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平 成 １ ７ 年 厚 岸 町 議 会 第 ３ 回 定 例 会 会 議 録

招 集 期 日 平成１７年９月２８日

招 集 場 所 厚 岸 町 議 場

開 会 平成１７年９月２９日 午前１０時００分

開 閉 日 時

延 会 平成１７年９月２９日 午後 ５時０３分

⒈ 出 席 議 員 並 び に 欠 席 議 員

議 席 出席○ 議 席 出席○

氏 名 氏 名

番 号 欠席× 番 号 欠席×

１ 室 﨑 正 之 ○ 10 池 田 實 ×

２ 安 達 由 圃 ○ 11 岩 谷 仁 悦 郎 ○

３ 南 谷 健 ○ 12 谷 口 弘 ○

４ 小 澤 準 ○ 13 菊 池 賛 ○

５ 中 川 孝 之 ○ 14 田 宮 勤 司 ○

６ 佐 藤 淳 一 ○ 15 佐 齋 周 二 ○

７ 中 屋 敦 ○ 16 竹 田 敏 夫 ○

８ 音 喜 多 政 東 ○ 17 佐 々 木 敬 治 ○

９ 松 岡 安 次 ○ 18 稲 井 正 義 ○

以 上 の 結 果 出 席 議 員 １７名 欠 席 議 員 １名

⒈ 議 場 に 出 席 し た 事 務 局 職 員

事 務 局 長 議 事 係 長

小 倉 利 一 髙 橋 政 一
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⒈ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の氏名

職 名 氏 名 職 名 氏 名

町 長 若 狹 靖 特別養護老人

藤 田 稔

助 役 大 沼 隆 ホーム施設長

収 入 役 黒 田 庄 司 デイサービス

藤 田 稔（兼務）

総 務 課 長 田 辺 正 保 センター施設長

税 財 政 課 長 佐 藤 悟 監 査 委 員 今 村 實

ま ち づ く り 監査事務局長 松 澤 武 夫

福 田 美 樹 夫

推 進 課 長 教 育 長 富 澤 泰

町 民 課 長 久 保 一 將 教委管理課長 米 内 山 法 敏

保健介護課長 豊 原 隆 弘 教委指導室長 酒 井 裕 之

福 祉 課 長 松 見 弘 文 教 委 生 涯

柿 崎 修 一

環境政策課長 小 島 信 夫 学 習 課 長

産業振興課長 大 崎 広 也 教 委 体 育

松 浦 正 之

建 設 課 長 北 村 誠 振 興 課 長

病 院 事 務 長 斉 藤 健 一 農委事務局長 藤 田 稔

水 道 課 長 高 根 行 晴

⒈ 会議録署名議員

９ 番 松 岡 安 次

１１ 番 岩 谷 仁 悦 郎

⒈ 会 期

９月２８日から９月３０日までの３日間（休 会 な し）

⒈ 議事日程及び付議事件

別紙のとおり

⒈ 議事の顛末

別紙のとおり
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厚 岸 町 議 会 第 ３ 回 定 例 会 議 事 日 程

（１７．９．２９）

日 程 議 案 番 号 件 名

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 一般質問

釧路支庁管内町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数
第 ３ 議案第４９号

の減少及び規約の変更について

釧路市阿寒郡阿寒町及び白糠郡音別町の廃置分合に伴う釧路公

第 ４ 議案第５０号 立大学事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の

変更について

釧路市阿寒郡阿寒町及び白糠郡音別町の廃置分合に伴う釧路広

第 ５ 議案第５１号 域市町村圏事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規

約の変更について
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厚岸町議会 第３回定例会

平成17年９月29日

午前10時00分開会

●議長（稲井議員） ただいまより平成17年厚岸町議会第３回定例会を続会いたします。

●議長（稲井議員） 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（稲井議員） 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、会議規則第118条の規定により、９番松岡議員、11番岩谷議

員を指名いたします。

●議長（稲井議員） 日程第２、昨日に続き一般質問を行います。

12番、谷口議員の一般質問を行います。

12番。

●谷口議員 本定例会一般質問に当たりまして、通告しておりました３点についてお伺い

をいたします。

まず、１点目は、アスベストの問題であります。

この問題では、昨日、お二人の方が質問をされておりますが、私も通告しております

内容で質問をさせていただきます。

１点目は、アスベストについての正しい認識を町民の方々に知っていただく、持って

いただくことが大事なことであり、それによって、自分たちがどう対処していかなけれ

ばならないか、疑問があればどうしたらよいか、これらについて、アスベスト問題につ

いて具体的に説明をお願いしたいと思います。

次に、厚岸町内でのアスベストの使用状況はどのようになっているのか。公共、民間

について、それぞれの実態について説明をお願いいたします。

３つ目は、過去に厚岸町がとってきた対策はどのようなものであったのか。その内容

について説明をお願いいたします。

４つ目は、今回の問題が明らかになってからの対策はどのようになっているのか。担

当の窓口はどの課が担当するのか、お伺いいたします。

５つ目は、町内の事業所などで以前にアスベストを扱った業者、それにかかわった労

働者とアスベスト使用施設で生活した公共、民間問わず、これらの方々の実態がどのよ

うになっているのか。また、労災認定の相談などがあったのかどうなのか、説明をお願

いいたします。

２点目は、防災対策についてであります。

１つは、今年の防災訓練の参加状況と訓練の成果と問題点はどうであったのか、説明
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をお願いいたします。

２つ目は、今、世界各地で震災、あるいは台風、ハリケーンなどの大災害が相次いで

いるわけでありますが、これらについて行政の対処について多くの教訓が示唆されるも

のがあったのではないかと思われますが、どのように受けとめ考えておられるかお伺い

をいたします。

３つ目は、震災、津波等での避難路、避難方法などについて、その後、改善が図られ

たのかどうかということでありますが、これらについても説明をお願いいたします。

３点目は、矢臼別演習場についてであります。

沖縄に駐留する米海兵隊の県道104号線越えの砲撃訓練が移転訓練として行われて９年

目になりますが、矢臼別演習場においては８回行われたことになりますが、本年度の訓

練は大隊規模でありましたけれども、どのようなものであったのか。町として、また関

係自治体としてどのように押さえられているのかお伺いいたします。

後に、矢臼別演習場内の砂防ダムに関する問題であります。

矢臼別演習場・別寒辺牛川水系土砂流出対策等検討委員会が一昨日、27日に厚岸町で

行われましたが、その内容について説明をお願いしたいと思います。

以上で私の１回目の質問といたします。

●議長（稲井議員） 町長。

●町長（若狹町長） おはようございます。

12番、谷口議員の一般質問にお答えをいたします。

まず初めに、アスベスト問題とはどのようなものか、具体的に説明をお願いしますと

のご質問でございますが、昨日以来、３番、南谷議員及び１番、室﨑議員の一般質問で

お答えしているところでございますので、ご理解を賜りたいと存じます。

●議長（稲井議員） 谷口議員。

●谷口議員 さきの議員の答弁書をお願いします。

●議長（稲井議員） 休憩します。

午前10時07分休憩

午前10時10分再開

●議長（稲井議員） 再開します。

町長。

●町長（若狹町長） 次に、厚岸町内の公共施設、民間施設のアスベストの使用実態につ

いてでありますが、３番、南谷議員にもお答えしましたが、町内にある学校を初め、公
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共施設を設計図書、さらには目視による確認をしたところ、お手元に配付させていただ

いた資料のとおりで、アスベスト等を含有している疑いのある吹きつけ材等を使用して

いる公共施設一覧表のとおりであります。

また、民間施設におけるアスベスト使用実態については、建築確認申請をベースに昭

和31年から平成元年までに建設された建物で吹きつけアスベスト等の使用可能性のある5

6件の所有者、管理者にアンケート調査を実施しており、現在まで23件の調査報告があり、

いずれもアスベストは使用していないとの回答でありました。

次に、過去に厚岸町がとってきた対策についてでありますが、まず学校施設では、ア

スベスト使用が社会問題となった昭和62年に、当時の判断の中で毒性が強いとされた３

種類の吹きつけアスベストの使用状況調査が行われ、当町においては、その調査対象に

該当する学校はなく、特段の対策はとられていませんでした。

次に、水道施設についてですが、平成15年度において厚岸浄水場の水処理施設の上屋

部分などに使用されていた吹きつけアスベストに劣化が見られたため、外壁等の改修に

あわせて除去工事を行っております。さらに、上水道区域については、平成５年度から

更新の工事を行い、平成15年度をもって石綿セメント管の解消が図られております。

また、尾幌農業用水道の配水管の一部に使用されている石綿セメント管については、

これまでに順次、塩化ビニル管への変更を行っており、今後も年次計画をもって石綿セ

メント管の解消を図ってまいりたいと考えております。

次に、建築物の解体工事に関してですが、解体工事を行う場合は、建築基準法では10

平方メートル以上の建築物の除去をする場合、平成14年から施行された建設リサイクル

法では、面積規模や請負代金が法令に定めるものに該当するものについて届け出ること

とされており、これらの届け出に関することや分別解体の周知等については、パンフレ

ットなどの配布により行ってまいりましたが、他の関係法令にかかわる解体時の詳細な

作業方法やアスベスト等についての対応に関しましては、周知徹底を行っていなかった

のが現状であります。

今回の問題を踏まえまして、今後は解体工事関連業者の方々に対して作業方法などに

ついても周知を図るとともに、新しい情報が入りましたら情報提供を行ってまいります

ので、ご理解願います。

次に、今回、問題が明らかになってからの対策はどのようになっているか、担当の窓

口はどの課が担当するのかのご質問でありますが、町の対策については、１番、室﨑議

員の一般質問にお答えしたところでありますので、ご理解賜りたいと存じます。

担当の窓口については、町といたしましては、アスベスト作業従事者以外の人の健康

相談に関することは保健介護課健康づくり係及び町立厚岸病院、建築物のアスベスト対

策に関することは建設課建築係、その他のアスベストに関することは環境政策課環境対

策係及び廃棄物対策係が対応しております。

、また、町以外の機関といたしましては、アスベスト作業従事者の健康相談、健康診断

労災に関することは釧路労働基準監督署、釧路支庁管内のアスベストに関する健康診断

を実施している医療機関は釧路労災病院、アスベスト作業従事者以外の人の健康相談に

関することは釧路保健所、アスベスト建築廃材等の産業廃棄物に関することは釧路支庁

環境生活課環境保全係が対処しております。
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なお、以上の問い合わせ先は９月号の広報誌「あっけし」の折り込みチラシでお知ら

せし、また、10月号広報誌「あっけし」にも掲載して、町民の皆さんにお知らせする予

定です。

なお、アスベスト問題は多方面に及ぶことから、庁内関係部局が密接な情報交換等を

行い、今後の対策等を検討するため、助役を座長として教育長、税財政課、まちづくり

推進課、保健介護課、福祉課、環境政策課、産業振興課、建設課、水道課、教育委員会

管理課、町立病院の関係職員により組織した厚岸町アスベスト問題対策庁内連絡会議を

８月15日に設置し、事務局を健康被害に対応する保健介護課健康づくり係といたしまし

たが、先般改正された釧路支庁主催の釧路地区アスベスト問題市町村連絡会議の事務局

が環境生活課にあることから、国・道の情報がスムーズに厚岸町の担当部署に伝わるよ

う、日ごろつながりのある環境政策課環境対策係に変更したところでありますので、ご

理解賜りたいと存じます。

次に、町内でアスベストを扱ったことのある事業所及び取り扱い等の業務に従事した

労働者及びアスベスト使用施設、公共、民間で生活した方々の実態並びに労災認定の相

談についてのお尋ねであります。

本年７月に、この問題が惹起されて以来、アスベストを取り扱った可能性が報道など

で指摘されている造船業、船舶機械取扱業、自動車整備業について、町内の事業所、ま

たは業界団体などを調査いたしました。

造船業では、調査した５社すべてが船体にはアスベストを使用していないという結果

でありましたが、船舶機械取扱業においては、代替品の出る平成８年までエンジンの排

気管の断熱処理のためアスベストを使用していたという回答があり、現在でも修繕のた

めアスベストを取り扱うことがあるということであります。

作業従事者の健康管理については、年１回の一般的な健康診断を実施しているという

結果でありました。

また、サケ、マス、サンマ漁を営んでいる船主21人も調査しましたが、漁船における

アスベストの使用の実態は、この調査からは把握することができませんでした。しかし

ながら、その後の補充調査で船外機を動力とするものを除くほとんどの船舶にアスベス

トが使用されているとの証言もあり、漁船関係者への周知徹底も今後必要と考えており

ます。

自動車整備業については、過去においてアスベストを使用、または含有するクラッチ

ディスク、ブレーキパッド等の部品がありましたが、平成９年10月には非アスベスト化

が完了したということであります。

業界では、アスベストを取り扱う作業に従事したことのある労働者の健康状態を確認

するため、抽出された労働者に年１回の健康診断を義務づけ、さらに退職者にも健康診

断を督励しているという報告をいただいております。

アスベスト使用施設で生活し、または作業に従事した方々の実態につきましては、今

、のところ把握できておりませんし、健康被害に関する町への相談もございません。また

労働災害の相談窓口になっております釧路労働基準監督署に照会してみましたが、電話

相談は匿名が多く、居住地の確認まではしていないとのことで、その実態は不明であり

ます。
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次に、防災対策についてお答えします。

まず、１点目の今年の防災訓練の参加状況と訓練成果と問題点についてのお尋ねであ

りますが、本年の防災訓練は、去る９月２日に地震と津波を想定して、昨年と同様に午

前11時から実施しました。訓練の内容は、全町民を対象とする避難訓練のほか、松葉町

集会所前においてテント設営訓練を、厚岸中学校校門付近で消火訓練を、また厚岸中学

校校門付近及び真竜中学校校門付近の２カ所で、厚岸赤十字奉仕団の協力を得て非常食

の実演を行っています。

また、住の江山の手自治会では、昨年に引き続いて、町の防災訓練に合わせて独自に

、避難所を援助するためのテント設営訓練を行うということで、消防職員の協力を依頼し

心肺蘇生訓練と消火訓練を行ったほか、役場におきましては、避難場所への配置や公用

車無線による情報伝達訓練などを継続して行ってきております。

今回の避難訓練への参加人数は、児童生徒1,194名、大人718名で、合計1,912名となっ

ています。なお、大人では、昆布漁が行われたにもかかわらず、昨年度より145名の増加

となっており、過去５年間の平均参加人員の617人を上回った結果となりました。

訓練成果についてでありますが、当町の防災訓練は国の防災週間に設定しており、本

年も防災の日である９月１日の翌日に行っていることから、テレビやラジオにより防災

に関する特集番組などが数多く放送されていたこともあり、自分の身は自分で守るとい

う基本的な考えに立ち、どのように避難行動をとるのかを再確認することができたので

はないかと考えます。

問題点についてでありますが、これまでにも議会で質問をいただき、お答えしており

ますが、本年の訓練においては、ほとんどの参加者がふえたとはいえ、まだまだ訓練参

加が少ないこと、また参加者についても毎年同じ方に限られている傾向にあります。い

ざというときに地域全体が助け合いの中でスムーズに避難行動をとれることが望まれる

ところであり、全町一斉の訓練日に限らず、自治会単位で行う訓練実施の企画や活動支

援に積極的に取り組みをしたいと存じます。

次に、世界各地で震災、台風、ハリケーンなどの災害が相次いでいるが、行政の対処

について学ぶべきことが多くあると思われるが、どのように考えているかとのお尋ねに

お答えいたします。

世界においては、昨年12月に起きたスマトラ沖地震による津波被害や本年８月のアメ

リカにおけるハリケーンによる水害、また日本各地における地震や台風によるさまざま

、な被害が報道されるたびに、自然災害の恐ろしさを目の当たりにしているところですが

国・道を初め各地方公共団体における防災体制は、過去の出来事を教訓に強化されてき

ていると考えています。

とりわけ北海道との間では、衛星通信で連絡可能な北海道ネットワークシステムが構

築されるなど情報体制の強化が図られています。また、情報化社会と言われる今日、テ

レビ、ラジオから放送される情報が住民の情報手段として も身近で確立されているほ

か、当町における防災行政無線による伝達も行うなど、情報伝達のハード面については

一定の整備が整っていると考えております。

しかしながら、いざ大災害が起きたことを考えてみますと、やはりみずからの身の安

全はみずからが守るのが基本であると言われておりますし、また、そのようにお考えい
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ただいている方が多いものと考えますが、それに加え地域の公共機関を初め、多くの町

民が防災活動に協力、連携するなどの活動が必要と考えます。

さらには、行政の役割として自主防災思想の普及や、地域において災害時、要援護者

を支援する体制を整えるように努めることであると考えますし、その体制を築くことが

より大切であると認識しており、そのための関係機関との連携強化に一層努めます。

次に、３点目の震災、津波等での避難路、避難方法などで改善は図られたのかとのご

質問でありますが、政府の中央防災会議が本年６月、釧路沖と根室沖の震源域が連動し

た500年間隔の地震が発生した場合、厚岸町においては、可能性としながらも津波の高さ

が13メートルとも言われておりますが、そうした場合に避難行動をいち早く行わなけれ

ばならないということは言うまでもありません。

昨年４月公布された「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進

に関する特別措置法」により、本年中には津波対策の推進地域の指定が行われます。当

町としては、それに合わせ避難路や避難方法の検討を再度行ってまいりたいと考えます

ので、ご理解を賜りたいと存じます。

続いて、矢臼別演習場についてのお尋ねにお答えいたします。

まず、今年度の海兵隊の砲撃訓練内容についてでありますが、矢臼別演習場における

今年度の米海兵隊訓練の具体的な日程や規模等につきましては、８月５日に札幌防衛施

設局から通知がありました。その内容は、８月25日に 初の隊員が矢臼別演習場に到着

し、９月25日まで訓練部隊が矢臼別演習場に滞在する日程であり、射撃訓練は９月５日

から同月18日までの間に10日間実施するというものでありました。既にこのスケジュー

ルに基づいて実際に訓練が行われ、去る９月25日には予定どおりすべての部隊が矢臼別

演習場を離れております。

また、射撃訓練につきましては９月５日から始まり、９月８日を除き15日まで10日間

実施されており、このうち６日間は夜間射撃訓練も行われています。

このたび訪れた在沖縄米海兵隊の部隊名及び規模についてでありますが、第３海兵師

団、第12海兵連隊、第３大隊で人員約400名、車両数約100両であり、射撃訓練に使用す

る火器は155ミリりゅう弾砲12門でありました。

なお、このたびの射撃訓練に際しましても、９月２日に米海兵隊からの事前説明会が

開かれ、また９月７日には射撃訓練の公開も行われておりますことは、質問者の谷口議

員も参加されまして、ご承知いただいているとおりであります。

次に、矢臼別演習場・別寒辺牛川水系土砂流出対策等検討委員会の開催とその内容に

ついての質問でありますが、さきの第２回定例会において質問者に対し、委員会として

の 終報告を取りまとめ、本年７月末もしくは８月上旬に厚岸町で開催する予定である

旨説明しておりましたが、 終報告取りまとめのおくれや委員、アドバイザーの日程調

整などで開催がおくれ、先日９月27日に本の森厚岸情報館で第８回の検討委員会が開催

されました。

討議の内容は、矢臼別演習場・別寒辺牛川水系土砂流出対策等に関する 終調査報告

の説明に対し総合討論が行われ、委員、アドバイザーの意見等を含め、 終報告になる

ものであります。

終報告書は大きく８項目にまとめられ、１項目は別寒辺牛川水系土砂流出対策事業
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の概要、２項目は流域の特性、３項目は環境要素の特性調査と結果、４項目は現行の土

砂流出防止対策の評価、５項目は新たな土砂流出対策のあり方、６項目は演習場におけ

る土砂生産源対策の検討、７項目は既設ダム改良の検討、総じて 終８項目に委員会か

らの提言としてまとめられたものでございます。

以上でございます。

●谷口議員 議長、すみません。ちょっと二、三分休憩してもらえませんか。

●議長（稲井議員） 休憩します。

午前10時34分休憩

午前10時35分再開

●議長（稲井議員） 再開します。

●谷口議員 議事進行でお願いします。

今、答弁いただいたんですけれども、さきの議員に答えられているということで省略

されているんですけれども、私は、アスベストというものはどういうものなのか具体的

に説明されて、そして、それがどういう影響を与えるのかということをきちんと説明を

していただきたいということで、１番目に挙げているわけです。これらについては答弁

漏れだと思います。

●議長（稲井議員） 休憩します。

午前10時36分休憩

午前10時41分再開

●議長（稲井議員） 再開します。

町長。

●町長（若狹町長） それでは、ご指摘がございましたので、お答えをさせていただきま

す。

今年の６月、さきにも答弁いたしましたが、大手機械メーカーが従業員や周辺住民に

中皮腫発症や死者まで出ていることを公表し、他のメーカーも谷口議員指摘のように同

様の被害が報告をされたところでございます。それがもとで、今日、大きな社会問題に

なったのであります。

アスベストは耐熱性や強度にすぐれて、かつて天井、吹きつけ防火材などに使用をさ

れておるわけであります。約９割使われておるわけであります。そのほか工業用から電
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気製品、日用品まで約3,000種の製品に使われていると言われております。

石綿はそこにあること自体が直ちに問題でなく、飛び散ることに吸い込むことが問題

となるわけでございまして、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃

に関する法律などで予防や飛散防止等が図られているわけでございます。

以上でございます。

●議長（稲井議員） 12番さん、ただいまの町長の答弁は１回目の質問に対する答弁とい

うふうにいたしますので。

それでは、12番、２回目。

●谷口議員 今、町長からお答えをいただいたんですけれども、このアスベスト問題につ

いては、昨日からお二人の方が質問されておりますから、室﨑議員は落穂拾いというふ

うにおっしゃっておられましたけれども、私は、重箱の隅までいくのかどうかちょっと

わかりませんけれども、やはり非常に、この健康被害に対する問題というのは、多くの

方々が心配されている問題ではないのかなというふうに考えます。

そこで、今、町長が説明になられたように非常に大変なものでありまして、これがも

し本当に人体に取り込まれた、そういう人たちがいるとすれば、いつ自分がそのことに

よって発症するかという不安な中で生活をしていかなければならないというふうに考え

ます。

それで、昨日、資料をいただいて、厚岸町内の施設においては大体こういう内容だと

いうこともわかりましたし、現在、調査を行っているということで、これについては速

やかな調査を進めていっていただきたいなというふうに思います。

それで、今まで厚岸町が町内の施設として使用してきた、これらの施設の中で、実際

に調べ方なんですけれども、今、昨日から答えられているように、使用状況について調

、査されているわけですよね。それで、これらについての調査の仕方、これについては今

調査中というのと、それから実際に除去をしている施設もあるわけですよね。

そうすると、これらについてはきちんと当時の除去の仕方、あるいはそれを吹きつけ

たり工事を施工する、それらについてどういうふうに行われていたのか。今の基準から

すると、相当甘いものであったのではないのかなというふうに考えますし、それから、

実際それに当たった人たちが、昨日もたしか室﨑議員もおっしゃっていたと思うんです

けれども、危険なものかどうかということも考えないままに、その作業に従事していた

ということもあるのではないのかなというふうに考えるんです。

それで、今、建物がすごく注目されておりますし、あるいは学校の備品等で、理科の

教材等にたくさん使われているということも言われておりますけれども、例えば水道屋

さんに勤務されている方いましたよね。そして、過去にはあったけれども、もうなくな

ったと。だけれども、当時は、もう水道管の本管はほとんどが石綿管であったという時

代がありますよね。厚岸町のこういう地盤でありますから、しょっちゅう破損等が起き

て、それを接続したりするためには、一定程度、電動の機械で切断したり研磨したり、

いろいろなことをしながらやってきている人もいると思うんですけれども、そういう人

たちが、実際、自分たちはどうだったのかというのは、きちんと把握できているんだろ
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うかということなんです。

ですから、私は今、町長の方から説明を受けましたけれども、特にこれはもう潜伏期

、間が長いということを考えると、過去に扱った業者の従業員、こういうものを徹底して

やっぱり行政が洗い出さないと、これはちょっと大変なことではないのかなというふう

に思うんです。

、それから、船のエンジン、あるいは自動車の整備会社、そういうところでの取り扱い

これももうすべてが過去になるわけですよね、扱った人たちが。そうすると、一定の年

齢がいってしまっている、あるいはもう亡くなっていると。当然、今の基準からすると

労災の認定を受けることができたのに、その認定が受けられないというようになったの

では困るのではないのかなというふうに私は思います。

そういうことから考えると、今回、厚岸町が10月号でアスベスト問題について広報に

きちんと掲載をするということなんですけれども、それらについての内容は具体的にど

ういうものなのかということなんです。それで先ほどから、昨日も出ておりましたけれ

ども、やっぱり一番先に厚岸町に行ったら、電話でも何でもいいんですけれども、聞け

る場所はどこなんだと。そこから親切丁寧に、あちらに行った方がこの問題を解決する

には早いですよということをやっていく担当窓口をきちんとしていく必要があるのでは

ないのかなというふうに考えますけれども、これらについてもう一度詳しく説明をして

いただきたいというふうに思います。

それと、やはり公営住宅だとか、そういうところでの飛散が全くなかったのかどうな

のかも含めて、住民の調査なども行っていく必要があるのではないのかなというふうに

考えますが、もう一度これも説明をお願いいたします。

、防災対策についてでありますけれども、今、町長から説明をいただきましたけれども

大人の人の参加資料に「過去５年間を大きく上回る」というような説明をいただいてお

ります。

それで、世界規模で大きなスマトラ沖の津波だとか、それからアメリカのハリケーン

だとか、大きな災害が相次いで起きているわけです。そういう中で、厚岸町も地震、津

波に対しては、非常に私たちも含め町民もやっぱり敏感になっているのではないのかな

というふうに考えます。

それで避難行動や、あるいは自分たちがそのときどうしていかなければならないのか

ということが、すごく大事なことだと思うんです。前にも私、質問いたしましたけれど

も、厚岸町の防災体制だとか、そういうものを考えるときに、９月号でこの問題を特集

しておりますよね 「いざというときに備えて、防災対策は大丈夫ですか」というふうに。

なっています。

それで、これを見て、私思いましたけれども、一番初めに来るのが、まず自分の身の

安全をと。これ、元気な人はいいですよね。自分の身を安全にと。素早く火の始末をす

、る、戸をあけて出口を確保する、慌てて外へ飛び出さないと、そういういろいろあって

避難は歩いて、荷物は 低限に、正しい情報を聞くとなっているんですよ。そして、協

力し合って、応急救護。元気な人が避難をするというのは、これは一般的には、全員が

元気であれば一番いいんですよね。

それから避難行動、私、残念ながら２日の日は、今年は参加できなかったんですけれ
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ども、いつも参加しているんですけれども、私たちのルートというのは大体、駅まで行

って駅の陸橋を上っていくというのが、こういうふうに行ったらいいよというルートで

すよね。

それで、今の時代に、前にもお話ししましたけれども、高齢社会になっていて、高齢

社会の中でどういうふうに避難行動を行ったらいいのかということが、やっぱり研究課

題ではないのかなというふうに私は思うんです。

ですから、こういう訓練をやって、毎年同じようなことをやっていて、今年は参加が

多かったと。だけど、ある意味でのマンネリもあるなと。同じ人が同じように参加する

ということで、本当にまじめな人は、きちんと避難袋をしょって行くんですよ。そうい

う人もいるけれども、そういう人たちがやることは、すごい意義があることだと思いま

す。ですけれども、避難訓練に参加したくてもできない人、あるいはそういう人たちを

想定した避難訓練、こういうものもやっていかなければ、いざというときにはやはり間

に合わないのではないのかなというふうに私は思うんです。

それらについて、本当に災害弱者といったらいいのかどうなのか、私、正確なことは

わかりませんけれども、そういう人たちをやっぱり見捨てないということが大事ではな

いのかなというふうに思うんです。それでないと、せっかくいろいろないいことをやっ

ているんだよと言っても、実際には避難し切れない人がたくさん出てしまうということ

になるのではないのかなというふうに私は思います。

それから、車はだめですよということになっていますよね。歩いてということで。た

だ、今言ったように、そういう人たちが、災害弱者の人たち、障害者の方、あるいは病

気で寝たきりの方、自宅介護を余儀なくされている方々、そういう人たちに避難してい

ただくには、やはり車が必要になってくる。そういう場合には、車はどういうふうに動

かせばいいのかということもあると思うんです。そういうものも想定して、避難行動を

とっていくということも大事ではないのかなと。

ですから、例えば車を山に向けて行く場合でも、このルートは絶対逆走はなしにする

とか、この地域の人はこのルートで避難をしていただくという細かいものを、やっぱり

つくっていくことが必要ではないのかなというふうに考えます。さきの議会で、開発建

設部の支援を受けたハザードマップを作成するとかというようなお話もされておりまし

たけれども、そういうものをきちんとつくる中で、そういうものも考えていかなければ

困るのではないのかなと。

それと、今のこの避難訓練では、やはり緊急事態が発生して、あるいは病人やけがを

した人たちがいたときには、消防の方々は参加しておりますけれども、病院だとか、看

護師さんだとか、保健師さんだとか、こういう人たちはどういうふうに参加しているの

か、それらについても説明をお願いしたいと。やはり緊急のときには、そういう人たち

も当然、避難所に行っているし、当然、対応していると思うんです。そういうものも組

み合わせた対策が必要になってくるのではないのかなというふうに考えますけれども、

もう一度説明をお願いしたいというふうに思います。

それから、矢臼別の砲撃訓練についてでありますけれども、今年のこの訓練は大隊規

模で行われているわけです。それで、町長も９月７日には射撃訓練の公開訓練に参加さ

れておりました。ところが、今年は見ていると、400人の海兵隊員が来ているんですけれ
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ども、撃った砲弾の弾数は大幅に少ないんですよね。それで、監視活動をしている人た

ちの報告を聞きますと、10日間で647発。これはまあ正確にはわかりませんけれども、そ

のぐらいをカウントしたというふうに言われているんですよ。

１日平均でいえば、五、六十発というところですか。400人の兵隊が、あの広大な矢臼

別演習場に来て、県道越えの155ミリりゅう弾砲の砲撃訓練の移転訓練だというふうに言

ってきて、こちらに今、北海道の５つの演習場を年４カ所、持ち回りで砲撃訓練を行っ

ているんですけれども、このように少ない砲撃訓練はどういうことなのかなというふう

に私は思うんですよ。400人の海兵隊員が大砲を持たないでぶらぶらしているわけがない

と。訓練に来たのに、別な訓練も行われているのではないのかなというふうに私は思う

んですけれども、これらについてきちんと防衛庁や、あるいは施設庁との訓練について

連絡が取れているのかどうなのか、もう一度お尋ねをしたいというふうに考えます。

後なんですが、矢臼別の演習場の砂防ダムの問題であります。

終報告書も読ませていただきました。これは実際、これから委員長がまとめられる

というようなお話ですよね。それで今、町長が説明されましたけれども、８項目にまと

められたというお話なんですけれども、この検討委員会の、言ってみれば結論、結論で

すよ、それについて、残念ながらこの１回目の質問では、項目はおっしゃられましたけ

、れども、どんな内容になったんだよと。だから、これは検討委員会の結論ですから、国

。あるいは厚岸町が、これからどうこれに基づいて対応するかということだと思うんです

それで、既設ダムの改良の検討ということで、７の１、ダムに期待される機能と。そ

れで、トライベツ川の土砂の流出、あるいはダム改良に留意点を置くと、そういうこと

で、それから７の２では、イトウ等の生息環境保全に関する課題をどうするかというこ

とが書かれていて、ダムの改良、これはトライベツダムの改良について、どういうふう

にやったらいいのかということで５つの案が出されて、その中からいろいろ検討して、

スリットにするのがいいのではないのかということになっていますよね。それは、どう

いう考え方からこういうふうになったんだということで、トライベツダムに幅２メート

ルのスリットを設ける改良を行い、施設の土砂の調節機能とイトウなどの魚類の遡上・

降下等生息環境の保全を両立させることだということですよね。それで、なるべくこれ

は早くやってほしいという内容になっております。

そして、委員からの提言として４点挙げられているわけですよね。イトウなどの生物

生息環境に十分配意して対策を行うことが重要であると。それから、トライベツダムに

ついてはスリットダムへの改良を速やかに実施するとともに、あわせてトライベツ川流

域の生産源対策を実施すべきであると考えられると。それから、フッポウシ川について

きちんとした対策を行うべきと。それから別寒辺牛川の、当分の間モニタリングを実施

すべきだというようなことになっているわけですよね。

そういうことで、これらについて、やはりこの委員会の 終報告に基づいた対策を今

後、町としてとっていかなければならないというふうに思うんですけれども、これにつ

いては、この委員会の報告書を実施するというふうに考えていいんですよね。それにつ

いて、もう一度答弁をお願いいたします。

●議長（稲井議員） 建設課長。
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、●建設課長（北村課長） 初に、アスベストの方から説明させていただきますけれども

今回の調査対象になった施設そのものは、厚岸町における学校も含め公共施設全部をま

ず対象にいたしまして、そしてアスベストであるとか、ロックウールであるとか、ひる

石等、そういう吹きつけ材として使われている可能性のあるものの洗い出しを、まずさ

せていただきました。

その中で当然、設計書の中にロックウールであるとか、アスベスト吹きつけ材とかと

きちんと言っているもの、ひる石とか言っているものはありますし、何ら書いていない

ものもありますので、そういうものについては、現場へ行って目視をした結果わかるも

の。それから、類似品としてやはり調査しなければいけないという形の中で、そういう

形で疑わしいものという形で、アスベスト材、ロックウール材、ひる石、それと類似品

というような形の中で調査対象を絞り込んだと。

その中において、一応空気調査の中では、今、使用に緊急対応しなければいけないと

いう形のものは出てこなかったという形でございますので、まずご理解いただきたいと

思うし、その次には、それらに含まれる材の分析を今進めて、11月初旬に出る形になっ

てきていますので、それらの結果を待った中で、やはり撤去が必要なものなのか、囲い

込むことが必要なのか、硬化させることが必要なのかという形が、その分析結果によっ

て対応が検討されてくるということの内容でございますので、まずご理解をいただきた

いと思います。

それから、当然、過去の経過の中で、先ほど１回目の答弁で行いましたけれども、平

成15年度に水道の浄水場の中で、上部の方にそういうアスベスト材が使用されていると

いうことが確認されておりましたので、施設の外壁等の改修にあわせた中で除去工事を

行っております。これらについては、当然その除去工事部分については専門の業者さん

が入り込んで、そういうものが工事中に飛散しないように、そういうことがほかに漏れ

ないようにビニールでしっかりかぶって、もちろん作業員もそういう防護服やなんかを

着た上で、その作業が行われております。

それから、言われましたように過去において、ほかの施設も含めてどうなのか。今現

在ないものについては調査してございませんので、基本的には今までのそういった解体

方法はどうだったのか。通常であれば、囲い込みをしながら、飛散をできるだけ防止し

ながら作業は行われていた場合もあるだろうし、そうでない場合もあった。今でこそ分

別解体とかいろいろな形で、こういう解体をするに当たってもそういう指導要項が定め

られておりますので、それらの指導はいたしますけれども、今回、昨日も説明させてい

ただきましたが、大きな問題となって今後の対策としては十分そういうアスベストを意

、識した中でのそういう作業の指導というものを徹底していかなければならないのかなと

そのように判断しておりますのでご理解をいただきたいと思います。

●議長（稲井議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（福田課長） 次に、私の方から水道工事、あるいは自動車整備に

おいて、過去にそういった仕事を経験された方々の把握がどうなっているのかというこ
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とで質問がございました。

現在のところ、そういった方々の把握をどのようにしたらいいのかという有効な方法

を持ち合わせてはおりません。したがいまして、一般的に町民全体に対して、そういっ

た人たちが把握できるようなＰＲをしていくという方法の一つとして、町広報誌による

ＰＲということになっているところでございます。

10月１日発行予定の広報誌の内容でありますが、まず１つに、アスベストの性質につ

いて触れております。

さらに、アスベストの危険性と予防、飛散防止の法体系、それから、アスベストの使

用の歴史と現在の状況。

それから３つ目に、公共施設の調査状況。一部、空気調査は既に結果が出て、通常の

使用には安全が確認されているという旨の記述が３つ目であります。

それから４つ目は、民間建物の調査状況についてであります。ここでは、調査対象を

述べておりまして、ただし、これに該当しない木造小規模の建物であっても相談を受け

るという旨の記述。

それから５つ目には、建築物を解体する場合の届け出等の措置などについて。工事の

際は、関係機関に相談をしてほしいという督励の内容。

それから６つ目は、石綿セメント水道管について。一部それが使用されているけれど

も、飲用について、ただ水を飲むことについては、健康への心配はないという厚生労働

省の見解の紹介。

それから７つ目に、アスベストが原因となる病気の紹介。

それから８つ目に、アスベストを今現在扱い、あるいは過去に扱ったことがある労働

者に対する健康相談窓口。特に健診相談等については、専門機関である釧路労災病院に

専門の窓口が設けられたといったようなことを中心にして、その下に表組みでそれぞれ

の相談窓口を紹介しております。

それから、さらにその８番目では、アスベストが原因となる病気の特徴的な症状、こ

ういったことについても紹介をして、そういった症状がある場合は、ぜひ健康診断をと

いう督励をしているという内容でございます。

以上です。

●議長（稲井議員） 保健介護課長。

●保健介護課長（豊原課長） 私の方から、工場関係で飛散後の住民健康調査、きちんと

行われた方がよろしかろうというようなご指摘の関係でご答弁をさせていただきたいと

思います。

、労災関係につきましては、別なルートでそれぞれ行われるわけでございますけれども

この町内の工場関係につきましては、ただいま成分分析調査を行っている 中でござい

まして、この結果の内容次第でいろいろと分析をしながら対応を図っていく必要がある

のではないのかなというようなことで、今現在では考えているところでございます。

また、本日のマスコミ報道を見ますと、新規特別立法の骨格というようなことで一部

紹介がされておりまして、本日、政府の方で閣僚会合を開きまして、その中でこの法律
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の内容を明らかにするようでございます。

その中で、私ども注目しておりますのは、労災補償制度の対象者以外の住民、それか

ら労働者家族の救済、そういうことを主な目的として、漏れのない法律を目指している

というふうに報道されておりまして、この内容について私どもも大変注目をしていると

ころでございます。これらの内容もあわせながら、厚岸町として労災以外の方々、どの

ように対応していかなければならないか、検討を進めさせていただきたいというふうに

考えております。

●議長（稲井議員） 総務課長。

●総務課長（田辺課長） 引き続きまして、私の方からは防災の関係、それから米海兵隊

の訓練の関係についてお答えをさせていただきたいと思います。

まず、防災の関係でございますけれども、おっしゃるとおり９月号の広報誌等々にお

きまして、あるいは一般的な広報につきましては、災害時には、みずからはみずから守

るのが基本ですという部分での広報を主に進めさせてきております。

、この考え方でございますけれども、やはり一たん大きな災害がありますと、行政の手

あるいは、ほかの機関の手を待つということは、非常に現実的に不可能という状態が生

じております。そういった中で、やはり自分の身は自分で守るんだということを常に念

頭に置いて、家族でどうするんだ、自分はどうするんだと、こういう部分をふだんから

、考えていただくということがまず一番の基本かなと、そういうような思いでおりますし

そのことをまず全面的に出した、いわゆる啓蒙活動をさせていただいているというのが

実態でございます。

、ただ、おっしゃられるように今日の社会において、元気な人は逃げられますけれども

高齢者の方、あるいは体の不自由な方、逃げられるのかと、こういう問題はおっしゃら

れるとおりでございます。この方々をどう早急に避難させるかという部分について、こ

れは大きな問題だという部分、私どもも認識してございます。けれども、これもやはり

行政、関係機関の手ですべての方を対応すると、これも不可能でございます。

９月号の広報の中にも一部記載をさせていただいておりますけれども、地域ぐるみ、

あるいは職場ぐるみで助け合って、応急救護、あるいは避難をしていただきたいという

部分。大きくは掲げてございませんけれども、そういうような表現もさせていただいて

おりますけれども、こういった行動が必要だと。これまでの議会のご質問、あるいは提

言の中にもそういった部分については多々いただいてきておりますし、そのとおりだと

いうふうに考えております。

やはりこういった部分につきましては、地区地域全体でそういったような方々を支え

ていくという体制を構築していくということが も大事であろう、その方向に進まなけ

ればならないというふうに考えておりますし、そういうようなことで取り組んでまいり

たいというふうに思っております。

今回の訓練につきましても、これは全町一斉でございまして、やはり訓練の後からの

アンケート等々の意見等も要約しているものがございますけれども、それらを見まして

も時期がやはり悪いとか、あるいは時間帯がもう少し動かしていただければと、こうい
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うような部分、これはやはりそれぞれの地区ごとにございます。これも画一的に、では

これで皆さんがすべていいんだという時間設定、あるいは時期設定というのも非常に難

しいわけでございまして、実はこれらの考え方の中から、やはり地域の方々と、その地

域にとって一番いい訓練の時期はどうなんだ、時間帯はどうなんだ、どうすればみんな

参加していただけるんだというようなことを考えていきますと、一斉の訓練日というこ

とにこだわらずに各自主防災組織、あるいは自治会等の取り組みの中で、この時期にこ

ういうような形であればできるんだというような部分、こういったものを大事にしなが

ら、逆にそういったところとタイアップしながら、個々に訓練設定をしていくというこ

との取り組み、こういったことが大事なのかなというふうに実は考え方を持たせていた

だいております。

今回の訓練の案内の中にも、各自治会の中にはそういった部分も取り組みまして、こ

の訓練にとらわれず、そういった訓練、相談、支援、こういったことをしていきたいの

でよろしくお願いしますというような項目も加えた案内も差し上げているというような

状況でございますのでご理解をいただきたいと思いますし、そういった中で、いわゆる

地域全体でどうしていくかという部分、みんなとともに考えてつくり上げていきたいと

いうふうに考えております。よろしくお願いしたいと思います。

それから、避難のときに車を使うということも考えてはどうか。これもおっしゃられ

るとおりでございまして、私も先般、専門家、いわゆる大学の教授等とお話しする機会

を得ましたけれども、今の時代、現実的に車を使わないで、じゃ避難しなさいといって

も避難できないという実態がある。そうした場合に、選択した車の使用という部分も考

えていかなければならない時代に入ってきているだろうと。これはそのように言われて

ございます。

おっしゃられるとおり、であるのならば、どの車を、だれが、その車を使って、だれ

を、どのようなルートで運ぶのか。これは、おっしゃられるように大事になってくるわ

けでございまして、この辺も机上だけでなくて、やはり地域の人方と、では、この人方

をどういうふうな形でいくんだというような部分、それらなんかと重ね合わせながら、

一緒に考えて積み立てていかなければ、実際のときにはうまく機能しないというような

、部分もあろうかと思います。おっしゃられるとおりでございまして、その辺についても

先ほど言いました地域と一緒に、この防災対策を考えていく上で取り組んでまいりたい

と、このように考えておりますのでよろしくお願いしたいと思います。

それから、今回の訓練に病院であるとか、そういったような関係機関の参加はどうだ

ったのかと、こういうご質問でございますけれども、私どものこれまでやってきている

今回のこの町の防災訓練、一応、避難をするという。津波警報が出されました。津波の

おそれがあります。津波が襲ってきます。では、いち早く、高い、安全な場所に避難し

ましょうと。いわゆる初動訓練でございますけれども、こういった部分を重点的にこれ

、までさせてきていただいているというのが実態でございまして、その後、被害を受けた

応急避難場所を設けた、あるいは第２次の避難場所まで来て、そこでどういうふうに過

ごすかというような、いわゆる２次的といいましょうか、そういうようなところまでの

訓練にはまだ入り込んでございません。

そういった中で進んできているわけでございまして、例えば、一つの例で申し上げま
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すと、町立病院におきましても、あそこには患者という収容者もおりますし、従業員も

、もちろんいる。そこで起きた地震災害、あるいはこれから起きるであろう津波に対して

どう中にいる方は対応していくのか。こういった部分も、それぞれの施設において行っ

、ていただいております。実際に患者さんに参加していただくとか、それから病院の場合

平日でやっておりますから、日常の診療業務をストップしてまでやるということは、な

かなか影響が大きいものですから、そこまではやっておりませんけれども、少なくとも

そういった中でこの地震に対してどういうような行動をするかという部分の職員の再確

認をするだとか、こういうような訓練の参加をしていただいているというのが実態でご

ざいます。

おっしゃられるように、いわゆる現地での対策本部だとか、そういったものをつくっ

たときに、どういうふうに機能していくんだと。これは当然、検証していく必要がある

でしょうし、そういった取り組みもしていかなければならない。方法とすれば、図上訓

練もありますし、実際の訓練のやり方もあるということでございますけれども、これら

につきましては、この全体訓練に合わせてやるのがいいのか、現実的に別個な訓練とし

て、関係機関の訓練として別な部分としてやっていくのがいいのか、こういう部分も考

え合わせながら今後取り組んでいきたいなというふうに思っておりますし、そういうこ

とでご理解をいただきたいと思います。

何分にも今、北海道ではこの津波災害に対するシミュレーション、どのくらいの津波

が来るのか、どこどこに来るのかというシミュレーションをつくるという事業を昨年、

今年度で行ってきておりますし、そういったデータがまいります。それから、先ほど町

長の方から答弁申し上げておりますけれども、特措法の関係で津波、地震、こういった

ものにどう対応していくのかという部分について、再度見直しの計画をつくらなければ

ならないというような部分がございます。そういった中で、こういった課題も考え合わ

せながら見直し等で取り組んでまいりたいというふうに思いますので、よろしくお願い

いたします。

それから、米海兵隊の訓練の関係でございますけれども、今年度の射撃弾数が647とい

うふうに聞いておりますけれども、この実際に訓練で発射された弾数の公表につきまし

ては、例年、正式には次の年に公表がされてございます。今回の射撃弾数については、

まだ公表されてございません。

したがいまして、私ども正式に何発の弾が射撃が行われたのかという実態については

、つかんでおりませんし、これは年明けの公表を待つしかないわけでございますけれども

過去に行われてきている射撃の状況を見ますと、昨年は中隊規模ということで639発の射

撃が行われたということで公表されておりますし、その前の15年度では1,791発、その前

が2,147発。大体2,000発前後の射撃訓練が大隊規模で行われてきているというのが実態

でございます。

そういった中で、別な訓練が行われているのではないかということでございますけれ

ども、私ども説明を受けておりますのは、今年の場合400名の隊員が結果的に来られてい

るということでございますけれども、この構成につきましては射撃要員、いわゆる実際

に砲を使って射撃をする訓練要員、このほかにこの訓練を安全かつ円滑に行うための支

援隊員といいましょうか、そういう方々も含まって来ているということで、ここで行わ
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れている訓練は、この装備している155ミリりゅう弾砲を用いての射撃訓練を行っている

というふうに説明を受けてございまして、それ以外の訓練を行っている云々というよう

な情報は得ておりませんし、こういうような訓練を行うということで説明を受けている

ということでございます。その説明を受けている範囲内での訓練が行われているものと

いうふうに理解をしておりますので、ご理解いただきたいと思います。

●議長（稲井議員） 建設課長。

●建設課長（北村課長） 私の方から、矢臼別の砂防ダムの検討委員会の報告について、

今、質問者が言われたとおり報告書が出されて、現在、案がついておりますけれども、

この案をとるために、先ほどの前回の27日の委員会の中で各委員、アドバイザーの中か

らは、やはりモニタリング、今後を含めて必要だと。施設が改良されたときにはどうな

ったのかと、含めて検証して、それから大きな雨が降ったとき、土砂の流出があったと

きのそういう検証も含めて、やはりモニタリングの必要性がさらに強く言われたという

形で、その取りまとめが先ほど質問者が言われたとおり、委員長がまとめて 終的な報

告となるという形でございますので、また、そのとおりでございますので、ご理解願い

たいと思います。

それから、これらに伴う対策、いろいろな形の中では、やはり既設ダムの改良もあり

ますし、従来、大きなダムを設置予定のものを発生源対策という形の中でいろいろ配置

されていく。具体的なそういうもの、多分この辺にこうだろうという形で上流部という

か、もっともっと今の厚岸町の境界に近いところではなく、発生源として本川に流れ込

む支流や上の方で、植栽とか谷どめとかいろいろな工法でいろいろやっていった方が、

逆に環境に配意した形の中ではいいんじゃないのかという形で提言がまとめられており

ますので、これらの実施については、今後、防衛施設局と十分協議しながら進めていく

というふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。

●議長（稲井議員） 12番。

●谷口議員 アスベスト対策については、もう昨日から議論をされておりますから、十分

な対応を。やはり厚岸町だけではできる問題ではありませんし、国や道ときちんと連携

をとりながら、あるいは国にもやっぱり強くこの問題については申し入れをしていかな

ければならないのではないのかなというふうに思うんですよ。今まで、言ってみれば国

の責任がこういう事態を招いたわけですから、７月１日に実際に規則が施行されるとい

う段階になって大問題になってきているということですので、国に対するやはり強い対

応についての申し入れを進めていっていただきたいなというふうに考えます。

それから、災害の問題です。

防災対策についてでありますけれども、やはり十分に全町民が安全に避難活動ができ

たり、その対応ができるような方策をとっていただきたいというふうに考えますけれど

も、現在、高齢化社会を迎えている中で、やはり災害時の要援護者の対策というか、こ

れをきちんととっていかなければならないというふうに思うんです。
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ですから、今回の答弁でも、ただ言葉だけではなくて、やはり具体化をしていくとい

うことが大事ではないのか。ですから、私はこれを町全体でやることも、それは大事か

もしれないけれども、やはりこういう問題というのは一遍には大きくはできないと思う

んです。

ですから、先ほど課長がおっしゃっていましたけれども、図上訓練から始める場合も

あるでしょうし、ある特定の地域の町内会、自治会の協力を得てやる場合もあるでしょ

うし、それから前のときに盛んに地域の自主防災組織の育成というお話をされておりま

すが、それでこれがうまくなかなか立ち上がってこないんだというお話なんですけれど

も、やはりそこの実態をつかむということも大事だし、どうしてそういうものをつくら

なければならないのかというあたりを、やっぱりきちんとつかんでいく必要。地域で困

、っていれば、どうして困っているのか、どうしてできないのか。こういう人がいるのに

できない場合はどうすればいいのかということを、やっぱり具体化する必要があるので

はないのかなというふうに思うんですよね。

私たちの町内会なんていうのは、特に小さな町内会ですので、日中はほとんど若い人

がいないというような状態なんですけれども、そういう場合はどうしたらいいのかとい

うことも、やっぱり検討していかなければならないのではないのかなというふうに考え

ますけれども、その辺の問題についてもう一度お答えをお願いしたいと。

、それと、避難ルートの問題、もう前回も質問しましたけれども、やはりこれも早急に

完全な案とはいかなくても、このルートはこうしましょうという約束事というか、そう

いうものもやっぱり実際にやってみる必要があるのではないか。やってみないと、混乱

するか混乱しないかもわからないんですよね。

ですから、どういうルートで、この地域はこういう人を車に乗せて避難することをや

ってみませんかということも、やはりやってみたらいいのではないのかなというふうに

思いますけれども、ルートをつくるのと同時に、そういうことも一緒に行うべきではな

いのかなというふうに考えますが、もう一度お尋ねいたします。

それから、海兵隊の問題については、やはり私は、できることであれば、もうこちら

では行わないでいただきたいなというふうに思いますけれども、政府間の決め事である

ということで、これで８回行われたということで、来年はどういうふうになるかちょっ

とわかりませんけれども、連続４回やったら大概１回はとまるのではないのかなという

ふうに考えますけれども、これらについてはやはり万全な体制をとっていただかなけれ

ば、もし事故が起きてからでは大変なことになるなというふうに考えます。

それから、砂防ダムの問題なんですが、この問題が発生して対応されたことに非常に

ある意味ではいいことだったなというふうに思うんです。きちんとした対応をとられた

と、こういうことでは多くの人がやはり非常に今までの国、あるいは官庁が進める仕事

で、こういうことできちんと１回足をとめて検討し、それからさまざまな人たちの意見

を聞いて結論を出すという方向を持ったことは、非常に画期的なことだなというふうに

評価されているわけですけれども、この問題についてやはりその効果を今度は行政の側

が出していかなければならないという段階になると思うんです。これについて今後どの

ように取り組んでいくのか 後にお伺いして、私の質問を終わらせていただきます。
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●議長（稲井議員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えをさせていただきます。

まず、アスベスト問題でありますが、昨日もお答えいたしましたが、１町でこの問題

を解決をする、また対応をする。大変至難な問題であります。しかしながら、厚岸町民

、の健康を守る、命を守る、その責務は町長にあるわけであります。私といたしましては

住民の不安解消や健康被害を防ぐために、国・道と連携を密にしながら対応をしてまい

りたいというふうに考えますので、ご理解いただきたいと存じます。

防災問題については、担当課長から答弁をさせます。

矢臼別演習場における米海兵隊の関係でありますが、我々関係自治体４町で構成をい

たしております連絡協議会、同じ立場でそれぞれ安全で、地域住民が安心してこの演習

に対しての不安を持たないということに対する要請、もう毎回行っておるわけでありま

す。

先ほど再質問の中で谷口議員から、人員の関係の意見もありました。当初、防衛庁か

ら発表がありましたときは450名という発表でありました。先般８月19日、防衛庁に演習

に当たっての要請をする機会があり、私は 大の人数が今回提起されたけれども、どう

いう理由があるんだということもつぶさにお話を承ったわけであります。

ご承知のとおり、平成８年かと思います。この沖縄海兵隊が行われる条件として、人

員については300人強という申し合わせが確かにあるはずであります。そういう中で、先

ほど総務課長からも答弁ありましたけれども、後方支援ということで給食、通信、車両

整備に従事する人も含めて、当時は450人というお話であったわけであります。しかしな

がら、50名減されての400人ということで演習が行われたわけでありまして、今回も無事

終了いたしまして、安堵をもって町長としても喜んでおるわけでありますが、今後とも

安全を第一に考えた演習ができるように、さらにそれぞれの要望事項が実現するように

強く国に要望してまいりたいと、かように考えます。

。また、矢臼別演習場・別寒辺牛川水系土砂流出対策等の検討委員会のことであります

さきにお話いたしましたとおり、27日に 終報告がなされたわけであります。しかし

ながら、それぞれの各委員からのご意見もあり、これを踏まえて、さらに 終報告とい

たしたいという委員長のお話もあるわけでありますが、私はほぼこの案が 終報告にな

るだろうと思っておるわけでございまして、今ご指摘がございましたとおり、有識者に

よるさまざまな観点、角度からの検討結果でありまして、これを真摯に受けとめておる

わけであります。

町長といたしましては、演習場区域外の自然環境を保護し、豊かな海を守り、厚岸町

の基幹産業であります漁業振興を継続するため、今回の提言に基づく適切な対応を防衛

施設局と協議し、今後とも取り組んでまいりたいと、そのように思いますのでご理解を

いただきたいと存じます。

●議長（稲井議員） 総務課長。

●総務課長（田辺課長） 防災の関係でお答えいたします。
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いわゆる自力避難が困難な方をどうするのか、これは大きな問題でございますし、地

域として早期に避難行動をどうとるべきか、これも大事なことでございます。これらは

住民の方々との協働による作業で組み立てて、実際の災害に対応できるような体制をつ

くっていくということが目的でございますので、そういった方向で取り組んでまいりた

いというふうに思いますし、先ほども申しましたように、現在ハザードマップ、いわゆ

る防災マップというのがありますけれども、これの見直しというのは、今、北海道が進

めている津波のシミュレーション、いわゆる浸水予測図なるものができるというふうに

聞いております。

それと、特措法の関係、いわゆる千島海溝に大きな地震が来るというような想定の中

で、この地域の防災体制を再度見直した計画づくりをするという関係でございますけれ

ども、この作業が来年早々にも始まってまいります。こういった中で、当然、防災ハザ

ードマップの見直しという部分が出てまいります。こういった中には、さきに行われて

きております白浜町地区で行われてきた開発建設部事業の支援を受けた取り組み、いわ

ゆるハザードマップづくりモデル事業でございますけれども、そういったような手法、

こういったところも勉強させていただいておりますけれども、こういったものも取り入

れながら、当然、見直し作業をやっていかなければならない。こういった中で、地域住

民の方々の参画も当然得なければならない。

そういった形の中で、今、未組織の自主防災組織、こういった部分の組織化という部

分を促していきたいというふうに思いますし、また既にできている自主防災組織の実効

性ある活動、こういった部分もお話し合いの中で高めていきたいなと、このように考え

、ておりますのでよろしくお願いいたしたいと思いますし、避難ルートの関係についても

やはり地域の方々と十分な理解の中で進めなければならないというふうに考えおります

ので、そういった部分での話し合いの中で決められるものについては決めていきたいな

と、このように考えておりますのでよろしくお願いいたしたいと思います。

●議長（稲井議員） 町民課長。

●町民課長（久保課長） 総務課長の方からもご答弁申し上げましたが、自主防災組織に

関しましては町民課が所管をするという立場でご答弁をさせていただきますが、災害に

弱い立場にいらっしゃる方々の地震があったときの初動体制につきましては、さきに１

番議員さんからも問題提起をいただいて、それで特に平成15年の十勝沖地震の際に、

終的に安全確認をするために役場の福祉課でありますとか、当時、保健福祉課でありま

すとか、社会福祉協議会が、それぞればらばらではありますが安全確認をした。幸い電

話も通じていたという中で、安全確認が16時間もかかったという結果を踏まえて、そう

いったご提言をいただきました。

ご提言の内容は、地域で初動活動をするのが、命を守るという立場でいきますと一番

重要な課題ではないのかということで、私どもも各自主防災組織が組織されております

地域も含めて、全自治会の方に組織されている自治会の行動について、それから組織さ

れていない地域の行動についても、こういった万が一のときには役場や消防ですべてを

対応できるということではないんですと。したがって、地域地域で初動の安全確認。万
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が一、けがをしている、動けないとかという場合には、地域地域のつながりの中で避難

行動、あるいは救援行動が必要ですよという課題を持って取り組みをお願いをしたいと

いう要請をさせていただいたところでありました。

その後、山間部地域の自治会でありますが、うちは津波の心配はないんだけれども、

やはりお年寄り世帯でありますとかという方々がいると。そういう意味では、町民課か

ら流れてきた要請の文書の内容について、もう少し詳しく説明をお願いをしたいという

要請をいただきまして説明に行ったり、あるいは、私はたまたま地元で自治会の役員を

やっているものですから、流れてきた文書の内容について、我々自治会としてどう考え

るべきなんだろうというような説明をさせていただく場もいただきました。

質問者からおっしゃられていますように、地域地域で状況としては理解をしていらっ

しゃるんですけれども、では、具体的に行動するというところが一歩進まないという実

態があることはおっしゃられるとおりでありまして、そういう意味では、ご指摘のあり

ましたように、地域地域で持っていらっしゃる課題について、私どもも今まではなるべ

く自主的に地域で行動いただいて、我々が支援できるものを提供いただきたいという立

場でおりましたけれども、一緒に入って悩みや課題をどう整理をしていこうかという立

場で、これからも地域の方にかかわりを強めさせていただきたいというふうに認識をし

ておりますので、よろしくお願いしたいと思っております。

●議長（稲井議員） 以上で谷口議員の一般質問を終わります。

それでは次に、14番、田宮議員の一般質問を行います。

●田宮議員 本定例会に当たりまして、私は一般質問で３点について町長のお考えをお伺

いしたいと思います。

１つは、指定管理者制度についてであります。

今後、この指定管理者制度について、制度導入について考えておられるかどうか。も

し、そのお考えがあるとすれば、その目的と具体的措置についてお伺いをしたいのであ

ります。

２番目に、町民税や使用料、手数料等の滞納、収入未済額についてお尋ねをしたいわ

けでありますが、まだ年度半ばでありますが、現時点でのこれらの納入状況についてお

答えをいただきたいと思います。

さらに、減免制度の運用状況がどうなっているか、このことについてもお答えをいた

だきたいのであります。

後は、原油の高騰に伴う町への影響について。使用種別ごとに、その量と額につい

てお聞かせをください。

さらに、今後、高騰によって予算の補正が必要となるのかどうか、そのことについて

もお答えをいただきたいのであります。

以上３点についてお伺いをします。

●議長（稲井議員） 町長。
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●町長（若狹町長） 14番、田宮議員のご質問にお答えをいたします。

、まず、指定管理者制度について、今後導入の考えはあるのかとのお尋ねでありますが

ご承知のとおり、平成15年９月２日に地方自治法の一部を改正する法律が施行され、公

の施設の管理に関するこれまでの管理委託制度から指定管理者制度に移行されました。

これまでの管理委託制度のもとで公の施設の管理を委託できるのは、他の市町村など

の公共団体や自治会や漁協、商工会などの公共的団体及び自治体が出資する第三セクタ

ーなどに限られてきましたが、これが改正されたことによって、地方自治体が外部の者

に公の施設の管理を行わせようとするときは議会の議決が必要ではありますが、その対

象が民間事業者等を含む法人その他の団体にまで拡大され、また施設の使用許可まで行

わせることが公認されました。

この制度改正の目的は、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するた

め、民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上と経費の削減等を図るものとされて

おります。

これまで厚岸町の公の施設においては、コミュニティーセンターなどの集会施設や釧

路管内水産種苗生産センター及び味覚ターミナル・コンキリエなどの産業施設において

管理の委託を行ってきておりますが、これからさらに町の行財政改革を進めていくため

には、当然これ以外の公の施設への指定管理者制度の導入も念頭に置き、それぞれの施

、設個々について制度の活用がその施設になじみ、さきに述べた制度の目的に沿えるのか

十分な検討を加え、適切に見きわめていかなければならないと思っており、現在それに

取り組んでいるところでありますが、まだ制度の導入施設を具体的にお示しできる段階

には至っておりません。

なお、改正前の法律により既に管理委託を行ってきている施設につきましては、新法

適用への経過措置の期限が平成18年９月２日となっており、これ以降は旧法に基づく管

理委託制度の取り扱いはできず、直接管理するか、または指定管理者制度に移行するか

、しなければなりません。このため、現在、この指定管理者制度にかかわる条例について

議会に提案をすべく作業を進めているところであり、近い時期にご審議いただくことに

なりますので、よろしくお願いをいたします。

次に、２点目の税、使用料、手数料等の滞納について、まだ年度半ばであるが、現時

点での納入状況についてお答えくださいとのご質問ですが、まず税全般について、８月

、末現在の現年課税分収納率では、町民税42.2％、固定資産税46.2％、軽自動車税86.9％

たばこ税41.5％、都市計画税48.6％、合計で44.9％となっております。国民健康保険税

では、一般及び退職被保険者などの合計で17.4％、介護保険料では32.7％の収納率とな

っております。

使用料、手数料の主なものの収納状況でありますが、住宅使用料38％、道路占用使用

料98.7％、農業使用料99.6％、水道使用料98.1％、下水道使用料98.7％、清掃手数料53.

3％、霊園管理手数料86.8％、農業手数料99.5％となっております。

また、減免制度の運用状況はどのようになっているのかについてでありますが、８月

末現在、減免等の決定分で、税では固定資産税で54件、175万7,000円、都市計画税で33

件、13万4,100円、軽自動車税13件、７万4,600円、国民健康保険税７件、22万9,400円、

介護保険料181件、181万5,600円で、合計は288件、401万700円で、減免事由別に見ます
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と、生活困窮者、低所得者によるもの255件、身体障害者等13件、公益に供する土地等に

かかわる分20件となっております。

使用料、手数料では、住宅使用料で66件、1,207万3,540円、水道使用料141件、52万1,

900円、下水道使用料では21件、１万4,610円、ごみ処理手数料で169件、117万8,820円と

なっております。

次に、３点目の原油高騰に伴う町への影響について、使用種別ごとに量と額について

のご質問ですが、各種公共施設、公用車等の燃料について、一般会計、特別会計の当初

予算ベースと８月現在の燃料単価の比較でお答えしたいと思います。

まず、当初予算の種別ごとの量と額ですが、ガソリン３万7,878リットル、金額424万3,

000円、灯油38万9,085リットル、金額2,004万8,000円、軽油16万3,111リットル、金額1,

466万円、原油43万6,670リットル、金額2,201万2,000円となっており、それぞれの単価

を８月現在の単価で試算いたしますと、総体で1,632万円の増額が見込まれることとなり

ます。

予算の補正が必要となるかどうかについてでありますが、今後の価格動向等を注視し

つつ、必要に応じ補正措置を行ってまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたい

と思います。

以上でございます。

●議長（稲井議員） 田宮議員の２回目の質問は、午後からとしたいと思います。

昼食のため休憩いたします。

再開は午後１時とします。

午後12時01分休憩

午後１時00分再開

●議長（稲井議員） 本会議を再開いたします。

14番、田宮議員の一般質問を続会いたします。

２回目の質問を行います。

14番。

●田宮議員 答弁書をいただきました。それで、大きく分けて３点ありますけれども、指

定管理者制度については、この答弁を拝見いたしますと、条例化して近い議会に提案を

して、審議をしてほしいというふうにあります。

。当然、条例化しなければなりませんから、議会の議決が必要になってくるわけですね

これは、いつごろの議会、例えば12月議会あたりを予定しておられるのかどうか、お伺

いをしたいと思います。

１つは、答弁書にもありますけれども、この地方自治法の一部改正が平成15年６月に

行われたと。それは、地方自治法の第244条の２第３項、これまではその管理を普通公共

団体が出資している法人で政令に定める者、または公共団体もしくは公共的団体に委託
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できるというふうになっておりましたけれども、これが法人その他の団体であって当該

普通公共団体が指定する者が新しく出てきた指定管理者というふうに言うわけでありま

すが、この指定する者に当該公の施設の管理を行わせることができるというふうに改め

られたんですね。

これを考えてみますと、１つは、従来委託であったものが代行ということになります

ね。代行に変えて、これまで地方公共団体の管理権限のもとに受託者が行ってきたもの

を指定管理者が代行できることになるわけであります。地方自治体の長の権限であった

使用許可なども指定管理者が代行できるようになるというふうに言われておりますが、

確認をしたいということであります。

次に、このことは管理主体をこれまで公共団体、あるいは公共的団体、公共団体の出

資法人、第三セクターなどに限っていたものが、株式会社等の民間の営利事業にまで拡

大をされたということだと思うんです。民間の営利事業に開放したというふうに言うこ

とができると思います。

公の施設の管理については、これまでに平成３年、地方自治法の改正で委託制度が導

入されました。自治体の直接管理だけではなくて管理委託できないとされておりました

が、外部委託先は自治体出資法人の枠までにとどめておりましたけれども、今回は民間

営利企業に全面的に開放するということになるわけでありますね。その点、いかがでし

ょうか。

それに伴って、管理運営費は協定書のようなものが双方の間で交わされるのではない

か、町と受託業者の間にですね。自治体から受託費として管理運営費が支払われるので

はないか。なるのかどうかですね。それから、地方自治法244条２項の４号で、従来の管

理委託者と同様、利用料金をみずからの収入にできる利用料金制をとることができると

いうふうになっておりますが、この点はどのようになるのでありましょうか。

それから、244条の２項の８号、９号で、利用料金は条例に基づいて指定管理者が決め

ると。ただし、利用金額は町長の承認が必要だということになるようでありますが、こ

の点はいかがでございますか。

結果的には、今、国も進めておりますが、新産業の創出だということで、官製市場の

開放、民間でできることは官は行わないと、こういう方向が強められておりますが、町

のこの問題もこれと同様の流れになるのではないかと思いますが、いかがでありましょ

うか。

次に、使用料、手数料の滞納でありますが、これは今、ここでいただいたばかりで、

もっと分析してみないと十分な質問にならないんです。これは予算審議の段階に譲りた

いと思いますので、よろしくお願いをいたします。

次に、原油高騰に伴う町の影響でありますが、いただいた答弁書で見ますと、町への

影響について答弁をいただきましたが、使用種別ごとに量と額についての質問であるけ

れども、各種公共施設、公用車等の燃料について、一般会計、特別会計の当初予算ベー

スと８月現在の燃料単価の比較でお答えしたいというふうにあって、当初予算の種別ご

との量と額はガソリン、灯油、軽油、重油というふうに書かれてあります。そして、全

体的にそれぞれの単価を８月現在の単価で試算すると、相対で1,632万円の増額が見込ま

れるというふうになっておりますけれども、これだけでは具体的にわからないんですよ
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ね。もう少し丁寧にご答弁いただきたいと思います。

以上です。

●議長（稲井議員） 総務課長。

●総務課長（田辺課長） まず、指定管理者の方から、私の方からお答えさせていただき

たいと思います。

この条例化についての近い時期での議会への条例提案ということで申し上げておりま

すけれども、この時期でございますけれども、おっしゃるとおり、今12月議会、こちら

に提案をさせていただきたいという段取りの中で準備作業を進めさせていただいており

ます。

。内容につきましては、既に旧法に基づく管理委託業務を行っている施設がございます

これにつきましては、１回目の答弁の中にもありますように、来年の９月までには新し

い制度に移行しなければならない。こういう形がございますので、その分は12月には条

例提案をして審議いただきたい、このように考えてございます。

それから、指定管理者に変わった法改正の趣旨、これらにつきましては、14番質問議

員さんのおっしゃられるとおり、解釈のとおりでございまして、さきにありますように

従来の管理委託から指定管理者ということで、その業務を代行させると。いわゆるそう

いう内容のものに変わっていくということでございます。

したがいまして、ここで、この代行するという中、この法律の今回の改正の中では使

用許可、こちらの方までもその指定管理者の業務の中に、代行業務としてやらせること

ができるというふうになってございます。

なお、非常に法的な権力の強いもの、例えば占用許可を出すだとか、あるいは強制的

な収納関係を行う、こういう法権力の強いものについてはできないという部分の一つの

たがはありますけれども、一般的な使用許可はすることができるということになってご

ざいます。

それから、指定管理者の制度に伴います、いわゆる代行をすることができる団体、事

業所ですけれども、おっしゃられるとおり民間営利企業、こういった部分、株式会社等

でございますけれども、こういった民間企業も入ってこれますし、それ以外の団体等に

ついても入ってこれる。ただし、個人については、この指定管理者になることはできま

せんけれども、そういった法人、あるいは団体については指定管理者になり得ることが

できるということでございます。

それから、利用料金の関係でございますけれども、この利用料金制度は今回の指定管

理者制度においてもとることができます。現在、厚岸町におきましても、味覚ターミナ

ル・コンキリエの管理委託において、現在の法律の中での利用料金制度、これをとらせ

ていただいておりますけれども、この制度をそのまま指定管理者制度において適用がで

きるということの内容でございますので、ご理解をいただきたいと思います。

なお、この指定料金につきましては、民間のそのいわゆる指定管理者が際限なく勝手

にできるというものではなく、おっしゃられるように条例の中で上限を定める、あるい

は中身については承認を得る、こういうようなたががかかってくるという内容になって
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ございます。

それから、厚岸町におきます、この指定管理者制度の導入の考え方ということで、や

はり国で出している全国的なレベルで同じような考え方になるのではないかと、こうい

うようなご質問でございますけれども、町長の答弁の中でも申し上げましたとおり、こ

の指定管理者制度の趣旨というのは、住民サービスの向上、そして、なおかつ経費の削

減、こういったような部分、相対的に見まして住民サービス、住民にとってどうなんだ

ろうかと。だれのために、なんのために、どのようなことを指定管理者に行わせるのか

という部分を明らかにした上で、指定管理者として導入をして、それを進めることが適

切であるというふうに判断されたものについては、当然、議会の審議を得て指定管理者

の導入、あるいは指定管理者の選定、こういったものを行っていくということでござい

まして、現在、これらの導入は可能な施設があるのか、現実的にでき得るのかと、こう

いったような部分での洗い出し、検討作業を行っているという状況でございますので、

ご理解をいただきたいと思います。

●議長（稲井議員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） それでは、私の方から原油高騰に伴う内容についてご答弁さ

せていただきたいと思います。

大変、答弁書につきましては、質問要旨を素直にとらえて調製させていただいて、わ

かりづらいというご指摘を受けました。まことに申しわけございません。

まず、答弁書のガソリンから申し上げます。量については記載のとおりでございまし

て、金額につきましては、当初予算、単価112円35銭。灯油51円45銭、軽油89円75銭、重

油50円40銭で、当初予算の編成を行っております。それで、町の油の単価につきまして

は、いわゆる価格動向の変動に伴いまして、契約管財の方で市況を判断し、その変動に

伴って契約単価を庁舎内に統一するべく契約を一括行っております。

８月１日現在の単価を申し上げます。ガソリン123円、灯油66円、軽油103円、重油61

円でございます。これは、あくまでも８月末現在の契約単価でございまして、今後の動

向がどうなるかということが一番心配かと思います。

北海道消費者センターの直近の道内の石油製品の単価をホームページ等で検索いたし

ました。現在、ガソリンにつきましては133円20銭、これは当初予算に比較いたしまして

約20円。それから、灯油につきましては72円77銭、約21円の増と。それから、軽油につ

きましては109円、約19円。重油につきましては66円68銭で16円という、道消費者センタ

ー並びに石油情報センターの情報がございます。

これを、要するに今後、秋を迎えまして、冬を迎えて、当然、燃料の消費がどんどん

ふえる時期にまいります。４月から現在まで消費、それから単価につきましては、先ほ

ど申し上げたとおり８月１日現在等々の価格で推移してまいりましたが、現在、この情

報によりますと、このそれぞれの石油製品につきまして、20円ほどの要するに高騰につ

ながっておると。10月から来年３月までの半年間に今後集中するわけでございますけれ

ども、この20円の単価は、答弁書にもありますとおり、このリッター数に単純に掛け算

をしていただくと、答弁書にある1,632万円が、いわゆるこの20円の単価で算出されると
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ころになりまして、結果として原単価に置きかえますと、概算で2,151万円程度になるか

というふうに思います。

これにつきましては、道消費者センターの価格が、このとおり厚岸町に反映されたと

いう前提をもって試算した結果でございまして、今後、価格動向がどうなるかわかりま

せんが、既に新聞報道等でご承知のことと思いますが、この価格につきましては、下が

る要素は今の報道ではないように承知しております。

したがいまして、先ほど町長の答弁にあったように、しかるべき時期に補正が必要に

なるかというふうに考えておりますので、ご理解賜りたいと思います。

●議長（稲井議員） 14番。

●田宮議員 これは当然あれですね、教育委員会関係も全部含んでいるんでしょうね。

●議長（稲井議員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） おっしゃるとおりでございます。教育関係機関もすべて入っ

ております。

●議長（稲井議員） 以上で田宮議員の一般質問を終わります。

次に、７番、中屋議員の一般質問を行います。

７番。

●中屋議員 第３回定例会に、さきに通告してあります１点、公金取り扱いについてお伺

いしたいと思います。

まず１つ目に、公金引き継ぎは財務規則第４節の直接収納、第34条に基づいて引き継

ぎがなされているのか。

２点目、出納員及び分任出納員の各課発令はどのようになっているのか。

３点目、公金を取り扱う各施設に公用車が配置されているのか。

４点目、公金引き継ぎには、私用車を使用している施設はないのか。

５点目、経費削減のために、２キロメートル範囲内の徴収は自転車による徴収をして

はどうなのか。

以上、５項目に対して質問をさせていただきます。

これで１回目の質問を終わります。

●議長（稲井議員） 町長。

●町長（若狹町長） ７番、中屋議員のご質問にお答えをいたします。

公金の取り扱いについて、公金引き継ぎは財務規則に基づいてなされているのかとの

ご質問でありますが、公金の引き継ぎについては、直接収納として厚岸町財務規則第34

条第１項の規定により、収入役または収納出納員は、納入義務者から現金を収納したと
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きは、特別の事情がある場合を除くほか、当日または翌日に指定金融機関に払い込まな

ければならないとされているところであります。

直接収納にかかわる公金の種類といたしまして、戸別徴収にかかわる町税等のほか各

種公共施設使用料、証明手数料などがありますが、一部外部施設において、業務多忙等

により必ずしも当日または翌日に引き継ぎができない場合がありますが、収納日間近に

引き継ぎを行っているところでありますので、ご理解を賜りたいと思います。

次に、出納員及び分任出納員の各課発令はどのようになっているのかとの質問であり

ますが、地方自治法第171条第１項の規定に基づき、収入役の事務を補完させるために現

金の出納もしくは保管または物品の出納もしくは保管の事務をつかさどる出納員を、ま

、た、収入役や出納員の命を受けて現金の受け取り及び収納までをつかさどる分任出納員

さらには現金を受けて引き継ぐ現金取扱委員を、その必要性に応じて当該課と調整を図

りながら任命発令をしております。

なお、現在、発令を受けている職員は、出納員で４名、分任出納員で75名、現金取扱

員で38名、合わせて117名に対して会計職員として発令をしています。

次に、公金を取り扱う各施設に公用車は配置されているのかとの質問でありますが、

公用車が配置されていない施設は、木工センター、ふるさと公園、森林センター、ごみ

処理場、漁村センター、尾幌酪農ふれあい館、郷土館及び太田屯田開拓記念館の７施設

であり、他の各施設については公用車の配置がされています。

次に、公金引き継ぎに私用車を使用している施設はないかとの質問でありますが、引

き継ぎ事務が生ずることで交通手段として私用車が必要と認められる場合は、課からの

申し出により私用車の使用を承認しておりますが、この承認をしているところは、木工

センター、ふるさと公園森林センター、ごみ処理場の３施設となっています。なお、漁

村センター、尾幌酪農ふれあい館、郷土館及び太田屯田開拓記念館においては、公金引

き継ぎ事務が発生した場合に、分任出納員の発令を受けている職員が施設に出向いてい

ます。

次に、経費削減のために２キロメートル範囲内の徴収は自転車により徴収をしてはど

うかとの質問にお答えします。

徴収業務を初め、他の業務など外勤をする場合における交通手段は、通常公用車の使

用により行っております。徴収での外勤は、地域がまたがるなど広範囲に及ぶことが多

いため、２キロメートル範囲内のみでの徴収は余りないのが現状であり、業務の効率性

を考えますと、現状の徴収方法がよいものと判断します。また、自転車の使用につきま

しては、過去に自転車外勤時の事故があり、労使間において自転車使用の外勤命令をし

ないとの取り交わしが行われており、今日に至っております。

なお、近い場所への徴収で、徒歩によることが効率がよいと判断したときは徒歩によ

って行っており、今後も経費削減にも配意しながら効率的な徴収体制をとってまいりた

いと存じますので、ご理解を賜りたいと存じます。

以上でございます。

●議長（稲井議員） ７番。
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●中屋議員 今、町長から答弁いただきましたが、私が調べたところによりますと、公金

を取り扱う、７つですか、施設があると説明がありましたが、今、厚岸町でも、大なり

小なり車上荒らし、それに空き巣、また事務所荒らしなど、非常に頻繁にこのごろ起き

ているという状況であります。

もちろん、公金を扱っているその施設は、きちんと管理はされていると思いますが、

こう見ますと、今、説明したところは、夜になると無人化されるところがあるのではな

いかと思われますが、そういう中で公金を次の日、今、町長が説明したように、34条で

は当日または次の日ということになっていますが、私の調べた範囲では１週間または10

日後に金融機関に振り込まれるということを聞き及んでおります。

もし、それが本当だとしたら、万が一、そういう空き巣、事務所荒らしに遭った場合

に、どう対処するのか、どう責任をとるのかということも考えて、質問に至ったわけで

ございます。

それから、分任の出納員、各課発令はどのようになっているのかということで、今、

子細に答弁をいただきましたが、私は、町税及び使用料等の徴収は担当課以外の全職員

に発令し、協力する体制がとれないか、それによって財政が厳しい中、経費削減になる

のではないかと思われるのであります。

それから、公金を取り扱う施設に公用車配置、これは３番目と４番目と公金取り次ぎ

、に私用車は使用されていないのかと。もちろん公用車が配置されていないということは

私用車で購入しなければならないということですが、その場合、当然考えられるのは事

故なんです。ガソリン代も含めてなんですが、そういう場合の補償、どのようになって

いるのかお伺いしたいと思います。

もちろん事故はあってはならないんですが、万が一ということも考えて、行政の方で

。どのように考えているのか。私用車を使った場合には、どういう補償をされているのか

それをお聞きしたいと思います。

それから、５番目の２キロメートル範囲の徴収についてでありますが、自転車によっ

て徴収してはどうなのかということで、今、答弁の中に、過去、自転車で徴収して、と

ころが事故があって、その後、自転車の使用の外勤命令をしないという取り交わしをし

たということですが、これはいつあったのか私は承知はしていませんが、その道路の状

態と今の道路の状況というのは全然違うと思うんですよ。

私もそれなりに町内を車でもって歩いたときに、たまたまだろうと思いますが、徴収

している車がアイドリングして駐車をしているということが多分に見受けられます。こ

れから冬期間になれば、なおさらのこと室内が寒く、帰ってきても冷え込む中、アイド

リングしたまま、もちろんエンジンをかけているということはかぎをかけっ放しなんで

すが、30分も40分もエンジンをかけっ放しているという車が見受けられます。

そういう点に、話がちょっと飛びますが、冬期間になって自転車というのは大変だろ

。うけれども、極力そういう体制に持っていけないのか。まず、お聞きしたいと思います

●議長（稲井議員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） まず、１点目の公金の財務規則に基づく当日または翌日、い
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わゆる特別の事情を除く場合の当日または翌日に指定金融機関に振り込むと。財務規則

、第34条の規定の件でございますが、議員おっしゃるとおり、公金の保管につきましては

安全性の確保は、これはもう言うまでもございません。これをどう担保するかという、

安全性についてどのような措置をとるかということは、一番重要な問題になるかと思い

ます。規則上は翌日ということで規定されております。ということは、翌日に引き継ぐ

ということになりますと、少なくとも１日は現地の施設等に現金等が保管されなければ

ならないという状況になることは確かでございます。

したがいまして、この保管の方法等、いわゆる事故はないとは限りません。金額の多

い少ないは別にして、１円であろうとも公金には変わりません。そのあたりをきちっと

わきまえた上で、この公金が翌日に引き継がれる等の場合に、どのように安全に保管さ

れる方法があるか等を今後検討して、係る事故等のないような措置をとるべき方法を考

えてまいりたいと思います。

それから、引き継ぎについての内容でございますが、金曜日の施設の使用料等があれ

ば、当然、当日引き継ぎをしなければ、土曜、日曜、月曜日に引き継ぐとすると、通常

であれば３日間、施設に公金が保管されることになるということが考えられます。

いずれにいたしましても、この財務規則の規定を遵守しながら、公金にかかわる質問

者がおっしゃられる事故等のないような方策を考えながら、所要のそういう安全性確保

のための体制を関係機関、それから公金を扱う担当課等々、相談をしながら、安全確保

について努めてまいりたいと考えておりますのでご理解賜りたいと思います。

●議長（稲井議員） 総務課長。

●総務課長（田辺課長） ご質問の中にありました徴収体制の関係でございまして、全職

員徴収できるような体制、いわゆる発令ができないのかというご質問でございますけれ

ども、ご案内のとおり職員の関係、それぞれの所管において、それぞれの所管の事務を

主体的にやっていただいているというのが機構でございまして、すべての職員が徴収で

きる体制というのは現在とられてございません。

ただ、課の中で係を外れて、課の中で応援体制をとるというような部分については、

一部とられているという部分がございます。

おっしゃられることもわからないわけではないんですけれども、やはり徴収云々の形

になりますと、それなりの徴収に対応するための技術とでも申しましょうか、そういう

ような部分も必要になってまいりますし、それから、それぞれの業務分担の中で、それ

ぞれ与えられている仕事に精励しているというような実態もございます。

ただ、おっしゃられるように、この徴収関係の中で、全体的な中での応援体制、こう

いった部分も必要になってくるという場合も出てくると思います。そういった部分につ

きましては、これからのこういう徴収体制、事務実態に合わせまして検討しながら、そ

ういう徴収体制にとって必要な発令、いわゆる出納員、現金取扱員の発令は行っていか

なければならない。このように考えておりますけれども、現在のところ、そういう課内

での応援体制のみで行ってきているという実態にあるということで、ご理解をいただき

たいと思います。
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それから、私用車を使った場合の事故の補償等々の関係でございますけれども、基本

的に、この私用車を使うに当たって、一応こういう車を使いますという届け出と、それ

に対して、その車であればよろしいというような、いわゆる承認制、あわせた形で行っ

てきております。

自賠責保険に入っているのは当然でございますけれども、対人、対物の任意保険、こ

れに一応入っていると、そういう補償がされているという部分を見まして、その私用車

の使用を認めているということでございまして、実際の事故があった場合につきまして

は、当然自賠責なり、そういう車にかかっている保険の適用という部分が先になってま

いります。

ただし、公務命令において行っているわけでございますから、雇用責任、いわゆる使

用者としての責任は当然生じてまいります。そういった中での賠償という部分でござい

ますので、これは私用車を使っているから、そちらの方には一切関係ございませんとい

うことにはなり得ません。町としてやはり、その責任は負わなければならない。ただ、

それはどこから出るかというのは、また別の部分ということでございまして、基本的に

はそういう保険の裏づけがされている私用車を使っているということでございます。

それからもう１点、使用した場合のいわゆる経費の関係でございますけれども、旅費

規定にあります交通費実費、いわゆるバスやなにかの通っていないところで車を使うと

いう形になりますと、キロ当たり37円の計算だったと思いますけれども、そういったい

わゆる車賃の計算での費用を弁償するという考え方でございます。

それから、自転車の使用についての労使間での申し合わせという部分については、こ

れは実は63年の１月に行われているわけでございまして、自転車事故が発生したという

ことを受けまして、やはり危険だということで、この自転車での外勤命令はさせていな

いというような状況でございます。

なお、アイドリングの部分のお話等々も出ておりましたけれども、一応、ご案内のよ

うに厚岸町はＩＳＯ14001の関係でございますけれども、そちらの取り組みの中で、いわ

ゆる近距離での公用車の使用の自粛という部分、それからアイドリングのストップとい

う部分、これを目標として掲げてございます。こういった中で、いわゆる近距離での使

用はしない、徒歩で行くんだという部分、それからアイドリングも必要以外のものはで

きるだけ避けるんだと、こういうような部分をプログラムに入れまして、取り組もうと

いうことになってございます。

これが、結果的には、そういう事象があるということがまだ徹底されていないのでは

ないのかということにつながるのかなというふうに思いますけれども、これらの取り組

み、そういった方面からの取り組みもございますので、あわせて、こういったいわゆる

環境、それから経費の削減、両方の面からさらに取り組みを進めてまいりたいと、この

ように考えておりますのでご理解をいただきたいと思います。

●議長（稲井議員） ７番。

●中屋議員 今の答弁で大体わかりましたが、１点、２点、ちょっとお伺いしたいと思い

ます。ちょっと質問が前後になるかもしれませんが、お許しを願いたいと思います。
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、私、なぜ、その分任出納員を全職員に発令できないのかという質問をいたしましたが

私、７町村、大体１万1,000人から１万2,000人、１万人という道南、道央、釧路管内、

日高という７カ町村の人口割から職員の人数を調べてみました。

ところが、厚岸町は、これは16年度の資料なんですが１万1,870人、その中で職員が24

5名。これは病院とかそういうのは入っていないで、本当の町職員だけです。それから、

白糠町１万914人、173人。読み上げたら時間がかかりますので、大まかにだけ説明させ

、てもらいます。長沼町１万2,667人、職員数141人。松前町１万702名ですか701名ですか

職員数157名。それから大沼町、大体厚岸町と人口が似ております。１万1,088人で、職

員が153名です。そういう中で皆さん、それなりに職員数が少ない中にも、そういうふう

な体制でもって各町村はやっておられます。厚岸町が245名、ほかの町村からみれば 低

でも72名、多いところだったら153名も多いんですよ。

、確かに、各課は一生懸命やっているのはわかります。でも、これだけ財政が厳しい中

やっぱり職員の人方がみんなで協力し合って、できるものからやった方が、やれるんだ

ったらやるようにした方がいいのではないのかなということで、質問させていただいた

次第でございます。

これは参考ですので、よろしくそのほどお願いいたします。

それと、公金引き継ぎの問題ですが、ということは、当日または翌日、この７つの施

設は100％やっていないということですよね。金曜日の日に納入されたものを、土、日が

あるから月曜日になるというのはわかるんです。なぜ、１週間も10日もおくれて、それ

がマンネリ化になっているような状態なんですよ。それを直そうともしないんですよ、

ずっと。いま今なっているわけじゃないんです。

今、私から言われて、極力そういうふうにしますではないんですよ。もう１年も２年

も前からこういう話が出ているんですよ。何も改革されてないんですよ。だれかが言わ

ないと、そのままになっていると思うんです。だから、もしできれば、すぐ改革して。

それはよっぽどの事情があれば別ですよ、よほどの事情があれば。それまでは、どうこ

うとは言えません。極力そのような体制に持っていくように努力してください。

それから、車の件ですが、今、課長からの説明では、その車の自賠責、物損のいろい

ろな保険を利用しながら対処したいと。公務だから、町にもやっぱり若干の責任がある

と、そういうことでその人の車の保険を使うということは、その事故った次の年から到

底保険料が高くなりますね。そういった場合の対処はどのようになっているんですか。

これで３回目の質問を終わります。

●議長（稲井議員） 助役。

。●助役（大沼助役） まず、職員の数の点、人口と比較して厚岸町が多いのではないかと

業務で協力できるものはきちんと協力をして、できるだけ経費の節減にも努めていくべ

きではないのかという趣旨であろうかと思います。全く同感であります。総務省、それ

から以前の自治省といっていましたけれども、ここが役場の職員の規模の平準化という

ことを挙げまして、一定のルールに基づきまして調査をしたことがございます。そのと

きには人口、それから町有施設規模等を勘案してどうなのかということでありましたけ
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れども、厚岸町の場合は幸いこの基準どおりのほぼ数であったというふうに私は記憶を

しております。

、しかしながら、これは財政改革の中でも申し述べさせていただいておりますけれども

従来のままの職員数でやっていくことができるかというふうに考えたときには、これほ

どまでに交付税等が減額されている状況等を勘案しますと、このままではやっていけな

いだろうということを踏まえまして、定員の適正化計画というものを立てまして、職員

の数を減らしていくという作業に、今、取りかかっているところでございます。

それから、特に、これは２回目の質問でご指摘をいただきましたけれども、例えば徴

税吏員の発令をもっと拡大できないか、あるいは全職員にできないかということであろ

うかと思います。これは管内の他町村でも既に実施をされているというところがあるよ

うに聞いております。これは、職員提案の中でも同様の提案が実はございました。

特に税務担当部局と議論をしたわけでありますけれども、必ずしも税務課職員以外の

ところに徴税吏員の発令をしても実績として上がっていないということ。それから、厚

岸町役場の職員とはいえ、税務情報を全職員にわからせるようなことがいかがなものか

というような議論等々がありまして、今の体制をとらせていただいているということで

ございます。

それから、例えば夜間徴収、あるいは全職員とはいかないまでも、管理職が率先して

夜間の臨戸徴収に当たったらどうかというような議論もさせていただいておりますけれ

ども、これも他町村の例を参考に調べさせていただきましたけれども、思うように徴収

率の改善に至っていないというようなこともございまして、今現在そういう体制になっ

ていないと。

しかし、これからますます厳しくなっていく状況でありますから、このことについて

は今後も検討をさせていただきたいというふうに考えております。

それから、公金の取り扱いについてでありますけれども、これは私の記憶では、数年

前にも監査委員からの指摘を受けたように記憶をしております。その際にも各課の課長

には、こういう指摘があったぞということでお知らせをして、財務規則の34条、これを

きちんと守ってもらうようにということでお願いをしてまいりました。

ただ、今、中屋議員ご指摘のとおり、そういう施設が、このご質問を受けて調査をさ

せていただきましたら、実際に１週間程度のサイクルで引き渡しが行われているという

ところがまだございました。これについては速やかに、ご指摘のとおり、この財務規則

を遵守するように徹底をさせていただきたいなというふうに考えております。

●議長（稲井議員） 総務課長。

●総務課長（田辺課長） お答え申し上げたいと思います。

事故が起きた場合の賠償責任、これにつきましては先ほど申し上げましたように、当

然、運転者としての運転責任、それから車の所有責任、それからその者を雇っていると

いいましょうか、雇用者としての責任、こういう部分がございます。そういった部分に

かかってきますので、そういった中で相手に対しての損害賠償、保険というのは出てま

いるということでございますので、その私用車を承認しているという部分について、わ
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かっていて命令をかけている部分については、これは当然、私どもの方ですし、もし、

ないという場合であっても、それが公務としてやっている場合については、雇用責任と

しては関係ございませんというふうなことにはならないというふうに理解をいたしてお

ります。

ただ、そういった中で、事故が発生した場合の賠償の関係でございますけれども、や

はりこの車が私用車、要するにその車を所有している者が運転する、もしくはその運転

する者の親族の車、こういったもので通勤や何かに使っている車について認めるといい

ましょうか、そういうような扱いをしております。したがって、第三者の車を使うと、

こういうようなことは考えてございませんし、そういうような承認もいたしておりませ

ん。あくまでも、自分にかかわる車を運転するという形でございます。

そういった中で、万が一、事故が発生した場合については、そういったようなその車

にかかっている保険を使いながら損害賠償に当たるんだと、こういうことでまずご理解

をいただきたいと思いますし、それから、当然その保険にかかった場合の、確かに次の

年、保険料が上がるとか、こういったような部分がまいります。

ただ、これも今、申しましたように、職員にお願いしてその車を使っていただいてい

るという部分もあるんですが、そういった中で車を安全に運転する責任という部分は、

これは私用車、公用車問わずあるわけでございまして、そういった中で、いわゆる自分

の車で、自分の責任において、そういうような事故に遭ったという部分についての、い

わゆる保険料の補填というような部分については、現在のところ考えてございません。

あくまでも、その職員の責任においてというような考え方の中で、現在は考えていると

ころでございます。

●議長（稲井議員） 以上で中屋議員の一般質問を終わります。

次に、15番、佐齋議員の一般質問を行います。

15番。

●佐齋議員 第３回定例会に当たりまして、さきに通告してありました２点についてお尋

ねしたいと思いますので、よろしくお答えをいただきたいと思います。

１点目といたしまして、国民健康保険の保険料についてでございます。

2004年度の国保の保険料の１年以上の滞納世帯はどのくらいあるのか、また金額はど

のくらいなのか、お知らせいただきたいと思います。

それから、2003年から2004年にかけて国保の保険料を値上げしてまいりましたが、値

上げする前と値上げ後の滞納率はどのようになっているのかお聞かせいただきたいと思

います。

2000年の制度改正によりまして、保険者である市町村は、特別に事情のない限り１年

以上の滞納者に対して保険証の返還を求めるように義務づけられておりますが、厚岸町

の場合はどのようになっているのか、お聞かせいただきたいと思います。

２点目といたしまして、小規模商工業者の振興策についてでございます。

厚岸町の中小企業融資制度の貸付利率はどのようにして決定されているのか、また他

の町村に比べて利率は高くないのか、お聞かせいただきたいと思います。
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それから、小規模商工業者設備近代化資金融資制度の利子補給が半年ごとに町から補

。給されておりますが、これは初めから全額補給できないのか、お尋ねしたいと思います

これで１回目の質問といたします。

●議長（稲井議員） 町長。

●町長（若狹町長） 15番、佐齋議員のご質問にお答えを申し上げます。

2004年度での国保の保険料の滞納率と世帯数、金額はどのくらいあるのかとのご質問

でありますが、まず初めに滞納率についてでありますが、税は全体でどの程度が納めら

れたのかという収納率で整理しているところから、お答えについては収納率でお示しさ

せていただきたいと思います。

2004年度での国保の加入世帯総数は2,671世帯で、現年度分の収納率は92.6％、滞納世

帯数は371世帯、滞納額は4,034万2,712円となっております。

次に、2003年から2004年にかけて行った税率改正による収納率の比較についてのご質

問でありますが、2003年度の現年度分収納率は93.2％、2004年度の現年度分収納率は92.

6％で、比較しますと0.6ポイントの落ち込みとなっております。

次に、2000年の制度改正によって、保険者である市町村は１年以上の滞納者に対して

保険証の返還を求めるように義務づけられているが、厚岸町の場合はどのようになって

いるかとのご質問でありますが、質問内容のとおり2000年、平成12年４月１日から、そ

れまでは義務化になっていなかった保険証の返還措置及び保険給付の一時差しどめ措置

が保険者の義務になりまして、厚岸町でも厚岸町国民健康保険税滞納者に係る措置の実

施要綱を制定し、平成13年４月１日から運用しているところでございます。

要綱の規定では、措置対象者を長期滞納者で再三の納付相談または納付指導に応じな

い者、納付相談または納付指導の結果、所得及び資産を勘案すると十分な負担能力があ

ると認められる者としております。長期滞納者の定義では、質問者おっしゃるとおり１

年以上滞納している場合と滞納繰越額があり、かつ当該年度に賦課された保険税の納期

到来分の２分の１以上の額を滞納している場合であり、実務上では納税相談や納税指導

を重視した対応を進めてきているところであり、これまで保険証の返還及び保険給付の

一時差しどめ措置に至る事例はありません。

次に、小規模商工業者の振興策についてお答えいたします。

まず、中小企業融資制度の貸付利率の決定の仕組みですが、厚岸町中小企業融資規則

第７条の規定に基づき、町と取扱金融機関との協議により決定することになっておりま

すが、町といたしましては、商工会のご意見も聴取した上で協議に臨んでいるところで

あります。

また、貸付利率の他町村との比較でありますが、本町の場合、北海道の中小企業総合

振興資金の一部貸付利率、現行５年以内の貸し付け1.9％、７年以内の貸し付け2.1％を

一つの目安とし、融資資金の全額が取扱金融機関のプロパー資金であることから長期プ

。ライムレートを考慮し、５年以内2.2％、７年以内2.4％と定めているところであります

、それに対する釧路支庁管内８町村の状況でありますが、融資条件が若干異なるものの

本町と同様の融資利率を採用しているのが浜中町と標茶町、保証料を全額補給しないと
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いう本町と異なる条件で融資利率が0.1％低いのが白糠町、明らかに本町より融資利率が

低いのが弟子屈町と阿寒町、融資利率が本町より高いものの保険料全額と利子の一部を

補給しているのが釧路町と鶴居村、融資利率が明らかに本町より高いのが音別町となっ

ております。

以上の状況から、本町の融資利率につきましては、釧路支庁管内他町村の中では中間

に位置しているものと認識しております。取扱金融機関との協議では、ここ２年、引き

上げを求められておりますが、町といたしましては中小企業融資の目的にある中小企業

の育成振興、すなわち町内の中小企業を応援するための制度融資であることから、特別

な計らいを常にお願いしているところであります。

次に、小規模商工業者設備近代化資金融資制度の利子補給が半年分ごと町から補給さ

れているが、初めから全額補給できないかとの質問でありますが、このことにつきまし

ては、取扱金融機関との契約で月賦の元金均等払いを貸付条件としていることから、厚

岸町小規模商工業者設備近代化資金利子補給条例施行規則第６条の規定に基づき、償還

実績により半年ごとに利子補給を行っております。

利子補給制度の場合、融資実績によることが も合理的で、町民の理解が得られるも

のと考えており、内容を変更するつもりはございません。

以上でございます。

●議長（稲井議員） 15番。

●佐齋議員 国保の保険料の滞納率と世帯数については、しかし、これは世帯で見ますと

したら、加入が2,671世帯でいきますと滞納率が370世帯、大体13％が計算しますと滞納

ですね。

それから、この値上げによって0.6ポイント落ち込んでいるということは、やっぱりこ

れは値上げに原因があるのか、それはちょっと私もわからないんですけれども、その辺

はどういうふうに分析されておられるのか。

それから、2000年から１年間滞納の場合には保険証の返納を求めまして、これは資格

証明書というんですか、それが道から渡されるということです。ただ、厚岸町の場合そ

れがなくて、今聞きますと、そういう措置もとられていないということで大変、必ずし

もいいのかどうかわからないですけれども、それは道から見たら。

先日、道新に出ておりましたが、2000年にこの制度が採用されたときに、大体9,000世

帯余りだと。ところが、その５年後、倍になって１万8,000世帯になったということが書

かれておりました。この背景にはいろいろ景気の不況、あとは保険料の負担の増大、あ

るいは若い世帯を中心とした、こういうものへの関心の低下が指摘されるのではないか

というわけでございます。

それと、この新聞には、札幌市のちょうど事例でございますけれども、国保の保険料

、が大変に割高感があると。例えば、住民税が年間２万円程度しか払っていない世帯でも

保険料は大体５倍の10万円近くなるんだということで、大変もう支払いが大変だという

ようなことでございます。

それと、どこの町もそうですけれども、国保の会計が大変マイナスで厳しい状態があ
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ります。ただ、こういうことをすることで、例えば資格証明書を発行された場合、かか

った医療費は、ご存じのとおり１回全額本人負担しますね。それから、その後に７割引

かれて３割戻ってくるというようなことで、それが受診の抑制につながっているのでは

ないかと。ということは、行きたくても、結局、金を払うために行かないと。そうなる

と、軽いうちに治る病気も治らなく、結局、重くなって、どうしようもなく行かれる。

であるとすれば、結局、高額医療がかかると。それが国保会計にも負担がかかってくる

というようなことになるんじゃないかと思うんです。

それと、各役所あたりについては、それに対して特別の事情がない限りは、経済的な

事情の場合には、窓口を開放しまして、役所あたりでもってお話を聞くということにな

っているようでございますけれども、ただ、やっぱり滞納している人を見ますと、役所

の敷居は高いんだと、どうしても窓口が怖いんだというふうな声があるということを伺

っております。ですから、もう少し役所として積極的にＰＲをして、町民が入りやすい

ような施策をとってはいかがかということでございます。

それから、小規模商工業者でございますが、この貸し付けの金利でございますけれど

も、これを見ましたら、いろいろ中小企業融資規則第７条に基づいて、町と取扱金融機

関との協議により決定するんだと。だけど実際、私、聞いている範囲内では、協議とい

うよりも銀行の言いなりじゃないかと思うんですよね。例えば、銀行さんに今年は金利

どんなようになりますかと、いやいや、このぐらいになりますよと。ああ、そうですか

というようなことではないかと思うんですよね。そういうことでなく、もう少しやっぱ

り、今、低金利の時代でございます。特に預金は0.03ですからね。そういうふうに考え

。た場合、もう少し商工業に対して温かい施策をとってもいいのではないかと思うんです

大変、今、不況で仕事もない、物も売れないという時代ですから、せめてこういう形で

もって、商工業に対して優遇をするというような考えを持っていただきたいと思うんで

すけれども。

それから、金利でございますけれども、確かに言われたとおり、厚岸町と浜中、標茶

は同じような金利でございます。あと、弟子屈がマイナス0.5％、厚岸から見れば安いで

すね。1.65、５年以内、５年は1.85。阿寒町も安いですね。1.7、1.9。白糠は若干、0.1

％で大して変わらないですね。音別は逆に高いですね。それでも保証料が、厚岸町の場

合は全額保証していただいていますね。標茶、浜中もそうです。安いところでも保証料

が、保証料でも大体１％ぐらいかかりますから。

それから、小規模近代化資金でございますが、半年の補給、これを見ますと月賦返済

、と。 初、たしかできたころ、半年払いの支払いだったと思うんですよね。そのころは

これ半年利子補給していましたか。たしか、このときは初めから補給されて、ちょっと

私、勘違いならあれなんですけれども、たしかそういう形になっていたのではないかと

思うんです。これが半年であれば、なかなか利用しづらいということでもって金額を上

げてもらって、また月ごとの元利均等払いという形になってから、こういう形になった

んだと思うんですけれども、その辺もちょっともう一度お答えをいただきたいと思いま

す。

●議長（稲井議員） 税財政課長。
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●税財政課長（佐藤課長） 私の方からは、平成16年度、2004年度の国民健康保険税の収

納率0.6ポイント減の理由について、どのような分析をなされているかというご質問につ

いてお答えしたいと思います。

まず、第１に考えられるというか、現象として私どもが押さえておるのは、いわゆる

滞納をされている、滞っている方について納税担当、徴税吏員が臨戸徴収に参って、納

税の督励をお願いして参ってくるところでございます。そのときに、それぞれの担当職

員が口をそろえて言うのは、やはり町内、極めて不景気で、いわゆる税として納める現

金がないという言葉がほとんど返ってくるということで、納入のお約束をしていて、例

えば月１万円の約束をしているところを5,000円にとか、そういう事情が多々この近年ご

ざいます。

これにつきましては、長引く不況等、あえて産業の名前は私申し上げられませんが、

そういう状況が極めて大きな第１の理由ではないかと、私はこのように分析しておりま

す。

それから、ちょっと事務的なお話になりますが、平成16年度から国保税の納期につき

まして、８月から３月までの９期にいたしました。９期の 終納期は３月25日でござい

ます。と申しますと、３月25日となると、要するに３月31日なり、出納整理期間も５月

までの２カ月間ございますが、３月までの納期ということで、納税者に係るお金の準備

といいますか、そういう期間が平成15年度以前に比べて、若干そういう 終納期が３月

になったということの影響もあるかなというふうに考えております。

私が思いつくところでは、各納税担当、徴税吏員との打ち合わせの中では、そのよう

な状況が主な要因ではないかというふうに分析しているところでございますので、ご理

解賜りたいと思います。

●議長（稲井議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（福田課長） 私の方から、まず中小企業融資の貸付利率につきま

してお答えを申し上げたいと思います。

銀行の言いなりになっているのではないかというご指摘でありました。先ほどの答弁

でも申し上げましたように北海道の制度がありまして、北海道中小企業総合振興資金制

度、その中でも経営安定化資金という資金がありまして、これの一般貸付の部分の金利

をまず基本にして、さらに、この融資資金が過去には厚岸町も町で資金を積み立てして

おりましたけれども、現在はすべて取扱金融機関のプロパー資金ということになりまし

て、金融機関にとりましては自分の銀行の長期プライムレート等が大きく影響してくる

ということであります。その影響をまともに受けるということであります。

北海道、あるいは釧路市等大きな町になりますと、都市銀行がその融資団に入ってお

りますが、都市銀行はいわゆる長期プライムレートが１点台で今でも推移しているとこ

ろでございますが、その他の銀行につきましては、これは15年度の取扱金融機関との話

でありますけれども、我が行は長期プライムレートが2.5になっているといったような話

もございまして、都市銀行のプライムレートとは相当開きがあるという実態になってお
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ります。

、そういったことを踏まえて、この貸付金利が決められているということでありまして

金融機関からは３年続けてかどうかはっきりしませんが、２年続けて引き上げをお願い

したいという要望が出されておりますが、我々といたしましては、中小企業の現在の状

、況を考えると、これ以上の金利の引き上げには応じられない。何とか金融機関の努力で

このままの利率でお願いしたいという話に２年連続してなっているという状況でござい

ます。

先ほどいろいろ紹介がありまして、利率の安い町村についてはご指摘のとおりであり

ますが、それらの町村の中には、やはり町が独自に資金を積み立てているというところ

がありまして、金利を低く抑えられているというところがあることについては承知をし

ております。

それから、次に小規模商工業者設備近代化資金融資制度の利子補給の関係であります

が、この制度につきましても、以前、半年賦払いの時代があったというのはご指摘のと

おりであります。その時代につきましては、これも半年分の支払い実績に基づいて、半

年分の利子を補給しているという制度でありました。その後、制度が変わりまして月賦

払いということに、取扱金融機関との協定によってそういう制度になりまして以後、毎

月払いが始まって、その毎月払いの６カ月をまとめて、その実績を見て利子補給すると

いう制度になっております。

この利子補給制度につきましては、やはり取扱金融機関で支払ったという証明をもっ

て、その実績をもって補給するのが も合理的で、全体の理解が得られるのではないか

ということで、今後ともこういう方法を踏襲していきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。

●議長（稲井議員） 町民課長。

●町民課長（久保課長） 資格証明書の取り扱いによる、いわゆる医療費への影響のお話

がございました。

それで、ちょっとわき道へ入りますが、釧路管内でこの資格証明書等の取り扱いをし

ておりますのは厚岸、それから音別を除いてほかの８カ市町村、合併前でありますから

８つの市町村が既に実際に取扱実績があるという内容でありまして、そういった実績が

ある市町村との情報の交流の中では、答弁書の中でも申し上げております資格証明書と

いうもののほかに短期保険証というものも実は扱えることになっております。

ただ現在、厚岸町、取扱実績がないという中では資格証明書だけしか規定しておりま

せんが、質問者おっしゃられるように、資格証明書を交付することによって一時ご本人

が10割負担をしなければいけない。その医療費は、後ほど本人からの申請によって、給

付分をお返しをする。これは翌月に戻るのではなくて、３カ月、４カ月かかるわけであ

ります。そうしますと、継続して治療しなければいけないという場合には、それなりの

自己資金を持って病院にかからなければいけないという事態が発生してまいります。

やはり心配されるように、指摘がありましたように、そのことが受診抑制につながっ

てきて重症化になっていく。それで、高額医療費の対象がふえるというのは、理論的に
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は当然あり得ることであります。そういう意味では、私どもも納税相談のサイクルをき

ちんと確保でき、なおかつ保険者の方が医療機関にかかれるもう一つの方法としての、

いわゆる３カ月有効期間の短期保険証というものを導入をしながら、今後予想されるケ

ースについては、そういった道もつくっていこうということで、今、早急にそういう制

度を組み入れようということで税務の方とも協議をさせていただいております。

そういったものも利用させていただきながら、従来の納税相談、納税指導というもの

を、さらに滞納されている方々との会える機会を、どうしても頻繁に会える、ご相談で

きるという条件づくりのためにも、そうした手法の方がより効果的ではないのかなとい

、うことで、今、検討しているところでありますので、総体的なお話になりますけれども

心配されることはおっしゃるとおりでありまして、我々もそういった、あえて医療費の

高騰に結びつかないという手法の研究も進めていきたいというふうに考えているところ

であります。

●議長（稲井議員） 15番。

●佐齋議員 今、課長の答弁で、0.6ポイント低下につきましていろいろ説明があったわけ

で、確かに不況による収入減でこういう形になると思うんです。

ただ、収入が減で町財政が大変だからまた値上げする。だけど、払う方は高くなるか

ら払えないと、悪循環になる可能性がありますから、その辺をやっぱり考えて、我々も

一緒に考えていかなければならないと思うんです。

それから、分割も結局８月から３月に延びたと。払う方は確かに月で払うより楽です

から。だけど、相対的に払う金額は同じですから、確かに楽なのは楽なんですよね。そ

れは大変、町がそういうことをやってありがたいことだと思うんです。

それから、保険証の返還、これは今聞くと厚岸と音別だけはそういう制度を設けてい

ないということで大変ありがたいことだと。ただ、やっぱり町民の中には本当に経済的

に厳しくて払えない人と悪質的に故意的に払わない人もいると思うんですね。その辺を

しっかりと見て、やっぱり取るものはきちんと取ると。結局そうしないと、まじめにき

ちっと納めている者が、ばかを見るというと言葉はあれですけれども、そういうことも

あるものですから。大体、回っているとわかると思うんですよ。本当に経済的に厳しい

中でそれなりに、今、課長が言ったように、やっぱりきちっと話を聞いてあげて、極力

さっき言ったように敷居の高くないような形でもってお話を聞いて、払いやすいような

形にしていただきたいと思うわけです。ただ、今言いましたように故意的に払わない者

は、これは厳しく取っていただきたいということで思います。

それから、町の融資でございます。確かに課長が言うように、北海道中小企業総合振

興資金、そうですね。そうなると、これを見るとそれに0.5がオンされているわけですね。

ただ、これでちょっと、前にも私これ質問したことがあるんですけれども、見ますと、

。どうも特定の金融機関が絡んだところがどうしても高くなっているところがあるんです

これは、名前は言いませんけれども、そういうのがちょっとあるので。だから、どうし

ても複数の金融機関があるところは、やっぱり若干安くなる。

確かに、さっき課長が言ったように、銀行も商売ですから、預けた金がなくなれば、
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かなり今度は大きくなって、前はここ積み立てがありましたからあれだけど、今度なく

なりましたから。ということで、結局そういうことが出てきているんだと思うんです。

ただ、さっき何か去年も今年も値上げしてくれということで、だけど実際の金利は低

いですよね。だから、やっぱりその辺は一生懸命頑張っていただいて、特に漁農に対し

ては結構いろいろな制度があったり、それからその対応に対していろいろ優遇されてい

るんですよね。ところが、商工に対してはどうしても、そういう優遇制度がないという

ことでございます。せめてこういうものぐらいしか商工業に対してはないのではないか

と。

参考ですけれども、昨年の中小企業の融資制度を見ますと、16年度は19件何か利用さ

れていますね。一応5,000万円の融資枠でして6,230万円。そうすると、大体５年以内2.2

％、７年以内では2.4％ですね。それでちょっと若干変わりますけれども、それにしても

大体140万円ぐらいの金利なんですね。だからやっぱり、せめて半分ぐらいは、町も大変

でしょうけれども、そういうのをもう少し商工業に対して町の方からも若干の援助がい

ただければなという感じがするわけでございます。

それから、近代化資金については、これは確かに利息は補給されますからあれなんで

。すけれども、ただ保証受付になりますと、これは１％かかりますね、保証料というのが

それも結局、金利ただではないんですよね、実際には。だから、その辺も加味して、極

力銀行に負けないように、少し町の方も言いなりにならないように一生懸命頑張ってい

ただきたいということでお願いしたいと思います。

●議長（稲井議員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） 先ほど町民課町の方から資格証明書、いわゆる短期証の件が

ございました。税務課といたしましても全力を尽くしながら、納税相談等によりまして

納付の指導、それから督励をやっているところでございます。

ただし、先ほど議員おっしゃいましたとおり、悪意といいますか、そういう方につい

て何を尺度にやるかということになりますと、法に基づいてきちんとした調査をしなけ

れば、これは断定できるものではございません。その意味で、かなり慎重にやらなけれ

ばならないことは事実でございます。しかしながら、そういうことがあるからといって

全くやらないと、事務が煩雑になるのでやらないということは考えておりません。

いずれにしましても、町民課等々と連携をとりながら、税の負担の公平、納入の公平

等を図るべく作業を進めてまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解賜りた

いと思います。

それから、一部ちょっと訂正して、おわび申し上げます。

先ほど８月から３月の９期と申しました。７月から３月の９期でございます。大変申

しわけありません。訂正して、おわび申し上げます。

よろしくお願いいたします。

●議長（稲井議員） まちづくり推進課長。
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●まちづくり推進課長（福田課長） お答えを申し上げます。

中小企業融資制度の貸付利率につきましては、先ほど来から申し上げておりますよう

に、北海道の中小企業総合振興資金の経営安定化資金というところに一つの目安を置い

ております。現在、17年度においては、北海道のその制度によりますと５年以内が1.9％、

７年以内2.1％となっておりまして、厚岸町の金利はそれを0.3％それぞれ上回るという

状況になっております。我々といたしましては、今後ともこの制度の金利の推移を見な

がら、一つのこれを基準にして銀行との交渉を進めてまいりたいというふうに考えてい

るところであります。

また、取扱金融機関の組み合わせ、あるいは自治体が融資資金を積み立てているかど

うかによって金利も変わっているのが実態でございます。厚岸町といたしましては、過

去には自治体の資金も積んでいたわけでありますけれども、それができなくなったとい

う事情がありますので、これをまた今の段階でもとに戻すというのも至難のわざかとい

うふうに考えておりまして、こういった限定された中で、これから金融機関との協議に

おいては中小企業の支援という立場から、きちんとした根拠を持ちながら交渉に当たっ

てまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。

●議長（稲井議員） 以上で佐齋議員の一般質問を終わります。

次に、11番、岩谷議員の一般質問を行います。

11番。

●岩谷議員 第３回定例会において、さきに通告した２点について質問いたします。

１点目として、下水道事業について。

現在までの湖南地区、湖北地区の進捗状況について伺いたいと思います。湖南、湖北

地区合わせての普及率がどうなっているのか、教えていただきたいと思います。

また、事業全体が計画どおりに消化されているのかどうか。今年度はどの地区を工事

されたのか。それから、来年度の事業計画はどうなっているのか、教えていただきたい

と思います。

それから、２点目の町の観光施策と味覚ターミナル・コンキリエの運営について伺い

たいと思います。

１点目として、今年度、観光客の入り込みが減ってきていると聞くが、実態はどうな

っているのか。

、１つ目として、町全体及びコンキリエでは、どの程度、今年見込んでいるのか。また

その減った原因について伺いたいと思います。

イとして、観光客増加に向けた対策をどのように考えているのか、お伺いいたしたい

と思います。

ウとして、今年度のコンキリエの収支見込みをどのようにとらえているのか、お教え

いただきたいと思います。

エとして、損失が出た場合の町としての対策はどのようになっているのか。

２つ目として、第三セクターのコンキリエを核として観光施策を進めてはいかがでし

ょうか。
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アとして、第三セクターではなく、町から独立した単独で運営させるという考えはな

いのか。

イとして、観光の中核を担うためにも、観光協会の業務を吸収させ一本化した方がよ

り観光施策の展開が図られると思うが、どのように考えられるのか。

ウとして、知床の世界遺産登録や厚岸道立自然公園の国定公園化に向けて、道東一円

が一体となっての広域的な観光施策が必要と思われるが、これについてご答弁いただき

たい。

これをもちまして、第１回目の質問を終わります。

●議長（稲井議員） 町長。

●町長（若狹町長） 11番、岩谷議員のご質問についてお答えをいたします。

。初めに、現在までの湖南地区、湖北地区の下水道事業の進捗状況についてであります

厚岸町の公共下水道事業計画は、厚岸湖、厚岸湾などの公共用水域の水質保全及び快

適な生活環境の改善等を目的に、湖南、湖北両市街地と門静の一部をあわせた全体計画

を595ヘクタールの区域、整備期間を平成３年度から平成22年度までの整備として、この

うち現在301ヘクタールの区域を事業認可を受け、事業期間を平成３年度から平成22年度

までの20年間として整備を図る内容となっております。

なお、整備工事は、301ヘクタールの事業認可区域内を平成３年度に湖南地区市街地か

ら着手し、現在、湖北市街地を中心に整備に当たっております。現在までの湖南地区、

湖北地区の進捗状況としましては、着手後14年がたち、平成16年度末までのトイレの水

洗化及び排水設備の接続が可能となる供用開始区域内人口は5,141人で、普及率は43.1％

であり、これに今年度の整備予定区域人口359人を加え、供用開始区域内人口を5,500人

とした場合の普及率は46.8％の達成となっており、目標達成率88.1％からおくれている

状況となっております。

次に、事業全体が計画どおり消化されているのかとのお尋ねですが、先ほども申し上

げましたように、平成17年度現在の普及率は46.8％となっており、目標よりおくれてい

る状況となっております。この原因としては、平成13年度まで整備事業費として毎年約

８億円を投入して整備に当たってきましたが、平成14年度からは地方交付税の大幅な減

額等により町財政が非常に厳しい状況となったことから、整備事業費の見直しを行い、

毎年の整備事業費の投入額を５億円減額した３億円ベースにしたことにより、現事業認

可区域301ヘクタールの整備がおくれ、全体計画区域595ヘクタールの完成予定年度も当

初計画では平成22年度でありましたが、現状では完成年度は平成33年度にずれ込む見込

みとなっております。

次に、今年度はどの地区を工事したのかとのお尋ねですが、平成17年度の整備地区と

しましては、奔渡町地区では奔渡町湖岸道路汚水管新設工事、宮園町地区では湖北汚水

幹線汚水管新設工事、真栄町地区では真栄町西の３通りほか汚水管新設工事、住の江町

地区では住の江国道44号線汚水管及び排水管新設工事ほか２本の整備の実施。その他公

共升設置工事としては、住の江町、松葉町、梅香町地区内の整備を行っております。

後に、来年度の事業計画はとのお尋ねですが、第４期厚岸町総合計画３カ年実施計
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画での平成18年度の整備計画として、整備事業費は３億100万円、汚水管布設として延長

2,119メートルの整備を予定しておりますが、下水道普及率の向上、また未整備地区は団

地等の住宅密集地区内のため、この団地内における下水道普及による水洗化等の促進を

図るため、平成18年度において大幅な事業費の増を国及び北海道に要望しているところ

であります。

現在、国の社会資本整備にかかわる公共事業予算が大幅な減額が見込まれていること

から、予算確保も非常に難しいことが予想されますが、本町の基幹産業の一つの水産業

の生活基盤でもあります厚岸湖、厚岸湾などの公共水域の水質保全と水洗化による快適

な生活環境の改善を図るため、公共下水道事業の推進に鋭意努力してまいりたいと考え

ておりますので、ご理解願います。

次に、観光施策と味覚ターミナル・コンキリエの運営についてお答えいたします。

まず、今年度の観光客の入り込み状況ついてでありますが、町全体の観光客入り込み

調査は年度の上期、下期ごとに行っており、現段階ではお答えできる数値を持っており

ません。ただ、観光客の立ち寄り休憩拠点として、町内施設では例年 大の入り込みと

なる厚岸味覚ターミナルにおいては、８月末現在で対前年度比9.2％もの減少となってお

り、４月を除き毎月前年を下回っていることから、町全体としても同様の傾向にあると

思われます。

その要因については、依然として厳しい道内の経済状況を反映した旅行消費の低迷に

。加え、世界自然遺産登録により道内旅行者も知床及びその周辺地域に集中していること

全国的には、国内旅行から海外旅行へのシフト、愛知万博の吸引力等によるものと考え

ております。

厚岸味覚ターミナル・コンキリエの集客対策について、厚岸町を訪れる観光客が平成1

2年度以降減り続けているのは、先に述べた外的要因によるところが大きいものと思われ

ますが、町内の観光の受け皿となる官民の施設整備やソフト面などの新たな取り組みが

停滞していることも否めません。当該施設においては、持ち帰り用ファーストフードの

開発やレストランメニューの見直し、カキえもんの積極的な活用などにより店の魅力を

充実させ、サービスの向上も含めて利用者の増加を図るとしております。

今年度のコンキリエの収支について、７月末現在で前年度と比較してみますと、入館

者の10％近い減少と今春のカキ貝毒の発生の影響で、売上額は9.4％減少しております。

そんな中で、レストランにつきましては、メニューの見直しや豊富化により売り上げが

２％ふえておりますし、経費ではカキの市場価格の大幅な値下がりなどにより仕入れ額

が12.7％減少し、その他の経費も圧縮を図っていることから、全体的には税引き前利益

が232万6,000円となり、前年を4.4％上回っております。

、しかしながら、入館者の減少が今後とも続けば、大変厳しい結果も予想されますので

町といたしましても重大な関心を持ちながらしっかりと連携し、損失の回避に努めてま

いりたいと考えております。

次に、第三セクターのコンキリエを核とした観光施策についてお答えをいたします。

厚岸味覚ターミナルを町から独立させるという考え方については、当該施設は町の財

産であり、これを民間業者に売却することは公共的役割を担うという建設の趣旨を損な

うことになり、現段階ではそのような考えは持っておりません。
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ただし、運営の形態につきましては、平成15年の地方自治法の一部改正により、指定

管理者制度が新たに導入され、この改正法施行の際、旧法の規定により管理委託制度を

行っていた当該施設については、平成18年９月２日までに町の直轄管理か指定管理者制

度のいずれかを選択しなければならないことになっております。

当該施設につきましては、収益事業を営むという性格から、多様化するニーズにより

効果的かつ効率的に対応するため、施設の管理に民間の能力やノウハウを幅広く活用し

つつ、経費の節減等を図る必要があるため、指定管理者制度による運営について検討を

始めたところであります。

また、厚岸味覚ターミナルに観光協会の業務を一本化し、観光施策を展開してはとの

ご質問ですが、この問題については双方の組織体制が財務状況、町の支援体制など幅広

い検討が必要であり、将来に向けての大きな課題として受けとめさせていただきたいと

思います。

後に、知床の世界自然遺産登録や厚岸道立自然公園の国定公園化を控え、道東一円

が一体となって広域的な観光施策が必要ではないかとのご質問でありますが、私も全く

同感であります。釧路町、厚岸町、浜中町の関係機関で組織する３町広域観光推進協議

会や厚岸道立自然公園特定公園化促進期成会の集まりで、また釧路観光連盟やＪＲ花咲

線沿線市町村、関係団体との会議も、当然、話題になっております。

３町広域観光推進協議会では、知床と釧路を結ぶラインとして売り込むため、９月に

ＪＲ札幌駅コンコースにおけるキャンペーン企画をしましたが、場所の借用で調整がつ

かず見送りとなりました。今後とも、こうした広域的なＰＲとともに、町内においても

施設やサービスの充実、基幹産業との連携、ガイドなどの自然体験を支える人材の育成

など、観光客のニーズを満たす受け皿づくりが必要であります。

観光を安定した雇用の創出を伴う新たな産業として育てていくことは、本町だけでな

く周辺地域の共通の課題になっておりますので、お互いが連携し、知恵を出し合いなが

ら観光振興に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。

以上でございます。

●議長（稲井議員） 11番さん、休憩をして、休憩後に２回目の質問をしていただきたい

と思います。

それでは休憩いたします。

再開は３時半とします。

午後２時55分休憩

午後３時30分再開

●議長（稲井議員） 本会議を再開いたします。

11番の２回目の質問を行います。

11番。
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●岩谷議員 休憩を挟みまして、大変英気を養ってまいりました。これから頑張りますの

で、ひとつよろしくお願いします。

、下水道事業については、国絡みでの交付税関係、あるいは町の財政の厳しい状況の中

大変計画どおりにはいかなく、相当おくれている分があるのかなと。

私たちの、では、もう７年前にちょうど下水道を完備したわけでございますが、大変

快適な生活が送れるのかなと。確かに費用はいろいろかかります。ですけれども、生活

はもう快適な生活を送ることができます。

それで今回の、私、下水道事業についてのいろいろな進捗状況とやらを伺ったわけで

ございますが、たしか今年度は住の江町地区が確かに事業の対象になりながらやったと

いうお話があるわけでございますが、その中でちょうど警察の社宅がありますね。あれ

の奥がたしか保坂さん、橋本さん、小野寺さん、それと高畠さんですか。この４軒がち

ょうど下水道の対象になるべく、皆さんがそれぞれ地域の方が待ちに待って、いろいろ

自分たちの考え方を持ちながらあったんですけれども、今回はどういうわけかそこが外

れて、来年度という言い方になったんだけれども、工事が大体距離数にして30メートル

の金額的に260万円ぐらいというお話も聞きながら、それができなかったと。まず第１に、

そのできなかった原因をまず伺っておきたいと思います。

それから、コンキリエの問題につきましては、ちょうど私が２年前にこれと同じよう

な質問をさせていただきました。その中で、やはり年々観光客の入り込みが減っている

のは確かでございます。やはりここら辺で歯どめをしておかなければ、やはり厚岸町に

対するいろいろな地域活性が大変難しいものになるのではなかろうかなと。

そんな中で、たしか二、三年前は13年、14年度で黒字の部分が322万円ぐらいというこ

とで前に伺ったことがあります。今年度は、恐らく収支決算の見通しについてはそんな

、に落ち込みはないんだろうけれども、冬期間の大体12月、１月、２月、３月ごろですか

ここら辺の落ち込みが若干あるのかなと。そういうことを考えますと、当然やはり３月

までの入り込み数とやら、それから売り上げがきちんとしたものが出ないと私は判断い

たします。

ただ、今年度の観光客の減については、たしか愛知博の万博関係、これに相当入り込

、みが行きまして、大体６人に１人ぐらいと言っていましたね。それと、世界遺産の知床

これらに今かなり行っているのかなと。これは、恐らく人数的に何人ぐらいといっても

難しい問題になるのかなと。だけど、落ち込みはしながら、たしか旭川の動物園、ここ

ら辺はどんどんふえている部分が。

確かに、第三セクターのいろいろな施設に対しての入り込みの減はどこも同じように

避けられないのが現状と私もいろいろと伺っております。そんな中で、今後のいろいろ

な問題がなされるわけですけれども、私はちょうど厚岸の観光協会が、今まで観光協会

は観光協会、それからコンキリエはコンキリエという中での展開があったわけですけれ

ども、ここら辺で観光協会と第三セクターが一本化になっていろいろな展開ができない

のかなと。

これは、社長がちょうど私の目の前におりますので、かなり大きな問題にはなるけれ

ども、やはりここら辺で今の世界遺産の知床ですか、それからそれのちょうど来たとこ

ろに羅臼、これらについてはちょうど道の駅というつながりが厚岸の方まで来るのかな
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と。そして、来年度から厚岸が国定公園に向けての展開がなされるということで、やは

りここら辺で道東一円でもって広域な中での知床、世界遺産を経由しながら、そして来

年からの国定公園に向けての広域的なそういうつながりができるのであれば、一番これ

からの厚岸の観光が栄えていくのかなと。

それと、やはり観光協会が一本化、もしそれが厚岸の味覚ターミナルが一本化になっ

たときには、前にもお話ししたように、なかなか食についても難しい問題が。それこそ

今からちょうど11年前にオープンしたわけですけれども、その当時やはりいろいろなメ

ニューについてある程度規制されたわけですけれども、やはりここら辺で独立した中で

もって、いろいろな食の研究をさらにしてもらって、そして観光客がたくさん来ること

によって、厚岸の地域活性が物すごいあるということだけは、これ私、商売人としてい

ろいろ考えたときには考えられます。

そして、 近においても厚岸で観光とやら、いろいろなイベントでもってたくさん厚

岸に来ることによって、その後に必ずコンキリエの方は満杯になります。それから、い

ろいろなスポーツ関係も入れても、その後に全部味覚ターミナルに行って、いろいろや

っぱり食を試しています。そんな中で、社長が前におられますので、やはり厚岸はカキ

を中心とした、これからさらにコンキリエでもカキに力を入れながら、もう少し食の研

究でカキをおいしく食べさせられるような、そういう施設にしていってはどうかと。

。これで第２回目の質問を終わらせていただきたいと思います。よろしくお願いします

●議長（稲井議員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からは、コンキリエ並びに観光の関係についての答弁をいたしま

す。

下水道の問題については、担当課長から答弁させますので、ご理解いただきたいと存

じます。

お話がございましたとおり、コンキリエの社長が私であります。平成６年にオープン

、をいたしまして、当初、大きな赤字であり、何とかこの赤字を解消すべきということで

それぞれ前任者も 善の努力をいたし、平成14年に初めて黒字に展開できたということ

でありましたが、ご承知のとおり、昨年、入り込み客の減少等含めて、また若干であり

ますが、赤字を出さなければならないという経営状況であったわけであります。

しかしながら、コンキリエといいますのは厚岸町の観光の中核拠点としての施設でご

ざいまして、特にグルメパーク厚岸をテーマに味覚の観光を多様に展開することによっ

て、地域経済の活性化に結びつけていくという大きな役割もあったわけであります。こ

の点、今日までの11年間のコンキリエの果たした厚岸町における役割、極めて大きいも

のがあると考えております。厚岸はカキの町、カキは厚岸町と今日まで言われることに

、なったのは、私は一つにはコンキリエの役割も大きいものがあったのでなかろうかなと

かように考えるわけであります。

そこで、これからの経営運営についてどうするのかというお話であります。

先ほど観光協会のお話もありましたが、また、先ほど田宮議員のご質問でもお答えを

いたしましたが、現在、委託事業として厚岸町の事業としてやっているわけであります
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が、地方自治法の改正により、コンキリエについても直営か指定管理者制度を選択をし

なければならない事態にきたわけであります。しからば、直営でできるのかというと、

大変難しい状況にあると私は考えております。

やはり、指定管理者制度をもって今後の運営を確立をしていかなければならないだろ

うと、現段階ではそのように考えておりますので、その一つの方法として観光協会とい

うお話が出たのではなかろうかなと、私はそのように考えておりますので、そのことも

、頭に置きながら、今後の健全な経営を目指してのコンキリエのあり方はどうあるべきか

そのように考えていきたいと思います。

次に、観光問題であります。

ご案内のとおり、知床が世界遺産になりました。当地域における影響は少ないわけで

ありますが、弟子屈の川湯等はもう毎日ホテルが満杯であるという状況も私はこの目で

見てまいりました。この影響を何とか厚岸までに拡大いたしたい、そのように願うわけ

でありますが、大変道東一円は恵まれた観光資源がございます。阿寒国立公園、釧路湿

原国立公園、知床国立公園、そしてまた、さらに道立厚岸自然公園が国定公園になると

するならば、この地域一体がさらにすばらしい観光地として栄えていくであろう。その

中での厚岸町の役割も極めて大きいと私は考えておるわけでありまして、これからの地

域戦略の大きな柱の一つに観光振興と魅力ある厚岸づくりをしてまいりたい、そのよう

に考えているわけでございまして、そういう意味において今日、定住人口の増加に対す

る展開から交流人口の増加への転換が求められていると。これが今後の厚岸の経済の活

性化、さらにはまた産業の振興に大きく結びつくものと私は考えております。

そういう意味において、今後とも観光の振興に厚岸町としても全力を尽くしていかな

ければならない、そのように考えておりますのでご理解をいただきたいと存じます。

●議長（稲井議員） 水道課長。

●水道課長（高根課長） 再質問についてお答えいたしたいと思います。

延長が残ったため、そのできなかった原因についてのお尋ねでございますけれども、

その路線につきましては住の江１号線であると思います。私ども水道課としましては、

住の江地区での下水道整備につきましては、当初、住の江１号線から整備を予定してお

りまして、しかしながら住の江２号線の方が、自治会から来年改良舗装をしてくれとい

う要望がございました。そういう関係がございまして、住の江２号線を先に今年予算化

しております。

ただ、残った住の江１号線につきましては、当初の整備予定には入ってはいなかった

んですけれども、他の地区、先ほど町長も答弁で申し上げましたように宮園町とか奔渡

とかいろいろなところでやっております。そういった工事の執行残を調整しまして、何

とか住の江１号線ができないかということで検討しました。その額は、全延長が約200メ

ートルございます。199.1メートルです。そのうち調整額では161.1メートルが施工が可

能となりまして、残りは38メートルが残ったものでございます。

この残りの38メートルにつきまして何とかできないかということで、また検討したん

ですけれども、若干まだ残った工事がございました。それで、その調整額をもって何と



- 124 -

かやろうと思ったんですけれども、結局、財源の確保のめどが立たないため、来年度の

施工となったものでございます。

以上でございます。

●議長（稲井議員） 11番。

●岩谷議員 この下水道事業については、たしか私が行ってみたところ、本当もう目先の

ところが来年度に置かれるということですけれども、これはやはり工事をするときに、

工事をする人が行って説明をするんでなくして、担当の方が行って、ここは、例えばで

きないのならできないんだという説明が今回あったのか、ないのか。

恐らく来年度からも、こういうふうにして住の江地区が下水道事業に着手していくと

思うんですけれども、やはりかかる前にできないものならできないと、できるものなら

できるときちんと説明しなかったら、ちょうどその場にいて工事をされる人たちについ

ては期待感ですか、衛生的なものもあれば財政的なものもいろいろ考えながらの自分た

ちの考えがあると私は思います。

そんな中で、何か今回やはり説明不足もあったのではないのかなと。そこら辺につい

、てもう１回答弁して、来年度からは十分に施工に当たって地域の説明会をしてもらって

もしあれだったらばよろしくお願いしたいと思います。

それから、２点目のコンキリエの運営については、大変社長みずから本当に心強い回

答をもらいながら、今後、指定管理者制度の中でやはり町から単独で離して、そして一

本化をねらった中でのいろいろな展開もしていかなければならない、ちょうど時期に来

ているのかなと。いつまでもやはり町の方から管理委託ですよと、赤字だったらあげま

すよ、こういうもう時代だったら、だんだんコンキリエは寂れていきますよ。

その前にやっぱりきちんと経営内容を考えながら、できるのであれば参考として私は

観光協会との一本化というお話ですけれども、今回の指定管理者制度に合わせながら、

そういう展開を図りながら、健全な経営をもって地域活性のために、十分社長として今

後考えていただきたいと私は思います。

２年前にもやはりこういう提言をしながら、さっぱり改善された点がないだけに、恐

らく同じ質問ですけれども、角度を変えた中での今回の私の質問ですので、そこを十分

研究しながら、前向きの中でもって健全経営をねらっていただきたいと思いますので、

ひとつよろしくお願いしたいと思います。

●議長（稲井議員） 町長。

●町長（若狹町長） コンキリエについて、また再度お尋ねがございました。

ご承知のとおり、コンキリエは委託いたしているわけでありますが、その中には株主

もそれぞれおるわけであります。私は社長でありますが、社長一存で今後のコンキリエ

のあり方ということで、町が50％株を持っているからという独裁的な中での運営はでき

ません。

やはり株主の意向も当然あるわけでありますが、しかしながら地方自治法が改正をさ
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。れたという現実の中で株主等も含めて、また町民の考え方も当然出てくるかと思います

観光協会もその一つかと思います。それぞれの関係者とも十分に踏まえながら、コンキ

リエのあり方、健全運営というものに向かってこれからも対処してまいりたい、かよう

に考えますのでご理解いただきたいと存じます。

●議長（稲井議員） 水道課長。

●水道課長（高根課長） 再々質問についてお答えいたしたいと思います。

今回のことについて、説明不足でなかったのかというお尋ねでございますけれども、

確かに私どもとしましては、ある程度工事が着手してから関係者といいますか、その38

メーターの４戸の方へ行って説明をしまして、何とかご理解をしていただいたというこ

とで考えております。

、ただ、これらの４戸の住民の方へは、十分な説明がなかったことによりまして、来年

平成18年度、水洗化を予定していた方へご迷惑をかけまして、また期待を裏切りまして

大変申しわけなく思っております。今後は、このようなことが二度とないように対応し

てまいりたいと思います。

なお、この残り38メートルの下水道工事の、いわゆる新設工事につきましては、来年

度できるだけ早く発注しまして完成したいということで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（稲井議員） 以上で岩谷議員の一般質問を終わります。

次に、16番、竹田議員の一般質問を行います。

16番。

●竹田議員 今定例会において、さきに通達しておきました質問通告書において、次の質

問をさせていただきます。

収入役の廃止について、地方自治法改正案の中で、廃止の方針について町としてどう

すべきか。また、財政難の折、行政改革において廃止すべきではないのか。また、町と

してのベストの選択は考えておられるのか。

２番目に、来年度の真龍小学校建て直し計画について、町の業者に少しでも多くの仕

事を与えていただきたい。さまざまなハードルがあるかもしれないが、それを越えての

考え方をしてほしい。また、町独自の施策はどのように考えておられるのか、お聞きし

たいと思います。

よろしくお願いします。

●議長（稲井議員） 町長。

●町長（若狹町長） 16番、竹田議員のご質問にお答えをいたします。

まず、収入役の廃止についてお答えいたします。

、収入役は、地方公共団体の会計事務をつかさどる特別職であり、この職を置く趣旨は
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収入及び支出に関して予算執行権者と会計事務をつかさどる者を分離して、公金の保管

や支出など会計事務処理の公正を確保することにありますが、 近、電算機化の進展や

行政改革の観点から収入役を置かないこととする市町村がふえてきている状況にありま

す。

しかし、一方では、今年からのペイオフ導入により、公金管理運営における自己責任

の時代が到来しており、金融機関に対する経営分析と適切な判断が求められ、公金の運

用責任と損失責任にかかわる重大性が増しておりますし、また公金支出の適正化の要請

が高まる中、補助組織や委員会等と対等もしくはそれ以上の権限をもって予算の執行を

厳格適正に審査する独立専門機関としての専門的、総括的なポストの必要性は高まって

いると思っております。

収入役は、このチェック機関としての重要な役割があると認識しており、公正な行政

運営を図る上において極めて重要な位置にある収入役を廃止する考えを現在持っており

ません。この考えは、昨年３月の町議会第１回定例会における岩谷議員からの一般質問

にもお答えをしたとおりであります。

なお、本年５月の新聞報道によりますと、総務省が都道府県の出納長と市町村の収入

役を平成19年度から廃止しようとする地方自治法の改正案を来年の通常国会に提出する

方針を固めており、まず、首相の諮問機関である地方制度調査会に諮問して、年内に答

申を得る段取りであるとされています。

このことに対して、私は単に経費削減や行革という面から考えるのではなく、本来の

目的をしっかりと見据えた中で、収入役を置く、または置かないについては、それぞれ

の地方自治体の裁量による自主的判断にゆだねるべきであるとの考えを持っており、こ

の考え方については、10月に開催される北海道町村会の政策研究会に提案をしていると

ころであります。

次に、真龍小学校の建て直し計画に伴う町の業者に少しでも多くの仕事をとの質問で

ありますが、厚岸町は地方自治法施行令第167条の５及び第167条の11の規定により、町

が発注する建設工事または製造の請負その他の契約にかかわる一般競争入札または指名

競争入札に参加しようとする者に対し告示をし、受け付けております。指名選考に当た

っては、北海道財務規則第160条の規定に定められた指名選考基準を準用し、契約の適正

な履行の確保ができる範囲内において地元業者の育成に努め、指名しようとする時点で

著しい経営状況の悪化及び資産並びに信用度の低下事実がなく、契約の履行が確実であ

ると認める者であることなどを考慮し、さらには工事金額だけではなく、技術能力や技

術者の数、施工能力を勘案し、指名選考しているところであります。

公共工事の多くは補助事業であり、制約があり、会計検査対応も考えなければならな

いため、質問者が言われるさまざまなハードルを越えての考え方や町独自の施策は難し

いものと考えますので、ご理解願います。

●議長（稲井議員） 16番。

●竹田議員 まず、収入役の廃止についてですけれども、厚岸町の人口水準、類似の各町

、との比較のデータというのは、質問の中で今回も中屋議員の方からありましたけれども
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人口に対しての人件費の経費というのが22.3％、歳出に対しての人件費ですね。それが

各町村の断トツをいっているという部分。それから、職員１人当たりに人件費、人口当

たり１人に対する比率が平均値78人に対して48人という、こういった町職員の多さをあ

らわしていることでもあります。

そういったことから、さまざまなことで町民の方々が言われていることでありますけ

れども、全道の７割近くの町村が収入役を廃止している中で、厚岸町がなぜ収入役を廃

止するという心構えがないことに対して、町民に不服の声が上がっているのは現状であ

ります。

町長の６月定例会の答弁にも、収入役は廃止しませんとはっきりおっしゃっておりま

す。この中で、産業振興課という水産農業の部分に課長一役ずつ置いておりましたけれ

ども、ここを１つにして産業振興課というものをつくったということで、これも経費の

財政革命の中の一つであると思います。

また、収入役を廃止した後にも出納長を置くことにもなるので同じことだという答弁

もありました。がしかし、総務省の中では平成19年、2007年度においては、改正案をし

たいという総務省の考えであります。

他町村とよく比べるわけですけれども、こういった部分については他町村と比べるこ

となく、町長の独自の判断というふうに思われるわけであります。町長の言うような、

今のこの答弁にもありますけれども、そのような大事なことであることを、なぜ総務省

は廃止を進めて、また、おられるのか。他町村が道内７割近くの廃止をしているにもか

かわらず、廃止した後の厄介さや面倒さ、または廃止をしなかったという後悔的な部分

の廃止の例などが挙げられて聞こえておりません。そういったことから、他町村の例を

とるわけではありませんけれども、社会全体の構想の中で、収入役の廃止ということが

なぜできないのかという疑問を覚えるわけであります。

また、収入役の職務、ほかに７項目、収入役の仕事の内容についてがあります。これ

も６月度の定例会の答弁の中に町長がきちんと言っております。現金の出納及び保管を

行う。２番目に、小切手を振り出す。３番目に、有価証券の出納及び保管を行う。４番

目に、物品の出納及び保管を行う。５番目に、現金及び財産の記録管理を行う。６番目

に、支出負担行為に関する確認を行う。７番目に、決算を調整し、町に提出するとあり

。ます。こういった７項目のほかに、収入役は何をしておられるのか聞きたいと思います

それから、真龍小学校の建て直し計画についてでありますけれども、約15億から16億

とも言われている、この真龍小学校の建て直しについて、毎回毎回のいろいろな質問の

中でもありますけれども、いわゆるゼネコンという大手企業が町内にもありますけれど

も、この大手企業が入札を受けて落札をして、その落札した結果が、常に町内の小さな

。子会社等が全く参入していないというのが現状であります。確かに、答弁にもあります

工事金額だけではなく、技術能力や技術者の数、施工能力を勘案し、指名選考している

ところであると。さまざまなハードルを越えての考え方や町独自の施策は難しいものと

考えるというふうに書かれております。全くそれは質問する前に私もわかって質問して

いるわけです。

私の言ったそのさまざまなハードルを越えての考え方というのは、単にこういった施

工能力、技術能力、それから経営状況の部分、そういったことを考えていくならば、そ
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れ以上にできないということが明らかであれば、私はさまざまなハードルを越えての考

え方、町独自の施策はどう考えているのかということは質問しません、初めから。しか

しながら、そういったハードルを越えてやることによって、厚岸町においての経済効果

ということを考えると、町長として真剣にやはりいろいろなハードルを越えて考えると

いうことをもう一度考えてもらいたい。

本来、この大手企業、ゼネコンというのは、昔から企業の中で育てていくというのが

大手企業、ゼネコンの体質でありました。しかしながら、本町の、この厚岸町において

の大手企業Ａ社、ランクづけでいうとＡ、Ｂということで常にありますけれども、町民

の方からいろいろ言われるのは、仕事はとったけれどもそこの業者が次に工事をしてい

る労働者というんですか、施工管理者についてはきちんとおります。ですから、違法で

も何でもありません。しかしながら、労働者については町内の労働者が働いていないと

いうのが現実であります。

私が言っている、このさまざまなハードルというのは、町長として町の働く労働者が

こういった大きな仕事を地元の業者がとった場合に、何とか働く労働者を地元の労働者

を使っていただけないか。そういうような心根を動かしてほしい、そういう働きをして

ほしい、企業に言ってほしいというのが町民の願いであり、私の今回の質問の主でもあ

ります。

どこかのおばさんや、どこかのおじさんがＡランク、Ｂランクのところに行って、建

築も何もわからない人がそういったお願い事をしても、まあ通常一般で言うへの突っ張

りにもならないということが起きるかもしれない。がしかし、町長という立場で、働く

労働者という部分の仕事を与えるということについては、少しながらでもお願いをでき

るのではないかというふうに思うわけです。

ぜひ、そういった部分のハードルを越えてということと、町の業者に、労働者に少し

でも多くの仕事をと。ましてや今回の、この小学校の建て直しは数カ月でできるもので

もありません。真冬の期間の失業期間にも労働者が動くという、そういった大きな事業

でもあります。そして15億、16億というお金をかけて、幾ら今補助金が出るのかという

ことも、来年の計画にならないとわからない事業でもあります。

事実、そういった金額がわからない中でも、補助金がわからない中でも、かかる費用

は一定、今わかっていることでもあります。そういった大きなお金が動く中で、せめて

落札、入札関連が、もし、条例上できないということは私もわかっております。であれ

ば、何回も申し上げますけれども、労働者の確保だけは地元に。そして、落札した業者

に、落札する前に。来年の６月の定例会に、この議案が出されるようなことを聞いてお

ります。まだまだ間に合うと思いので、何とかその伝達をやっていただきたいなという

ふうに思います。

これで２回目終わります。

●議長（稲井議員） 町長。

●町長（若狹町長） ２点の再質問がございましたので、お答えをさせていただきます。

まず、収入役の件であります。
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その前に、厚岸町の職員の関係にもお話がありましたので、私からお答えをいたしま

す。

各自治体の職員数といいますのは、地方公共団体定員管理における国からのいろいろ

な指示がございます。それに基づいて、定数が決まっておるのであります。ゆえに、単

純な比較はできません。なぜかといいますと、どういう施設があるのか、また町の産業

形態がどうなっているのかというもろもろの状況の中で、国から厚岸町はこの程度の職

員定数があればいいということになるわけでありまして、その国の基準でお話いたしま

すと、厚岸町はマイナス６人で現在推移をいたしておる状況にございます。この点につ

いてはご理解をいただきたいと思います。

そこで、収入役のことであります。竹田議員からお話がございましたとおり、収入役

の役割といいますのは重要な職責があるわけであります。町長や助役業務の片手間で負

える業務責任でないと私は考えております。

また、その重要性からかんがみ、助役についてはいつでも町長は解職できます。これ

は、地方自治法163条にございます。収入役は、法律で定める事由による場合でなければ、

休職、懲戒処分を受けることができません。これだけ収入役の役割といいますのが重要

であるわけであります。

そういう中で、私といたしましては、市町村合併等が進む中により収入役の廃止また

は兼職が増加するものと考えられますが、収支に関する事務処理の公正を確保すること

は地方自治法の基本原則の一つであると考えております。すなわち、憲法第92条の団体

自治の理念に合致するものであると私は認識をいたしておるわけでございまして、第１

回目の答弁でもお話いたしましたが、その趣旨に沿って、私は来る10月26日の全道町村

会で強くご訴えを申し上げてまいりたい、かように考えておりますのでご理解をいただ

きたいと存じます。

次に、真龍小学校の改築の件における受注機会の拡大。特に、地元企業に対する配慮

を願いたいというお話であります。その趣旨には全く私も賛成であります。しかしなが

ら、私は、地元なぜ賛成かといいますと、建設業は地域経済を支える重要な産業であり

ます。経済と雇用に極めて大きな役割を与えるわけであります。そういう意味において

厚岸町の、先ほどご指摘されました入札の基準の考え方であるわけであります。

しかしながら、入札対象工事の難易度、施工能力、施工の合理性等を十分に考慮しな

がら、選考を厳正かつ適正に行っております。この点についてもご理解をいただきたい

と思います。

しからば、受注機会の拡大を厚岸町はどうしているのか。これを竹田議員にお話しす

るのはどうかと思います。専門家でありますので重々ご承知かと思いますが、答弁とし

てお聞きを願いたいと存じます。

、厚岸町が発注する公共工事については、できるだけ受注機会が多くなるよう分離発注

あるいは分割発注をできるものは、これを行うことを基本といたしております。真龍小

学校のような改築の工事のような大型工事については、ただ、真龍小学校の改築の実施

設計は来年の５月でございます、決まるのが。そういうことで、その５月の実施設計を

見ませんと、どういう方法がいいのか、この場では言い切れないわけであります。その

事態で考えていかなければならない問題でありますが、例としてお話をさせていただき
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ます。

お話ししましたとおり、大型工事事業については、建築本体工事、電気工事、電気に

つきましては、弱電設備工事と強電設備工事、さらにはまた管設備工事、これも幾つか

に分かれます、に分離をして発注をいたしておるわけであります。さらにはまた、一つ

の方法として共同企業体、ジョイントベンチャーも考えるわけであります。これを通じ

て、地元業者の技術能力の高度化と育成に努めておるところでもございます。

このように厚岸町といたしましても、基準に基づいて公正公平に発注をいたしており

ますことをご理解をいただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げたいと存

じます。

●議長（稲井議員） 休憩いたします。

午後４時23分休憩

午後４時24分再開

●議長（稲井議員） 再開いたします。

２回目の補足答弁をいたします。

。●町長（若狹町長） 答弁漏れがあったようでありまして、まことに申しわけありません

お答えをいたします。

ご指摘がございましたとおり、来年の通常国会に出納長並びに収入役の原則設置を定

めている現行の地方自治法の改正案を提案をいたしたいという新聞報道はあります。私

もそれは承知をいたしております。

ですから、先ほどお話いたしましたように、仮にこれが改正されたとするならば、私

の考え方と違うわけでありますから、来る10月27日の北海道町村会の中で私は提案をい

たしたいということでありますので、ご理解をいただきたいと思うわけであります。

また、他町村が収入役を廃止しているので、厚岸町はどう考えるかと。釧路管内を見

ましても、９町村の中で収入役が残っておりますのは釧路町と厚岸町であります。しか

しながら、私は趣旨に沿って先ほどいろいろ理由を申し上げました。ほかの自治体がど

のように考えているかわかりませんけれども、私としては収入役は重要、重大な役割を

持っているという認識の中で収入役を設置をいたしておるわけでありますので、どうか

この点についてはご理解をいただきたいと存じます。

●議長（稲井議員） 16番、３回目の質問を行います。

●竹田議員 収入役ということで、本当に町長の言うように大事な責務であるということ

は、169条にも「普通地方公共団体の長、副知事若しくは助役又は監査役員と親子、夫婦

又は兄弟等の関係にある者は、出納長若しくは副出納長又は収入役若しくは副収入役と

なることはできない」ということにあるように、全く厳しい自治法も確かにあるわけで
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あります。

そういった中で、収入役といえば町村長、助役に次ぐかなめ職であり、いわば自治体

の金庫番で、主要業務は、現金・有価証券の出納管理や現金財産の記録管理、決算作成

など、そういった提出一々などで議会の同意を得て、首長が任命する特別職というふう

に言われていると。

また、財政難以外にも多くの自治体で出納業務の電算化が進み、事務が以前ほど煩雑

ではなく、チェックしやすくなったため、収入役が空席でも会計に精通した職員で十分

、業務が間に合うという事情も背景にあると。また、財政難は市も例外ではないけれども

予算の執行は十分チェックできるというふうにまた逆にあるが、置くかどうかは自治体

の判断に任せるということも確かに書かれております。

総務省行政課は「収入役は不正防止、支出適正化に重要。しかし、会計事務の効率化

も進行しており、人口規模の小さい市に限っては緩和することを検討している」という

ことも書かれております。収入役の根源的位置づけが問題になってくる収入役とあって

は、なくてもいいポストなのかということをもう一度考えるべきだということもありま

す。

また、地方自治や政治学の学者の中には、執行部からの独立性があるとはいえ、職員

ＯＢの名誉職化している実態もあり、一足に要不要の結論は出ないだろうが、公正な関

係を担保するためには廃止する、しないにかかわらず、会計事務の情報公開を徹底して

進めることが必要であるということでありますが、この情報公開については、町として

はどのようにしておられるのか、ちょっとお聞きしたいと思います。

収入役が、先ほどちょっと聞くのを忘れていたんですけれども、町長は７項目の仕事

の内容をした後に、この６月定例会について、町長の補助機能であるというふうに答弁

なされております。この補助機能ということの意味というのが、いまいちわからない。

どういった趣旨で補助機能とおっしゃったのか。この補助機能という言葉について、収

入役が補助機能といった言葉なんですけれども、補助機能という言葉が適切なのかどう

か。いろいろ調べたんですけれども、地方自治法の中にそういう部分がなかった、僕の

限りでは。勉強不足なのかもしれませんけれども。もし、収入役の立場で、町長の補助

機能として町長は使っておられるということであれば、地方自治法の中のどこの文言の

中に書かれておられるのか、その辺もちょっとお聞きしたいと思うんです。

それから、町長の片腕ということで、町民のために必要であるということ。一般的に

、必要であるがための補助機能というふうに言ったのかどうか私はわかりませんけれども

そういった部分でいろいろな考えの方もおられると思いますが、町村については、首長

か助役が兼掌することができるとなっている。事故など収入役が欠員となった場合は、

職務代理者または出納室長や総務課長などがこれを兼務することを許されているという

ふうにされています。こういうことを読むと、収入役がいなくても総務課長もできるの

ではないかというふうに考えられるんですけれども。

また、先ほど言いました、例えば収入役がおられなくなった場合において、こういっ

た立場で運営をしていくと収入役がいなくてもできるという考えは全く思っていないの

か。また、2007年、平成19年度にその案が通った場合、収入役が要らないと、総務省の

決定事項がなされたと、町長の意向が通じなかったというふうに決定したときに、その
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ときは廃止せざるを得ないという形になるんですけれども、その廃止せざるを得ないと

いうことが予測されることですよね、今現状で。道内で７割もいない。これが逆に３割

であれば、まだまだチャンスがあるんだろうけれども、７割ももうなくしている。そう

いった事例でいろいろ困っている、廃止したところは困っているという事例は、先ほど

も２回目の質問の中でも言ったんですけれども、事例はないというふうに聞いているん

ですけれども、そういった中からいくと廃止ということが考えられる、予測されるんじ

ゃないかと。予測されたときに、では、町長が必要だということであれば、廃止せざる

を得ないということで総務省で、国会で決定した場合に、それが決定したときにどうい

う考えで収入役のかわりをどのようにされるのかということを、これも聞いておきたい

と思います。

それから、真龍小学校の建て直しについて、落札とかそういう基準においては、確か

。に僕も理解しております。町民的な考えでいくと、やはり雇用という問題に行き着くと

それで、雇用という問題について、落札に当たっては、ぜひ町長として何とか冬にまた

がる工事のときには労働者の確保、労働者の雇用について、ぜひお願いしていただきた

いという落札者、企業に対してのお願いくらいは何とかしていただきたいなと思うんで

すけれども、いかがでしょうか。

これで３回目を終わります。

●議長（稲井議員） 町長。

●町長（若狹町長） ３回目の質問でございます。お答えをさせていただきます。

まず、私は町長として、地方行政運営はどうあるべきであるかということを常に念頭

に置いております。特に今日、地方分権時代であります。自主自立の行政運営が強く求

められております。さらにはまた、地域の開発発展というものも、昔は均衡とれた発展

が国の大きな施策でございました。しかしながら、今日は自治体間競争であります。ど

の町よりもすばらしい町をつくる責任というのが、町長に重くのしかかっておるのであ

ります。

そういう中で、地方自治法に基づいて行政運営がなされておりますが、私はもともと

この地方自治法に不満であります。なぜかといいますと、収入役の場合を例にお話をい

たします。

収入役は、10万以上の市においては必置なんです。必ず置かないといけないんです。

同じ市でも10万以下並びに町村は、先ほど竹田議員がお話いたしたとおり、置かなくて

も置いてもいいんです。同じ地方自治体組織でありながら、なぜ自治体の差別をするの

か。私は極めて不満に立っております。

それともう一つは、今までの収入役といいますのは、首長代理で行事に出席をする、

さらには定年間もない人をその役職につけるとかいうことが、いろいろと私は批判にな

っていると思います。しかし、収入役といいますのは、何回も言いますが極めて重要な

役割であります。

ですから、私といたしましては、ここで固有名詞を出すのはどうかと思いますが、厚

岸町としては、ごらんのとおりの若い能力のある人材を登用しているのであります。こ
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の点についても、ご理解をいただきたいと思うわけであります。

一方、私は、なぜ収入役を廃止するのかということについては、パフォーマンスもあ

ると思っています。ただ、経費を節減をするんだという考えの中で、収入役を廃止して

いるところもあるのではなかろうか、そのように考えておるわけであります。この点に

ついては、私の考え方でありますので、竹田議員との違いもあるかと思いますが、ご理

解いただきたいと存じます。

次に、情報公開の件、私の見解と違うかどうかわかりませんが、公金収支適正化の要

請が高まる中、まずペイオフ、指定銀行ございます。指定銀行が、いつつぶれるかわか

らない。仮につぶれたとするならば、すべてその損害、収入役が責任持つんです。私な

り助役は責任ないのであります。

そういうことで、財務関係の情報、さらにはまた予算執行における情報。間違いのな

、い予算執行をしているのか。これについては、一方、監査委員というものもありますが

収入役の役割も大きいわけであります。

次に、収入役はいなくてもよいのかということであります。私は、先ほど来からお話

いたしますとおり、片手間でできる仕事ではない、町長や助役が兼務するような仕事の

内容ではない、そのような理解をいたしておる次第であります。重要な収入役の仕事が

あるという認識をいたしております。

しからば、地方自治法が改正されたならばどうするのか。私は、何回も言いますが、

そのために10月27日に改正されないように北海道町村会としての意見をまとめるべく、

私は意見を申し上げるわけであります。仮に自治法が我々の主張が通らなく改正された

場合には、その事態で当然、法治国家として私どもは法に従っていかなければなりませ

んので、考えていかなければならない問題であろうと、そのように理解をいたしており

ます。

それからもう一つ、補助組織の関係でありますが、これは助役から答弁をさせます。

●議長（稲井議員） 助役。

●助役（大沼助役） 補助機能ということの説明でございますけれども、地方自治法の第

３款に補助機関という項目がございます。その補助機関の中に、助役、収入役、事務吏

員等が定められています。つまり、町長が助役、収入役、事務吏員を必要としないと、

自分が全部やるということであれば、我々補助職員も不要なわけであります。

そういう意味で、この地方自治法の第３款に、161条以降に定まっているというふうに

認識をしております。

●議長（稲井議員） 以上で竹田議員の一般質問を終わります。

午後４時43分休憩

午後４時43分再開
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●議長（稲井議員） 再開します。

町長。

●町長（若狹町長） 申しわけありません。ちょっと長く答弁したものですから、次の真

龍小学校の関係についての答弁ができませんでした。申しわけありません。

お答えをさせていただきます。厚岸の建設業は、長引く景気の低迷による民間投資の

縮小、または国・地方公共団体の厳しい財政状況によりまして、公共工事の全体の量が

減少する中、かつてない厳しい経営環境に置かれていると私は認識をいたしておるわけ

であります。

先ほどもお話いたしましたが、建設業は地域の経済と雇用を支える重要な産業であり

ますので、今後とも厚岸町における指名競争入札参加者指名基準の考え方に基づいて、

建設業の振興、そしてまた発展に積極的に取り組んでまいりたいと、そのように考えて

おりますのでご理解いただきたいと存じます。

●議長（稲井議員） 休憩します。

午後４時45分休憩

午後４時45分再開

●議長（稲井議員） 再開いたします。

議事進行。

起立して言ってください。

●竹田議員 今の３回目の答弁の中で、僕が言った質問に対しては答弁漏れ……

●議長（稲井議員） 起立して、質問してください。

●竹田議員 答弁漏れということで、雇用についてのお願いをぜひ町長からされてほしい

ということだったんですけれども、それについてはどうなんでしょうか。

●議長（稲井議員） 町長。

●町長（若狹町長） 先ほど雇用ということも言葉に出しながらお話ししたつもりであり

ますが、当然、厚岸町における職場という中での雇用対策、これは建設業のみならず、

厚岸町の雇用対策は重要な課題であります。ご指摘がございましたとおりの雇用対策を

これからも積極的に進めていかなければならないと考えております。

●議長（稲井議員） 改めて宣言します。

以上で竹田議員の一般質問を終わります。
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休憩いたします。

午後４時46分休憩

午後４時49分再開

●議長（稲井議員） 本会議を再開いたします。

以上で本定例会に通告ありました８名の議員の一般質問を終わります。

ここで、あらかじめ会議時間の延長を行いたいと思います。

一般議案の51号が終了するまで、あらかじめ会議時間の延長を行います。

議案第49号 釧路支庁管内町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及

び規約の変更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（田辺課長） ただいま上程いただきました議案第49号 釧路支庁管内町村公

平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について、その提案理

由をご説明申し上げます。

釧路支庁管内町村公平委員会は、釧路市を除く管内９町村及び５つの一部事務組合に

よりまして地方公務員法第７条第４項の規定に基づき共同設置されていますが、本年10

月11日に阿寒町、音別町が釧路市と合併することになり、またこのことにより釧路西部

消防組合が同日に解散されることになっております。このため、本公平委員会を構成す

る団体から阿寒町、音別町及び釧路西部消防組合が脱退することとなり、これに伴い共

同設置規約の変更を行うため、地方自治法第252条の７第２項の規定に基づき、共同設置

している関係地方公共団体との協議をいたしたく、同条第３項の規定によりまして議会

の議決を求めるものでございます。

議案書の次のページをごらんになっていただきたいと思います。

釧路支庁管内町村公平委員会共同設置規約の一部を改正する規約の改正内容でござい

ますが、当該規約の別表において、当該公平委員会を共同設置する町村及び一部組合名

を定めているものの中から阿寒町、音別町及び釧路西部消防組合を削るものでございま

す。

なお、附則におきまして、この一部改正の規約の施行日を合併で新しい市が誕生する

平成17年10月11日とする内容でございます。

以上、簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い

申し上げます。

●議長（稲井議員） これより質疑を行います。

（な し）
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●議長（稲井議員） 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定することにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（稲井議員） ご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。

日程第４、議案第50号 釧路市阿寒郡阿寒町及び白糠郡音別町の廃置分合に伴う釧路

公立大学事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更についてを議題と

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（田辺課長） ただいま上程いただきました議案第50号 釧路市阿寒郡阿寒町

及び白糠郡音別町の廃置分合に伴う釧路公立大学事務組合を組織する地方公共団体の数

の減少及び規約の変更について、その提案理由を申し上げます。

釧路公立大学事務組合は、釧路支庁管内の１市８町１村で組織する一部事務組合であ

りますが、本年10月11日に釧路市、阿寒町及び音別町が合併し、新たに釧路市となるこ

とから、本組合を組織する市町村数が減少することになります。

このことから、これに伴う組合規約の変更を行うため、市町村の合併に関する法律第

、９条の２の規定により、さきの議案第49号と同様に関係する市町村と協議をいたしたく

その内容について議会の議決を求めるものでございます。

規約の改正内容につきましては、新旧対照表をお配りしておりますので、それにより

ご説明を申し上げたいと存じます。

第２条の関係でございますが、組合を組織する地方公共団体についての規定でござい

ますが、表記上は同じで変わりませんけれども、合併により新しい釧路市ができること

により、阿寒町及び音別町を削る改正をする内容となってございます。

第５条の関係でございますが、組合議会の議員数を定めている規定でございます。現

行18人の議員定数を14人に改めるものでございますが、これは釧路市を除く関係町村か

ら議員各１人の計９名であった定員、２町の減少に伴いまして７名に改めるとともに、

釧路市からの議員定数も９名から７名に改めるものでございます。

これは、釧路市からの議員数とそれ以外の関係町村からの議員数を同数とした当該組

合設立当時の考え方を今回も踏襲して改めたという内容になってございます。

以上が組合規約の改正内容でございますが、次にこの改正規約の附則についてご説明

申し上げますので、恐れ入りますが、議案書の６ページをごらん願います。

附則の第１項につきましては、施行期日でございますが、改正する規約は新しい市が

誕生する平成17年10月11日を施行日としてございます。

２項以降につきましては、関係市町村の負担金算定における経過規定でございます。

第２項は、平成17年度の負担金について、年度途中で市町村数変わりますけれども、変
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更前の規約を適用して釧路市、阿寒町及び音別町の３市町に係る負担金の合計額、これ

を合併後の釧路市が負担するという内容のものでございます。

３項につきましては、平成18年度の財政力割負担につきまして、合併後の釧路市につ

きましては、合併前の３市町の基準財政収入額を合算したものとして計算するという内

容のものでございます。

第４項でございます。平成18年度以降の人口割負担につきまして、合併後の釧路市の

国勢調査人口は、合併前の３市町の国勢調査人口を合算して用いるというもので、これ

。は平成22年に行われる国勢調査結果が確定する時期までの扱いとなるものでございます

以上、提案説明とさせていただいておりますので、よろしくご審議の上、ご承認賜り

ますようお願い申し上げます。

●議長（稲井議員） これより質疑を行います。

（な し）

●議長（稲井議員） 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定することにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（稲井議員） ご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。

日程第５、議案第51号 釧路市阿寒郡阿寒町及び白糠郡音別町の廃置分合に伴う釧路

広域市町村圏事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更についてを議

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。

まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（福田課長） ただいま上程されまして議案第51号 釧路市阿寒郡

阿寒町及び白糠郡音別町の廃置分合に伴う釧路広域市町村圏事務組合を組織する地方公

共団体の数の減少及び規約の変更についての提案理由及び内容についてご説明をいたし

ます。

釧路市、阿寒町及び音別町が合併し、平成17年10月11日から新たな釧路市となること

、に伴い、釧路広域市町村圏事務組合を組織する地方公共団体の数を減少させるとともに

釧路広域市町村圏事務組合規約を変更することについて関係市町村と協議いたしたく、

市町村の合併の特例による法律第９条の２第２項において準用する地方自治法290条の規

定により本案を提出するものでございます。

議案書８ページから９ページにかけまして、釧路広域市町村圏事務組合規約の一部を

改正する規約をお示ししておりますが、同時に議案第51号説明資料として新旧対照表を
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配付しておりますので、それもごらんいただきたいというふうに思います。

まず第２条でありますが、現行は１市８町１村合わせて10の地方公共団体による組織

になっておりますが、市町村合併により現在の釧路市、阿寒町、音別町が消滅し、新た

な釧路市が誕生することにより、差し引き２つの町が減少することによる改正でありま

す。

次に、第５条でありますが、ここでは組合議会の議員定数を定めております。現行は2

0人の定数であり、釧路市を除く町村の長９人、関係町村の議会の議員から各１人、釧路

市にあっては議員は２人の11人という内訳になっております。これが合併により、阿寒

町と音別町の長及び議会議員が各１人ずつ減少するため、合わせて４人を減少させ、定

数を20人から16人とする改正であります。

また、別表第２は基金の出資額でありますが、釧路市、阿寒町及び音別町の出資額を

合算して、新釧路市の出資額とする措置であり、出資額合計９億円には変更がないもの

であります。

後に附則についてでありますが、議案書の８ページ、下段からであります。第１項

は施行期日であり、新しい市が誕生する平成17年10月11日としております。第２項及び

第３項は、関係市町村の負担金算定に係る経過規定であります。

第２項は、平成17年度の負担金について年度途中で組織市町村数が減少するものの、

変更前の規約を適用して釧路市、阿寒町、音別町の３市町に係る負担金の合算額を合併

後の釧路市が負担するという内容であります。

第３項は、平成18年度以降の人口割の基準となる国勢調査人口について、今年10月１

日を基準日とする国勢調査は、３市町それぞれ戸別に行われることから、新釧路市とし

ての国勢調査が行われる平成22年度調査結果が出るまでは合併前の３市町の国勢調査人

口を合算して用いるという経過規定であります。

以上、提案理由と改正内容を説明いたしました。ご審議のほど、よろしくお願い申し

上げます。

●議長（稲井議員） これより質疑を行います。

（な し）

●議長（稲井議員） 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定することにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（稲井議員） ご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したいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。



- 139 -

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（稲井議員） ご異議なしと認めます。

よって、本日はこの程度にとどめ明日に延会いたします。

午後５時03分延会

以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。

平成１７年９月２９日

厚岸町議会

議 長

署名議員

署名議員


