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厚岸町議会 第２回定例会

令和３年６月24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回定例会を続会いたします。

●議長（堀議員） 直ちに、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

●議長（堀議員） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、厚岸町議会会議規則第118条の規定により、４番、音喜多

議員、５番、南谷議員を指名いたします。

●議長（堀議員） 日程第２、昨日に引き続き、一般質問を行います。

初めに、１番、竹田議員の一般質問を行います。

１番、竹田議員。

●竹田議員 先に通告をしておりましたとおりに質問をさせていただきます。

１、社会的孤立について。

（１）「誰も孤立させない、ひとりぼっちをつくらない」2018年の生活困窮者自立支

援法改正や、高齢・障がいといった属性・世代を問わず、市町村が包括的に住民を支援

する重層的な支援体制整備事業を創設しました。2020年の社会福祉法改正を厚岸町とし

て、配偶者からの暴力・児童虐待・鬱・ひきこもり・孤独死など、孤立防止にどのよう

に取り組んできたのか伺います。

２、断らない相談支援について。

（１）相談窓口で障がい者手帳の有無を聞かれたり、担当分野の違いから、たらい回

しにされるケースもあり得るが、相談しやすい環境づくりを町はどのように進めるのか

伺います。

３、男性育休について。

（1）女性の活躍の場を増やすことで、産み育てる環境整備の一つの方法として、男

性の育児休暇の取得がしやすいように町から企業への働きかけをお願いしていたが、ど

のような取組をしてきたのか伺います。

４、高齢者施設の避難確保の論点と未就学児童の避難訓練について。

（１）高齢者・未就学児童の避難訓練の在り方と実施についての実態、また、充実・

有効性を高めるための見直し方針について伺います。

●議長（堀議員） 町長。
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●町長（若狹町長） １番、竹田議員のご質問にお答えいたします。

１点目の社会的孤立について、「2020年の社会福祉法改正に厚岸町は、配偶者の暴力

・児童虐待・鬱・ひきこもり・孤独死など、孤立防止にどのように取り組んできたの

か」についてでありますが、初めに、生活困窮者自立支援法は、経済的に困窮し、生活

を維持することができない恐れのある人、いわゆる「生活困窮者」に対して、個々の状

況に応じた支援を行い、自立の促進を図る制度であります。

また、2018年の法改正において、生活困窮者の定義に「地域社会から孤立した方」と

明示されたことにより、これまでの制度で対応できなかった社会的孤立者に対しても包

括的に支援するものとされております。

この法律により、福祉事務所を設置する自治体では、「自立相談支援機関」を設置す

るなど、生活困窮者に対する支援事業を行っておりますが、当町には自立相談支援機関

がないため、福祉事務所を設置する北海道釧路総合振興局及び同局が支援機関として委

託している一般社団法人釧路社会的企業創造協議会が運営する「生活相談支援センター

くらしごと」と連携を図っているところであります。

次に、2020年の社会福祉法の改正は、地域住民が抱える課題が複雑化・複合化してい

る背景を踏まえ、「重層的支援体制整備事業」という各市町村で介護・障がい・子育て

・生活困窮といった属性・世代を問わない相談機関を設置できることに加え、社会的孤

立者などへの支援を含めて地域づくりができる新たな任意事業が創設され、本年４月１

日に施行されたところであります。

当町では、現時点で改正社会福祉法に基づく社会的孤立防止に向けた取組を実施して

いませんが、保健福祉課におけるこれまでの相談支援体制において、虐待・ひきこもり

・鬱など複合的な課題のある世帯への支援をしており、課内で情報の共有を図りなが

ら、対象者個々の課題に対して、各関係機関と連携して取り組んでおります。

人口減少など社会構造の変化に加え、個人の価値観の変化、血縁・地縁の希薄化など

により社会的孤立を抱える住民が増えるといわれておりますので、市町村の任意事業で

ある重層的支援体制整備事業について、支援する北海道及び各関係機関と情報交換しな

がら研究してまいりたいと考えております。

続いて、２点目の断らない相談支援について、「相談窓口で障がい者手帳の有無を聞

かれたり、担当分野の違いから、たらい回しにされるケースもあり得るが、相談しやす

い環境づくりを町はどのように進めるのか」についてでありますが、来庁されるお客様

に対して、分かりやすく、かつ、確実、迅速な行政サービスを提供するため、役場庁舎

１階町民課に「お客様窓口」を設置しております。

「お客様窓口」では、複数の部署にわたる事務のうち、複雑な事務処理や専門的な相

談が伴わない手続き等について、極力その場で対応するようにしておりますが、担当部

署に設置するシステム等を使用しながら確認や処理を行わなければならない場合や、専

門的な相談等を要する場合については、その担当部署へ連絡調整を行い、個々のケース

に応じて、担当部署の職員がお客様窓口に来て対応するか、お客様を担当部署へ案内し

対応するようにしております。

また、全ての部署で、お客様の相談等を受ける際に、ご質問にある「たらい回し」な

ど、相手に不安や不快感を感じさせることがないよう、窓口担当者の研修を行うほか、
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担当者同士が、共通認識のもと、しっかりと連絡を取り合うことで、お客様にとって有

益な対応と、安心して相談等ができる体制づくりを、今後も進めていきたいと考えてお

ります。

続いて、３点目の男性育休について、「女性の活躍の場を増やすことや、産み育てる

環境整備の一つの方法として、男性の育児休暇の取得がしやすいように町から企業への

働きかけをお願いしていたが、どのような取組をしてきたのか」についてであります

が、男性の育児休業取得促進については、女性の負担が特に大きい出産の直後に、男性

が育児休業を取りやすくするための「改正育児・介護休業法」が今月３日に国会で可決

・成立したところであります。

主な改正内容は、男性が子どもの出生後から８週間以内に４週間まで育児休業の取得

が可能となること、育児休業を取得しやすい雇用関係整備及び妊娠・出産の申し出をし

た労働者に対する個別の周知・意向確認の措置が事業者の義務になり、いわゆる「男性

産休」は来年10月の開始を想定、「働きかけ義務」は同年４月の開始としております。

また、本年３月開会の第１回定例会において、「国の機関であるハローワークと連携

し、企業への制度内容の周知を図り、町内事業所においても男性が育児休業を取得しや

すい環境づくりに努めてまいります。法律によって行うのは国であるが、それを踏まえ

て厚岸町としてやっていかなければならない」と答弁させていただきました。

前回のご質問以降、国の動向を注視してきましたが、制度内容が未確定であったた

め、育児休業取得に関する企業への働きかけは行っておりません。

今後は、改正法の成立に伴い、厚生労働省のホームページに制度概要が公表されまし

たので、町広報誌やホームページへの掲載など、国の機関と連携して、企業へ制度内容

の周知を図り、町内事業所においても男性が育児休業を取得しやすい環境づくりに努め

てまいります。

続いて、４点目の高齢者施設の避難確保の論点と未就学児童の避難訓練について、

「高齢者・未就学児童の避難訓練の在り方と実施についての実態、また、充実・有効性

を高めるための見直し方針は」についてでありますが、高齢者施設の特別養護老人ホー

ム心和園及びデイサービスセンターについては、毎年、火災訓練、地震津波避難訓練を

それぞれ１回計画的に実施し、指定管理者の職員において、近隣自治会の協力を得なが

ら、特に心和園の入居者においては、その方の身体状況に合わせた避難方法により、裏

山避難場所へ避難する訓練を行っております。

訓練に当たって特に重要なことは、入居者の避難であり、施設を多床室、ユニットそ

れぞれ二つに区分し、避難経路を定め、自力で歩行が可能な方、歩行できるが介助が必

要な方、車椅子を必要とする方、車でなければ移動が困難な方をあらかじめ把握し、迅

速な避難行動を目指し、限りなく実態に則した訓練に努めております。

今後においては、避難場所において、実際に備蓄テントを設営するなど充実・有効性

を高める検討を行ってまいります。

なお、民間のグループホーム及びデイサービスセンターにおいては、年に２回実施さ

れ、利用者の身体状況に合わせた避難行動を行い、最寄りの避難場所への避難訓練や非

常電源の確認、非常食の試食などを行っているとお聞きしております。

未就学児童の避難訓練については、町内にある全ての幼稚園、保育所において、いず
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れも月に１回以上、防災に関する取組を実施しており、内容としては実際に避難場所へ

避難する訓練を始め、小さなお子さんが火災報知器の音に驚いてしまわないようベルの

音を知っておくための訓練から、地震の際に机の下に潜る練習、職員の指示で迅速に避

難する訓練などを重ねているほか、防災に関する教育の一環として、厚岸消防署と連携

した防災映画の上映や、消防士から児童に向けて防災の話をする機会を設けているな

ど、計画的に多種多様な取組を実施しているところであり、これらは児童の訓練という

観点だけではなく、職員の訓練としても非常に重要であり、より充実させ有効性を高め

ていくには、今後も継続して各種の訓練などを反復していくことが重要と考えておりま

す。

以上でございます。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 一つ目の社会孤立について、誰も孤立させないということの２回目の質問に

入らせていただきます。

生活をしていく上での生活困窮者に対するこの支援について、厚岸町としては自立相

談支援という専門的な部署を設けていないということなのですが、社会的孤立をした人

というのは、どういう状況になっていくか。それによって、厚岸町は、そういった社会

的孤立をした人たちに対して、どのような支援をしていくかというのは、広く考える

と、孤立してしまって閉じ籠もるということが起こると、健康的な悪化が懸念される。

また、経済的な不安定化も生じてくる。社会保障の給付費の増大にもつながっていくと

いうことが懸念されて報道されております。現実に全くそのとおりだと思います。ま

ず、そこをそのように思っているかどうか、まず聞きたいと思います。

●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。

社会的孤立が想定されることが懸念されますので、町といたしましては、そのような

方が生じないよう、常日頃から通常業務を行っていくに当たって、各関係機関などや民

間の方々などの情報も得ながら、そういうことを生じさせないよう、公務に当たってい

るところでございます。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 社会保障の給費の増大ということが懸念されるということなのですが、そう

いったことについては、やはり認識はしている、どうでしょう。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） ご質問者おっしゃられることにつきましても、やはり公的
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な支援ですとか給付ということは生じることにもなり得るので、それはそのとおりだと

は考えております。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 社会的孤立というのは、本人が社会とつながりたくてもつながることができ

ないという精神的な問題があります。また、孤立している人たちがＳＯＳを出そうと思

っても出せない状況にある。これもやはり精神的な部分だと思うのです。これらの人た

ちに寄り添うということが１番大事であって、相談窓口が設置されなくても、そういっ

た寄り添って、個人個人の秘密にされている部分を明かしていただいて、どういう状況

なのかということを把握するということは、何回も言いますけれども、機関を設置しな

くても十分厚岸町としてはやっていけるのだということのように、この答弁にはみなさ

るのですけれども、そういう認識でいいのですか。なくてもいいのだ、十分できるのだ

ということをもう一度聞きたい。

●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。

この支援機関がないということではございますが、これはこのたびの社会福祉法の改

正によります組織としてはございませんが、現に町村を取り巻くこの機関については北

海道釧路総合振興局となりまして、さらに民間団体でもございます釧路社会的企業創造

協議会ということもございます。そちらとも連携させていただきながら、厚岸町といた

しましては、この改正後の社会福祉法を、先ほどの町長のご答弁にもございましたが、

深く研究してまいりたいとは考えておりますが、現状といたしましては保健福祉課は子

どもさんからお年寄りまで、障がいを持った方などなども含みまして、課の中で横断的

に連携させていただきながら、さらに民生委員さんなどの見守りもしていただきなが

ら、保健福祉課のみならず、役場の関係機関とも連携して、こういうようなＳＯＳを見

逃さないように取り組んでいるところでございますので、ご理解願います。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 今後、こういう状態の、例えばＤＶを受けている、児童虐待、鬱、ひきこも

り、孤独死、こういう人たちが厚岸町の中にはどのくらいいるのかというのは、まず全

て把握しているかどうかというのと、それから、やはりコロナ禍の問題もあって減らな

いだろうと、こういう精神的疾患の人たちも増えてくるだろうと、国はそういうふうに

見ております。厚岸町も少なからず減っていくことが望ましいかもしれません。しか

し、増えていくことによって、やはり支援体制というのは、当然変えていかなければな

らないのだろうと思います。答弁の中にも北海道及び関係機関の情報交換しながら研究

してまいりたいと答弁されておりますので、それらについても網羅されているのだとは

思いますけれども、今後のやはり厚岸町のこういった悩んでいる人たちに対して、そう
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いう人たちも増えていくことによって、厚岸町もやはり、何らかの研究をして設置をせ

ざるを得ないようになったら、設置をするようにしていこうかなという考えがまずある

のかどうなのか。それらも含めて、もう一度伺いたいと思います。

●議長（堀議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 町長の答弁にもありましたとおり、まずはこの法律が施行され

たのは今年の４月１日でございます。まだまだ研究が必要ですし、厚岸町として現体制

の中で、この重層的支援体制整備事業というものができるのかどうか。また、それに対

して人員的な配慮も必要になってくるのか。専門的な分野の専門職の採用も必要になっ

てくるのかどうかというのが、まだまだ全く見えてきておりません。町長の答弁にもあ

りましたとおり、今後関係機関等も含めて研究をしてまいりたいということでございま

す。先進地、既にあるかと思いますけれども、そういった先進地の状況も踏まえなが

ら、まずは研究をさせていただいて、この厚岸町として支援体制整備事業ができるのか

どうかということも含めて検討をまずはさせていただきたいということでございます。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） 先ほどのご質問で件数など把握されているのかということ

にお答えさせていただきたいと思います。

何らかのご家庭の中で、子どもさんの育児の相談とかで子どもさんをお持ちにご家庭

について、件数は十数件とかというようなところで把握しております。ただ、そこにつ

いては何か月かに１回、関係者が集まっていただいて、そういう支援ですとか、今後の

方針について決めていくというようなシステムもございます。あと、老人関係の方につ

きましては、携わっているヘルパーさんやケアマネージャーさんというような方々から

の情報もいただきながら、把握に努めているというところでございます。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 分かりました。

次に、断らない相談支援について伺いたいと思います。

これも法律改正によっての自治体の在り方がどのように進んでいくのか、どのように

進めていかなければならないのかということでありますが、これも厚岸町独自でやって

いくということは大変なことでありますけれども、まず全ての部署でお客様の相談等を

受ける際に、ご質問にあるたらい回しなど、相手に不安や不快感を感じさせることがな

いように、窓口対等者の研修を行うほかと、担当者同士が共通認識のもとしっかりと連

絡連絡取り合うことでお客様にとって有益な対応と安心して相談等ができる体制づくり

を今後も進めていきたいと答弁されています。

よく町民の方から聞くのですけれども、相談をしに行ったときに、相談される側が聞

き上手な人ということをよく言うのですけれども、人によっては全てを話すことができ
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ない、話したいのだけれども遠慮がちな人もいるだろうし、話べたの人もいるだろう

し、言葉が見いだせなくてその言葉が出てこないがために、自分の意思を十分に相手に

伝えることができないとか、いろいろなケースがあります。そういった人たちに対して

も窓口にいる人たちが聞き方、相手が何を言いたいのかということを察知して聞くとい

うことは大変難しいかもしれない。しかし、何々についてという項目があれば、最低、

こことこことここを聞いておこうという、そういったマニュアルがあれば聞き漏らすこ

とがないと。ましてや、相手が相談に来たときに、本当はこいうことを聞きたいのでは

ないか、こんなことを知りたいのではないか、こんなことを支援してほしいのではない

か、そういったことを確実に知るためにはきちんとしたマニュアルがやはり職員が持つ

べきと思うのです。そういったことによって、一つ一つやることによって、回数を増や

すことによって、そのマニュアルがどんどんよくなっていく。10項目聞くことが11項目

になったり12項目になったり、あるいはこういうことを聞くと失礼なのでこれはやめま

しょうと改善策も取れる。そういったマニュアルづくりを厚岸町はやっているのかどう

なのか。そこを聞きたいと思います。

●議長（堀議員） 総務課長。

●総務課長（石塚課長） 今、ご質問者から提案がありましたマニュアルの作成、確かに

重要なことと私どもも認識しております。例えば転入をされる方が手続きに来た等の、

形の決まっているものについては、一部こういうことを確認して手続きを進めるといっ

たようなものについては作成しているものもございますが、個別のケースについてはケ

ースごとに対応させていただくということもありまして、そういうマニュアル自体を作

成はしていないのが現状ではないかと認識しております。

ただ、うちの厚岸町のやり方として、お客様窓口を設けまして、その中で関係部署、

主に町民課、税務課、保健福祉課、総務課がその連絡会議のメンバーになりますが、そ

ういったところで、町長の答弁にもございますが、職員の共通認識を持ってお客様の有

益なものになるように窓口業務を行っていくという研修を進めていかなければならない

と考えております。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 相談に行った相手も、精神的に毎日違うのです。昨日までああ聞こう、こう

聞こうと思ってメモしていっても、結局全部聞くことができなかった。ましてや、相談

を受ける側も毎日精神的に違います。いくら研修を受けたとしても、その研修を全て頭

の中にたたき込んで、全てを網羅して聞くということは大変難しいこと。それを文字に

表せたマニュアルがあれば、そのとおりに一つ一つ聞くことができるのです。それをや

ることによって、一つ一つ改善していく。それが、よりよくなっていく。そういった思

考を考えると、大きな連携体制、青森県の市町村で強力に全国に先駆けてスタートだと

かいろいろなことが出ていますけれども、こんなふうにしてお金なんか特別かけなくた

って、さっきの言った誰も孤立させない部分についての相談窓口も、結果としたら両方
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同じだと思うのです。要は相談された方にどれだけ多くのことを提供するかということ

は、やはりマニュアルづくりをきちんとすることによって、そのマニュアルづくりを変

化させていくことによって、相談に来た人たちに確実に伝えていく。そして、相談に来

た人が少しでも満足して帰っていただける。そういったものを、一つの分野をそれぞれ

の分野でそれぞれにマニュアルの研修をしてきた後に、こういうマニュアルをつくった

らいいだろうということを、研修に行った職員等々担当者とお話をしてつくり上げてい

ってほしいなと思うのです。いかがですか。

●議長（堀議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 部署に関わらず、お客様に対する応対、対応、これにつきまし

ては接遇研修という形で、毎年度、毎年厚岸町で、少なくても１回行っております。こ

れに関しては直接の窓口対応もございますし、電話対応ということもあろうかと思いま

す。これら、これまでのそういった接遇研修の中で、講師の方から示されたテキスト等

も使いながら、厚岸町としての全般的な接遇マニュアルですか、こういったものをまず

は作成をさせていただきたい。含めて、それぞれの部署ごとの対応、応対もあるかと思

いますので、これらについては、それぞれの部署ごとで最低限のマニュアル等について

は作成をすべく進めてまいりたいと思っております。

これら、接遇のそれぞれ部署における対応の仕方というものにつきましては、今始ま

ったことではなく、これまでもそういった少なくてもマニュアルというものは必要だろ

うということでの認識はございましたけれども、部署ごとにあるところもあると思いま

すけれども、全般的に、特に窓口に来られるお客様の多いところにつきましては、この

全般的な接遇マニュアル含めて作成を進めてまいりたいと考えております。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 マニュアルづくりのときに大切だと、私も聞いている一つの中に、質問して

最後に、あと何かないですかという言葉、それからある程度のアンケートをお出しし

て、時間がなければ後で回答をお願いします。例えば、接遇に対しての対応がよかった

のか悪かったのか。そのアンケートをまずつくって、こういうところが足りなかった、

こういうところが満足したというのも、そういうことを何回も何回も繰り返すことによ

って、その部署、その部署の対応マニュアルが確実な、正確なものになっていくとよく

言われています。ぜひそれも参考にしていただきたいと思いますがいかがでしょう。

●議長（堀議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） まずは、厚岸町に来られて、また電話をかけてこられた、この

方々のお気持ちを十分察した中での対応が必要だろうと思います。よくお店だとかでテ

ーブルにアンケートというか、この店どうですかというものはよくアンケートであるか

と思いますけれども、そのようなことも参考にしながら、町としてさらにお客様に対す
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る接遇、今以上によくなるよう努めてまいりたいと考えています。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 １番、２番について、よろしくお願いいたします。

３番目について、男性育休についてお伺いしたいと思います。

いまだなお、職場での対応で、例としてちょっと言わせてもらうのですけれども、妻

が何月何日何時、今日出産するとか、明日明後日出産するとかということで会社に休み

を申し入れしたら、会社のほうで何と言ったかというと、お前が付いていなくてもちゃ

んと医者がいるから、生まれるから行かなくてもいいとかという、そういう言葉が返っ

てくるというのがいまだにまだあるらしいのです。それを今聞いて、僕が20代のときに

会社勤めしていたときに、子どもが生まれるので妻のそばに付いていたいと言ったら、

同じことをやはり言われていました。当時の社長に。お前がいかなくたってちゃんと生

まれるのだと。だから、そういうそのことがいまだに当たり前にまかりとおっているの

です。そういう雰囲気的なものがあって、男性育休というのは当然、精神的にもそう言

われる雰囲気の社会現象が起きてくると、休めないよねと、仕事が忙しいしということ

が先走ってしまう。結局、育休で休むなんていうのはとんでもない話だと。これは男と

女の社会というのが、いまだに制度の見直しだとか、何とかと言っているのだけれど

も、なかなか進まない。やはりその中には理解をするというのが非常に程度が低いのだ

ろうと思うのです。

日本の育休制度というのがあるのですけれども、原則子どもが１歳になるまで取得で

きる、取得中は雇用保険の育児休業給付金によって収入の67％が支給されるということ

とか、社会保険料の免除、休業前の収入と比べて実質８割から９割の程度が保障される

とか。また国連児童基金ユニセフが昨年発表した報告書によると、先進国における家族

に優しい政策というテーマでいろいろな国を調べたら、日本の制度は最も高い評価を受

けた。しかし、充実した制度であるにも関わらず、それが利用されていない、理解され

ていないということが１番の問題とされています。

男性が育休を取得しなかった理由に、１番は業務が繁忙し人手不足につながってしま

う、職場の雰囲気が悪くなり休んだ後に職場に戻ると雰囲気が悪くなるといったことが

起こっております。これが、やはり男性育休の普及に、取得率につながっていかないの

だろうと思います。

そこで、役場の事情と申しますか、役場の中ではこの育休の取得率というのは、全体

的にどのくらいの取得率になっているのかというのをちょっと聞きたいと思います。

●議長（堀議員） 総務課長。

●総務課長（石塚課長） 役場職員の育児休暇につきましては、現在、取得可能な休暇に

ついては、育児に関するもので言いますと、配偶者出産の休暇、それから子の看護のた

めの休暇、子の養育のための休暇、この三つがございますが、この取得状況につきまし

ては、配偶者の出産の休暇については、令和元年度で申し上げますと100％取得されて
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います。令和２年度につきましては67％、そのほかの育児参加のための休暇、先ほど申

し上げました子の看護、それから子の養育のための休暇になりますが、これにつきまし

ては令和元年度では33.3％、２年度については取得はございません。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 その数字というのは、評価として高い数値だと思うのか、低い数値だと思う

のか、それがよく分からないのですけれども、もう一度伺っていいですか。

●議長（堀議員） 総務課長。

●総務課長（石塚課長） 厚岸町におきましては、第２期の、実際では育成推進法女性活

躍推進法に基づく厚岸町特定事業主行動計画というのを策定しておりますが、この中で

男性職員の配偶者出産休暇、育児参加のための休暇の取得割合の目標を定めており、そ

の中では休暇取得率80％を目指すことになってございます。取得率の高い、低いにつき

ましては、過去六、七年程度で見ますと、配偶者出産休暇についてはほぼ100％の年が

多くなってございます。これについては、確かに高い取得率だと考えておりますが、そ

のほかの育児参加のための休暇につきましては、過去７年の間ではまだ２名しか取って

いないと。平成29年度と令和元年度になりますが、それは33.3％という状況で、この部

分については高いとは言えないかと思いますが、先ほどの出産後の休暇については、か

なり高い割合で取られているものと認識をしております。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 役場の中でもまだまだというふうな雰囲気ですよね。これが、やはり一般企

業、民間企業になると、もっともっと厳しい。ほぼほぼ、ゼロとは言いませんけれど

も、聞くところによると10％程度ではないかと。これが都会に行けば行くほど高くなる

のですけれども、市町村、人口が少なくなればなるほどのところに行くと、この育休を

取るとか、休みを取る、総体的な考えで数字を出すと非常に低くなっていくのが実態だ

と報道されています。その中で、やはり役場の中で取得率を高めていくということは一

般の企業に対しても、こういうことで取っていけるのだと、それから社会保障制度も休

むことによっていろいろなメリットがあるのですよということを訴えていってほしいと

思うのです。

そもそも、この男性育休というのがどうして起きてきたのかと言ったら、これは社会

現象だと思うのです。昔は一緒におじいちゃん、おばあちゃん、ひいばあちゃん、ひい

おじいちゃん、２世帯、３世帯という世帯で、交互に子どもたちを、孫を見たり、ひ孫

を見たりということで、家庭の中で育児ができた。ところが、厚岸町も全国の町村の人

口比率と世帯数を見ると、人口はどんどん減っているのですけれども、逆に反比例して

世帯数が増えていっているのが現状です。それは統計調査ではっきり出ていますよね。

ということは、人口が減っているのに世帯数が多くなるということは、要するに核家族
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が増えているということですよね。何かがあっても夫婦だけで、子どもができたときに

誰も面倒を見てもらえることができない、そういう家族構成ができているわけですよ

ね。助け合うということが家族同士でできていかなくなってきているのが社会現象。こ

れによって、子どもを産もうという考えが、結局面倒になる。誰も見てくれない。保育

所に預けようと思っても、なかなか受入先がない。そんな悩みがたくさんあって、結局

は産もうという、そういう意識が低くなっていく。それが結局出生率にも響いてくる。

こういったことを考えると、厚岸町としては見過ごしていくことはできない社会現象

をどうやって助けていくのか。出生率を高めていくということは、人口減少を抑える、

そういったことを網羅して考えながら、この育休の問題については強く要請していきた

い、私も思っています。どうか、国の考え方とか、国の動向を見てとかというのも確か

にあるかもしれないけれども、厚岸町としての人口減少に歯止めをかける、そういった

一つの手立てとして育休をどんどん進めていってほしい、そういう願いを込めて、もう

一度伺いたいと思います。

●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。

竹田議員のご質問のとおりの今日の現状にある、私はそのようにも認識をさせていた

だいております。そこで、国も重要な課題として、今回の改正をさせていたようであり

ます。既に内容についてはご承知のとおりと思います。改正育児・介護休業法という物

が改正されました。そこで１番大事な改正の内容といいますのは、企業側に１級制度の

個別周知と意向確認が義務づけられたことです。ですから、企業としては当然、そうい

う男性を休ませると、産休のために、というのは重要な課題であるという時代になった

ということでございますので、私は今回の改正をもとにして、男性の産休が増えてくる

だろう。また、当然になってくるだろう。そのように考えておりますので、ご承知をい

ただきたいと思います。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 企業に対してのそういうことは当然知っています。ところが、従業員が5,00

0人以上とか１万人以上とか、そういった大きな企業に対しての指示勧告みたいなのが

出されていますけれども、厚岸町はそういう企業がありません。ですから、そういった

法律改正したとしても、その企業に周知するということが、合わせて従業員数によって

決められている部分もあるので、国の部分については、やはり厚岸町に対してはちょっ

と弱いのかなと思うのです。町長の答弁に対しても、それが充実していければ最高にい

いのですけれども、なかなか、国は企業の人数、規模によってやっているのではないか

と、厚岸町の規模からいうと、そういう認識にしか至らないのではないかと思うので

す。それをまた踏まえて、厚岸町が企業に対して、こういう取組をしていこうというこ

とをしていただければ、また違った角度で企業も考えていただけるのではないかという

ことをお願いしたいわけであります。
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●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） 先ほど答弁いたしましたことについては、強制するものではありま

せんし、厚岸町が企業に対して、法律が改正されたからこのようにすべきであるという

中で、今心配されますように、企業にもいろいろな事情がある企業もあるわけでありま

すが、しかしながら、今の時代はそういう時代ではないと、男も休む時代だという、要

するに認識、それを強く企業が思っていただくということが大事な今日であろうと、そ

のように考えます。

そういう意味で、町といたしましては企業に対しても男性の産休についてはこういう

時代だということを強く訴えながら、推進をすべきことではなかろうかと。時代の流れ

がそうであるということを新たに企業側も意識を改革していただきたい、そういう気持

ちでこれから進んでまいりたいと思っております。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 よろしくお願いします。

４について、高齢者施設の避難確保の論点と未就学児童の避難訓練について伺いたい

と思います。私が一般質問を出してから、役場のほうで保育所・幼稚園等に出向いて、

何らかの聞き入れ調査をしたという実態はないですか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） 民間の幼稚園のほうに、出向いてはおりませんが、お電話

で状況は伺いました。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 それは訓練等においてどのようなことを普段されているのかということを確

認するための確認の電話だったのでしょうか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） 内容につきましては、そういう理由で確認させていただき

ました。ただ、町立保育所につきましては、日々の決裁や毎月の計画の中で把握してい

るのですけれども、民間さんについては把握していないものですからお聞きしたところ

でございます。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。
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●竹田議員 そこがとっても大事なことで、役所のほうとしても民間のほうがどのような

訓練をされているのかということを、これからも継続的に、保育所、それから幼稚園、

今幼保一体というふうにもだんだんなってきていますけれども、そういった部分ではど

この箇所も同じように、子どもの安全・安心のための避難訓練等を、厚岸町の役場の担

当しているところについてはここやっているけれども、民間はもっとやっているのか、

少なくやっているのか、この部分についてはいいところは学ぶ、だめなところは改善す

るといったことをしていかなければならないことだと思うので、その辺を１年に１回と

かではなくて、半年に１回でも実態としてそういった、それをきちんとしているのかど

うなのか、聞き入れ調査を十分に行っていただきたいなと思うのですがいかがでしょう

か。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） 町立の保育所につきましては、当然私どもでもそういうよ

うに留意しながら行っていきますし、民間の幼稚園につきましては、ちょっといささか

担当も違うところは正直言って私としてはあるのですけれども、その辺はそういう担当

部署とも情報を流しながら、連携しながら取り組んでまいりたいと思っております。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 高齢者のほうの部分なのですけれども、この１年に１回の避難訓練で十分な

のかどうなのかということを考えると、決して十分ではないと思うのです。十分である

のか、ないのか。十分でなければ、今後どのようにしたらいいのか。そこだけ聞かせて

ください。時間もないので。お願いします。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） １回、２回で十分だとは思っておりません。やはり回数重

ねることが訓練、その実態に則したものになろうかと思います。ただ、運営状、やはり

通常の業務もございますので、入居者もあることでございますので、その辺の回数につ

きましては、今後効率よくできるようにも、また考えていきたいなとは思っておりま

す。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 保育所も老人ホームも全て、老人ホームは亡くなったり、新しい人が入った

り、出入りが多いです。子どもも１年、１年で成長していきます。１年に１回というこ

とは、その子どもがそこの中にずっと何年もいればいいです。老人ホームにいる方も何

年もいればいいです。なかなかいないのが現状です。ですから、毎回、毎回繰り返すこ

とによっての避難訓練の充実があると思うのです。これを考えていただきたいと思いま



- 87 -

す。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） 議員おっしゃるとおりとは認識しておりますので、継続し

て、そのように向上するように、回数も増やすなど考えていきたいと思います。

●議長（堀議員） 以上で、竹田議員の一般質問を終わります。

次に、６番、佐藤議員の一般質問を行います。

６番、佐藤議員

●佐藤議員 令和３年第２回定例会に当たり、先にご通告をいたしております大きく３項

目についてご質問を申し上げます。

まず、最初に私からも、このたびの町長選、そして町議補選におきまして、まず６選

を果たされました若狹町長並びに町議補選で当選をされました金子議員には、心からお

祝いを申し上げたいと存じます。誠におめでとうございます。

まず最初に、生活に身近な２点についてお伺いを申し上げます。デマンドバスの効果

的な運行についてであります。現在、５路線、上り下り合わせて12便の運行をいたして

おります。平成30年10月からの運行でありますので、４年目を迎えたところでございま

す。過去３年間の路線に12便の利用者数は、累計で3,134人で、うち末広床潭筑紫恋線

と上尾幌片無去線の利用者が2,461人となっており、利用率で78.5％であります。利用

者の１番少ない路線は大別太田線で、３か年の利用者数は累計で115名、利用率にして

僅か3.6％であります。

この路線は、太田郵便局から厚岸駅前までは停留所、いわゆる乗降場所がございませ

ん。乗降場所がない合理的な理由は何なのでしょうか。お伺いを申し上げます。

また、この路線については、光栄地区から民間の路線バスが運行をいたしております

が、時間隊が違うため、この路線での停車は民業圧迫とはならないのではないかと考え

ますし、何より団地中央・白浜３丁目・宮園１丁目は宮園団地、白浜団地があり、高齢

者世帯の入居も多いことから、利用者の増加が見込まれます。乗降バスにすべきと考え

ますがいかがでしょうか。

また、運行４年目を迎え、各路線の利用者からデマンドバスに対する意見や要望の声

はありませんでしょうか。お伺いをいたします。

次に、町道の計画的維持補修についてであります。冬期間の除雪に伴い、雪解け後に

歩道の縁石や車道にある下水道の蓋付近の陥没、破損等が見受けられます。私の地区で

も今年、歩道上の蓋周辺の破損と消火栓のホースの接続部分が除雪車の排土板もぎ取ら

れ、それぞれ担当課へご連絡し、早速修理をしていただいたケースがございました。担

当課におきましても、１年を通じて維持補修に努めていることは承知しておりますが、

今後とも状況の確認と、そして維持の補強に努めていただきたいと思います。

最後に防災対策についてであります。千島海溝沿いに発生する太平洋沿岸の津波想定

について、道は政府想定をもとに新たな津波浸水想定を策定すると聞いております。当
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初、令和２年度内の完成時期が今月にずれ込むと言われております。道の津波浸水想定

が見直された場合、平成25年度策定の当町の津波ハザードマップも当然見直されると思

いますがいかがですか。

また、厚岸町でも津波シミュレーション動画を作成し、各所の集会での上映や個々の

貸出に対応されております。津波の恐ろしさは、東日本大震災による津波映像がテレビ

を通じて経験し、海岸線の長い町に住む一人として、心新たにしたところでございます

現在までどのような集まりで、どのくらいの利用状況でしたのか。また、個人などの貸

出の状況はどのくらいあったのかお聞きをいたしたいと存じます。

また、その際の皆さんの感想はどうでしたか。分かればお聞かせをいただきたいと思

います。

次に、防災対策に取り組む担当課の意気込みをこの機会にお聞かせをいただきたいと

思います。防災対策については、町民の意識啓発から防災インフラの整備まであります

が、様々な意識や構想が何より町民より高く積極的でなければ町民の安心・安全を守る

仕事は完遂できないと思われます。取り組まれる積極的思いをこの機会にお聞かせをい

ただきたいと思います。

最後に、町長は昨年の一般質問の際、想定外はなくさなければならない、最後に答弁

をいただきました。町長が考える想定外あるいは想定内とはどのような事態をお考えな

のでしょうか。お伺いを申し上げ、最初の質問といたします。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） ６番、佐藤議員のご質問にお答えいたします。

１点目の、デマンドバスの効果的な運行についてのうち、（１）、アの「上り線・下

り線とも、太田郵便局から厚岸駅前までの間、乗降場所がない理由は」についてであり

ますが、平成30年３月に策定した厚岸町地域公共交通網形成計画の協議の際に、現状の

路線バスやハイヤーの持続的な運行も確保しなければ、民間交通事業者の存続にも影響

が及ぶため、路線バスやハイヤーと重複しない範囲でデマンドバスを運行することを厚

岸町地域公共交通活性化協議会において確認し、乗降の範囲を決めたところでありま

す。

具体的に大別・太田線で申しますと、太田地区方面から出発する上り便では、太田地

区から乗車した場合は、光栄地区から厚岸駅までの区間で乗車することはできますが、

路線バスが運行しているこの区間から乗車することはできなく、下り便についても同様

に路線バスが運行している厚岸駅から光栄地区までの区間は乗車することはできます

が、降車することはできません。

このように、路線バスやハイヤーと重複する区域内を移動する場合は路線バスやハイ

ヤーの利用を優先して、デマンドバスの乗降範囲を決めており、太田郵便局では乗降で

きますが、光栄地区から厚岸駅までの間には乗降場所を設定していないところでありま

す。

次に、イの「路線バスの団地中央・白浜３丁目・宮園１丁目は、宮園団地及び白浜団

地等があり、高齢者世帯も多いことから、乗降場所にすべきでは」についてであります
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が、アの答弁と重複することとなりますが、路線バス等と重複する区域内では乗降場所

を設定しないこととしておりますので、ご理解願います。

なお、デマンドバスの乗降範囲等を変更する場合は、公共交通事業者も構成員となっ

ている厚岸町地域公共交通活性化協議会で協議し決定することとなります。

次に、ウの「その他の路線も含め、デマンドバス利用者からの意見や要望はあるか」

についてでありますが、以前行った利用者アンケートや乗車説明会では、路線によって

運行時刻の見直しなどの意見がありましたが、運転手が不足し調整が難しいため、要望

には応えられていない状況にあります。

続いて、２点目の町道の計画的維持補修について、「雪解け後に、歩道の縁石や歩道

にある下水道の蓋などの破損が見受けられる。この時期の集中的な状況確認と計画的補

修を」についてでありますが、町道における除雪は、最新の注意を払い除雪作業を行っ

ておりますが、縁石、下水道の蓋などに除雪車が接触し、破損する場合があります。

除雪時に破損した縁石などは、除雪作業後の道路パトロールや委託業者からの報告を

受け、その都度補修を行っておりますが、除雪機には雪に隠れて発見できないことがあ

り、雪解け後に破損を発見することが多くあります。

町では、雪解けが進む３月下旬頃から道路パトロールを強化し、緊急性の高い破損箇

所から補修するとともに、明らかに委託業者が原因と判断できる破損箇所については、

委託業者が原状復旧を行っているところであります。

これまでも、町道の破損箇所については、継続的に補修を行っておりますが、特に雪

解け後の状況確認の強化と早期の補修を行い、安全な町道の維持管理に努めてまいりま

す。

続いて、３点目の防災対策についてのうち、（１）、アの「政府想定をもとに、道が

示す津波浸水想定の完成時期が６月にずれ込むとされている。道の浸水想定が見直され

た場合、町のハザードマップは改正されるのか」についてでありますが、日本海溝・千

島海溝沿いの巨大地震・津波に関しましては、昨年４月、内閣府の有識者検討会におい

て想定が公表されました。

これを受け、道におきましては、各市町村の津波浸水想定を設定するため、北海道防

災会議の専門部会において検討が進められてきましたが、検討作業に時間を要したこと

から、７月上旬に公表される見込みになっております。

現段階では、詳細なデータが示されておりませんが、平成24年度に作成したハザード

マップと比較した場合、浸水範囲等に違いが見られることから、道が公表する津波浸水

想定を分析し、ハザードマップの海底に取りかかります。

次に、イの「津波シミュレーション動画の利用状況はどうか」についてであります

が、昨年度は、町議会議員、町職員、校長会、教頭会、教育委員会、厚岸漁業協同組合

総代会の皆さんに視聴いただいております。

また、学校関係では、町内小中学校の児童生徒や教員の皆さんが、学習等で活用して

おります。

今年度につきましては、予定していた生きがい大学や老人クラブでの視聴が、新型コ

ロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から中止になりましたが、先般、厚岸翔洋高校

１日防災学校で活用したほか、町内小中学校においても学習等で活用する予定になって
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おります。

このほか、町ホームページで公開している動画については、約8,800回視聴されてお

り、情報館での貸出も行っております。

次に、ウの「防災対策について、様々な意識や構想が町民より積極的でなければ、担

当課の仕事は完遂できないと思うがいかがか」についてでありますが、昨年、大幅に改

定した「厚岸町職員人財育成基本方針」があります。

これを定めた目的は、町民の付託や要望に応え、第６期厚岸総合計画に掲げる「あっ

けし」の新時代を創造していくためには、複雑・高度化する地域の課題を自ら発見し、

考え、行動し、解決していく職員個々の能力の向上と、組織力の強化を図っていく必要

があり、町の将来を担う財産といえる職員の育成と確保を目指すとしております。

私は、職員一人一人が、厚岸町の未来を見据え、厚岸町をもっと元気な町へ、そして

町民の皆さん誰もが、心から誇りを持てる町にしていく必要があると考えております。

町の組織において、防災対策全般に係る役割は危機対策室が担っており、日々、情報

を収集・分析し、政策を進めておりますが、防災に対する意識は、全職員が持っていな

ければならないものであり、また、向上を図っていかなければなりません。

与えられた仕事をこなすのではなく、地域の思い、自らの思いを実現できるよう努力

を重ね、町民の皆さんを幸せにし、そして職員自身も幸せになれるよう、仕事を進めて

いくことが重要であると考えております。

次に、エの「町長は、昨年の質問の際、想定外はなくさなければならないと答弁して

いるが、現状で考えられる想定外、想定内とは何か」についてでありますが、昨年の一

般質問の答弁では、東日本大震災で被災した大川小学校と南三陸町防災対策庁舎を例に

挙げ、ハザードマップを上回る津波により、想定外の被害が発生したことを述べたとこ

ろです。

ハザードマップは想定を表したものですが、東日本大震災では、この想定を上回る津

波により甚大は被害が発生したため、想定外という言葉が多く用いられました。

人がものを考えるに当たっては、考える範囲を決める必要があり、この考える境界を

決めることを「想定する」といいます。

しかし、想定は物事を考えるために、人為的・意図的につくられた境界に過ぎない以

上、想定外が起こる可能性はあります。

ですから私は、例えばハザードマップは一つの目安であって、それを過信するのでは

なく、津波が来た際には、できるだけ高く、できるだけ遠くに避難するといった行動を

取ることによって、想定外を回避することができるものと考えております。

何が想定外で、何が想定内なのかではなく、想定を超えることが起こりうるといった

考えのもと、防災対策を進める必要があると考えます。

以上でございます。

●議長（堀議員） ６番、佐藤議員。

●佐藤議員 まず、デマンドバスの関係でありますけれども、路線バスが走っていて、民

業を圧迫しないということでありますけれども、走る時間帯が実は違うのです。基本的
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に。私の言っている光栄からの路線については、平日で朝学校に生徒が行く時間帯に１

番人が乗るのです。あと１便か２便ありますけれども、ほとんど乗っていないです。帰

りも、小学校からですと３時前くらいから下校が始まって、その時間帯に子どもたちが

よく降りるのを見かけたりはいたします。ですから、民間路線バスも、１番どの時間帯

に走ったら効率がいいのかということで時刻を決めていると思うのです。ですから、そ

れ以外に走らないということは、恐らく走っても利用者が少ないのだろうという前提だ

と思うのです。でなければ、利用者が多いということであれば、どんどん便数を走らせ

ればいいわけですから。そうなっていないということは、恐らく事業者もその時間帯に

走らせても利用者は少ないだろうと、採算が取れないだろうということの表れではない

のかなと思います。

そんなことを考えると、答弁にありましたけれども、基本的に路線バスが走っていな

いと、でも路線バスが走っているところも走っていますからね、これ、デマンドバス。

だた、走っていないところは山の中ですよ。上尾幌から出て佐藤宅、南谷宅って、ぽつ

ん、ぽつんとあるところだけは停まっているのです。そういうところしかデマンドバス

は走れなくなりますよ。

ですから、それは民間事業者ともお話し合いといいますか、意見を聞いたり、何だり

する機会を設けなければならないかもしれませんけれども、せっかく走っているデマン

ドバスですから、町民の足を少しでも。だって、デマンドバスは今までバスが走ってい

ないとか、便数が少ないとか、不便だからということでデマンドバスを導入しているわ

けですから。であれば、一人でも二人でも利用できる方が多くなれば、それはデマンド

バスを導入した、運行した目的が、そこで達成されるのではないかと思います。

それで、数字、ここに載っていますけれども、今言った路線が、実は最初、平成30年

の10月から運行して、半年なのです。そして、令和元年度、令和２年度と、２年半なの

ですが、ほとんどこの路線は、まず最初の半年間、10月から翌年の３月まで、これ見事

に半年間で19人、上りが19人ですよ。下りも19人。その19人で月別の変化がないので

す。例えば、10月上りが２人、下りが２人、11月が２人、２人、12月が５人、５人、１

月が３人、３人、２月が４人、４人、３月が３人、３人で、上り、下りが同じ19人なの

です。恐らく、私の想像ですけれども、上りで来た方が、同じ人が下りで帰ったという

ことなのです。ですから、トータルでいくと38名の利用がありましたと言うのだけれど

も、実質は19名なのです。そういうことが、実は令和元年度も同じなのです。４月から

翌年の３月まで、毎月上りも下りも同じ人数の利用なのです。それで年間21人です。そ

して、去年、令和２年だけ、１年間で上りで19人、下りで16人、３人帰りが少ないので

すが、それは知り合いの人からスーパーで行き会って、車で乗っけて帰ってもらったと

か、そんな程度でこれが恐らく３名くらいの誤差があると思うのですけれども。そのく

らいの人数なのです。

それが一つと、それで乗降場、民業圧迫ではないかという懸念から乗降場をつくって

いないということなのですけれども、そんな釧路バスと話してみてくださいよ。だって

それ以外の時間に走っても採算合わないのですから、乗る人がいなくて。ですから、僕

は民業圧迫というほどの事態にならないのではないかと思います。

それが一つと、僕も光栄ですから、あそこ通るのです。宮園公営住宅、さくらハイヤ
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ーが止まっています。高齢者乗せて。どこへ行くのかなと思って、後ろつけたわけでは

ないのだけれども、私も買い物行きますから、ここの量販店の前で降りるのです。その

時間、釧路バスもデマンドバスもないから、仕方なくタクシーを呼ぶのです。そして、

バスで来た、あるいは何かで送ってもらって来た方は、今度帰りがないのです。帰りが

ないからイオンの赤電話からハイヤー会社へ電話して、今度帰り乗るのです。そういう

のを頻繁に見ています。

ですから、確かに民業圧迫は行政としてどんどんやれというわけにはいかないけれど

も、それは一つ話し合いの中で何とかなるのではないのかなというような気もしますの

で、一度で一つ、なるほどと、釧路バスの利用もデマンドバスがそこで停まれば影響が

あることが分かるということであれば、これやむを得ませんけれども、それは一つ、部

内で検討し、そしてそういう調整も一つしていただきたいというのが私の今回の提案で

あります。それは一つよろしくお願いしたいと思います。いかがでしょう。

●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。

民間の業者の圧迫ということで、それがほかの町村でそういうような運行をして、実

際営業所が撤退というところも、他にも例があります。そのようなときに、事業者が出

て行ってしまう、辞めてしまうと、やはりスクールバスですとか、そういうところにも

影響は出てくることもあります。運転手がいないということになりますので、いろいろ

な影響も出てくることはあります。ただ、今はデマンドバスは路線バスのところは走ら

ないという、今、協議会ではそうなっています。ですので、まずはもうちょっと利用し

やすい民間バスの時間帯は今のままで、さっき議員おしゃられましたけれども、そこら

辺は研究してやっているのだろうということでありますけれども、利用しやすい時間に

変更はできないものかというものと、あとは今おっしゃいました混在して走るというこ

とが可能かどうか、それは民間とも話はすることになるとは思うのですけれども、その

範囲内は路線バスだけではなくて、議員おっしゃいましたハイヤーで来ている、ハイヤ

ーもそこは今、営業の中には入っていると思いますので、それがなくなると今度はハイ

ヤーのほうが収入がなくなるということもありますので、そういうような話は全体とし

てしなくてはいけないと思いますので、そこら辺はお話はして、確認はしたいとは思い

ます。

●議長（堀議員） ６番、佐藤議員。

●佐藤議員 そんなこと言ったら何もできなくなりますよ。そんなこと言ったら、要する

に郡部の１件、ぽつん、ぽつん、ぽつんとある集落の一画でしか乗ることなんかできな

いですよ。町なんか走られないです。走ったって停まれないですよ。それを調整をしな

がら、こうこうこういう実態もあるので、それは走らせてくれとか、何とかって言わな

いと。だってハイヤーだって、駅前から私のところまでタクシー代なんか知らないでし

ょう。乗ったことないから。来たこともないし。片道2,300円かかるのですよ。ですか
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ら、駅前から宮園団地まで行ったって、恐らく1,700円、１,800円、１,900円、2,000円

近くかかるのではないかと思うのです。年間7,000円のバス券はもらっていますけれど

も、何回乗れますか、それだって。そんなこともあるので。

しかし、町がデマンドバスを走らせるということで、施策として決めたわけですか

ら、そうすると、それを少なくても有効的に、そしてなおかつ民業圧迫をしないように

走らせる時間帯とか、路線とかも含めて、やはり考えていくということでなければ、目

的果たせないではないですか。ですから、そういうことも庁内で検討しながら、そして

民間業者ともお話し合いを進めながら、話し合いをしてみてくださいよ。それはお願い

します。

それと、町道の維持補修の関係なのですが、これは恐らく大変だと思うのです。除雪

も町走るとというか、除雪も結構雪が解けてから道路が乾いて道路維持の人が舗装の欠

けた部分だとか、何とか一生懸命やっていますよ。これ、恐らく数十件できかないくら

いの要望があるのではないかと思うのです。ただ、町のメイン通りはやはりそういうこ

とがあると目立ちますので、これはやはり優先してやるということになるのでしょうけ

れども、やはり中心から離れた、私どもが住んでいるところとか、それから門静の偕楽

園団地だとか、あの当たり行くと門静の偕楽園団地は全部舗装になっていないですし、

上に上がると砂利道ですから、やはり砂利がこぼれてきて、結構痛むのです。ですか

ら、たまに電話も来るのです。立場上。だけれども、私は一斉にやはり融雪時期になる

と道路補修関係で何百件もやはり町のほうに要望がいくわけですから、ですからやはり

順番をもって緊急性のあるところ、あるいはメインストリート中心に補修をしているの

だろうというお話はするのですけれども、そんなこともあって、気がつけばご連絡をす

ることはあるのですけれども、同じ町内にいても毎日こうやって回って歩くわけにもい

きませんから、だからそういう補修があったときに、ちょっと見てもらって、そういう

ところがあれば補修をしていただきたいと。

今回、たまたま私の家の近くの歩道上の下水道のマンホールでしたから、こう持って

いかれたのと、それから町長、消火栓です。消火栓のホースつなぐところがなくなって

しまったのです。持っていかれて。それをうちの斜め前ですから、すぐやっていただき

ましたけれども。そんなこともありますので、それは従来どおり計画的に補修をしてい

ただくように、それはお願いだけしておきたいと思います。

すみません。あと、最後の質問でありますが、防災関係であります。１回目の質問で

もお話しましたけれども、何か昨日の朝刊か何かに、ちょっと小さかったのですけれど

も、釧路町で浸水高が二十何点何メートルという記事が１本出たのです。前のやつから

見ると、80センチ浸水心が低いというやつが出たのですけれども、それ以外の記事は何

もなかったものですから、この沿岸の全体のところはまだあとかなと思っております

が、昨年、質問もさせていただいた、いわゆる避難タワーについても質問させていただ

いて、町長からも答弁をいただいたところでありますけれども、そのときに南海トラフ

地震が予想される高知県のお話をさせていただきました。

切り返しで恐縮なのですが、高知県17市町村、現在113基が建設をされております。

そのとき、黒潮町のお話をちょっとさせていただきましたけれども、土佐清水市、もち

ろん同じ高知県であります。これは数年前に16メーターのタワーが建設されました。３
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億4,000万円だそうです。今それから数年たっていますから、それでできるかどうか分

かりませんけれども。これは地域住民を守るということが当然第一段階であるのです

が、それ以外に通行人の人あるいは観光客、そういう方も視野に入れた形で、この16メ

ーターのタワーを建設したそうであります。定員は300名。そして上に上がるタワーは

徒歩だけではなくて、障がい者等にも配慮した車椅子のスロープもあるのだそうであり

ます。もちろん見たことはありませんけれども。さらに、高知県では今年度中にさらに

４基が建設されるそうであります。ですから、117基のタワーということに数字上はな

るのです。

厚岸町も海岸線が、町長が前に答弁したとき41キロに及ぶ海岸線の長い地域で、津波

対策は喫緊の課題であるし、大変重要な課題だとお話をされておりました。私もそう思

います。

それで、その最後に国土強靭化地域計画の策定についてお話をさせていただいたとき

に、室長が、答弁の最後ですよ、いろいろご答弁された中で、さらに研究検討を国土強

靭化地域計画の策定に合わせて研究検討をさらに進めるという答弁がありましたのです

が、その後どのような経過になっておりますでしょうか。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） まず、道新の防災関係の報道につきましては、後ほど担当課長から

答弁をさせますが、今ご指摘ありました高知県の防災タワーの関係でありますが、実は

佐藤議員から質問あり、私もいろいろと研究をさせていただいたところでございます。

そういう中で、黒潮町だけをお話いたしますと、後ほど高知県全体の話もしたいと思い

ますが、34メートルの津波高が来る、南海トラフによって、それが国によって発表され

たわけです。これはもう日本一の津波高だということと、それで高知県でなぜ力を入れ

ているかというと、このやはり南海トラフの津波ということを考えながら、県が防災対

策に大変力を入れているところであります。その結果、今最終的な防災タワーを考えて

おりますのは115基だそうであります。今、113基と言いましたけれども、実はもう114

基できております。ところが、高知県としてこの１月に調査したそうであります。その

ところ、階段、スロープが津波が来たときに流させるということが分かったわけであり

ます。これが約４分の１です。114基のうちの４分の１。ですから、そこで私も先ほど

想定外という話しましたけれども、仮にそれが発見されなかったならば、そこにタワー

があるということで行った人方、どうなっただろう、そういうことも考えざるを得ない

状況に今日あるようであります。そこで、県のほうもその対策のために、今、躍起にな

っているという情報が分かったわけであります。

ですから、高知県の最終的には115タワー、黒潮町は今６基のタワーがあるわけであ

りますが、そういう点を考えるならば、重要性のことを考えれば、やはり日本一高い津

波が来る場所であるという認識に立っている防災の意識が高知県は非常に高いというこ

とが言えるのではなかろうか。

さらにはまた、厚岸町も先般も言いましたけれども、昨年の４月の国の中央防災会議

においては、７メートルの津波が来るであろうということであります。最終的には北海
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道が７月に発表されるわけでありますが、当然それによってハザードマップ、厚岸町地

域防災計画の見直しをしなければならないという考えでおるわけであります。そういう

事情にあるということもご承知いただければと思います。

しかしながら、やはり海岸線の長い厚岸町であります。地震が来たならば、必ず津波

が来るということを考えなければならない地形になっておるわけでございまして、やは

り町民が安全・安心な生活ができる防災対策を強化していかなければならない、そのよ

うに考えておりますことをご理解をいただきたいと思います。

●議長（堀議員） 町民課長。

●町民課長（布施課長） デマンドバスの関係ですけれども、先ほど言われたこと、活性

化協議会の中で、そこには事業所も入っていますので、そういうことができるかどうか

協議をしていきたいと思います。

●議長（堀議員） 建設課長。

●建設課長（渡部課長） 私からは町道の計画的な維持補修についてですが、先ほどから

ご指摘ありましたとおり、町道の補修箇所かなり毎年雪解け後はあるのですが、その中

でも計画性を持ちながら、スピード感を持って、今後も対応してまいりたいと思います

ので、ご理解いただきたいと思います。

●議長（堀議員） 危機対策室長。

●危機対策室長（田﨑室長） まず、昨日の新聞報道の内容につきまして、ご説明をさせ

ていただきます。

本日、実は午後から北海道におきまして、専門部会のワーキンググループが開催され

るといったような予定となっております。実はその資料の一部が新聞で報道されたとい

ったような内容でありまして、私どもの手元にも来ているのですけれども、そこには新

聞に書かれた以上のものが一切書かれていないと。ですから、釧路町だとか、例えば釧

路市の状況というのは出てたと思うのですけれども、厚岸町につきましての数値は、そ

の資料には入っていなかったものですから、一切出されていなかったというようなこと

になります。本日の、一応予定としてはワーキンググループの説明を行った後、来月専

門部会のほうで了承されれば、その後各自治体のほうに公表になるといったようなこと

になります。ですので、町長が最初に答弁いたしました７月上旬、新聞には７月中旬と

いうような書き方もしておりましたけれども、いずれにせよ、７月中には北海道のほう

から細かな数値も含めて、公表になってくるであろうというようなことになると思いま

す。

また、津波避難タワーの件につきましては、私も本州までちょっと見に行くというこ

とはなかなかおいそれとできないものですから、以前三重県のほうで私は避難タワーを

見させてもらいました。その後、野付半島にある避難タワーのほうも実際行きまして、
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議員の皆さんも行ったようですけれども、担当課長のほうからしっかり話を受けてきた

ところであります。新しい浸水想定が出てくるに当たりまして、やはり考えなければな

らないのは、津波がどこまで広がるのか、どこまで来るのか、それと高さ、それとやは

り１番ちょっとポイントになってくるのは、実際その津波がやはり何分で来るのかとい

ようなところが１番大事になってくるだろうと思っております。この数値関係もまだ詳

細が示されていないものですから、なかなか私どもも前に進めない状況ではおるのです

けれども、この数値が出た段階で、しっかりと分析をいたしまして、やはり避難に難が

あるような状況であれば、いろいろなことを考えていかなければならないだろうと私ど

もは思っておりますので、今後、７月出てから、いろいろと動きを出していきたいと思

っております。

●議長（堀議員） ６番、佐藤議員。

●佐藤議員 町長からも高知県の例をお話されました。反論するわけではないですけれど

も、スロープあるいは階段が津波で流されると。流されているときに避難するという人

はいないのではないかと思うのです。避難されて、上に行って、それから津波が例えば

来ましたと、流されたということになるのではないかなとは思いますけれども、それは

あれですけれども。ただ、高知県で、町長も言っていましたけれども、意識が高いとい

うのと、予想される津波が相当な高さで来るということで、危機感もあるのだろうと思

います。それと、何だかんだ言ってもお金がかかることですから、財政的な問題という

のがやはり１番ネックになるのだろうと思います。20年度までの従来の緊防債に加え

て、高知県は20年度までその３割の自己負担を県が単独工事をしたのです。ですから、

実質的に市町村の負担がない形で建設ができたということも、たくさん各市町村にでき

た、やはり一つの要因ではないかと思うのです。それで、釧路開発促進期成会の４年度

要望も見させていただきましたけれども、その中でも防災インフラの整備と、防災タワ

ーとは書いていませんけれども防災インフラの整備というものが載っているのです。そ

ういうことで、やはり北海道も道単でも、例えば今度、緊防債から国土強靭化になりま

したけれども、その差額の３割の、例えば、全部出してくれればいいのですけれども、

３分の２とか３分の１とか、そういう形で道単で補助ができる制度をつくっていただく

とか。この高知県は、20年度以降は３割の負担分の３分の２が、３分の１だけが自己負

担が出るのです。それでも３分の２は継続していますから。その期成会等を通じて、町

長のほうもぜひ積極的に要望していただきたいと思いますけれどもいかがでしょう。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えをさせていただきます。

資料の関係でありますが、今質問あったとおりであります。若干ちょっと内容をお話

したいと思いますが、緊急防災で７割、そのとおりであります。県が３割、実はこれ、

特別枠なのです。というのは、過疎債の特別枠で３割を負担をしたということでござい

まして、県が単独で３割を出したというような状況ではないようであります。そういう
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ことで、いろいろな方法があるとは思いますが、そういう高知県の例もあるということ

も頭に置きながら、これから防災対策等についても強く北海道並びに国に要請してまい

りたい、そのように考えております。

●議長（堀議員） ６番、佐藤議員。

●佐藤議員 時間的にも最後の質問とさせていただきたいと思います。

東日本の震災後の検証で、８割が逃げ遅れ、逃げ遅れというのは、もう少し裏を返せ

ば大丈夫だろうということで逃げなかったということの逃げ遅れということもあるので

はないかと思うのですが、一応言葉で言うと逃げ遅れが80％という検証結果が出ており

ます。それで、店舗、工場、それから個人では店舗兼住宅、そういうところで被災を受

けたところは、実は商品の後片付け、例えばブレーカーとか電源関係の始末あるいは冬

であればストーブの始末、そういうものを含めて避難をするということになれば、地震

後60分でも間に合わなかったという話もあるのだそうであります。そういうことではな

くてことを考えると、厚岸町だってもっと早い時間に到達すると予想されていますの

で、これはやはりとにかく逃げると、とにかく逃げるというのが１番なのですけれど

も、ただ逃げるといっても逃げる場所が遠いあるいは逃げる場所がないという地域が必

ず出てくるのだと思うのです。ですから、それのところをどうするかというのは、やは

り管さんではないですけれども、国民の安全・安心は私の仕事だと言っていますから、

町長もやはり厚岸町の親分ですから、町民の安心・安全というのは第一義的にやはり考

えていただきたいということが一つであります。

それで、これ全く私の私見で、今思い出して言うわけですから、必ずしもそれが絶対

正しいのだということではないと思いますので、お聞きしていただきたいと思います。

実は港町なのですよね。港町は実はあやめ橋１本しかないのです。避難道路というと。

もちろん津波こう向かってきているときに１条通りを通って、あるいは３条通りを通っ

て、真栄町の、そして警察の横から上に上がっていくという人は僕はいないと思うので

す。やはりあやめ橋を車であれ、徒歩であれ、自転車であれ、やはりあやめ橋を通ると

思うのです。そうすると、言ってしまえばあやめ橋１本しかないのでないかと思うので

す。その中で、家庭内において健康な若い夫婦だけであれば、それは手を取りながら走

って逃げることというのはもちろん可能でしょう。しかし、高齢者がいる、お年寄りが

いる、あるいはひょっとしたら障がい者がいるかもしれない。あるいは小さな乳飲み子

がいるかもしれない。その方々を助けながら逃げるということになれば、健常者だっ

て、その方々に合わせて逃げるということになるのです。そうすると、やはり避難に時

間がかかっていくというようなことがあるかと思うのです。それで、港町は、まず加工

場がある、大型量販店がある、それから、真栄町の３条通りも入れれば役場がありま

す、郵便局がありますということで、恐らく町内の中では、昼夜関わらず災害は来ます

けれども、仮に日中だとすれば、この地区が１番昼間人口が多くなるのではないかと思

う思うのです。小学校もありますし。ですから、こういう地域がやはり避難するという

のは、なかなか大変なことになってくると。そうすると、従来から言っています命の最

後の砦という、松葉町の避難階段できたときに最後の砦ができたって新聞に出ていまし
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たけれども、あそこまで行けない人もいるわけですから。ですから、昼間人口が１番多

くなるので、これからまた今回３月に国定公園にもなったし、そうすると日中もし災害

があったとき、観光客だって来ていないとも限らない。そういう方はどこに避難階段が

あるかなんて分からないわけですから、そういうことも含めて考えれば、やはり町内に

何かしらそういうものが必要になってくるのではないかなと考えております。

日本語に、最後にこんな言葉があるのですが、当然ご存知だと思います。賢者は歴史

に学び、愚者は経験に学ぶという言葉です。これは災害のことを考えて言うと、歴史に

学ぶということは過去の災害に学ぶということなのですよね。これは東日本の災害をテ

レビ等で目の当たりに見ていますから、これは当然歴史に学ぶ、過去の災害に学ぶとい

うことだと思います。愚者は経験に学ぶと。ということは自分で経験しないことは、実

体験しないことは、あまりそういう意識に立てないのだろうということの意味でないの

かなと私なりに考えています。

そんなこともありますので、町長にはこの防災対策は避難タワーに関わらず、ぜひ前

者であってほしい、そのことをお願いして質問を終わります。ありがとうございまし

た。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） 大変いい格言をお聞きをいたしたわけであります。ときに国の防災

会議のいろいろな予測出されるのは、歴史に学んでいるのです。そういう結果、厚岸町

においては震度７という結論が出て、歴史を見ますと厚岸町におきましても、そういう

大きな津波があったことは事実であります。それから経験の話でありますが、全くその

とおりなのです。我々、防災訓練をいたします。厚岸町の参加率が１番悪い。隣の浜中

町は高い数字で防災訓練ができておるわけであります。と言いますのは、これ経験なの

です。浜中と厚岸、浜中は大きな被害があったという結果の表れであろうと、そのよう

に考えて考えるわけであります。やはり港町におきましても、これは私はお願いしてい

るのです。各自治体に。自主防災組織をつくっていただきたいと。そして、特に災害弱

者といわれる方々を救うのは共助であるという考えを持っておるわけであります。それ

と同時に、やはり港町という地区においては海岸に面していると、さらにはまたいろい

ろな施設があるという中での対策、来れも今後十分に考慮しながら考えていきたいと思

っておりますので、ご理解いただきたいと思います。

●議長（堀議員） 以上で、佐藤議員の一般質問を終わります。

昼食のため、休憩します。

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
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●議長（堀議員） 本会議を再開します。

次に、２番、石澤議員の一般質問を行います。

２番、石澤議員。

●石澤議員 先に提出した通告書に従って質問いたします。

最初にコロナ対策についてです。新型コロナワクチン接種が始まりましたが、一人暮

らしの高齢者の予約支援はどうなっていますか。また、ワクチンの接種を希望する人全

員の確認を取れたのですか。

２、変異株の広がりもあるので、ワクチンと一緒に社会的ＰＣＲ検査の拡充も取り組

むべきと思うがどうですか。

３、コロナ感染が拡大し始めた頃、感染者や医療従事者への差別・誹謗中傷がありま

した。釧路市医師会会長も呼びかけています。様々な事情でワクチン接種を希望しない

人への差別・誹謗中傷は絶対にあってはならないと思います。町長はどう考えますか。

また、対応はどうするのですか。

次に、コロナウイルスに感染し、自宅療養とされた場合に家族などへの感染の危険が

大きい人を受け入れる施設を町独自で設ける必要があると思いますがどうですか。

次、コロナ禍で経済的な理由などで生理用品を購入することができない「生理の貧

困」が大きな問題になっています。民間団体でのアンケート調査では、金銭的理由で生

理用品の入手に苦労した学生が20.1％だった。全国的には学校のトイレに設置するとこ

ろや、無料配付するところも増えてきています。町でも学校や公共施設のトイレ内に返

却不要の生理用品の設置を考えられないですか。

次に、生活保護についてです。病院に行くときの交通費の負担が大変になっていま

す。これを支援することができないですか。

以上で１回目の質問とします。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） ２番、石澤議員のご質問にお答えいたします。

１点目のコロナ対策について、（１）のうち「新型コロナワクチン接種が始まった

が、一人暮らしの高齢者への予約支援はどうなっているのか」についてでありますが、

厚岸町における65歳以上の高齢者を対象にした接種の予約方法は、高齢者の皆さん誰も

が容易に予約することができるよう、多くの市町村が行っているインターネット予約や

コールセンタへの電話予約ではなく、接種対策室への電話予約とあみかでの窓口予約と

し、町職員が直接対応する体制を取らせていただきましたので、予約のための支援は特

に必要ないものと考えたところであります。

なお、８月から行う64歳以下の接種の予約方法については、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や予約に変更することから、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ました。

次に、（１）のうち「また、ワクチン接種を希望する人全員の確認を取れたのか」に
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ついてでありますが、自らの意思で接種を希望された方については、当然、全員の確認

は取れております。

なお、寝たきりなどで接種会場や病院に行くことが難しい高齢者については、介護度

４または５で、在宅介護を受けていると思われる方を把握した上、電話で本人または家

族の方に接種の意思を確認し、希望された場合は在宅での接種を行うこととし、既に調

査を終えて、接種希望者を確認しております。

次に、（２）の「変異株の広がりもあるのでワクチンと一緒に社会的ＰＣＲ検査の拡

充も取り組むべきと思うがどうか」についてでありますが、町では、重症化しやすい高

齢者等が集団で生活・活動する場である高齢者及び障がい者入所・通所施設の従事者を

対象に、４月からＰＣＲ検査支援事業を実施しております。

また、変異株の拡大により、より若い年齢層でも重症化しやすい傾向となってきてい

ることへの対策の一環として、保育所や幼稚園、小中高校の職員、ホームヘルパーやケ

アマネージャの方々ができる限り早く新型コロナウイルスワクチンを接種できるよう、

急なキャンセルによる余剰ワクチンを接種できる候補として、あらかじめリストアップ

する取組を始めていることから、ＰＣＲ検査の対象者の拡充に取り組む予定がないこと

をご理解願います。

次に、（３）のうち「様々な事情でワクチン接種を希望しない人への差別・誹謗中傷

は絶対あってはならないと思うが」についてでありますが、感染収束に向けて効果が期

待されるコロナワクチンですが、体質や持病など、様々な理由で接種を受けることがで

きない人もいます。

ワクチン接種を受けることは強制ではなく、感染予防の効果と副反応のリスクの双方

を理解した上、自らの意思で接種を受けていただくことになっております。

接種していない人に対して、接種の強制や差別、いじめ、職場や学校での不利益な取

扱いは、決して許されるものではありません。

次に、（３）のうち「また、対応はどうするのか」についてでありますが、既に厚生

労働省や北海道がホームページ等で周知啓発を行い、相談窓口も設置しております。

厚岸町も、８月から順次、いわゆる現役世代や学生の接種が行われていくことを踏ま

え、速やかにホームページや町広報誌、また、これから配布するワクチン接種のチラシ

などで周知啓発を行うとともに、仮にそのような行為を受けたり、聞いたりした場合の

町の相談連絡先も併せて周知してまいりたいと考えております。

次に、（４）の「コロナウイルスに感染し、自宅療養とされた場合に家族などへの感

染の危険が大きい人を受け入れる施設を町独自で設ける必要があると思うがどうか」に

ついてでありますが、新型コロナウイルスに感染した方への対応は、感染症法に基づき

釧路保健所が入院・宿泊療養・自宅療養等の調整を行っております。

自宅療養とされた場合に家族などへの感染の危険が大きい人の町独自の受け入れ施設

を設けるには、その施設の確保、施設を管理する専門職や資機材の確保、保健所及び医

療関係との連携、施設の近隣住民の理解等が必要不可欠であり、設置は非常に困難であ

ることから、町独自で設置する予定はございませんので、ご理解願います。

次に、（５）の「コロナ禍で経済的な理由で生理用品を購入することができない「生

理の貧困」が大きな問題になっている。町でも学校や公共施設のトイレ内に返却不要の
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生理用品の設置を考えられないか」についてでありますが、女性の生活必需品である生

理用品が購入できない「生理の貧困」は、報道でも取り上げられており、大学などに通

いながら、生活費を節約して生活され、女性特有の悩みと他人に相談しにくい内容でも

あり、特に親元を離れて一人暮らしをしている学生に多いことが想定されています。

全国的には、公共機関や学校のトイレへの設置や無償で配付している例があり、道内

においては、本年５月現在、札幌市が先進的に取り組んでいる状況であります。

都市部と地方の地域特性や一人暮らしの大学生のニーズは異なるものと思われます

が、本町においては、生活困窮者支援は、既存制度において、生理用品に限定しない総

合的な困窮家庭への支援により対応してまいります。

学校については、後ほど、教育長から答弁があります。

続いて、２点目の生活保護について、「病院へ行くときの交通費の負担が大変になっ

ている。支援することはできないか」についてでありますが、生活保護受給者が医療機

関に通院する際に生じた交通費については、その全額に相当する移送給付を医療扶助と

して受けることができるため、通院の係る交通費への支援は必要ないものと考えます。

以上でございます。

●議長（堀議員） 教育長。

●教育長（酒井町長） 私からは、１点目のコロナ対策についての（５）のうち、学校の

対応についてお答えします。

現在、町内小中学校のトイレ内に生理用品は設置しておりません。生理用品は保健室

に常備しており、養護教諭から必要とする児童・生徒に無償で配付しておりますが、現

在までのところ、いわゆる「生理の貧困」への対応として配付した実績はないと把握し

ております。

保健室は、児童・生徒が抱える様々な不安や悩みに対して対面で対応することによっ

て心身のケアを図るという重要な役割を担っていることから、今後も児童・生徒が安心

して相談できる環境づくりに努めるとともに、生理用品の配付につきましても、引き続

き保健室で対応してまいりたいと考えております。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 まず、最初の予約のことですが、厚岸町の場合、結構予約でいろいろ問題も

ありましたけれども、今のところはこの後の体制で何とかなっているということだった

のですが、この高齢者一人暮らしの人数は何人と把握していますか。

●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。

今、一人暮らしの高齢者の人数については把握しておりませんでした。
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●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 前に、何かのときに申し入れしたときに八百何人と聞いた記憶があったので

すが、それはないのですか。

●議長（堀議員） 休憩します。

午後１時16分休憩

午後１時18分再開

●議長（堀議員） 本会議を再開します。

保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） お答えさせていただきます。大変貴重な時間、申し訳ござ

いませんでした。

５月末現在で一人暮らしの65歳以上の方につきましては897人ということでございま

す。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 897人、一人暮らしですから、いろいろな意味で予約するのも大変だったと

思いますし、この中で接種が終わった方というか、２回接種が終わった方というのはど

のくらいいらっしゃるのですか。

●議長（堀議員） ワクチン接種対策室長事務取扱副町長。

●副町長（會田副町長） 申し訳ありませんけれども、そこまでの把握は必要ないものと

考えましたので、まずは全ての方に打っていただくと、希望者全員に打つことがまず先

決ということで、そこまでの統計は取っておりません。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 分かりました。一人暮らしの人たちの２回目の接種のときの副反応なんかの

ことが気になったので質問させてもらったのですけれども、ワクチンの問題で高齢者の

方の中には２回目接種受けて副反応が出たという方が結構、私たちの周りにいたもので

すから、ちょっとそれが気になって聞いてみたのですけれども、そこまでは審査してい

ないということなのですね。

それで、この全員の希望が取れているということなので、それはそれでいいと思いま

すが、次に変異株の広がりでワクチンと一緒にＰＣＲ検査、これは必要がないというよ
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うな言い方なのですが、ＰＣＲ検査をするということは、無症状の人を早くつかまえて

感染を抑えるということがすごい大事なことなのです。全国でも広島とか、それから東

京の世田谷区とか鳥取、それからどこでしたっけ、そういうところではコロナのワクチ

ンと一緒に最初からＰＣＲ検査をずっと拡充して対象を全部広げているのですが、3,00

0人くらいのＰＣＲ検査の中で４人の陽性反応が出たといった場合に、たかが４人かと

思うかもしれないのですけれども、１人の人かた３人に広がる、それからどんどん広が

っていくという感染の拡大が大きいのです。

それで、今ワクチンが絶対だという感じで、ひたすらワクチンの接種を進めています

が、ＰＣＲ検査をするということも一つの、これからワクチンが絶対ではないと思いま

すし、毎年ワクチンを受けなければならないということも出てくると思います。それに

対しての予防として、この厚岸町の中に新型コロナがどれだけ広がっているかというの

を確認するためにもＰＣＲ検査が必要だと思いますし、それから今回の変異株では子ど

もたちに広がっていっているということも出ています。変異株が必ずしも重篤になると

いうことではないと思うのですが、そういう意味も含めてＰＣＲ検査というのは広げて

いく必要もあるし、今のところ必要ではないではなくて、厚岸町がどういう状況になっ

ているかも含めて、感染者を増やさないためにも必要だと思うのですが、もう一度考え

られませんか。

●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、ワクチン接種のほうも高齢者の方が７月いっぱいで希望者の方は終了予定。全体

的にも、ワクチンの供給にもよりますけれども、２回目までが11月くらいには終了予定

という状況でございます。その中におきまして、ご質問者おっしゃられるように町民全

ての方がＰＣＲ検査を受けて感染拡大防止に努めるという考えもあることは理解いたし

ます。しかしながら、今のワクチン接種の状況を踏まえて、このたび種々の要望もござ

いまして、町といたしまして、今年度４月から高齢者施設、それと障がい者事業所、そ

れとか民間のグループホームなども含めて、高齢者の接種が終わるまでという期間の中

でＰＣＲ検査を、月に１回ずつさせていただいております。これが今、町としてＰＣＲ

検査を行うべきところという事業所を考えておりますので、今これからまた全町民に対

しても11月までの中でワクチン接種が行われるわけでございますので、ＰＣＲ検査の町

の施策といたしましてはこういう状況、７月、８月くらいまで月に１回やっていくと考

えておりますので、ご理解願いたいと存じます。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 希望するという意味です。全町民に全部対象にすれと言っているわけではな

いのです。介護従事者、それから障がい者施設の人、それから職員とかやっています

が、保育所、それから幼稚園、それから小中学校、そこに対してのＰＣＲ検査も必要だ

と思うのです。コロナワクチンに対して、いいこと、これは打つとすばらしいことだと
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いうような宣伝を結構していますよね。これは絶対であるみたいな。でも、そうではな

くて、リスクもあるのだということ。しかも、年齢をずっと下げるという話もしていま

す。でも、そのときにどんなリスクがあるかというのは一切政府のほうから出ていませ

んよね。子どもたちに対して何が起きるか。そういうときに、コロナのワクチンだけで

なくて、それより前に学校とか保育所の子どもたちが安全に暮らせるためには、そこに

コロナウイルスがないのだ、感染症が起きていないのだということを確認することは大

事だと思うのです。せっかく介護施設とか、それから障がい者施設ではやっているので

したら、保育所や幼稚園、それから学校、それに広げることはできないのですか。

●議長（堀議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） この場でコロナワクチンの効果のものについて議論するつもり

はございませんけれども、ＰＣＲ検査、今高齢者施設の従事者に対して１か月に一度Ｐ

ＣＲ検査を行っております。ＰＣＲ検査というのは、あくまでもその日かかっていない

ということが分かるだけだろうと。次の日になると、もしかするとコロナに感染してい

る可能性もあるということを考えますと、これで希望者であったとしても、感染してい

るか、感染していないかを把握するということは非常に難しいのではないかと考えま

す。

学校においても、保育所においても、職員皆さん、相当に気を配りながら感染しない

ための対策を講じております。今、順次、このワクチン接種を進めてきている中で、さ

らに社会的なＰＣＲ検査の実施ということをするとなると、それに携わる従事者、これ

を確保することも非常に難しい状況です。今、町としては、このコロナワクチンの接種

に全面的に取り組んでいる状況、少しでも早く、11月ということもありますけれども、

さらに１日の数を増やしつつ、もっと早くこのワクチン接種の全員接種を終えたいと考

えているところでございます。

その一方で、やはりＰＣＲ検査もということになると、なかなかそこまでの実施の体

制を取ることが非常に難しいということもご理解いただきたいと思います。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 月１回のＰＣＲ検査ですよね。それは本人に渡して、その人の唾液を取って

もってきてもらうという形ですよね。今、厚岸町で行っているのは。それを回数を増や

す、月１回だからその日しかない。せめて１週間に１回、そういうことを増やすとか、

それから本人が唾液を持って、誰かが持ってくる形にすればいいですから、その学校の

中で。学校であれ、保育所であれ。そういう回数を増やしてつかまえるということはと

ても大事だと思うのです。感染者を。ワクチンを打つから、11月までに打つからいい。

だけれども、その期間どうするのですか。これからどうするのですか。今、何かワクチ

ンがなかなか手に入らないようなことも言い出していますよね。そういうときに、そこ

で働いている保母さんにしても一生懸命やっています。手洗いして、マスクして、消毒

して。でも、常に自分がどうなっているかというのは分からないのです。すごい不安だ
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と思います。そこに対してどうするのかということなのです。

これからも、いつ、今11月までにと言っていますが、それだって不安定ですよね。と

すれば、これ社会的検査です。ＰＣＲ検査というのは。ほかの地域で、広島とか、それ

から世田谷区とかやっている、いろいろな事例があります。それに対して検討もしない

で、今はできないというのはおかしいのではないですか。

●議長（堀議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 当初、高齢者施設ですとか障がい者施設でＰＣＲ検査を町が支

援をして実施をするとしていただくときに、保育所まで、さらには学校までということ

も検討をさせていただきました。ただし、今、現状で高齢者施設におきましても、１日

に全ての職員全員が１か月に１回であったとしても、やはり日にちを分けなければ、そ

のＰＣＲ検査を行うことができないのです。さらに、学校ですとか保育施設におきまし

ても、もしやるとすれば、これは今質問者のほうから１週間に１回やればいいのではな

いかという話がございましたけれども、それぞれその日にちというのは変わってくる可

能性、勤務の状況によってあるのです。ですから、これを今町が行っているような状況

の中で行うとなれば、かなり難しい。これを個人ごとに町のほうに持ってきてもらっ

て、それを１回、１回、その検査場のほうに送ってやるということになると、さらなる

負担がかかってしまいます。ですから、検討した結果、この高齢者施設と障がい者施設

にとどめさせていただいたということもご理解をいただければなと思います。

先ほど、町長の答弁でもありましたとおり、保育所の職員、さらには学校の職員、キ

ャンセルがあった場合に限りますけれども、できるだけ早くに打っていただくことを考

えて、そのキャンセル待ちの中にリストアップをして、既にそれぞれの学校、保育所の

ほうにご連絡をさせていただいて、空きがあった場合については何とかそこにそれぞれ

職員、順次入っていただくようお願いをしているということでございますので、ご理解

いただきたいと思います。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 順次そういう方たちにワクチンも打ってもらう。でも、さっき質問しました

けれども、ワクチンを打つことができない、打てない方もいらっしゃいます。そういう

方に対して強制的になりませんか、そうなると。そして、もう一つ言えるのは、４月に

医療従事者で先行して受けましたよね、ワクチンを。この釧路管内でいえば労災病院が

受けたそうです。その中で、受けた従事者の中で７割が副反応が出たと言っています。

それも２回目のときは二、三日休まなければならない状態になったという。若いという

年齢もあるのでしょうけれども、そういうことも出ています。そういうものというの

は、ＳＮＳとかいろいろな形で広がると思うのです。そのときに、でも私は保母だか

ら、私は教師だから絶対受けなければならないという、そういうことになったら、それ

はおかしいことにならないですか。とすれば、そこの職場が安全であるという保障を取

り付けることのほうが大事だと思うのですが。



- 106 -

今、ワクチンで目いっぱいというのは分かります。でも、これからのこともずっと考

えていくと、いろいろなところでＰＣＲ検査の拡充をやっています。そこでどういうふ

うにしているか、どうやったらできるのかということも少し考えてほしいと思うのです

が。いかがですか。

●議長（堀議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 今、実際に高齢者施設、障がい者施設で行っているＰＣＲ検査

につきましても、あくまでもこれは強制ではございません。町として事業所にお願いを

し、事業所の中で受けていただける方に限って、このＰＣＲ検査を行っていただきたい

ということでのお願いをしているところであります。当然、ワクチン接種につきまして

も、町長の答弁にありましたとおり、あくまでもこれは副反応のリスク、それとそのワ

クチンの効果、これを考えて打っていただくということです。あくまでも希望者に基づ

いてです。希望に基づいてワクチン接種は行うということです。ですから、ワクチン接

種であっても、今事業所で行っているＰＣＲ検査についても、あくまでもこれは本人の

希望。実際にＰＣＲ検査を受けられない方も中にはいると聞いております。ですから、

これはあくまでも本人の希望に基づいて行っているということですので、ワクチン接

種、できるだけ早く終えられるよう頑張りたいと思いますけれども、あくまでもその職

場であったとしても強制ではないということについては、町としてもこのことについて

強制をするつもりもございませんし、あくまでも本人の希望に基づいて接種を受けてい

ただきたいと考えております。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 それは分かりますよ。強制しているとは思っていません。だけれども、やは

り今の状態が、ＰＣＲ検査をして今の状態が、厚岸町の状態がどうであるかというのは

やはりきちんと確認していく必要があると思います。これからずっと、このコロナウイ

ルスというのはずっと付き合わないとならないと思います。１年なのか２年なのか分か

りません。こんな簡単に収まるようなものではないと思います。変異株もあります。人

間の体の中でウイルスは共存しますから、それにあって変異をしてきます。それは皆さ

ん分かっているとは思いますが、そういう中でどういうふうにしたらいいのか、どうや

ったら感染を拡大させないのか、ワクチンだけではない取組が必要だと思います。そ

れ、もう一度考えてほしいと思います。

それから、次に移ります。

先ほど、これは希望しない、誹謗中傷ということでありましたが、これに対しては窓

口を設けるということでした。何か話を聞いていますと、必ず受ける言葉の中に、あな

たワクチン受けないの、受けたの、予約したのという、そういうような形を聞かれます

と、受けることができない人にとっては、やはり受けなくてはいけないのだろうかと

か、そういう気持ちになってくると思うのです。相談窓口も設置しているということな

のですが、厚岸町の相談窓口はいつ頃に設けるのですか。
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●議長（堀議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 厚岸町の場合は、条例上で接種対策室というものを設けさせて

いただきました。あくまでも、ワクチン接種に関することにつきましては、この対策室

でご相談も受けることになっております。ですから、今現在もあると。ただ、このこと

について、広報等で周知をしていないということでございますので、周知をしておりま

せんので、このことも含めて、今後周知をしてまいりたいということで町長からの答

弁、１回目の答弁の内容でございます。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 分かるように、ぜひ周知してください。

そして、次に移ります。

コロナウイルスに感染して自宅療養された場合なのですが、これは北海道では２町で

やっています。むかわ町と、それから新ひだか町ですね。これは、無症状の方で、家族

にどうしても高齢者がいて、その人たちと一緒に住むことはできないという方が、病院

とか療養ではなくて、何人かで、むかわ町は３人なのかな、防衛拠点合宿所なんていう

ところを利用して、そこに３人一部屋、３部屋ずつくらいのところに置いて活用をする

ということを決めています。爆発的に増えるということは、多分、ないことを祈りたい

のですが、この辺でいえば釧路市のホテルとかを利用して自宅療養ということになるの

だと思うのですけれども、それが不可能なときに、そういう施設を使って活用できるよ

うな場所を厚岸町としてもつくっていくべきだと思うのですが、今回は必要ないという

ことなのですけれども、やはりどういうふうな形が起きてくるか分からないので、それ

も検討していくべきだと思うのですがいかがですか。

●議長（堀議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 恐らく新ひだか町に設けられているとすれば、これは日高振興

局管内でいけば、大きな市はございません。今言われた新ひだか町が管内の中では１番

大きい町と。釧路総合振興局管内、根室振興局管内からいくと、釧路市ですとか根室市

に相当するのであろうと思います。当然、管内の中では１番大きい町でございますか

ら、病院も幾つかありますし、中心になるという町ということで、その町の中にこうい

った感染が拡大した場合に病院に入院できない場合を想定してそういった療養施設を設

けているのであろうと思います。当然、釧路管内におきましても、釧路市内に病室がい

っぱいになった場合には、そのホテルを活用した療養施設というものが設けられており

ます。

今現在、釧路管内において、この療養施設がいっぱいになるような状況にはございま

せん。病院も今のところ、この減少傾向にある中で、病院の病棟自体も今いっぱいにな

っている状況にはないと。恐らく、これら釧路市内の病院ですとか、あとは入院の病
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棟、さらには病室、それと療養施設がいっぱいになった場合については、何らかの形で

周りの町のほうにそういった要請があるのかも分かりませんけれども、今そういうよう

な、釧路管内については状況にないということであります。根室がたしか、根室市内が

いっぱいになったときに中標津だったかと思いますけれども、そちらのほうで療養施設

を設けたということは聞いておりますけれども、今釧路管内についてはそのような状況

にはない。

厚岸町独自にそういった施設を設けることができるかとなると、今現状でそのような

ことが、仮にやったとしても、やることはちょっと難しいのではないかと考えます。い

ずれにしても、まずは釧路市内に頼ることになりますけれども、その辺の状況を見なが

らということになりますが、厚岸町内において療養施設を設けるということは非常に難

しいことだということをご理解いただきたいと思います。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 何も起きなければいいのですけれども。新ひだか以外にむかわ町でも今回検

討されています。実際、むかわで独自療養施設を立ち上げています。だから、そういう

こともありますので、そういことにならないことが１番いいのですけれども、そういう

ときの対応も少し頭の隅に入れてもらえたらなと思います。

それで、次に移ります。

生理用品です。公共機関、学校へのトイレの設置なのですが、これは男女共同参画の

中の女性の人権ということから出てきています。今回、生理の貧困という形で出たので

すが、女性特有の健康問題です、これは。その中で、内閣府から出ていますが、子ども

たちへの寄り添った相談支援の一環として生理用品が出ていますが、札幌だけではなく

て、今回函館市で全ての学校、それから公共施設において生理用品の設置というのが決

まりました。この内容なのですが、女性つながりサポートという事業の中で、こういう

ことが決まっています。普通にトイレットペーパーというのは施設とか公共施設にも全

て普通にトイレットペーパーは置いてありますよね。それと同じように、生理用品が置

けないことはない。防災備品の中に生理用品は配置されていると思うのですが、自治体

でそれぞれの公共施設とか、そういうところに設置して、トイレットペーパーと同じよ

うに使えるようにするということも必要だと思うのですけれども、その辺はどうです

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。

私どもといたしましても、いろいろな手法などを考えさせていただきました。議員お

っしゃるように、トイレットペーパーと同じくというようなところでも考えたところで

はございますが、このたび、経済的な理由でというようなことでの貧困ということであ

るならば、その生理用品に限らず、困窮全体ということでのご相談に応じさせていただ

きながら、既存ございます制度で生活困窮に対する相談を受けた上での対応とさせてい
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ただこうかなと考えたところでございまして、今、トイレットペーパーと同じく、全て

のところに生理用品を置くという考えには至らなかったということでございますので、

ご理解願いたいと思います。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 これ、女の人特有なのです。学校も含めて言いますけれども、女性だけのも

のですから、そういう生理の日になった場合とかに、小さなバッグに入れてトイレに行

ったりしたりします。そのときに、ちょっとした短い時間で行くこともあるでしょう。

それから、突然そのときに生理があったという場合もあります。そういうときに、公共

のトイレに生理用品があるということは本当にすごい助かるのです。それを含めて、そ

こには大人もいますけれども、子どもも使いますよね。公共施設というのは。それで、

そのことによって人権を守るということになると思うのですが、そういう対応というの

はどうなのでしょうか。できませんか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） 人権を守るということからいましますと、それは重々尊重

しなければならないことであるのは間違いございません。しかしながら、先ほど防災の

備蓄品も確かに町ではございますが、それを他の町で配付しているという例も調べたと

ころあるようでございますが、防災で備蓄している物につきましては、やはりいつ災害

が起きるか分からないというところでございますので、それはそれで別な枠で考えてい

こうかなというところではあるところでございます。やはり、皆さん使われる物でござ

います。人権というものは確かに重く尊重しなければいけないかなと思います。ただ、

公共施設全てに通常のティッシュですとかトイレと同じような形で置かせていただくと

いうのは、経済的な理由と申しますか、そういうちょっと観点とはまた別な考えかなと

思いますので、今その全ての公共施設に置かせていただくというところは考えはないと

いう結果に至ったところでございます。

●議長（堀議員） 生涯学習課長。

●教委生涯学習課長（早川課長） ただいま、地域女性活躍推進交付金に関して、今回拡

充された事業で生理用品等の配付が行えるというような内容だったかと思います。

この交付金についてですが、今回新たに拡充された事業で、この事業の内容につきま

しては、国のほうから５月13日改訂版の留意事項という通知がされております。地域女

性活躍推進交付金つながりサポート型の活用促進及び交付申請に当たっての留意事項と

いうような通知でございます。この事業の内容ですが、相談支援や居場所づくりなどに

関する事業をＮＰＯ法人等に委託を行い、困難や不安を抱える女性や女の子に寄り添っ

た相談支援の一環として、対象となる女性に対して生理用品等の生活必需品の提供を行

うことが可能とされておりますが、相談支援の一環ということで、生理用品の提供だけ
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を行う場合、生理用品等の提供がおおむねを占める場合、食料品を提供する場合は事業

の目的にかなうとは言えないとされております。

このため、現在交付金事業として女性の貧困や不安に関する相談支援やこれらの施設

対象者に対しての居場所づくりなど、これらを進められるＮＰＯ法人が町内にないとい

うこと、それから生理用品等の配付のみの事業が交付金の事業対象となっていないとい

うことから、この交付金の活用自体は難しいかなと考えているところです。

●議長（堀議員） 管理課長。

●教委管理課長（真里谷課長） 学校の取組ということで学校関係についてお答えいたし

たいと思います。

まず、現在、小中学校におきましては、保健室で生理用品を備えて、必要な児童生徒

に無償で養護教諭から渡しているという現状でございます。学校には保健室ございます

ので、保健室ということで、子どもたちが困っていること、悩んでいることを話しやす

い環境づくりを構築するのが大事だと考えております。生理用品をトイレに設置するだ

けではなくて、まず子どもの顔を見て、話を聞いて、ただ忘れてきただけなのか、経済

的に大変で買えないのか、状況を把握することが養護教諭の役割であると考えていると

ころでございます。

今後、こういう形で保健室での無償での提供ということを続けて支援を行ってまいり

たいと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 養護教員がいる学校はいいです。いない学校もありますよね。そういうとき

の対応というのはどうなるのでしょうか。そして、短い休み時間に人見を気にして生理

用品を持ってトイレに行くということはとても大変なことなのです。そういうことも含

めて、そういう保健室でいろいろな相談に乗るということもとても大事だし、それはや

っていってほしいと思いますが、やはりトイレに生理用品を置くということも、一つの

大事な取組だと思うのです。ぜひ検討してほしいと思います。

●議長（堀議員） 管理課長。

●教委管理課長（真里谷課長） 今、厚岸町、小中学校で６校学校ございまして、全ての

学校で養護教諭が今いるという状況にございます。過去には養護教諭がいないときもあ

りましたが、現在は全ているという現状でございます。

さらに、トイレに常備置くということでありますが、管内でいくと釧路市も同じよう

に保健室での対応ということでうたっているところでございます。まずは、それらを学

校で本当にそれが必要なのかどうかも含めて検討しながら、今後考えていきたいと考え

ているところでございます。
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●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 最後いきます。交通費です。これ、全面的に充当されていると言うのです

が、一度納めてから、その後にかかった交通費として充当されるということなのです

が、少ない生活保護費の中でそれを納めるということがとても大変だということなので

す。交通券とかありますから、それを利用できる方はいいのですけれども、送迎介護車

とかありますよね。それを利用するときに、2,000円とか3,000円の先に納めなければな

らないというようなことも聞いたのですが、そうすると、後から来るからいいというこ

となのでしょうが、それに対して何かそういう形の支援があればと思うのですが。どう

してもお金を納めることで生活も大変になってくるし、後から来るということではとて

も大変だということなのですけれども。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。

従来、通院なり、そういう介護タクシーを使っている方などにつきましては、北海道

釧路総合振興局が対象というか、ケースワーカーがいるわけなのですけれども、それの

状況を押さえた上で、生活保護費というものを医療費プラス移送給付費ということでお

支払いさせていただいておりますので、それは全く反映されていないということではご

ざいませんので、ご理解願いたいと思います。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 先に2,000円だか3,000円を納めるということで、医療給付費、後で入ってく

るということのようなのですが、それのことでやはり大変になっているみたいなので

す。ですから、給付費、本人が納めなくてもいいような介護タクシーの場合、介護タク

シーを利用していない方であれば、それはそれで何か領収書をもらってきてということ

もできると思うのですが、介護タクシーの場合は一定の金額を納めなければならないと

いうことみたいなのです。それがすごく負担になっているみたいなのですけれども、そ

この部分の配慮というのはできないのですか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） そういう介護タクシーだとかを利用された方につきまして

は、当然介護認定を受けられている方ですので、本人負担分については生活保護費から

後日支給されますし、それ以外の例えば９割負担部分については保険のほうで賄われて

いるという実情でございます。ただし、本人がお持ちの手持ちにあるお金から支払わな

ければならないという現象はあるのかもしれませんけれども、それはまた先月支給され

た生活保護費からの支給でございますし、またその次にかかるのであれば、また月初め

に毎月生活保護費が支給されるわけでございますので、その辺の毎月のサイクルという
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ものがございますので、本人の負担にはなっていないのかなと思いますし、仮にそれで

従来よりまた違う傷病で経費がかかって交通費が必要なのだということであれば、まれ

にですけれども、概算払いという制度もあるそうでございます。ですので、そういう困

ったことが生じましたら、我々はもちろん、我々から釧路総合振興局のケースワーカー

のほうに話をつないで、その辺の重い負担がないよう、一定の生活保護というルールの

中で相談なり対応をさせていただきますので、その辺はそのような形で進めていきたい

と思っておりますので、ご理解願います。

●議長（堀議員） 以上で、石澤議員の一般質問を終わります。

次に、８番、金子議員の一般質問を行います。

８番、金子議員。

●金子議員 質問通告書のとおり、３点質問します。

１、厚岸霧多布昆布森国定公園の誕生に伴う観光振興について。

（１）厚岸霧多布昆布森国定公園の誕生に伴う観光振興策を近隣自治体との連携を含

め、今後どのように展開していくか伺います。

２、移住・定住対策について。

（１）町政執行方針で「多様なつながりにより、共に生き、共に創り上げる持続可能

なまち」の中に、「地域おこし協力隊の新たな募集を行うとともに、任期終了後の定住

を支援」とありますが、現在までに任期を終えた９名の地域おこし協力隊に係る成果に

ついて伺います。

３、きのこ菌床センターについて。

（１）きのこ菌床センターに対する将来の在り方をどのように考えているのかお伺い

します。

質問は以上です。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） ８番、金子議員のご質問にお答えいたします。

１点目の厚岸霧多布昆布森国定公園の誕生に伴う観光振興策について、「厚岸霧多布

昆布森国定公園の誕生に伴う観光振興策を近隣自治体との連携を含め、今後どのように

展開していくのか」についてでありますが、地域の37年に及ぶ長年の悲願でありました

厚岸道立自然公園の国定化は、本年３月30日に「厚岸霧多布昆布森国定公園」として指

定されました。

国定公園指定は、貴重な自然環境の保全と利用による観光振興などの地域経済の活性

化はもとより、北海道における観光客誘客の深化と広域化が高まり、当町のみならず周

辺地域、さらには北海道の観光戦略の推進にも寄与する大きな起爆剤になると考えてお

ります。

国定公園指定に伴う今年度の当町としての取組は、国定公園の認知度向上と貴重な資

源を生かした観光客の誘客を図るため、国定公園の魅力を紹介する新たな観光パンフレ
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ットと観光ＰＲ動画の制作や、国定公園をフィールドにしたアウトドア体験費の補助や

アウトドアガイドの育成を行っております。

今後は、これらの事業により、観光客の誘客をさらに拡大させていくとともに、町内

周遊の促進を図り、滞在時間とリピーターの増加を目指してまいります。

また、原生花園あやめヶ原や愛冠野営場など、老朽化している観光施設については、

景観や環境に配慮しながら計画的な整備など受入体制の充実を図ってまいります。

近隣自治体との連携でありますが、国定公園を有する釧路町や浜中町、標茶町と連携

を図り、情報媒体での情報発信や道内外でのプロモーションを実施し、魅力ある自然景

観や食などの旬な話題を積極的に発信していくほか、周遊ルートの設定に向けて、旅行

会社企画担当者の招へいやモニターツアーを実施いたします。

また、釧路管内にある釧路湿原国立公園と阿寒湖周国立公園の二つの国立公園と連携

を図り、それぞれの特徴を生かした道東圏域での広域連携による観光周遊ルートを形成

し、公園を活用した観光客の誘客を図ってまいります。

続いて、２点目の移住・定住対策について、「現在までに任期を終えた９名の地域お

こし協力隊に係る成果は」についてでありますが、地域おこし協力隊とは、地域協力活

動を行いながら、その地域への定住・定着を図る取組であります。

厚岸町では、その隊員の募集に当たり、募集要項を提示し、隊員がその募集要項で示

した活動内容に真摯に取り組まれるとともに、任期満了後には、その活動拠点等におい

て就業または着業し、厚岸町に定住されることを強く望み、また応募された方にもその

意欲と能力、資質があると見込んで採用しております。

したがいまして、その所期の目的が達成されることを成果として捉えると、これまで

厚岸町が採用した９名の地域おこし協力隊のうち、「定住」した隊員は５名であり、

「それぞれの活動拠点等において就業または着業」した隊員は２名となっていることか

ら、まだ十分な成果には至っていないと考えているところであります。

続いて、３点目の「きのこ菌床センターに対する将来の在り方をどのように考えてい

るか」についてでありますが、きのこ菌床センターは、菌床栽培によるしいたけ産業を

発展させ、上尾幌地域の振興を図ろうと平成８年度に供用を開始しております。

町内のしいたけ生産者数は、平成14年度の24県をピークに徐々に減少し、現在は、上

尾幌地域で８県が生産を行っております。

町といたしましては、上尾幌地域におけるしいたけの産地化を進めるため、生産者の

経営安定化に向けた取組や新規着業者の募集を継続しながら、引き続き、良質で安価な

菌床を安定的に供給してまいりたいと考えております。

以上でございます。

●議長（堀議員） ８番、金子議員。

●金子議員 一つ目の１番についてなのですが、釧路町と浜中町の連携は、どのような協

議会とか研修会、そして住民との連携を取る方法を考えているのか、この当たりをお伺

いしたいです。
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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） ご質問にお答えいたします。

釧路町、そして浜中町との連携でございますが、釧路町、浜中町の行政及び経済産業

団体で組織する釧路町・厚岸町・浜中町広域観光推進協議会というものがございます。

連携という中では、そういう産業団体含めて活動していくということで、まだ今年は総

会は行っていないのですが、今年度の事業は総会で決定されますので、いろいろ今年度

も実は国定公園になるということで３町協力して、まずはＰＲ、この国定公園のＰＲが

必要であろうということでありますので、先ほど町長の答弁にもあったとおり、旅行業

者の方の招へい事業ですとか、この地域を知ってもらうという事業を予定しておりま

す。また、やはりメディアでのＰＲというのが１番であろうということでありますの

で、そちらのほうも考えてございます。

あと、各観光協会に所属する方、記憶では５月の前半だったかと思いますが、せっか

く国定公園になったということもありますので、これはちょっと行政絡んでいないので

すけれども、３町のいいところ回って歩いて、どのようなものが、素材が活用できるの

かですとか、そういった協議というものをまずしております。

そして、これはアフターコロナにもなるのですけれども、コロナ後、どういった取組

ができるのかというものも協議といいますか、そういうことをしていると聞いておりま

す。

地域住民をといいますか、巻き込んでと、町としてというか、というような感じなの

かなと思いますけれども、先ほど言いました協議会の中には産業団体も入っております

ので、そういった方々も含めまして、今後国定公園化について盛り上げていくと、事業

を展開するということで考えております。

●議長（堀議員） ８番、金子議員。

●金子議員 釧路町と浜中町の産業の特徴を生かして、まだ、今課長の答弁ではそこまで

進んでいないと思うのですが、例えば新しい観光ルートなど企画立案、商品開発、この

当たりもやはり地域に根ざしたというか、そういう形でぜひ検討をしていただきたいな

と思います。それで、自分も今後、釧路町、浜中町からの情報を収集して、アフターコ

ロナを見据えた観光振興になるように、以後も質問させていただきます。

次に、２点目のほうの質問に入らせていただきます。

先ほど答弁いただいた中で、今、実際に新たな募集支援を行うに当たり、今までの協

力隊から率直な意見の聴取などを行い、問題点を洗い出し、他町村の事例も取り入れた

上で改善策を立ててから地域おこし協力隊の募集、また支援というのを進めるべきと考

えますがいかがでしょうか。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） 今、観光関係について、国定公園について、私から若干、ご理解い
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ただくようにちょっと答弁したいと思います。

と言いますのは、厚岸霧多布昆布森国定公園、これは特殊な地形にあります。４町であ

りますが、海岸線に接しているのは３町です。釧路町、厚岸町、浜中町。今、ご指摘あ

りました浜中、釧路町と連携しながらと、振興を図っていただきたいと。そのとおりな

のです。そのために団体としまして、釧路町、浜中町、厚岸町の広域観光振興協議会と

いう組織が別にあります。これは、北太平洋シーサイドライン。ということは、釧路町

の昆布森から浜中まで、この海岸線です。その振興を図っていこうと。そしてまた、地

域の経済に大きく貢献していこうという目的で連携を取りながらやっております。です

から、今、金子議員から質問のあったようなことについては、既にやっておりますの

で、さらにこれからも強化していかなければならないと、そのように考えております。

そういうことでご理解いただきたいと思っております。

また、４町では連絡協議会というものをつくっておりますので、そういうことでご承

知いただければと思っております。

●議長（堀議員） 総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） お答えいたします。

今の議員から質問ありました地域おこし協力隊の今後の募集、他町村の事例も見なが

らという質問でございますが、今、厚岸町も現在２名の地域おこし協力隊を募集してお

ります。これは６月25日までの募集でありますが、既にこちらのほうにも地域おこし協

力隊ということで数名の方が来ております。

他町村の事例というのも確かにございまして、私たちもそれを参考としながら、地域

おこし協力隊の趣旨であります、やはりこちらのほうに居住して、そして町を活性化し

ていただける方というのが本質にありますので、他町村の事例を見ながら、町としても

これにマッチできるかどうかというのを見ながら、今回のこの２名の募集もさせていた

だいたというところでございます。

●議長（堀議員） ８番、金子議員。

●金子議員 募集に当たり、例えば成果のほうがまだ十分ではないということで答弁いた

だきまして、その中で、やはり成果が十分に出ていないということは、多分問題点があ

ると思うのです。地域おこし協力隊に関して。その中で、問題点を調べるのに、例えば

町として何か、こういうことをやったよということがあれば教えていただきたいです。

●議長（堀議員） 総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） お答えいたします。

地域おこし協力隊、この問題点といいますか、いろいろな課題も今までありまして、

まず、やはり大きな要因といたしましては、やはり知らない土地に来る、そういった中

で身内もないところに来るとなりますと、そういうようなサポート、こういうのもやは
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り私度も担当者が日々行ってまいりました。また、いろいろな支援策、町に来ていただ

くにはということで住宅またはそういうような活動に対する補助金、そういうのも他町

村よりは、もちろんこの活動に対する報酬も金額を他町村より上げて、やはり厚岸町に

来ていただきたいということをやってきております。

やはり、大きな要因というのがありますが、募集の際もあるのですが１番の要因とい

たしましては、これは私どもも隊員が終わるときとか、いろいろご意見、これを聞きな

がら、また月に１回、活動報告会、こちらのほうもあります。それと、活動報告会では

話せられない内容、やはり皆さんおりますので、自分で悩みを抱えている部分、こうい

うのを私どもも聞いて、それを記録にしております。最終的に隊員が終わった後であり

ますが、その活動拠点からも私たちも意見を聞いて、さらにそれの評価もいただいてお

ります。それを照り合わせたときに、そうしたら問題点は１番どこだったのだろうか

と。

私たちがちょっとこれを精査してみたところ、やはり１番の要因というのは基本的な

ことだと思っております。町と協力隊とその活動拠点であります。こちらのほうが、や

はり認識ですね、そちらのほうの共通認識が活動拠点とはいえ、地域おこし協力隊で入

っているのですけれども、やはり活動拠点の職員として見てしまう場合もちょっとあっ

たのかなと思います。そういった中では、それらの意見を踏まえた中では、もう一度こ

の募集をかける際も、やはり地域おこし協力隊とはこういうものだと。これは町もそう

なのですけれども、やはり使う側の活動拠点も改めて地域おこし協力隊というのはこう

いうものだということを認識していただいて、また、来ていただける地域おこし協力隊

もそういうような認識で当町に来ていただけるような、そういう体制を課題、問題点と

してそれを精査した中で今募集を進めているというところでございます。

●議長（堀議員） ８番、金子議員。

●金子議員 いろいろ対策していただいて、僕も協力隊だったので、協力隊と話すことも

あって、その中で今の課長はすごく話しやすいという声も正直聞きました。その中で、

今後の対応として参考にぜひしていただきたいのは、もう９名去った協力隊、もう協力

隊ではないですが、去った後に、例えばアンケートとか取っていただけると、また違う

ものが町としても見えてくると思いますので、可能であればぜひ任期の終わった協力隊

からアンケートを取るということも検討していただきたいと思います。

それで、続いて、この話の中で、現在、募集しているということだったのですが、森

林組合ですね、あとはもう１件募集しているプール、教育委員会ですかね、２件募集だ

と思うのですが、大きな組織だけではなく、例えば北海道内ですと、三笠市では新たな

協力隊の募集を創業90年の個人のそば屋さんの事業継承で募集しているという、すごく

おもしろくて画期的な募集をしている求人がございます。厚岸町でも跡継ぎがいないと

いう話をよく聞きますので、今後は個人事業主の方からも事業継承などで困っている方

などの情報を商工会や商店街等とぜひ連携を取っていただき、事業者からの要望があり

ましたら、そういう協力隊の募集、導入なども視野に入れて、ぜひご検討いただきたい

と思います。
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●議長（堀議員） 総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） お答えいたします。

まず、アンケートでございますが、今のところ、先ほどのいろいろな、今までの隊員

のご意見、それとそれぞれの活動拠点のそういう評価等、あと面談等もさせていただき

まして、そういうようなデータ的には蓄積をしておりますので、アンケートがいいかど

うかはちょっとあれなのですけれども、ただ新たに、例えば町がそれにまた一歩進んだ

ことになるというところだとかとなれば、またちょっと参考にさせていただくのにアン

ケートを実施するということも考えていきたいと思っております。

それと、三笠市のその個人事業主の中に事業継承という部分を地域おこし協力隊でと

いうことであります。そういった中では、声は実際には正直言って私どもには聞こえて

はきておりませんが、確かに商工会のほうでもそういうようなことがあれば地域おこし

協力隊として任用するということも考えないわけではありません。ただ、私たち考えて

いるのは、やはり人口減少とともに、やはりこういうような店がなくなってくるという

のも既にございます。そういった中では地域おこし協力隊に限らず、例えば厚岸町に来

て、極端な話ではありますけれどもラーメン屋さん、そば屋さんやりたい、そういった

中での紹介だとか、例えばその支援だとか、そういうことが地域おこし協力隊だけでは

なくて、大きな広い意味の移住・定住の中でもしできるのであれば、そういうこともち

ょっと考えていければなと思いますので、この地域おこし協力隊含めて、総合的に考え

ていきたいと思いますので、ご理解いただければと思います。

●議長（堀議員） ８番、金子議員。

●金子議員 ありがとうございます。

今までは移住・定住の移住ということでお話をさせていただきましたが、定住という

点で、せっかく長く町に住んでいる方が仕事の事情等で町外に出ざるを得ない方が自分

の知っている限りでもやはり多々いまして、地域おこし協力隊も特別交付税を活用して

募集をしていると思うのですが、集落支援制度というものがありまして、こちらは活動

趣旨が協力隊と違い、町職員と連携して集落点検、集落の在り方を住民・自治体と話し

合うなどが趣旨となり、道内の活動事例は集落の巡回点検、集落の在り方の話し合い、

地域おこし活動などがあります。ぜひ、移住というところだけではなく定住という点

で、町外への流出阻止策として、こういう制度も導入を検討、実践をお願いしたいと思

います。

●議長（堀議員） 総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） お答えいたします。

まず、集落支援員ということでございますが、このちょっと概要でありますが、地域

の実情に詳しく、集落対策の推進に関してノウハウ、知見を有した人材が地方自治体か
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らの委嘱を受け、市町村職員と連携し、集落への目配りとして、集落の巡回、状況把握

等を実施するということでございます。集落支援、このように全国でも確かにやってい

る事例は、私どももこの総務省の資料で確認をちょっと今いたしましたところでござい

ますが、まず厚岸町におきますと、まず自治会組織、こちらがありまして、そういうよ

な地域活動、これらを共に助け合いながら機能は維持されているというのがまず１点あ

ると思います。それと、２点目でありますが、それらの地域の課題、問題、これを解決

するのに、これを行政運営に反映させるということで、自治会要望等あります。また、

各地域には民生委員、こちらが相談員としております。そういった中では、厚岸町にも

こういった機能がまだ維持されているということで、集落支援員の内容等、若干ちょっ

と重複するのかなという部分であれば、今のこの使った機能を維持できるということで

あれば、この必要性のほうはちょっと薄いのかなと。

ただ、今後やはり人口減少に伴って、今お話いたしましたこの三つの機能が果たして

こう維持できなくなるとどうなっていくかというところであれば、こういった集落支

援、またいろいろな制度もありますので、そういった中での検討も必要になってくるの

かなと今思っているところでございます。

●議長（堀議員） ８番、金子議員。

●金子議員 そうですね。今、答弁いただいたように自治会というところが中心となって

集落は動いていると思いますので、またその中で集落支援員、自分の調べた限りの見解

としては、例えば自治会と連携して補助金全額をもらえるのではなく、一部支給という

何か制度とかもあって、兼業として集落支援員をやるという制度もあるというのを調べ

ましたので、今すぐお答えをいただけることではないと思うので、今後も継続して、自

分も勉強しながらまた質問させていただきたいと思います。

続きまして、３番の質問に移りたいと思います。

実際、今、きのこ菌床センターの過去５年間の運営状況、主に収支で構わないのでど

うなっているか教えてください。

●議長（堀議員） 水産農政課長。

●水産農政課長（川越課長） 菌床センター、過去５年間の収支ということでございま

す。

まず初めに、ちょっとお知らせするに当たり、若干のばらつきがございます。という

のは、菌床の売り払い数量、これは様々な要因によりまして、町外向けの量が大幅に減

ったときがあるとか、生しいたけの販売を菌床センターでも行っておりますが、これに

ついても出荷分の余り玉を活用して、余力の中でやっているということもありまして、

これでも数百万円かかる場合がございます。それと、人件費の部分、これは会計年度任

用職員の分でありますが、近年、どの業界もそうですが、人員の確保が困難となってお

り、欠員が出ている状態の部分がございましたので、金額でいいますとちょっと大きく

変わります。一部、１番すごい少ないときと、上を除きまして、ちょっとお答えさせて
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いただきたいと思います。

５年間ということでありましたが、平成28年度から令和２年度ということになります

が、いわゆる振れ幅の大きいのを除きますと、平成29年度で申し上げますと約500万円

のマイナス、平成30年度でありますと約700万円のマイナス、令和元年度におきまして

は、これはちょっと特殊なものが一部含まれていると思いますが、マイナスの1,300万

円ということでございます。令和２年度については、会計年度任用職員の意向等含めま

して、大幅に計算が狂っておりますので、この部分については割愛させていただきたい

と思います。

●議長（堀議員） ８番、金子議員。

●金子議員 今の説明の中で理解するのは、きのこ菌床センターは赤字ということだと思

うのですが、それだけきのこ生産者のために自分は町は投資していただいていると思い

ます。その上で、平成８年に施行された条例第21号に厚岸町きのこ菌床センター条例第

１条、この条例は良質なきのこ菌床を供給することにより、きのこ産業の育成と農家経

営の安定化を図るため、厚岸町きのこ菌床センター（以下、センターという）を設置す

るとありますが、センターがつくられ約25年たちますが、良質なきのこ菌床を提供して

いただいているのは自分もよく協力隊で見て間違いないのが分かっているのですが、厚

岸町のきのこ産業の育成と農家経営の安定化について、良質なきのこ菌床をつくった結

果、今どういう成果かというところを聞かせていただきたいと思います。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） 金子議員もかつては地域おこし協力隊でありましたので、よくご承

知のことと思います。私は菌床センター、若干、ご承知かもしれませんけれども、ご承

知をいただきたいという気持ちで答弁の中でお話をさせていただきます。

実は、上尾幌地区といいますのは、かつては炭鉱地区だったのです。その炭鉱地区、

昭和35年、2,233人いたのです。今、何人だと思います。138人です。そういう歴史を歩

んでいるのです。そこで、39年に炭鉱閉鎖になりました。しからば、地域を守るために

産業おこしとして何がいいかと。実はホダ木という方法できのこ産業をやっていたので

す。ところが、ホダ木というのはなかなか大変だということで、軽作業で安定した収穫

を得ようというのが今の菌床センターなのです。そして菌床センターのとき、平成14

年、24件いたのです。ところが、現在８件です。我々、厚岸町、所期の目的、上尾幌地

区の経済を活性化し振興させるという立場から、何とか地域おこし協力隊を募集して、

新規着業者として頑張っていただこうと。地域のために。そういう目的で金子議員始

め、協力隊をお願いしたのです。そういうことを分かっていただきたい。

ところが、現在はご承知のとおり、件数が減少傾向にあるという事態でありまして、

何も協力隊を強制的にきのこ新規着業せよというものではありませんが、１年から３年

間の研修の中で、それなりの技術を得た人方に対して、新規着業者として定着をしてい

ただきたいという気持ちの中で協力隊を募集していると。これは面接の機会でも言った
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はずです。そういうことでありますことと、それから上尾幌の歴史等についてもご承知

のとおりだと思いますが、敢えて私から答弁をさせていただきました。

その他につきましては、担当課長から答弁をさせます。

●議長（堀議員） 水産農政課長。

●水産農政課長（川越課長） 私のほうからは具体な成果ということで申し上げたいと思

います。

１回目の答弁にもございましたが、きのこ生産者、町内においては最大で24件、それ

が残念ながら現在は８件、１件については休業という形で伺っていますが、事実上８件

ということであります。ただ、今町長の答弁の中にもございました歴史の中で、ホダ木

から軽作業化をしつつ、地域の産業を盛り上げるという動きの中では、平成８年度にき

のこ菌床センターができた後、２年後においては、ホダ木の場合で約30トンの生しいた

けの生産量が、２年後には約３倍。それと、近年、直近でありますと、統計上出ている

のが令和元年度でございますが、30トン程度のものが現在では100トンということで、

単純に着業件数だけでは計り知れない効果が出ているのかなと私たちは考えているとこ

ろでございます。

また、この８件の方についても、様々な要因で定着できなかった方がいらっしゃるの

は議員おっしゃるところだと思いますが、この方たちについては、現在着実に技術、そ

れと菌床センターにおいて、ここ数年来、５年くらいでしょうか、今までの良質な菌床

製造に加えて、さらに玉の取扱いをさらに丁寧にと言いますか、森産業からの技術指導

をいただいて、こうするともっと収穫量が取れますよという形を実践させていただいて

おります。その結果、８件という着業者数は変わりませんが、令和２年度の菌床の出荷

実績が26万3,700玉、26万3,000玉ですね、これが令和３年度の申込みというか予算段階

で30万6,900玉と。生産者数は変わっておりませんが４万3,200玉の注文の増加というこ

とで、経営の安定化が、これはかなり長い期間かかったかもしれません。ようやく、こ

ういうような形で効果が表れてきていると思います。

引き続き、議員おっしゃる条例の目的をさらに継続しながら、また新規の方のお話

も、正式ではございませんが、数件お話伺っております。料金改定も含めまして、地域

支援を、議会のご理解もいただきまして、料金改定させていただいております。新規の

方には３万玉の菌床を提供するという形で支援策も昨年度つくらせていただきました。

これは菌床料金と、それを使ってしいたけ生産をしますと、お金に換算すると1,400万

円程度、その方に支援できるのかなと考えておりますので、引き続き、この効果をさら

に発展させられるよう努めてまいりたいと考えているところでございます。

●議長（堀議員） ８番、金子議員。

●金子議員 町の考え方は非常に理解できました。これからきのこの生産者となる方も出

てくるわけですから、私も微力ながら勉強して、今後詳細な質問をさせていただきなが

ら、町のきのこ産業がさらなる発展をするように力を注ぎます。
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答弁は以上になります。

●議長（堀議員） 以上で、金子議員の一般質問を終わります。

以上で、本定例会に通告ありました７名の一般質問を終わります。

●議長（堀議員） 日程第３、議案第45号 電子情報処理組織による戸籍事務等に係る事

務の委託の廃止について、議案第46号 電子情報処理組織による戸籍事務等に係る事務

の委託の廃止について、以上２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。

町民課長。

●町民課長（布施課長） ただいま上程いただきました、議案第45号 電子情報処理組織

による戸籍事務等に係る事務の委託の廃止について、その提案理由とその内容について

ご説明申し上げます。

議案書５ページをお開き願います。

議案第45号 電子情報処理組織による戸籍事務等に係る事務の委託の廃止についてで

あります。戸籍の電算化に係る戸籍事務につきましては、現在、厚岸町、鶴居村及び浜

中町の３町村と、白糠町、弟子屈町及び釧路町の３町、それぞれ共同運用による事務委

託を行っておりますが、来年４月より６町村での共同運用とすることから、地方自治法

第252条の14第２項の規定により、現行の戸籍事務の一部委託の廃止について協議を行

うため、同条第３項において準用する同法第252条の２の２第３項本文の規定により、

議会の議決を求めるものであります。

先に３町村から６町村による共同運用に至った経緯につきまして、説明いたします。

戸籍に係る電算化につきましては、平成21年の釧路管内町村による戸籍の電算化に関

する会議の中で、将来的に６町村での共同運用の検討を始めており、各町村の電算化へ

の移行時期に合わせ、随時運用を開始したものであります。

平成24年４月から白糠町と弟子屈町が先行し、翌年釧路町が加わり３町での共同運用

となり、平成28年４月から厚岸町、鶴居村、浜中町の３町村による共同運用を開始した

ものであります。

町村によって電算化への移行年度が機器更新時期が異なっておりますことから、６町

村の足並みを揃え、同時にスタートできるよう、機器更新時期を調整しながら、このた

び調整が整ったものであります。

６町村の共同運用により、機器更新に関わる経費は３町村での共同運用より削減され

るほか、データ管理についても町村の庁舎内に設置されていたメインサーバー、バック

アップサーバー、第２バックアップサーバーをデータセンターへメインサーバーとバッ

クアップサーバーを設置し、一括管理するように改善を加え、さらなる経費削減のほ

か、町村の負担軽減を図るものであります。

なお、各自治体間の事務委託には、受託と委託の関係が発生し、受託する自治体が代

表して道に申請が必要となるため、６町村の協議により、白糠町を受託町に選任し、ほ

か５町村が委託町村となったものであります。
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よって、現行の電子情報処理組織による戸籍事務等に係る事務の委託を廃止し、また

議案第47号では新たに受託町である白糠町へ委託の協議について提案するものでありま

す。

なお、現在の３町村による共同運用については、鶴居村にメインサーバーとバックア

ップサーバーを設置し、厚岸町に第２バックアップサーバーを設置していることから、

議案第45号は厚岸町と鶴居村の間での委託と受託の廃止について、議案第46号は厚岸町

と浜中町の間での受託の廃止について議会の議決を求めるものであります。

それでは、議案第45号 電子情報処理組織による戸籍事務等に係る事務の委託の廃止

にについてであります。

鶴居村との委託及び受託の廃止について、別紙のとおり規約を定め、戸籍事務の一部

委託の廃止に関し、協議することについて議会の議決を求めるものであります。

６ページの別紙であります。

電子情報処理組織による戸籍事務等に係る事務の委託に関する規約を廃止する規約案

でありますが、電子情報処理組織による戸籍事務等に係る事務の委託に関する規約は廃

止するとするものであります。

附則であります。

この規約は、令和４年３月31日から施行し、廃止するものであります。

続きまして、議案書７ページをお開きください。

議案第46号 電子情報処理組織による戸籍事務等に係る事務の委託の廃止についてで

あります。

こちらは、浜中町との受託の廃止について、別紙のとおり規約を定め、戸籍事務の一

部委託の廃止に関し、協議することについて議会の議決を求めるものであります。

８ページの別紙であります。

電子情報処理組織による戸籍事務等に係る事務の委託に関する規約を廃止する規約案

でありますが、電子情報処理組織による戸籍事務等に係る事務の委託に関する規約は廃

止するとするものであります。

附則であります。

この規約は、令和４年３月31日から施行し、廃止するものであります。

なお、議案第45号、46号、47号、参考資料として、関係法令抜粋を添付しております

ので、ご参考としてください。

以上、簡単ではございますが、議案第45号及び46号の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お願い申し上げます。

●議長（堀議員） 初めに、議案第45号について、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。



- 123 -

（「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決しました。

●議長（堀議員） 次に、議案第46号について、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決しました。

●議長（堀議員） 日程第４、議案第47号 戸籍に係る電子情報処理組織の事務の委託に

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。

町民課長。

●町民課長（布施課長） ただいま上程いただきました、議案第47号 戸籍に係る電子情

報処理組織の事務の委託について、その提案理由とその内容について、ご説明申し上げ

ます。

議案書９ページをお開き願います。

議案第47号 戸籍に係る電子情報処理組織の事務の委託についてであります。

戸籍事務の電算化のこれまでの共同運用に至った経緯につきましては、議案第45号に

おいて説明させていただきましたので、省略させていただきます。

本議案につきましては、令和４年４月１日から始める６町村による共同運用につい

て、地方自治法第252条の14第１項の規定により、事務の管理及び執行を厚岸町が白糠

町に委託することに関し、別紙のとおり規約を定めることの協議について、同法第３項

の規定において準用する同法第252条の２の２第３項本文の規定により、議会の議決を

求めるものであります。

それでは、電子情報処理組織による戸籍事務の事務委託に関する規約案についてご説

明申し上げます。

議案書10ページの別紙の規約案をお開き願います。

第１条は委託事務で、委託町の厚岸町と受託町である白糠町の関係を規定するもので
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あります。

委託する事務につきましては、参考資料①の戸籍事務を行うためのコンピュータの設

置及び管理要領案の第３条に規定があります業務の範囲として、一つ目がバックアップ

処理結果の確認に関すること、二つ目が法務省副本処理結果の確認に関すること、三つ

目がパスワード管理に関すること、四つ目が障害等発生した場合の連絡調整に関するこ

と、五つ目がその他サーバー等の不定期の処理に関することとなっております。

なお、機器の設置については、別途お配りしております議案第47号説明資料のイメー

ジ図により説明させていただきます。

イメージ図のほうをご覧願います。

イメージ図でありますが、この共同運用する戸籍システムの主となるサーバー及びバ

ックアップサーバーは、この図の右にあるデータセンターに設置をし、関係町村の事務

室に設置する端末器等を専用回線で結ぶことで関係町村がそれぞれの戸籍事務の取扱い

を行うことができることとなっております。

議案書10ページへお戻りください。

第２条は、管理及び執行方法で、規約に定めるもののほか、受託町の条例等、その他

の規定に定めるところによるとするものであります。

第３条は、連絡会議で、６町村の連絡調整を図るため、年１回、定期に連絡会議及び

臨時会議を開催する規定であります。

第４条は、条例等の制定・改廃の場合の措置で、委託事務に適用される条例等の制定

・改廃については、受託町があらかじめ委託町村に通知する規定であります。

第５条は、経費の負担等で、委託事務に要する経費は連絡会議において取り決める規

定であります。

これまではサーバーを役場庁舎に設置しておりましたので、その電気代を３町村で負

担しておりましたが、今回の更新ではデータセンターを利用することとなりますので、

町村間での電気料等、経費の負担はなくなります。また、機器のリース料につきまして

も、これまでは代表町に負担金を払い、代表町がまとめて業者へ支払っておりました

が、６町村となり、全体の金額が大きくなることと、代表町の負担軽減のため、各町村

が直接業者へ支払うこととなるため、こちらも町村間での支払いはなくなります。ただ

し、全体に関わる部分で費用が発生することも考えられるため、発生した場合は連絡会

議で取り決めるとする規定であります。

第６条は、規約に定めのない事項については、６町村が協議して定める規定でありま

す。

附則であります。

この規約は、令和４年４月１日から施行するものであります。

なお、参考資料として、議案第47号参考資料①として、電子情報処理組織による戸籍

事務の事務委託に関する規約に基づく協議書案、議案第47号参考資料②として、厚岸町

戸籍システム管理運営要綱案、議案第47号参考資料③として、戸籍システム導入に要す

る費用の比較を添付しておりますので、参考としてください。

以上、簡単ではございますが、議案第47号の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。

４番、音喜多議員。

●音喜多議員 現在は、鶴居村のほうにこのシステムを組んだときに、何か災害があった

場合という意味合いで鶴居村のほうにデータセンターを持っていったと。今回、６町村

で広域でやるわけですが、このデータセンターはどこに持っていくのでしょうか。今、

システム的には各町村に置かないで、札幌のデータセンターだろうと思うのですが、そ

ういう状況なのかどうかをまず伺いたい。

それから二つ目として、参考資料として③が出ています。新システムで６町村が行う

場合の経費がこれだけですよと証明もされています。問題は、新システムが次期更新

費、いわゆる時期更新になった場合の参考資料の経費が出ております。この経費はそう

いうシステムが稼働した次の年からの経費なのか、あるいは５年後のリースが切れたと

きの経費なのか、あるいは５年後にまた６町村でシステムを組み直して更新したときに

これだけ安くなるのか。その辺の今回の新システムの次期更新費は、これは何の次期を

指しているのか。この２点についてお尋ねしたい。

●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。

１点目でありますが、データセンター、札幌市のほうにあるデータセンターになるか

と思います。こちらはもう、今、現在、他の町村でも利用しているということもありま

すので、そういう災害等には対策を取っているところになっております。

それと二つ目の経費の部分でありますが、こちらにつきましては、次期の経費のとこ

ろでありますが、５年後の更新するときにこれだけかかる。このシステムにおきまして

は、大体のものが保守といいまして、それが５年間となっておりますので、またその５

年後に新しく、今と同じような状況のシステムを組む場合にこのような金額がかかると

いうことになりまして、そのときには、ここでいう、今よりも238万円下がるという、

現時点の計算ではありますが、下がるということになるという資料でございます。

●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 私も同じところで疑念に思ったのです。ちょっとお尋ねをさせていただきま

す。

今度は札幌のデータセンターでシステムの管理をされる。そうすると、ネットワーク

装置保守料、サーバー等電気料、回線通信料、これらが発生しなくなるということなの

ですね。どうしてなのかなというのが。今までと同じようなことやるのだけれども、札

幌でデータセンターでやるのに同じお金かかるのではないのかと。その辺、理屈が分か

らないのです。なぜ、移行することでかからなくなるのかなと。これがまず１点目で



- 126 -

す。

それから、この10ページ、別紙、事務委託に関する規約案、これの第５条なのです。

委託事務に要する経費については連絡会議において取り決める。そして、この第５条な

のですけれども、５条はある程度理解できたのですけれども、第６条、委託事務に関し

必要な事項は関係町村の長が協議をして定める。必要な経費は、第５条では必要な経費

の部分ということで決めるということですよね。第６条なのですけれども、こっちのほ

うは、必要な事項は関係町村の長が協議して定めるとなっているのですけれども、必要

な事項、どういう場合が想定されるのかな。この文言だけでは僕の頭では理解できない

のです。必要な事項というのはどういうことを、例えば機械の運用の問題なのですけれ

ども、どういうことが想定されるのかなと。この辺について、もう少し詳しく説明して

ください。

●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。

まず、一つ目でありますが、この表でいきますとネットワーク保守料、ゼロ円になっ

ている部分、こちらにつきましては、データセンターのほうの利用料金のほうに含まれ

ることになります。あとは回線通信料は今町村間でやっている部分もありますので、そ

こはなくなる部分もありますし、あとはデータセンターのほうへ入る部分とあります。

ですので、今回ゼロ円になるというところであります。

それと５条の部分でありますが、５条はあくまでも経費の負担というところで５条の

規定がありますので、先ほども言いましたが、今回は町村間の負担するという部分は発

生しないのですけれども、何か全体で対応しなければならないという部分が出てきたと

きには全体で協議をするというようなことになっております。

あとは規約に定めのない事項でありますが、協議して定めるものの規約の６条であり

ますが、参考資料の①、１ページになります。47号参考資料①、１ページの第１のとこ

ろに協議して定める事項とあります。ここで５条、６条とありまして、６条に関しまし

ては、規約に定めがない事項として、第２のほうで２としまして、規約第６条に規定す

る規約に定めのない事項についてというところで、戸籍事務を行うためのコンピュータ

の設置及び管理要領を別紙のとおり定めるとしまして、ここで別紙で要領の案がついて

ございますが、こちらが６条のほうの規定と、その定めのない、関係町村での協議とし

て定めるというところになっております。今のその６条の規約に定めのない事項としま

しては、単刀直入に言いますと、要領でその部分を定めているということになります。

要領は議案第47号参考資料①の別紙としまして、戸籍事務を行うためのコンピュータ

の設置及び管理要領となっております。

もう一度、今の、議案第47号参考資料①の中で、第２におきまして、第２の２、そこ

で、議案第47号参考資料①の１ページ、最初のページです、１ページの第２のさらに２

になりますが、規約第６条に規定する規約に定めのない事項についてというところで、

戸籍事務を行うためのコンピュータの設置及び管理要領を別紙のとおり定めるというこ

とになっておりまして、その別紙というのが資料３ページで、ここからが、１番上に表
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題がありますが、戸籍事務を行うためのコンピュータの設置及び管理要領案となってお

ります。こちらが、その６条で別に協議するというところであります。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 そうすると、今言ったように、別紙で戸籍事務を行うコンピュータの設置及

び管理要領案、全体を６条でうたっているよと。これらについて協議すると。分かりま

した。

そこでお尋ねするのですけれども、私が１番危惧していることなのですけれども、今

日、情報の漏えい問題でございます。厚岸町としては、今回、電子化された業務でござ

いますから、３町から６町で札幌でデータシステムを管理してもらえると。だから業務

については今までどおりなのだと、こういう認識だと思うのです。担当も。だから何ら

町民にも影響はないと。むしろ経費は下がるよと。こういう理解をしたのですけれど

も、今日、外部からの不正アクセスされる状況、これらも私が想像する以上の時代にな

ってきていると思うのです。そういうものに対する対応というのですか、どこに委託し

てもこういう問題というのは避けられない時代になってきたのではないのかなと。これ

らの対応。

それから、職員、担当課として業者委託される、今まで以上に大きな組織できちんと

やってもらえるのだと、こういう安心感から、他人任せにはなりはしないのかという担

当課での認識の意識というのですか、そういうものが非常に危惧されるわけです。この

辺については、十分配慮され、今後の業務の遂行に当たっていただきたいと思います。

今回、３町村から６町村への事務連携することで経費の削減が本当に図られる。以

前、４番音喜多議員議員も提言、一般質問でされておりました。やっと実を結んできた

のかなという気がいたします。これからも時間はかかるかもしれないですけれども、さ

らなる事務の広域連合を図るなど、経費の削減に努めていくべきと考えますがいかがで

しょうか。

●議長（堀議員） 町民課長。

●町民課長（布施課長） お答えさせていただきます。

議員おっしゃるとおり、セキュリティの問題、それは確かに大変気をつけなければな

らないところだと思います。先ほどもイメージ図でありましたとおり、それぞれの町村

にセキュリティシステムをそれぞれ持ちまして対応しているところと、さらにデータセ

ンターのほうにもセキュリティシステムを入れて対応をしているというところでありま

すので、データセンターもほかの町村も扱っている中で、その辺は万全な体制を取って

くれているかとは思います。

それと、経費節減ですけれども、今回、３町村から６町村になりまして、そこで経費

削減もできましたので、今後も経費削減につきましては、５年後、ちょっと今の時期と

はまた５年後になると変わる部分もあるかもしれませんが、その辺の経費節減には努め

てまいりたいと思います。
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●議長（堀議員） 他に、質疑ございますか。

３番、室﨑議員。

●室﨑議員 質問が重複したら教えてください。

まず、経費についてはランニングコストが300万円くらい軽減されると考えればいい

のですね。それで、セキュリティの問題が今、５番議員さんもおっしゃっていたのだ

が、セキュリティには、いわゆるサーバー攻撃に対するセキュリティの問題と、それか

らヒューマン何とか、要するに機械をいじる人が意図的に何か悪さをしてしまうと、こ

れは機械のほうがどんなにいろいろなものをつくってあってもできませんよね。両方か

らセキュリティというのは考えなければならないと思います。それで、まずサーバーセ

キュリティなのですが、よそから妙なものが入ってきていたずらするということですよ

ね。これに関しては、セキュリティレベルというのは、恐らく低いところから高いとこ

ろまでいろいろあると思うのですが、現在３町村で行って、それぞれのところにサーバ

ー持っていたという時代と、今回はデータセンターに移行するということで、セキュリ

ティレベルはどういうふうになるのか。そういう資料はきちんと取っていますか。それ

が一つ。

それから、機械を使う人、よくいろいろなマイナンバーのときにもそういうことを言

う識者がいたのだけれども、あるその道の人が、あんなものは簡単だと、サラ金でもっ

て首の回らなくなった職員を捕まえて、それから取ればいくらでも取れるというような

ことを言ったといって結構話題になったのですが、そういう部分ですよね。それに対し

てはどういう手立てを取っているのか。まずこのセキュリティに関してのこの二つ、そ

れをお願いします。

●議長（堀議員） 休憩します。

午後３時11分休憩

午後３時40分再開

●議長（堀議員） 本会議を再開します。

町民課長。

●町民課長（布施課長） 貴重な時間、申し訳ございませんでした。

先ほどの質問で、サイバーセキュリティとヒューマンエラーの関係でございますが、

一つ目のサイバーセキュリティでありますが、一般回線とは別な専用回線を利用してお

りまして、セキュリティとしては別回線ですので高くなっているという部分と、あとは

ファイヤーウォール使っておりますけれども、そちらもより高い、性能も毎年向上して

きているものを利用して行っているところであります。

ヒューマンエラーのほうでありますが、ＩＤパスワードによりコンピュータを扱うこ
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とになるのですけれども、こちらの参考資料の②のほうで厚岸町戸籍システム管理運営

要綱とありますけれども、そちらのほうでパスワードの設定及び管理というところがあ

ります。そちらのほうでは保護管理者として、私がなるわけですけれども、管理をしま

して、この別表のほうにその保護管理の管理の方法等を記載しております。この管理の

方法に従いまして、そのパスワードの管理、あとはそのパスワードも定期的に設定変更

していくというような運用の中で行うこととなっております。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室﨑議員 そのセキュリティについてはレベル何ぼとか、そういうような数字で表すよ

うなものはないのですか。それと、今までよりも高くなったというような意味のことを

おっしゃったのだけれども、それはそういう、例えば今まではレベル３だったけれど

も、今度はレベル４であるとか、そういうような形で具体的には示されないのですか。

高くなったと思うということですか。

それから、ヒューマンエラーというのですか、そちらではルーズなやり方をしたり、

間違って人のＩＤ使ってしまったりした場合には、それを防ぐのはどういうことです

か。人間の監視だけですか。

この前もちょっと新聞に出てたのだけれども、人のＩＤ使って、出たり、入ったりや

っていて、ぐちゃぐちゃになっていたという組織のあれが出ていましたよね。あれは出

入りだけれども。そういうのがあると１番困るわけで、そこのところ、もちろん今の厚

岸町はきちんとやっていると思うのだけれども、それを担保するもの、それはどういう

ことですか。

●議長（堀議員） 町民課長。

●町民課長（布施課長） お答えさせていただきます。

レベルという段階での段階というものは特に、前回もそうですが示されてはいないで

す。ただ、向上しているというのは、やはり性能としましては向上してきているという

ことになります。

あとは、パスワードの関係でありますが、他人のものとなりますと、それは私どもも

ほかの人のパスワードは全く分かりません。今、ほかのシステムもそうですけれども、

そこで、ほかの人のものを使って入るということは、今の現状ではあり得ないことにな

ります。そのパスワードの管理も私のほうですることになりますけれども、そちらはし

っかりやっていきたいと思っております。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室﨑議員 しつこいようで申し訳ないのだが、そのセキュリティのレベルだとか、向上

しているとか、していないとかいうことは、恐らく専門用語で言われたら、私全然分か

らないと思う。だけれども、やはり町として、こういうものをこうやって切り替えてい
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くときには、そういうものを含めて、記録をちゃんと取って、これは記録して残してお

くべきだと思うので、それはお勧めします。

それから、ＩＤに関しては分かりました。いずれにしても、ヒューマンエラーという

のが１番、慣れてきてルーズになる恐れのある部分ですので、それと必ずＩＤを入れて

打たなければならないのでしょう。そうすると、何月何日何時何分何秒から、それは全

部記録で残っていくわけですね。誰がいじったかということは。その当たりも一つ、厳

格に進めていただきたいと、これはお願いですが、よろしく。

●議長（堀議員） 町民課長。

●町民課長（布施課長） セキュリティのこと、今おっしゃっていただいたように、記録

のほうを取って、次回もありますので、そちらのほうにも生かしていきたいと思いま

す。

あとはパスワードの設定も、先ほども言いましたが定期的に変えていくとか、そうい

うような対応を取りながら、行っていきたいと思います。

●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。

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決しました。

●議長（堀議員） 日程第５、議案第48号 損害賠償の額を定めることについてを議題と

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。

建設課長。

●建設課長（渡部課長） ただいま上程いただきました、議案第48号 損害賠償の額を定

めることについて、その提案内容をご説明申し上げます。

議案書11ページをお開き願います。

自動車事故による損害を、次のとおり賠償することについて、地方自治法第96条第１

項第13号の規定により、議会の議決を求めるものであります。

内容についてご説明申し上げます。
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１、損害賠償の相手方でございますが、厚岸郡厚岸町梅香１丁目48番地、芳賀里香氏

であります。

２、事故の概要でありますが、令和３年３月26日、午後７時00分頃、町道松葉町通り

厚岸町松葉１丁目46番地付近において、縁石と縁石の間の設置していた歩道の雨水を車

道に流すための金具が葉汚損し、車道に落下していたところ、相手方の運転する自動車

が当該金具と接触した際に、車道左側の前輪がパンクし、アルミホイールが破損した事

故であります。

なお、過失割合は、町が100％であります。

３、損害賠償額でありますが、４万8,840円であります。

日頃から、安全な町道の維持管理のため、道路パトロールを行っておりますが、この

たび町道における道路付属物の破損及び落下物の状況を確認できず、このような事故が

起きてしまい、大変申し訳なく、反省しているところであります。

幸いにして、けが人はありませんでしたが、今後の再発防止に向け、町道の維持管理

に努めていきたいと存じます。

以上、簡単な説明ではございますが、ご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上

げます。

●議長（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決しました。

●議長（堀議員） 日程第６、議案第49号 財産の取得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。

建設課長。

●建設課長（渡部課長） ただいま上程いただきました、議案第49号 財産の取得につい

て、提案内容をご説明申し上げます。

現在、町が所有する除雪用トラックは、冬期には除雪用プラウを装備し除雪作業を行

い、冬期以外は舗装補修用合剤及び砕石の運搬作業を行うための車両として４台を所有

しております。

このたび取得しようとする除雪トラックは、そのうちの１台が平成９年度の購入で、
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23年が経過し、老朽化が著しく、走行距離数も20万キロを超え、年々修繕箇所が増えて

いる状況であることから、安全な道路維持作業を行うため、車両の更新を行おうとする

ものであります。

その財産の取得に当たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関

する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

議案書12ページをお開き願います。内容についてご説明申し上げます。

１、財産の種類は、物品。

２、名称及び数量は、除雪トラック、１台。

３、契約の方法は、地方自治法施行令第167条第１号による指名競争入札でありま

す。

４、取得価格は、金5,588万円。

５、契約の相手方は、帯広市西21条北１丁目３番12号、ＵＤトラックス道東株式会社

であります。

議案書13ページをお開き願います。

参考としまして、概要、納入期日、次ページにわたり、形式図を添付しておりますの

で、ご参照願います。

また、別途お手元に参考資料といたしまして、６月４日に執行いたしました指名競争

入札結果を配付させていただいておりますので、ご参照願います。

以上、簡単な説明ではありますが、ご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げ

ます。

●議長（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決しました。

●議長（堀議員） 日程第７、議案第50号 財産の取得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。

危機対策室長。

●危機対策室長（田﨑室長） ただいま上程いただきました、議案第50号 財産の取得に

ついて、提案内容をご説明申し上げます。



- 133 -

このたび、取得しようとする財産は、釧路東部消防組合厚岸消防署に配備される高規

格救急自動車であります。これは、令和３年度特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用

し購入・取得するもので、この交付金制度に基づき、町が購入した上、契約により厚岸

消防署へ管理を委託するものであります。

現在、厚岸消防署においては、３台の高規格救急自動車により救急救命活動を行って

おります。この３台のうち１台は予備車両として配備しているものでありますが、車体

等の損耗が著しいため、令和３年度末の車検満了日をもって廃車とすることから、新た

に高規格救急自動車１台を購入することで、平成20年度に購入した高規格救急自動車を

予備車両とし、現状と同じ３台体制を維持し、急用要請時の迅速かつ安定した運用を図

るもので、その取得に当たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に

関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものであります。

それでは、議案書の15ページをご覧願います。

１の財産の種類は、物品であります。

２の名称及び数量は、高規格救急自動車、１台であります。

３の契約の方法は、地方自治法施行令第167条第１号による指名競争入札で、道内に

高規格救急自動車の製造と性能試験ができる工場を有する４社の参加によるものです。

４の取得価格は、金4,158万円であります。

５の契約の相手方は、札幌市東区苗穂町13丁目２番17号、株式会社北海道モリタであ

ります。

続いて、取得予定の高規格救急自動車の概要等については、16ページの参考及び17ペ

ージの型式図のとおりであり、納入期日は、令和４年３月25日としております。

なお、参考資料として、６月４日に執行いたしました指名競争入札結果を配付してお

りますので、参考にしてください。

以上、簡単な説明でありますが、ご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げま

す。

●議長（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決しました。

●議長（堀議員） 日程第８、議案第51号 財産の処分についてを議題といたします。
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職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

環境林務課長。

●環境林務課長（鈴木課長） ただいま上程いただきました、議案第51号 財産の処分に

ついて、提案内容をご説明申し上げます。

議案書18ページをお開き願います。

議案第51号 財産の処分についてでございます。

一般国道44号厚岸町尾幌糸魚沢道路建設工事に必要な土地等の取得等に伴う損失補償

による立木の処分に当たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものであります。

一般国道44号線厚岸町尾幌糸魚沢道路建設工事は、平成31年に事業化が公表された延

長約24.7キロメートルの自動車専用道路であります。

このたびの財産の処分は、今年度の工事区間にある町有地の立木を処分するものであ

ります。

今回、財産の処分の内容でありますが、１として、財産の種類、立木。

２として、所在地、別紙のとおり。

３として、本数、4,464本。

４として、処分の方法、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号による随意契

約。

５として、処分価格、742万2,321円。

６として、契約の相手方、釧路市幸町10丁目３番地、釧路開発建設部であります。

19ページをお開き願います。

別紙として、所在地及び本数でありますが、所在地、厚岸町光栄379番、本数1,670

本、厚岸町太田南90番、1,666本、厚岸町太田南118番、1,020本、厚岸町太田南216番、

108本、計4,464本であります。

続いて、処分予定の立木の残存箇所等は、20ページ及び21ページの説明資料のとおり

であります。

以上、簡単な説明ではございますが、ご審議の上、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。

４番、音喜多議員。

●音喜多議員 ちょっと内容的な問題ではなくて、この事業名の呼び方について、これ間

違いなのかどうなのか。財産の処分についてと言って、一般国道44号厚岸町尾幌糸魚沢

道路建設工事となっている。補正予算の説明資料なんかにも、提案説明等についても、

北海道横断自動車根室線尾幌糸魚沢道路工事建設に関わるという書き方をされていらっ

しゃる。この工事場所と一般国道44号がどうも結びつかないのですが、これはどういう

意味なのかというか。私の頭が、その辺のところ。提案説明でも補正予算のあれでも金

額が載っているわけですから、北海道横断自動車道の部分を指すのではないかと思うの
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ですが、その辺の見解はいかがですか。

●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。

このたび、釧路開発建設部のほうから損失補償協議書というものが来ております。こ

の中には、北海道開発釧路建設部が執行する一般国道44号厚岸町尾幌糸魚沢道路建設工

事に必要な土地の取得となっておりますので、名称につきましては、この厚岸町尾幌糸

魚沢道路ということで間違いはございません。

●議長（堀議員） 休憩します。

午後４時02分休憩

午後４時03分再開

●議長（堀議員） 再開します。

環境林務課長。

●環境林務課長（鈴木課長） 大変分かりづらい説明をしてしまいすみません。

通称では、北海道横断自動車道根室線というのは間違いございません。その中の尾幌

糸魚沢道路、尾幌ＩＣから糸魚沢ＩＣということでございますけれども、このたびの財

産処分に当たりましては、先ほど申し上げましたとおり、厚岸町尾幌糸魚沢道路建設工

事となりますので、ご理解願います。

申し訳ございません。もう一度、答弁させていただきます

正式には、一般国道44号尾幌糸魚沢道路ということになります。通称では、北海道横

断自動車道根室線と呼ばれております。

●議長（堀議員） 休憩します。

午後４時05分休憩

午後４時06分再開

●議長（堀議員） 再開します。

総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） 申し訳ございません。お答えいたします。

今回の議案第51号でありますが、こちら開発建設部のほうから正式に立木の売り払い

代ということで、一般国道44号厚岸町尾幌糸魚沢道路建設工事ということで来ておりま
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す。お配りしております補正予算の議案、こちらのほうの売り払い代がありますが、こ

ちらのほうでは北海道横断自動車道根室線尾幌糸魚沢道路建設工事ということで、分か

りやすくといいますか、こちらの一般国道を抜かして工事名で提案説明させてもらった

ということになります。ご理解いただきたいと思います。

●議長（堀議員） ４番、音喜多議員。

●音喜多議員 高規格、我々今回の尾幌糸魚沢間の高規格道路を通常は高規格と言ってい

ますが、正式には一般国道44号厚岸町尾幌糸魚沢道路工事という言い方が正しいという

ことでよろしいですか。

●議長（堀議員） 総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） 議員おっしゃるとおり、この議案につきましては工事名、

こちらのほうを記載していただいているというところでございます。

●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 742万2,321円の立木の売り払い代金が、この販売単価というのですか、立木

の、町としては、通常こういう立木、あそこにはあまりいい物はないと言ったら失礼か

もしれないけれども、すごい金額だなと私なりに理解しているのですけれども、この販

売の単価、金額はこれはしょうがないのだろうけれども、単価についてどのように捉え

ているのかお尋ねさせていただきます。

それから、既にやったものもありますよね。昨年。２箇所やっているのです。そのと

きのやつというのは議会に報告なかったのですけれども、700万円以下だったのかな

と。今回はたまたま700万円以上なので、議会の議決がいるのでしょうけれども、その

数字ももしあれでしたら教え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。

この立木補償の単価でありますけれども、この単価につきましては、北海道用地対策

連絡協議会、この協議会といいますのが公共用地の取得等の適正化を円滑にすることを

目的として設立されている協議会でありますけれども、この協議会の用材林補償算定要

領に基づいて単価というものが積算されております。

人工林、天然林ともに伐期に達したときの価格から伐採費等を差し引いて算出した金

額でありますけれども、例を申し上げますと、算定に当たっては胸の高さの直径、地面

から大体120センチくらいでありますけれども、その高さの直径で単価が決まってござ

います。人工林の直径が10センチ程度の物は、大体１本780円、また20センチ程度の物
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が1,740円、29センチ以上の物が3,910円となっております。こちら人工林ですので、人

工林針葉樹、カラマツもトドマツも同じ金額となっております。また、天然林の広葉

樹、これも樹種に関わらず、直径が10センチの物は１本当たり630円、さらに20センチ

が1,150円、29センチ以上が2,260円となっております。

また、昨年の売り払いの金額でございますが、昨年の売り払い箇所が、この21ページ

の詳細図のほうで太田南118番、さらには太田南90番、こちらの黒塗りをしていない部

分が昨年売り払いしたところの場所でございます。こちらが金額で言いますと368万600

円でございました。

この今年の立木補償の額につきますと、この太田南の118番、さらには太田南90番、

大体面積で言いますと、昨年の売り払いの面積と大体同じような面積でございますが、

今年のこの２箇所の売り払いの損失補償額は507万9,000円でございます。

このことから言いましても、単純に売り払いした場合より、損失補償、こちらのほう

が100万円以上金額が高いですので、単価としては通常の売り払いでも相当高いと考え

ております。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 まず、高いということは分かったのだけれども、昨年は700万円以下だから

議会の議決がいらなかったよと、こういう理解でよろしいのですよね。

それと、あそこ、光栄であの下に住んでいる方も隣に座っているのだけれども、やは

りかなりの面積が露出します。大雨なんかで光栄の皆さんに迷惑がかからなければいい

なと危惧をしております。その辺については大丈夫なのでしょうか。かなりの面積が露

出するわけですよね。すぐ民家ではないかもしれないけれども、十分その辺、工事を進

める上では、売ったからいいというものではないと思うので、売った後はかなり、木を

切っただけでなくて路面が出ています。昨年やったところも、私行ってみましたけれど

も。今度もそうい状態になるのであれば、道路で止まればいいのだけれども、側溝まで

で止まればいいのだけれども、光栄のほうに被害が及ばないかなと危惧しているのです

けれども、この辺についてはいかがでしょうか。

●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。

この工事に当たりまして、釧路開発建設部のほうにも確認してございます。この場所

が旧町道の上のほうを切る形になりますので、直接、そういう河川に水が流れることは

ないという話は聞いております。また、対策としましては、素掘り側溝を掘って、近隣

住民の方には影響のないような工事を行うという話を聞いておりますので、ご理解願い

ます。

●議長（堀議員） 他に、質疑ございますか。
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（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決しました。

●議長（堀議員） 日程第９、議案第52号 工事請負契約の締結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。

建設課長。

●建設課長（渡部課長） ただいま上程いただきました、議案第52号 工事請負契約の締

結について、提案内容をご説明申し上げます。

議案書22ページをお開き願います。

議案第52号 工事請負契約の締結についてでございます。

次のとおり工事請負契約を締結するため、地方自治法第96条第１項第５号の規定によ

り、議会の議決を求めるものであります。

床潭末広間道路は、床潭地区と末広地区を結ぶ路線であり、漁業などの産業道路とし

て、また地域住民の生活道路としてなくてはならない重要な幹線道路でありますが、急

勾配、急カーブが多く、道路幅は車がすれ違うことも困難な３メートルほどを確保する

のがやっとの状況にあり、これらの危険箇所を解消するため、平成20年度改良舗装工事

や地すべり対策工事の事業を継続しております。

今年度は、道路拡幅に伴う道路改良と擁壁新設を行うものです。

契約内容について、ご説明申し上げます。

１、工事名、床潭末広間道路３擁壁新設及び道路改良工事。

２、工事場所、厚岸町末広。

３、契約の方法は、地方自治法施行令第167条第３号による指名競争入札で、町内外

を含め７社の参加によるものです。

４、請負金額は、金１億648万円。

５、請負契約者は、厚岸郡厚岸町真栄２丁目256番地、株式会社宮原組であります。

23ページをお開き願います。

参考といたしまして、工事概要などを記載しております。

24ページから25ページは、位置図などの図面になりますので、参考にしていただきた

いと存じます。

また、別途お手元に参考資料といたしまして、６月４日に執行いたしました指名競争
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入札結果を配付させていただいておりますので、ご参照願います。

以上、簡単な説明ではございますが、ご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上

げます。

●議長（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決しました。

●議長（堀議員） 日程第10、議案第53号 工事請負契約の締結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。

建設課長。

●建設課長（渡部課長） ただいま上程いただきました、議案第53号 工事請負契約の締

結について、提案内容をご説明申し上げます。

議案書26ページをお開き願います。

議案第53号 工事請負契約の締結についてでございます。

次のとおり工事請負契約を締結するため、地方自治法第96条第１項第５号の規定によ

り、議会の議決を求めるものであります。

松葉地区まちなか団地は、町営住宅有明団地の老朽化による移転建て替え及び松葉地

区の空き地活用により。まちなか居住を進め、まちなかの活性化を図る目的で、平成23

年度に１棟目、平成26年度に２棟目、令和元年度に３棟目が完成し、今回が４棟目とな

ります。

契約の内容について、ご説明申し上げます。

１、工事名、松葉地区まちなか団地建設工事（建築主体）。

２、工事場所、厚岸町松葉１丁目46番２、47番２、若竹１丁目28番。

３、契約の方法、地方自治法施行令第167条第３号による指名競争入札で、町外を含

め７社の参加によるものです。

４、請負金額、金１億10万円。

５、請負契約者は、厚岸郡厚岸町港町２丁目138番地、株式会社共和建設工業所であ

ります。
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27ページをお開き願います。

参考といたしまして、工事概要などを記載しております。

28ページから30ページは、位置図などの図面となりますので、参考にしていただきた

いと存じます。

また、別途お手元に参考資料といたしまして、６月４日に執行いたしました指名競争

入札結果を配付させていただいておりますので、ご参照願います。

以上、簡単な説明ではありますが、ご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げ

ます。

●議長（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決しました。

●議長（堀議員） 日程11、議案第54号 工事請負契約の締結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。

生涯学習課長。

●教委生涯学習課長（早川課長） ただいま上程いただきました、議案第54号 工事請負

契約の締結について、提案内容をご説明申し上げます。

議案書31ページをお開き願います。

議案第54号 工事請負契約の締結についてでございます。

次のとおり工事請負契約を締結するため、地方自治法第96条第１項第５号の規定によ

り、議会の議決を求めるものであります。

厚岸情報館は、平成８年建設で25年を迎える施設であります。これまで修繕などで部

分的に対応してきた雨漏りが解消できない状況であることや、木製のデッキや窓枠の劣

化が激しいこと、また開館以来、大規模な修繕を行っていないため、今後の施設の長寿

命化を図る必要もあることから、改修工事を行うものであります。

契約の内容について、ご説明申し上げます。

１、工事名、厚岸情報館屋上防水ほか改修工事

２、工事場所、厚岸町宮園１丁目１番地。
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３、契約の方法、地方自治法施行令第167条第３号による指名競争入札で、町外を含

め７社の参加によるものあります。

４、請負金額、金5,918万円。

５、請負契約者は、厚岸郡厚岸町港町２丁目138番地、株式会社共和建設工業所であ

ります。

議案書32ページをお開き願います。

参考といたしまして、工事概要などを記載しております。

33ページから34ページは、位置図などの図面となりますので、参考にしていただきた

いと存じます。

また、別途お手元に参考資料といたしまして、６月４日に執行いたしました指名競争

入札結果を配付させていただいておりますので、ご参照願います。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げ

ます。

●議長（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決しました。

●議長（堀議員） 日程第12、議案第55号 厚岸町個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関する条例及び厚岸町特定個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について

を議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

総務課長。

●総務課長（石塚課長） ただいま上程いただきました、議案第55号 厚岸町個人番号の

利用及び特定個人情報の提供に関する条例及び厚岸町特定個人情報保護条例の一部を改

正する条例の制定について、その提案理由と条例案の内容をご説明いたします。

この条例改正は、令和３年５月19日に公布されたデジタル社会の形成を図るための関

係法律の整備に関する法律第55条の規定により、行政手続きにおける特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法が改正され、マイナンバーを活

用した情報連携の拡大等による行政手続きの効率化を図るため、同法第19条に新たに第
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４号として従業員本人の同意があった場合における転職時等の使用者間での特定個人情

報の提供を可能とする規定が追加され、改正前の第４号以降の号番号は変更されること

と、情報提供ネットワークシステムの所管庁の長が総務大臣から内閣総理大臣に変更さ

れることに伴い、厚岸町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例及び厚岸

町特定個人情報保護条例の規定中運用している号番号の変更と、町が保有する特定個人

情報の提供先の一部を改める必要が生じたため、本条例を制定するものであります。

続いて、改正条文の説明をいたしますが、このたびの改正条例は２条立ての構成と

し、第１条が厚岸町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正、

第２条が厚岸町特定個人情報保護条例の一部改正としておりますので、ご承知おき願い

ます。

なお、改正内容の説明については、議案書により行わせていただきますが、別に議案

第55号説明資料の新旧対照表を配付しておりますので、併せてご参照願います。

それでは、議案書35ページをご覧願います。

第１条は、厚岸町個人情報の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正で

あります。本条例の趣旨を規定している第１条及び特定個人情報の提供について規定し

ている第５条の改正は、番号法の改正における号番号の変更に伴い、規定中引用してい

る号番号をそれぞれ改めるものであります。

第２条は、厚岸町特定個人情報保護条例の一部改正であります。保有特定個人情報の

提供先等への通知について規定している第29条の改正は、番号法の改正により町が保有

する特定個人情報の提供先の一部を「総務大臣」から「内閣総理大臣」に、また、第１

条の厚岸町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正と同様、規

定中引用している号番号を改めるものであります。

続いて、附則であります。この条例の施行日を番号法の改正における本条例の改正部

分に係る施行日に合わせ、令和３年９月１日から施行するとするものであります。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたしま

す。

●議長（堀議員） これより、質疑を行います。

（な し）

●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決しました。
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●議長（堀議員） 日程第13、議案第56号 厚岸町災害対策基本条例等の一部を改正する

条例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、提案理由の説明を求めます。

危機対策室長。

●危機対策室長（田﨑室長） ただいま上程いただきました、議案第56号 厚岸町災害対

策基本条例の等の一部を改正する条例の制定について、提案理由と条例案の内容をご説

明申し上げます。

頻発する自然災害に対応して、災害時における円滑かつ迅速な避難の確保及び災害対

策の実施体制の強化を図るため、災害対策基本法の一部を改正する法律が令和３年５月

10日に公布され、５月20日から施行されました。

この改正により、市町村長が発令する避難情報において、５段階のレベルに分けられ

た避難情報のうち、警戒レベル３以上が変更されました。

初めに、警戒レベル３の避難準備高齢者等避難開始ですが、立ち退き避難に時間を要

する高齢者等に早期避難を促すため、高齢者等避難に変更されました。

次に、警戒レベル４の避難勧告・避難指示（緊急）ですが、避難勧告と避難指示の違

いが理解しにくく、避難情報が分かりにくい等の課題があったことから、避難勧告と避

難指示を一本化し、従来の勧告の段階から避難指示を行うこととし、避難指示に変更さ

れました。

次に、警戒レベル５の災害発生情報ですが、災害が発生、切迫し、避難場所等への避

難が安全にできないと考えられる状況で、自宅や近隣の建物等で直ちに身の安全確保を

するよう、緊急安全確保に変更されました。

この変更により厚岸町災害対策基本条例ほか２条例において、規定している避難情報

の変更が必要なことから、各条例の関係規定の改正を行うものであります。

それでは、改正内容の説明をいたします。

議案第56号 厚岸町災害対策基本条例等の一部を改正する条例新旧対照表をご覧願い

ます。

初めに、冒頭で説明した町が発令する避難情報については、それぞれ個々の条例に定

められているため、これらの改正を行う本条例は３条立ての構成とし、厚岸町災害対策

基本条例ほか２条例の一部改正としておりますので、ご承知置き願います。

新旧対照表の１ページをご覧願います。

第１条は、厚岸町災害対策基本条例の一部改正であります。町民の自助について規定

している第５条の改正は、第２項の町から発令する各避難情報を新たな避難情報と同一

の文言に改めるもので、第３項の津波時における避難情報は、避難勧告が避難指示に一

本化されたことから、避難勧告または避難指示に改めるものです。

第２条は、厚岸町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例の一部改正でありま

す。業務について規定している第３条の改正は、町から発令する各避難情報の変更に伴

い、第１号の「避難の勧告・指示等」を「高齢者等避難・避難指示及び緊急安全確保

等」に改めるものです。

第３条は、厚岸町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例の一部改正でありま



- 144 -

す。提供するサービスについて規定している第３条の改正は、厚岸町防災行政無線施設

の設置及び管理に関する条例の一部改正と同様の内容でありますので、説明は省略させ

ていただきます。

議案書の37ページをご覧願います。

附則であります。この条例は、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、ご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げま

す。

●議長（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決しました。

●議長（堀議員） 日程第14、議案第57号 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正

する条例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、提案理由の説明を求めます。

総務課長。

●総務課長（石塚課長） ただいま上程いただきました、議案第57号 職員の服務の宣誓

に関する条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と条例案の内容をご

説明申し上げます。

地方公務員法第31条の規定に基づき町が定める職員の服務の宣誓に関する条例では、

新たに町の職員となった者は、任命権者又は任命権者が定める上級の公務員の面前にお

いて、宣誓書に署名をしてからでなければ、その職務を行うことができないとしてお

り、またこの条例で定められている宣誓書は署名及び押印を求めるものとなっておりま

す。

一方、国は令和２年７月17日付けで閣議決定した経済財政運営と改革の基本方針2020

で、全ての行政手続を対象に見直しを行い、原則として書面、押印、対面を不要とし、

デジタルで完結できるよう見直すことを、規制計画実施計画では各府省及び独立行政法

人は、会計手続、人事手続、その他の内部手続について書面、押印、対面の見直しを行

うこととしたことを踏まえ、職員の服務の宣誓に関する政令の一部を改正し、本年４月

から服務の宣誓の際に署名及び対面を不要といたしました。
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このたび、制定しようとする職員の職務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例に

ついては、国の改正に準じて服務の宣誓の際の署名、押印及び対面を不要とすること

と、会計年度任用職員の任用形態や任用手続が様々であることに鑑み、会計年度任用職

員の服務の宣誓をそれぞれの職員にふさわしい方法で行うことができるとする総務省か

らの通知を踏まえ、会計年度任用職員の服務の宣誓に関する委任規定を設けるものと、

字句の整理等を行うものであります。

条例の改正内容の説明については、別に配付している議案第57号説明資料の新旧対照

表により行わせていただきますが、合わせて参考資料として①の地方公務員法抜粋、②

の厚岸町会計年度任用職員に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表案を配付して

おりますので、参考としてください。

それでは、説明資料の新旧対照表をご覧ください。

初めに、第２条第１項の改正は、服務の宣誓の際に署名、押印及び対面を不要とする

規定に改めるものであります。

次に、新たに設ける第２条第２項は、会計年度任用職員の服務の宣誓に関する委任規

定を設けるものであります。

なお、この委任規定を受けて、任命権者が定める内容については、会計年度任用職員

が任期満了となった後、引き続き、再度の任用となり勤務が継続した場合は、服務の宣

誓を行ったものとみなし、以降の宣誓の手続を不要とするもので、厚岸町会計年度任用

職員に関する規則に当該規定を新たに設ける改正を行うこととしております。

次に、列記の改正は第２条第１項の改正に伴い、宣誓書の様式中から押印欄を削除す

るとともに、字句の整理と不要な備考欄を削るものであります。

議案書39ページをご覧願います。

この条例の附則であります。この条例は、公布の日から施行するとするものでありま

す。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認いただきますようお願いいた

します。

●議長（堀議員） これより、質疑を行います。

（な し）

●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決しました。
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●議長（堀議員） 日程第15、議案第58号 厚岸町固定資産評価審査委員会条例の一部を

改正する条例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、提案理由の説明を求めます。

税務課長。

●税務課長（四戸岸課長） ただいま、上程いただきました、議案第58号 厚岸町固定資

産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と条例案の

内容をご説明申し上げます。

議案書40ページをご覧願います。

今般、国は行政手続における国民の負担を軽減し、国民の利便性を図ることを目的に

申請書等の提出書類における押印の見直しを行う中で、地方税の税務関係書類について

も地方税法施行規則を始めとする省令や通知等を改め、多くの関係書類において押印を

不要としたところであります。

また、令和３年３月４日付けで総務省から、法令の根拠のない押印は見直すなどとす

る国の規制改革推進会議が提示した押印見直しの基準や、国における押印見直しの状況

を踏まえ、地方団体においても押印義務等の見直しを行っていただきたいとの通知があ

ったところであります。

これらを踏まえ、厚岸町固定資産評価審査委員会条例においても納税者等の負担軽減

と利便性の向上を図るため、審査申出書等の書面への押印及び署名を不要とするもので

あります。

改正内容につきましては、別紙お手元に配付の議案第58号説明資料の新旧対照表によ

りご説明させていただきます。

それでは、議案第58号説明資料をご覧願います。

第４条は、固定資産課税台帳に登録された価格に対する審査の申し出に関する規定

で、改正前の第４項は、納税者が厚岸町固定資産評価審査委員会に審査を申し出る際に

提出すべき審査申出書に審査申出人が押印しなければならないとする規定であり、押印

を不要とするため、この項を削るとともに、改正前の第５項及び第６項を１項ずつ繰り

上げるものであります。

第７条は、審査申出人の口頭による意見陳述に関する規定で、第３項において意見陳

述について作成する調書への記載事項を各号で規定し、意見を聞いた委員及び調書を作

成した書記が署名・押印することとしておりますが、署名・押印を不要とするととも

に、記載事項に第３号として委員及び書記の氏名を加えるものであります。

第８条は、審査の際に審査申出人が求めることができる口頭審理に関する規定で、第

５項は、口頭による証言に変えることができるとする口述書への署名・押印を不要とす

るものであります。

第８項は、口頭審理についての調書への口頭審理を行った委員及び調書を作成した書

記の署名・押印を不要とし、記載事項に第５号として委員及び書記の氏名を加えるもの

であります。

第９条は、実地調査に関する規定で、調査を行った委員及び調書を作成した書記の署

名・押印を不要とし、記載事項に第４号として委員及び書記の氏名を加えるものであり
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ます。

第10条は、議事についての調書に関する規定で、第２号に規定する記事に関与した委

員及び調書を作成した書記の署名・押印を不要とし、記載事項に第４号として委員及び

書記の氏名を加えるものであります。

議案書41ページにお戻り願います。

附則でございます。

この条例は、公布の日から施行するとするものであります。

以上、簡単な説明でありますが、議案ご審議の上、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） 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決しました。

休憩します。

午後４時45分休憩

午後４時45分再開

●議長（堀議員） 本会議を再開します。

●議長（堀議員） ここで、あらかじめ会議時間の延長を行います。

本日の会議時間は、議案第60号の審議が終了するまで、あらかじめ会議時間の延長を

行います。

●議長（堀議員） 日程第16、議案第59号 厚岸町手数料条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

町民課長。
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●町民課長（布施課長） ただいま、上程いただきました、議案第59号 厚岸町手数料条

例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と条例案の内容についてご説明

申し上げます。

議案書42ページをご覧願います。

令和３年５月19日に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関

する法律第55号の規定により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律、いわゆる番号法が改正され、地方公共団体情報システム機構、以下

Ｊ－ＬＩＳとさせていただきます、が個人番号カードを発行する主体として明確化され

るとともに、Ｊ－ＬＩＳは個人番号カードの発行に係る手数料を徴収することができ、

当該手数料の徴収の事務について、Ｊ－ＬＩＳから市町村長に委託することができる規

定が新設されました。

これらの規定の施行期日は、令和３年９月１日からであります。

現状では、個人番号カードの再交付手数料相当経費については、再交付がやむを得な

いと認められる場合を除き、国庫補助の対象ではないことから市町村が再交付手数料を

徴収する主体となり、必要に応じて手数料条例に再交付手数料を規定し、当該条例を根

拠に再交付手数料を徴収しています。

法の施行日の令和３年９月１日以降はＪ－ＬＩＳが再交付手数料を徴収する主体とな

り、市町村はＪ－ＬＩＳの委託を受けて再交付手数料を徴収することになります。

同年９月１日以降も個人番号カードの再交付を行う際に、市町村が再交付手数料を徴

収する事務を行うことに変わりはありませんが、同年８月31日までは手数料条例を根拠

に徴収するところ、同年９月１日以降はＪ－ＬＩＳとの委託契約を根拠に徴収すること

になります。したがって、同日以降は条例において再交付手数料の徴収根拠を定めてお

く必要はなくなることになります。

このことから、厚岸町手数料条例における個人番号カードの再交付に係る手数料の規

定を削る必要があるため、本条例を制定するものであります。

なお、改正内容は議案書で説明させていただきますが、説明資料として議案第59号説

明資料新旧対照表及び議案第59号参考資料関係法令抜粋を配付しておりますので、ご参

考としてください。

改正内容を説明いたします。

別表の７には、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に関するものとして、個人番号カードの再交付手数料を規定しておりますが、先ほ

どの説明のとおり、Ｊ－ＬＩＳが個人番号カードの再交付手数料を徴収する主体となる

ため、条例に定める必要がなくなることから、別表７を削り、別表の８をその他を別表

の７とするものであります。

附則であります。

この条例は、令和３年９月１日から施行するものであります。

以上、簡単な説明ではございますが、ご審議の上、ご承認いただきますようお願いい

たします。

●議長（堀議員） これより、質疑を行います。
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（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決しました。

●議長（堀議員） 日程第17、議案第60号 厚岸町営牧場の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例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、提案理由の説明を求めます。

水産農政課長。

●水産農政課長（川越課長） ただいま、上程いただきました、議案第60号 厚岸町営牧

場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由の

ご説明を申し上げます。

議案書43ページをお開きください。

厚岸町営牧場は供用開始から約50年が経過し、この間、牛舎の増頭や改修を行いなが

ら、既存施設をできる限り活用してまいりましたが、近年は経年による劣化が目立つよ

うになり、飼養環境を維持していくためには今後も継続した改修が必要となっておりま

す。

また、近年、町内酪農家から舎飼いによる預託を望む声も多く、今後牛舎の整備やそ

れに伴う家畜ふん尿処理施設の更新など、施設の近代化が求められております。

このたび改定しようとする預託料金は、平成18年度以降、15年間据え置いてきました

が、厳しい町財政において町営牧場の収支均衡を図ることも重要な課題であることか

ら、将来における飼養環境の維持と預託環境の改善のため、利用者にも応分の負担をし

ていただく必要があると考え、今回の提案に至ったところであります。

平成31年４月の第１回町営牧場運営委員会では、将来の中長期計画を審議した際、そ

れに伴う施設や機械の充実には多額の費用を要することから、料金改定の必要性が認識

されたところであります。

その後、運営委員会では２年間で５回にわたる料金改定の検討を行ってまいりました

が、町財政が厳しい中、飼養環境の維持や利用者のニーズに対応した預託環境を目指す

ためには、今後必要となる運営管理の費用を利用者に負担していただく必要があるとさ

れたところであります。

お手元に配付の議案第60号説明資料②をご覧願います。

町営牧場における資材費の支出実績であります。これは運営委員会で審議された際の
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資材費の推移をまとめたものであります。牧場運営に必要な資材の価格は、ここ10年ほ

ど高止まりの傾向であり、特に肥料の価格は前回の料金改定直後の平成18年度と比較

し、令和２年度は51％の増加、配合飼料の価格については同様に39％増加しておりま

す。

また、中国の経済発展に伴う畜産物需要の拡大により、大豆やトウモロコシなどの飼

料用原料価格の高騰や、世界的な流通コストの上昇により、今後も資材価格は長期的な

高止まりが予測されております。

なお、人件費につきましても、会計年度任用職員制度への移行等により増加しており

ます。

議案第60号説明資料③をご覧願います。

町営牧場収支等の見込みであります。これは、町営牧場の収支に施設整備に伴う町の

負担額と起債の償還額を加えたもので、令和２年度の実績と今後10年間を比較したもの

であります。

収入は、預託料金を現行料金とし、預託頭数、預託日数は過去５年間の平均値により

算出しております。

支出は、賃金等における上昇率を加味して試算しております。

施設整備に伴う町の負担額は、想定される施設整備等の事業費のうち、補助金等を除

く実際の町の負担額であります。

起債償還額は、現在までの事業における償還額であります。

町実負担額の合計Ｆは、収支Ｃと施設整備に伴う町負担額Ｄと起債償還額Ｅの合計

で、令和２年度と比べると今後10年間は増加傾向となる見込みで、令和12年度には累計

額においても７億6,300万円となっております。

次に、議案第60号説明資料④をご覧願います。

町営牧場使用料及び手数料改定案であります。資材価格等の高騰後も料金を据え置い

てきたところでありますが、改定案では飼養環境の維持と預託環境の改善のため、使用

料はそれぞれ15％増とする案となっております。

令和２年12月の町営牧場運営委員会では、現行の使用料に20％増とする意見が大半を

占めましたが、料金の改定には慎重を期す必要があるとのことから、一度各々が所属す

る団体へ持ち帰り、令和３年２月に再度審議したところ、新型コロナウイルスによる感

染拡大への不安を考慮し、使用料の改定は現行料金の15％増にとどめ、管内の他の公共

牧場に近い水準まで料金を引き上げるべきとの意見をいただいたところであります。

また、現行にはなかった放牧期間の舎飼い料金を新たに設け、改正案の舎飼い料金と

同様とするほか、受精卵移植牛の捕獲手数料を追加しようとするものであります。

人工授精に要する捕獲が１回なのに対し、受精卵移植については移植を終えるまでに

４回の捕獲が必要となっております。このことから、必要経費を適正に負担いただくた

め、受精卵移植牛捕獲手数料を新たに加え、管内の状況を参考に単価の設定を行ったと

ころであります。

このたびの改正では、町営牧場の施設の種類及び内容における記載内容の整理を行う

ほか、ただいまご説明申し上げました理由から、使用料及び手数料の一部を改正するた

め、厚岸町営牧場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を制定しようとす
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るものであります。

議案第60号説明資料①新旧対照表をご覧願います。

第４条は、施設の種類及び内容で、表中、牧柵の項中の改正は有刺鉄線の延長が放牧

団地の構成により変動するものであることから、延長19万5,500メートルを削除するも

のであります。また、同表中、看視舎１型の項中の改正は、現在老朽化により使用でき

なくなった看視舎３棟の解体に伴う改正で、７棟を４棟に改めるものであります。

第５条第１項の改正は、放牧、採草及び舎飼いの期間、方法等で、それぞれ号ごとに

箇条書きで整理し、舎飼いは現行の、いわゆる冬期舎飼い以外の期間を新たに放牧期間

中の舎飼いとして追加するため、通年とするに改めるものであります。

第８条第１項は、使用料及び手数料で、使用料では放牧を１頭１日当たり253円から2

91.5円に、舎飼いを１頭１日当たり550円から632.5円に改め、手数料では受精卵移植牛

捕獲１頭当たり3,300円を加え、購買等捕獲の１回当たりを１頭当たりに改めるもので

あります。

第８条第２項は、町外利用者の使用料加算額で、放牧は１頭１日当たり66円から75.9

円に、舎飼いは１頭１日当たり22円から25.3円にそれぞれ改めるものであります。

議案書44ページにお戻りください。

附則であります。この条例は、令和３年11月１日から施行する。ただし、第４条の表

の改正規定は、公布の日から施行するとするものであります。

なお、お手元に参考資料として町営牧場における施設整備と農業機械の導入予定、預

託頭数及び預託料金の見込み、町負担額の見込みをお配りしておりますので、ご参照願

います。

以上、誠に簡単な説明でございますが、議案第60号の提案理由の説明とさせていただ

きます。ご審議の上、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。

２番、石澤議員。

●石澤議員 大体、値上げの必要は分かったのですが、説明資料の中で、この大きな資料

なのですが、預託頭数及び預託料金の見込みの中で、令和３年から令和12年の会計年度

任用職員の数なのですが、令和９年から12人に減って、だんだん減っていっているので

すが、14、13、12と減っていってるこの理由は何ですか。仕事、内容を聞いていると、

舎飼いが通年になるということで、草を収納する仕事、それから牛の管理をする仕事、

そして草の量も多分通年になると今までの量よりも増えると思うのです。そうすると仕

事量が増えるのですが、それの上で減っていく理由は何でしょうか。

●議長（堀議員） 水産農政課長。

●水産農政課長（川越課長） この人数につきましては、現在も防衛事業を活用しなが

ら、大型機械の導入等を進めている状況にございます。今まさに１番草の収穫を町営牧

場でも行っているところですが、やはり機械を導入することによって、今までの、例え
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ば２倍近いような作業効率に上がっているということもございます。ただ、一方では今

後牛舎整備をすることによって形が変わるものの、いきなり放牧と舎飼いの割合が変わ

るものではございませんので、当面は14名のままという見込みを見ておりますが、ある

一定程度の牛舎の整備、何棟か終わった段階では放牧でお預かりしている預託牛の頭数

が減少傾向にあります。それを見極めながらにはなりますけれども、それに移行した際

には牛舎による、舎飼いになりますと、ある一定の人数の削減が可能ではないかという

見込みの上で行っているものであり、この見通しとしては、やはり以前にもお話したこ

とあるかもしれませんが、放牧地、草地の町営牧場の三つの団地がございますが、将来

的にはそれを集約するような形で考えていきたいと思っておりまして、今は団地が三つ

ある状態でありますので、牛の頭数が減ったとしても人数が変わりないということであ

りますが、遠い将来になりますけれども、そういう体制がある一定程度、舎飼いに移行

した際には、一定の人件費の削減を見込めるのではないかと。

現在でも会計年度任用職員の確保については、今は満度に人数揃っておりますが、つ

いこの間までは１名足りなかったこともございます。なかなか確保も難しい中では、酪

農家の皆さんの大切な預託牛を適正に管理していくためにも、これを進めながら、将来

の町営牧場の更新を図ってまいりたいということで、人数を減らす見込みについては、

あくまでも想定でございます。そういう団地を再編成したりした場合については、この

ような形が取れるのではないかということでございます。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 私たち、私もやっているのです。放牧することで昼間の仕事が軽減されるの

です。だけれども、今回これ、通年になりますよね。通年になった時点で牛の世話の仕

事が増えるのです。それと一緒にそこの牛たちが頭数が増えますよね。放牧の牛よりも

通年で飼う牛の頭数が増えます。そうすると、必要な草も増えると思うのです。それを

確保するためには、今放牧で使っているものを採草に回すということでしょうけれど

も、機械は大型化したから早くなるとはいえ、機械に乗る人は人間なのです。ロボット

を使ってあれするのか分からないですけれども。そうなると、どうしても仕事の範囲が

広くなるのです。だから、会計年度任用職員の数を減らしていくのではなくて、オペレ

ータも必要ですし、いろいろなことで機械に詳しい人だって必要になってきます。それ

から、通年ですから、今度全く違った形になってくると思うので、子牛を育てる、育成

牛を育てる技術だって必要になります。それを単純に機械化すればいいとか施設をつく

ったらいいとかという問題ではないと思うのです。だから、放牧することもあるし、舎

飼いになった、二重になることも含めて、そこで働く人の働き方をきちんと見ていかな

いと、負担だけが増えるのではないかと思うのですが、その辺のことも含めてどうなの

ですか。

●議長（堀議員） 水産農政課長。

●水産農政課長（川越課長） 今回のこの施設整備等の方向性につきましては、町営牧場
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の中にいる会計年度任用職員、特にもう数十年働いている方もいらっしゃいます。その

皆さんともお話をした上で、今ある町営牧場、実際に働いている会計年度任用職員の皆

さんにどう思うかと伺ったときに、私たち、場長を始めとする私どものこの構成につい

て、いろいろご意見を伺った上でいろいろな機械の配置等を考えたところであります。

まず、今議員もおっしゃいました大型化による省力化、これはやはり避けて通れない時

代の流れであると思っておりますし、場合によっては、今は見通しはききませんけれど

も、当然スマート農業という部分で機械化をしなければ人員の確保すら困難な場合も想

定されるわけでございます。今現在では、あくまでも長期的に見た流れの中で、私たち

が想定できるのは、あくまでも牛舎がそれなりに、１棟、２棟、３棟と揃った段階では

機械を活用しながら、当然その機械を使っていく上では牛の預託牛の管理の詳しい方と

いうのは、今いる方はもうそのときにはもしかすると退職されているかもしれません

が、中堅どころの主任と言わせていただいているクラスの方たちも非常に心強い知識を

蓄えて、今、現場で働いてもらっておりますので、この当たりにつきましては、時代の

流れに合わせて、当然、働いていく皆さんとも一緒に研修等でどういうような預託の仕

方が必要なのかはやっていかないといけないかなと思っております。ただ、やはり、今

この形をやっていかなければ、人員の確保というのは本当に先行きが厳しいと考えてお

りますので、まずはこの見通しの中で進めさせていただいて、預託環境の整備を行っ

て、農家さんのニーズに応えていきたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと

思います。

●議長（堀議員） 他に、質疑ございますか。

10番、大野議員。

●大野議員 私も、石澤さんの意見とはちょっと違うのですけれども、課長ただいま延々

と説明されたのを推進する派なのですけれども、確かにまず労働力確保がただでさえ困

難な時代で、これから10年、20年先どうなるか分からない。もちろん少子高齢化で働く

人がいなくなっていくという中では、課長の言ったのが先行きのことを考えると正しい

かなと、私もそう思います。まずは、だけれども、このＡ３の大きい資料の予定どおり

にこれが果たして実施できるかが大きな鍵になってくる。すごい多額の費用ですよね。

石澤さんの意見に反論するわけではないですけれども、僕は舎飼いすると、その場で牛

全部が見られる。今まで何十町ある放牧地か分かりませんけれども、10ヘクタール、20

ヘクタールの中で発情を見つけるのすら、牛が点々ばらばらにいる。その中で、発情を

見つける。ところが、300押し込める牛舎の中だと、一目瞭然で分かる。それもそうで

すし、機械整備でトラクターとか作業機をいっぱい入れますけれども、今牧草刈りに多

分４人、５人の人がトラクターに乗っています。草刈りだけで。それが、今導入されま

したけれども、１台で３台分の仕事をする機械が今年度から動きます。それをさらに何

台か入れていくとなると、予乾していますから、ロールべーラーですから、それを乾か

す機械も大きくしました。それも今まで３台、４台動いていたのが２台で５台分の仕事

をする機械が導入されています。私は、やはりそういうことをしながら人員も削減を図

って、トラクターの動く台数も減らして、その分飼養管理に充てられる、限られた人数
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の中で飼養管理も牛舎専門の人は牛舎専門になってもらう。当然、ふん尿処理、餌やり

の仕事が毎日必ずありますから、やはり牛舎にもそれなりの人員がいる。牧草も収穫も

今までより半減させるという人材の中でやはりトータル的に物事を進めていくべきだと

思っているのですけれども、私の言いたいのはこの予定どおりに導入を進めていただく

べき施策をお願いしたいなと思うのですけれどもいかがでしょうか。

●議長（堀議員） 水産農政課長。

●水産農政課長（川越課長） 今、議員のほうから心強いアドバイスをいただきました。

予定どおりに進めたいという気持ちと、やはり町財政を考えた中では、今までもそうで

すけれども、防衛等の優位な財源をうまく活用しつつ、ただ町営牧場だけに活用するわ

けではなくてございませんので、若干牛舎整備等については間は空けております。これ

らを想定した中でやらせていただきたいと考えておりますので、やはり今取りかからな

いといけない課題だと考えておりますので、できる限り努力をしながら、このスケジュ

ールに近い形で何とか近代的で新しい町営牧場を目指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） 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。

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決しました。

本日の会議はこの程度にとどめ、明日に延会いたします。。

午後５時13分閉会
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以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。
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