
- 147 -

平成１７年厚岸町議会第１回定例会

平成１７年度各会計予算審査特別委員会会議録

招 集 期 日 平成１７年３月９日

招 集 場 所 厚 岸 町 議 場

開 閉 日 時 開 会 平成１７年３月１８日 午前１０時００分

閉 会 平成１７年３月１８日 午後 ４時０１分

1. 出 席 委 員 並 び に 欠 席 委 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 ○ ９ 松 岡 安 次 ○

２ 安 達 由 圃 ○ 10 池 田 實 ○

３ 南 谷 健 ○ 11 岩 谷 仁 悦 郎 ○

４ 小 澤 準 ○ 12 谷 口 弘 ○

５ 中 川 孝 之 ○ 13 菊 池 賛 ○

６ 佐 藤 淳 一 ○ 14 田 宮 勤 司 ○

７ 中 屋 敦 ○ 15 佐 齋 周 二 ○

８ 音 喜 多 政 東 ○ 16 竹 田 敏 夫 ○

以上の結果 出 席 委 員 １６名 欠 席 委 員 ０名

1. 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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1. 厚岸町議会委員会条例第１９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 水 道 課 長 松 澤 武 夫

助 役 大 沼 隆 病 院 事 務 長 古 川 福 一

（ ）
収 入 役 黒 田 庄 司 特 別 養 護 老 人

藤 田 稔 兼務
総 務 課 長 田 辺 正 保 ホ ー ム 施 設 長

行 財 政 課 長 斉 藤 健 一 監 査 委 員 今 村 實

ま ち づ く り 監 査 事 務 局 長 阿 野 幸 男
福 田 美 樹 夫

推 進 課 長 教 育 長 富 澤 泰

税 務 課 長 大 野 榮 司 教 委 管 理 課 長 柿 崎 修 一

町 民 課 長 久 保 一 將 教 委 指 導 室 長 大 場 和 典

松 浦 正 之
保健福祉課長 豊 原 隆 弘 教 委 生 涯

環境政策課長 佐 藤 悟 学 習 課 長

大 野 繁 嗣
農 政 課 長 西 野 清 教 委 体 育

水 産 課 長 大 崎 広 也 振 興 課 長

商工観光課長 高 根 行 晴 農 委 事 務 局 長 藤 田 稔

建 設 課 長 北 村 誠
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厚 岸 町 議 会 第 １ 回 定 例 会 議 事 日 程

（１７．３．１８）

日程 議 案 番 号 件 名

（平成17年度各会計予算審査特別委員会）
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厚岸町議会 平成１７年度各会計予算審査特別委員会会議録

平成17年３月18日

午前10時00分開会

●委員長（室﨑委員） 昨日に引き続き、委員会を再開いたします。

●委員長（室﨑委員） 平成17年度厚岸町一般会計予算の201ページの水産振興費、ここ

から入ります。

８番。

●音喜多委員 ちょっとお尋ねというか、深い話じゃなくて、いわゆる歳入では浜の雇用

促進事業補助金として今回入っている。財政課長いないか、水産課長でもいいんだけれ

ども、財政課長の方が明確かなという、私の質問の趣旨からして、いわゆる、今お話し

したように浜の雇用促進事業補助金として1,250万円入っていまして、昨日のお話から

続いてサンマの自動選別機というハードに変わってしまうということで、最初から物あ

りきでよかったのかなという、補助事業として。このお題目からいったら、浜の雇用促

進事業補助金ということで出ているわけですね。昨日の水産課長の話では、機械を入れ

て、そこに操作する人の雇用が生まれるということになるわけですけれども、最初から

というか、そういうことであれば、それこそ水産機器近代化というような補助金と、そ

ういう感じの方がストレートでわかりがよかったんではないのかな。

それで、こういう補助事業の中で、いわゆる雇用促進ということになれば、ソフト的

なことから始まって、結果的にそういうふうにつながるんですが、そういう最初からも

うこれ入れてという考え方だったのか、いろいろと検討してみたけれども、これが一番

ベターだったよということだったのか、その辺のところをちょっとお伺いしたいと思い

ます。

●委員長（室﨑委員） 水産課長。

●水産課長（大崎課長） 昨日もお話しいたしましたけれども、この事業に関しましては

組合、主に製氷冷凍工場なんですが、相当以前から北海道の方と協議をされていたとい

うことです。それで、消費者のニーズにこたえるためには、生志向ということで、何と

か生産ラインといいますか、今までの１万2,500ケースを一番マックスの１万5,000ケー

スまで持っていきたいということで、いろいろ補助事業を模索していたところ、たまた

まこの浜の雇用促進事業という中に、補助事業のメニューとして、この事業の中にハー

ド事業が含まれていて、さらには国の方から２分の１補助が出るということで、組合と

してこの事業に最初からねらいを定めて、この事業に持っていったという内容でござい

ます。

●委員長（室﨑委員） ８番。
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●音喜多委員 そうすると、たまたま組合の方で、水産関係の補助事業としてこの選別機

を欲しいと。それでその補助事業がないかということで、最初というか、ねらい定めた

ところが浜の雇用促進事業という中でも、ソフトでなくてハードでもいいよということ

で、そこにねらいを定めたということだと。ということであれば、このお題目のことは

全く考えないと言ったら変ですけれども、昨日の説明の中でも、それに雇用が伴うよと

いうことで、それは私からしたらどんな仕事を起こしても、それは雇用というか、物を

入れても、それに従事する者としては雇用を伴うわけなんですが。私から言わせれば、

サンマというのは季節的なものなんですよね。それこそ一時的な雇用というか、逆に言

えば、そういうものからして、本来のこういうメニューが出てきたのと、イコールすぐ

選別機というふうにつながったのかどうなのかという疑問がちょっと生じたものですか

らお尋ねしたわけですけれども、そういうことであれば重々了解しましたというか、わ

かりました。よろしいです。

●委員長（室﨑委員） 答弁よろしいですか。

●音喜多委員 いいです。

●委員長（室﨑委員） ２目、他にございますか。

12番。

●谷口委員 水産振興費でちょっとお尋ねしたいんですが、漁業権というんですか、前浜

漁業ありますよね。そこで、それぞれの業種別の漁獲というか、そういうことが行われ

ていると思うんですけれども、例えば決められた魚種を水揚げしますよね、決められた

とおりに。そうする場合に、例えば混獲されたものというのはどういうふうに扱うわけ

ですか。

●委員長（室﨑委員） 水産課長。

●水産課長（大崎課長） お答えいたします。

その魚種によりまして、水揚げされていいものと、それから水揚げできないものとあ

るという内容でございます。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 水揚げしてもいいものとだめなものと、そのだめなものはどうするんですか

ということを私は聞いているんです。

●委員長（室﨑委員） 水産課長。
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●水産課長（大崎課長） お答えいたします。

水揚げできないものについては、秋サケ等サケ類であります。それとあと小さな魚種

において資源保護のために規格がございまして、その規格より小さいもの、これについ

ては市場で取り扱いできないという内容でございます。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 今言われましたけれども、決められた魚で、例えば網に入ってしまいますよ

ね、いろいろな漁業をやっていると。そうすると、サケならサケだけが入っていればい

いんですけれども、その中に違う魚種が入っている場合がありますよね。そうすると、

そういうものは、例えば生きていれば放してやればいいんでしょうけれども、もう死ん

、でいると。そうすると、それは結果的にどういうふうに扱うのか。海に投げてくるのか

おかまで持ってくるけれども、市場には出せないのか、どういうことをしているのかと

いうことを聞いているんです。

●委員長（室﨑委員） 水産課長。

●水産課長（大崎課長） 先ほど申したとおり、サケについては混獲ができないという基

本がございます。それで、今、議員おっしゃったのは、たまたまサケをやっていた中に

混獲したものについてという内容だと思うんですが、それらについて、規格以外のもの

は水揚げしていいという内容でございます。市場で取り扱いできるという内容です。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 それは例えば底引きみたいのをやったりしますよね。けた引きだとか、いろ

いろな漁法がありますから、そういうものもすべて同じ扱いなんですか。

●委員長（室﨑委員） 水産課長。

●水産課長（大崎課長） 同じ内容です。

●委員長（室﨑委員） ５番。

●中川委員 ここでヒトデ駆除事業について、ちょっと課長にお聞きしたいんです。これ

、は毎年こういう厳しい時代で、ヤスデの駆除に対して、ことしもそうなんですけれども

、お世話になって補助をもらってやるんです。去年16年度で私も質問していますけれども

北海道ヒトデ駆除モデル事業というのがありまして、225万円の予算で事業をされてい

るんです。これが今年の予算に盛り込まれてないものですから、ですから、去年１年で

終わったんではないかなと思うんです。それで去年の、たしか私、これを質問したとき

に、沖にかなりいますよと。それでカニ船がたしか私の記憶では、５杯ぐらい組合が選
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定しまして、カニかごというんですか、ああいう大きなものでやったんですよね。それで

その漁民から言わせますと、こんな湾内でやったって、沖に何ぼでもいるんだからという

話を、乗っている船主やら乗組員から聞いていたんですけれども、16年で北海道ヒトデ駆

除モデル事業が終わっていますので、この成果等、もしわかりましたらお知らせいただき

たいと思います。

●委員長（室﨑委員） 水産課長。

●水産課長（大崎課長） 北海道ヒトデ駆除モデル事業につきましては、中川議員ご案内

のとおり、14年、15年、当初２カ年の計画でありましたけれども、１年延長してほしい

という管内の組合の方からの要望で、１年延長して16年まで行った経緯がございます。

それで17年以降どうなのかということと、それから成果と、この２点になるかと思いま

す。

結論的には、17年以降の事業採択は、残念ながら認められなかったという結果でござ

、います。私どもの方も、もちろん漁業協同組合も要請もしておりまして、私の方からも

町の方からも要請はいたしました。支庁の担当レベルのお話ですと、費用対効果という

か、ヒトデの全体の量が把握できなかったと、結果的に。それで対費用効果が出てこな

いというのが１点。

それから、この事業を契機に漁業者がヒトデを海に投げなくなったと、持ち帰るよう

になったということで自覚が出てきたと、そういうのが１点です。成果は後ほど申し上

げますが、今回うちの補助は打ち切りますけれども、今後、またふえて、深刻な漁業被

害を及ぼすような状況になりましたら、行政としてもお手伝いしますということであり

ます。

成果としまして、さらにツブが影響を受けているということで、当初、この事業を始

めたきっかけだったんですが、ヒトデがツブを食べないということが、調査結果によっ

てわかったと。これについては釧路の水産試験場も試験を行った結果、食べないという

ことがわかりましたので、これについては新聞報道でも公表されております。

それから、あとツブは水深70メートルから沖に主にいるということがあります。それ

からヒトデは70メートルより浅いところに多く繁殖をしているということがわかりまし

たので、直接ツブの被害、食べないものですから影響は出てこない。ただし、ツブかご

にヒトデが随分入ってくるということがございまして、これらの手間ということで、そ

れが被害に当たるのか、被害として金額に換算できないものですから、ツブの入るのを

邪魔にしていることになりますと、それは被害というふうに入るかもしれませんけれど

も、現時点においては算定できないというふうなことでございます。

あと１点は、ツブがいわば減少したよということについては、ヒトデの食害ではなく

、て、要はツブの資源そのものが減少してきていることではないのかというふうなことで

北海道である程度そういう結論に達しましたので、今回補助というか、事業そのものが

見送られていったと、そういう経過でございます。

●委員長（室﨑委員） ５番。
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●中川委員 今、課長から答弁いただいていまして、16年の３月のこの予算に私が質問し

ていることがだんだん盛り上がって、自分の頭でも今整理しているんですけれども、結

局、今も言いましたように、おかで幾ら毎年毎年町から補助をいただいて、組合等をや

りましても、沖にいるものがどんどんどんどん入ってくるんですよね。それで釧路の船

主の協力もいただいて、今から三、四年前でしたか、課長もいろいろ知っていると思う

んですけれども、色をつけまして、沖のやつをどのぐらいのあれでもって湾内に入って

くるものなのか、そういう試験もやったんですけれども、それが死んでしまうのか、色

がはげるのか、全然それが上がってこないんですよね、この愛冠からうちの方で。だか

ら、ヒトデのいろいろな入りぐあいというのはわからないんですけれども、今課長も言

われていましたように、３月１日から、またやりましたけれども、沿岸の要するに湾内

ツブですね、これにもかなり入ってきているんですよね。それで私も去年質問したとき

に、沖にも相当いますから、沖から取らないと、何回やっても減ってこないんじゃない

、のかなということであったんですけれども、そのヒトデで北海道の事業でやられたんで

予算の関係でどうも17年度は補助を切ったということなんです。課長も新聞を見たと思

うんですけれども、私が質問する前に、白糠で相当ヒトデが上がったと。それで私が質

問した後に、５月か６月かちょっと忘れましたけれども、その後にも白糠に相当ヒトデ

が上がったというような、新聞に写真入りで出たと思うんですよ。

成果がわからないからどうのこうのって、予算がないからというんならいいんですけ

れども、あれだけ大量に上がりまして、新聞にも大きく報道されたヒトデ、北海道がわ

からないとか、支庁が確認していないというのはちょっとおかしいと思うんです。だか

ら私は厚岸の沖にもいますよ、それから、恐らく昆布森の沖にもいるんでないでしょう

か。いろいろいると思いますから、町長たちが町村会を通じまして、道の方に継続して

これをやっていただけるように、ひとつ頑張っていただきたい。町長の方にも質問した

記憶があるんですけれども、これに対しては答弁いただきませんでした。確認ができな

いというのは、私はちょっと支庁のこの予算を削るのに、一つの言い分かなと思うんで

す。予算がないから削るというんならわかるんですけれども、わからないとか何とかと

いうのは、ちょっと私、あれだけ大きく新聞に報道されているのにも、確認されていな

いからどうのこうのというのは一つの理屈かなと思いますけれども、後はそれでいいん

、ですけれども。だめなものを私がどうのこうの言うあれでもないんですけれども、ただ

厳しい時代に260万円、毎年毎年お願いしてやっていただけるということも感謝してい

ますけれども、これもひとつまた、これから考えていきたいなと思いますし、また、町

の指導もいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

●委員長（室﨑委員） 水産課長。

●水産課長（大崎課長） 昨年、たしか５月だと思うんですが、新聞報道で白糠沖のヒト

デが去年より多く揚がっているということがたしか出ておりました。北海道はこれにつ

いてはヒトデの型を見ると、大半が非常に大きいヒトデだということで、これについて

は一時的なもので、今後ふえる要素はないという結論に達したようであります。
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それで、先ほども申し上げましたとおり、今後さらにまた一段と爆発的にふえて漁業被

害が出るようでありましたら、北海道としてもお手伝いをしたいというふうなお話であ

りますので、私としても、北海道の方でそういうふうに考えてございますので、厚岸町

としても、今回については補助はつかなかったんですけれども、沿岸部の厚岸町単独に

よりますヒトデ駆除事業によって沿岸の漁業を守っていくというふうな考えでおりま

す。

●委員長（室﨑委員） 他にございますか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ先へ進みます。

205ページ、３目漁港管理費。

13番。

●菊池委員 ちょっとここでお聞きしますが、湖南地区漁港施設清掃委託料、草刈り清掃

委託料、これは何人で、そして清掃の時期、それから範囲、回数、この辺を教えてくだ

さい。

●委員長（室﨑委員） 水産課長。

●水産課長（大崎課長） まず、湖南地区の草刈りのまず清掃からお答えしたいと思いま

す。

これについては、第一埠頭、第二埠頭にあります漁港内の施設用地でございますが、

これについては２万5,357円の年２回の草刈りを予定してございます。さらには、漁港

の道路がございますが、第一埠頭から第二埠頭にかけての太い道路なんですけれども、

この中央分離帯に清掃は２回予定をしてございます。中央分離帯の方は12万8,000円ほ

どなんですが、合わせまして17万9,000円という内容であります。

それから、湖南地区の漁港施設清掃委託料であります。これについては、トイレ等を

含めます一連の漁港内にあります施設につきまして清掃業務を委託してございます。週

２回ということで、これについては年間63万3,000円が予算として今回計上いただいて

いる額でございます。

●菊池委員 何人でしたか。

●水産課長（大崎課長） これについては、１日当たり清掃社の方の一式という形で委託

をしているものですから、人数についてはこの中には入ってこないという内容でござい

ます。

●委員長（室﨑委員） 13番。
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●菊池委員 草のほかに燃えるごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、これらの一連のごみについて

回収するんですか。

●委員長（室﨑委員） 水産課長。

●水産課長（大崎課長） 不法投棄以外のごみについては、すべて回収をしていただいて

おります。

●委員長（室﨑委員） 13番。

●菊池委員 清掃することは非常にいいことなんですけれども、使用者は漁民、釣り人、

作業船、工事者、これらが主な方々だと思うんですけれども、みずから散らかさないも

のが基本でございますけれども、事前にＰＲといいますか、広報の方法を時々した方が

いいんでないかと。それから経営者なんかにも一応地方から来る作業船とか工事者なん

かも行き届いたＰＲが必要でないかと思うんですけれども、いかがですか。

●委員長（室﨑委員） 水産課長。

●水産課長（大崎課長） 漁港内の清掃関係につきましては、これまでもいろいろな形で

事業を絡めた中でチラシをつくってみたり、あるいは町広報を通じて年に数回、大きい

欄ではありませんけれども、啓発を呼びかけたり、あるいは特集で過去にきれいな漁港

をつくるということでＰＲをさせていただいております。

それから漁業協同組合の方もいろいろ協力をいただいて、漁業者あるいは機関士会、

そういった方々を通じて、一日清掃とかそういった形で漁期の前に清掃いただいている

という内容でありますので、今後もこれらＰＲ活動を通じて、きれいな漁港づくりの方

に心がけていきたいというふうに考えてございます。

●委員長（室﨑委員） 13番。

●菊池委員 課長より非常にいい回答をいただきました。港をきれいに使うように、環境

面への配慮をお願いいたしたいと思います。厚岸の浜は美しいと、港は美しいと言われ

るような感じに、ひとつごみを散らかさない、そういう港であるように、みんなが望ん

でおりますので、作業しているときは仕方ないですけれども、これは。なるべくそうい

うことでＰＲの行き届いた港にするようにお願いいたします。

以上です。

●委員長（室﨑委員） 水産課長。

●水産課長（大崎課長） 昨年も商工会等の団体等も漁港の清掃とか取り組んでいただい
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てございます。町といたしましても今後一層きれいな漁港づくりに努力してまいりたいと

いうふうに考えてございます。

●委員長（室﨑委員） 他にございませんか。

15番。

●佐齋委員 ここで廃油処理施設についてお聞きしたいんですが、これは今の真栄町の第

一運輸さんの向かいにある施設でよろしいんですね。

●委員長（室﨑委員） 水産課長。

●水産課長（大崎課長） 東倉さんの横にある施設でございます。

●委員長（室﨑委員） 15番。

●佐齋委員 これは廃油は燃焼させて処理しているわけですか。

●委員長（室﨑委員） 水産課長。

●水産課長（大崎課長） この廃油処理施設につきましては北海道の所有と。土地は町と

、いうことで、町が北海道の委託を受けて、町が今度、専門の資格を持った方に依頼して

回収と、それから焼却を依頼していたところでありますけれども、昨年の４月から老朽

化のために焼却をとりあえず一時ストップをいたしまして、それで回収のみにしてござ

います。それで昨年の12月に補正をいただいて、回収した缶については厚岸清掃社に依

頼をして、これを釧路の専門業者に処理をしていただいております。それが今年の３月

の時点で、今年度分は終わっておりますけれども、残ったドラム缶については、今回の

予算でもありますけれども、一応釧路の専門業者に焼却を依頼する予定でございます。

●委員長（室﨑委員） 15番。

●佐齋委員 それでは、今後あそこは使えないということでもって、あそこでは処理をし

ないということなんですね。

●委員長（室﨑委員） 水産課長。

●水産課長（大崎課長） 現在、北海道の方でこの施設について、新年度予算で今後廃止

に向けての検討をするということであります。これはまだ北海道議会通ってございませ

ん。それで厚岸町といたしましては、まだ北海道の方が決まってございませんので、昨

年どおりの、今回予算を計上させていただいておりますけれども、今後の北海道の状況

によっては６月補正対応もあり得るというふうな内容でございます。
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●委員長（室﨑委員） 15番。

●佐齋委員 厚岸町では各家庭ではごみを燃やすなということでやっていますわね。私も

あそこに20年前そばに住んでいたんですけれども、ただ、あのころ、今は変わって、ダ

イオキシンのいろいろ問題になって、いろいろな 義務だったんですけれども、あ

のころは洗濯も干せないというような状態があったわけです、油煙が飛んで。それから

もう20年たっていますし、今は燃やしていないということですから。ただ、そういうふ

、うなことで各家庭にはごみを燃やすな、ダイオキシンが出るから燃やすなと言っていて

それがきちっとされていたのかどうかと、今まで燃やした段階でもって。その辺はどう

なんですか。

●委員長（室﨑委員） 水産課長。

●水産課長（大崎課長） あの施設については、燃焼日については、風の向きを、例えば

強風の日とか、それから気象条件等を考慮しながら、あとは風向き等を考慮しながら、

迷惑のかからないという日に、そういった条件の日に燃やしていたという内容でござい

ます。

●委員長（室﨑委員） 15番。

●佐齋委員 いやいや、そういうことでなく、その施設がきちっとダイオキシンかどうか

って、それが出ないようなきちっとそういう風云々じゃなく、風あってもなくても燃や

。すと出るんですから。その辺きちっとそういうことをされてあったのかということです

●委員長（室﨑委員） 水産課長。

●水産課長（大崎課長） 大気汚染防止法とか、それからダイオキシンの規制法に該当し

。ない小規模な施設ということで、あの施設については規制を受けない施設でございます

●委員長（室﨑委員） 15番。

●佐齋委員 そうすると、各家庭で燃やすごみはどうなんですか、それは。だけれども、

町では結局、そういう家庭でごみを燃やさないでくれと言っているんでしょう。その施

設は該当していないから燃やしてもいいんだということになるんですか、それは。

●委員長（室﨑委員） 水産課長。

●水産課長（大崎課長） あの焼却する施設については、処理基準に見合った施設という

ことで焼却してもいいという施設でございます。
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●委員長（室﨑委員） 15番。

●佐齋委員 そしたら、一般の家庭で燃やすごみはどうなんですか、これは。

●委員長（室﨑委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（佐藤課長） ちょっと関連ありますので、私の方からお答え申し上げた

いと思います。

一般家庭のごみにつきましては、基本的にいわゆる野焼き、外で焼却することはでき

ません。これは廃掃法で定められているところでございます。ただし、今おっしゃられ

ている廃油につきましては、燃やさない場合は特別管理産業廃棄物、いわゆる特管と言

われていますけれども、しかるべき資格を有する処理施設で処理をしなければなりませ

ん。それで今の道の設置している焼却炉につきましては、特別関連産業廃棄物の処理施

設として、しかるべき構造基準を満たした施設として実施されているというように聞い

ております。

●委員長（室﨑委員） 15番。

●佐齋委員 私は素人ですから。結局、一般家庭で燃やすごみとそれは完全に別で、そう

いうふうな有害物は出ないような、きちっとした施設をされているということに理解し

ていいんですね。

●委員長（室﨑委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（佐藤課長） そのとおりでございます。例を申し上げますと、炉の面積

等で決まっております。

●委員長（室﨑委員） 他にございますか。

９番。

●松岡委員 漁港管理費725万7,000円なんですけれども、第三種漁港にかかわる分はどの

ぐらい予算、見ていますか。

●環境政策課長（佐藤課長） すみません、質問がちょっと聞き取れなかったものですか

ら、申し上げございません。

●松岡委員 第三種漁港にかかわる漁港管理費はどのぐらいかかっているんですか。725

万7,000円出ているわけですよね。床潭漁港もあるだろうし。

●委員長（室﨑委員） 休憩します。
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午前10時37分休憩

午前10時39分再開

●委員長（室﨑委員） 再開します。

水産課長。

●水産課長（大崎課長） 時間をとらせて申しわけございません。

これにつきましては59万円でございます。内容は……

●委員長（室﨑委員） 休憩します。

午前10時40分休憩

午前10時41分再開

●委員長（室﨑委員） 再開します。

水産課長。

●水産課長（大崎課長） 時間をとらせて申しわけございません。

675万1,000円でございます。

●委員長（室﨑委員） ９番。

●松岡委員 第三種漁港にかかわる漁港管理費は725万9,000円のうち675万円と、そうい

うことですね。

さて、そのうち道からどのくらい委託料をもらっているんですか。

●委員長（室﨑委員） 水産課長。

●水産課長（大崎課長） 183万7,000円であります。

●委員長（室﨑委員） ９番。

●松岡委員 183万7,000円は、これは床潭も含めた漁港管理料の中の道支出でしょう。そ

、れは第三種漁港としての分としては道から出ているけれども、床潭の方は出ていないと

そういうふうに理解していいんですね。

●委員長（室﨑委員） 水産課長。
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●水産課長（大崎課長） この183万7,000円のうち、床潭の関係分については12万2,000

円でございます。先ほど187万3,000円と申し上げたのは、漁港の利用料の徴収金、これ

につきましては、町の方で配当がございます関係で、その分でございます。それに廃油

処理委託が257万9,000円ございますので、委託金としては441万6,000円入ってございま

す。確かに先ほど委員おっしゃっているとおり、第三種漁港に絡む金額というふうにな

りますと、この廃油処理委託金も含まれるという内容でございます。

●委員長（室﨑委員） ９番。

●松岡委員 数年前から、第三種漁港の管理、これは当然道が管理するものであって、町

に委託しているんだと。しかし、この内容からいきますと、第三種漁港にかかわるもの

は675万円のうち183万7,000円しか道は出していないんですよね。こんな矛盾した話は

、ないんですよ。道の管理下にあるわけですから。何ぼ厚岸の漁民が使う漁港といえども

第三種漁港は道のですから、これは常に前から、それこそ何年も前の町長の当時からも

委託料が安い、道が町に払う委託料は安いと、これをもっと多くすべきだということを

何回も申し上げているわけですが、いまだに依然として同じです。これを何とかやはり

改善させるような方法をとっていくべきだと思うんですが、いかがなものでしょうか。

●委員長（室﨑委員） 水産課長。

●水産課長（大崎課長） 確かに委員おっしゃられるとおり、利用料の前年徴収額の金額

の総体に18％掛けたものが市町村に交付されるということで、漁港管理条例にうたわれ

ている内容でありまして、さらに支庁の方ではこれにプラス６％というお金が、これは

支庁サイドが自由に使えるお金ということで、厚岸町の漁港維持管理のために、このほ

かに６％が支庁の方では毎年維持管理として、これは釧路支庁が自由にできるお金なん

ですけれども、この18％のほかに６％があるというふうな内容でございます。

●委員長（室﨑委員） ９番。

●松岡委員 そうすると、この漁港施設管理料に対して、道が支出している183万7,000円

のそのほかに支庁から６％もらえると。これはいつですか。

●委員長（室﨑委員） 水産課長。

●水産課長（大崎課長） 支庁が厚岸町のために使える、支庁が予算を持っていて、支庁

が支出する金額がこのほかに６％あるという内容でございます。

●委員長（室﨑委員） ９番。
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。●松岡委員 支庁がそれを支出するって、厚岸町にそれは委託料としてよこすんでしょう

道支出金ですよね。支庁であろうと、どこであろうと。

●委員長（室﨑委員） 水産課長。

●水産課長（大崎課長） 北海道庁本局から支庁に交付するお金で、支庁が厚岸町のため

に支出する予算であります。

●委員長（室﨑委員） ９番。

●松岡委員 厚岸町のためにということはどういうことですか。何だかちょっとわからな

いんだけどな。そしてその６％なるものはいつ予算に計上されるんですか。

●委員長（室﨑委員） 休憩します。

午前10時48分休憩

午前10時50分再開

●委員長（室﨑委員） 再開します。

水産課長。

●水産課長（大崎課長） このほかに北海道単独事業という事業がございまして、例えば

厚岸の漁港海岸、例えば第三種厚岸漁港を含めて門静、苫多、それから宮園、この辺、

全部漁港海岸ありますが、この漁港海岸の施設の維持補修、そういったものに年間相当

、な金額が維持管理費として入っていると。それは全部すべてハード部門でありますので

この金額に、歳入の方に出てこないそういった北海道単独事業という事業がございます

ので、そちらの方で厚岸町としてはお世話になっているという内容でございます。

●委員長（室﨑委員） ９番。

●松岡委員 人情論を言っているわけじゃないんですよ。数字の上で話ししているんです

。よ。数字の上で話しなさいよ。道が管理するものだから、そのぐらい当たり前でしょう

それをお世話になっているから、これで予算がいいんだということになりますか。もう

少しやはりきちっと考えて答弁してほしいと思うんです。

●委員長（室﨑委員） 助役。

●助役（大沼助役） ３目漁港管理費の17年度の総体予算は725万7,000円、そのうち財源

として道から支出されるお金は、先ほど言いました183万7,000円、これは漁港利用料徴
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収委託金、そのほかに廃油処理施設の委託金として257万9,000円が入っております。合わ

せて441万6,000円、これが道からいただいているお金であります。そのうち、先ほど言い

ました183万7,000円のうち、12万2,000円が床潭漁港に関する徴収委託金でありますから、

これを除いた441万6,000円から12万2,000円を差っ引いた金額が429万4,000円、これが第

三種厚岸漁港に入ってきている道のお金ということになります。

これはここにその他の９万円と、それから一般財源として275万1,000円が入ってあり

ますけれども、これが町の持ち出しということになりますが、交付税の基準財政需要額

の方に、漁港に関する施設の、例えば漁港道路が何メートルあるですとかということを

基準として計算されている部分があります。それは対費用で出てきておりまして、はっ

、きり幾らというふうな数値で、今のこの段階でお示しをすることはできませんけれども

漁港の予算についてはそういう措置がされているということでございますので、ご理解

をいただきたいと思います。

●委員長（室﨑委員） ９番。

●松岡委員 それがあるから、この漁港の施設の管理を、第三漁港にかかわるうち675万

円を道が138万7,000円で我慢しなさいと、そういうことなんですか。そんな不明瞭な話

はないと思うんですよね。それは予算を審議している上から見て、そんな人情論みたい

なことを言ったって、どうにもならんと思うんですよ。

●委員長（室﨑委員） 助役。

●助役（大沼助役） 再度説明をさせていただきますけれども、183万7,000円というふう

に今委員おっしゃいましたけれども、そうではなくて、漁港管理費の中には、この廃油

処理施設に関する費用も含まれております。この725万7,000円のうち廃油処理施設にか

かわる272万9,000円というのが含まれておりますから、ここにかかわる道からの支出は

257万9,000円、これが北海道から来ていますから、先ほど言いましたように、全体では

429万4,000円、これが厚岸漁港のために北海道から入ってきている総体の額だというふ

うに押さえていただきたいと思います。

であるから、一般財源はこれだけ持ち出ししてもいいんだという議論は、また別の問

題になりまして、できればその一般財源からの持ち出しは、これは少なければ少ないほ

どいいわけであります。北海道漁港管理条例に基づいて、厚岸漁港を利用された船につ

いて、トン数ごと幾らというふうに北海道条例では決まっていますから、それに基づい

た漁港利用料というものを市場を通じて徴収させていただいて、その徴収した金額は北

海道に入るわけでありますけれども、そのうちの18％が漁港利用料の徴収委託という形

で厚岸町に納入されるという内容と、そのほかに廃油処理委託金が来ますよと、そうい

うことでございます。

●委員長（室﨑委員） ９番。
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●松岡委員 何か助役の話を聞いていると、廃油処理施設の272万9,000円のうち、道が25

7万円、廃油処理に出しているんだと。だけど、これはあくまでも廃油処理なんでしょう。

一般の漁港の草刈りしたとか何とかそういったそれも入っていないんでしょう。予算とし

て組んでいるんですからね。それをそんなことにやらせては、またこれはおかしなことに

なるわけですから。

ですから、私の言いたいことは、町長を初めとしてもう少し、漁港の管理委託料、道

のものなんだから、もっとよこすべきだと。おまけにあれでしょう、入港手続の手数料

も町が徴収しているんでしょう。これも委託されているんでしょう。まるっきり、第三

種漁港は道立だというけれども、道立だか町立だかわからないですよね。ましてや廃油

処理の問題は廃油処理でもってやっているんですからね。これを考えて、その方で世話

になっているから、世話になっているといったって、それがなくても道立の施設に対し

て一般財源15万円を出しているんですよ。だから世話になっているうちに入らないと思

うんですよね。そういうことを考えて、私はもっと道に強く要求すべきだと思うんです

よ。そして、入港料が何ぼ入っているか知らんけれども、その金の80％近くは持ってい

って、そんな話ってないですよね。そこらあたりをもっと考えていただきたいと思うん

ですが、いかがなものでしょうか。

●委員長（室﨑委員） 助役。

●助役（大沼助役） 漁港管理費の725万7,000円のうちに、昔の予算書ではいつからかち

ょっと私、失念してしまいましたけれども、廃油処理施設費という目を別に設けていた

んです。17年度の予算は廃油処理施設というものは漁港管理費の中に含まれていますか

ら、先ほど429万4,000円というお金が、この目の中に道支出金として入ってきています

よというお話をさせていただきました。

それから、後段の方は、委員おっしゃるとおりだと思います。これだけ手間暇かけて

厚岸漁港を利用される船というのは、第三種という漁港法に基づく指定港であります。

この第三種というのは、地元だけではなくて日本国内どこからでも利用できますよとい

う港でありますから、そういうことで外来船も入っていただいていると。その外来船の

方たちの利用料も全部含めて徴収させていただいて、一千数百万円というお金が集まっ

てきている。そのうちのたった18％しか厚岸町にもらえないということですから、委員

おっしゃるとおりだと思うんです。北海道の事情も、先ほど水産課長の方から言いまし

たけれども、これら以外に北海道は北海道でかかっているんだという事情もありましょ

うけれども、この、かつては24％が丸々すぽっと入ってきたものが18％に削減されてい

るというような状況も、地元としては甚だ不満であります。委員おっしゃるとおり、こ

の委託金、少なくとも削られるというようなことがないように、あるいはもっとふやし

ていただきたいという話は、北海道の方にも話をさせていただきたいと、そのように考

えます。

●委員長（室﨑委員） ９番。
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●松岡委員 このことは、ご承知のとおりに二、三回、この問題は私は言っているはずです。

だけど本当に何といいますか、漁港管理の委託料が大まかに言ってまるっきり少ないんで

すよね。道が一人、丸もうけしているような気がしてしょうがないんです。ですから、や

はりこれはいろいろな交渉でもって、町長も元道議会議員でありますから、ひとつこの点

もよくあれして交渉していただきたいと思います。

ということは非常に、市場だとか関係している漁組の職員がこの管理に対していろい

、ろ迷惑しているんですよ。ごみが出てきたら、すぐどうするこうする。魚釣りが来ても

全くあの辺にごみができている。これはやはりえらい迷惑しているわけですね。それは

自分たちが働く場所なんですから仕方ないとしても、やはり多くの関係者が迷惑してい

るんだという考え方を持って、もう少し道からもらう委託料を上げるように今度努力し

ていっていただきたいと、こう思います。

●委員長（室﨑委員） 町長。

●町長（若狹町長） 私の名指しがありましたので、私からお答えさせていただきたいと

存じます。

予算上の項目につきましてはご理解いただいたと思っております。そういう中で、漁

港に対する委託料の関係、余りにも低過ぎるというようなご指摘であります。その趣旨

からすると当然かと思いますので、私といたしましても機会あるたびに、ただいまの指

摘のことについて道にも要望してまいりたいと、かように考えます。

●委員長（室﨑委員） 他にございますか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ先へ進みます。

４目漁港建設費、ありませんか。

５目養殖事業費、ありませんか。

６目水産施設費、ありませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） 先へ進みます。

215ページ、６款１項商工費、１目商工総務費、ありませんか。

２目商工振興費。

15番。

●佐齋委員 ここで小規模の商工業者近代化資金貸付について、これは総体的には金額は

幾らになっていますか、貸付限度額ですか。それから昨年の実績はどのくらいあったの

か。今年度はこれは87万3,000円見ていますけれども、どのぐらい見込んでおられるの
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かお聞きしたいと思います。

●委員長（室﨑委員） 商工観光課長。

●商工観光課長（高根課長） 小規模商工業者の近代化設備貸付金の関係でございますけ

れども、これにつきましては、総額2,500万円であります。昨年につきましては1,848万

円でございます。それは600万円であります。あと、それで、若干600万円ぐらい昨年は

残しておりました。あと今年も一応2,500万円を予定して、この87万3,000円ということ

で利子補給をさせていただいております。

●委員長（室﨑委員） 15番。

●佐齋委員 ちょっと委員長、水産振興の方へ戻るのありますけれども、お許しいただき

たいと思います。

漁業の近代化利子補給、これも商工のこれと同じようなものと考えてよろしいんです

か。

●委員長（室﨑委員） 商工観光課長。

●商工観光課長（高根課長） 一応、私どもの方、あくまでも商工業者でございまして、

それの利子補給という形で、とりあえず昨年は2,500万円に対しまして、貸付利率は2.2

％、５年以内の場合、そういった利子補給をしております。

●委員長（室﨑委員） 15番。

●佐齋委員 漁業の方にも出ていますね、近代利子。だから、これは商工近代資金と同じ

ような考えでいいんですかということなんです。

●委員長（室﨑委員） 休憩します。

午前11時07分休憩

午前11時08分再開

●委員長（室﨑委員） 再開します。

水産課長。

●水産課長（大崎課長） 漁業近代化資金の利子補給の関係でありますけれども、この関

係につきましては、利用する漁業者の利子負担の軽減策として、国、道の資金制度に対

して、町が一定程度の利子を上積みして利子補給をするという内容でございます。これ
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については利子補給条例にのっとっているという内容であります。

●委員長（室﨑委員） 15番。

●佐齋委員 わかりました。極端にこの金額が違うものですから、漁業者の待遇と職業者

の待遇、ページ見てもそうなんですよね。商工費は、本当に１ページか２ページしかな

いんですよ。漁業、農業であるとなじみもあるものですから、そういう関係でもって、

余り差があるものですから、町の考え方が違うのかなと思ったものですから、それでち

ょっとお聞きしたわけなんです。申しわけない。わかりました。

●委員長（室﨑委員） 答弁よろしいですか。

●佐齋委員 いいです。

●委員長（室﨑委員） ２目。

６番。

●佐藤委員 たしか２月に入ってからだと思いますけれども、大橋の方に向かっていきま

すと、旧大洋漁業の跡地に重機が入りまして、既存の建物を一生懸命壊しているという

、のか、撤去して整地をしているような状況であります。私もよくわかりませんけれども

町の人に聞かれたり聞いたりするんですが、聞かれるより聞く方が多いんですが、何か

町の中のうわさといいますか、お話では、帯広に本社を持つスーパーが出店をするんだ

と。それに薬屋さんがくっついてきて、いやいや佐藤さん、そうではないと、そのほか

にホームセンターがまたその後から来るんだと、そんなことで９月にオープンするんだ

よなんていう話まで耳に入るわけですけれども、その点、役場の担当課としてどの程度

の情報が入って、あるいはとらえているのか、その点からまず最初にお聞きをいたした

いと思います。

●委員長（室﨑委員） 商工観光課長。

●商工観光課長（高根課長） 港町、マルハ大洋、今現在、広洋水産の工場があるんです

けれども、そこで今、委員さんがおっしゃったように、スーパー福原等の店舗の出店に

ついての質問でございますけれども、先月の中ごろだったと思うんですけれども、商工

会の事務局長さんが役場の方に見えられまして、私どもに来まして、広洋水産工場跡に

スーパー福原などの複合店舗の出店のうわさといいますか、そういった話があるけれど

も、町は知っているのかという話がございました。

それで、私どもとしましては、全く知りませんでした。早速この話の事実確認としま

して、事実であれば土地の動きがあるのではないかということで、土地の動きを調べま

した。その結果、広洋水産のままでございまして、所有権移転等はなされておらず、土

地の動きということで確認はできませんでした。その数日後から広洋水産工場の解体が
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始まっております。

町としましても、このことはあくまでも現在うわさの段階でありまして、何とも申せ

ませんけれども、この出店が事実でありますと、この店舗へ町内の消費者の方が流れ、

既存の商店への影響がはかり知れなく大きいということでとらえております。いずれに

しましても、今のところ情報がない中で、うわさの段階でございますけれども、出店す

ることによりまして、先ほど申し上げましたように、既存商店への大きな影響、あと懸

念される分は、港町地区の交通の流れが大きく変わるんじゃないかなということで考え

ております。例えば駐車場の位置にもよりますけれども、大橋から、いわゆる湖南地区

から、そこの店舗に行くとしますと右折しますと、そういった車両がかなりふえると思

います。

以上でございます。

●委員長（室﨑委員） 建設課長。

●建設課長（北村課長） 関連いたしまして、私どもの方で、ちょうど解体ということに

なりますと、今、建設リサイクル法という形の中で、届け出が必要になってきます。そ

れらの状況という形の中で、業者がまず解体前に入りましたので、ちょっと現地へ出向

きまして確認しました。それで解体の建設リサイクル法に届け出を２月４日に出してい

ただいて、その時点でも施設が老朽化して隣近所に迷惑かけているという形の中で、全

施設を壊すんだという形で届け出を私どもの方は受けております。

●委員長（室﨑委員） ６番。

●佐藤委員 それはだれがそう言ったんですか、建物が老朽化して既存の人に迷惑かけて

いるので取り壊して整地をするというのは。どなたのお話ですか。届け出したから大洋

漁業になるんですか。

●委員長（室﨑委員） 建設課長。

●建設課長（北村課長） 届出者は広洋水産株式会社でございます。

●委員長（室﨑委員） ６番。

●佐藤委員 先ほど商工観光課長から答弁いただいたんですが、我々が聞いているのと全

く同じで、そういううわさがあって、土地が動いていない。土地が動かなければ、そう

いう計画がされないということではないと思うんですよ。例えば賃貸だってあるわけで

すし、必ずしも売買されて所有権が移転されなければ、そこへ建物が建たないというこ

とではないと思うんです。ですから、もう少し調べるといいますか、行政の立場でもう

少し調べる方法なり、あるいは調べていかないとならないんではないんですか。我々と

同じ立場でそのうわさがある程度では済まないんじゃないですか。だとすれば、もう少
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、しうわさの域を出ないとかという答弁ではなくて、違う角度からお聞きしますけれども

従来、一定規模の大型店が出店すると。旧大店法がありましたですね。今、大店立地法で

すよね。その立法の趣旨の大きな違いって何ですか。

●委員長（室﨑委員） 商工観光課長。

●商工観光課長（高根課長） 土地の動きのほかに、何らかの調査をすべきという話でご

ざいますけれども、これにつきましては実は、３月11日でございますけれども、広洋水

産の方に私が電話をかけました。それで、この担当の方が申しますのは、現在、先ほど

建設課長が申しましたように、建物が老朽化していると。昨年の台風によって、屋根の

いわゆる老朽化によるスレートとかが飛んで民家の方に被害があると。また、今後もそ

ういった被害のおそれがあるから建物を壊すと、解体したと、そういった話をしており

ました。

ただ、あと、私はそういった例えば土地を買いたいという方がいるのかということで

尋ねましたところ、そういった話は確かにあるということなんです。そういった契約に

つきましては３月末ぐらいにははっきりするんじゃないかということで、まだ今時点で

、はわからないという電話の話でございました。あと、用途についても尋ねましたところ

私は厚岸にそういった話があったと、そういった聞き方をしたんですけれども、用途に

ついても全くわからないという話でございました。

あと、大店法といわゆる大店立地法の関係でございますけれども、私自身、全く勉強

不足で申しわけないんですけれども、大店法と大店立地法の違いはちょっとわからない

んですけれども、大店立地法につきましては、いわゆる大規模小売店舗立地法という法

律でございまして、計画の面積ですか、建物の面積1,000平米を超える場合、北海道へ

の届け出が必要だと。なおかつ、この届け出から８カ月をたたないと建物の建築はでき

、ない。なおかつ届け出から４カ月間ですか、縦覧に供して、あと出店に当たり地元町村

いわゆる市町村からの意見を聴取するという法律の内容でございます。

●委員長（室﨑委員） ６番。

●佐藤委員 法律の名前を聞いているんじゃないんですよ。立法の趣旨の大きな違いは何

かと聞いているんですよ。旧大店法は商業調整なんですよ。商業活動の調整法なんです

よ。今の立地法は地域の環境重視が立法の趣旨なんですよ。ですから、考え方が全然違

うんです。従来の大店法は、地元の商業者と出店者側の事業活動の調整なんです。です

から、事前に商業活動調整協議会をつくって、出店者や行政や、それから地元の商業者

が事前の打ち合わせというか相談をして、いや、この程度であれば共存共栄していける

なと。それで届け出なんですけれども、その調整後に届け出を受け付け、そして建設を

すると。

今の立地法は、その店ができることによって周りの周辺環境がどうなるんだと。くし

くも課長は言ったじゃないですか。そこに店ができたら大橋が渋滞する。じゃ信号をど

うしよう、道路の幅がそれでいいんだろうか、そういう周りの環境を考えていかないと
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できないから、今までのような形で行政が黙って見ていれば店ができるんだから、それ

は営業活動なんだから、それは知らないよでは済まないんですよ。金かかるんですよ、

行政だってこれから、もし、そうなってくると。小樽のサティだって85億円もかかって

いるんですよ、小樽市では。だから、そういうものはきちんと調べて、あるいは情報を

収集して、そして対応しなければならないんではないのかなということを言っているん

です。そして、そういう話がありますと今言ったでしょう、売ってくださいという。あ

の大きな、あの広い敷地を100坪、200坪で売るんですか。大型スーパーしかないではあ

りませんか。あるいは大きな工場とか、そういうところしかないではありませんか。だ

とすれば、わかりません、私も。わかりませんけれども、そういう可能性があるんでは

ないんですか。

ただ、その中でお互いにこう言っていてもらちが明きませんから、そういうことはき

ちっと常々やはり情報を収集して、そしてそれをきちっと機会をとらえて、議会でもい

いですし、そういうところに、今こういう状況になっているとかということを、商業者

も当然でしょうけれども、きちっとやはり話していかないと、そのときになってから、

いや困りましたとか、ああでしたとかっていうんじゃ困るんじゃないですか。そのため

にもあなた方、机に向って仕事しているんですよ。お願いしますよ。

●委員長（室﨑委員） 商工観光課長。

●商工観光課長（高根課長） いずれにしても、広洋水産工場跡のスーパー等の出店につ

きましては、今後、十分情報をキャッチしまして、例えば土地の動きとか、また機会あ

るごとに電話かけて、そういった分の情報を収集しまして、そしてあと法律の関係もご

ざいますし、そういった環境の、先ほど委員おっしゃったように、小樽のサティの例を

出していたように、行政として例えば道路の問題とか、そういった分、負担があったと

いう話がございましたから、そういった分を含めて情報収集して、町なり商工業者です

か、そういった分に余り影響のないように、今後も情報収集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。

●委員長（室﨑委員） ２目、他にございますか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ先に進みます。

219ページです。３目食文化振興費、ございませんか。

４目観光振興費、ございませんか。

５目観光施設費、ございませんか。

次、227ページ、７款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費、ございませんか。

２目土木車両管理費、ございませんか。

３目土木用地費、４目地籍調査費、ございませんか。

２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費、ございませんか。
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２目道路新設改良費、ございませんか。

237ページ、３目除雪対策費、ございませんか。

３項河川費、１目河川総務費、ございませんか。

243ページ、４項都市計画費、１目都市計画総務費、ございませんか。

２目街路事業費。

７番。

●中屋委員 ここでお伺いいたしますが、今年度の街路事業費の中に、松葉町通り歩道整

備事業１億12万6,000円、新規事業でもって予算づけされましたが、この内容を見ます

と、930メートルの改良舗装となっておりますが、松葉町は消防署から北村商店さんま

で約970かそこらあると思ったんですが、これは両側でもって930メートルなのか、それ

とも１本で930メートルなのか、まずお伺いします。

●委員長（室﨑委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（福田課長） お答え申し上げます。

930メートルというのは道路の延長をあらわしたものでありまして、歩道の整備はそ

の両側を行いますので、工事をする延長としては930メートルの２倍ということになり

ます。

●委員長（室﨑委員） ７番。

●中屋委員 だとしたならば、どこを中心にしてその工事するのか。今３カ年実施計画の

、中にも説明資料にも、そういうことを一切説明されていないんですよ。だとしたならば

両側からやるとなったら、大体片側465メートルぐらいですか。両方向、並行にしてや

ったとなるとね。

●まちづくり推進課長（福田課長） 片側930ぐらいです。

●中屋委員 1,800何ぼになるの。

●まちづくり推進課長（福田課長） はい、そうです。

●中屋委員 そういう意味だ、これ。端から端までやるということですか、歩道工事は。

１期で。

●委員長（室﨑委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（福田課長） お答え申し上げます。

この工事期間でありますけれども、橋をおりてつどいさんのところから、それから大
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崎金物店のところまでが片側でありまして、その両サイドということになります。

●委員長（室﨑委員） ７番。

●中屋委員 失礼しました。私は、また改良舗装工事が930メートルで工事を行われると

。解釈したものですから、今そういう質問したので、わかりました。どうも失礼しました

●委員長（室﨑委員） あとよろしいですか。

●中屋委員 いいです。

●委員長（室﨑委員） ２目、他に。

16番。

●竹田委員 この街路事業についてお聞きします。

目的についてと、それから街路樹の事業をやろうとした、実施するに当たっての当初

の計画の時期というんですか、発露された時期。この松葉通りをやろうというんじゃな

、くて、街路樹計画をこれをやろうと決定して、これをやりたいというふうに決めた時期

それから予算がつけられたまでの期間を教えてもらえますか。

●委員長（室﨑委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（福田課長） まず、整備の目的でありますけれども、現在の歩道

は幅員、幅が2.77メートルというふうに非常に狭いものでありまして、しかも、その中

に植樹ますが切られております。そのため歩行スペースが非常に狭くて、車いすでの通

行はおろか、一般的な歩行においても機能が十分果たせていない。安全対策上問題があ

るという歩道になっております。加えて、現在の道路照明は頭部の向きや設置の高さな

どが原因かと思いますが、市街地中心部の照明としては非常に暗い印象を与えておりま

す。町並みが沈んで見えるというようなことさえ言われるところでございます。

したがいまして、あわせて町道の連続照明についても、今37基立っておりますけれど

も、それを22基にして取りかえると。明るさをそれ以上に確保するという前提で工事を

しようというところでございます。

それから、この事業の計画の時期でありますけれども、平成15年度、湖南地区まちづ

くり事業計画というものをつくるためにいろいろ議論をしてまいりました。その計画の

中で、当面町がやるべき事業として、この歩道の整備も位置づけられたところでありま

して、去年の３カ年実施計画、平成16年度からの３カ年実施計画の中で初めて位置づけ

たところでございます。さらには、その位置づけに基づきまして、今年度予算化という

ことになったわけでございます。

●委員長（室﨑委員） 16番。



- 173 -

●竹田委員 まちづくり計画の平成15年のとき、予算がつけられるまでの時期というのは

すごい短いですよね。こういった予算をつけてほしいという形できゅっと決まる、短期

間で決まるというんですか、こういう例というのはほかにもたくさんあるんでしょう。

わかりませんけれども。

それから、街路基、ただいまついていますけれども、37基を今度22基にするというこ

とですよね。当然明るい街灯をつけられるんであったら、街路灯というのは少なくて済

むだろうと思うんです。お金かけた古い街路灯ですが、外して廃棄処分にしてしまうの

かどうなのか。それをどういうふうに生かされてくるのか。それから、歩道の仕上がり

、というんですか、仕上げ面、どういった形で仕上げをなされるのか。アスファルトとか

それからゴム系とかインターロッキングだとかいろいろありますよね。そういった形で

どういった施行方法をとられるのか、それをちょっとお聞きしたい。

それと、縁石がありますね。この縁石の形も取りかえられるのか、どういった形にな

るのか。今、というのは、真栄町の駅から野呂田商店の方に向かって、ちょうど石割り

の状態のごつごつした縁石が使われているんです。これが非常に苦情が多くて、タイヤ

をぎりぎりに寄せて、タイヤホイールがごつごつしたやつに当たって、ホイールが傷つ

く、タイヤが切れる、裂けるといった非常に苦情が聞かれるんですよ。野呂田商店の前

に車をとめると車が壊れるとかという話。あれはちょっとやはりよくないなというのが

あるんです。ですから、どういった形で仕上げるんだろうねという、町民の声もありま

すので、ぜひお聞かせいただきたいと思います。

●委員長（室﨑委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（福田課長） お答えを申し上げます。

事業の計画が立てられてから予算がつくまで非常にスピーディーにといいますか、短

期間で予算がついている、こういう例がほかにあるのかということでありますが、この

事業につきましては、かねてから10年以上前と言ってもいいと思うんですが、地元の方

々からいろいろな要望を受けてまいりまして、いっときは大がかりな補償によってそれ

ぞれが動いていただいて、土地あるいは公共用地として拠出していただいて、大がかり

な事業を行うといったような方法をとるという前提で進んでおりましたけれども、それ

が結果的にはそういった手法はできなくなったということを踏まえまして、ある意味で

は中心部の疲弊が非常にスピードが速いということを踏まえまして、ここを何とかしな

ければならないというのが我々の共通の認識でありました。したがいまして、地元の方

々とも十分相談をしながら計画をまとめ上げました。その結果として、今年度予算がつ

いたというところでございます。

それから、外した街路灯はどうするのかというお尋ねでありますが、これはまだ使え

るものでございます。したがいまして、市街地の連続照明としては不十分でありますけ

れども、その他の地域の町道沿いの街灯とか、そういう形では十分使えるものという認

識をしておりますので、そういう形で有効に活用したいというふうに思っております。

それから、歩道の仕上げ面でありますが、地元の方々からの要望、意見もありました
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けれども、まず、現在ある植樹ますはもう構造基準上とれません。したがいまして、植樹

ますはつぶすということが前提になっております。その上で仕上げ面でありますけれども、

これを今いろいろ相談をしておりますけれども、地元の方々の意向としては、インターロ

。ッキングのようながたがたしたものは好ましくないというご意見をいただいております

したがいまして、今のところインターロッキングという手法については全く視野に入って

おりませんで、一般的な舗装、あるいは滑りにくい舗装、こういったものを今検討してい

る最中でございます。

それから、縁石の形はどうなるのかということでありますが、縁石の資材につきまし

ては今検討しておりますけれども、ご意見がありましたように、石割りのごつごつした

ものでは、そういう弊害があるということでありますので、そのことを踏まえて検討し

ていきたいというふうに考えております。

●委員長（室﨑委員） 16番。

●竹田委員 目的の中に今言った活性化という言葉は聞かれなかったんですけれども、こ

れは松葉町の活性化ということにやはり思いはなかったんでしょうか。

●委員長（室﨑委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（福田まちづくり推進課長） もちろん活性化のための一つの方策

でありまして、歩く動線をきちんと整備をする、あるいは車いすでも歩ける。今はひど

いところになりますと歩道を歩けない、歩道と車道の境界がはっきりしないというよう

なところも一部ございます。そういったことでは中心市街地に人を呼び込むということ

には不十分であるということから、この歩道の整備を考えたところでございます。

●委員長（室﨑委員） 16番。

●竹田委員 無論そうですよね。やはり活性化が第一ですよね。この活性化で歩道も広く

した、人も呼び込むようにするんだと。暗いから街路樹も新しくして、照明も取りかえ

て、明るい通りにするんだというんですけれども、問題は、こんなことを言ったら失礼

ですけれども、店がたくさん並んでいる中で、近々やめられる商店もある。それから、

シャッターがさびてあかないような、おりないようなそういった部分もある。道路、街

路樹をきれいにして、建物、シャッターがさびて、もうどうしようもない状態、そうい

った部分というのが今度は逆に目立ってくるんじゃないかな。何か右の目だけアイシャ

ドーして、左の目にアイシャドーするのを忘れたような、そんな松葉通りにならないの

かな。上の入れ歯入れて、下の入れ歯を忘れてきて、結婚式出ちゃったようなおじいち

ゃんみたくなっちゃったらどうなんだろう、そんなアンバランスなことが起きないのか

な、そういうことまで懸念される状態になるんじゃないか、そういった面までの先の部

分まで考えた事業につながっていくのかな、それをちょっと心配しているんですけれど

も、その辺についてはいかがでしょうか。
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●委員長（室﨑委員） まちづくり推進課長。

、●まちづくり推進課長（福田課長） 町といたしましては、中心市街地、真竜側と本町側

２つの市街地中心部があるというふうにとらえておりまして、特に松葉町周辺の疲弊が

ひどいという認識に立って、中心市街地の整備も湖南地区から始めるという前提に立っ

ているわけであります。今ご指摘のように商店がシャッターがおりたままという店もた

くさんありますが、しかし、あの地域をそのままほうっておいてよいのかということも

一方ではあると思うんであります。我々としては、地元の方々、あるいはまちづくり団

体ともいろいろ協議をしながら、やはり松葉町についても、中心市街地としての体裁を

整えるように頑張っていく必要があるという認識に立っております。

地元の方々、まちづくり団体の方々についても、そのために一肌脱ごうという考え方

も持っておられます。大それたことを考えているわけではありませんけれども、例えば

商売のサービスのシステムを改善していくといったようなこと、あるいは厚岸のすぐれ

た食材を生かした商売をあの通りに持ち込んでいくといったような構想がいろいろ出さ

れております。そういったことをこれから一生懸命、町も連携して調整しながら進めて

いくことによって、松葉町に引き続き中心市街地としての機能を持たせようという考え

、で進めているものでありまして、現在町がやろうとしていること、広場につきましても

歩道につきましても、最低限の都市施設の整備ということでありまして、そのことによ

って、すぐ松葉町にたくさんの人が集まってくる、こういう状況にはならないとは思い

ますけれども、まず最低限の整備は行いたいということでございます。

●委員長（室﨑委員） 16番。

●竹田委員 松葉町の通りを活性化に向けてやるということは本当にいいことだと思うん

です。お祭りのときも通りにたくさんの人が集まってきます。この後すぐに公園管理の

方でもまた聞きたいことがあるんですけれども、公園をつくる、この松葉の街路樹事業

と公園の方ともつながってくることだと思うんですけれども、町として、今回防衛庁の

予算で9,500万円ですか、一般から500万円という形で１億円を見ているということであ

りますけれども、お祭りとかのそういうイベントのときに、厚岸町の真竜の側で、昔テ

キ屋さんと言われた、そういった街路地に仮のテントを建ててお祭りのときにたくさん

来た。僕がちょうど18のときに厚岸町に来たんですけれども、その当時は１年、２年か

３年間くらい、あの真竜の町にたくさんのテキ屋さんの、テキ屋という言葉が適当なの

かどうなのか、テキ屋というくらいだから適当なのかどうなのかわからないんですけれ

ども、テキ屋さんがたくさん並んで、そのとき人口もあったんでしょう。すごいにぎや

かだった。

ところが、トイレがないものですから、街路地の隅っこや車庫の間だとか家の隅っこ

やそういうところの軒下でトイレをしたんです。非常に苦情があって、テキ屋さんを呼

ぶのをやめさせるんだという声があって、その後にぴったり来なくなっちゃった。本当

、にわずかなんです。そういうイベントを楽しみにして、たくさんの人が集まるところに
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そういうテキ屋さんが来て、いろいろな活性化があると思うんですけれども、それも一つ

の活性化だと思うんですね。そういう人たちがいなくなっちゃった。今は北洋銀行の跡地

のところで、ほんの少しだけやっている状態。そして松葉の通りでお祭りやるときも、ち

ょうどその一通りの区画ですか、１本の通りをつぶして、それを通行どめにして、商店街

の人がそこでテントを開いてやっている状態ですよね。このときもいつも町民から出るの

は、やはりトイレの問題が出てくるわけですよね。

ですから、もうちょっと松葉の通りの街路樹もやる、それから歩道も直すといったと

、きに、仮の店舗を建てる場所、そういうことと、それからトイレの場所、これをやはり

今はこれで本当に、まちづくり推進課長が言いました、最低のと言いましたよね、そう

だと思います。次期、これからの課題として、そういうことをぜひ入れていってもらい

たいかなと思うんですけれども、いかがでしょう。

●委員長（室﨑委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（福田課長） お答えを申し上げます。

まず、テキ屋さんと言っていましたけれども、露天商といいますか、そういった方々

がお祭りを盛り上げるということは、これはもう私もいつも見ているところでございま

す。そういった人たちもトイレで不便をしているというお話でしたけれども、松葉町総

体として大きな公共施設があるわけでございません、中心部に。少し奥に入りますと社

、会福祉センターがありますが、中心部にはそういう大きな公共施設がないということで

いわゆる公衆トイレのような施設があの地域には必要であろうということは認識をして

おりますし、計画段階でも考えておりました。

したがいまして、その公衆トイレ的な役割を持つものと外から来た方々がそこに車を

とめる若干の駐車場、こういったものが計画に盛り込まれているところでございます。

したがいまして、十分トイレの必要性、認識をしておりますので、今度４月からオープ

ンいたします広場につきましては、大きなイベントがある場合は、主催者に仮設トイレ

の設置を条件づけようというふうに考えております。その仮設トイレを置くスペースに

ついては、一応奥の方にスペースがありますので、そういった対応を当面してまいりた

いというふうに思っております。しかしながら、できるだけ早い時期にトイレについて

も考えていきたいというふうに思っております。

●委員長（室﨑委員） 16番。

●竹田委員 トイレのことについてはこれから考えていただけるということでいいんです

けれども、課長として、松葉町に道路、歩道を直して、街路灯を直して、その目的であ

る活性化ということに対して、今も商店街の売り上げから、この歩道と街路灯を直した

後の売り上げ等々の活性化のパーセンテージというのを自分で何らか考えていますか。

それをちょっと聞かせてください。

●委員長（室﨑委員） 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） 売り上げのパーセンテージ、いわゆる売り上げがど

れだけ上がるのかと、いわゆる歩道を整備し、広場を整備したことが、効果として売り

上げにどうあらわれるのかという趣旨だと思いますが、先ほど申し上げましたように、

そのことだけでお店の売り上げが上がるというふうには考えておりません。むしろ、商

売を今やっておられる方、あるいは新しい人をそこに迎え入れるといったような方策、

そういったことを総合的に調整していかなければ、施設を整備した効果というのはすぐ

には出てこないというふうに思っております。

しかしながら、この計画を立てる段階で地元の方々とも、何が不足しているのか、あ

るいは何がこれからやらなければならない課題なのかということについても話を十分い

たしました。すぐにはできないけれどもということで、まだ手がついているところはあ

りませんけれども、今後、役場も積極的に松葉町の方々、あるいは地元の方々と連携を

とりながら、調整をしながら、活性化に向けていくというのが今の段階での私の方針で

ございます。

●委員長（室﨑委員） 16番。

●竹田委員 活性化について、課長は今のところ１億円、要するに金かけても大して変わ

らないんだと、変わらないだろうと、そう考えていると。活性化については、幾ら１億

円かけて直しても、考えていないとおっしゃいました。そう言いました。そしたら、ど

れだけの方策で、どれだけの金使って、どこまでやれば活性化につながるんですか。ど

ういうふうに考えているのか。

●委員長（室﨑委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（福田課長） お答え申し上げます。

今、私が申し上げましたのは、歩道の整備、広場の整備によって、店の売り上げが幾

らふえるのかというお尋ねでしたので、歩道や、あるいは広場の施設整備、そのことが

直接、お店の売り上げにつながるものではないということをお答えしたところでござい

ます。

●委員長（室﨑委員） 16番。

●竹田委員 わかりました。今、一つ答えてもらわなかった、どれだけかけたらどうなる

のかということについて。

●委員長（室﨑委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（福田課長） それは役場がということでよろしいんですか。町が

どれだけお金をかけるかと。
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この湖南地区まちづくり事業計画というのは、役場がやるべきことと民間がやるべきこ

とというのを合わせてかかると。ですから、具体的に金額はかかると思います、もちろん。

例えば集客施設をどこにつくるなどという計画になっておりませんので、金額は書かれて

おりませんので、どれだけかければ松葉町が活性化するかということは、現在の段階では

言えません。

●委員長（室﨑委員） 16番。

●竹田委員 総体的にこういう事業を重ねていくことはやっていくけれども、そういう話

というか、活性化に本当につながっていく部分について、幾らがどうなるのかというこ

とは、まちづくり推進課では考えていないということですね。そういうことですよね。

●委員長（室﨑委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（福田課長） 現段階で具体的な数字をもってお示しすることはで

きないということでございます。

●委員長（室﨑委員） 16番。

●竹田委員 数字で例えばこれだけやったら100万円ふえるとか、200万円ふえるんだとい

う話を聞かせてくれと言っているんじゃないんですよ。何でそのくらいわかってくれな

いのかなと思うんですけれども、そんなの出せといったって出せるわけないですよね。

そんな人いたらお目にかかりたいです。出せるわけないですよ、そんなの。当たり前じ

、ゃないですか。僕が言っているのは、道路を整備した、歩道も直した、街路樹も直した

あとはじゃ何をプラスしてここまでやって、お金をかけていけば活性化につながってい

くんだという想定もないのに勝手にやっているんですかということを聞いているんです

よ。そんな目的も何もない部分でやられるのはたまったもんじゃないですよね。9,500

万円、補助金でいただきましたといったって、出どころは同じ懐じゃないですか。その

辺についてお答えください。

●委員長（室﨑委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（福田課長） 先ほどから申し上げておりますように、松葉町地区

の活性化に向けては、町のやるべきこと、あるいは民間でやるべきことというふうにい

、ろいろ分かれておりまして、例えば紹介をいたしますと、これから空き店舗対策として

まだこれは例えばの段階ですが、お茶飲み場、地場食材等の直販店、チャレンジショッ

プとしての活用、こういったことが考えられる。これをぜひ実現させようと。これは商

店街の課題であります。

それから、来訪者への情報提供、空き店舗を利用して、来訪者へ観光案内とかも含め

てですけれども、情報提供をする機能が商店街に必要だろうと。これも商店街で考えよ
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うと。さらには、イベントもその中で促進させる必要があるということで、その必要な施

設として松葉町憩いの広場を整備した。ここでは地元の商店街の方々がテント市をまずや

ろうと。これはもう既に決まっていることでございます。それから、あとイベントの際に

は、地元の商店街等々が協力して、お祭りの際にはその広場で出店を出すとか、そういっ

たことも今考えられている。

それから、商店街のサービスの問題としては、宅配サービスなどということが、この

地域で考えられないだろうかということも議論をしております。あるいは高齢者や障害

者のために御用聞き、何か電球の球を取りかえてほしいと、こういった御用聞きのよう

な仕事が成り立たないだろうかといったようなことも考えられている。さらには、固定

客をつくるために、ポイントカード制などというシステムができないだろうか。それか

ら、町並みを潤いのあるものにするために、花で町を飾れないだろうかというふうなこ

、とが計画に載っているところであります。しかも、これらのことは、行政と地元の方々

民間がきちんと連携をとりながら、お互いに助け合っていこうという協働の取り組みと

いうことにしていこうというような意思統一がされているところであります。

その一方で、町がやるべきこととしては多目的広場を整備する。駐車場、トイレ、あ

るいは情報板、それから誘導サイン、照明、あるいは歩道の整備、そしてこれは民間か

町になるかわかりませんが、今後はできるだけ町の中に住宅があった方がいいという考

え方から、そういった仕掛けができないだろうかということも計画に盛られているとい

うところでございます。これらを総合して松葉町地区の活性化をしていこうということ

でございます。

●委員長（室﨑委員） 16番。

●竹田委員 町民として、役場が500万円しか持ってこない、500万円しか出せない、あと

残りの9,500万円は補助金で持ってくるんだからいいだろうという形を考える町民もお

ります。また、国の金をいただくことは、もとをただせば、自分の個人的な税金がはね

返ってくる、そういった考え方も持っている人もいます。それで、何をやろうとして進

んでいくかということについて、町民はきちっとした受け答えがない。我々議員にもあ

るのかないのか、今聞いて初めてそういう形でやっていくんだということがわかる。そ

ういった町民に対しての理解を深める伝達というか、広報というのが欠けているように

思うんです。ですから、さっき言ったような福原が来るんだとか来ないんだとか、僕の

聞いたところでは11月オープンだという話まで出ている。じゃ11月に、確認申請いつ出

すんだといったら７月ころじゃないかなという話も出ている。それに今度、札幌ドラッ

クをつぶすのに、ツルハドラックが来るんじゃないかという話も出ている。そんな話が

出てきてちゃうんですよ、きちっとした広報活動してくれないと。ですから、これから

町として今はこれをやります、後にこういうことをやっていきたいんだというような広

報活動を町の推進課できちっとやってもらいたいと思います。そうすると、いろいろな

話が飛び交うこともないし、いろいろなうわさも飛び交うこともなくなってくる。そう

いうふうに思うんですよ。それだけ聞いて終わりたいと思います。
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●委員長（室﨑委員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からお答えをさせていただきます。

厚岸町の歴史といいますのは、湖南と湖北に以前は分かれておりました。そういう中

で湖北においては真栄通り、湖南地区においては松葉町通りが一つの市街地としての厚

岸町の顔だったわけであります。しかしながら、今日経済状況が悪化する中で、ご承知

のとおりの商店街は疲弊し空洞化をする。厚岸町の将来にとっては、マイナス面をただ

ただ今日の歴史の中で重ねてきておるわけであります。そういう中で、21世紀の新しい

時代に向かっての厚岸町のまちづくりはどうあるべきかという、今重大な時期に私は差

しかかっている、そのように認識いたしております。その中で、やはり昔のような市街

地の活性化、景気のいい時代の商店街のまちづくりというものを夢を見ながら、しかし

ながら、昔のような夢を実現するというのは並々ならぬ努力が必要でありましょうけれ

ども、しかしながら、行政としてはその夢を見ながら、また地域の人方がそこに住む人

方が、町がよくなった、また、我々の行政の力によって幾らかでも足しになっていただ

いたという、やはり行政という責任の中で新しいまちづくりをしなければならない。

一方、地元の人方は、特に湖南地区におきましてはもう何十年もなります。このまま

でいったならば、町は大変な状況になる。何とか市街地の活性化について、行政として

力になっていただきたいという長年の夢であります。そういう中で、私といたしまして

は、その夢をかなえる行政としての責任ある立場で、今回予算を計上いたしておるわけ

でありまして、予算というのは大事に使わなければなりません。

特に費用と効果という時代であります。むだな金は使いません。地域の方々、厚岸町

民の方々がその成果を期待する中で、行政は将来を見据えて判断を間違いない予算づけ

をしていかなければならないわけであります。どうかそういう意味で、今回の松葉町通

りの問題については、特に手法が変わっております。今までは行政が計画に基づいて予

算を計上し、議会に諮って決定をいただきましたけれども、今回の手法は、地域に住む

方々、さらにはまた、そこで地域としての商店を営んでいる人方、さらには町民の方々

も含めて多くの意見を聞きながら、今回のまちづくりを推進しようという手法になって

おります。それが昨年の予算で計上いたしました公園も一つであります。さらには、ま

た今進めようとする歩道の整備、これもそうであります。

一方、今ご質疑がございましたとおり、トイレも欲しい、駐車場も欲しいという要望

もあります。これらについても、町としてはこたえていかなければならない。しかし、

その要望をかなえるためには、松葉町の全体の、将来まちづくりはどうあるべきかとい

うことも考えながら、その事業を実施していかなければならない、そういう考えでおる

わけでありますので、どうかいろいろなご意見がありましたけれども、私といたしまし

ては、今後とも松葉町が昔のような活性化、さらにはまた栄えある松葉町通りにならな

くても、今回の事業において、やはり松葉町通りに多くの人方が来た、また商店の人方

においても幾らかプラスになった、そういう活性化、明るいまちづくり、多くの人方が

出入りできるまちづくり、そういうことを願って今回予算計上いたしておりますので、

ご理解いただきたいと存じます。
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●委員長（室﨑委員） 休憩します。

午後12時03分休憩

午後１時00分再開

●委員長（室﨑委員） 再開します。

16番さん、もうよろしいですか。

16番。

●竹田委員 ちょっと長くなるので、あとこの１回でやめますので。

町長の言わんとしていることは、最後の答弁、本当に自分の考えと全く同じだという

ことは感じました。それについては全く何もございません。私が言いたいのは、まちづ

くり推進課の課長です。私が一番先に聞いたときに、活性化のためにという言葉が最初

の答弁になかったことが非常に残念です。これをつくるんだ、あれをつくるんだという

ことを聞くのは、その施工だとかは別に建設課長のところに行って聞くこともできたわ

けですよ。歩道をつくるんだ、何メートルにするんだという話を聞いたんじゃなかった

んですよ。まちづくり推進課というのは、改めてこの厚岸町をどうするか、活性化のた

めにどうするか、広い範囲で厚岸町のこの風土関係を取り入れながら推進していくため

に、どうしたらいいのかということで改めてつくられた課ですよね。その中において、

今回のこの街路事業に対して、どういった推進を考えておられるのかということを総ま

とめに僕は聞きたかったことが事実なんです。それに対して、こうつくるんだ、ああつ

くるんだという、そのつくることばかりが答弁になっている。それが非常に残念です、

聞いていて。

活性化というのは、答弁の中にも言われていましたよね。人が集まるように、無論そ

うです。人が集まらなければ金はそこに落ちてこないわけですよ。だから、活性化のた

めに人がまず集まって、町長もおっしゃっていました。そこに集まってこなければ困る

んだと。そして、その中に集まってきたときに、金が初めて落ちる。そこに初めて活性

という言葉が出てくるんじゃないかと思うんです。我がまちづくり推進課長として、そ

ういうご答弁をいただきたかったということが非常に残念です。松葉町の活性化につい

て、これからすごい広大な形でどんどんどんどん推し進められていくことは非常に大賛

成です。その上で僕は聞いたわけです。反対の立場でないです。大賛成の立場として聞

いたわけです。これから松葉町活性化において答弁いただきましたけれども、活性化と

いうことについて、もう少しきちっとした形でご答弁いただきたいと思います。総体的

にお願いします。

●委員長（室﨑委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（福田課長） お答え申し上げます。

松葉町の歩道の整備目的について、私の説明の中で活性化という言葉がなかったとい
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うことでございます。そのことが問題だとすれば、申しわけないと思いますが、私の言葉

の中にそれが含まれなかった理由は、もともとこの中心市街地活性化基本計画というのが

ありまして、それに基づいて湖南地区まちづくり事業実施計画というのが立てられ、そし

てその一環として松葉町の歩道の整備が行われるということでありまして、自分自身とし

ては、もう活性化ということが当然のように入っておりましたので、あえて言葉には出ま

せんでしたけれども、今おっしゃられるとおり、要するに湖南地区中心市街地の活性化の

ための一方策だということについては間違いございません。

総合的なその対策につきましては、民間のやるべき部分、町がやるべき部分、さらに

は、きちんと行政と民間が連携をして進めるんだということを含めて、先ほど申し上げ

ましたし、既に議会事務局の方へもその湖南地区まちづくり事業計画については、冊子

を一部提供してございますので、ぜひそれをごらんいただきたいということでございま

す。それ以外に申し上げることはございません。

●竹田委員 よろしいです。

●委員長（室﨑委員） ２目、他にございますか。

11番。

●岩谷委員 今回の松葉町通りの歩道の舗装については、私も地域柄、大変本当にありが

たいことだなと、そう思います。それで、これから恐らく計画については、まちづくり

推進の方ですね、それから工事については、これから建設課の方に移ると思うんですけ

れども、工事について、やはりやった後の処置、例えば今松葉町の下水道の進捗状況が

どうなっているかということは、どうしてもやはり工事した後の処置が１年その年はい

いんだけれども、だんだん年を追うごとにそれが段差になってくる状態になるし、それ

とちょうど今から30年前ごろに、町の方で恐らくＮＴＴの方からケーブルを埋めるとい

うことで、何か許可した経過があると思うんですよ。そのときの処置が悪くて、先ほど

の竹田さんから言われたように、シャッターのさびれ、あるいはシャッターの全部棒が

落ちている状態が、私のところで実際にあったんですよ。それですから、今こういう話

、をしながら、当然やはり工事をした後の施工の後始末が悪くて、その年はいいけれども

何年間たってしまえば、もう大変な状態なんですよ。そして、町の方であれば、ある程

度のものは見えるけれども、ああいうＮＴＴとやら大きなとこがやったのは、全部委託

者に任せて、もう責任逃れですよ。本当に言いかえれば、店一つがやってもらわなけれ

ばならないだけの、本当に何かがたがたですよ、その当時は。だから、もしこれをきち

っと歩道の舗装についてやっていくんであれば、そこら辺、きちっとしたそれこそ工事

をしていただきたいと思いますので、そこら辺についてちょっとお尋ねしたいと思いま

す。

●委員長（室﨑委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（福田課長） お答え申し上げます。
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現在、松葉町のこれから歩道整備しようとする区間の下水道排水管の布設状況は、両側

ともおよそ50％にとどまっております。当然、今言われましたように、歩道の工事をやっ

た後に残りの50％全部掘り返されますと、またがたがたになってしまうということになり

ます。そこで、過日３月11日ですけれども、地元の方々と話し合いを持ちましたけれども、

その中でも状況を説明して、歩道工事前に排水管の工事を終えられるように地域ぐるみで

協力をお願いしたいということを申し上げてまいりました。

また、新年度に入りますと、早々に地先の方々に工事内容を説明し協力を得るという

行動を起こしますけれども、その際にもきちんと説明をして、協力が得られるようにし

たいというふうに思っておりまして、極力、歩道整備後に下水道工事のために掘り返さ

れることがないように、そういったことはできるだけ避けるようにしてまいりたいとい

うふうに考えております。

●委員長（室﨑委員） 建設課長。

、●建設課長（北村課長） 当然、これから現地含めて実施設計を起こしながら、そして今

まちづくり推進課長が言ったように、地域の方々の協力を得ながら、現場施工する形に

なりますので、その辺も十分理解を深めながら、施工に当たっても注意しながら進めて

いきたいと、そのように考えております。

●委員長（室﨑委員） 11番。

●岩谷委員 下水道についても50％ということで、これは松葉の場合はまちづくりという

ことで見合わせた、その中でのおくれもあるのかなと。今後やはりこれらについては皆

さんに協力してもらいながらしていかなければならない問題だと思います。

先ほど私が言ったＮＴＴの問題等やらについては、当然やはり下水道絡みであれば、

、工事が厚岸町という言い方の中でなるんですけれども、やはりケーブル関係については

、スラブって、ちょうど店の前のところをコンクリを埋めるんですけれども、それを結局

掘り返したら絶対だめだという商店もありました。それで、今の施工はずっとスラブの

下を何かエアか何かでもってずっと通してやるような、ケーブルを埋めるようなそうい

う工法もあったんですけれども、たまたまうちの前はそれやらないで、結局ケーブルを

やらせたんですけれども、その後がもう後遺症がすごいです、ひどいです、いまだに。

これはもうどこに話ししてもかかりようがないです。言いかえれば、本当に店一つやっ

てもらいたいぐらいのひどい、シャッターががたがたですよ。だから、それが延期にな

っていますので、年追うごとに間から水が入り、やはり夏と冬の段差が出るんですよ。

だから、今回のこの歩道の舗装については大変ありがたいことかなと。本当に年寄りさ

ん、あるいは子供たちが歩道のちょうどうちの前歩いたら、けがしないのが不思議なぐ

らいです。

それと建設課の課長さんね、例えば向かい側と、それからこっち側の方の内側の方の

日の当たり方が違いますね。それで向かい側、黙っていても融雪、例えば雪が降った融

雪も早いです。だけれどもうち側としたら、要するに雪も解けない、そして、しかも段
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差ができる。しばり上がれば本当にひどい段差です。だから、同じ工事をやるんであれば、

そこら辺、私、工事者じゃないから、よく建設課としても、そこら辺を注意しながら、当

然やはりこちらのちょうど西寄りになりますかね、こちらの方の店屋さんについては大変

なそういうものも出てくるのです。

、それと、やはり掘り返せば何十年前の何か地杭か土台かなんかわかりませんけれども

埋まっている場所もあるんですよね。それらも全部影響しながら、結局落ちたりして落

差ができたりするその場所もあるんですよ。それが最近では大分解消になりましたけれ

ども、やるときにどういう施行するか、私はわかりませんけれども、うちあたり、スラ

ブがかなり広範囲にあります。あれを舗装するときには、どういうふうにして舗装する

のか、そこら辺、ちょっともしあれだったらお教え願いたいと思います。

●委員長（室﨑委員） 建設課長。

●建設課長（北村課長） 今現在の考えとしては、基本的に今の歩道スペースの高さを調

整しながら整備していく。従来、道路整備のように全部開削して凍上抑制層を入れてき

ちっと閉めるという考え方じゃなく、基本のまず今ベースありますね、今あるやつ。そ

れらの当然落ちたりなんかしているところを改修しながら、上の方にある程度整備しよ

うという考え方の形で聞いていますが、現実的にはいろいろな箇所によって下がったり

上がったりなんかしている箇所があります。さらには、今言われたように、いろいろな

途中にますがあって、そのために水抜けしているとかという形で落ち込んでいるところ

もあります。そういうのは当然、今実施設計の中で現地見ながら設計に生かしていくと

いう形になりますので、ご理解いただきたいと思います。

●委員長（室﨑委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（福田課長） ちょっと補足させていただきますが、日陰、ひなた

問題ですが、既に担当者があちこちに出向いて状態の確認を行っております。私ども写

真を見ましたけれども、確かに日陰とひなたで随分舗装の耐用年数と申しますか、が違

うという印象を持っておりますので、それについても十分慎重に検討してまいりたいと

いうふうに考えております。

●委員長（室﨑委員） 11番。

●岩谷委員 私、工事屋さんでありませんので、そこら辺はお任せしますので、今説明を

聞きましてわかりましたので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。

以上です。

●委員長（室﨑委員） 答弁いいですか。

●岩谷委員 いいです。
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●委員長（室﨑委員） ２目、他にございますか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ先へ進みます。

３目下水道費、245ページです。ありませんか。

５項公園費、１目公園管理費、ありませんか。

７番。

●中屋委員 厚岸町もようやく雪が解けて、春らしくだんだん季節がなりましたが、松葉

町の公園、去年の何月でしたかな、全部工事を終わりまして、今年度から活用されるよ

うになっておりますが、まちづくりを考える会とか自治会、また商店街の皆様と事業計

画というものはできているんですか。

●委員長（室﨑委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（福田課長） お答え申し上げます。

松葉町憩いの広場の利活用計画ということになると思いますが、詳細について、平成

17年度において何をここでやるということについては決まっておりません。今地元の方

々と大きなイベントについて、どういうことが考えられるかというものを出し合いまし

て、それにどう対応するかという話し合いをしている、そういった段階でございます。

●委員長（室﨑委員） ７番。

●中屋委員 この公園をつくることにおいて、そういう関係者の皆さん方とテント村やり

たい、いや盆踊り大会やりたい、子供盆踊り大会やりたい、朝市やりたい、いろいろな

要望があったと思うんです。その要望を聞いて、松葉町の商店街の活性化のために一つ

そこに公園があれば非常にいいのではないかということでもって施行されたと思うんで

す。地権者なら、ただあれもやりたい、これもやりたい、こういうこともやりたい、全

然事業がきちっと決まらないうちに、事業計画もないうちに物をつくったんですか。た

だ、町民からこうやってほしい、ああやってほしい、したからこういうものをつくって

ほしいと言えば事業を起こされるんですか。そうでないと思うんですよね。やはり公園

をつくった以上は、こういう事業をやりたい、何月何日にこういう事業をやりたい、あ

る程度の見通しがあっていいんでないですか。

●委員長（室﨑委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（福田課長） さきの条例審査でも、その趣旨が書かれております

。が、一般的に公園と申しますのは、だれでも自由に使えるというのが原則でございます
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だれでも自由に使える原則が通らない場合、いわゆる例えば貸し切り状態で何かイベント

に使うといったようなことについては、使用の申請許可という行為が必要になってく

、るということでございます。今地元の方々と話しておりますのは、当初からテント市を

暖かくなったら毎月１回程度はやりたいというふうに計画を立てておりますし、自治会

の方では、盆踊りの会場として利用したいということが言われております。さらには、

、あの広場を潤いのあるものにするために、花壇のスペースが相当あるわけでありますが

この花壇の整備について、自治会あるいは湖南地区まちづくり推進協議会、こういった

ところが連携して、どうやってあそこをきれいにしようかといったようなことを相談し

ているところでありまして、何月に何をやり、何月に何をやり、これは役場が使うとい

うことももちろんあると思うんですが、一般的には自由に使うというのが原則でありま

すので、自由に使えないときのイベント等を出し合って今協議をしているということで

ございます。

●委員長（室﨑委員） ７番。

●中屋委員 それは実際的に事業内容というものは、こういうものをやりたい、ああいう

ものをやりたいということは検討されているが、盆踊りは何月にやりたいとか、そうい

うのはいいんです。ただ、そういう事業を予定しながら、まちづくりの活性化というの

か、それを核として、これから松葉町の商店街を整備していくんだということは私もわ

かるんですが、しかしながら、あれやりたい、これやりたい、こっちもやりたい、そう

いうこともやりたいということだけで、まだ今年に対しては事業計画というのは全然な

いんですよということで果たしていいものか。私はちょっと納得しないんです。

●委員長（室﨑委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（福田課長） 広場の整備を行う段階で、当面、地元の方々が商店

街の活性化のためにできることは何かという議論をした際に、おおむね合意が得られた

のがテント市ということであります。これを去年はタバタ文具店前でやっておりました

けれども、これをもっと充実させて定期的に行いたいということが、はっきりしている

ところであります。あとは行事としては盆踊りがあり、お祭りがありと。そのときにど

ういう対応にしようかということについては、現在話し合いを進めているということで

ありまして、その他、例えば役場として、あそこで何をやるかということについては、

具体的なスケジュールについてはまだ何も決まっておりません。

●委員長（室﨑委員） ７番。

●中屋委員 そういう具体的なものをつくるということは、いつごろまでにできるんです

か。

●委員長（室﨑委員） まちづくり推進課長。



- 187 -

●まちづくり推進課長（福田課長） 利用につきましては、ここを管理を受託していただ

く団体に利活用方策を自主的に考えてもらうということに一応しております。今後これ

からそういった方々と話し合いを進めながら、民間のやるべきこと、あるいは行政のや

。るべきこと、こういったものを分けて積み上げていきたいというふうに考えております

●中屋委員 いいです。

●委員長（室﨑委員） 他にございますか。

１目公園管理費、ありませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ先へ進みます。

６項住宅費、１目建築総務費、２目住宅管理費、ありませんか。

253ページ。

●委員長（室﨑委員） どっちですか。

●谷口委員 住宅管理費で。

●委員長（室﨑委員） 住宅管理費ですね。

●谷口委員 はい。今回のこの修繕料に、前から言っている奔渡の段差解消、これも入っ

ているんですか。

●委員長（室﨑委員） 建設課長。

●建設課長（北村課長） お答え申し上げます。

奔渡の段差解消については、このたび災害という形の中で採択受けていますので、奔

渡地区の段差解消は災害復旧費の中で手すりと階段のやつはやることになっています。

●委員長（室﨑委員） よろしいですか。

２目、他にございませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） それでは、253ページ、８款１項消防費、１目常備消防費。

15番。
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●佐齋委員 ちょっと消防のことなんですけれども、わかる範囲内で結構です。

消火栓、各地区についていますよね。それの点検について、どのような点検の、例え

ば年に何回するどうかといろいろあると思うんですけれども、その辺わかる範囲内で教

えていただきたいです。

●委員長（室﨑委員） 総務課長。

●総務課長（田辺課長） 私の記憶の範囲でとりあえずお答えさせていただいて、年にど

の程度、定期的な回数をやっているかというような部分については、ちょっと必要であ

ればお時間をいただいて、消防の方で確かめたいと思いますけれども、消火栓というか

防火水槽という水利があるんですが、その点検につきましては、基本的には消防職員が

定期的に回るということが１点ございます。

それから、除雪関係、いわゆる雪が降った後、どうしても水利の確保といいましょう

か、そういう部分を出さなければならないということで、その部分の除雪という形の中

で職員、あるいは時によっては消防団員も一緒に出るという形がとられております。そ

れから、消防団員の方ですけれども、月に１回の点検といいましょうか、訓練日がござ

いまして、このときに合わせて水利関係も見ながらやられているというようなことで、

水利関係の点検を行っているというような実態にございます。

●委員長（室﨑委員） 15番。

●佐齋委員 なぜこれを聞いたといいますと、実際、私のところにも消火栓をつくらせて

くれということで、個人の土地につけているんです。３年か４年くらい前なんです。と

ころが、つけるまでは結構あの辺、ちょっとないものですから、お願いしてつけたんで

すけれども、ところが、それ以降に雪が降っても何しても一切来ていないんですよね。

除雪も全部私、自分でやるんです。だから、その辺がね、だから、公道なんかの道路は

きっとやっていると思うんです。ただ、個人の私有地につけたところをきちっとそうい

う点検、つけてしまえば後は関係ないんだということなんで、その辺がきちっとされて

いるのかどうかということで確認したわけなんです。

●委員長（室﨑委員） 総務課長。

●総務課長（田辺課長） 基本的にその消火栓がいわゆる公設といいましょうか、公共用

のためにつくられた水利であるとするならば、それが土地が専用といいましょうか、個

人のものであろうが、あるいは公道等についているものであろうが問わず、公共の施設

として所管が管理していくというのが基本でございます。

なお、今お聞きした内容につきましては、ちょっと私ども詳細について把握してござ

いませんけれども、これらについては、こういうようなご質問があったという内容の部

分ではお伝えしたいと思いますけれども、その辺の部分、事実関係を確かめるという形

になりますと、消防との確認をした上でということになりますけれども、私どもの方か
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ら、こういうような部分での指摘があったということでお伝えしたいということでご理解

をいただければ、そのような取り扱いをしたいと思います。

●佐齋委員 いいです。

●委員長（室﨑委員） 14番。

●田宮委員 たしか消防法の改正で各家庭に消火器を必置するというふうになったわけで

すね。その点で町としては何らか考えておられますか。

●委員長（室﨑委員） 休憩します。

午後１時29分休憩

午後１時39分再開

●委員長（室﨑委員） 再開します。

総務課長。

●総務課長（田辺課長） 時間をいただきまして、ありがとうございました。

消防法の改正でございますけれども、おっしゃるとおり昨年の11月に消防法の改正が

されておりまして、今度は一般住宅でございますけれども、一般住宅にあっても、その

部分に火災が発生したときに、それを知らせるという火災報知器の設置が今度は義務づ

、けられるということでございまして、内容的には寝室であるとか、それから廊下、階段

こういったような部分、さらに地域によってはつけ加える部屋だとか、用途だとか、こ

ういった部分で決めることになっております。

ただ、この法律の施行日が18年６月１日ということでございまして、それらの内容に

つきましては、それぞれの地方公共団体における火災予防条例で定めるということにな

ってございます。したがいまして、厚岸町の場合は、浜中町、釧路町、厚岸町の３町で

つくっております消防組合、こちらの方の火災予防条例という条例が設けられるわけで

ございますけれども、そちらの中にこの規定が盛り込まれるということでございます。

今、消防本部の方と確認をとらせていただきまして、この現在のスケジュールの中で

は、17年度中にこの火災予防条例の改正を図りまして、その18年６月の施行に備えたい

という形でございます。なお、すぐ施行日にかかる部分につきましては、これから新し

く建てる住宅、これについては18年６月以降にかかるわけでございますけれども、既に

もう建築されている建物、いわゆる既存の建物でございますけれども、これにつきまし

ては２年から５年くらいの経過措置、これもそれぞれの地方公共団体の条例の中におい

て地方の実態等を勘案しながら定めるということになっているそうでございます。そう

した中で設けられるという形になりまして、最短で18年からの２年といいますと20年、

最長でいきますと23年ということになるわけでございますけれども、こういった経過措
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。置が設けられて、既存のものにおいても設置が進められるということになっております

今申しましたように、個別といいましょうか、住宅のどの部分までつけるか。それか

ら既存のものに対して何年後に経過措置させるかという部分については、現在、消防組

合の方で火災予防条例の制定に向けての中で一緒に検討がされているという状況でござ

います。

●委員長（室﨑委員） 14番。

●田宮委員 消防本部が厚岸町、浜中町、釧路町というふうに、それぞれの町に行政権が

及ぶわけではない。それぞれの町が、厚岸町なら厚岸町が責任持たなければならないで

すよね。そうじゃないですか。

●委員長（室﨑委員） 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。

法制的な部分で申し上げますと、消防事務組合というのは、ご案内のように特別地方

公共団体という形になってございまして、そこで、それぞれの市町村で持つ消防事務に

、関する部分につきましては共同で処理をするという形の中で、消防に関する部分の条例

要するに消防法に基づく規制関係でございますけれども、これらについては、その消防

組合の条例案をもって定められるということに相なります。

したがいまして、条例そのものについては、特別地方公共団体である消防事務組合の

火災予防条例をもって３町に、いわゆる行政エリアとしてかかってくるという形になり

ます。ただ、田宮議員おっしゃられるように、いわゆるその消防行政をしていく上での

当然、経費等々かかります。そういった部分については、その組合を構成する市町村、

これは市町村の責任において義務として、そういった消防行政を進めるための経費等々

について、やはり責任を持っていかなければならないという立場でございます。

●委員長（室﨑委員） 14番。

●田宮委員 経費も経費なんだけれども、具体的に一つ一つの家庭に火災報知器をきちん

と置くようにするためには、町が具体的に事業を進めていかないとだめでしょうという

ことですよね。

●委員長（室﨑委員） 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。

おっしゃるとおり、先ほど申しましたように、いわゆる規制の関係になりますので、

規制という部分での火災予防条例、こういうふうにしなければだめですよという規制の

部分については、当然今言いました法律体系、組織の関係からいきまして、消防事務組

合の条例をもって定められる。それから、実際に幾ら規制してもそれが履行されなけれ
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ば、やはり安全といいましょうか、そういった部分は確保できないというのは、これは仰

せのとおりでございまして、そういった中からいきますと、規制の部分と、それを実際に

設置をして、各家庭での安全を確保するという部分については、すべてそれが消防一人が

やればいいんだということではなく、やはり町としてもあわせて連携をしながら推し進め

。ていかなければ、実効性は上がってこないだろうなと、そのように私も考えております

●委員長（室﨑委員） １目、他にございますか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ先に進みます。

２目災害対策費。

５番。

●中川委員 ここで私から津波の場合の避難対策について、若干質問させていただきたい

と思います。

課長、今私、確認なんですけれども、本町の避難場所、これを間違っていたら困りま

すので、ちょっと私から確認させていただきます。湾月町は、今の少年自然の家、それ

から松葉町に来まして、新しくできました集会所、それから塚田さんの裏山といいます

か、あそこ、それから奔渡につきましては子野日公園、もしこれ不足していましたら追

加で教えてください。

●委員長（室﨑委員） 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。

ご案内のように、愛冠の方に向かっての、いわゆる津波の緊急避難場所の指定の部分

、ですが、一つには厚岸神社境内、それから愛冠の方に入っていきまして、森林センター

それから道立自然の家、それから愛冠駐車場、この４カ所を津波の場合の緊急避難場所

という指定をさせていただいております。

それから、オソナイ山につきましては、梅香町の奥といいましょうか、旧浄福寺の周

辺、それから松葉町の集会所、それからおっしゃられました塚田弘氏宅の裏山、いわゆ

るオソナイ山の展望台のあるところと、こういうことになっておりますし、それから奔

渡の奥の方に行きますと、子野日公園の高台、それから厚岸霊園の駐車場、こういうよ

うな位置づけになっておりまして、それぞれその近い部分について、避難場所という形

の中で出させていただいております。

ただ、避難訓練の際に、おおむねここの地域の方はこちらの方に逃げてくださいとい

うようなくくりの中で地域を入れさせていただいておりますけれども、これまでにも申

してきておりますけれども、いわゆる緊急避難場所に最も近い場所の中に、避難を第一

として考えていただきたいということで申してきておりますし、そのように指導もして

きているという実態にございます。
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●委員長（室﨑委員） ５番。

●中川委員 今、確認させていただきました。それで、私が言おうとしているのは、これ

は前々から沢田町政時代から、この避難場所について、本当にくどいほど、そしてまた

若狹町政になりましてから、また私は、２年ですけれども、去年でしたか、一般質問で

もさせていただきました。今、私たちは若竹町２丁目なんですけれども、以前は若竹２

丁目、１丁目、湾月町について、今、課長が言われた神社の境内、それから波がきたら

上の方に上がりましょうということで訓練を受けていたんですけれども、それで２丁目

とか１丁目というのは、まだまだ山の方に近いところがあるわけですから、そこに変更

したらどうでしょうと、私は何回も言ってましたけれども、そうしましたら、幸いにし

てちょうど私がいない年でした。12年ころに若竹町２丁目は塚田さんの山か、松葉町の

集会所の方の避難場所に変わったんですよ。変わったからいいんですけれども、今、私

が言いたいのは、若竹１丁目、湾月町の何丁目までになりますかね、あの辺は近くに有

明の方とか、もっと避難場所的なものがあるわけですから、そちらに移して、いざ来た

場合には、そこへ行くよりも近い方にみんな逃げるのが心理だと思いますので、その辺

に避難場所を変えることができないですかというのが、私の意見なんですよね、これか

ら言おうとしていることなんですよ。

それで、去年の秋でしたか、避難訓練がありまして、女房と二人で隣近所のばあさん

やみんな誘いまして松葉町の集会所まで行きました。後で町長が公用車で回ってこられ

ましてお会いしたんですけれども、ここまで来れば大丈夫かなと思いながら、昔35年、

振り返ってみますと、チリ地震ですか、チリ津波、理事者の皆さんはまだ年が若いです

から、話は聞いたことがあるでしょうけれども、そんな経験はないと思うんです。それ

と、これも沢田町政時代に奥尻があのような大災害に遭いまして、その後視察に行かせ

てもらいまして、これも含めまして私も質問させてもらっているものですから、やはり

少しでも高いところに避難しようという考えで、本当にくどいようですけれども、何回

も質問させていただいていました。

それで、松葉町の集会所ではいいんですけれども、佐藤議員が一般質問しましたよう

に、スマトラとかああいう大きなものがこれから来ないとも限らないわけですよ。そう

しますと、やはり少しでも高いところに逃げなきゃだめなわけですよね。小さい35年こ

ろに発生したチリ津波の場合は、田宮議員の家の前までは波が上がりましたけれども、

汐はあの辺で終わっていますからいいんですけれども、これから万が一、震度５とか６

とか大きな地震がありまして、かなりの津波が来た場合には、松葉町集会所で終わらな

いと思うんですね。そこでも本当に死んでいるんじゃないかなという気がするんです。

そこで、私が今言うのは、これも昔の話なんですけれども、本当に50年ぐらい、まだ

先ですかね、オソナイ山に、うちらも猟師ですし、多くの漁民を使っていましたので、

野菜が足りなかったものですから、漬物に漬けるだとか野菜の関係で、オソナイ山に随

分上がりました。私も小学校時代から大根をおろすときには、もう一生懸命しょってお

ろしたもんなんですけれども。話を聞きましたら、けもの道というんだそうですね、建

、設課で聞きましたら、そういう道を。そして、訓練する集会所で避難場所で見ましたら
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その山がその道がもう全然そうですよね、40年も50年もたっているわけですから、結局崩

れているのは当たり前ですよね。ですから、これを何とかして少しでも高いところに避難

して、避けたいというような感じで、私はそういう道を生かしたらどうかなと。

それで、これはちょっと話がそれますけれども、去年の秋に町政懇談会等々で各自治

会に町長以下皆さん参られまして、結局、協働のまちづくりを目指すんだということで

議決をされました。そういう関係から、これは私の考えですけれども、やはり時期もあ

るでしょう。昔のように町民の皆さんがくわやらスコップやら持ちまして、そして建設

課の指導も入ればこれはいいんでしょうけれども、そういうのを許していただければけ

もの道というんですか、そういうものを復活したらどうなのかなというような感じもし

ました。

それで、昨日もどなたか発言していましたけれども、これはオソナイ山がみんなこれ

ハチマキですね、コンクリで固めて。そうしますと、上に上がるところは全然、今も津

波来たらすぐ、逃げるに間に合いませんよね。奔渡なんかは菊池議員が一生懸命やって

いますから、そうなんですけれども、うしろから来たら、もうすぐさらわれちゃいます

よね。もうコンクリで固まっていますから、どこも逃げるところありません。だから、

これも沢田町政のときに質問しましたら、当時の助役は 「いやいや今、道の方と協議、

して、そういう逃げ場所も一緒に考えてつくってもらうんだ」と、こういうような発言

しまして、私も期待していましたら、あのとおりもうすっかりコンクリで固めちゃいま

、して、厚岸町の人間は死んでもいいんだというような考え方ではあれでしょうけれども

逃げる場所がなくなってきたんですよ。

だから、そういうものが町民の協働のまちづくりではありませんけれども、そういう

、道路をつくったらどうなるかなというような感じもしているんですよね。確かに松葉町

普通の去年の秋の津波でしたら、そう上がりませんし、よかったんですけれども、あの

ようなニュースで大きく出まして、何回もテレビを見せてもらいますと、今の状態、全

然、私、間に合わないと思うんですよ。ですから、そういう対策といいますか、町側は

どのように考えられているのか。それから奔渡なんかはそうですよね。私もお祭りばか

で、去年あたりから、孫が大きくなりましてお祭りに出るものですから、私も危ないか

らついて歩いているんですけれども、１丁目というと消防のところから奔渡の子野日ま

、で行くといったら、これは大変な距離ですよね。車なんかで行ったらすぐですけれども

避難するときには車はだめですよ、歩きましょうということですからね。でも、奔渡な

んかは組合以上、どこまでいってもコンクリで固めていますから、どこへ避難するのか

なというような感じで。だから、優秀な課長ですから、その辺どういうふうな計画なの

かお聞きして、そしてまた私も次の質問に入りたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。

●委員長（室﨑委員） 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。

いわゆるどこどこの場所に逃げてくださいという指定の中では、たしか訓練計画を何

か出されているときに、ここの場所についてはここの場所、地域についてはここの場所
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というような形で出させていただいていると思います。ただ、地域の中でも大きなくくり

でやっていますから、ここの地域でも右側の人がＡ地点へ、左側の人はＢ地点へという部

分というのは当然出てまいります。ですから、北の方にも最寄りの近いところという部分

が基本ですというような部分の記入といいましょうか、そういう部分も入れさせていただ

いております。

なお、おっしゃられるように、どうしてもそこの地域でいきますと、Ａ地点よりもＢ

地点の方が近いんですねという実態的な部分がある部分については訂正も加えるような

、形でしてきております。ただ、基本的な考え方は、やはり近いところに逃げていただく

少しでも早くに高いところに逃げていただくというのが津波から身を守るための基本で

ございます。そういった中で、以前は指定場所を決めてなかったときには、とにかく高

いところに逃げてくださいというようなことだったと思いますけれども、やはり指定場

所を決めておいて、自分の家族が何かあったときには、最終的にはその高いところの方

に、いわゆる指定されている場所、緊急避難場所ですね、例えば神社であれば神社に逃

、げるんだというようなことを家族みんなで確認をしておけば、時間差で逃げていっても

ばらばらで逃げていっても、そちらに行けば家族はそこの地点に逃げているというよう

な、逆に指定することによっての効果といいましょうか、そういう部分もございます。

そういった中で、一方ではそういう指定によってそこの部分に逃げやすいような避難

、路を整備する、避難場所、広場についても、でき得る範囲内での整備をするという形で

現在これまで厚岸町では取り組んできてございます。

じゃ、そこがすべてなのかといいますと、そうにはございません。時間的な余裕があ

るかどうかという部分もありますけれども、まさに今津波が間近に押し迫ってきている

といっていたときに、その指定されている避難場所といいましょうか、そこが絶対だと

いうことで、そこに向かって逃げるということは当然、命に直接影響が出てくると。や

はり緊急避難的に少しでも高いところ、そこにやはり逃げざるを得ないという実態がご

ざいます。その辺は避難する上での最も重要といいましょうか、認識をいただいておか

なければならない部分なのかなと思いますけれども、そういったようなことで、基本的

には間近に迫った部分については、とにかく高いところに逃げるんだというような部分

での徹底、それから、やはり津波から身を守るというのは、少しでも早くに行動を起こ

していただくことによって、遠くへ逃げるということが可能になります。遠くへ逃げる

ことは可能だということは、高い安全なところへ逃げる確率も高くなると、こういうこ

とになりますので、その両面からやはりきちっと認識していただくような指導といいま

しょうか、啓蒙といいましょうか、そういう部分を進めていかなければならないなと。

これは行政のみならず、地域の人方みんな一緒になりながらやっていかなければならな

いなと、こういう大きな課題であろうというふうなとらえ方でおります。

それから、少しでも高く登れるように、大きな避難路を設けるというのは、地形的な

部分、例えばオソナイ山の例をとらせて、前回も答弁させていただいたんですが、これ

がだれでも健常者であれ、障害者であれ、あるいは非常に避難をしやすいような形での

通路をつくるという形になりますと、地形上で非常に困難が伴います。一方では、そう

いう手を加えることによって地滑り等々の危険も生じる。やはりそれらの対策をしなが

らやるということになりますと、相当膨大な事業費をとった避難路がまず必要になって
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くるかなというふうに思います。

ただ、おっしゃられるように、従来畑等で利用していたようなけもの道といいましょ

うか、簡易な登っていくような部分、こういった部分を地域の方々と一緒になりながら

整備してはどうかというご提言でございますけれども、これはやはりそういった地域の

形態であるとか、それから地域の状況であるとか、地形的な部分であるとか、そういっ

たことからいって、やはり必要なことなのかな、自分の身を守るという意味の中で必要

なことなのかなというふうにも私自身も思います。

ですから、その辺につきましては、地域の方々と一緒になりながら、一緒に何が必要

なんだと。実際に逃げるとき、どういうふうにしたらいいんだというような部分の問い

かけ、お互いの検討といいましょうか、そういう中から生まれてきて、みずから設定し

て、みずから措置をして、みずから逃げると、使うんだと、そういうような部分の意識

づけにしていくことが一番大事なのかなというふうに思っております。

ちょっと紹介させていただきますけれども、現在、実は今年、開発建設部の事業を受

けまして、防災マップのモデル事業ということで、ハザードマップの作成という形の中

で、佐齋議員にも地区の一員として参加いただきましたけれども、白浜地区でワークシ

ョップをさせていただきました。ワークショップというのは、住民が集まってきて、そ

、れぞれグループになりまして、津波があったとき、どう逃げるんだ、何が必要なんだと

こういうことをやるんですが、そして自分たちでもって最終的に避難するための必要な

マップ、道路といいましょうか、避難路なんかを書き込んだものをつくり上げていくわ

けですけれども、そういった話し合いを通じていきますと、従来厚岸町がつくっている

防災マップにプラスアルファの要因というのが、やはり地域でなければわからない形の

中が多々出てくるんです。そして多々出てきたものが、どうすればいいのか。じゃ、ど

う地域の人方と一緒になってやればいいんだ、どこの部分をちょっと改良すればいいん

だと、こういう部分が随分出てくるということを私、実際に体験をさせていただきまし

た。ですから、これから防災マップの見直しという部分は当然出てまいります。

と申しますのは、今年と17年度の新年度になりますけれども、現在、北海道で津波浸

水区域のシミュレーションという形、この太平洋沿岸でもし津波が来た場合に、どのく

らいの浸水までいくのかというシミュレーションを行う事業が進められてございます。

当然これらが出てきますと、厚岸町における浸水区域、これでいいのか悪いのかという

部分ですね、これも当然出てまいります。そうしたものとあわせた見直しというのが当

、然必要になってくるだろうというふうにとらえておりまして、その見直し等にあわせて

やはりモデル事業で白浜町をモデルとして取り組んだような試み、これらを生かしなが

ら進めていかなければならないなというふうに思いますし、そういった中で、今、中川

議員がおっしゃられたような地域として、実際に逃げる人方として、どこの部分でどう

できるのか、お金を大きくかけなくても、ここをちょっとすることによってこういうこ

とができるよという部分を見出しながら一緒に組み立てていく、一緒に対応策をとって

いくということが、これからやはり望まれるものなのかなというふうに思いますし、今

後いろいろな機会を通じながら、その辺の部分について、私ども防災担当する方として

も心がけてまいりたいと、このように考えております。
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●委員長（室﨑委員） ５番。

●中川委員 今いろいろ課長から答弁いただいたんですけれども、ここに菊池議員がいま

すから、菊池議員も一生懸命やっていますので、私は何も奔渡のことまで心配すること

はないかなと思うんですけれども、さっきからも言っていますように、奔渡のコンクリ

で固められた、以前は、これは車いすだとかお年寄りは、大変失礼なんですけれども、

登れないと思います。でも、若い人はある程度登って、避難できるかなと思いますけれ

ども、今そのとおりあれですので、だから奔渡の人よりコンクリで固められた、今私が

言うそれをどのようにこれからされていくのか。それで、優秀な課長と私はこうやって

議論させてもらうものですから、私も３日ぐらい、役場へ来る前に５時半ごろから起き

まして、自分の今まで考えているところを視察して、ああ、ここもこれは避難場所にい

いな、ここもいいなと思いながら自分で持って、私も質問しているんですけれどもね。

でも、この津波というのは、時期、関係ありませんよね。寒いときに来るか、暖かい

ときに来るかで、これまた違うんですよね。そうすると、今、課長はどこどこに逃げな

さいとか、家族で話し合っておきましょうというんですけれども、近いところに逃げま

しょう、それは当然だと思います。高いところに上がればあれですけれども。ただ、時

期がありますので。

それで私も奔渡から床潭から湾月から梅香町からずっと回ってきましたら、それを最

後に見たんですけれども、避難所をふやしませんかというのは、ここはもうあれだなと

思って、今、課長がどう言われるかわかりませんけれども、梅香町はもう大変お寺が多

いですね、課長もご存じのように。そして私は最初からそこへ行けばよかったんですけ

、れども、床潭から奔渡からずっと回ってきた後、最後に見たものですから、あら、これ

もしかしたら吉祥寺さん、そのちょっと手前が我々檀家の正行寺もあります。そして見

ましたら、あれはご案内のように吉祥寺さんも高いところにあるわけではないんですけ

れども、すぽっと山に隠れているんですね。そうすると、あの山を津波が来るなんてい

ったら、相当の津波ですから、決して高い場所ではないんですけれども、うちの正行寺

も大丈夫かなと思うんです。奔渡はどうかな、でも今、庫裡がいいかなと思っているん

ですけれども、それ以外に吉祥寺さんがすぽっと山に隠れています。

それで、そしてもし万が一それがだめであれば、あそこに墓用地がありまして、私も

そこも行きかけながら登ってみたんですけれども、すぐ登れるんですよね、あのわき。

これが一つの避難場所にいいんじゃないのかなと。冬なんかなら特に寒いですから、だ

からそういうところを、私がさっきも言いますように、今、若竹２丁目は松葉町の集会

所の方ですけれども、１丁目なり湾月町の方は少年自然の家、そして今、課長からは神

社の境内のところだと言われていますけれども、場所がちょっと遠いものですから、だ

から若竹町の１丁目なり湾月町が、そちらの方へ行った方がいいんではないのかなと。

そうすると距離も短いですし、だから、もしそれを避難場所にしていただけるなら、こ

れは町のものではありませんから、お寺のものですから、お話しされて、いざという場

合に一つの避難場所にさせるだとか、そういう考えを持っていただいたらいいんでない

のかなと思いました。最後にそこを見たものですから、最初から見ると、ほかを見なく

てもよかったなと思うんですけれども、最後に、あっ、こういうところあったんだなと
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思いましたら、そういう関係。

それから、そこがだめなら今の中学校というのは、昔の我々と違いまして逆なんです

よね。今こっちの手前ですから、建設の関係でそうなったと思うんですけれども、その

わきに厚水の若潮寮というのがあります。あれも一段高いものですから、私もそこまで

行ってきました。そしたら、昔のことですけれども、その上におふくろが大根やら芋や

ら野菜をつくっていましたので、そこからもおろすのを手伝った記憶があるものですか

ら行けました。そうしましたら、幾らかこのぐらいのこれより低いんですけれども、コ

ンクリでぐるりを囲っています。だから、あそこはすぐ山に上がれるな、少々の子供で

も上がれるなと思って帰ってきたんです。

それから、今、課長から余り答弁もらっていないですけれども、奔渡の地区なんです

けれども、奔渡は確かに漁業協同組合まで、１丁目からあれまではコンクリで固めてい

ます。これはどうしようもないんですよね。固めてなくても今何というんですか、昨日

も何か言われていました種を入れた、コンクリのわきに種を入れたやつで急になってい

ます。あれ登るといったって、恐らくだれも登れませんけれども、奔渡から、組合から

向こうへ行きますと結構あるんですね 「あったあった。ここもこれいいな」と思って、。

自分でひとり言を言いながら 「ここもいいな」と。だんだんだんだん子野日公園まで、

行ったんですけれども、大体あれもそうですね、このぐらいのところに鉄で枠積んでま

して、その上に金網張っていますよね、あれ、崩れないようにでしょうかね。それを越

えれば、あとは大して高くないんですよ。そこへ越えちゃえばもういいんですけど。だ

からこれも余計なことかもしれませんけれども、そういうのは結構あるものですから、

これも以前から、それは道のものでしょうから、町がどうのこうのできるかわかりませ

んけれども、もしできるんであれば、あれは結構、組合までは上がるところはありませ

。ん。私も確認しましたけれども、ありませんけれども、組合越えていくとあるんですよ

だから、その辺をこれから課長の所管の総務の方の災害の関係で見られて、そしてすぐ

裏に倉庫とか家が建っていますので、そこの住民とよくお願いしたり何だりして、要す

るに今、課長も言われますように、高いところへ上がれば、その津波の差にもよります

けれども、まあまあ命を落とすことがないんでないのかなと思うものですから、そうい

うことで私は見てまいりました。

それと、これは南谷議員からも一般質問でありましたけれども、床潭末広間道路です

か、私もあそこまで進んでいると思いませんでしたので、町政答弁中の休憩時間に助役

から、担当課長から聞いて、そして現地まで行って見ました。もうすばらしいなと思い

ながら、今、南谷議員の質問で階段のあれも思い出しながら車をとめて見てきましたけ

れども、かなりあれは高いんですよね、高さが。だから、船から床潭を見ましても、か

なり上の方に見えるものですから、そこにあと２つぐらい足りないということなんで、

だからつけてもらえば、あそこまで上がればまあまあかなと。そして、床潭にはすぐ上

に神社があるんですけれども、あの並びがそう高くないんですよね。もし、そこが道路

がだめであれば、神社並びにずっと登れるようなところがたくさんありましたので、そ

こへ避難すれば床潭の住民は大丈夫だなと、こう思って帰ってきたんです。もしそれも

決められて、草でも何でもぼうぼうなんですよ。だから草刈りしてやっていただければ

親切かなと思ったりして、今でもかなり長い草がずっとあの神社の横から何か生えてい
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ます。だから、いざというときに行けるように、あの道路まで行けば上がれば大丈夫かな

、と思ってきましたけれども、よく言えばそういうところもやられたらどうかなと。ただ

、そんなには金はかからないんじゃないかなと思いますし、災害の場合は自治会を通じて

、ここがだめならここに上がってくださいと。さっきも課長も言われていましたけれども

そうするんだったら大した金もかからないんじゃないのか、草刈りもないのだったらなと

思いながら帰ってきました。奔渡地区の階段といいますか、あれをつけてもらって、いざ

というときに、ここから山へ上がってくださいと言えば、子野日公園まで行く間に命を落

とさないで済むのではないかなと思うものですから、そういう考えを持ちましたので、課

長側の意見というか、もしありましたらお願いいたします。

●委員長（室﨑委員） 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。

おっしゃられるように、身近な避難する場所というのは、それぞれの地形、地形に応

じた中であろうかと思います。ただ、厚岸町が今、全体的ないわゆる避難計画といいま

しょうか、防災マップの中で指定しているのは海抜10メートルまでが一応浸水の危険が

あるだろうと。海抜10メートルの高さ未満のところにいる方は避難をしてください、避

難対象者にします。ですから10メートルを超えたところに避難に適するような場所があ

る部分についてを緊急避難場所というような指定をさせていただいております。そうし

た上で、そこに例えば太陽電池による照明をつけるだとか、あるいは登っていくための

通路をつけるだとか、それから広場を確保すると、場合によっては、場所によってはテ

ントを置くための備蓄倉庫を置くだとか、こういうようなポイント整備をさせていただ

いております。

と申しますのは、全体的な部分、高いところに逃げられるところはもうすべて避難場

所なんです、基本的には。ただ、それをすべて、じゃ避難場所として整備するかという

のは、これは非常に難しい部分もあります。それから、実際に避難をかけるときに、健

常者であれば上がっていけるけれども、それがちょっと困難だと、無理だよと、本当に

おっしゃられるように緊急避難、まさに今、津波に追っかけられてきているというふう

な状態は、もうこれは生きるか死ぬかをかけて、やはり避難しなければならないという

部分のいわゆる避難場所と、それから時間的余裕があれば、やはりその指定されている

場所に来て、ある程度の土地なり設備なりは整っている場所に避難行動を起こしていた

だく、これがやはり大事なのかなというふうに思っております。

ですから、緊急避難場所の指定という部分、今、厚岸町の中で40数カ所指定をさせて

いただいておりますけれども、それ以外に適当な場所が出てきた部分については、我々

も整備等々を含めながら、これを広げていくといいましょうか、確保していくという部

分については当然のことでございますけれども、それに至らないまでも、いわゆる本当

に先ほど言いましたように、緊急的に10メートルないんだけれども、場合によってはも

う少しでも高いところに逃げなきゃならないという場所等々はあると思います。

ですから、そういった部分について、やはり地域の方々に、まずそういう場所がある

んだということの認識をしておいていただかなければならないという部分が一つあろう



- 199 -

と思いますし、それから、今おっしゃられるように、簡単な、例えばはしごの一つもあれ

ば逃げやすいねという場所もあろうかと思います。そういった部分も、これはやはり地域

の方々と一緒に認識をしておかなければ、いざというとき使えないという形になりますの

で、先ほど言うような形の中で、地域の人方がやはりそこが緊急の場所として必要なんだ、

じゃ逃げる場所としてどうすればいいんだというような部分、これは行政が一方的という

よりも、やはり地域の人方のコミュニケーションをとりながら定めていくというのがより

効果があるのかなというふうに思っておりますので、そういった取り組みを進めていきた

いなと。そして、その中で即解決できるものについてはそういうふうに図っていきたいな

と、このように考えております。

それから、奔渡の関係で、おっしゃられるように、非常に長い部分で、あの中で今私

ども、ある一定の目安としている緊急避難場所の指定するような場所の確保というのは

非常に難しい地形です。これはもうご案内のとおりでございまして、前に菊池議員の質

、問にもお答えしましたけれども、いわゆる緊急避難場所のさらに緊急といいましょうか

押し迫った危険がある場合については、使える場所としては、旧奔渡保育所の建物です

ね、現在旧奔渡保育所の建物、それから、奥に行きますと民地の庭の高台にあるような

ところ、数カ所をポイントとしてございます。ただ、10メートルを超える地区かという

と、やはりそこにはちょっと難しいという部分がございますけれども、そういったいわ

ゆる緊急的な避難という部分については当然使える場所もあるわけでございまして、こ

の辺の認識といいましょうか、訓練なんかでも実際にはそこまでを奔渡の場合は遠いで

すから、一応避難の行動を起こした途中までということで、例えば奔渡保育所のところ

までを避難集合場所にしていただくとか、こういうようなことの取り組みをしてきてお

りますけれども、そういった中でポイントとして、いざといった場合はここを使えるん

だというような認識、こういった部分は、やはり意識として地域の方々に知っておいて

いただくということが必要ですし、その辺の施策をさらに進めてまいりたいなというふ

うに考えております。

●委員長（室﨑委員） ５番。

●中川委員 今の課長の答弁をいただいたんですけれども、佐斉さんの白浜地区のモデル

地区でやられたんだというお話もつけ加えて説明いただいたんですけれども、すばらし

いなと思いながら聞いていました。白浜の自治会の皆さんの行動に、本当に聞いていた

んですけれども、その点も課長も、町長以下、去年の秋に町政懇談会をやられて、あの

とおり皆さんが来ていただいた。そして、我が自治会はたった９人なんですね。私は腹

立たしくてしょうがなかったんですよ。それで、今、課長からも言われましたように、

私もこの防災関係やら、それからちょっと生意気な話なんですけれども、昨日かおとつ

い、車いすの方々、避難するときに結局、協力し合ってどうのこうのって言われた。そ

のとおりだなと思いまして、これも今、近々、どこの自治会も総会があると思いますか

ら、これも総会の場で私も訴えていきたいなと、こう思っているんですけれども、やは

り町内、それぞれが、あそこのじいちゃんはひとり暮しだとか、ばあちゃんはひとり暮

らしだとかって、役場の皆さんよりも地域の人間ってわかるわけですから、そのときに
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手をかしてあげたりして避難場所まで送るとか、そういうふうに私も訴えていきたいなと

思っています。

今、課長も言われましたように、私らはそういう自治会なものですから、これから一

層、課長の指導をいただきたいなと。私もそういうことで、今、私が、けもの道の関係

だとか言いましたけれども、私も皆さん町民に訴えていきますけれども、その際に、ま

た防災関係で課長や皆さんにお世話になると思いますけれども、その辺をもうひとつ協

力をいただきたい、このように思います。

以上でございます。

●委員長（室﨑委員） 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。

いずれにいたしましても、緊急時に避難、身を守るという形になりますと、やはりそ

れぞれがみずからの行動にかかってきますし、そのために行政と住民の方々の通常、ふ

だんからの連携という部分、非常に大事だというふうに思っております。また、行政の

方におきましても、総務だけではなくて、いわゆる自主防災組織を指導、啓蒙していく

町民課、それから、いわゆる災害弱者と言われている方々をどう対応していくかという

意味での保健福祉課、こういった行政の中でのそれぞれの連携という部分も当然必要だ

という中で考えております。それらを含めまして、今後におきましても、より安全なま

ちづくりという視点の中で取り組んでまいりたいというふうに思っておりますので、ご

理解をいただきたいと思います。

●委員長（室﨑委員） よろしいですか。

16番。

●竹田委員 避難のための場所、施設づくりということに対して、町独自で取り組んで避

難所の確保、それから避難施設の確保というのは非常に大変なお金、労力も必要だとい

うことで、先ほど総務課の課長の答弁の中でも、道の方でもマップづくり、それから津

波が起きた場合の、どういった状態で起きるのか、それに対してどうしたらいいのかと

いう対策を設けながら、ハザードマップの作成ということについても、いろいろ自分も

興味がありましたので、前回、総務課長の方に町としてのハザードマップの作成、避難

場所の33カ所、それから避難施設、避難所というところの46カ所について町にあるわけ

です。その中を一度総点検されて、避難所にあっては標識が設定されているのかとか、

そこまで行くための道路の誘導が、標識があるのかとか、避難地にトイレはあるのかと

か、それから避難地を取り囲むように木造が密集しているか、がけや決壊のおそれがあ

るような大きな川がそばにないか、危険物の保管場所などはないのかといった、そうい

った部分の避難地等について、また避難所については、耐震化が施されている場所なの

か、暖房施設はあるのか、またバックアップ電源があるのか、避難備蓄庫は何カ所ある

のかといった部分についての総点検をしていただくようにお願いして、総務課長も大変

なことなんだろうけれども、厚岸町としてもぜひやらなければいけないのでということ
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で、この間、総務課長、気持ちよく受けさせてもらったわけですよね。

この厚岸町の中でそういった施設、場所等を考えてみるのも一つ大事なことでありま

すけれども、自分の提案として、財政が大変厳しい中で、どういった活動ができるかと

いうことをいろいろ自分自身も考えました。国土交通省の方の津波に対しての警報や災

害情報の的確な提供や、避難場所の確保などに全力的に取り組む考えであるというふう

に、ハード面、ソフト面、両方合わせて考えていかなくてはならないというふうに、日

本全国の各町村隅々まで、もう一度ハザードマップの作成をしていこうというふうに議

会で答弁なさっております。

中でも、住宅耐震化の続伸を強めていかなくてはいけないと同時に、現在の既存であ

る住宅の耐震化を設けるとともに、どういった安全策を設けていかなければならないか

ということが大事であるというふうに言われております。その中で、厚岸町としてお年

寄りが一人で住んでいる場所とか、それから身障者の方だとか、禁治産者とか、いろい

ろ住宅において住んでいる人がさまざまであります。そういった地域自治会を通して、

どういう方が地域に住んでおられるのかということのまずそのマップづくり、そしてど

ういった住宅に住んでおられるのかということが大事で、まず地震時に倒壊をするおそ

れがある、また現在斜めになったり倒壊するおそれがあるような住宅に住んでおられる

方々、そういったところをボランティア団体を立ち上げて、専門家の人たちと役場も一

、緒になって、そういった場所を総点検して歩いてはどうかという提案をしたいのですが

いかがでしょうか。

●委員長（室﨑委員） 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。

前段の方で竹田議員おっしゃられているように、避難場所の緊急時に備えているよう

な部分での点検というのは非常に大事な部分というふうに私どもとらえておりますし、

実態の把握という部分については、随時怠らないように進めてまいりたいというふうに

考えておりますし、また訓練を通しながら、そういった実態を把握していくという意味

でも、訓練という部分は効果があるのかなと、このようにも考えております。

それから、現在提案いただきました関係でございますけれども、地域におけるいわゆ

る弱者といいましょうか、何かあった場合に皆さんで助け合いながらやっていくという

のは、これまでのお話の中でもしてきておりますとおり、それが自主防災組織であった

り、あるいは近隣ボランティアであったりというような形の中で、地域全体が助け合い

ながら、いざというときに避難できるような体制をしましょうという部分はおっしゃら

れるとおりでございまして、そこの地域における防災体制を考えていったときに、まさ

に理想といいましょうか、そういうような目標に向かった体制づくりという部分が必要

であるというふうに私自身もそのように理解をしておりますし、施策もそういったよう

な形で来ているということでございます。いみじくも国土交通省の取り組みもお話が出

ておりましたけれども、そういった流れの中で、私ども今年モデル事業として、ソフト

事業になりますけれども、ハザードマップの作成に向けたモデル事業の支援事業にも取

り組まさせていただいたという経過がございます。



- 202 -

ただ、最後の方におっしゃられている建物の危険度判定という部分でございますけれど

も、実は私ども今まで、そこまでの部分については、私の念頭の中には置いてございませ

んでした。本日、今提案をいただきましたけれども、現実的にどの程度のものができるの

か、必要性というような部分についてはご理解をいたします。ただ、どういったような形

でどのような部分で、どの程度までできるかという部分についてちょっと研究をさせてい

ただきたいなと。今ちょっとできるできないの即答はいたしかねるといいましょうか、ま

だ整理もついていない状況なものですから、その点ご理解をいただきたいと思いますけれ

ども、提案いただいた部分につきましては、関係課もございますので、そういった中で可

能なのかどうなのかという部分を含めまして検討をさせていただきたい、研究をさせてい

ただきたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。

●委員長（室﨑委員） 16番。

●竹田委員 非常に気持ちの優しい総務課長と聞いております。ぜひ提案を聞いていただ

いて、町民を守るという優しい立場から、総務課の課長の優しい心で町民を守るという

立場からですね。財政難です。それで自分自身もたまたま建築ということに携わってい

る人間であります。また、家づくり協会等も厚岸町にもございます。また、建設部会も

あります、商工会の方ですね。いろいろな形でお願いをして、これからの課題だと思い

ます。確かに今ここで即答で、わかった、やりますということは絶対言えないと思いま

す。そういった各団体を通じて、危険な住宅に住まなきゃいけない家庭状況というのが

さまざまあると思います。

しかし、いろいろな形で単純なやり方で、例えばガラスが常にもう落ちそうな状態に

なっているものとかはちょっと突っかい棒をするだけで直るような部分もあるし、避難

通路に、そういったガラスが割れるような場所に住んでいる人たちには、ちょっとフィ

ルムを施すだけでガラスが割れなくなるとかいった小さなことかもしれません。でも、

そういう人たちを守っていくということが大事なことであると思います。それが大きな

災害につながっていくこともあるし、つながらないこともあると思います。そういった

ことを踏まえて、どうかそういうことを実現していく努力をしていってもらいたいとい

うふうにお願いして終わりたいと思います。

●委員長（室﨑委員） 総務課長。

●総務課長（田辺課長） おっしゃられる究極の目的というのは、要するに皆さんが助け

合いの社会、いかに築けるかというようなことにつながってくるのかなというふうに思

、いますし、今言いましたような形の中で研究をさせていただきたいと思いますけれども

申しましたのは、いろいろなやはり、そこにやる部分において整備をしなければならな

い部分が出てくるというふうに思っております。

例えば、一つの部分、災害弱者の部分をとらえる、あるいは住宅の事情をとらえると

いっても、そこにはやはり財産権の関係であるとか、あるいはプライバシーの問題であ

るとか、そういうような部分もクリアしていかなければならない、理解をいただかなけ
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ればならないと、こういうような課題等々もあろうかと思います。そういった意味で何が

できるのか、そういった中でも何ができるのかという部分が課題になってくるかというふ

うに思いますので、研究をさせていただきたいというふうに思います。

●竹田委員 よろしいです。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 津波等の避難の問題でずっと議論がされてきているんですけれども、私もさ

きの議会で一般質問させていただいたんですが、緊急時の避難の問題はいろいろなこと

が想定されて、思わぬ状況が結構出てくるということがあるんですけれども、今も話し

されておりましたけれども、災害弱者というか、障害を持っておられる方だとか、いろ

いろな方がいらっしゃいますけれども、例えば車いすだとか、それから身体にかなりの

ハンディを持っている障害者の方々が、今までの厚岸町の避難訓練等でどういう対応を

されているのか、参加があるのか、ないのか、どういうふうにつかまえているか、ちょ

っとお尋ねしたいんですが。

●委員長（室﨑委員） 総務課長。

●総務課長（田辺課長） 今、後段の方でおっしゃられたような方々の参加はほとんどさ

れていないと。現実的にされていないという実態にございます。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 さきの私の一般質問では、自主防災組織を立ち上げて、そして町内には２地

区において一定の体制がとられ、そこにはきちんとしたマニュアルもつくられてやられ

ているというような説明をされていたように記憶しているんですけれども、それで、そ

うであるにもかかわらず、残念ながら、そういう災害弱者の方々が参加できていないと

いうことの原因もあると思うんですよね。やはりなかなかそういうことに結びついてい

かないと。

、ただ、私はそういう人に参加をされるようなことが一番望ましいと思いますけれども

きちんとした手だてがとられていないと、やはりなかなか難しいんではないのかなとい

うことと、その人たちがこういう訓練だとかそういうものをどういうふうに見ているか

ということをつかまえることも大事なことではないのかなというふうに思っているんで

すよね。そういう方々が一番不安に、逆に言えば、我々以上に不安に思っているんでは

ないのかなというふうに思うんですよ。そういうことを考えると、今プライバシーの問

題だとかいろいろな問題がありますから、だれでも単純に、そこに行って話を聞いてく

るというわけにはいかないけれども、行政の立場であれば、調査の方法はあるんではな

いのかなというふうに思うんです。そういう人たちが本当にそういう緊急の避難訓練等

に参加したいけれども、実はこれこれこれで参加できないんだとか、そういう理由があ
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るんではないのかなというふうに思うんですよね。そういう調査を今後されていく考えが

あるかどうか、それが一つ。

それから、もう一つは、前の議会でも話したんですけれども、避難する場合に、あち

こち障害物やいろいろなものが当然ありますよね。そうすると、それを乗り越えて避難

場所に到達しなければならないということになると思いますけれども、そういう場所が

そういう人たちがクリアしていけるような避難通路になっているのかどうなのかという

、ことも非常に大事なことではないのかなというふうに思うんですよ。そういうことから

やはりこういう訓練を行う場合に一定の、障害者の人たちでなくてもできる方法がある

のではないのかなと。こういう町の進めている防災組織だとか、そういうものを活用し

ながら、自治会の中で工夫をしたりしながら、車いすで行ってみると。だけれども、そ

こに行ったらこうだったよと、ここにはこんな問題がありましたということをやはり一

つ一つ洗い出していくそういう作業も必要になってくるんではないのかなというふうに

。思うんですけれども、それらについてどういうふうに考えているかお尋ねをいたします

●委員長（室﨑委員） 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。

12番、谷口議員おっしゃられるように、健常者以外の方、災害時に持っている不安と

いうのは、我々、いわゆる健常者以上の不安がやはりあるのかなというふうに私自身も

思っております。一つの提案として、そういう意識調査をされてはどうかと、そういう

中から何か見えてくるんではないかという提案というふうに受けとめさせていただきま

したけれども、なお、この実施方法については、そういったいわゆる弱者という言葉を

使わせて、適当なのかどうかわかりませんけれども、そういう行政を進めている保健福

祉課の方とも協議、連携をさせていただきながら、実施の方向に向けて、さらに検討を

させていただきたいというふうに考えます。

それから、後段２つ目の関係でございます。実際に訓練は何のためにやるのかという

と、実際に行動を起こしてみて、そこに問題がないか、そこに何か次の対策が見つける

ことができないかという部分も訓練の非常に大切な要素であるというふうに思っており

ます。そういった意味からしますと、やはり実際のいわゆる障害者の方々が参加して、

実際にどうなのかという部分での検証、おっしゃられるとおり必要なことかなというふ

うに思っております。

実は私もこのハザードマップの関係を進める上で、東北大学の今村教授に会って、い

ろいろお話をさせていただく機会がありましたけれども、今の時代にこれだけの高齢化

の時代になってきたときに、避難行動を起こすのに、一概にじゃそういう車いすでなけ

ればだめな方、あるいは寝たきりの方をどう避難させるんだというようなことで、現実

的な問題としてお話をさせていただく機会がありました。そうしたときに、一般的に車

での避難はだめよというふうに言っております。避けてください。でも、現実的にこう

いった方々を速やかに避難させる手法とするならば、やはり車の利用という部分も考え

ていかなければならないだろうと、現実問題として。こういうようなお話もいただきま

した。



- 205 -

ですから、そういった場合には、いわゆる訓練の中に、ほかの人方の車の使用というの

はやはり身を守るために遠慮してもらう。だけれども、こういった場合には、車の活用し

た、実際の想定した避難訓練、こういったこともやはり取り入れていかなければならない

のかなというふうに私自身も思っておりますし、これまでにも訓練の中に、今までの訓練

。の中でいいのかと。もっと工夫すべきじゃないのかというご意見もいただいております

こういった部分というのは、訓練というのは非常に広がりを持たせていけば、いろいろな

訓練ができると思います。部分的な部分。じゃ今回は今言ったように、こういう弱者の方

々を想定した中で実際に訓練をやってみようか。これも、ただ行政だけやってしまったん

では何も意味がないわけでございまして、地域の方々と一緒になりながら、だれかがおっ

しゃられるように、だれかがその役になっていただいて実際にやってみると。スムーズに

いったかどうかというのを検証するというような部分も、おっしゃられるとおり大切な部

分だというふうに認識もいたしておりますので、前にもお話ししましたけれども、全町あ

る地区の中、全部がそれを取り入れるというのは、やはり地区それぞれの事情があると思

いますので難しいとは思いますけれども、そういった全町訓練、改めてその地区だけの訓

練もやることも可能だというふうに思います。そういった中で、その地区の方々と一緒に

なりまして、訓練を組み立ててやっていければなという思いでおりますので、次年度の

17年度の訓練については、そういったことも念頭に置きながら、でき得るものから取り入

れるような形で進みたいな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。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 課長の方でいろいろ言われました。それでやはり結果的にあれこれ、今も言

われていますよね。問題によっては車も使っての避難もやはり必要でないかと。そうす

れば、どうやって車を流すのかということも当然考えなければならないと思うんですよ

ね。一定の方向に車というのは流さないとまずいことになりますから。そういうことも

含めて、やはり重点目標というか、重点的な内容というか、そういうものをこれからや

はりきちんと新年度の事業実施に当たっては考えていただきたいなというふうに思いま

す。ある意味では、避難訓練があるということで、もう何日も前から予告しているもの

だから、訓練のうち、サイレンが鳴ったときにはもう山の上にいるというんでは、訓練

ではないのではないのかなというふうに私は思うんですよね。そういうことで、ぜひ実

のある訓練を実施できるようにしていただきたいというふうにお願いいたします。

●委員長（室﨑委員） 総務課長。

●総務課長（田辺課長） さきにも申しましたように、訓練に取り組む方法というのは、

いろいろな課題を持って取り組んでいくと、もうこれでいいんだというものはないと思

います。ですから、そういった中でやれる部分、特に地域の方々と一体になってやれる

部分、何ができるのかという部分を提案しながら取り組んでまいりたいというふうに思

っておりますので、ご理解を賜りたいと思いますし、よろしくお願いを申し上げたいと
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思います。

●委員長（室﨑委員） ９番。

●松岡委員 今度のこの予算についてお伺いします。

防災無線なんですけれども、前年度に比較して、前年度がこの防災無線総体の予算が

414万1,000円、本年度が358万2,000円と、こういうことであります。大体、前年度の86.

5％、これはいいんですが、55万9,000円を減らしているわけですが、しかし、この中に

入って、防災行政無線保守点検委託料ですか、前年度が177万2,000円で終わっています

が、本年度は124万1,000円、70.03％しか見ていないと。これで行政無線が異常なく、

心配ないんですか。特にやはり行政無線というのは、災害もそうでありますが、今、完

全に一般家庭においても欠かせないものになりました。そういったことからあれして、

この保守点検料がこれだけ絞って大丈夫なのか。この予算を編成したときの経過につい

てお聞かせ願いたいと思います。

●委員長（室﨑委員） 総務課長。

●総務課長（田辺課長） お答え申し上げます。

防災行政無線の事業予算の部分の、おっしゃられるとおり保守点検委託料、これは防

災無線の保守点検委託という部分でございますけれども、前年が177万2,000円から124

万1,000円、約50万円の減……

（ 51万1,000円」の声あり）「

●総務課長（田辺課長） すみません。そういう減になってございます。これは内容的に

は、前期、後期という、年に２回で行っていた部分を１回に集約しまして行うと。年に

１度の保守点検にしたいという形の中で、それに伴いまして53万幾らというのが減額に

なったという形でございます。

それで、保守点検回数を減らすことによって安全性確保ができるのか、こういうご質

問でございますけれども、確かに保守点検という性格からいきますと、回数を多くやる

という部分については、それだけ安全性が上がってくるということにはなってくるとい

うふうに思います。ただ、私どもの方の点検のこれまでの実績の関係から見まして、こ

れまで保守点検の中で大きなトラブルといいましょうか、急に性能がどーんと落ちてし

まうというような部分というのはなかった。ある程度の経年を経てきて、徐々に性能が

落ちてきている。バッテリーの部分、そういう部分が出てきまして、それらを補修して

きているという実態にございます。そういう経過から見ますと、これは保守点検に実際

に当たっている事業者の方とも、取り組むに当たっては種々協議させていただきました

けれども、そういった中では、年に１回という部分に変わっても、そういう今の経年の

部分での性能の劣化という部分については、ある程度見れるだろうというふうに思って

おります。
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ただ、心配されるのは、急激な部品劣化等によって性能を確保できないという場合もあ

ろうかと思います。ただ、私どもの方の防災行政無線につきましては、日々、いわゆる行

政部門での周知という形の中で、放送に使わさせていただいております。そういった中で、

性能が、例えば聞こえなくなったとか、あるいは電波を出せなくなったというような部分

というのは、日々のそういう業務の中で点検をできているという形に相なりますので、こ

れがいわゆる点検業務の回数を変えて、経費のコストを下げたわけでございますけれども、

これによって極端に安全性が低くなったというようなとらえ方はしておりませんので、ご

理解いただきたいと思います。

●委員長（室﨑委員） ９番。

●松岡委員 よくわかりました。後段にご答弁あったように絶対大丈夫だと、心配ないと

いう言葉に安心しました。だけれども、やはりそうするということは、今まで２回やっ

たか３回やったか知りませんけれども、やったということは、むだなことをやっていた

ということなんですね。言葉じりを返すわけじゃないんですけれども、そういうふうに

受け取られますよ。だから、私はこれはひとつ予算編成上も進歩ではないかと。１回で

済めば、それで何でもなかったなら、これはやはり予算編成上のあなた方の知恵だと思

います。そういうこれからのもろもろのやはり予算編成にも、そういった工夫をしてや

っていっていただきたいと、こう思って終わります。答弁いいです。

●委員長（室﨑委員） ２目、他にありますか。

ありませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ先へ進みます。

257ページ、９款教育費です。９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費。

ありませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） ２目事務局費、ありませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） ３目教育振興費、ありませんか。

261ページ、４目教員住宅費。

12番。

●谷口委員 教員住宅の入居状況、それからあいている住宅の状況、これについてちょっ
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と説明をお願いしたいんですが。

●委員長（室﨑委員） 管理課長。

●教委管理課長（柿崎課長） お答え申し上げたいと存じます。

現在、教員住宅の入居状況でありますけれども、90戸が入居しております。空き家に

つきましては現在29戸となってございます。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 この29戸の住宅というのは築何年のものなんですか。

●委員長（室﨑委員） 管理課長。

●教委管理課長（柿崎課長） 空き家のご質問でございますけれども、築27年から37年を

経過している住宅が非常に空き家が。

●谷口委員 27年から何年。

●教委管理課長（柿崎課長） 37年です。27年から37年間たっている住宅については空き

家が目立っていると、こういうことでございます。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 この中で、冬期間入るに耐えられないような住宅ってあるんですか。断熱材

だとかそういうものがきちんとされていないとか。

●委員長（室﨑委員） 管理課長。

●教委管理課長（柿崎課長） お答え申し上げます。

現在の空き家の住宅のうち、断熱材が入っていない住宅については２戸ほどございま

す。それから、それ以外にも老朽化し、すき間いろいろな面で冬期間の部分で入居の不

可能な状況ということでございますけれども、これについては17戸ほどございます。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 そうすると19戸、それから前の議会で田宮議員が質問していた、どうしても

入れないような住宅もありますよね。入っていただけないというか、そういうものを含

めると21戸になってきて、あと五、六戸は何とか入れる住宅になるのかなというふうに

思うんですけれども、結果的にもう20戸は建物は建っているけれども、入るような状況
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にはないということですよね。そういうものはずっとこれからも放置していくのかどうな

のかということなんですよ。それで、この実施計画をいただいているんですけれども、こ

れにはどこにも頭も出てこないんですけれども、教員住宅の今後の建設計画というの

は、教育委員会の方では持っているんでしょうか、どうなんでしょうか。全然ないんで

しょう。

●委員長（室﨑委員） 管理課長。

●教委管理課長（柿崎課長） お答え申し上げます。

老朽化した職員住宅につきましては、教育委員会といたしましては、そのまま放置す

るという部分については、必ずしも地域の住民の方から見れば見苦しいといいますか、

いい状況にはございませんし、また、いろいろな面で問題が生じるということでござい

ます。また、昨年の地域に出向いてのまちづくり懇談会におきましても、そういった地

域からの撤去なりの要請がございまして、教育委員会といたしましても撤去に向けての

努力はしているわけでございます。ただ、何分、解体費用の部分、１戸当たり普通の木

造ですと、あるいはブロックですと、かなりな解体費用がかかると。とりわけその廃材

費用というものが非常に大きなウエートを占めているということで、現下の財政状況の

中では委員会としての計画は持っているものの、なかなか実現までに至らないというよ

うな状況でございます。委員会としましても、こうした放置、今のままの状況ではよし

としておりませんので、今後、撤去に向けて、そういった努力をしていきたいと、この

ように思います。

、それから、教員住宅の建設計画でございますけれども、以前の議会の方からのご指摘

議論の中で、教員住宅費については古い住宅を随時建てかえていくと、そういうような

計画を立てて進めてまいりましたけれども、15年度の１戸の建設をもって、その後の部

分につきましては、かねての議会でもご説明しておりますけれども、こうした財政状況

の中では一たん建てかえといいますか、計画は立てたものの、市街地の住宅については

補助制度も適用になりませんので、単独というようなことになりますので、そういった

状況から、この建てかえの計画については見直して、いわゆる民間のアパートなりそう

いった部分を利用して、何とか先生方の入居の希望に沿ってかなえていきたいと、この

ようなことで昨年より取り組んでございまして、現在も鋭意研究をしているところでご

ざいます。

今般それに向けての先生方のニーズがどういったところにあるのか、例えばアパート

の入居の家賃についてはどのぐらいがいいのか、あるいはどのような大きさを希望して

いるのかと、そういったニーズも把握してございまして、今後、新年度に向けてそうい

った民間のアパートを利用しての部分で、この教員住宅の建てかえの部分について、そ

れにかえて取り組んでまいりたいと、このように考えてございます。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 教員住宅の役割というものもやはりきちんとしていかなければ困るんではな
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いのかなというふうに思うんですよ。先生方のニーズだとかいろいろなものも含めながら、

教員住宅がどうしてつくっていかなければならないのか。あるいは持ってなければならな

いのか。そういうことも含めて学校の管理だとか、そういうことからきちんとした方針を

示していただきたいなというふうに思うんですよね。それでないと、ただ単に何か民間ア

パートを借りて、そこに住んでいけば済むようなことでは、私はちょっと違うんではない

かのかなというふうに考えるんです。そういう具体的な今後の教員住宅の施策を示してい

ただきたいと思うんですけれども、それについてはいかがでしょうか。

●委員長（室﨑委員） 管理課長。

●教委管理課長（柿崎課長） 学校の教職員の方につきましては、ご案内のように定期的

な人事異動がございます。管内的な異動というものが定期的に行われているわけでござ

、いまして、当然、先生方のそういった住宅の部分についても、教育委員会としましては

そういったところに目を向けていかなければならないというふうに考えてございます。

また、できるだけ学校の近くなり厚岸町内に住んでいただいて、地域の方々と触れ合っ

ていただくというのがやはり教育委員会としての考えでございますので、そういった面

を考えて現在取り組んでいるところでございます。

先生方のニーズもいろいろ調べてみますと、一概に職員住宅の団地といいますか、そ

ういうところには住みたくないという方々もいらっしゃいますし、また、新しい住宅に

入居したいといった部分は当然あるわけでございまして、そんな中で私どももそういっ

た状況を何とかしていかなければならないということで、こうした民間の部分を利用し

た住宅の確保ということについて取り組んでいるところでございます。今後につきまし

ても、そうした中で、できるだけ先生方の住宅事情の部分というものを酌んで、私ども

も取り組んでまいりたいと、このように考えてございます。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 そうすると、今後はもう厚岸町は教員住宅は建設しないということですか。

そういう考えはもう全くないということなんですか。

●委員長（室﨑委員） 管理課長。

●教委管理課長（柿崎課長） いえ、決してそういうわけではございません。現在の財政

状況から、当分の間につきましては建てかえについては非常に困難だろうと、こういう

ことでございます。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 そういう中にあっても、やはり計画というのは持ってないとだめではないの

かなというふうに思うんですよ。それは困難だろうけれども、一定のやはり方向がない
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と、そのままずっと要らないことになっちゃうんですか、違いますか。

●委員長（室﨑委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 平成９年から15年まで、それまでかなり長い間建てられなかっ

た部分を、かなり老朽化しているという中で計画的に建ててまいりました。その部分に

ついては28戸になるわけですけれども、当然それ以降についても教育委員会としては継

続的に建てていきたい。というのは、約120戸程度の住宅を30年間で建てかえていくと

なると、計画的に考えれば４戸ずつぐらいの戸数が必要ということになるわけです。た

だ、平成12年、13年当時からの状況から、非常に厳しい、特に国庫補助以外の部分につ

いては大変厳しい状況になってまいりました。その中で、先ほど出た民間住宅を活用し

ての教員が入っていただくような住宅を建ててもらうというふうな部分も、一つには、

民間の方たちのプラスにもなりますし、もう一つは、教員住宅の制度というのは、住宅

補助をもらえないというふうな形になっております。

ですから、通常、公務員が住宅に入るときには、町の職員もそうですけれども、約半

額の補助がされているわけです。教員の住宅についても同様なことが言えまして、民間

住宅に入る場合については半額について、概算ですけれども、補助されると。それに対

して、町が建てる住宅については、これはそういう福利厚生の面で建っているというふ

うな前提に立っているものですから、言ってみれば半額部分しかもらえないというふう

な状況があります。それであれば、もうちょっと負担していただければ、例えば５万円

の住宅でも約２万5,000円補助があれば、２万5,000円の負担で済む。それに対して町が

建てた場合には、丸ごと２万円で入っても、２万円分は教員が負担しなければならない

というふうなことになりますので、その点を考えると、民間の住宅に入ってもらうとい

うことも町としてもメリットがあるのかなというふうな部分も考えたわけです。

そして、当然ですけれども、この今ある120戸分をすべて民間で補うということは到

、底できないことですし、今後も、前にもいろいろな方からご質問いただいているように

厚岸町に住んでもらいたいと。そのことによる税金のメリットもありますし、教育上の

配慮としても厚岸町に住んでもらって教育をしてもらうという体制をとりたいという中

では、当然、教員住宅が必要であろうというふうに考えております。

ただ、先ほど課長が申したとおり、ここ二、三年の部分については、どうしても教員

の住宅の方に向けられる部分がない。そして新たに、先ほど言った民間の部分の活用を

平成17年度から取り入れてみたいというふうに考えておりますので、これの状況がうま

くいくようであれば、ある程度の数は何割かは民間で補えるような状況ができるのか。

ただし、それ以降の部分については、当然もう建てかえの時期が来ている部分がたくさ

んあります。それを含めて何とか少しずつでも建てかえられるように、当然このことに

ついては平成20年度以降あたりから計画的に建てかえを申し入れていく。それについて

は当然主幹課の方では委員会としてはやっていきたい、方向性については考えておりま

す。

●谷口委員 いいです。
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●委員長（室﨑委員） よろしいですか。

４目教員住宅費、他にありますか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ先に進みます。

５目就学奨励費、６目スクールバス管理費。

２項小学校費、１目学校運営費。

８番。

●音喜多委員 ここでちょっとお尋ねしておきたいと思います。

、町内である小・中学校の中で、平家の１階建ての学校もありますが、２階建ての中で

２階に職員室があるという学校は何校把握されておりますか。当初、最初から建てた、

建築の段階から２階という学校もありますし、後ほど改築の段階で２階というところも

ございますが、とりあえずどのように把握されていますか。

●委員長（室﨑委員） 管理課長。

●教委管理課長（柿崎課長） お答え申し上げます。

２階に職員室のある学校につきましては、真竜小学校と真竜中学校及び厚岸中学校の

３校でございます。

●委員長（室﨑委員） ８番。

●音喜多委員 真小については、これはもともと１階にあったものが改築の段階でという

か、２階に持っていったんですが、学校の職員室を２階に建てるという、２階に持って

いくという根拠というか、そういうあれは何があるんですか。

●委員長（室﨑委員） 管理課長。

●教委管理課長（柿崎課長） お答えを申し上げたいと存じます。

大きく２点あろうかと思います。１点目につきましては、児童・生徒の負担等を考慮

して、やはり１階に多くの教室、あるいは特別教室を１階の方に整備すると。したがい

まして、その部分については、職員室については２階の方に持っていくと。こういう考

え方と、もう一つにつきましては、職員室を２階に置くことによりましてグラウンド、

あるいは登校、下校時のいわゆる安全面と、多く広くを見渡せると、そういったことか

ら職員室を２階に持ってきていると、こういう考え方でございます。

●委員長（室﨑委員） ８番。
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●音喜多委員 それは見解として統一したものというか、教育委員会の学校建設に当たっ

ての基本的な考え方というか、そういうものですか。それとも今お話しされたのは、客

観的な考え方に基づいた、それがウエートがあるという考え方ですか。

●委員長（室﨑委員） 管理課長。

●教委管理課長（柿崎課長） ただいまのことにつきましては、これは現在の教育委員会

としての基本的な考え方と、そういうことではございません。今ほどの内外での学校施

設整備の中で、その時点時点のとらえ方といいますか、当時の考え方ということでござ

います。現在でも一部そのような考え方という部分についてはないわけではございませ

んけれども、委員会としての現在どういうような考え方を持っていると、そういうもの

ではございません。

●委員長（室﨑委員） ８番。

●音喜多委員 余りいいことではないんですが、学校への侵入ということで話題になりま

した。多くのマスコミの方々がなぜ１階にないんだろうと、いつの間にか２階に行って

しまったねと、その理由は何だろうと疑問に投げかけていて、それらを聞いていて、私

もふとそう思ったんです。重々その辺は知ってのことだと言いながらも、我が子の立場

になったらばということを考えられていたんではないのかなと思うんですが、今お聞き

しますと、人ごとのように思っていらっしゃるのかなというふうに思います。

そこで、当時のいろいろな方々が学校の教育というか、教室というか、含めて職員室

のあり方とはどうなのかなという、いろいろ議論していましたけれども、それはまた私

、がしゃべってやぼなことになるのかなと思うんですが、それ以降、そういう状況の中で

ほかの学校というか、内地含めて、特に職員玄関と生徒玄関それぞれ、ほとんど違って

いますけれども、生徒玄関が２カ所あるいは３カ所というところもあります。そういっ

たところを含めて、その学校の危機管理といいますか、その辺はもう時間もないですか

ら、ざっくばらんに言いますけれども、厚岸町としてはああいう事件以来どのように対

応するというか、そういうことは議論されていたと思うんですが、その辺の統一した見

解というか、そういったものがあるならばお示しいただきたいと思いますが、いかがで

すか。

●委員長（室﨑委員） 管理課長。

●教委管理課長（柿崎課長） お答えを申し上げたいと存じます。

職員室が２階にあるという部分につきましては、経過としては先ほど申し上げたとお

りでございますけれども、最近のそうした学校への侵入、あるいは児童・生徒、教職員

への殺傷事件等々が起きておりまして、私どもとしましてもこの危機管理については随

分見直しをしてまいりました。今回の寝屋川市の教職員殺傷事件についても同様でござ
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いますけれども、やはり今までの危機管理の部分のマニュアルはございますけれども、や

はりこうした事件、対応は異なっておりますので、やはりマニュアルの見直しというもの

が必要になってございまして、先般の校長会議におきましても、その辺について学校の方

に要請をしたところでございます。

職員室が２階にあることによりまして、やはり児童・生徒の出入りの方が、あるいは

来校者の部分がなかなか見えにくいというようなこともございまして、これにつきまし

ては、16年度、本年度の当初予算の中でこれらを解決といいますか、安全面を考慮しま

して、カメラつきのインターホンに切りかえてございます。さらには、今回の事件を受

けて、校長会の方とも協議をしまして、やはり不法侵入を防止するには施錠が必要だろ

うということでございまして、これについては事件後すべての学校で施錠をするような

形をとっております。

また、来校者、業者を含めましていらっしゃいますけれども、そういったことで児童

・生徒、教職員にも、その来校者については、学校の方で確認しているということでご

ざいます。そういう手だてということで、学校に入れる方については、プレートをつけ

て子供たち、先生方にもわかるような形をとってございます。今後におきましてもこう

した危機管理については学校側と十分協議を進めて、安全管理の徹底に努めてまいりた

いと、このように考えてございます。

●委員長（室﨑委員） ８番。

●音喜多委員 いわゆる生徒、あるいは出入り口に当たる玄関等については施錠をしてい

るということのようですけれども、反面、地域というか、地域に開かれた学校とか何と

かという言葉だけというか、そういった言い方もしているわけですけれども、非常に出

入りするのには厳しくなってきていると。それはああいう状況からすれば、いたし方な

いことかなと思うんですが、既に現在２階にある職員室ということは、それは構造上の

問題もあるでしょうけれども、今後、例えば今、議題になっております真竜小学校の改

築等については、その辺のところを重々考慮に入れての考え方だろうと思うんですが、

いかがですか。

●委員長（室﨑委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 今、基本計画作成中の真竜小学校の件についてのお尋ねかとい

うふうに思います。

基本計画の中でも、職員室からグラウンド、あるいは生徒玄関、職員玄関が見渡せる

場所、１階に設置するというふうな考え方で現在進んでおります。

●音喜多委員 いいです。

●委員長（室﨑委員） 学校運営費、１目、他にございますか。
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（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ先へ進みます。

２目学校管理費、ありませんか、277ページ。

３目教育振興費。

14番。

●田宮委員 小学校と中学校とあわせてお伺いしたいと思います。よろしいですか。

要・準要保護、就学援助の問題であります。現在、小学校、中学校、要保護、準要保

護、児童・生徒の数をまず教えていただきたい。

●委員長（室﨑委員） 管理課長。

●教委管理課長（柿崎課長） 今年度の要・準要保護児童・生徒の数でございますけれど

も、小学校が95人、中学校が67人の162人でございます。

●委員長（室﨑委員） 14番。

●田宮委員 要保護と準要保護に分けて教えていただきたいんですね。

●委員長（室﨑委員） 休憩します。

午後３時31分休憩

午後３時37分再開

●委員長（室﨑委員） 再開します。

管理課長。

●教委管理課長（柿崎課長） 大変貴重な時間を費やして申しわけございません。

先ほど申し上げました数字につきましては、要保護の部分ではなくて準要保護の部分

の16年度実績ということで申し上げました。改めて申し上げたいと存じます。

１月21日現在の部分でありますけれども、小学校にありましては、要保護が17人、そ

れから準要保護が90人で、合わせまして107人であります。

それから中学校の方でありますけれども、要保護が13人、準要保護が65人、合わせて

78人であります。したがいまして、合計でいいますと要保護が30人、それから準要保護

の方が155人の185人、このようなことでございます。

●委員長（室﨑委員） 14番。
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●田宮委員 問題は準要保護なんですね。４月から国は準要保護については補助金を打ち切

るというふうに聞いておりますが、ご存じですか。

●委員長（室﨑委員） 管理課長。

●教委管理課長（柿崎課長） この部分につきましては、一般質問の方の中にも国の三位

一体改革の関係で、文科省の予算のうち準要保護の部分については一般財源化されて17

年度から国の補助はなくなるということで承知しておりまして、17年度予算につきまし

ても同様の措置ということで予算措置をしたところでございます。

●委員長（室﨑委員） 14番。

●田宮委員 町としてはどういうふうに、教育委員会としてはどういうふうにお考えなん

ですか。

●委員長（室﨑委員） 管理課長。

●教委管理課長（柿崎課長） お答え申し上げたいと存じます。

国の方はそういったことで三位一体改革の関係で、一般財源化されたというようなこ

とでございまして、その部分の見返りといいますか、そういった部分については各市町

村の交付する税源移譲の部分で手当てしているというようなことでございます。委員会

としましては、こうした経済的な理由によって就学困難と認められる児童・生徒に対し

ましては、これにつきましては学校教育法等々からして、やはり教育機会の均等と、そ

ういった見地から必要な援助を与えなければならないというような判断をしているとこ

ろでございます。

●委員長（室﨑委員） 14番。

●田宮委員 そうしますと、厚岸町の教育委員会としては、国は一般財源化して補助を打

ち切るということになったけれども、準要保護については従来どおりやるんだと、こう

いうことですね。

●委員長（室﨑委員） 管理課長。

●教委管理課長（柿崎課長） 基本的にはそのように考えてございます。ただ、今まで国

の補助がございまして、国の方で補助単価といいますか、そういうことで決められたわ

けでございますけれども、今後につきましては各市町村の方で援助の単価なり、あるい

は基準について、それらを考慮して援助していくと、こういう方策になろうかと存じま

す。

、今、こうした財政状況が非常に厳しいということで、新聞報道にもありますけれども
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就学援助の基準の見直しという部分が出ております。私どもとしましても、この就学援助

のうち準要保護にかかる部分につきましては、経済的に援助が必要な部分の認定基準とい

う部分につきましては、生活保護基準の1.2倍以内に限って援助してまいりましたけれど

も、この部分につきましては、やはり市町村民税課税所得の限度額との絡みもございまし

て、そういったことでこれにつきましては、今年度中にこの部分についてどういった状況

にあるのかについて調査をして、来年に向けていきたいと思いますし、単価につきまして

も管内的な動向、現在釧路管内等々の状況を調べてみますと、やはり16年と同様な単価で

平成17年度は行きたいというようなことでございますけれども、今後に向けては、そうい

った単価の部分についても検討を加えて、次年度以降の就学援助の制度に向けて取り組ん

でまいりたいと、このように考えてございます。

●委員長（室﨑委員） 14番。

●田宮委員 そうしますと、基本的に国は補助を打ち切って一般財源化してしまうと。一

般財源化ですから、今度は町がその気にならなければ何にでも使える、そういうお金で

、すよね。しかし、今後とも、今の基準を維持していけるかどうかはわからないけれども

就学困難な児童・生徒については援助をしていくと、こういうことですね。

●委員長（室﨑委員） 管理課長。

●教委管理課長（柿崎課長） そのとおりでございます。認定基準の部分については、こ

れはやはりそうした課税所得限度額との絡みもございますし、単価についてはやはり管

内の状況、あるいは町内の実情等を踏まえて検討を加えてやっていきたいと、このよう

に考えてございます。

●委員長（室﨑委員） 14番。

●田宮委員 この会期中に決まりますか。

●委員長（室﨑委員） 管理課長。

。●教委管理課長（柿崎課長） 平成17年度におきましては、現在のところ、昨年の単価で

（ 平成17年度については」の声あり）「

。●教委管理課長（柿崎課長） 17年度につきましては、そういうふうに考えてございます

18年度以降につきましては年度内で、今言ったような部分について十分検討を加えて

いきたいと、このように考えてございます。

●委員長（室﨑委員） 14番。
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●田宮委員 18年度以降も就学困難な児童・生徒についての就学援助はぜひ検討して継続

していただきたいというふうにお願いをして終わります。

●委員長（室﨑委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 義務教育でございます。ぜひ就学困難な児童への援助について

は何らかの形で進めてまいりたいと、かように存じます。

●委員長（室﨑委員） よろしいですか。

３目教育振興費、他にございますか。

16番。

●竹田委員 昨年の３月に真竜小学校改築事業計画という部分について、室﨑議員の資料

要求したその中に、開かれた学校ということで、資料の中に高齢者を初めとする地域の

人々の交流を図れる学校というところが載っているんですよ。この部分については、新

しい学校ができなければできないことなのか。現在、何らかの形でやられているのかど

うか、ちょっとお聞きしたいんです。

●委員長（室﨑委員） すみません、16番さん、今、真竜小学校改築というようにもちょ

っと聞こえたんですが、そうじゃなくて学校全般の話ですね。

●竹田委員 真竜小学校改築という部分についてお聞きしたときに、たまたまこれが出て

いたので、これについてお聞きしたいんですがという、学校のことじゃなくて。

●委員長（室﨑委員） そうすると、教育振興費の方でね。

●竹田委員 はい。

●委員長（室﨑委員） はい、わかりました。

指導室長。

●教委指導室長（大場室長） 私の方から真竜小学校の教育課程の実施状況ということで

お話しさせていただきたいと思います。

お尋ねの開かれた学校ということでございますが、真竜小学校では保護者を対象にし

た参観だけでなくて、地域の皆さんに授業を見ていただこうと、あるいは学校を見てい

ただこうということで地域参観日の実施、それから総合的な学習の時間を中心としまし

て、地域の人材活用ということで地域の人方から、いわゆる地域先生という形でゲスト

ティーチャー等も呼んでいますが、授業の中に入っていただいて子供たちに触れ合って

いただくと。そのような形で開かれた学校というのは、地域でみんなで子供たちを育て
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ようという真小の考えのもとに、学校にたくさん人に来ていただいて教育活動を行ってい

くと。結構、積極的に開かれた学校、実施している学校でないかと、指導室の方でも押さ

えております。

●委員長（室﨑委員） 16番。

●竹田委員 すみません、ちょっと聞き取れなかったんですけれども、現在やられている

ということですか。

●委員長（室﨑委員） 指導室長。

●教委指導室長（大場室長） 現在実施しているということで、地域を対象とした参観日

の実施、それから地域の人材を活用した教育活動、それから先ほどお話ししませんでし

たけれども、学校評議員も同じく開かれた学校の一つの取り組みということで押さえて

おります。

●委員長（室﨑委員） 16番。

●竹田委員 すみません。学校１校でいいです。それとどういう人を講師として呼んで、

どのような取り組みをするのか、一例だけでいいんで教えてもらいますか。ちょっとぐ

っと聞けるようなやつをお願いします。

●委員長（室﨑委員） 指導室長。

●教委指導室長（大場室長） 真竜小学校にかかわってでございますけれども、特に総合

的な学習の時間では環境教育に力を入れておりまして、身内ということで大変申しわけ

ないんですが、役場職員ということでは、環境政策課の方から学校版ＩＳＯの関係で地

域の先生として来ていただいたり、あるいは合成洗剤をできるだけ使わないようにしよ

うということで、石けんの会からも来ていただくと。あるいは、料理教室なんかの形で

も結構地域の方にお手伝いをいただきまして、お母さん方の指導を仰ぎながらカレーラ

イスをつくると、そういうような取り組み等々、幅広く地域の人方を呼んで事業を実践

しております。

●委員長（室﨑委員） 16番。

、●竹田委員 それについて、子供たちの要望等とかそういうのを聞かれたりするというか

アンケート等に対して、こういうのをやったらどうなのかということを聞かれているの

かどうなのか。それと、子供たちの反響についてはどうなんでしょう。

●委員長（室﨑委員） 指導室長。
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●教委指導室長（大場室長） 指導室の方で逐一、一つの学習活動に対して報告を求める

事例はないんですけれども、学校訪問を通して、あるいは私、教育長もそうですけれど

も、じかに授業を見せていただいております。明らかに座学での担任の先生の授業と比

、較しまして、本当に子供たち喜んでいるなと。地域の人から来ていただくということは

、子供にとっても本当に生き生きとした授業に参加できるというふうに押さえていますし

さらに来ていただいた方、地域の方を見ておりましても、本当に子供たちに教えること

が楽しいなというような形で、先生と一緒にチームティーチィングを組んで授業をやっ

ている姿を見させていただいておりますので、ご質問のようにアンケートという形で私

は押さえておりませんけれども、自分の見た目の中では、大変いい学習活動をやってい

るなというふうに押さえております。

●委員長（室﨑委員） 16番。

●竹田委員 内容についてはよくわかりました。最近、地域に開かれた学校づくりという

ことで、非常に新聞等とかにも報道にも出ています。いろいろ各教育の方の形で、目的

は多少異なっている部分もあると思うんです。僕はこれについて毎回毎回報道を見てい

て、すごくいいことだなと思うんですよ。ただ、全体的に日本の形でとり行われている

のは、興味をわかせて学力を低下させないという大きな目的が一つあるというふうに聞

かれました。子供たちの夢をはぐくむイコール学力に意欲を持たせるという考えを根本

としているということについては、ここ厚岸町教育の方も、その指導については食い違

っていないかどうか、ちょっとお聞きしたいんですが。

●委員長（室﨑委員） 指導室長。

●教委指導室長（大場室長） 恐らく確かな学力を教育委員会としてはどう押さえている

のかなという質問だと判断させていただきますが、委員会の方も基礎、基本、いわゆる

読み、書き、計算といいますけれども、それはどの時代になってもしっかりと反復学習

しながら学んで、定着させていかなければいけないなというふうに考えております。

しかしながら、私たちが今まで子供たちに教えた学力が果たして生きて働いているん

だろうかと。いわゆる今、委員おっしゃるように、意欲というのが非常に大事でないか

というふうに言われております。つまり、言葉は悪いですが、先生方の教え込みの今ま

、での授業をやって子供たちに力をつけたものが果たして大人になって有効だったのかと

そういう大きな反省に立って、子供たちの興味、関心、意欲を育てていこうというのが

今の確かな学力というふうに押さえております。その一連の中で開かれた学校という一

つの形の中からも、地域の先生方に来ていただいて、興味、関心を持って、それが意欲

化され、そしてまた子供たちの基礎、基本の学習とうまくミックスしまして、今言われ

ている確かな学力がきっと育つのだろうと、そういうことで各学校、今授業の実践を行

っているというふうに判断しております。
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●竹田委員 よくわかりました。

●委員長（室﨑委員） よろしいですか。

３目教育振興費、他に。

●田宮委員 ちょっとお願いがあるんですよ。真竜小学校の改築について資料を出してい

ただいて、議会全体に一回説明していただきたいということであります。今日は無理で

しょうから。

●委員長（室﨑委員） 次、４目学校建設費の審議に必要なので資料の要求と。

●田宮委員 はい。そして説明していただければいいですよね。

●委員長（室﨑委員） それで、今日の冒頭で皆さんにお諮りしたように４時ということ

で、今日は閉めたいと思いますので、資料を、休み明けになりますけれども、次回の冒

頭出していただいて説明していただくということでよろしいでしょうか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（室﨑委員） じゃ、そういうふうにいたします。

●竹田委員 委員長、すみません、もう一ついいですか。288ページの部分で、ちょっと

聞くところがないので、スクール登校とありますよね、学校に通うときの。学校に通う

ときに子供たちが安全に学校に通えれるような工夫されている、各町村でいろいろ考え

られている部分あるんですよね。例えばバス通行のときにどういった注意をして学校に

行くとか、学校から校舎内に入るまでの間にどういったこと、それから学校帰りにどう

いったことに注意していかなければならないかということを、どういうふうに町として

取り組んでいるのか、その資料があれば求めたいんですが。

（ 登下校の交通安全」の声あり）「

●竹田委員 そうそう。簡単に言えば、そのようなこと、取り組んでいること。特にね。

●委員長（室﨑委員） 出ますね、いいですか、はい。じゃ休み明けのそれに。

あとほかに、この際ですから、資料何かございますか。

資料要求、他にございますか。

なければいいですか、このあたりで閉じて。

（ 異議なし」の声あり）「
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●委員長（室﨑委員） そうすると、現在の３目はほかにありませんね。

（な し）

●委員長（室﨑委員） ３目閉じていいですね。

（ はい」の声あり）「

●委員長（室﨑委員） それでは、明日は学校建設費、４目から入るようにいたします。

それでは、本日の会議はこの程度にとどめ、閉会といたします。残りの審査は火曜日

にしたいと思います。

午後４時01分閉会

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３月１８日

平成17年度各会計予算審査特別委員会

委員長
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