において当選されました金子

議員から自己紹介をいただきます。

金子議員。

●金子議員 厚岸郡厚岸町上尾幌49番地、金子勇、44歳、無所属です。どうぞ、皆様、よ

ろしくお願いいたします。

●議長（堀議員） 以上で、金子議員の自己紹介を終わります。
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●議長（堀議員） 日程第４、議席の指定を行います。

金子議員の議席は、会議規則第４条第２項の規定により、８番を指定いたします。

●議長（堀議員） 日程第５、諸般報告を行います。

まず、本定例会に提出され、受理されました議案等は、別紙付議事件書のとおりであ

ります。

次に、令和３年３月８日開会の第１回定例会から本日までの議会の動向は、おおむね

別紙報告書のとおりであります。

また、今般、釧路東部消防組合議会及び釧路公立大学事務組合議会の報告書が提出さ

れております。関係資料は、別途、議員控室に備えておりますので、閲覧の上、参考に

供してください。

以上、諸般報告といたします。

●議長（堀議員） 日程第６、例月出納検査報告を行います。

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

供していただきたいと思います。

以上で、例月出納検査報告を終わります。

●議長（堀議員） ここで、町長から発言を求められておりますので、これを許したいと

思います。

町長。

●町長（若狹町長） 私の５期目の任期は、来る７月12日をもって満了となりますが、そ

れに先立ち、去る６月８日に告示されました厚岸町長選挙において無投票当選すること

ができ、改めてその負担の大きさと職責の重さを感じ、身の引き締まる思いをさらに強

くいたしております。

本来であれば、厚岸町のこれからの輝かしい未来に向かってスタートを切るはずであ

りますが、新型コロナウイルス感染症の影響で、感染への不安、自粛ムードの高まり、

これによる経済活動の停滞など、町民生活と経済が依然として厳しい状況にあります。

私は引き続き、感染拡大防止対策をしっかり講じていくことは当然のことですが、同

時に地域経済の回復、活性化についても国の対策だけではなく、町としての可能な限り

の対策を講じます。

町民の暮らしの安全・安心を守るべき、今後も事態の推移と国、道の動向を注視しな

がら、鋭意検討を進め、必要な対策を講じてまいります。

また、新型コロナワクチン接種については、７月末までの高齢者接種や、11月をめど

とする12歳以上の全ての希望者への接種ができるよう、着実に進めてまいります。その

上、訪れるであろうアフターコロナを見据えた新しい社会に向けて、全身全霊で職務に

邁進する決意であります。

また、社会が大きく変化する中で、地球規模の環境問題、甚大な被害をもたらす自然

災害など、あらゆる分野において、私たちは歴史的な危機と試練の時にあります。町議
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会議員の皆さん、そして町民の皆さんと力を合わせて、この難局を乗り越えていきたい

と思います。

私は７月13日から６期目の町政を担当するに当たり、まず３月の町議会第１回定例会

において、令和３年度町政執行方針で申し上げました施策や取組を総合的に実行するこ

とと、このたびの町長選挙に際し、次のことを政策課題に上げ、臨みました。

私が生まれ育った厚岸町、もっともっと元気な町へ、町民誰もが心から誇りを持てる

町にしていきたいとの所信を忘れることなく、みんなの厚岸、新時代の創造に向かっ

て、一に、厳しい財政環境のもとで健全な行財政運営基盤の確立と、効率的で効果的な

行政運営を的確に進め、輝かしい厚岸町を創生する町政の推進であります。二に、町民

の思いをしっかりと受けとめ、町民と行政との連携を密にし、町民生活を守るため、諸

課題に対して果敢に立ち向かう町政の推進であります。三に、町民のために働く役所と

して、町職員の意識改革と人財と呼べる職員の育成に努め、町民から信頼される町政の

推進の３点を基本姿勢として、町政執行に邁進する決意であります。

私は昨年の衛生管理型漁港施設、厚岸漁業協同組合、地方卸売り市場の移転開設から

始まり、今年は厚岸霧多布昆布森国定公園が誕生し、北海道横断自動車道尾幌糸魚沢道

路が近く本格着工を迎え、令和５年度には全国から参加者が約1,000名に及ぶ全国豊か

な海づくり大会が開催されるほか、人気を博している厚岸ウイスキーの高い評価と相ま

って、ウイスキー蒸溜所がある町厚岸への関心も高まっており、今まさに新時代を切り

拓く大きな節目を迎えております。

新時代を迎え、町の将来をも左右する重大なときに、町政の舵取り役をお与えいただ

いた町民並びに町議会議員の皆様に、改めて心から感謝とお礼を申し上げます。

町政運営につきましては、厚岸町の向こう10年の道しるべとなる第６期厚岸町総合計

画で掲げた五つの将来像と、第２期厚岸町未来創生総合戦略で掲げた四つの目標の実現

に向けて、施策を展開してまいります。

目標の一つ目は、漁業と農業の活力で地域経済が元気になる厚岸であります。二つ目

は、子どもを安心して産み、育てられる厚岸であります。三つ目は、地域の魅力で人を

呼び込む厚岸であります。四つ目は、誰もが安心して暮らせる、暮らしたくなる厚岸で

あります。この全ての施策や取組を完遂させ、もっと豊かな、もっと元気な厚岸の新時

代を創造していくことが私の果たす使命であり、これまで郷土愛により守られてきたこ

の町の財産をさらに発展させ、将来の世代に引き継いでまいりたいと考えております。

以上、６期目に向けた私の思いの一端を申し述べさせていただきましたが、どのよう

な課題も一人で成し遂げることはできませんし、行政のみで達成することも困難であり

ます。主権者である町民の皆さんはもとより、その代表機関であります町議会議員の皆

さんのご協力が何よりも必要であります。

皆さんの深いご理解と、より一層のご支援、ご指導を賜りますよう、節にお願いを申

し上げ、ご挨拶とさせていただきます。

ご静聴、ありがとうございました。

●議長（堀議員） 日程第７、選任第１号「常任委員の選任について」を議題といたしま

す。
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厚生文教常任委員会の委員定数は、厚岸町議会委員会条例第２条第２号の規定により

６名となっておりますが、１名の欠員が生じておりました。このたび、町議会議員補欠

選挙が実施されましたので、常任委員の選任を行おうとするものであります。

お諮りいたします。

厚岸町議会委員会条例第７条第４項の規定により、金子議員を厚生文教常任委員会委

員に指名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） ご異議なしと認めます。

よって、金子議員を厚生文教常任委員会委員に選任することに決定いたしました。

●議長（堀議員） 日程第８、選任第２号「議会運営委員の選任について」を議題といた

します。

議会運営委員会の委員定数は、厚岸町議会委員会条例第４条の２第２項の規定によ

り、議長を除く議員全員となっておりますが、１名の欠員が生じておりました。このた

び、町議会議員補欠選挙が実施されましたので、議会運営委員の選任を行おうとするも

のであります。

お諮りいたします。

厚岸町議会委員会条例第７条第４項の規定により、金子議員を議会運営委員会委員に

指名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、金子議員を議会運営委員会委員に選任することに決定いたしました。

●議長（堀議員） 日程第９、選任第３号「特別委員の選任について」を議題といたしま

す。

広報特別委員会の委員定数は６名となっておりますが、１名の欠員が生じておりまし

た。このたび、町議会議員補欠選挙が実施されましたので、広報特別委員の選任を行お

うとするものであります。

お諮りいたします。

厚岸町議会委員会条例第７条第４項の規定により、金子議員を広報特別委員会委員

に指名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、金子議員を広報特別委員会委員に選任することに決定いたしました。
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●議長（堀議員） 日程第10、発議案第１号「厚岸町議会会議規則の一部を改正する規則

の制定について」を議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案者であります竹田議員から提案理由の説明を求めます。

１番、竹田議員。

●竹田議員 ただいま上程いただきました発議案第１号「厚岸町議会会議規則の一部を改

正する規則の制定について」、その提案理由についてご説明申し上げます。

近年、全国の町村会議においては、議員のなり手不足が近々の課題となっており、そ

の解消に向け、議員の機能強化を図るとともに、女性や若者をはじめ、多様な層の住民

が議員に立候補し、活躍できる環境を早急に整備するよう、全国町村議会議長会として

あらゆる場において政府、国会に対して要請を行ってきたところであります。

このような中、平成30年政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が施行さ

れ、公選による公職等としての活動と家庭生活との円滑、かつ継続的な両立が可能とな

るようにすることが基本原則として明記されました。

さらに、令和２年６月の第32次地方制度調査会の答申並びに同年９月の総務省地方議

会議員の在り方に関する研究会の報告書においては、出産、育児、介護等の議会への欠

席事由の整備を図ることが求められております。

また、令和２年12月には第５次男女共同参画基本計画が閣議決定され、同計画の中に

おいては、出産にかかる産前、産後期間にも配慮した会議規則の整備や育児・介護等の

欠席事由としての会議規則への明分化が促進されるよう、全国町村議会議長会をはじ

め、三議長会に対し、標準会議規則の改正を要請することが明記されました。

また、これと同時に現在政府において検討が進んでいる規制改革実施計画に基づき、

全ての行政手続きにおける押印義務の廃止といった動きも踏まえ、議会への請願手続に

ついても請願書の利便性の向上を図るため、押印義務を省略することができるよう、標

準町村議会会議規則の一部改正について、令和３年２月12日付けで全国町村議会議長か

ら通知があったところでもあり、これらの改正諮問に基づき、厚岸町議会会議規則中の

関係規定についても所要の改正を行うものであります。

改正内容につきましては、お手元に配付の発議案第１号説明資料、厚岸町議会会議規

則の一部を改正する規則新旧対照表により、ご説明申し上げます。

第２条第１項は、議員の欠席届の規定でありますが、従前は事故と規定していたとこ

ろ、出産、育児、介護など、議員として活動にするに当たっての諸要因に配慮するた

め、育児、介護など議会への欠席事由を整備するための字句の改正であります。

同条第２項は、議員の出産について母性保護の観点から、出産にかかる産前産後の欠

席期間を規定するものであります。

第89条は、請願者の利便性の向上を図るため、議会への請願手続について、請願者に

一律に求めている押印の義務付けを見直し、署名または記名、押印に改めるものであり

ます。

再び、議案にお戻り願います。

附則であります。
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この規則は、公布の日から施行するものであります。

以上、簡単な説明でありますが、議員各位の賛同をお願い申し上げ、提案理由の説明

といたします。

●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11、報告第10号「繰越明許費繰越計算書の報告について」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報告第10号「繰越明許費繰越

計算書の報告について」、その内容をご説明申し上げます。

議案書１ページをお開きください。

この内容につきましては、令和２年度厚岸町一般会計補正予算10回目、11回目及び13

回目で繰越明許費として令和３年度への繰越執行の議決をいただいておりました。今

般、地方自治法施行令第146条第２項の規定により、令和２年度厚岸町繰越明許費繰越

計算書を別紙のとおり報告させていただくものであります。

２ページをご覧ください。

令和２年度厚岸町繰越明許費繰越計算書、一般会計であります。表に記載のとおり、

３款４項にわたり全４事業について、合計で３億9,652万円について、令和３年度への

繰越であります。

財源内訳につきましては、未収入特定財源として国及び道支出金として1,300万2,000

円、地方債として３億7,870万円で、それぞれ国の繰越承認を得ており、令和２年度で

の繰越事業の執行に応じて、収入予定の財源であります。一般財源は481万8,000円であ

ります。

以上、報告第10号の内容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。
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●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（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり承認することに決しました。

●議長（堀議員） 日程第12、報告第11号「社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会経営状況

説明書の提出について」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。

保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） ただいま上程いただきました報告第11号 社会福祉法人厚

岸町社会福祉協議会経営状況説明書の提出について、その内容をご説明申し上げます。

なお、この経営状況説明書は地方自治法第243条の３第２項の規定により本議会に報告

するものでございます。

経営状況説明書は、別冊でご用意させていただいておりますので、ご覧願います。

それでは、経営状況説明書の１ページ目をお開き願います。

令和２年度事業報告書でございます。２ページには目次、３ページには事業報告の総

括説明がございます。内容について、その要点を説明申し上げます。

総括説明では、国においては包括的な社会を目指し取組が推奨されており、厚岸町社

会福祉協議会は新型コロナウイルス感染症の影響による外出自粛という中にあってで

も、人とのつながりを途切れさせない活動に取り組み、介護保険事業においても住民を

支える福祉サービスが途切れないよう、感染予防対策を徹底して在宅サービスと施設運

営に努めたことが記載されております。

次に、重点推進項目の一つ目ですが、地域に信頼される組織体制の確立では、必要な

サービスが安定的・継続的に提供できるよう、嘱託職員制度を廃止し、給与等を引き上

げた正職員化への処遇改善を図り、介護人材の処遇や環境整備による組織体制の確立に

努めたことが記載されております。

次に二つ目、総合相談窓口の充実とネットワークの確立ですが、相談支援を行う「あ

んしんサポートセンターあっけし」、資金貸付と必要な相談援助を行う相談窓口、介護

相談に応じる相談窓口などに対応できる総合相談窓口の充実に努め、コロナ禍における

緊急小口資金、総合支援資金の多くの貸付の取り次ぎを行ったことが記載されておりま

す。
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次に、４ページの三つ目、住民を主体とした生活支援サービスの促進では、コロナ禍

の中、ボランティア主体のコミュニティカフェは試行錯誤しながら開催したほか、人に

必要とされることで生きがいにつなげる「おたすけ隊」の立ち上げ準備を行ったことが

記載されております。

四つ目の生活を支えるための介護保険サービスの充実では、新型コロナウイルス対策

が最重要課題となり、利用者や入居者、職員への行動制限が強いられる形とはなりまし

たが、感染者を出すことなく、職員一丸となって１年を乗り切ることができたことが記

載されております。

五つ目の新たな福祉計画策定に向けたニーズ把握では、地域福祉懇談会やワークショ

ップを開催できる環境ではありませんでしたが、アンケート調査では町と連動すること

ができ、厚岸町社会福祉協議会の認知度や期待されるものを十分に受けとめ、今後の方

向性を検討したことが記載されております。

次の５ページから36ページまでにつきましては、令和２年度の各事業報告であり、事

業名、実施日、主な内容などが記載されております。

はじめに５ページでございます。法人在宅事業のうち、法人本部事業であります。法

人運営事業として理事会・評議委員会等の開催が６ページにわたって記載され、次に７

ページに部会・委員会の開催、内部委員会の開催、道社協及び釧路地区社協関係会議へ

の参加・役職員研修の実施状況が８ページにわたって記載され、次に会員と会費の状況

が９ページにわたって記載されております。１世帯500円の一般会員の会費額が138万7,

000円となり、前年と比較して５万7,000円の減となっております。

次に、福祉団体等への助成、広報活動の実施内容が記載されております。

次に、地域福祉推進事業として、厚岸町地域支えあいネットワーク会議の開催、緊急

情報キットかけはし配布事業、たすけあいチーム助成事業の実施が記載され、次に10ペ

ージにふれあい会食会の実施、ふらっとニコニコ広場2020、住民主体のサロン活動、地

域福祉懇談会、チャリティービアパーティー、厚岸町障がい者（児）ふれあいフェステ

ィバル「こう福祉21」への支援・参加協力については、事業内容の一部変更や中止した

ことが記載されております。

次に、ボランティアセンター運営事業として、ボランティアセンター運営委員会の開

催状況が記載され、次に11ページにボランティアバンク体制整備、ファミリーサポート

事業、ハートコール事業、災害ボランティア推進連絡会の開催、災害ボランティアへの

取組、ボランティア研修会の企画実施の内容が記載され、次に12ページに福祉教育の推

進、ボランティア愛ランド、釧路地区ボランティア活動推進会議への出席の内容が記載

されております。

次に、資金貸付事業として生活福祉資金の貸し付け状況、低所得者資金の貸し付け状

況が13ページにわたって記載されております。

次に、権利擁護事業として、日常生活自立支援事業の推進内容、法人後見の実施状況

が記載されております。

次に、14ページ、受託事業であります。いずれも町からの受託事業で、福祉バス運行

管理事業、一般介護予防事業の内容が15ページにわたって記載されております。

次に、福祉相談事業として地区相談所の相談内容、中央相談所の開設が16ページにわ
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たって記載され、次に、法律相談の実施状況が記載されております。

次に、成年後見制度推進事業として、相談対応業務、普及啓発業務、申立等の支援に

関する業務、市民後見人の登録等に関する業務、市民後見人の活動に関する相談及び支

援業務が17ページにわたって記載され、次に、成年後見制度等に関する関係機関・団体

等との連携及び調整業務、実施機関運営協議会の開催、受任調整会議の開催について記

載されております。

次に、生活支援体制整備事業として、生活支援等のサービスの把握、コミュニティカ

フェの開催、ボランティア活動研修会の開催が18ページにわたって記載され、次に、情

報誌等の発行、見守り電話の取組の内容が記載されております。

19ページは訪問介護サービス事業であります。訪問介護事業として、事業内容、利用

状況、職員研修の実施が20ページにわたって記載されております。

次に、第一号訪問介護事業として、事業内容、利用状況が21ページにわたって記載さ

れております。

次に、障害福祉サービスとして、事業内容、利用状況が記載されております。

次に、生活管理指導員派遣事業が22ページにわたって記載され、次に、外出支援サー

ビス事業、福祉有償運送の実施状況が記載されております。

次に、23ページは居宅介護支援事業であります。事業内容、利用状況、職員研修の実

施内容が24ページにわたって記載され、次に、居宅介護支援事業所定例会議の実施状況

が記載されております。

次に、25ページからは施設通所介護事業であります。この施設通所介護事業の部分が

指定管理者制度により管理運営を行っている特別養護老人ホーム心和園及び在宅老人デ

イサービスセンターの事業内容となっております。

はじめに、施設介護サービス事業のうち、特別養護老人ホーム心和園のベッド数が50

床の多床室に係る事業内容、利用状況が記載されております。稼働率については、利用

状況の表の右下に合計の稼働率が95.1％となっております。前年の令和元年度の稼働率

は93.0％でありましたので、前年を2.1ポイント上回る状況となっております。

次に、26ページに入退所状況、各種行事・イベント・地域交流事業、職員研修の実施

状況が27ページにわたって記載され、次に、各種会議、委員会の開催、避難訓練の実施

について記載されております。

次に、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、いわゆる心和園の18床のユニッ

ト型の施設の事業内容が28ページにわたって記載され、次に、利用状況、入退所状況が

記載されております。稼働率については、利用状況の表の右下に合計の稼働率が94.6％

となっております。前年度の令和元年度の稼働率は94.9％でありましたので、前年から

0.3ポイント下回っている状況ではありますが、高い稼働率を続けている状況でありま

す。

次に、各種行事・イベントが29ページにわたって記載され、次に、各種会議・委員会

の開催状況が記載されております。

次に、短期入所生活介護事業、いわゆるショートステイ事業の内容、利用状況が30ペ

ージにわたり記載されております。30ページの上段、利用状況の表の右下に合計の稼働

率が96.1％となっております。前年度の令和元年度の稼働率は89.8％でありましたの
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で、前年を6.3ポイント上回る状況となっております。

次に、障害福祉サービス事業として、事業内容、利用状況が記載され、次に、生活管

理指導、短期宿泊事業の内容が記載されております。

続いて、31ページは通所介護サービス事業であります。こちらは、いわゆるデイサー

ビスセンターに係る事業内容、利用状況、各種行事・イベントが記載されております。

利用者の状況でありますが、利用状況の表の右下、合計の延べ人数は6,866名の利用実

績となっております。前年度の令和元年度の延べ人数は6,445名でありましたので、前

年から6.5％分上回る状況であります。

次に、32ページに、職員研修の実施状況が記載されております。

次に、訪問入浴介護事業として、事業内容、利用状況が記載され、次に、第一号通所

介護事業として事業内容が33ページにわたって記載され、次に、利用状況が記載され、

生きがい活動支援通所事業の実績が記載されております。

次に、34ページに配食サービス事業、身体障害者デイサービス事業、身体障害者訪問

入浴サービス事業が35ページにわたって記載されております。

36ページには社会福祉センター事業であります貸館利用状況、施設整備状況が記載さ

れております。

続きまして、37ページからは決算書であります。厚岸町社会福祉協議会の会計処理に

つきましては、社会福祉法人会計基準に基づいた会計処理が行われております。

39ページには目次が記載されておりますが、この決算書の構成として各計算書類に対

する法人単位の決算関係、事業区分ことの決算関係、拠点区分ごとの決算関係となり、

次に付属明細書があり、最後に財産目録となっております。

それでは、決算書の内容について説明させていただきます。

41ページから45ページまでは、資金収支計算書の内容であります。まず、43ページは

法人単位の資金収支計算書であります。決算額はＢ欄になります。法人全体の当期資金

収支差額合計が表の下から３行目に記載されております。当期資金収支差額合計は1,71

8万625円となっております。その下の欄、前期繰越に相当する前期未払資金残高を加え

ることにより、１番下の欄の当期末支払資金残高は１億4,107万4,602円となった内容で

あります。

44ページは資金収支内訳表です。厚岸町社会福祉協議会の二つの事業区分の社会福祉

事業と公益事業の内訳が記載されております。

45ページは社会福祉事業区分のうち、法人在宅事業と施設通所介護事業に分けた資金

収支内訳表となっています。この施設通所介護事業に係る拠点区分が指定管理者制度に

より管理運営を行っている特別養護老人ホーム心和園及び在宅老人デイサービスセンタ

ーの資金収支内訳に関する内容であります。

46ページ、47ページは、法人在宅事業の資金収支計算書で、48ページ、49ページが施

設通所介護事業の資金収支計算書であります。

49ページの表の下から３番目に施設通所介護事業の当期資金収支差額合計額が記載さ

れております。当期資金収支差額合計は2,111万4,783円となっております。１番下の欄

の当期末支払資金残高は8,764万4,168円となった内容が記載されております。

50ページは公益事業の社会福祉センター事業の資金収支計算書であります。
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53ページをお開きください。

53ページは法人単位事業活動計算書で、損益計算書に相当するものです。勘定科目Ａ

の欄、１番下に次期繰越活動増減差額は４億3,535万9,743円となり、63ページの貸借対

照表上の数値と一致しております。

54ページ、55ページは事業活動内訳表、次に、56ページから60ページまでが各拠点区

分ごとの事業活動計算書が記載されております。

63ページをお開きください。

63ページは令和３年３月31日現在の貸借対照表です。まず、左側、資産の部の当年度

末の１番下の欄の資産の部合計８億7,986万5,654円につきましては、右側上の負債の部

の合計１億1,785万5,914円に、下の純資産の部、合計７億6,200万9,740円を加えた額が

最下段の負債及び純資産の部合計欄８億7,986万5,654円と貸借同額で一致しておりま

す。

63ページ資産の部の下から７行目、福祉基金積立資産でありますが、4,052万6,332円

となり、令和２年度に963万8,669円を積み立てしています。この積立額の内訳は、基金

から切り崩して法人本部事業で950万円を運転資金としていたものの積み戻しと、寄附

金13万8,669円を合わせたものが記載されております。

次に、64ページから74ページまでが各事業区分拠点区分別の貸借対照表が記載されて

おります。

75ページから83ページまでが法人全体で作成する付属明細書、85ページから106ペー

ジまでが拠点区分で作成する付属明細書です。令和２年度の決算書から新たに追加され

た資料であります。内容につきましては記載のとおりでありますので、説明は省略させ

ていただきます。

次に、109ページ、110ページは財産目録となっており、内容につきましては記載のと

おりでありますので、説明は省略させていただきます。

111ページは、社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会の監査報告書であります。令和３

年５月10日に会計及び業務の監査を受けた報告内容となっております。

次に、113ページからは令和３年度事業計画書であります。

114ページに事業方針及び重点推進項目として５項目が記載されております。１、包

括的な相談支援体制の確立、２、社会とのつながりづくりの推進、３、住民を主体とし

た生活支援サービスの促進、４、生活を支えるための介護保険サービスの充実、５、新

たな視点での地域福祉実践計画の策定。

115ページから118ページまでに事業実施計画で三つの拠点区分に分け、さらに七つの

区分に分けて具体的な内容が記載されております。

115ページに一つ目の拠点区分として法人在宅事業があり、その区分として、１、法

人本部事業、116ページには、２、受託事業、３、訪問介護サービス事業、117ページ

に、４、居宅介護支援事業の４事業があり、中段から二つ目の拠点区分として施設通所

介護事業があり、その区分として、１、施設介護サービス事業、いわゆる特別養護老人

ホーム心和園の事業、118ページには、２、通所介護サービス事業、いわゆるデイサー

ビスセンターの事業になります。これらの２事業については、町からの指定管理の事業

であります。下段に三つ目の拠点区分、社会福祉センター事業があり、社会福祉センタ
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ー運営事業となります。

119ページからは令和３年度の資金収支計算書です。事業実施計画と同様、三つの拠

点区分と七つの区分となっております。

120ページは令和３年度の法人全体の資金収支予算書で、全ての事業の合計が記載さ

れております。資金の収支を集計し、前年度と比較したものでございます。

121ページは社会福祉事業の資金収支予算、122ページは公益事業の資金収支予算、12

3ページから138ページまでは拠点区分、各区分ごとの収支予算となっております。その

他の内容につきましては、省略させていただきます。

最後に最終ページの139ページをご覧願います。

社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会役員名簿でございます。任期は表の下に記載があ

りますが、令和３年５月28日から選任後２年以内に終了する会計年度のうち、最終のも

のに関する定時評議員会の終結のときまでとなっております。

以上、大変簡単な説明でございますが、報告第11号につきましてご承認賜りますよ

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。

３番、室﨑議員。

●室﨑議員 細かな数字だとか、そういうことはいいのですけれどもというか、間違いな

いと思います。３ページから始まる重点推進項目の概要というのがあります。その中

に、住民を主体とした生活支援サービスの促進というのがあるのです。それが二つ大き

なものがあって、一つがコミュニティカフェの話がここで出てきます。それから、もう

一つはおたすけ隊の立ち上げですか、というのが出てきます。それで、これらは、この

文面から推察するところ、現在のコロナによる経済衰退の関係が当然あるわけで、それ

による経済的困窮者に対する、何と言うのですか、手を差し伸べる事業としてのしきさ

いが、本来そういうものであったかどうかは別にして、今非常にその役割を期待されて

いるものではないかと思うのです。それで、もう少し具体的に、どういう人がどういう

ことを行って、どういう人を対象にして行って、行った結果、こういう効果があるとい

うことを簡単で結構ですから、具体的な内容を教えていただきたい。

それと、今回、事業計画が後ろのほうに出ておりますね。そこでもまた重点推進項目

としては本当の目次が書いてあるわけですけれども。当然こういうことをやるのだろう

なと思いますが、それはこの事業実施計画、というとちょっと分類の仕方が変わるのか

どうか分からないのですが、ここの中のどこに入っていくのか。ちょっと見たときに分

からないものですから、それも教えていただきたい。

●議長（堀議員） 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、４ページの住民を主体とした生活支援サービスの促進のうち、コミュニティカ

フェの部分につきましては、ボランティアさんを中心に、対象者は子どもから大人の方
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まで、いろいろな世代の交流を図るという観点でボランティアの方に携わってしており

ます。例えば、100円でコーヒーを何杯でもおかわりしていただきながら交流を図って

いただくという内容でございます。おたすけ隊につきましては、立ち上げ準備を進め

て、高齢者などの籠もった方に相談をするですとか、家にお邪魔するですとか、そうい

うよな内容のことを取り組む準備を始めて、具体的には今年度からと伺っております。

それと、令和３年度の事業計画の重点推進項目でございますけれども、項目立てだけ

しておりますけれども、実績報告のように具体的にどの部分というのは記載はございま

せんが、３番、住民を主体とした生活支援サービスの促進というところと、２番の社会

とのつながりづくりの推進というところに入ってくるかなと考えております。

●議長（堀議員） 休憩します。

午前10時58分休憩

午前10時58分再開

●議長（堀議員） 本会議を再開します。

●保健福祉課長（亀井課長） 大変、失礼いたしました。再答弁させていただきます。

115ページの中での記載の部分でございますが、表の中段でございます（２）の地域

福祉推進事業、この中にありますポツの二つ目、ボランティア・介護ポイント制度の立

ち上げ・運用、それと三つ目のポツですが、まちカフェの立ち上げ支援という項目とな

っております。

●議長（堀議員） これより、質疑を行います。

３番、室﨑議員。

●室﨑議員 今、事業実施計画の中のここに入るのだと伺いました。それで、そうなりま

すとこの現在ボランティアの活動研修会を行ったり何だりしていく、このおたすけ隊と

いうのは、介護の関係の問題なのですね。それが一つ。

それから、もう一つ、このコミュニティカフェというのを実施していくのはボランテ

ィアの方がというのだけれども、ボランティアというのは要するに義務でやらない人、

全部言うわけでしょう。どういう人たちが、例えば何か団体をつくって行うとか、その

当たりどういうふうになっているのですか。そのたびに全く違う人が来てやるのです

か。もうちょっと具体的に説明してください。

●議長（堀議員） 休憩します。

午前11時00分休憩
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午前11時05分再開

●議長（堀議員） 本会議を再開します。

●保健福祉課長（亀井課長） 貴重なお時間取らせていただきまして、大変申し訳ござい

ませんです。

まず、このボランティアの方ですけれども、一般に応募、募集を募っておりまして、

年齢問わず手を上げていただいた方にボランティアとして登録させていただいて、そし

て相談あった方の日常生活の相談などに携わっていただく方でございます。

あと、これからの予定でございますけれども、介護ポイント制度と申しますのは、そ

のボランティアの方が相談された方に行ったときに、そのポイントをためて商品券をも

らえるということと、それとまだ具体的には決まっていないということでございます

が、相談した方につきましても、相談した段階で介護予防に関するポイントを取得し、

それを運用していくというような状況で、まだ具体的には決まっておりませんが、その

ような形のポイント制度で考えているということでございます。

●議長（堀議員） 休憩します。

午前11時07分休憩

午前11時15分再開

●議長（堀議員） 本会議を再開します。

●保健福祉課長（亀井課長） 再度、貴重な時間、大変申し訳ございませんでした。質問

の趣旨をはき違えていたところでございます。

まず、４ページのコミュニティカフェの内容でございますが、この内容は、先ほど申

し上げましたけれども、社会福祉協議会の職員がボランティアの方と共に地域のほうに

出向かせていただいて、子どもから大人まで年齢を問わず、コーヒーなどを飲み、世代

間の交流を図るという事業でございます。この内容につきまして、３年度では115ペー

ジの三つ目のまちカフェの立ち上げ支援（コミュニティカフェ）としております。ここ

にはまるものでございます。今、現状実施しているにも関わらず、まちカフェの立ち上

げ支援と記載しているのは、またさらに地域に自治会単位の大ざっぱなものから、もっ

と対象を絞って小さな単位ででも活動させていただきたいということで今年度立ち上げ

支援というようなところの項目としております。

それと、また４ページのご質問のところに戻らせていただきますが、おたすけ隊のこ

とでございます。こちらにつきましては、おたすけ隊ということでボランティアをまた

募らせていただく内容でございます。これも年齢問わず、一般にボランティアさんを募

らせていただいて、困った方のニーズの相談に受けていただこうというものでございま
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すが、その内容は介護保険の項目とはまた別に日常生活的な支援ということで、例えば

ごみを外のごみ箱に出すですとか、買い物の同行、お手伝いをするですとか、家の周り

の草刈りをするですとか、まだ項目は整理が必要でございますけれども、そのような日

常生活の支援をするためにボランティアを募った方をおたすけ隊と呼び、そのときには

漠然と行ってもらうのではなく、そのニーズと行ける方の状況がマッチしたところで対

応させていただこうかなと思っております。応募いただいたボランティアの方には、事

前に講習をさせていただいて、その内容の整理をしておたすけ隊としての活躍を願おう

というものでございます。

事業計画のところでございますが、こちらについては115ページの、先ほど私２番目

のところで説明させていただいたのですが、それは誤りでございまして、（２）地域福

祉推進事業の１番上のポツの生活支援サービスの立ち上げ・運用というところに該当す

るものでございます。

以上でございます。大変、失礼いたしました。

●議長（堀議員） 他に、質疑ございますか。

５番、南谷議員。

●南谷議員 ２点お尋ねをさせていただきます。

まず、１点目なのですけれども、介護サービス関係でお尋ねをさせていただきます。

先ほどの説明を聞いておりましたのですけれども、コロナウイルス感染症対策、各施

設、心和園のデイサービスの利用を含めて、施設の稼働率、それから訪問介護サービス

事業も全て各々当初の計画を上回る稼働率に至ったということでございますから穏当に

コロナ禍の中、職員の皆さんも非常に感染症対策を取りながら、自らも感染しない、移

さないという配慮をしながら稼働率がこのような結果に至ったということで、それぞれ

担当をなさっている皆さんに改めて敬意を表します。

その上でお尋ねをするのですが、このコロナの感染症対策、まだ終わっていませんよ

ね。１年もたちました。まだ続きます。入所されている方も、通所の方も、このコロナ

時代でございますから、長きにわたりまして、閉鎖的な空間、面会がままならない、ス

トレスがたまってきている、これは私、事実だと思うのです。それぞれ、いろいろな立

場の方が、入所されている方もそれぞれに対応、それから担当のほうも大変だと思うの

です。高齢の方、認知のかかっている方も、いろいろな方がおられる。そういう人に対

応もしていかなければならない。この辺については、これからまだ続きます。ますます

ストレスがたまってきていると思うのです。まだ解除できない。そういう状況にあっ

て、これからも大変だと思うのです。この辺については、まずしっかり対応していかな

ければならないと考えるのですが、この辺についてのお考えを伺います。

●議長（堀議員） 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。

感染症対策ということで、前代未聞の感染対策でございます。職員の方々につきまし
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ても、昨年から引き続きずっと苦労をなされておりまして、職員の皆さんの苦労のおか

げで感染者も出さず、クラスター発生ということにもならず、本当にご苦労は口だけで

は表せない状況でございます。

今後につきましても、引き続きそれ以上にご苦労かけるかもしれませんが、気を緩め

ずと言ったら失礼でございますが、コロナが収束するまで、この我慢を強いられなけれ

ばなりませんが、入居者のために変わらない感染予防対策でお願いしたいと私どもは考

えております。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 全くそのとおりだと思うのです。ただ、今までやってきたからいいというも

のではないと思うのです。私は。高齢者の方々です。私もいずれはそういう時期が来る

かもしれない。半分、認知かかってくる。そうなると、通常の考えには及ばない事態に

至るかもしれない。こういうものに対しても、一つ参考に、いろいろな研究をしていか

なければならないところまで来ているのかなと、斯様に思いますので、この辺の配慮も

一つお願いをしたい。

それから、２点目でございます。43ページを見ていただきたい。法人単位資金収支計

算書でございます。これは、事業活動による収支、社協全体の数字だと認識をしており

ます。予算に対する決算額、収入から支出を引いた事業活動資金収支差額計画対比、三

角になっているのですけれども、2,494万6,674円、これだけ当初計画より実績が上回っ

たという結果に至った、こういう理解をしております。結果的に、１番下の当期末資金

残高が１億4,100万円、これだけの数字が残ったと、こういう状況に至っていると。ま

ずまず、運営としては非常になめらかにきているのかなと理解をさせていただきまし

た。

その上で伺うのですが、53ページです。ここには法人単位事業活動計算書、簡単に言

えば当該年度との対前年度比較を記載してありますよね、この表は。そこで、サービス

活動の増減の部、これは心和園も含めた介護サービス事業の関係が主だと理解をしたの

です。サービス活動費増減差額、これは対前年比2,800万円のマイナスです。増減でい

くと。ということは、ここ見てびっくりしたのです。2,800万円。当年度決算が、実績

は全部よかったのだ、でも去年よりも収支差額は2,800万円落ちているのです。この数

字が。びっくりしたのです、僕。去年より実績よかったよ、ところがおっとっとと。2,

800万円マイナスです。対前年と比較して。去年よりも稼働率よかったのだ。そうした

ら何かなと思ったら、この大きな要因が人件費なのです。対前年比3,000万円くらい増

えていますよね。単純に言って。この3,000万円増えた人件費の内容について伺いま

す。

それから、たしか１番下のほうの数字なのですけれども、当期活動増減差額とあるの

です。当年度は1,900万円、対前年度が4,200万円、2,300万円この数字があるのです。

去年と比較して収益では最終的に2,300万円少なくなっているのです。たしか私の記憶

では、前年度の4,200万円の中に、去年は4,200万円利益あったのだけれども、1,000万

円くらい、過年度の、何と言うのだろう、上部団体からの繰入があったのです、過年度
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分として。だから、前年度分が実質は4,200万円なのだけれども、3,200万円だったと。

こういう理解をしているのですが、ここまでよろしいでしょうか。

●議長（堀議員） 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。

53ページの事業活動計算書からの説明とさせていただきます。失礼しました。その前

に心和園、デイサービスの職員の方への感染対策に基づく配慮につきましては、同じ

く、引き続き、私どもも配慮していきたいとは考えております。施設の職員の方々にも

ご理解を願いながら従事いただきたいと考えております。

続きまして、決算書の53ページで収支のことでございます。まず、収入につきまして

は、この表のサービス活動増減の部の収益で、この欄の下から３番目に介護保険事業収

益とありまして、左が決算、右が、中段が昨年度の決算で、議員おっしゃるとおり、増

減、ここは昨年と比較して1,000万円ほどの増となっております。これは、議員おっし

ゃるとおり、施設の稼働率がよかったことによりまして、それと比例して収入が上がっ

ているものという結果でございます。

そこで、先ほどご質問にもございましたが、増の要因につきましては人件費ではない

かというところでございますが、これもサービス活動の増減の部、費用の１番上、人件

費のところで3,100万円ほど増となっております。この内訳でございますけれども、一

人が人事と申しますか、人員の配置がえによりまして、事務局長の一人分と、あとは介

護施設の職員を４人から５人ほど増やしたということでの増でございます。それに職員

全体の処遇改善ということで、基本給を若干上げたとか、正職員化したとかというとこ

ろでの増となっております。その合計が約3,000万円ほどとなっております。

さらに、事務費の一部の部分で、心和園のほうに従来置いてなかった夜警員、これを

委託することによって夜の部の夜警を位置づけたということで、その経費がこのうち約

400万円ほど増となっております。

それに伴いまして、収入は稼働率がよかったことによりまして、収入は増えておりま

すけれども、さらに人件費の部分で費用がかさんだと申しますか、人数を増やしたこと

によりまして充足したのですけれども、それによりまして、その差が、このサービスの

部、合計の（３）の欄になりますが、議員おっしゃるとおり、約2,800万円の前年度決

算よりは下がっているということが言えます。

それと、人件費の内容はそういことでございまして、それともう一つでございます

が、当期活動増減差額（11）の部分で、当年度は1,500万円、昨年度は4,200万円と言う

ことで2,300万円の差は生じております。このうち、ご質問者おっしゃる1,000万円ほど

については、昨年度の数字が多かった部分があったのではないかということでございま

すが、おっしゃるとおりで、昨年度の決算において、収入が算定に一度誤りがあったと

いうことで、30年、29年、28年、３年分を精査して、社協のほうで収入が３年分の誤っ

たところを収入したということで増えた結果でございますので、今年はそれが平常化し

ていますから、その分減っている要因ということでございます。

以上です。
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●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 そうすると、結果的に、私なりに理解したのですけれども、今年は昨年以上

に稼働率がよかったのです。一生懸命やってくれた。だけれども、去年はむしろ今年よ

りも今の1,000万円引いても1,300万円ほど収支はいいのです。その大きな要因というの

は去年よりも人、人件費、今まで足りなかった分を補充した。介護士さん、補助する

人、夜警員さん、それから事務局長の分も加算して、Ｒ２年度のこの決算の数字が、こ

れから今後一生懸命やっていけば、最大数値だな、収入、この1,900万円ほどがある程

度の今後の数字、ベースになっていくのかなと、こういう理解をしたのです。ですか

ら、前年度4,200万円あったのですよね。1,000万円抜いて3,000万円。1,000万円、3,20

0万円ですけれども、僕は3,200万円の利益が出たのですよね。実質。昨年。これについ

ては昨年は人件費も人もいない中で、一生懸命皆さん、二人分というか、みんなで少な

い部分を頑張って、補いあってやってきたのだけれども、今年は四、五人の人を増やし

て、結果的に人件費かかったのだけれども、ある程度サービスも正常に維持していくほ

うもやっていける、こういう状態に至った、こういうふうに理解をしております。

その上でお尋ねをするのですけれども、ここには全然載っかってこなかったのです。

今後、心和園の建て替え、改修問題です。検討するということを明言されているので

す。私が明言されると聞いたときには、この3,200万円、令和元年度の3,200万円収益あ

るよと、こういうことで改修やっていくよ。ところが、それから1,000万円落ちたので

す。令和２年度の決算は。収益が1,900万円くらいで改修をしていくのでは、やはり運

営していく上では収支が基礎だと思うのです。私は。最終的に。3,000万円の利益を見

込んで運営をしていくのか、2,000万円の利益をもとに運営をしていくのか。お金では

ないかもしれないですけれども、この辺の考え方について、改修工事についてこれから

検討されるということですけれども、私はこの辺についての考え方、この狂いというの

はないのでしょうか。一抹の私は不安を覚えるのです。お金が少なくなるからどうだと

かということでは、これから検討されるということだけれども、この辺の検討される上

で、何ら影響はないのかどうなのか、これから検討されるから中身がどうのこうのとい

うことではない、その辺の考え方についてお尋ねをさせていただきます。

●議長（堀議員） 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。

若干、推計しなければならない部分もございますので、確たるところは申し上げられ

ないことをご理解願いたいのですけれども、今の入所がもうほとんどマックスに近いく

らいで稼働していただいております。その状況と、今職員は約四十数名、従事されてい

る方いらっしゃいますけれども、そこも今ちょうど均衡が取れているのかなとは考えて

おります。これがこのまま推移していくと、議員おっしゃるとおり、若干の施設整備で

すとか、そういうので若干のでこしゃこはあるのでしょうけれども、このまま推移して

いくと良好な経営で進んでいこうかとは間違いなく考えております。しかしながら、今
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度建て替えということとなりますと、入所者の数を減らすのか、増やすのかですとか、

現地のままで新しい物をつくるのかですとかいうところはまだこれからでございます

が、その要因によっては経営というものが変わってくるかと思います。ただ、今単純に

言えることは、ベッド数を増やすなどとかした場合については、当然職員が足りないと

いうことが想定されますし、また今のところではなくデイサービスも、今ユニットもご

ざいます。違うところに、また別な物を建てるとかとなると職員がまた必要数出てきま

すので、そういうことを考える都経営は厳しくなっていくのかなということも想定され

ます。想定の話ばかりで恐縮でございますけれども、そういうような赤字ですとか、負

担を抱えるようなことにはしないような方向で今後の建物の在り方を考えていきたいと

は考えてございます。

●議長（堀議員） 他に、質疑ございますか。

２番、石澤議員。

●石澤議員 114ページの中で、事業方針なのですが、介護保険事業において３年に一度

の報酬改定プラス0.7となって、書いてあるのですけれども、利用者に必要なサービス

が安定的にできるように介護人材の確保、介護現場の調整というのがあるのですが、先

ほど介護職員が４人から５人増やしたということでした。でも、現場の話を聞いている

とまだまだすごく大変な状況なのですが、これからこの町として介護人材をどういうふ

うにして育てていき、介護現場をどうするのか。それに対してはどうなっているのでし

ょうか。

●議長（堀議員） 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。

介護人材の確保につきましては、今、結論から言いますと、こうしていくというもの

はございません。しかしながら、議員懸念されるとおり、その辺、今後につきまして

は、私どもも肌で感じてきているところでございますので、町内にございます関係事業

所の方ですとか、当然指定管理の社会福祉協議会とも相談しながら、どういう確保の仕

方がいいのかということもじっくり考えていこうとは今考えているところでございま

す。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 今までも講習会とか、そういうことを開きながらやってきたこともありまし

たよね。だけれども、結局そこに出た方たちが介護現場につながっていないというのは

現実だとは思うのです。これはほかの町村も同じような悩みを抱えているようですけれ

ども、そういうのも含めて、これ、年齢も、介護者の年齢も、介護従事者の年齢もだん

だん上がっていっていますよね。そういう問題もありますので、やはり根本的にこの問

題をきちんと、これから検討するではなくて、肝に据えて、そしてやっていかないと、
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本当に介護現場が崩壊してしまうという感じがするものですから、ぜひそれを町のほう

でも支援しながらやっていってもらえたらと思うのですが、いかがですか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） お答えさせていただきます。

議員おっしゃるとおり、後継者確保というのは最重要課題であろうかなと思います。

今後検討するということでは先ほど私述べさせていただきましたが、既に社会福祉協議

会のほうでも地元の高校と話をしたりして、そういう資格を取るようなことでのＰＲも

しているところでございます。町といたしましても、議員おっしゃるとおり、きちんと

このことにつきましては、町内関係事業所さんとも話をして取り組んでまいりたいとは

考えております。

●議長（堀議員） 他に、質疑ございますか。

（な し）

●議長（堀議員） なければ、質疑を終わります。

これをもって、報告済みといたします。

●議長（堀議員） 日程第13、報告第12号 株式会社厚岸味覚ターミナル経営状況説明書

の提出について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。

観光商工課長。

●観光商工課長（諸井課長） ただいま上程いただきました報告第12号 株式会社厚岸味

覚ターミナル経営状況説明書の提出について、その内容をご説明申し上げます。

この経営状況説明書は、地方自治法第243条の３第２項の規定に基づき、本議会に報

告するものでございます。経営状況説明書は別冊でご用意させていただいておりますの

で、ご覧願います。

それでは、本説明書の内容について、ご説明いたします。

まず、１ページから14ページまでは、第28期の営業報告書及び決算報告書で、令和２

年４月１日から３月31日までの事業期間に関するものでございます。

２ページをご覧願います。

総括事項について、その内容を読み上げます。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による観光業の経済損失は大きく、依然として

回復の兆しは見えなく、ますます厳しくなることが予想されます。昨年は緊急事態宣言

により、４月と５月の臨時休館や時間短縮営業した結果、上期の入館者数は12万8,323

人、前年度対比61.2％、８万1,386人の減少、売上高は１億5,087万2,000円、前年度対

比53.6％、１億3,084万9,000円の減少、旅行業者の募集型企画旅行は1,553人、前年度
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対比16.2％、8,054人の減少の実績となり、上期の損失は大きなものとなりました。

そのような状況の中、世界的に注目を集める「厚岸ウイスキー」の販売や牡蠣料理と

厚岸ウイスキーのコラボレートが話題を集めたこと、新型コロナウイルス感染症により

落ち込んだ旅行需要の早期回復を図るため、北海道が６月から開始した「どうみん

割」、国が７月から開始した「ＧｏＴｏトラベル事業」により、当施設における９月、

10月、11月の入館者数は８万3,431人、前年度対比101.8％、1,451人の増加、純売上高

は１億3,180万5,000円、前年度対比103.9％、497万7,000円の増加の実績となり、前年

度並みまで回復しました。しかし、第３波となる新型コロナウイルス感染症の感染拡大

により、観光消費は再度低迷し、最終的な年度の純売上高は３億2,757万円、前年度対

比75.1％、１億837万7,000円の実績となりました。

以上が総括事項であります。

次に、総務事項についてでありますが、株主総会及び取締役会の開催状況、３ページ

には株式事項のほか、役員や従業員数の状況、旅行業者との契約及び取引状況について

は記載のとおりであります。旅行業者との契約及び取引状況でありますが、新型コロナ

ウイルス感染症の影響による国内旅行の自粛により、前年度対比７社の減少となる15社

の契約となっております。

次に、４ページの月別入館者状況であります。月別の入館者数の推移は記載のとおり

でありますが、年度合計では一般入館者が20万3,665人、旅行業者関係の入館者数が8,9

42人、合わせて21万2,607人の入館者総数となっております。総括事項でもご説明させ

ていただきましたが、緊急事態宣言により４月と５月の臨時休館や時間短縮営業したこ

と、また国内旅行の自粛により、前年度と比較しますと72.0％、８万2,701人の減少と

なりました。

次に、５ページからは決算報告書についてであります。

６ページをご覧願います。

まず、貸借対照表でありますが、資産の部では流動資産は１億1,990万2,876円、固定

資産は336万994円、資産合計では１億2,326万3,870円であり、前期との対比で3.8％の

増となっております。負債の部では流動負債が2,893万7,549円で、前期との対比で27.6

％の増となっており、その主な要因は本年４月１日に発売された厚岸町限定のブレンデ

ッドウイスキーを３月に仕入れしたことによるものでございます。固定負債については

前期同様ございません。純資産の部では、株主資本の額が9,432万6,321円で、前期との

対比では1.9％の減となっております。利益剰余金は2,932万6,321円となり、前期との

対比で5.8％の減となっております。

次に、７ページは財産目録でありますが、内容は記載のとおりでありますので、説明

は省略させていただきます。

８ページをご覧ください。

損益計算書であります。売上高科目のうち純売上高は３億2,757万663円で、前期との

比較では24.9％の減であり、これに指定管理費等収入と体験観光収入を加えた売上高は

３億6,310万6,709円となり、前期との比較では23.6％の減となっております。売上原価

は１億9,659万8,656円で、前期との対比で22.6％の減であり、売上総利益については１

億6,650万8,053円で、前期との対比で24.8％の減となっております。一方、経費であり
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ますが、販売費及び一般管理費は２億1,038万3,906円で、前期の対比では6.4％の減と

なっており、次の９ページにその内訳を示しておりますので、ご参照ください。この結

果、営業損失が4,387万5,853円となっております。

営業外利益については4,229万1,339円で、前期との対比で600.8％の増となっており

ます。営業外利益のうち補助金収入については、緊急事態宣言の発出により臨時休業し

た昨年４月25日から５月28日までの32営業日の損失となる厚岸町からの補助金2,000万

円であります。また、雑収入の2,222万6,435円の主な内訳ですが、国からの雇用調整助

成金が1,504万5,882円、持続化給付金が200万円、ＧｏＴｏトラベル旅行取消料対応費

用が66万209円、道の休業協力支援金が30万円となっております。営業損失の4,387万5,

853円に営業外収益の4,229万1,339円を加え、営業外費用の470円を差し引き、今期は15

8万4,984円の経常損失となっております。この結果、法人税などを差し引いた今期の純

損失は179万984円となっております。

剰余金の処分については、13ページでお示ししております。当期純損失と前期からの

繰越剰余金を合わせ、2,932万6,321円が次期繰越剰余金となりますが、会社所有の営業

に関わる備品購入の維持・更新や新規購入への備えと体験メニューの企画造成など、会

社運営の財源確保を図るため、株主配当をせずに次期繰越利益として処理されたもので

ございます。

戻りまして、10ページ、株主資本等変動計算書であります。当期純損失の179万984円

の計上により、純資産の部、合計の当期末残高は9,432万6,321円となっています。

11ページは個別注記表でありますが、内容は記載のとりでありますので、説明は省略

させていただきます。

12ページは監査報告書であります。

次に、14ページですが部門別収支決算書であります。１番下の行にはそれぞれ部門ご

との計上利益の額が記載されており、これを前期との対比を口頭で申し上げます。総務

部門がマイナス数値が41.1％の減で、先ほど損益計算書の説明で申し上げたとおり、営

業外収入において厚岸町からの補助金や国からの雇用調整助成金などの収入増が要因で

あります。２階のレストラン部門が98.8％の減、２階の魚介市場部門が77.4％の減、１

階の喫茶部門ではマイナス数値が88.9％の増となっております。また、２階のオイスタ

ーバール部門は6.0％の増、１階の展示販売部門が17.1％の減となっております。レス

トラン部門、魚介市場部門、喫茶部門、展示販売部門における主な経常利益の減少の要

因は、新型コロナウイルスにより売上げが落ち込んだことによるものであります。

オイスターバール部門において経常利益は増加しておりますが、その要因は従業員１

名の配置をオイスターバール部門と喫茶部門を兼任し、その人件費に当たる経費をそれ

ぞれの部門に振り分けたことにより、オイスターバール部門の人件費が昨年度と比較し

338万円の減となったため、経常利益は6.0％の増の246万2,316円となっております。

15ページからは、令和３年度第29期の営業活動計画についてであります。

16ページをお開きください。

令和３年度営業活動計画であります。営業の概要について読み上げます。

新型コロナウイルス感染症の感染が全国に拡大し、北海道においてもまん延防止等重

点措置や緊急事態宣言が発出され、観光業においてはますます厳しい状況にあります。
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また、町の観光イベントのあっけし桜・牡蠣まつりや、厚岸夏まつりが中止されること

となり、町内経済に及ぼす影響は計り知れない状況であります。

今期においては「ふるさと納税」返礼品の魅力アップや、国定公園に指定された「厚

岸霧多布昆布森国定公園」の知名度を活用した体験型観光商品の販売強化に取り組みま

す。

また、引き続き「新北海道スタイル」を遂行し、万全な感染症対策のもと経営に努め

ます。

その上で当期の計画では22項目にわたる実施事項を掲げて、取り組む方針を記載して

おります。

１、新型コロナウイルス感染症対策、２、指定管理事業の遂行、３、厚岸霧多布昆布

森国定公園の指定に伴う体験型観光の推進、４、町民利用促進と還元イベントの遂行、

５、総合観光案内所の充実、６、ＨＡＣＣＰ（ハサップ）による衛生管理、７、健康増

進委員の配置、８、キャッシュレス決済の利用促進、９、プライベート商品の開発と販

売、10、ふるさと納税返礼品事業の拡充、11、アドベンチャー（体験型観光）商品の企

画とアウトドアガイドの育成、12、ホームページの情報発信強化、13、インターネット

販売の強化、14、旅行業者への営業活動と情報収集の強化、15、観光誘客宣伝事業、1

6、施設管理と機器の更新、17、道の駅連携と物産交流プロジェクト、18、催事物産販

売プロジェクト、19、施設周辺設備の管理、20、災害に対する危機管理の強化、21、研

修及び観光地視察の実施、最後に22、働き方改革の実施という内容になっております。

詳細については、それぞれ記載のとおりでありますので、説明を割愛させていただき

ます。

次に、22ページ、令和３年度部門別収支計画であります。当期においても新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大の収束が見えず、団体旅行や個人旅行、体験観光、イベン

ト、催事などの不透明な状況が続いていることから、当期の計画は令和２年度の実績を

踏まえ、各部門ごとに計画額の積み上げを行い、全体の純売上高で前期実績の6.8％の

増となる３億5,000万円を見込んでいます。売上原価では２億761万円、売上総利益では

１億8,171万5,235円、前期実績との対比では9.1％の増を見込んでおります。一方、経

費合計では前期実績の3.6％増となる２億1,794万円を見込んで計上しております。これ

により、営業利益はマイナス3,622万4,765円を見込んでおります。営業外収入では雇用

調整助成金や草刈り委託料など530万円を見込んでおります。この結果、当期の経常利

益はマイナス3,092万4,765円を見込んだ計画となっておりますが、国や道による観光支

援策を活用しながら、今期の経営に努めてまいります。

以上、経営状況説明の内容ですが、このほかお手元には補足資料としまして、株式会

社味覚ターミナル開設後の各年度の収支決算状況の推移と令和２年度第28期の部門別収

支決算を計画額と比較した表をお配りしておりますので、参考としてください。

以上、株式会社厚岸味覚ターミナルの経営状況の説明とさせていただきます。大変簡

単な説明でありますが、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。

●議長（堀議員） 報告第12号の質疑については、昼食休憩後といたします。

昼食休憩のため、本会議を休憩いたします。
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再開を午後１時といたします。

午後０時00分休憩

午後１時00分再開

●議長（堀議員） 本会議を再開します。

報告第12号の質疑より再開いたします。

これより、質疑を行います。

６番、佐藤議員。

●佐藤議員 ここの経営状況説明書、決算書ですね、決算書の13ページ、剰余金の処分の

件についてという記載があります。株主配当に関する事項、株主の皆様への剰余金の配

当につきましては、当期は実施を見送らせていただきたく存じます、ということは、こ

れ、たまたま赤字決算ということでなのだろうと思いますけれども、これが例えば黒字

が出たというときに配当することもあるという意味も入っていますよね、この言葉でい

けば。

前にも僕ちょっと言ったと思うのですけれども、コンキリエを設立するときの組織形

態をどうしようかという、財務委員会というのがあったのです。銀行の支店長さんとか

いろいろ民間の人が入って。僕もちょうどいたのですけれども。そのときに、共同組合

方式はどうなのだという話が出たのです。その共同組合というのは、例えば出資金を、

株を、株ではなく出資金ですね、共同組合ですから、出資金額が多くても少なくても一

組合員に対する議決権というのは１個なのです。コンキリエは株式会社ですから、いわ

ゆる商法に規定する株式会社なのです。そうすると、一株につき１個の議決権を有する

のです。ですから、過半数の株を厚岸町が、例えば持っていれば、300人、400人、一

株、300人、400人はちょっと５万円を掛けてみないと分からないけれども、一株株主

が、今八十数人ですけれども、これが100人になっても150人になっても、全部反対され

ても株式を１番持っている厚岸町の意見が通るのです。そういうことで、商法上は株式

会社と言っているのだけれども、厚岸町の観光振興だとか、地域の水産物のアンテナシ

ョップみたいなものもあるだろうし、そういうこともいろいろ含めて、厚岸町の政策と

かそういう考え方が、そういう一般の株式会社のように、一株株主の反対で町の考え方

が通らないとか、そういうことのないように、いわゆるしようということで、株式会社

にして町は２分の１以上の株を持つということにしたのです。

ですから、今一般に企業が売った、買ったで利益を出している企業とは違うのです。

これ、町の支援なかったら倒産しますからね、はっきり言って。だって、令和２年だっ

て指定管理者も含めて、幾らですか、5,000万円を超える支援をしているわけです。そ

のほかに備品の購入だ、修繕費だということでいくと相当な金額です。その中で、いわ

ゆる収支を出すのですけれども、それで利益が出たということで株主に配当するという

考え方は僕はいかがかなと思うのです。

ですから、今回、コロナであって特別に2,000万円という支援をしたのだけれども、
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これからだって分からないですよ。どんな状況になるか。ですから、幾らかの剰余金が

出たにしても、それはやはり繰越剰余金という形で、何かあったときのために僕は繰り

越していくと、５万円の人に１万円の商品券やったとか、そういうことではなくて、そ

ういう形でいけば出資した一株株主の人も理解できるし、また増収したときにコンキリ

エはおいしいよと、厚岸町はおいしいよということで５万円の出資を出したと思うので

す。ですから、そういう考え方でぜひ運営してほしいなと。ですから、ここに当期は配

当を見送らせていただきますという書き方はしているのだけれども、これ町民が見るわ

けではないですから、皆さん見ていないと思いますけれども、僕はそういう考え方でコ

ンキリエを運営していただいて、そして株主さんも一株ではあるけれども、厚岸町を応

援するということで出資をしているわけですから、それは未来永劫とは言いませんけれ

ども、例えば30周年だ、50周年でコンキリエもこうなりましたと、株主に何かお礼をす

るくらいのことはあってもいいかもしれませんけれども、利益が出たということだけで

配当をするという考え方は、やはり町民には広く理解していただけないのではないかと

思いますけれども、いかがでしょうか。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） 私は町長であり、社長でもあります。大変、今、ありがたいお言葉

を賜ったわけであります。

前回もそうでありましたけれども、株主は配当を期待して株主になっているわけでは

ないというような佐藤議員からのお言葉もあったわけであります。その点は大変ありが

たく思っております。

ご承知のとおり、当株式会社は第三セクターによる株式会社です。そういうことで官

民一体となった会社ということでございまして、配当については、佐藤議員のお言葉に

ついて参考にしながら、今後とも取締役等の役員会において検討していくと、そのよう

に考えます。

ただ、やはり会社である以上は、やはりどうするのかという議論もあるわけでありま

すので。実は、一度１万円の株主に対しての商品券を、ありがとうという感謝の気持ち

をもって配布したこともあるわけでありますが、配当というのはないのです。ですか

ら、そういう事情を察しながら、これからも健全な運営に努力してまいりたい、そのよ

うに考えますので、ご理解をいただきたいと思います。

●議長（堀議員） 他に、質疑ございますか。

２番、石澤議員。

●石澤議員 さっきの、この部門で、令和３年度の部門計画書に、最後のほうで令和２年

と同じように、マイナスの計上をしましたということなのですが、その理由は何でしょ

うか。何か守るためのマイナス計上なのですか。

●議長（堀議員） 観光商工課長。
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●観光商工課長（諸井課長） マイナス計上でございますが、まだコロナウイルスの収束

がめどが立たないというところでございます。昨年度の、前期との実績を積み上げて計

算するわけでございます。昨年度は4,500万円の決算金ということで、単年度でです

ね、見ておりましたが、実質国の観光支援策、ＧｏＴｏトラベル事業ですとか、そうい

ったもので挽回したというものもありますし、また町の補助ということで2,000万円が

投入されたということで、結局は179万円の欠損となりました。

この令和３年度の計画でございますけれども、まだコロナの収束が見えないと、不透

明であるということであります。実績に基づいて積み上げていった結果、マイナス3,10

0万円といったような積み上げになっております。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 このマイナス三千何ぼというのは、結局実績で積み上げてきたって言ってい

ますけれども、ということは、これから最終的にいろいろな実績を積み上げていけば、

最後にはこのマイナス3,000万円ではなく、もっと少ない状況になると考えた上での計

上なのですか。

●議長（堀議員） 観光商工課長。

●観光商工課長（諸井課長） 積み上げていた結果、3,100万円のマイナスということで

ございます。正直、今コロナのこの状況によって、もしかすると国の支援策がまた始ま

って、コロナが落ち着いてくると、もしかすると、このマイナスが、プラスになるとい

うことはちょっと、厳しいのかなと思うのですけれども、昨年度のように圧縮がされる

ということも想定されます。

あくまでも、ちょっと、先ほどの答弁にも戻りますけれども、あくまでも積み上げて

いった結果、3,100万円のマイナスで、赤ということの計画とさせていただいたところ

でございます。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 普通の、ごめんなさい、民間会社とか、私たち農業等やって国から何かの場

合でもそうですが、何とか赤字の部分を減らそうという感じのことをやりながら、どう

する、こうするとあるのですが、コンキリエの場合は、そうすると、この三千何百万円

を解消するためにどういうことをするというような計画というのはあるのですか。これ

をしたから、少しでも減らそうという計画というのはどういうふうに考えているのです

か。

それから、働いている従業員の人たちもいるので、その人たちの生活守るということ

もあるかもしれないのですけれども、ちょっと普通に考えると、三千何百万円というこ

の赤字の予算というのは、ちょっと納得いかないのですが、それはどうですか。
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●議長（堀議員） 観光商工課長。

●観光商工課長（諸井課長） ご質問者おっしゃるとおり、通常の会社ではマイナス3,00

0万円というのはちょっと考えにくいのかなと思います。積み上げの中で、いろいろ精

査させていただいております。また、しっかりやっていかなければならないものもござ

います。かかる経費もございます。これからコロナが落ち着いて、宣伝費ですとか、そ

ういうものもかかってくる。これはしっかりやっていかなければならないと思います。

経費の圧縮といいますか、経費削減については、常日頃から、コロナに関わらず、会社

のほうとしても圧縮に努めているというところでございます。いろいろ会社としても、

そういうような圧縮に向けた努力もしていますし、また国のそういう支援ですとか、そ

ういうものも期待といいますか、そういうのも見込んでやってございます。

また、いろいろな新商品開発、厚岸霧多布昆布森国定公園になったという契機もござ

いますので、いろいろな商品開発、レストランメニューの見直しですとか、そういうも

のもしております。会社として努力して、またそういうものも考えて、こういう計画に

なったということでご理解いただければと思います。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） 私から付け加えさせてお話させていただきますが、大変厳しい経営

状況にあるわけであります。言うまでもなく、やはり新型コロナウイルスの結果、その

ような状況に相成っているわけでありまして、その難局を何とか乗り切って、健全財政

を維持していこうということで、先ほど報告書の説明をいただいた節に、担当課長から

22項目において、こういう事業を取り組んでまいりたいというお話をさせていただいた

ところでございます。今、改めて、ここで22項目を言おうとは思いませんが、そういう

考えでこれから向かってまいりたいと、そのように考えておりますので、ご承知をいた

だきたいと思っております。

●議長（堀議員） 他に、質疑ございますか。

１番、竹田議員。

●竹田議員 18ページの９番のプライベート商品の開発・販売。これ、プライベートとい

うことなので、コンキリエ独自という考え方の商品開発でよろしいのでしょうか。

●議長（堀議員） 観光商工課長。

●観光商工課長（諸井課長） このプライベート商品についてでありますけれども、会社

の独自商品であります。これまで二、三年前でしょうか、金のかき醤油ですとか、コン

キリエのオリジナル商品を開発してございます。そういった物のことでございます。
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●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 コンキリエはやはり第三セクターであり、皆さんの町税を使って、かなりの

投資額をしているわけですよね。今後、このプライベート商品の開発、コンキリエの社

員なのか何なのか分からないですけれども、開発に当たって、例えば出資者である株主

等々の人たちとか、あと社員だとか、多くは町民の声を大事にして商品開発をしていく

というふうな方向性というのを僕はしていったほうがいいと思う。そういうことによっ

て、町民が関わるという、少しでも、そういった意味で理解を求めることについては、

非常に効率的でいいと思うのです。そういうことを考えてほしいと思います。いかがで

すか。

●議長（堀議員） 観光商工課長。

●観光商工課長（諸井課長） 貴重な意見、ありがとうございます。プライベート商品開

発については、今まではやはり社内、しかも各部門別に協議を行って検討をしてきたと

いうところでございます。町民の意見ということもございました。これについては、株

式会社厚岸味覚ターミナルと協議をさせていただいて、こういう提言があったというこ

とでお伝えさせていただきたいと思いますのでご理解願います。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 12番のホームページの情報発信化、これについて私も何回か質問させてもら

いましたけれども、コンキリエというのは当然その利益を上げていく目的は当然のこと

であるのですけれども、コンキリエが伸びていくことによって、町の店が疲弊していっ

たり、何かの形でマイナスになっていったりすることを望んでいるのかどうなのか。当

然望んでいないという言葉は返ってくるはずなのです。であるならば、このコンキリエ

が伸びていくことによって、ほかの店、例えば居酒屋にしてもスナックにしても一般の

商店にしても、いろいろな企業があります。大から中小までね。その中で、ホームペー

ジの作成に当たっては、例えば宿泊施設、居酒屋、スナック、それからお土産屋さん、

全てのことを町民上げてコンキリエのホームページを見れば、どこどこに何がある、ど

こどこに夜行けば何々が楽しみで飲めるとか、そういった情報発信を一緒にしてほしい

ということ、何度も言ってきました。いまだに何一つも変わっていないです。

ということは、最初に言ったコンキリエが伸びていってほかの店が潰れてもいいのか

という町民もいます。商売やっている人もいます。手助けがないのですよ。コンキリエ

が伸びることによって情報発信して、コンキリエと共にほかの店も伸びていくという考

え方だったらいいですよ。そういう考えなのですと言ったって、現実的にホームページ

の内容は何も変わっていないわけですから。再三、何回も何回もお願いしているはずな

のです。やはり、コンキリエが伸びることによって、町の商店もよくなっていくとい

う、そういったことも一緒にやっていかないと、やはり町民全体が、赤字にすれば何ぼ

でも積み込んでいけるのか、もともとは町税ではないかと。町民の理解は、これ得られ
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ませんよ。

先ほど言ったプライベート商品の開発にしてもそうです。自分たちで勝手にやって、

商品から、じゃあ金のかき醤油つくって、つくるときに幾らお金かかって、今現在こん

なに儲かっているのですという情報も何も商品に対して一つの説明もないわけです。一

つ一つは。

そういうことを考えると、商品開発もいいけれども、ホームページの情報発信、これ

らについても、今後考えなければいけないと。そうすることによって、町民のコンキリ

エに対する批判の声というのは減るのではないかと思うのです。みんなでやはり押し上

げてコンキリエを伸ばしていこう、そういう町民の姿勢がなければ、勝手にやってやれ

やと。それで赤字したら何やってんだという、そういう不満の声しか聞こえてこなくな

る。本当にそれでいいのかどうか。いま一度、考えていただきたい。

●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。

今、竹田議員から経営の在り方についてのご意見がありましたけれども、全くそうい

うことを考えておりません。他の店のほうへ悪影響を受けるようなコンキリエであった

ら困る。当然です。やはり、コンキリエは公益性のある施設であります。そういう立場

で運営をいたしておるわけでございまして、やはり厚岸町の経済を守る、さらには、ま

た産業を振興させるという大きな目的もあるわけでございまして、そういうことで運営

をさせていただいておるところでございますので、どうか今のご指摘については、そう

いう気持ちはないということを答弁としてお答えをいたしたいと思います。

●議長（堀議員） 観光商工課長。

●観光商工課長（諸井課長） ホームページの件でございますが、コンキリエは厚岸町の

観光拠点施設でもあり、あそこには観光案内所という厚岸町のご案内をするという機能

もございます。ホームページの件については、味覚ターミナルと協議をさせていただい

て、どのような手法がいいのか、どのような掲載方法がいいのか、検討をさせていただ

いて、掲載について検討してまいりたいと、このように思っておりますのでご理解願い

ます。

●議長（堀議員） 他に、質疑ございますか。

（な し）

●議長（堀議員） なければ、質疑を終わります。

これをもって報告済みといたします。

●議長（堀議員） 日程第14、議案第41号 令和３年度厚岸町一般会計補正予算、議案第
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42号 令和３年度厚岸町国民健康保険特別会計補正予算、議案第43号 令和３年度厚岸

町後期高齢者医療特別会計補正予算、議案第44号 令和３年度厚岸町水道事業会計補正

予算、以上４件を一括議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

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41号 令和３年度厚岸

町一般会計補正予算から議案第43号 令和３年度厚岸町後期高齢者医療特別会計補正予

算について、お配りしております提案理由説明書のとおりでございますので、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） 水道課長。

●水道課長（髙瀬課長） 続きまして、議案第44号 令和３年度厚岸町水道事業会計補正

予算（１回目）の内容について、提案理由説明書のとおりでございますので、ご審議の

上、ご承認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

●議長（堀議員） 本４件の審議方法についてお諮りいたします。

本４件の審議については、議長を除く12人の委員をもって構成する令和３年度各会計

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

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、本４件の審議については、議長を除く12人の委員をもって構成する令和３年

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

定いたしました。

本会議を休憩いたします。

午後１時26分休憩

午後１時30分再開

●議長（堀議員） 本会議を再開します。

日程第15、これより、一般質問を行います。

質問は、通告順により行います。

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

60分以内となっております。５分前にはベルを鳴らし合図をいたします。

はじめに、３番、室﨑議員の一般質問を行います。
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３番、室﨑議員。

●室﨑議員 先に通告いたしました一般質問通告書により、質問をさせていただきます。

新型コロナウイルスについてお聞きします。

１番目に、急増していると言われる失職等による生活困窮者に対する支援についてお

聞きします。厚岸町での実情と、どのような調査をしているか。また、支援策について

お聞きしたい。それから、イとして、相談窓口、施策のＰＲ、それの状況はどうなって

いますでしょうか。

２番目として、高齢者の日常生活の支障であります。巣籠もりという言葉もあります

が、高齢者の日常生活にはいろいろな支障が出ていると聞いております。町における現

状と対策についてお聞きします。

３番目に子どもの虐待であります。あるいは家庭内暴力、ＤＶについてをお聞きしま

す。町内の状況と、その対策についてお聞きします。

４番目に情報伝達、危機感の共有の問題であります。言葉の壁を持つ外国人への情報

伝達がどのように行われているか。それから視覚障碍者や聴覚障碍者への配慮はどのよ

うになされているか。

５番目に学校に関してです。学校では学校行事の制限等、その教育活動へのいろいろ

な困難があると聞いておりますが、その影響と対策についてお聞きします。

６番目はワクチン接種です。申込時の問題点と改善策、接種時の問題点と改善策、全

接種の早期完了推進策、それらについてはどのようになっているかお聞かせいただきた

い。

以上であります。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） ３番、室﨑議員のご質問にお答えいたします。

１点目の新型コロナウイルスについて、（１）の「急増していると言われる失職等に

よる生活困窮者に対する支援」、アの「町での実情と調査、支援策」、イの「相談窓

口、施策周知の状況」についてでありますが、町では、新型コロナウイルスによる事業

への影響や雇用の状況を把握するため、これまで随時に町内の全事業者を対象に調査を

行ってきましたが、直近の４月の調査では、回答のあった73事業者のうち、従業員の解

雇、雇い止めを行った事業者が２件で４人、採用予定を見送った事業者が１件で１人で

ありました。

また、釧路公共職業安定所にも伺いましたが、当所では、離職の事由別、市町村別の

集計は行っておらず、また、求職の申込みをされない方もおり、実態の把握は難しいと

のことでありました。

生活困窮者に対する支援策についてでありますが、前年度、コロナの影響で一月、30

％以上、収入が減少したことにより保険税、保険料の減免を受けた方は、国民健康保険

税が112人、後期高齢者医療保険料が53人、介護保険料が133人となっており、令和３年

度においても引き続き減免を実施しております。
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また、社会福祉協議会を窓口として、必要な生活費用等を貸付する緊急小口資金・総

合支援資金は、令和３年５月現在で19人が活用しており、これらについては、国や北海

道が行う支援･制度も含め、町広報誌及びホームページにおいて、広く周知していると

ころであります。

さらに、最低限度の生活を保障する生活保護制度については、福祉事務所がある北海

道釧路総合振興局と連携し、保健福祉課では相談業務等を行っておりますが、令和２年

度の相談件数は17件、申請決定件数は15件と、前年度よりも増加しているものの、新型

コロナウイルス感染症が要因となるケースはありませんでした。

生活困窮者の相談窓口でありますが、新型コロナウイルス感染症の要因による相談に

限らず、生活に困っている方については、保健福祉課で相談を受けており、また、求人

情報の提供や求職に関しての相談については、観光商工課で受けているところでありま

すが、これまでに新型コロナウイルス感染症関連での相談はございません。

次に、（２）の「高齢者の日常生活の支障」の「現状と対策」についてであります

が、高齢者は感染予防のために知人・家族との交流を控えたり、自宅内での生活が増え

るなどの生活変化により、体力の低下や認知症の発症リスクが増えるため、日常生活に

支障をきたしていることが考えられます。

これまでの対策として、感染症対策を講じた上での介護予防事業等の通いの場の再開

や「厚岸音頭で介護予防」のＤＶＤ制作、70歳以上の高齢者への介護予防体操ポスター

の送付など、介護保険事業者や民生委員児童委員協議会など、地域の関係機関と連携し

て個々のニーズに応じた対応をしてまいりました。

また、今後の対策として、厚岸町社会福祉協議会と連携した地域のサロン活動の支

援、心身の虚弱状態の予防を強化した介護予防事業である貯筋検診の周知のほか、実態

調査を通じて高齢者の健康状態の確認をしていきたいと考えております。

次に、（３）の「子どもの虐待、家庭内暴力、ＤＶについて」の「町内の状況と対

策」についてでありますが、子どもの虚弱につきましては、昨年度来、新型コロナウイ

ルスの感染拡大に伴い、学校等の休業や外出自粛が継続する中で、児童虐待のリスクが

高まっていないかなどについて、定期的に安否確認と状況把握を行っているところであ

りますが、新型コロナウイルスに起因して児童虐待に至った事案や情報、相談は現在の

ところありません。

町では、これまでも保健福祉課が中心となり、教育委員会をはじめとした学校関係者

や児童相談所、保育所、幼稚園などで組織する厚岸町要保護児童対策協議会において、

連携を密にしながら取り組んでおりますが、今後についても、支援が必要な児童の把

握、児童虐待の早期発見・早期対応に努め、民生委員児童委員との連携や保健師による

新生児訪問、母子保健事業や各種健診、保護者への育児に関するアンケートから把握し

た心配ごとに対する支援など、子どもを見守る体制を強化するとともに、定期的な状況

把握と情報収集に取り組んでまいります。

また、家庭内暴力、ＤＶにつきましては、外出自粛等の影響で、家庭において過ごす

時間が長くなっている状況にあり、生活への不安や環境変化に伴うストレスなどから、

家庭内での暴力やＤＶのリスクが高まり、被害の増加や深刻化が懸念されていますが、

現在、新型コロナウイルスが原因となる、町や厚岸警察署への相談等はありません。
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しかしながら、相談機関に直接相談されている場合も考えられますので、今後も厚岸

警察署などの関係機関と連絡を取りながら情報収集を行うとともに、これまでホームペ

ージやパンフレットの設置により行ってきた相談機関等の周知のほか、ＤＶ被害を発見

した際の通報義務についても広く周知を行ってまいります。

次に、（４）の「情報伝達」のうち、アの「言葉の壁を持つ外国人への情報伝達」に

ついてでありますが、町内には、本年４月末現在で157人の外国人が居住しており、国

籍は多岐にわたっております。

外国人の方への情報伝達につきましては、町独自での対応が困難なことから、厚生労

働省及び北海道が作成している「新型コロナウイルスに関する外国語対応のお知らせ」

を、町広報誌やホームページで周知しております。

また、町内に居住する外国人は、水産加工業や酪農業での技能実習生の方が多いと思

われますが、水産加工業では事業所がその管理会社の通訳を通して、酪農業では派遣業

者を通して、それぞれ実習生へメール等により情報提供がされているほか、農協から受

入農家への随時の情報提供に加え、月に一度、英語を話すことができる農協職員が受入

農家を訪問して情報提供を行っているとお聞きしております。

次に、イの「視覚障がい者・聴覚障がい者への配慮」についてでありますが、町内に

は、本年４月末現在で54人の視覚障がい、聴覚障がいに係る身体障害者手帳を保持して

いる方がおります。

視覚や聴覚に障がいがある方に対して、個別の情報伝達は行っておりませんが、町広

報誌や防災行政無線、ＩＰ告知情報端末、ホームページに掲載することで、情報入手が

可能となるよう配慮しております。

また、視覚障がい者等を対象に、町広報誌を読み上げた音源をＣＤやカセットテープ

で配付する「声の広報」でも情報を提供しております。

なお、先の65歳以上の方の新型コロナウイルスワクチン接種予約受付に当たっては、

視覚、聴覚ともに、重度の障がいのある方へは、受付期間内において、個別に、電話や

ファックスでの案内の送付と受付を行っております。

次の、（５）のご質問については、後ほど教育長から答弁があります。

次に、（６）の「ワクチン接種について」のうち、アの「申込時の問題点と改善策」

についてでありますが、問題点として、集団接種の予約受付の１回目では、予約方法を

電話だけにしたため、初日に接種対策室への電話が集中し、ほぼ１日中つながりにくい

状況が続いたこと。そのため、予約をしようとする人が直接あみかに来所し、当初予定

していなかった窓口での受付を急遽行わざるを得なかったこと。２回目は、その対策と

して、あみかに予約窓口を３箇所設けて受付を行ったものの、午前８時20分にあみか玄

関前に約100人が並び、受付開始時の待機者が約150人に上ったこと。また、個別接種の

予約受付では、特に民間病院で、１回目、２回目ともに、早朝から玄関前に多くの人が

並び、受付が大変混雑したこと。町立厚岸病院も合わせ、電話が集中し、つながりにく

い状況が長時間続いたことが挙げられます。

これらの要因は、接種と予約受付スケジュールを年齢順で設定しなかったことにある

と考えております。

このため、その対策として、64歳以下の集団接種、個別接種の予約受付に当たって
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は、予約方法を接種対策室への電話予約とあみかでの窓口予約から、外注でのインター

ネット予約とコールセンターへの電話予約に変更し、サイトへのアクセスとコールセン

ターへの電話の集中を緩和するため、接種と予約受付のスケジュールを年齢順で設定す

ることにしております。

また、これから接種の予約をされる高齢者で家族等のサポートを得ることが困難な方

のために、あみかにインターネット予約をサポートする窓口を設けることにしておりま

す。

次に、イの「接種時の問題点と改善策」についてでありますが、問題点としては、予

約のキャンセルがあったときの対応が挙げられます。

その対応策は、あらかじめ優先接種対象者として、高齢者施設等の従事者、入院患

者、集団接種の従事者、保育所職員、幼稚園教諭、ヘルパー、ケアマネージャー、児童

館職員、学校職員の順にリスト化し、接種することにしております。なお、キャンセル

が少数であるため、あらためての予約受付は行わないことにしております。

次に、ウの「全接種の早期完了推進策」についてでありますが、早期に接種を完了さ

せるためには、64歳以下の接種に必要なワクチンが円滑に供給されることが前提条件と

なりますが、町による推進策は、一つ目に接種日数と１日の接種人数を増やすこと、二

つ目に８月以降の対象が59歳から20歳までのいわゆる現役世代へ移行することを考慮し

て、休日の接種日を増やすことと、平日午後５時以降の夜間接種を行うことを考えてお

ります。

具体的には、町内の２医療機関が８月２日から実施を予定している64歳以下の個別接

種に当たり、町立厚岸病院では、接種人数を今月28日からの１日30人を維持しつつ、対

象をかかりつけ患者のみから全ての希望者へ拡大することにしておりますし、民間病院

でも、１日の接種人数を平日30人から42人に、土曜日12人から30人にそれぞれ増やすこ

とにしております。

集団接種については、今月20日から、あみか、社会福祉センターともに、１日の接種

人数が108人になりますが、64歳以下の接種に当たっては、会場が広い社会福祉センタ

ーの１日の接種人数を126人に、また、可能なら144人まで増やしたいと考えておりま

す。

今後の接種スケジュールについては、現在検討中ですが、いわゆる現役世代の方の接

種を受けやすくするよう、休日の接種日を増やすほか、平日午後５時以降の夜間接種も

行っていきたいと考えております。

また、こうした接種体制の強化によって、64歳以下12歳以上の接種対象者約5,000人

全員が接種を希望された場合でも、おおむね11月中旬頃には接種が完了する見通しであ

ります。

以上でございます。

●議長（堀議員） 教育長。

●教育長（酒井教育長） 私からは、１点目の新型コロナウイルスについてのうち、

（５）の「学校行事の制限等教育活動への影響と対策」についてお答えいたします。
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今年度、小・中学校では、文部科学省による衛生管理マニュアルに基づいて教育活動

を実施してまいりました。

５月16日からの緊急事態宣言及び期間の延長により、北海道教育委員会から、修学旅

行や宿泊研修等の集団宿泊的行事は、実施を見合わせること。運動会・体育祭や学校祭

等、感染リスクが高い行事の中止または延期、あるいは分散、縮小など感染症対策を十

分に講じて実施すること、部活動の制限などが通知されました。

このことを受けて、緊急事態宣言期間中に学校で予定されていた行事の延期や内容の

変更が必要となる影響が生じております。

具体的には、５月18日から実施予定であっった真龍中学校の修学旅行が延期となって

います。運動会については、厚岸小学校・真龍小学校ともに、６月19日開催予定を、６

月21日以降に延期し、学年やブロックごとに分散して、平日開催とすることとしまし

た。また、太田地区の運動会は、規模の縮小と観覧者を限定して６月13日に実施しまし

た。このほか、宣言期間中の遠足や社会見学、体験学習が延期となっていることから、

宣言解除後に予定している行事についても、時期や規模の変更が必要になっておりま

す。

今後の教育活動については、感染状況を踏まえるとともに、時期や内容の調整を図り

ながら実施し、子どもの学ぶ機会が保障されるよう努めてまいります。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室﨑議員 あと何分ですか。

（「35分です」の声あり）

●室﨑議員 論点が非常に多いものですから、答えるのも大変だろうと思うのだけれど

も、聞くほうも大変なので、端的に、時間を取らないで、明確に答えてください。

生活困窮者の問題なのですけれども、今のお話を聞いていると、いろいろ報道や、そ

ういうところでもって出てくる非常に悲惨な状況、特にひとり親家庭、母子世帯といわ

れるようなところは直撃を受けているという話も出ています。子どものご飯の量を減ら

さないとならないというような悲惨な状況まで出ています。母子世帯のアンケートのう

ちの10％くらいの母親が子ども体重が減ったということを言っています。そういうよう

なものは厚岸町ではないと、そういうふうに考えていいのですね。

それから、今のお話を聞いていますと、公共職業安定所だとか、あるいは町内の事業

者に対して調査をしたと。辞めてもらった、雇い止めをしましたというようなのがほん

のわずかしかないと言うのだけれども、実は１番大変な状況になっているところは、全

国的にですよ、正規の就職をすることができないで、いわゆるアルバイトやそういう非

常に不安定な状況にある方たちなのです。そうすると、こういうような統計の中に、そ

れは出てくるのですか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。
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●保健福祉課長（亀井課長） 私からお答えさせていただきます。

生活困窮にかかる子どもの状況等ですけれども、保健師などの各種健診だとか、そう

いうもので、あらゆるところでの情報収集をして、相談を当然受けるのですけれども、

そのようなことに関わる困窮というところはないと受け止めらせていただいておりま

す。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室﨑議員 漏れなくいろいろなところに目配りしているけれども、伝えられるような話

は厚岸ではないと、そういうふうに考えればよろしいのですね。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） 報道等で出ているような、そういう問題はないと認識して

おります。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室﨑議員 安心しました。

それでは、その次にお聞きしますが、ちょっと最初の通告書で順番が変わって申し訳

ないのですが、関連しているものですから。家庭内暴力だとか、子どもへの虐待だと

か、そういうものが特に今、いわゆる巣籠もり状態になるとストレスが家庭の中で爆発

するわけですよね。それで、警察庁の発表かな、それで警察から児童相談所への通告が

昨年10万人を超えたと。ものすごい勢いで増えているという話なのですが、これは何と

言うのですか、こういう事例があるよ、ああいうところにあるよということが１番分か

りづらいものですよね。どうしても潜ってしまうのですよね。それだけに、担当者は大

変だと思うのだけれども、現在厚岸町ではそのような事案というものはないと捉えてよ

ろしいのですね。

●議長（堀議員） 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。

私からは子どもの虐待ということでお答えさせていただきますけれども、先ほどの答

弁と重複いたしますけれども、いろいろな活動、それと相談受付などにおいて虐待が生

じているということでの相談なり認識というものはないと踏まえております。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室﨑議員 教育委員会にもお聞きしますが、児童生徒の場合に家庭にそういうようなも
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のがあるときに、学校の先生、教師が自分の教え子の中の異常を見つけるという事案が

随分ありますよね。それで、恐らく現場の先生たちはそういうものに十分目配りをして

いるとは思うのですけれども、やはりこれは厚岸町の教育委員会として、やはり各現場

の先生たちに、こういうものについては特に力を入れて、今の時期見てくれというよう

な指示は出していますか。

●議長（堀議員） 教育長。

●教育長（酒井教育長） 今おっしゃられたものにつきましては、昨年度も含めまして、

今年度ももちろんですけれども、町の校長会議、教頭会議等を通して児童生徒のきめ細

かな観察、それはよくお願いしてきております。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室﨑議員 高齢者の、何と言うのですかね、人に会うことができない、人と一緒に活動

することができないという、高齢者が元気でいるための１番の薬を取られてしまってい

るという状況ですよね、今のコロナのこの社会は。そうすると、衰弱といいますか、ま

ず身体的には運動不足、精神的には人と会わない、そういうことによる心身の衰弱が起

きる。それから、ストレス解消の機会というのが奪われますので、抑鬱傾向になる。そ

して、人と会わないということで自身が孤立、孤独を招く。こういうふうに言われてい

ます。町長の答弁の中でももちろん触れていますけれども、そういう中で一人で家にい

るとリスクもまたあるわけで、転倒、温度差によるヒートショックというのですかね、

温度差によるもの、それからすぐ誰かが気づいて手当をするなり、手配をすればたいし

たことはなく済んだものが、一人しかいないと見る人がいないから、そういう状態で放

置されて重症化している。これ、転倒、温度差、放置というようなリスクを言うそうで

すが、こういものを少しでも避けるために、いろいろなさっていると思うのです。それ

について、現状の把握と、それからこういう手を打っているのだということを簡単でい

いですからもう一度説明してください。

●議長（堀議員） 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。

現状につきましては、昨年来から新規事業として考えておりましたＤＶＤの配付で、

各ご家庭で厚岸音頭ということでの体を動かしていただくということと、あとは、これ

も従来からありますが、社会福祉協議会に委託しております元気いきいき教室への参加

などをしていただいておりますけれども、ただ緊急事態宣言があったりですとか、それ

が解除されたりしてというところでの外出自粛をお願いしているところの葛藤というも

のはございますが、あとは個々の方の考え方にもよるかと思いますが、介護認定受けて

いる方につきましては、定期的にケアマネージャーさんが相談に応じているですとか、

ヘルパーさんもそちらのほうに顔出しているところで、それで情報収集をさせていただ
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きながら、その相談に応じては、コロナに限らずなのですけれども、住宅改修というよ

うな部分にも促していったり、デイサービスセンターのほうに通っていただくというよ

うなところの通常の部分とダブるところもありますけれども、そういう対応はさせてい

ただいております。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室﨑議員 前にはお年寄りのところに電話をして話をするというような事業もありまし

た。それと同じものでなくてもいいのだけれども、何かこの家の中にいる人につないで

いく、そういうような事業を考えていく必要があるのではないかと。１番いいのは保健

師が１件１件回って歩けばいいのだけれども、なかなかそれは大変だろうから。やは

り、そういうようなものを全部福祉課が背負うのではなくて、もちろん社協も一緒にな

ってやっているでしょうけれども、社協が全部背負うのではなくて、例えば自治会だと

か、地域の人だとか、そういう人たちと協力して、そして要するにＤＶＤ見て踊り踊る

のも大いに結構なのだけれども、一人で踊っているのではあまり効果ないのですよね。

いろいろな資料を見てみると。人と一緒になってやると、ものすごく効果があるので

す。結局そこで人とのふれあいなのですよね。それを100％できなくても補うような事

業というのが非常に必要なのではないかと、そういうふうに思うのですが。その点いか

がでしょうか。

●議長（堀議員） 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。

今、社会福祉協議会ともいろいろ連携を図りながら進めていこうと思っていますけれ

ども、今まで社協のほうで地域のほうに出向いていったものをもう少し細かくして、皆

さんと連携できるようなことも考えておりますので、まずはその辺で今後も考えており

ますのでご理解願いたいと思います。

●議長（堀議員） 町民課長。

●町民課長（布施課長） 今、自治会と地域ということもありましたので、自治会のほう

としましては10万円の補助金の目的の中にも声かけ運動というものもありますので、そ

ういうことも利用できるというようなことで、お知らせ等、何かしたいとは思います。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室﨑議員 自治会のほう、今まではそういう活動するのに補助金もいただいていたし、

いろいろやってきているのです。各自治会。ところが、このコロナの時代になって、そ

うやって会うこと自身がよくないというような、ある種の常識ができてしまいまして、

ほとんどの自治会が私聞いていると、去年までやっていたの今年はちょっと遠慮してい
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るのだという話なのです。ですから、やはりその当たり、役場のほうでこういうやり方

ならできるというようなモデルを考えていただいて、やってくれませんかというよう

に、何と言うのですか、奨励をしていくというようなことも考えていただきたいので

す。

●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。

そういう他の市町村等でも事例等はあるかと思います。あとは、道のほうの連合会で

すね、そちらのほうからも情報等を入手しながら研究をして、考え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 学校ですが、今その学校活動に対する支障ということの具体例、その中でこ

ういうような形で一段を落としてでもやりますよというような話は聞きました。それ

で、一つお聞きしたいのは、例えば運動会がなくなる、延期する、修学旅行がなくな

る、延期するというようなことでいろいろありますね。それから、給食ですか、それが

黙食とかいって、一切しゃべらないで食べなさいというような形になって、しーんとし

た中で子どもたちが食べているようなのがニュースに出たりします。そういうようなも

のというのは、子どもの心身の発達にどういう影響を与えるのでしょうか。少なくて

も、こういうことが予測されるのでということは、現場ではいろいろ検討なさっている

と思うので、その当たりまず簡単に教えてください。

●議長（堀議員） 教委指導室長。

●教委指導室長（廣瀬室長） お答えいたします。

現在、様々な制約の中で子どもが学習をしているという状況について、まず子どもの

せいではない部分があって、そういった部分では心身の心に少なからずの影響はあろう

かなと思うのですが、それを踏まえた上で、学習を続けていかなくてはならないという

部分の指導は行っております。そのケアなのですけれども、これまではできていたこと

ができなくなってしまうことについてのケアについては、積極的に教師が声をかけるで

すとか、称賛する機会を増やす、あるいは別の何か心が豊かになるような活動、それか

ら話、説話等も含まれるのですが、代替する何かを模索しながら、学校では取り組んで

いるところであります。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室﨑議員 今、対面授業に制限がかかったり、いろいろなことがありますね。それを補

うものの一つとして、デジタル端末を使った授業というようなことが各地で報道されて
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いますけれども、厚岸町ではそれはどういう形で取り入れているのですか。

●議長（堀議員） 教委指導室長。

●教委指導室長（廣瀬室長） 児童生徒が使います一人一台端末につきましては、昨年度

末に全学校に導入がされておりまして、現在、学校の中でなのですけれども、活用が進

んでおります。家庭への持ち帰りについては、操作体験と、教師も子どもも含めて、慣

れた段階で徐々にテスト等を行いながら進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 それで、新聞報道なんかもされているのですが、デジタル端末を使う機会が

増えてくると、それに比例して視力の低下が起きる、副作用ですよね、まさに。という

ことがあるのですが、そういうものについては調査されていますか。

それからもう一つ、それに限らず、こういう事態になって、子どもたちの学校での、

いわば、子どもを取り巻く環境が随分と変化していますよね。それがいろいろな影響を

及ぼすと思うのですが、そういう点について学校医や学校薬剤師との協議ないしは、そ

の意見をもらうというか、助言をもらうとか、そういうことも進めていますか。

●議長（堀議員） 教委指導室長。

●教委指導室長（廣瀬室長） デジタル端末の使用に当たって、視力の低下が懸念される

ところではありますが、現在、年に１回行う視力検査、それから視力が落ちている子に

ついて秋に視力検査を行うということをしておりますが、デジタル端末に関わる資力調

査は現在行っておりません。ただ、姿勢の保持、それから長時間使用しない、端末を明

るくしすぎて使用しないなど、配慮できることはあらかじめ学校に伝えておりまして、

指導の中でそこに留意しながら扱っているところであります。

環境の変化に伴う心身の変化につきましては、通常、担任あるいはそのほかの職員、

養護教諭等が変化の状況を見逃さないように、積極的に声をかけるなどして対応してお

りますが、必要に応じて学校医等に相談をしながら進めております。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室﨑議員 １番懸念されるのは、子どもたちの、児童生徒の健康です。ですから、その

分、十分意を払って進めていただきたいと。もちろん、私が言うまでもないことだと言

われるでしょうけれども、よろしくお願いしたい。

それで、次にワクチンの話についてお聞きします。高齢者の接種予約率ですね、これ

は現在何％くらいになっていますか。

●議長（堀議員） ワクチン接種対策室長事務取扱副町長。
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●副町長（會田副町長） 今のところ、93％に達したというところでございます。予想よ

りも相当に高い状況があるということです。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室﨑議員 今のは予約率で、接種率というのは、１回目、２回目何％くらいになってい

ますか。

●議長（堀議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） ６月16日現在で、若干のキャンセル等ありますけれども、33.1

1％という状況です。２回目が、見込みでありますけれども、６月19日の見込みで8.95

％、２回目まで終わっている方です。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室﨑議員 医療従事者、これは国のほうで優先しましたよね。医療従事者といわれる人

たちでは、こういう数字はどのくらいになっていますか。100％いきましたか。

●議長（堀議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 医療従事者等というくくりなものですから、その中での医療従

事者に限っては、民間の病院も含めて100％、２回目まで終わっているというふうに聞

いております。

加えて、等に含まれるのが消防職員、それと集団接種に従事をする町職員、それに加

えて高齢者施設の職員ということになります。特別養護老人ホーム、それと在宅デイサ

ービスセンターにつきましては、現在接種中であります。入所者については全て２回目

まで終わったのですけれども、従事者のほうは今現在接種中と。ちょっとどこまで進ん

でいるかということは今私のほうにないのですけれども。それと、消防職員については

２回目まで全て終わっていると聞いていますし、あとは集団接種で従事する職員につい

ても全て終わっていると。町立病院は当然２回目まで全て終わっていると聞いておりま

す。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室﨑議員 ワクチンの予約のときに混乱が起きたことについては、きちんと分析され

て、この後そういうようなことが起きないような手立てを打っているということが今分

かりましたので安心しました。

それで、やはり町民の中には長いこと外に立たざるを得なかったり、１時間電話かけ
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ても全然通じなかったりという、そういうようなことで不安、不満が結構まだ残ってい

るのです。そういうようなことについて、今日の町長の答弁では、反省すべきところは

反省して、改良すべきところは改良するというものをきちんと言っていただいたので、

こういうことはやはり町民に説明すべきだと思うのです。何か、来たお前らが悪いとい

うふうに取られたのでは、こっちは本当にたまったものではないので、その当たり、よ

ろしくお願いしたい。

●議長（堀議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 高齢者接種につきましては、第１グループ、第２グループで分

けさせていただきましたけれども、第２グループの予約に当たって、若干ではあります

けれども、お詫びも含めて書かせていただいたということでございます。今後、町長の

答弁のとおり、この後につきましては年齢順で接種を進めていきたい、また合わせてそ

の予約につきましても年齢順で進めていきたいと考えております。今、この外注でのイ

ンターネット予約、それとコールセンターへの電話ということで、今後は進めていきた

いと考えておりますけれども、できる限り、他市町村で起きているような、アクセスが

集中してつながりずらくなるですとか、あとは電話が集中して電話がつながりにくくな

るというようなことをできる限り防げるよう、サーバーを大きくしたりですとか、当然

大きくすればお金もかかるのですけれども、できる限り予約をされる方、対象者の方々

にご迷惑がかからないよう、配慮してまいり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 分かりました。その点、よろしくお願いしたい。

それから、今答弁の中にももちろんありましたが、11月くらいには全部が、うまくい

けば終わると考えてよろしいのですね。どうなのでしょう。また、ここへきて国からの

ワクチンの供給があるとかないとか、いろいろな話が出てきているのですが、厚岸町の

場合、予定どおりの供給ありと考えて、それはなければこの予定も何もないのですけれ

ども、それは考えておいていいのでしょうか。

●議長（堀議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 今回、この定例会に当たりまして、担当のほうとも含めて、こ

のことについていろいろと道、国からの情報ということも確かめさせていただきまし

た。今、釧路市ですとか根室市ですとか、いろいろと首長がご発言をされているようで

ございますけれども、厚岸町につきましても、この町長の答弁でもあったとおり、まず

は前提条件として円滑に供給されることということなのですが、最初の段階では2,000

人分くらいまで、2,500人か、2,300人分くらいまでは来るということが確認をできてお

ります。ただ、残りの2,700人についてはまだ国のほうから円滑な供給がされるかどう

かということの確認はまだできていない状況であります。
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ただ、８月から64歳以下始めてまいります。順次、年齢を下げていく形で行っていく

ことにしておりますけれども、それまでには国からきちんとした形での通知がされるで

あろうと考えております。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室﨑議員 途中で来なくなってしまったなどということがないことを祈ります。これは

厚岸町がどうこうしようということではないですからね。

それで最後になのですが、厚岸町の人口は３分の１が高齢者だと。大ざっぱに言って

ですよ。というふうに言われていますね。そうすると、高齢者以外の人たちというの

は、今回高齢者のワクチンを打った人の倍いる。うんと大ざっぱに言うとそういうこと

になるわけですね。だから、65歳未満の人たちが始まると、今以上にたくさんの人に対

応しなければならないということだと思うのです。それで、各地で歯科医師だとか薬剤

師だとか、あるいは看護師資格を持っているけれども、現在は家庭に入っている人だと

か、そういうような人たちの応援を頼むと。それで、絶対医師でなければできないのは

問診らしいですね。それから、それ以外の部分で医療の知識のある、そういう方たちに

手伝ってもらって１番いいのは、注射を打つというのはもちろんですけれども、薬や器

具や事前準備を手伝ってもらうと。素人ではない人に。これは非常に受けるほうも楽で

すし、それから手伝ってもらうほうも非常に助かるというような話がちらちら出ている

のです。厚岸町の場合に、どの程度の人がいるのかどうか分からないのですけれども、

そういう言い方は甚だ失礼なのだけれども、使える資源はみんな使って、少しでもスム

ーズに前に進むようにしてはいかがかなと、素人考えで思うのですが、そういう点はど

うでしょうか。

●議長（堀議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 65歳以上の高齢者が約3,370人です。そのほか、12歳以上とな

った場合については、まだこの辺ははっきりしていませんけれども、12歳までを含める

と約5,000人になります。今、町長の答弁でもありましたとおり、108人で今行っていま

す。50人から108人に増やして、今第２グループの接種を行っていますが、64歳以下、

これから行われる場合については、今、来ていただいている先生、専任で集団接種に当

たっていただいている先生からも108人以上増やしても大丈夫だと言っていただいてお

ります。それに当たる看護師が、今３人、これも集団接種専任でお願いをしております

けれども、可能であれば144人まで１日の人数を増やせるのではなかろうかということ

です。加えて、当然町長の答弁にもありましたとおり、夜間の接種も行っていかなけれ

ば、恐らくならないだろうと考えておりますので、今のところ、その看護師３名、それ

と専任の医師１名、この体制で十分11月中旬までに、まだもう少し人数を増やせば早く

終わる可能性もありますけれども、十分できるだろうという考えであります。

ありがたいことに、その民間の病院でも１日の人数を増やしていただけるというお話

をいただいておりますので、この体制の中で厚岸町におきましては行っていきたいと考
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えております。

●議長（堀議員） 以上で、室﨑議員の一般質問を終わります。

次に、５番、南谷議員の一般質問を行います。

●南谷議員 若狹町長におかれましては、このたびの町長選挙の当選、心よりお喜び申し

上げます。誠におめでとうございます。

まずは、コロナ禍対策、一人でも多くの町民に１日も早くワクチン接種ができる体制

を私も整えていただきたいと切望いたします。

午前中に大変力強い所信表明を聞かせていただきました。６期目に向けて、決意も新

たに、厚岸町の舵取りをしっかり頑張っていただけるものと、大いに期待をしておりま

すので、町長は次期４年で何を重点に取り組まれるのかお尋ねをいたします。

私は、次期は特に人口減少対策に取り組んでいただきたい。本町の過疎対策は波及効

果を含め、一次産業の振興が重要と考えます。厚岸の自然環境を生かし、漁業・水産関

連産業や酪農業、林産業の活性化が最も必要と考えます。後継者や水産加工場で働く多

くの皆さんをはじめ、町民が将来に憂いなく、希望を持って生活できる環境づくりをす

るべきと考えますので、４点質問をいたします。

１点目ですが、漁業では後継者が希望を持ち働ける政策を、特に大宗漁業の昆布漁業

であります。昆布の生産量増大のための支援や労働軽減のための支援策を講ずるべきと

考えますがいかがでしょうか。

２点目、水産関連産業ですが、水産加工場はサンマの漁獲量減とコロナウイルスで消

費低迷や価格の下落で困窮しております。加工場には多くの皆さんが働いています。事

業主には新商品開発や働く皆さんの環境改善支援と若者の研修支援策を取るべきと考え

ますがいかがでしょうか。

３点目です。酪農業は長期展望に立ち、農家の意向を反映し、町営牧場の大規模改修

をすべきでは。また、農家の労働軽減の支援策を講じていただきたい。

４点目です。林産業においては、雇用の確保・安定化のために、町有林の造成を増や

しつつありますが、次期は具体的にどのような政策を講じられるのかお尋ねいたしま

す。

子野日公園の整備事業について質問いたします。

公園の散策路改良工事は、第６期厚岸町総合計画で令和５年度に過疎債を借り入れ

し、4,341万7,000円で改修工事を計画しておりますが、その内容についてお尋ねいたし

ます。

この散策路の管理小屋付近の登り口Ｓ字カーブは、舗装が亀甲状となり、大雨が降る

と穴が掘れ、危険な状況になります。また、降りるほうも急な坂で危険です。景観を楽

しみ、安全に散策できるように早期に改修すべきではと考えますがいかがでしょうか。

以上、１回目の質問といたします。

●議長（堀議員） 町長。
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●町長（若狹町長） ５番、南谷議員のご質問にお答えいたします。

１点目の町長の政策についてのうち、（１）の「次期、何を重点に取り組まれるの

か」についてでありますが、６期目の町政運営に当たっては、本定例会の開会に当たっ

ての挨拶でも申し上げたとおり、現下のコロナ禍における感染拡大防止策と地域経済の

回復・活性化の両立を図りながら、町の最上位計画である「第６期厚岸町総合計画」に

掲げた五つの将来像と、人口減少対策に主眼を置いた「第２期厚岸町未来創生総合戦

略」に掲げた四つの目標の実現に向けて、ＳＤＧｓの「誰一人取り残さない」との理念

のもと、その全ての施策や取組を完遂させ、町民の皆さんが望む“あっけし”の新時代

を創造することが、私の果たす使命であります。

したがいまして、それらの施策・取組を一つ一つ着実に推進することが極めて重要で

ありますが、その上で、今年新たに誕生した「厚岸霧多布昆布森国定公園」を始めとす

る厚岸が持つ高いポテンシャルを最大限に活かした施策・取組の創生と推進、さらに

は、災害に強いまちづくり、子育て環境の整備、移住・定住の促進を重点政策と位置づ

け、力を注いでまいります。

次に、（２）、アの「漁業では、後継者が希望を持ち働ける政策を、特に昆布の生産

量増大のための支援や労働軽減のための支援策を講じるべきと考えますが」についてで

ありますが、昆布漁業については、近年、水揚量が減少傾向にあることから、厚岸漁業

協同組合が行っている「昆布漁場改良事業」「水産多面的機能発揮対策事業」を引き続

き支援するとともに、将来の厚岸海域における昆布増殖の可能性について、引き続き関

係機関と検討を進めてまいります。

また、厚岸漁業協同組合が労働軽減のために行っている「おに昆布加熱器・伸し

機」、「昆布乾燥庫内電動吊上機」等の導入事業を支援してまいります。

また、７月から新たな取組として、厚岸漁業協同組合では、漁業者が水揚げした昆布

をそのまま製氷冷凍工場に持ち込む「生昆布の出荷」を一部試験的に行う予定でありま

す。

この取組は、従来の昆布乾燥作業、選葉作業、干場の維持、乾燥機等の整備の必要が

なく、労働軽減が期待されるため、町としても推移を注視してまいりたいと考えており

ます。

次に、イの「事業主には、新商品開発や働く皆さんの環境改善支援と若者の研修支援

策を取るべきと考えますが」についてでありますが、近年、水産加工場では、過去に例

のない極端なサンマ漁の不漁による原魚不足、新型コロナウイルス感染症による緊急事

態宣言地域における飲食店の時短営業などによる需要の減退により、経営に苦慮されて

いるとお聞きしております。

新商品開発の支援策については、平成31年３月に新たな特産品の開発や商品化に取り

組む事業者に対し、開発に要する経費、包装等の開発、販路開拓ＰＲに要する経費の３

分の２以内、100万円を限度に補助する「厚岸町特産品等開発支援補助」制度を創設

し、これまでに６事業者がこの制度を活用して、新商品を開発されております。

また、北海道が主催する水産加工新商品開発・新規事業開発セミナーや個別相談会に

ついて、周知を図っております。

働く方の環境改善支援については、今後も事業者が設備や福利厚生など従業員の皆さ
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んの働きやすい環境を整備できるよう、引き続き厚岸町商工会と連携し、事業者への専

門家派遣事業の情報提供について周知してまいります。

また、若者の研修支援策については、町内の水産加工事業者のニーズを把握し、研修

の実施について支援してまいります。

次に、ウの「酪農業は、長期展望に立ち農家の意向を反映し町営牧場の大規模改修を

すべきでは。また、農家の労働軽減の支援策を講じていただきたい」についてでありま

すが、町営牧場は施設の老朽化が進み、利用者からも施設の更新を望む声が多く寄せら

れております。

また、近年は、農家の飼養環境の変化から、夏期放牧の預託が減少する一方、冬期の

舎飼い認容頭数を超えて、通年舎飼いが可能な町外の施設へ流出するケースが増えてい

るため、町営牧場においても通年で舎飼いができる施設整備が求められております。

現在は、主に作業効率の向上のため、農業機械の大型化を進めておりますが、今後は

町営牧場の長期的な展望として、飼養環境の維持と預託環境の改善のため、通年舎飼い

に向けた牛舎の整備を柱に、農業機械や施設全体の更新を図ってまいります。

農家の労働軽減の支援策については、町営牧場での預託牛の飼養や、指定管理者制度

により、釧路太田農業協同組合が運営管理する若齢牛育成センターでの若齢牛育成のほ

か、農家の負担軽減を図るため、釧路太田農業協同組合が運営するコントラクター事業

に用いる農業機械の計画的な導入を引き続き支援してまいります。

また、釧路太田農業協同組合と酪農家で組織する「厚岸町酪農ヘルパー組合」では、

搾乳を始めとする農作業を農家に代わって行うなど、拘束性が強い酪農経営の中でゆと

りある生活環境づくりの取組を進めておりますが、町としても、今後、労働軽減に必要

な支援について、関係機関と検討してまいります。

次に、エの「林産業においては、雇用の確保・安定化のために、町有林の造成を増や

しつつあるが、次期は具体的にどのような政策を講じるのか」についてでありますが、

林産業については、安定した事業量の確保により、林業労働者の雇用の安定を図ること

が重要であると考えております。

このため、町有林造林事業は、引き続き、安定した事業量を確保するとともに、森林

の多面的機能の発揮を図りつつ、持続可能な循環型林業を確立するため、森林施業を計

画的に進めてまいります。

また、森林環境譲与税を活用した補助事業による私有林整備を進めるほか、木材利用

の拡大に向けて、公共施設での木材利用の取組や木質バイオマスボイラーの導入を検討

してまいります。

さらに、雇用確保の対策としては、釧路管内の林業事業体、森林組合、市町村、北海

道などでつくる「釧路地域林業・木材産業担い手確保推進協議会」を中心に、地域が一

体となって労働力確保に取り組んでまいります。

続いて、２点目の子野日公園の整備についてのうち、（１）の「公園内の散策路改良

工事は、令和５年度に改修工事を計画しているがその内容は」についてでありますが、

子野日公園管理棟横の散策路登り口から普賢象などの桜がある桜見本園までの舗装され

た散策路と、バーベキューハウスから桜見本園までの散策路の現行ルートを基本に、再

整備する内容です。



- 51 -

散策路登り口から桜見本園までの散策路は、幅２メートル、厚さ３センチメートルの

アスファルト舗装を撤去して、新たに路盤材を敷均し、公園管理用作業車両が通行でき

るよう、一部を除き、幅３メートル、厚さ４センチメートルのアスファルト舗装に整備

する内容です。

また、バーベキューハウスから桜見本園までの散策路は、石を細かく砕いた石粉で整

備した散策路を間伐材などのウッドチップを固めた木質系舗装とし、階段２箇所を厚岸

味覚ターミナル・コンキリエに上がる避難階段と同じゴムチップを使用した階段にする

内容です。

次に、（２）の「管理小屋付近の登り口のＳ字カーブは、舗装が亀甲状となり、大雨

が降ると穴が掘れ危険な状態になる。景観を楽しみ安全に散策できるよう早期に改修す

べきでは」についてでありますが、散策路登り口のＳ字カーブは、雪解けや大雨により

舗装脇から穴が掘れる状態にあるため、例年、ゴールデンウイーク明けに管理人や担当

職員で散策路に散らばった小石の除去や簡易アスファルト合剤による補修を行ってきま

した。

今年も、５月７日に舗装脇の穴が掘れている部分に砕石を入れ、また、５月10日に簡

易アスファルト合剤で補修を行ったところであります。

今後において、桜見本園の防獣フェンスの整備などを計画しておりますが、工事で

は、この散策路を小型トラックや建設機械が走行することになります。

このため、散策路の整備については、この工事終了後に計画しているところでありま

す。

それまでの間は、傾斜がある散策路に穴や小石があると散策する人にとって危険な状

況となりますので、簡易な補修については、引き続き担当職員で対応し、安全確保に努

めてまいりますのでご理解願います。

以上でございます。

●議長（堀議員） 南谷議員の一般質問再質問以降は、休憩後といたします。

残りは38分です。

休憩いたします。

再開を午後３時30分といたします。

午後２時54分休憩

午後３時30分再開

●議長（堀議員） 本会議を再開します。

５番、南谷議員の一般質問再質問より再開いたします。

５番、南谷議員。

●南谷議員 まず、町長の次期４年間の政策について質問いたします。

１点目の漁業です。第２期厚岸町未来創生総合戦略、５か年計画の中に昆布漁業に係
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る新たな具体的な政策はこれといったものはありません。また、第２次実施計画におい

ても、従来どおりの昆布漁場改良事業への継続支援のみであります。ただいまの町長の

答弁ですと、昆布乾燥庫内部の電動吊り機への助成、さらには昆布の生出荷に取り組ま

れる、このような説明がありました。この内容について、まずお尋ねをさせていただき

ます。

●議長（堀議員） 水産農政課長。

●水産農政課長（川越課長） お答えさせていただきます。

昆布の乾燥庫内の吊り機、これは釧路総合振興局の地域づくり総合交付金を活用して

行うもので、事業主体につきましては、厚岸漁業協同組合が取りまとめて整備を行うも

のでございます。

それと、生昆布の出荷についてでありますけれども、これにつきましては、厚岸漁業

協同組合が中心に行う形になります。これは従来でありますと、１回目の答弁でもご説

明してありますが、乾燥等を要せず、そのまま厚岸漁業協同組合の加工場のほうに、限

られた試験的なものですから、限られた人数ではありますが、試験的に生のまま昆布を

持ち込み、そこで刻み加工を行って、大手食品加工会社との提携の中で、将来を見越し

た試験的な事業ということで、この事業が、取組がうまくいきますと、将来にわたって

省力化につながるということもありまして、これにつきましては、今後の事業の推移を

町としても確認しながら、必要な支援を、必要であればしていきたいと考えているとこ

ろでございます。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 昆布漁、本町にとって１番多くの漁業者が携わっている漁業です。町として

漁組と共にもう一歩踏み出し、浜の意見を吸い上げ、後継者、働く皆さんに喜んでいた

だけるような、しっかりとした政策を講じていくべきではないのかなと、斯様に思うの

ですがいかがですか。

●議長（堀議員） 水産農政課長。

●水産農政課長（川越課長） 今のご質問でありますけれども、私どもも浜のご意見を漁

業協同組合を通じて、私どもとしてそのご意見を行政として何ができるのか、反映させ

るべきだと、常日頃そのように考えているところでございます。おっしゃるとおり、厚

岸の漁業の中で、昆布漁業というのは割合でいきますと65％程度の方が着業されている

と認識しております。当初のご質問にありました総合戦略等の計画策定時、新たなもの

はございませんでしたが、この間、やはり漁業というのは、それなりの長いスパンで見

通しを立てていくべきものと考えております。今、おっしゃられた浜の声を漁業協同組

合を通じて、確実に拾いながら、答弁の中でもございました将来の昆布養殖の可能性も

含めて、長い目でというか、今から取りかかって、浜の声を実現できるように検討して
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まいりたいと考えております。

●議長（堀議員） 水産農政課長。

●水産農政課長（川越課長） ２点目の水産加工場です。本当に、水産加工場の窮地、皆

さん誰もが周知するところでございます。商工会が窓口となっておりますが、若い人た

ち、多くの女性が従業員として頑張っておられます。この方々が希望を失わないよう

に、例えば従業員の研修助成、今、加工場で、さっきの答弁であったのですけれども、

いろいろ紹介する、紹介だけではだめなのです。実際の加工場、これからも発生すると

思うのです。何が本当に困っているのか。町として何をやってやれるのか。こういうも

のをしっかり聞き入れて、可能な限り、支援策を講じていかなければならないときに私

はあると思います。厚岸に加工場がなくなっては困るわけでございますから、これから

しっかり、今まで情報提供してきていますよ、こういうことではなくて、もう一歩踏み

込んで、加工場にアクセスしながら、商工会通じてもっと彼らにとって助けてやれるも

の、こういうものを見いだして、町として支援をしていただきたいと思いますがいかが

ですか。

●議長（堀議員） 観光商工課長。

●観光商工課長（諸井課長） ご質問にお答えさせていただきます。

加工場への支援ということで、ご質問者おっしゃるとおり、これまでは専門家派遣で

すとか、経営の改善ですとか、そういった北海道などが行う事業について、加工場のほ

うに私どもからご案内するといった形でございました。ご質問者おっしゃるとおり、加

工場の意見を聞くという場面がこれまでなかったのかなと、正直なかったのかなと思っ

ております。そこは、しっかりと反省すべきかなと思いますし、加工場が今、どのよう

なことで悩んでいるのか、どのような支援が必要なのかというものを、加工場のほうに

まずどういうような支援が必要なのかということを、ニーズを把握しながら支援のほう

をさせていただきたいと思っておりますので、ご理解願います。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 ３点目です。酪農業で質問いたします。

町営牧場の改修計画は預託牛の通年舎飼いを含め、大規模な改修をされると理解いた

しました。私は英断だと思います。今定例会に議案第60号で施設利用料のアップも上程

されておるところでございます。これから、酪農家も負担増になるよ、その分町として

も酪農家の、さらには農協の意向をしっかり受けとめて、30年、50年後の酪農を見据え

て、しっかりと取り組んでいただきたい、斯様に思います。

また、労働力の軽減化についてでございます。従来から農協との連携によって、酪農

家の意見を聞いて、機械化など、ＳＡＣＤ予算を活用しての取組をしてきております。

ですけれども、今は具体的な省力化対策というものは、新たなものはないようでござい
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ますが、将来的に、また何かが発生すると思います。そういう時点で、適切な対応をし

ていくべきと考えますがいかがでしょうか。

●議長（堀議員） 水産農政課長。

●水産農政課長（川越課長） まず、町営牧場の大規模改修ということでございます。従

前よりご説明、何度か申し上げておりますが、老朽化が進み、この後、酪農業が残念な

がら離農が後を絶たない中でも、大規模化をされる農家さんもいらっしゃいますし、現

状の放牧酪農でやっていらっしゃる方もいると、そういう中で、それらの皆さんがこの

先、今おっしゃったように30年、50年、さらにはもっと長いスパンで施設を全体的に更

新させていただいて、ぜひとも、件数は減ったとしても生産規模がある一定程度維持し

ていけるような形で、引き続き町が支援するために、この大規模改修というものを考え

させていただいております。これにつきましては、今おっしゃられたとおり、この後議

案でも条例改正の上程をさせていただいておりますが、これらを農家さんにも負担をい

ただきながらも、やはり利用者が求める必要な近代的な、そして求められている通年舎

飼い的なものを着々と進められるように、進めてまいりたいと考えております。

また、酪農に対する軽減対策ということでございますが、具体的なものは、１回目の

答弁にもございましたコントラクター事業によります機会の導入、これ防衛事業による

導入で支援をさせていただいておりますが、現段階でさらなるものというのは、今のと

ころは関係機関との中では出てきておりませんが、ただ一方で、国のほうからはスマー

ト農業等の支援策についても出てきております。その他、機会整備についても導入を農

協のほうでも進めていると伺っておりますので、今後、当然、町が対応すべき支援が発

生した際には、関係機関からその内容を伺いまして、必要な対策を検討してまいりたい

と考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 ４点目です。林業について質問いたします。

町長の答弁を伺わせていただきました。具体策として、まずは雇用の安定を図るた

め、町有林の造林事業を安定量・計画的に事業化される。次に、森林環境譲与税を活用

し、私有林の環境整備に努める。また、公共施設の木材利用・取組と木質バイオマスの

導入検討、三つ目に、非常に長い名前だったのですけれども、釧路地域林業木材産業担

い手確保推進協議会を中心に労働力の確保に取り組むという、この以上の三つに集約さ

れると理解したのですが、よろしいですか。

●議長（堀議員） 環境林務課長。

●環境林務課長（鈴木課長） 町長の答弁にありましたように、この３点を今後進めてい

きたいと考えております。
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●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 まず、非常に長い名前の協会の組織、この団体がどのように労働力を確保さ

れるのかお尋ねをさせていただきます。

また、本町に配分される森林環境譲与税の見通しについて、説明をしてください。

●議長（堀議員） 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。

この釧路地域林業木材産業担い手確保推進協議会でありますけれども、こちら、釧路

管内の林業木材産業の担い手の確保のために、平成29年度に設立された協議会でありま

す。昨年度実施された取組でありますけれども、職場見学ツアーの実施、また小学校で

の森林教室の開催、高校などを対象にしました企業実習生の受入、また昨年はコロナ禍

で中止になってしまいましたけれども、新規高等学校卒業予定者への企業説明会などを

予定されておりました。今年度につきましても、引き続き同様の取組が行われる予定と

なっております。

また、森林環境譲与税の今後の見通しについてでございますが、この森林環境譲与税

につきましては、令和元年度から各市町村に譲与されております。令和６年度まで、段

階的に増えていき、令和６年度からは満額が譲与される仕組みとなっております。今年

度の譲与の額でありますが、今年度は1,530万6,000円を見込んでおりまして、令和４年

度、令和５年度が1,980万円程度でございます。また、令和６年度からは2,430万円、こ

れが今後譲与されると試算されております。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 森林環境譲与税、いろいろ使い道はあると思うのですけれども、先ほどの答

弁では森林環境譲与税を活用され、私が非常に気になったのは木質バイオマスボイラー

の導入を検討されると理解したのです。今後、木質バイオマス、どのようにされていく

のか、その内容について説明をしていただきたい。

●議長（堀議員） 環境林務課長。

●環境林務課長（鈴木課長） 現在、この木質バイオマスボイラーの導入につきまして

は、温水プールに何とか、この木質バイオマスボイラーを導入できないかということで

検討を進めております。厚岸町のほうで検討していますボイラーにつきましては、循環

槽チップボイラーといいまして、木材を乾燥したチップを使うボイラーでございます。

近年、北海道の自治体におきましても、また北の森づくり専門学院などにおきまして

も、この厚岸町が検討しているボイラーが導入されております。このことから、厚岸町

としても十分にこのボイラーでの運転が可能だと思っております。ただ、今現在、燃料
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でありますチップをどのようにつくっていくか、どのように製造するのが今後の厚岸町

にとって１番ベストなのかと、そういうことを検討してございます。今年度の研究結果

によりまして、方向性を明らかにしたいと考えておりますので、ご理解願います。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 検討していくよということなのだけれども、最近の新聞、マスコミを賑やわ

しているのには、木材の高騰。輸入材は、チップとはまた別なのでしょうけれども、こ

の辺の関係というのは、今のところでは材料確保の問題だとかというのは、今後検討し

ていく上でどんな影響があるのか。ないのか、あるのか、この辺について、一つお願い

したい。

それから、全くこれまだ検討段階なのでしょうけれども、先ほど森林環境譲与税、令

和６年からは2,430万円くらい町に来ると。そのうち、この木質バイオマスボイラーの

関係ではどんな金がさになってくるのかな。まだ全くつかめないのでしょうか。事業費

というものはどんなふうになっているのか、この辺についてお尋ねをさせていただきま

す。

●議長（堀議員） 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。

まず、最近の建設資材につきましては、コロナショックとか言われておりまして、な

かなか輸入材につきましては、材料が高騰しているというような情報がございます。た

だ、この木質バイオマスチップボイラーにつきましては、あくまでも低質材、材にはな

らないような、主に製紙工場のチップのほうに回るような低質材を使いますので、この

分の材の供給については、厚岸町については十分問題なく確保ができると思っていると

ころでございます。

また、この森林環境譲与税の具体的に、この木質バイオマスボイラーにどのように充

当するのかという話でございますけれども、木質バイオマスボイラーの事業費でありま

すが、今のところ、総事業費は8,000万円から１億円程度というような試算がされてお

ります。このうち、国の補助金をもし活用できるのであれば、２分の１程度が補助金と

なります。この、残りの町負担分に対しまして、この譲与税をどのように充当するかと

いうのは、まだ具体的なところまではいっておりませんけれども、これに対して譲与税

を充当していきたいとは考えております。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 子野日公園の公園整備について質問をさせていただきます。

ここの管理、整備なのですけれども、岐阜県から本町の地域おこし協力隊として来町

され、故石郷さんの薫陶を受けられ、町職員となられました百海主査と二人の会計年度

任用職員、そして担当課の職員が一生懸命、管理、整備を行っております。私もよくあ
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そこを通るのですけれども、大変すがすがしい公園となっております。しかしながら、

散策路のＳ字カーブは、雨が降るたびに穴が掘れ、都度、補修工事を繰り返している実

態にあります。急な登り坂は景観を見ながら歩く、下には石ころがときどき転がってお

ります。非常に危険であります。この辺の改修工事、１年でも早く私はすべきだと思い

ますが、先ほどの答弁では、先にやることがあるから後回しになるよと、こう言う答弁

でありました。この辺の事情について、説明をしてください。

●議長（堀議員） 観光商工課長。

●観光商工課長（諸井課長） お答えさせていただきます。

３か年計画のほうで、令和４年度には桜見本園の周囲を囲む防獣フェンス、いわゆる

シカよけの対策の柵でございます。また、管理棟の上のほうには、ちょっと小さめの、

小さめのといいますか展望台を予定しております。まずはその整備をして、散策路の整

備ということで考えておりますが、散策路の整備から始めてしまうと、防獣フェンスで

すとか、展望台を整備する上で、建設機械等が通ると、せっかく整備してもすぐにぼろ

ぼろになってしまうということもございますので、このスケジュールについては、その

とおり、計画どおり進めていきたいという考えであります。確かにご質問者おっしゃる

とおり、雨が降るたび、石、あと石粉といいますか、小さい石も転がっている状況でご

ざいます。管理されている職員もそこら辺は重々気をつけて、下り坂は特に、本当に危

ないというような状況でありますので、それはほうきを持って端に寄せるとか、そうい

うような対策で現在まできているところでございます。

また、子野日公園、ご存知のとおり春には桜・牡蠣まつり、秋には牡蠣まつりがござ

います。そのスケジュールも、人が多く入るということもありますので、その間の夏の

期間に工事を進めたいという考えでございます。

●議長（堀議員） 以上で、５番、南谷議員の一般質問を終わります。

次に、７番、杉田議員の一般質問を行います。

７番、杉田議員。

●杉田議員 通告書に従いまして、第１回目の質問をさせていただきたいと思います。

始めに、ごみ処理・分別についてでございます。総合計画の柱とも言える持続可能な

社会を目指す過程で、ごみ問題というものも現状を示す一つの指標と言えます。ごみの

削減、効率的な処分、再利用、資源化が重要であり、加えて町内の環境美化活動の推進

が住民意識の向上につながるものと考えます。

消費社会といわれる現代において、ごみ問題について常に注視し、改善すべきは速や

かに見直すことが重要と考えます。そのことを念頭に、以下２点についてお伺いいたし

ます。

（１）可燃ごみの「釧路広域連合清掃工場」への持ち込み処分が開始されました。収

集・運搬過程で、課題・改善点はないか。イといたしまして、広域連合に加盟する他自

治体と収集・分別方法に違いはないか。
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（２）資源ごみに関して、民間の事業ではありますが、ポイント還元方式を用いた回

収が行われている自治体・地域があります。厚岸町においても、ごみの資源化意識の向

上やポイ捨て抑制の一助になると考えますが、導入するお考えはないでしょうか。

次に、戦没者追悼についてでありますが、持続可能な社会を目指すとともに、そもそ

も戦争や紛争という破壊行為が世界から変えることがないという、おろかな現状憂う思

いは皆さん誰もが共有する認識だと思います。と同時に、戦争を経験したことのない多

くの私たちの世代には、戦禍の記憶を長く伝え、常に平和を希求し、行動するという使

命があると思います。そこで以下のとおり、質問いたします。

（１）戦後75年を経て、戦時経験者の減少などにより、戦禍の記憶が社会的に薄れる

ことを懸念しております。ア、遺族の死亡などにより各戸に保有する遺品や写真、手紙

など、貴重な戦時資料などが失われていくものと思われます。町で管理する考えはない

でしょうか。イ、戦没者追悼式典について、遺族の高齢化などにより出席者の減少が見

受けられます。名称を「平和祈念式典」などとして、幅広い年代の参加を求め、永く戦

没者の追悼・平和祈念の式典としてはいかがでしょうか。

三つ目の重要土地等調査法案についてであります。この法案は、過日、重要施設周辺

及び国境・離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律とし

て成立いたしましたので、通告書の文言を若干変えさせていただきます。

重要土地規制法または重要土地等調査法としてと、略して報道されているようですの

で、ここでは重要土地等調査法として略させていただきます。

（１）重要土地等調査法が成立いたしました。法律の趣旨、概要をご説明いただきた

い。イ、町及び調整に関する事項をご説明いただきたい。ウ、私権の制限に該当する事

項はありますでしょうか。

（２）町内の土地は、いずれも町・町民・産業にとって重要な財産であります。法律

の精査、確認をいただき、また今後の推移を注視していただき、国土保全の観点から、

また町民の安心の観点からも、法律の趣旨に照らし、町においても外資による土地売買

の際の届出及び使用状況の調査制度等の整備・検討が必要ではないでしょうか。町の見

解をお伺いいたします。

１回目の質問とさせていただきます。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） ７番、杉田議員のご質問にお答えいたします。

１点目のごみの処理・分別についてのうち、（１）、アの「収集・運搬過程で、課題

・改善点などはないか」についてでありますが、これまでのところ、収集・運搬過程に

おける問題はございません。

次に、イの「行為駅連合に加盟する他自治体と収集・分別方法に違いはないか」につ

いてでありますが、収集方法は、厚岸町が個別に収集する「戸別収集」、釧路市、鶴居

村が指定の収集場所に住民がごみを持ち込む「ステーション収集」、釧路町、白糠町、

弟子屈町が「戸別収集」と「ステーション収集」の併用であります。

分別方法は、厚岸町が６区分19分別、釧路市が５区分15分別、釧路町が５区分19分
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別、弟子屈町が５区分16分別、鶴居村が５区分21分別、白糠町が５区分14分別でありま

す。

分別方法の主な違いは、厚岸町だけが「生ごみ」と「プラマークなしのプラスチッ

ク」を分別しており、他市町村は「生ごみ」と「プラマークなしのプラスチック」を

「可燃ごみ」として収集しております。

また、「缶類」「紙類」などの「資源ごみ」や「有害なごみ」の分別方法について

は、それぞれの市町村によって違いがあります。

次に、（２）の「資源ごみに関して、ポイント還元方式を用いた回収が行われ散る自

治体・地域がある。厚岸町においても、ごみの資源化意識の向上やポイ捨て抑制の一助

になると考えるが、導入する考えはないか」についてでありますが、ポイント還元方式

を用いた資源ごみの回収については、大手チェーンストアやリサイクル事業者などが、

循環型社会づくりに貢献する取組として全国各地で展開しております。

また、資源ごみを公有施設や自動資源回収機等で回収し、お買い物券等と交換する事

業を展開している自治体もあります。

この取組は、循環型社会の行動を地域住民が楽しみながら、実行・促進できるシステ

ムであり、ごみの資源化意識の向上や可燃ごみの減量化にもつながるものと考えます。

しかし、このシステムを導入するに当たっては、ごみ回収拠点やポイントの付与方

式、ポイントの活用方法など多くの課題がありますし、実施している自治体も少ないた

め、まずは情報収集を行い、その有効性について検証してまいりたいと考えておりま

す。

続いて、２点目の戦没者追悼についてのうちアのご質問については、後ほど教育長か

ら答弁があります。

イの「戦没者追悼式典について、遺族の高齢化により出席者の減少が見受けられる。

名称を「平和祈念式典」などとして、幅広い年代の参加を求め、永く戦没者の追悼・平

和祈念の式典としてはどうか」についてでありますが、厚岸町遺族会の会員は、10年前

の平成23年度に100人であったのが、令和２年度には48人に半減し、このうち、戦没者

追悼式の参列者は、平成23年度には39人であったのが、遺族の高齢化などにより、令和

２年度には17人にまで減少しております。

また、遺族会や来賓のほかに、町広報誌等で、広く町民の皆さんにも参列を呼びかけ

てはおりますが、参列者が年々減少している状況にあります。

このため、まずは遺族会の意見をお聞きした上で、戦没者の追悼と恒久平和を祈念す

る場を合わせて行うことを含め、今後の戦没者追悼式の在り方について検討してまいり

たいと考えております。

続いて、３点目の重要土地等調査法案についてのうち、（１）、アの「法案の趣旨・

概要について」でありますが、この法律は、安全保障上重要な施設や、国境が関係する

離島の機能を阻害する土地等の利用を防止するという目的のもと、政府がその措置を適

用させる区域を指定し、その区域内の土地等の利用状況の調査や利用の規制、一定面積

以上の取引に対する事前届出の義務づけなどを定めたものであります。

次に、イの「町及び町政に関する事項について」でありますが、この法律の対象区域

は、現時点では具体的に明示されておらず、政府が法律制定後に基本方針を定め、有識
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者による審議会の意見を聞いた上で、個別に指定することとされておりますが、本町で

は、重要施設の周辺として、防衛関係施設である矢臼別演習場の周囲おおむね１キロメ

ートル、また、国境離島等として、平成29年４月に有人国境離島地域に指定されている

厚岸小島が、それぞれ「注視区域」に指定されることが想定されるほか、領海基線とな

る低潮線を有する無人国境離島である大黒島が「特別注視区域」に指定されることが想

定されるところであります。

次に、ウの「私権の制限に該当する事項について」でありますが、この法律の対象区

域内の土地等の利用者が、その土地等を安全保障上重要な施設等の機能を阻害する行為

に利用するなどと認める場合には、国はその利用者に対して、その土地等の利用の中止

を勧告及び命令することができるとされ、それに従わない場合の罰則も定められており

ます。

続いて、（２）の「法案成立の推移を注視しつつ、国土保全の観点から、また町民の

安心の観点からも当該法案の趣旨に照らし、町においても外資による土地売買の際の届

出及び使用状況の調査制度の整備・検討が必要ではないか」についてでありますが、こ

の法律において、事前届出の義務づけは、「特別注視区域」にある土地等とされ、ま

た、利用状況の調査に関する事項は、具体的には明示されておりませんが、国籍や利用

実態など、これまで各種法令で対象としていなかった事項も含まれることが想定される

ところであり、ご質問の外国資本によるものについても、この法律の範囲内でその届

出、利用状況調査の対象となるものであります。しかし、外国資本のものに限り、この

法律で対象とする区域や調査事項等をさらに拡大し、その制度を整備することは、関係

法令や国際約束との整合性等も考慮した上で国が慎重に検討すべきことであると考えら

れますので、町としては、今後もこの法律を含めた各種法令の規定に基づき、適正な土

地利用の推進を図ってまいりたいと考えております。

私からは、以上でございます。

●議長（堀議員） 教育長。

●教育長（酒井教育長） 私からは、２点目の戦没者追悼について、「（１）の戦後75年

を経て、戦時経験者の減少により、戦禍の記憶が社会的に薄れることを懸念する。

ア、遺族の死亡などにより、各個に保有する遺品や写真、手紙などの貴重な戦時資料

が失われていくものと思われる。町で管理する考えはないか」についてお答えします。

海事記念館では、個人の所有する物品の寄贈がの相談があった場合には、一つ一つ確

認し、歴史資料や郷土資料となるものについて寄贈を受け資料として管理しておりま

す。

戦没者遺族の遺品につきましては、歴史資料として貴重な物ですが、遺族の方々にと

っても思い入れのある貴重な遺品でありますので、追悼式を所管する保健福祉課や遺族

会の事務局である社会福祉協議会と連携し、寄贈の受け入れを進めたいと考えておりま

す。

●議長（堀議員） ７番、杉田議員。
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●杉田議員 ありがとうございます。

始めに、ごみの処理・分別についてでございますが、始めに確認させていただきたい

のですけれども、釧路の清掃工場への持ち込みに関して、負担金というのですか、分担

金というのは、ごみの量ですとか人口によって増減があったでしょうか。ちょっと確認

させてください。

●議長（堀議員） 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。

この釧路広域連合への負担金につきましては、維持補修費の１割は均等割ということ

でありますけれども、それ以外の施設管理費及び運営費につきましては、実質ごみ量割

ということで算定されております。また、人口割という算定はありませんので、人口に

よっては料金というか負担金は変わらないことになっております。

ただ、実質ごみ量割というものは、全体のごみの量によって負担割合が変わります。

仮に釧路広域連合に持ち込みされた全体のごみ量のうち、各市町村の持ち込んだごみの

量が何％を占めているか、これによって変わってきます。ですので、全体のごみ量が変

わらないで、厚岸町だけが下がった場合は、これは負担金が下がります。反対に、厚岸

町のごみの量がそれほど変わらないで、全体のごみ量が下がった場合は、反対に負担金

が増えるような仕組みになっております。

●議長（堀議員） ７番、杉田議員。

●杉田議員 要するに、加盟している団体で、総量が減っていって、厚岸町だけが上がっ

たりすると負担金が上がってしまうということですね。ということは、全体が減るので

あれば、私たち厚岸町もどんどん減らしていかなければならない、ならないと言います

か、ならないと上がっていくということですね。ありがとうございます。

この加盟するほかの市町村で、可燃ごみと不燃ごみの、私の知る限り、黄色い袋と青

い袋で分けられているかと、釧路町さん、釧路市さんがその色で分けられているかと思

うのですが、例えば可燃ごみに限定しますけれども、可燃ごみの中で釧路市、釧路町さ

んですと、可燃ごみ、燃やすごみの中に、例えばプラスチックですとか、革製品といっ

たものも入れていいよとなっているようなのです。これについてはどのようにお考えで

しょうか。

●議長（堀議員） 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。

先ほどの話でありますけれども、こちらは可燃ごみの量によって、この厚岸町の負担

金が増えていくような形になっております。ですので、釧路の清掃工場では、もちろん

プラスチックも燃やすこともできますし、生ごみにつきましても燃やすことはできま
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す。ただ、今後のごみの分別におきまして、厚岸町、これまで分別しております生ごみ

や可燃ごみを一緒に燃やすごみにすることになってしまいますと、厚岸町の負担金が増

えてしまうということになりますので、理解願います。

●議長（堀議員） ７番、杉田議員。

●杉田議員 ありがとうございます。

安心といいますか、言ってみれば厚岸町のほうが進んでいるという考えでよろしいで

すよね。僕もそのように思います。生ごみですとかプラスチックごみ、もちろん革製品

ですとかを、今、各家庭できちんと分別していただいて、減量を進めていただいている

状況だと、厚岸町、進んでいる状況だと私も思っていますので、ぜひ今後も進めていた

だきたいと思います。

運搬を始められてまだ半年も、半年くらいでしょうか、ですから、１年間たってみて

どういった増減になるのか。ご確認、経緯を見ていただきながら、今のところ改善点は

ないということで、改善するところがあったら速やかに改善していっていただければな

と思います。

二つ目のポイント還元方式の話になるのですが、仕事柄、私、ほかのまち、羅臼町で

すとか、特に海岸沿いの話なのですけれども、羅臼町ですとか広尾町ですとか歯舞、根

室のほうにも行きます。その海を見ますと、明らかに厚岸町の海汚いです。水質による

かもしれませんけれども、栄養価とかも関係あるのかもしれないですけれども。私が、

見た目だけの話ですけれども、厚岸町の海岸の海は汚いです。これは、私だけの見た目

かもしれませんけれども、科学的に観測したわけではないですけれども、私が見た目で

は汚いです。実際に、そこの地元の方々と私が話しながら、缶ジュース飲んでくれとく

れるのですけれども、くれるのはありがたいのですけれども、そのくれて一緒に飲んだ

缶を平気で捨てるのです。海岸に。何とかさん、やめましょうよと言っても、なんだか

んだいいんだと言って捨ててしまう方が多いです。はっきり言いますけれども。厚岸町

の場合。

今現在、善意ですとかモラルに頼った、そういったポイ捨てを抑制しようというお考

えだとは思うのですが、ぜひそういったシステムといいますか、制度といいますか、も

っと言いますと警察、犯罪は犯罪ですから、もう少し厳しく見ていただけないのかなと

思っています。いかがでしょう。ここに町長からご答弁いただいた、僕もシステム上、

ポイント還元のシステムというものがすぐに簡単なものではないという部分は理解して

おります。ただ、善意、モラルに頼った考え方だけではなかなか環境美化につながって

いかないと考えております。いかがでしょうか。ちょっとお考えを聞かせていただきた

いと思います。

●議長（堀議員） 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。

このポイント還元の事業でありますけれども、他の自治体の例を見ますと、大体ペッ
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トボトル１本を回収施設のほうに持って行って、金額の高いところで0.2円くらいでご

ざいます。このことをやったことによって、果たしてポイ捨てが減るかなというのは、

なかなかまた別の問題ではないかと考えているところでございます。厚岸町につきまし

ては、沿道などのポイ捨て、なかなか後を絶たないような状況でもございます。このこ

とにつきましては、広報等によりポイ捨ては犯罪であることを周知啓発していきたいと

思っておりますし、また、自治会一斉清掃や住民参加型のごみ拾い、これを継続してい

きまして、一人一人のモラルとマナーの改善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） ７番、杉田議員。

●杉田議員 ありがとうございます。

一方で、善意ある方々、個人のボランティアの方々も大変多くいらっしゃいます。つ

い先日もお会いしたら、お母さん、ご婦人、お二人でやっていらして、いや、私たちボ

ランティアと言われるのだけれども、名前もいいたくなわと言われて、何と言うのでし

ょう、格好つけてやっているわけではないのです、本当に純粋に町をきれいにしたくて

やっているのですというお母さん方、お父さん方もいらっしゃいました。名前教えても

らいながらも絶対言わないでねと言われるような善意ある方々もいらっしゃいました。

ぜひ、そういった方々のご努力といいますか、そういうことを現実のものとして、何と

言うのでしょう、ポイ捨てがなくなるようなことを、モラル、善意に頼らない、もちろ

ん求めつつも、頼らない形で政策として、施策として進めていただければありがたいな

と思います。ご検討いただきたいと思います。

参考までに、年間で資源ごみの回収代として、おおよそ厚岸町で900万円前後あった

かと思うのですけれども、簡単に内訳を、どういった割合なのか教えていただければと

思います。

●議長（堀議員） 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。

昨年度の資源ごみの売り払いの内訳を申し上げさせていただきます。合計で840万7,1

22円ということでありまして、内訳につきましては、アルミ缶及びスチール缶の売り払

い、これが422万508円、その他の金属の売り払いが132万6,270円、新聞紙・ダンボール

などの紙類の売り払いが271万4,386円、あと瓶、ペットボトル、その他の売り払いが14

万5,958円というような内容でございます。

●議長（堀議員） 環境林務課長。

●環境林務課長（鈴木課長） ありがとうございます。

本当に、ちりも積もればといいますか、文字通りの話で、大変大きな金額だと思いま

す。釧路への清掃工場への持ち込み量を減らすということは、イコール、資源ごみ、資
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源ごみという言い方もおかしいですよね。資源を増やせるわけですから、ぜひそういっ

た啓蒙、啓発というものも含めて、より一層取り組んでいただければと思います。よろ

しくお願いいたします。

次に、戦没者追悼の話でございますが、すみません、先にまず１点確認させてくださ

い。遺族、戦争で出兵されてお亡くなりになったご家族の遺族の方々の範囲は何親等で

すとか、どういった範囲で遺族と言われるのでしょうか。

●議長（堀議員） 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。

ルールでございますが、町としては持っておらず、厚岸町遺族会で一応規約を定めら

れております。その資料によりますと、規約の中では、この会は厚岸町内における戦没

者遺族をもって会員とするということでございますので、厳しいような範囲ではないと

伺っております。

●議長（堀議員） ７番、杉田議員。

●杉田議員 ありがとうございます。

遺族会さんの規約ということで、例えば出兵されたご主人もしくは息子さんの奥さん

だったりというような、息子さんだったりというようなあれはないのですか。要する

に、今遺族会にいられる、会員でいらっしゃる方が、お亡くなりになったりして減って

いった場合、当然、遺族という方は減っていくということですか。要するに、例えば、

私自身も祖父が戦没者なのですけれども、私は遺族ではない。祖父とは私面識がない、

会ったことないです。遺族会の規約、何と言うのでしょう、日本語の問題といいます

か、遺族ってどこまでを遺族というのでしょうという、単純に。

●議長（堀議員） 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。

遺族というような定義につきましては、定めはございません。

●議長（堀議員） ７番、杉田議員。

●杉田議員 そこは日本語の問題ですので、あれなのですけれども。私は遺族と言われる

か、言われないかはあれなのですが、私個人としては、おじいちゃんを戦争で亡くして

いますので、お会いしたこともないです。遺族なのであろうと、私は勝手に思っている

のですけれども。当然、私が生まれる前におじいちゃん亡くなられています。ですか

ら、祖父の写真というものに接するのは、家にある遺影か、戦没者追悼式で掲示してい

ただいている、大切に保管していただいている若かりし頃の写真しかないのです。大変

あれはありがたく思っています。大切に保管していただいて。ですから、写真でしか、
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私は祖父ともお会いしたことはないのですが、幸いにして、私の叔母が祖父から祖母に

宛てた戦地から、祖母に宛てた手紙というものを、直筆の手紙というのも保管していて

くれて、その人柄といいますか、当時の状況、戦地からの手紙というものを見せていた

だきました。それで祖父の人柄というものを垣間見させていただいたのですけれども、

こういった手紙ですとか遺品とかといったものを、先ほど教育長からご答弁いただいた

中で、個人から寄贈されたというような、寄贈の相談があった場合について、資料とし

て管理しておりますということなのですけれども、私が申し上げたいのは寄贈というほ

どの、何と言うのでしょう、その価値はどう判断されるのかと思うのですけれども、高

価な物だけが価値あるものではないと思うのです。その当時を表す、あるいは戦地から

送られてきた物、あるいは戦争で戦没された方の当時を偲ばせるような物というものが

大切な資料だと思うのです。寄贈という言い方が適切か、通じるものではなくて、ニュ

アンスとして歴史資料というほどのものでもないですよね。その個人のあくまでも資料

なのですが、ぜひ町で管理していただきたいなと思います。と言いますのは、独居老人

という方もいるでしょうけれども、その手紙ですとか写真を、孫、ひ孫の代まで、それ

を受け継いでいけるのかという、受け継いでいくということもまた負担、負担という言

い方もおかしのですけれども、できることならば、そういった戦時資料として町で管理

してもらえないものなのかなという思いです。それを公に掲示してほしいとかというの

ではないのです。戦時資料として、どこかに保管していただいて、まずは。保管してい

ただけるようなことはできないだろうかという意味合いです。どうでしょうか。

●議長（堀議員） 生涯学習課長。

●教委生涯学習課長（早川課長） 戦時資料、あくまで、今の話でいきますと、個人が代

々、その当時から引き継いで、それも当事者ではなく、その親族が引き継いだものに類

するものですか。写真ですとかお手紙だとかというようなお話だと思います。こういっ

た物を、基本的には郷土の資料ということで、資料として扱うということは、そのもの

の性質に関わらず、あらゆるものが一定の資料になり得るものかなと考えております。

例えば、独居老人の方が、そういったものもあるのだけれども、ちょっと見てもらっ

て、そっちで持っていってくれないかというような相談もあったりします。その中で

は、過去に遡って、その当時のことが分かる資料として活用させていただくということ

で、何と言うのでしょうか、その事典というのは寄贈という形で所有権をこちらに移さ

せていただいて保管させていただいています。

ただ、今回の話があって改めてちょっと考えた分もあるのですが、例えば写真ですと

かお手紙、特に個人的な、プライベートな個人情報等も含めたものということもあると

思います。形としては寄贈として受けるという形はちょっと変わらないのですが、その

中でも、例えば展示をしてもいい物なのか、もしくは展示をすることは避けてもらいた

いといったような確認もさせていただいて、今後の、例えば10年後、30年後になってみ

ると、とても貴重な物かもしれないということもありますので、寄贈として受けさせて

いただきたいと考えているところでございます。
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●議長（堀議員） ７番、杉田議員。

●杉田議員 何となくご理解いただけたと思いますので、ぜひご検討いただければと思い

ます。

次に、戦没者追悼式に関しても、遺族会の皆さんとご検討いただいて、どういった形

が望ましいのかということをご検討いただければと思います。よろしくお願いいたしま

す。

ただ、ぜひ多くの方に、ご参加を求めているのでしょうけれども、平和祈念式典とか

という形に、もちろん戦没者の方の追悼の意味も込めての平和祈念式典であってほしい

と思うのですが、子どもさんたち、多くの方を含めて、将来に向けての式典であるとい

うことをお願いしたいと思います。もう１回、よろしくお願いいたします。

●議長（堀議員） 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。

このたびの杉田議員からの提言もきっかけになってこようかと思いますけれども、今

回のことを踏まえて、先ほどの町長のご答弁にもありましたけれども、遺族会の方の会

長、副会長はじめ、遺族会の方の意見をお聞きした上で、今後の在り方について検討さ

せていただきたいと考えております。

●議長（堀議員） ７番、杉田議員。

●杉田議員 よろしくお願いいたします。

最後に、重要土地調査法案と略させていただきますけれども、正直、私が申し上げた

いのは、ただ１点、この厚岸町の土地を大事にしてほしいという思いだけなのです。法

律がどうこうというものは、正直、はっきり申し上げて、ちょっとこの法案、法律は最

終的に効果を発揮しないものと僕は思っています。今の現状で。というのは、仮に私が

外国人で、重要施設に害を及ぼそう、例えば電波妨害ですとか、何かをしようとしたと

きに、周囲１キロに土地なんて買えませんよね。移動可能な車とかに、そういった装備

を積んで、仮に僕であればそういう妨害をすると思います。当然、妨害の意思のある

方、悪影響を与える意思のある方は、周辺に土地を逆に買わないと思います。何を申し

上げたいかというと、この法案の法律の趣旨、根本は、はっきり申し上げますけれど

も、外国人の土地買収を規制しようという、単純に。元々の目指すところであったと思

います。それが紆余曲折ありまして、こういう限定的な適用範囲になってしまっている

のですけれども。こういう法案、法律をつくろうとした根本となったのは、もう皆さん

ご存知のとおり、北海道をはじめ九州、京都もそうですね、全国で、要するに外国人に

土地を収用されているということです。

単に、外国人に土地を買収されているというのであれば、経済活動としていいのかも

しれませんけれども、その国の社会体制が、価値観が、私たち異なる、はっきり申しま

すけれども、価値観が異なる方々に土地を買収された場合、日本国内においてはその個
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人の土地ということになりますけれども、個人の土地所有を認めていない国の外国人に

日本の土地を購入された場合、その外国からしてみたら個人の土地所有を認めていない

わけですから、形式上は日本国内でその個人の土地ですけれども、その国にとってみた

ら、その国土になったようなものなのです。考え方としては。

例えばの話です。あくまでも例えばの話ですけれども、中国には土地所有権というも

の、個人の土地所有というのを認めていないです。あくまでも土地使用権です。例えば

ですよ。中国人が厚岸町の土地一部を買いました。日本国内の法律ではあくまでもその

中国人の土地ですけれども、中国政府にとってみたら、個人の土地所有を認めていない

わけですから、個人の資産を認めていないわけですから、中国国土になったようなもの

なのです。まさにこれ、掛詞をするつもりはないですけれども、売国奴ですよね。お笑

いごとではないのです。その辺は課長もご認識いただいていると思いますので、ぜひ、

この法律調査法の内容がどうこうというよりも、そういう事態に陥りますよということ

を申し上げておきたいのです。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。

大変、難しい問題であり、回答にも正直言って困っているところでございますが、ま

ずこの重要土地法案という中でおきますと、先ほども議員おっしゃったとおりに、自衛

隊の基地周辺、これは外国資本の土地購入が進んでいって明らかになって、これがずっ

と長年懸念されたということで、これは北海道でも全国でも各地でありまして、まずは

この法案がこういうような防衛関係施設、それと生活の関連施設というところから、こ

ういうような規制調査、または罰則をかける法律ができたということであります。

それから、法律のほうはこの前成立いたしまして、この後政府のほうでは基本方針を

定めまして、その後有識者によって区域が指定されるということであります。そういっ

た中では、これはあくまでも１回目の答弁でもお答えしたとおりでありますが、厚岸町

においても矢臼別演習所、こちらのほうと、離島でいきますと小島、大黒島というのが

あります。そういった中ではこの法案によってまさに、まだ想定のところでございます

が、厚岸町においても例外ではないのだなと思っております。

先ほどからの議員のほうも土地に関しましては、やはり外国資本からのこういうよう

な土地売買の脅威と申しますが、そういうお話をちょっと聞いております。ただ、今の

法律上の中ではこういった規制というのはちょっと難しいかなと思いますが、始めてそ

れの規制をできるような法案ができた法律がこれだと思っています。

ただ、今後も、やはり町といたしましても貴重な財産であります。こちらのほうは、

各種法令等あります。それをやはり基づきながら適正な土地の管理を町といたしまして

も進めていきたいと考えているということでございます。ご理解いただきたいと思いま

す。

●議長（堀議員） ７番、杉田議員。
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●杉田議員 ありがとうございます。

大正時代に外国人土地法というものがあったかと思うのですが、それの発展系として

第一歩を踏み込んで進められたという意味で、私どもこの法案、法律そのものには、一

歩進めたという意味では評価できるものだと思うのですが、課長おっしゃるとおり、ま

だ基本方針ですとか政令によって閣議決定、来年度内と言いましたか、来年度内に進め

られていく動くになろうかと思いますので、ぜひその動きを注視していただきたいと思

います。

先ほど申し上げたとおり、脅すといいますか、ご認識いただきたいのは、本当に法律

的には経済活動であると見られるのかもしれませんけれども、実質外国の土地になって

しまいますよということだけ申し上げておきたいと思いますので、この一次産業を主体

とする土地ですとか海面というものを大切に考えていただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。

●議長（堀議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 議員の思いは十分伝わってまいります。前回のご質問の際に、

この新しくできる国がつくる法案を注視してまいりたいというご答弁もさせていただき

ました。ただ、どうもその思いとは、少しかけ離れた、その規制の土地の範囲がかなり

限定されたものになったのではないかと思います。恐らくこの限定をしたことの意味合

いというのは、私どもも図りかねるところはありますけれども、やはり人の土地に規制

をかける、その売買に規制をかけることが相当難しいのだろうと。国であっても。とい

うふうに思います。その目的自体が、その環境に配慮したであるとか、今、隣の浜中町

でも３月に太陽光の施設の規制をするための条例を制定をいたしました。全国的にもこ

の流れは進んでいるようでありますけれども、それであったとしても、そこに罰則をつ

けることもできなければ、基本的なその町民の責務であるとか、その土地を持っている

方の責務であるということは条例では定めることはできますけれども、制限、規制を罰

則まで定めてできるかといえば、条例ではなかなか難しい部分がございます。しかも、

町として、その個人の土地を管理をして、その規制をするということはかなり難しいと

思います。不可能だと思います。この、まず前段として、こういう法案ができたことの

内容、これから政令等の定めはこれからだと思いますけれども、ただあまりにも限定的

な範囲に限られたということは、非常に残念なことだと思いますけれども、この動きを

見ながら、ただ、厚岸町として何か一つ、先ほど申し上げたとおり、環境破壊につなが

るようなものであれば、町としても条例等々で規制をかけることはできるかも分かりま

せんが、非常に難しいことであるということだけはご認識をいただきたいと思います。

●議長（堀議員） ７番、杉田議員。

●杉田議員 ありがとうございます。

副町長、おっしゃっていただいたとおり、難しいことだと思うのです。そもそもにし

てＷＴＯの条約を留保せず批准したということだと思いますので、そこから遡っていく
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のだと思うのですが、国で本当に、副町長おっしゃっていただいたとおり、間の抜けた

といったら語弊があるかもしれないですけれども、足りない法律で、なおかつこれに反

対している方もどんなものなのか、いかがなものなのかと思いながらも、思っておりま

す。ただ、私申し上げているのをご理解いただけたといいますか、承知いただいている

と認識いたしましたので、今後ともよろしく、注意して、注視して見ていただきたいな

と思います。少なくてもできるならば、規制かけないまでも、そういった届出ですとか

登記簿上でも固定資産税上でも確認できるような体制になっていただければと思いま

す。よろしくお願いいたします。引き続き、注視いただきますよう、よろしくお願いい

たします。終わります。

●議長（堀議員） 以上で、杉田議員の一般質問を終わります。

●議長（堀議員） 本日の会議はこの程度にとどめ、明日に延会したいと思いますが、こ

れにご異議ありませんか。

（な し）

●議長（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、本日はこの程度にとどめ、明日に延会いたします。

午後４時46分延会

以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。

令和３年６月23日

厚岸町議会

議 長

署名議員

署名議員
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議案第４１号

令和３年厚岸町一般会計補正予算（３回目）

提案理由説明書
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ただいま上程いただきました、

議案第４１号 令和３年度厚岸町 一般会計補正予算から

議案第４３号 令和３年度厚岸町 後期高齢者医療 特別会計補正予算の

提案理由をご説明申し上げます。

はじめに、議案第４１号 令和３年度 厚岸町一般会計補正予算 ３回目の

提案理由をご説明申し上げます。

議案書、１ページであります。

令和３年度 厚岸町一般会計補正予算 ３回目

令和３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、１億５，９５９万５千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ、１００億３７１万４千円とする。

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ページまで、第１表、歳入歳出予算補正であります。

歳入では、７款７項、歳出では、５款７項にわたって、

それぞれ、１億５，９５９万５千円の増額補正であります。

事項別によりご説明いたします。

９ページをお開き願います。

歳入であります。

１６款 国庫支出金 ２項 国庫補助金 １目 総務費国庫補助金

１節 総務管理費補助金 ７，７０１万９千円の増

空き家対策総合支援事業補助金（特定空家等） ５，１２４万円 新規計上

厚岸漁業協同組合が取得して解体する若竹第２埠頭付近倉庫等解体事業に対す

る補助金の計上であります。

なお、充当事業の内容については、歳出予算において説明いたします。

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 ２，５７７千９千円の増

新型コロナウイルスの感染拡大の防止に伴う交付金の計上であります。

なお、充当事業は、歳出予算において説明いたします。

また、充当事業一覧を参考資料として提出しておりますので、ご参照願います。
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２目 民生費国庫補助金

２節 児童福祉費補助金 ７３７万３千円の増

子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 ６９０万円、

子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金 ４７万３千円は、

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯

に対し、その実情を踏まえた生活支援をするための給付金と給付事務費に対す

る補助金の新規計上であります。

なお、２事業の内容につきましては、歳出予算において説明いたします。

３目 衛生費国庫補助金 １節 保健衛生費補助金

疾病予防対策事業費等補助金 １０２万円 新規計上

ロタウイルス予防接種及び新型インフルエンザ予防接種に伴う健康管理システ

ムの改修費への補助金の計上であります。

なお、事業の内容につきましては、歳出予算において説明いたします。

１７款 道支出金 ２項 道補助金 ５目 商工費道補助金

１節 商工費補助金

地域づくり総合交付金（食文化振興） ４２０万円 新規計上

厚岸味覚ターミナル整備事業への充当で、事業内容については、歳出でご説明

いたします。

２項 財産売払収入 １目 不動産売払収入

１節 土地売払収入 ２６６万４千円の増

北海道横断自動車根室線 尾幌糸魚沢道路建設工事に係る

光栄３７９番 普通財産町有地 １３，９７４.４１平方メートル、

太田南９０番 普通財産町有地 ３１，０２５.９１平方メートル、

太田南１１８番 普通財産町有地 １２，６９８.８１平方メートル、

太田南２１６番 普通財産町有地 １，６９８.３８平方メートルの売り払い

代であります。

２節 その他不動産等売払収入

２節 立木売払代 ７４２万２千円の増

北海道横断自動車根室線 尾幌糸魚沢道路建設工事に伴う立木売払代の計上で

あります。

なお、詳細な内容につきましては、議案第５１号財産の処分についてをご参照

願います。
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２０款 繰入金 １項 基金繰入金

４目 １節 まちおこし基金繰入金 ９９万９千円の増

歳出計上のまちおこし補助金への財源計上であります。

内容は、歳出でご説明いたします。

２１款 １項 １目 繰越金 １節 前年度繰越金

２７９万８千円の増

補正財源調整のための計上であります。

２２款 諸収入 ６項 ３目 ３節 雑入

コミュニティ助成事業助成金 ２５０万円 新規計上

北海道市町村振興協会からの助成金交付決定を受けての計上であります。

内容は、歳出でご説明いたします。

２３款 １項 町債

１目 総務債 ５，５１０万円の増

若竹第２埠頭付近倉庫等解体事業債（過疎特別分）の計上であります。

６目 １節 消防債 １５０万円の減

厚岸消防団第３分団庁舎整備事業債（過疎） １５０万円の減であります。

以上で歳入の説明を終わります。

１３ページをお開き願います。

歳出であります。

２款 総務費 １項 総務管理費

４目 情報化推進費

総合行政情報システム整備事業（番号制度システム整備）

１５３万２千円の増

ロタウイルス予防接種定期予防接種化による副本登録及び新型インフルエンザ

等対策特別措置法に基づく住民接種に係る新型インフルエンザ予防接種副本登

録に伴う健康管理システムの改修費の計上であります。
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１０目 企画費 １億９８７万１千円の増

まちおこし補助金 １００万円の増は、

「あっけしでたのしまないと実行委員会」より、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、今年度の町内または釧路

管内のイベントの多くが中止となっているなか、感染症対策をしつつ、

子どもを中心に楽しめるイベントを令和３年７月と令和４年２月に開催

するため、まちおこし補助金の交付要望書の提出があり、

事業費 ３００万円に対し、２００万円を補助するもので、予算執行残

額１００万円に増額計上する内容であります。

コミュニティ活動備品整備事業 ２５０万円 新規計上は、

コミュニティ助成事業として、事業採択を受けての新規計上であります。

内容につきましては、

夏祭り団体「厚岸消防会」による、厚岸夏祭り用備品整備にかかる補助金の計

上であります。

若竹第２埠頭付近倉庫等解体事業 １億６３７万１千円 新規計上

このまま放置すれば倒壊の恐れがあり、近隣住民の被害の危険性が高く、長年

の懸案事項でありました湖南地区の若竹第２埠頭付近にある倉庫等について、

この度、厚岸漁業協同組合からこの建物を取得し解体するとして、その経費に

対し、町に支援の要請があり、国の補助金と町負担分を併せて事業主体である

厚岸漁業協同組合に対して支援する、補助金の計上であります。

なお、負担割合の内訳を参考資料として提出しておりますので、ご参照願いま

す。

１４目 諸費 ３６７万６千円 新規計上

町有施設感染症対策 ２２１万４千円 新規計上は、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、

消耗品費 ５８万３千円は、庁舎各会議室等にアクリルパーテーション４０枚

と庁舎ほか各施設の事務室での飛沫防止用として段ボールパーテーション ３

６０枚の購入で、施設用備品購入 １６３万１千円は、各町有施設に設置する

体表面温度自動測定カメラ ２３台の購入費の計上であります。

なお、この財源については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金を充当するものであります

総合行政情報システム感染症対策 １４６万２千円 新規計上

次ページにわたり

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、

主に、テレワーク環境構築等に係る委託料のほか、ＷＥＢ会議に要する液晶デ
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ィスプレイ 1台の備品購入費の計上であります。

なお、この財源については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金を充当するものであります

３項 １目 戸籍住民登録費

戸籍住民基本台帳 ６６万３千円の増

戸籍事務に係る電子情報処理の共同運用に伴うシステム改修費の計上でありま

す。

３款 民生費 １項 社会福祉費 １０目 諸費

老人福祉施設感染症対策整備事業 １，０３１万円 新規計上

施設整備工事費 ７８３万２千円は、

特別養護老人ホーム心和園で、新型コロナ感染症の感染拡大防止対策を講じる

ため、多床室廊下を仕切る２カ所のドアの設置とドアがない居室１４カ所のド

アの整備費の計上。さらに、居室内の換気対策を講じるため、１４部屋２５カ

所にスライド式網戸の設置費の計上であります。

施設用備品購入 ２４７万８千円は、

入所者の食事摂取の距離を保てるよう、折りたたみ昇降テーブル４人用を１０

台、椅子１０脚と体表面温度自動測定カメラ ３台の購入費の計上であります。

なお、この財源については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金を充当するものであります

２項 児童福祉費 ６目 諸費 ７３７万５千円の増

次ページにわたり、

子育て世帯生活支援特別給付金給付 ６９０万円 新規計上は、

低所得世帯の児童１３８人に対し、１人当たり５万円の生活支援給付金の計上

と給付金の支給に係る申請受付事務等に要する経費 ４７万５千円の計上であ

ります。

４款 衛生費 ２項 環境政策費 １目 環境対策費

環境保全基金 ７５０万円の増

立木売払代による積立金の計上であります。

６款 １項 商工費 ３目 食文化振興費

厚岸味覚ターミナル整備事業 ８４２万６千円の増

約２８年経過した１階ボイラー室内の貯湯槽が経年劣化により水漏れが発生

し、施設運営に支障を来すため、設備を改修する経費の計上であります。

６目 諸費

厚岸味覚ターミナル感染症対策 ５７万８千円の増
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、出入口用に体表面温度

自動測定カメラ１台の購入費の計上であります。

なお、この財源については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金を充当するものであります。

８款 消防費 １項 消防費

１目 常備消防費 ４７５万７千円の増 次ページにわたり

釧路東部消防組合 １６７万９千円は、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、高性能マスクや消毒用

薬剤等に１３３万１千円、感染防護服に３４万８千円の購入費の計上でありま

す。

なお、この財源については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金を充当するものであります。

次の２事業は、釧路東部消防組合 厚岸消防署分の

投資的経費に対する負担金であります。

救急資機材整備事業（釧路東部消防組合） ４６２万９千円 新規計上は、

新型コロナウイルス感染症対策に対する救急車等の二次感染防止策として、感

染症患者搬送装置の購入費に２０２万９千円、消毒用オゾンガス発生装置に５

９万円、救急隊員用電動ファン付呼吸用保護具に７０万１千円、搬送用人工呼

吸器に１３０万９千円の購入費の計上であります。

なお、この財源については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金を充当するものであります。

厚岸消防団第３分団庁舎整備事業（釧路東部消防組合）

１５５万１千円の減

実施設計業務及び工事監理業務を直営により行うことによる、両委託料

の減であります。

４目 諸費

避難所感染症対策備蓄品整備事業 ４９０万７千円 新規計上

災害発生時の各避難所における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に要

する備蓄品として、消耗品費 ４万９千円は、飛沫防止用の段ボールパーテー

ション購入、防災用備品購入 ４８５万８千円は、間仕切りパーテーション１

４０台とベルトパーテーション９２本の購入費の計上であります。

なお、この財源については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金を充当するものであります。
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以上で、歳出の説明を終わります。

１ページへお戻り願います。

第２条 債務負担行為の補正であります。

債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。

４ページをお開き願います。

第２表 債務負担行為補正

追加であります。

事項欄記載の１件について、記載の期間に、各限度額をもって

債務を負担するものであります。

この、戸籍システム共同運用に関する債務負担につきましては、

現在、３町村で共同運用している戸籍システムを、令和４年度から６町村での

共同運用とするため、新たに債務負担行為の設定をするものであります。

下段に調書がありますので、ご参照願います。

第３条 地方債の補正であります。

地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。

５ページをお開きください。

第３表 地方債補正 変更であります。

過疎対策事業 ５，３６０万円の増

起債の方法、利率、償還の方法については、変更ありません。

６ページをご覧ください。

地方債に関する調書補正であります。

表の下段、合計欄ですが

令和２年度末現在高、１２２億５，３４２万９千円

令和３年度中起債見込額、１０億３２０万円

令和３年度中元金償還見込額、９億８，７０８万６千円

補正後の令和３年度末現在高見込額は、

１２２億６，９５４万３千円となるものであります。
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以上で、議案第４１号の説明を終わります。

次に、議案第４２号であります。



議案第４２号

令和３年厚岸町国民健康保険特別会計補正予算（２回目）

提案理由説明書
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議案書、１ページであります。

令和３年度 厚岸町 国民健康保険 特別会計補正予算（２回目）

令和３年度 厚岸町の国民健康保険 特別会計補正予算は、

次に定めるところによる。

第１条第１項、歳入歳出予算の補正であります。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、４７万５千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ、１４億６２０万１千円とする。

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ページをお開き願います。

第１表 歳入歳出予算補正であります。

歳入では、１款１項、

歳出では、２款２項にわたって、

それぞれ、４７万５千円の増額補正であります。

事項別により、ご説明いたします。

６ページをお開き願います。

歳入であります。

４款 道支出金 １項 道補助金 １目 １節 保険給付費等交付金

４７万５千円の増

歳出計上のシステム設定変更と傷病手当金に対する交付金の計上で、

内容につきましては、歳出でご説明いたします。

以上で、歳入の説明を終わります。

８ページをお開き願います。

歳出であります。

１款 総務費 １項 総務管理費 １目 一般管理費

国民健康保険一般 ２７万５千円の増は、

国民健康保険事務処理標準システム移行に伴う庁舎ネットワーク設定変更の委

託料の増であります。
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２款 保険給付費 １項 療養諸費 ６目 傷病手当金

２０万円 新規計上

新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いのある被保険者に対し、

傷病手当金を支給するとして、陽性患者１人分とＰＣＲ検査受診３人分の計上

であります。

以上で、議案第４２号の説明を終わります。

続きまして、議案第４３号であります。



議案第４３号

令和３年厚岸町後期高齢者医療特別会計補正予算（１回目）

提案理由説明書
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議案書、１ページであります。

令和３年度 厚岸町 後期高齢者医療特別会計補正予算（１回目）

令和３年度 厚岸町の 後期高齢者医療特別会計補正予算は、次に定めるところ

による。

第１条第１項、歳入歳出予算の補正であります。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、２５万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ、１億５，０７１万７千円とする。

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ページは、第１表 歳入歳出予算補正であります。

歳入、歳出ともに、１款１項にわたって、

それぞれ、２５万円の増額補正であります。

事項別により、ご説明いたします。

６ページをお開き願います。

歳入であります。

５款 諸収入 ４項 償還金及び還付加算金 １目 保険料還付金

２５万円の増

後期高齢者医療保険料の減免に対する後期高齢者医療広域連合会からの還付金

の計上であります。

以上で、歳入の説明を終わります。

８ページをお開き願います。

歳出であります。

３款 諸支出金 １項 償還金及び還付加算金 １目 保険料還付金

２５万円の増

後期高齢者医療保険料 過年度還付金の件数増による増額補正であります。
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以上を持ちまして、

議案第４１号 令和３年度厚岸町 一般会計補正予算から

議案第４３号 令和３年度厚岸町 後期高齢者医療 特別会計補正予算の

提案説明とさせていただきます。

ご審議の上、ご承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。



議案第４４号 令和３年度厚岸町水道事業会計補正予算

（１回目）

提案理由説明書
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議案第４４号、令和 ３ 年度厚岸町水道事業会計補正予算（１回目）の内容に

ついて

１ページ

第１条 総則、令和３年度厚岸町水道事業会計の補正予算は次に定めるところ

による。

第２条、業務の予定量の補正であります。

主な建設改良事業について

配水管布設替等事業を、４９７万２千円増額し、４千９２４万６千円に、

設備整備事業を、４９７万２千円減額し、１千５８２万８千円とするものであ

ります。

第３条、収益的収入及び支出の補正であります。

収入

１款 水道事業収益を ７６万６千円増額し、

２億８千９９１万３千円とするもので、

内訳は、

２項 営業外収益が、７６万６千円の増であります。

支出

１款 水道事業費用を１９８万９千円増額し、

２億７千２９４万２千円とするもので、

内訳は、

１項 営業費用が、２１０万９千円の増。

２項 営業外費用が、１２万円の減であります。

収益的収入及び支出の内容につきましては、補正予算説明書によります。

第４条は、資本的収入及び支出の補正であります。

収入

１款 資本的収入を５万円減額し、６千５０２万円とするもので、

内訳は、

１項 企業債が、１００万円の減。

６項 補償金が、９５万円の増であります。

６ページの補正予算説明書

収益的収入及び支出並びに資本的収入及び支出の内容について
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収益的収入

１款 水道事業収益

２項 営業外収益

３目 長期前受金戻入は、７６万６円の増。

床潭末広間道路配水管布設替え距離が増加したことに伴う、当該年度長期前受

金収益化額の増。

収益的支出

１款 水道事業費用

１項 営業費用

１目 原水及び浄水費は、２５万３千円の減。

１７節 委託料が、配水及び給水費への予算計上誤りによる組替えに伴う減。

２目 配水及び給水費は、１４１万１千円の増。

１７節 委託料が、緊急的な町内水道管の不明漏水箇所の特定に必要な個別漏

水調査委託の増加に伴う５０万円の増の他、執行見込みを勘案した増。

４目 総係費は、１５万２千円の増。

１１節 備消耗品費が、水道課車両タイヤ消耗に伴う購入費用の増。

６目 資産減耗費は、７９万９千円の増。

床潭末広間道路配水管布設替えの一部除却距離の増加に伴う資産減耗費の増。

２項 営業外費用

２目 消費税及び地方消費税は、１２万円の減。

補正に伴い収益的支出に見込まれる納付額の減によるものであります。

７ページ

資本的収入

１款 資本的収入

１項

１目 企業債は、１００万円の減。対象工事の補償金変更による減であります。

６項

１目 補償金は、９５万円の増。

対象工事距離変更による増であります。

資本的支出

１款 資本的支出

１項

１目 建設改良費は、増減はありませんが、配水管布設替等事業と設備整備事

業の組替に伴う増減であります。
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１ページ下段

第４条の括弧書き

資本的収入が資本的支出に対し不足する額、１億５千９３０万７千円について、

当年度分損益勘定留保資金１億１千１６０万５千円

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１千２７８万２千円

建設改良積立金２千６９２万円及び減債積立金８００万円で補填するものであ

ります。

２ページ上段

第５条、企業債の補正

企業債の予定額を１００万円減額し６千１５０万円とするもので、起債の方法、

利率、償還の方法については、変更ありません。

３ページと４ページは補正予算実施計画。

５ページは水道事業会計補正予定キャッシュフロー計算書。

８ページと９ページは予定貸借対照表、１０ページと１１ページは会計処理の

基準や手順を示した注記であります。いずれも記載のとおりでありますので、

説明は省略させていただきます。

以上が、令和３年度厚岸町水道事業会計補正予算（１回目）の内容であります。

ご審議のうえ、ご承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。


