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平成１８年厚岸町議会第４回定例会

平成１８年度各会計補正予算審査特別委員会会議録

招 集 期 日 平成１８年１２月１４日

招 集 場 所 厚 岸 町 議 場

開 会 平成１８年１２月１４日 午前１０時０３分

開 閉 日 時

閉 会 平成１８年１２月１４日 午後 ５時１１分

⒈ 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 ○ 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  治 ○

９ 松 岡 安 次 ○

以 上 の 結 果 出 席 委 員 １７名 欠 席 委 員 ０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 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 特別養護老人

桂 川 実

助 役 大 沼 隆 ホーム施設長

総 務 課 長 田 辺 正 保 デイサービス

桂 川 実（兼務）

税 財 政 課 長 佐 藤 悟 センター施設長

ま ち づ く り 監 査 委 員 今 村 實

北 村 誠

推 進 課 長 監査事務局長 松 澤 武 夫

町 民 課 長 久 保 一 將 教 育 長 富 澤 泰

保健介護課長 豊 原 隆 弘 教委管理課長 米 内 山 法 敏

福 祉 課 長 松 見 弘 文 教委指導室長 酒 井 裕 之

環境政策課長 小 島 信 夫 教 委 生 涯

藤 田 稔

産業振興課長 大 崎 広 也 学 習 課 長

建 設 課 長 佐 藤 雅 寛 教 委 体 育

松 浦 正 之

病 院 事 務 長 斉 藤 健 一 振 興 課 長

水 道 課 長 高 根 行 晴 農委事務局長 藤 田 稔

出 納 室 長 柿 崎 修 一
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厚 岸 町 議 会 第 ４ 回 定 例 会 議 事 日 程

（１８．１２．１４）

日 程 議 案 番 号 件 名

（平成18年度各会計補正予算審査特別委員会）
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厚岸町議会 平成１８年度各会計補正予算審査特別委員会会議録

平成18年12月14日

午前10時03分開会

●委員長（小澤委員） おはようございます。

ただいまより平成18年度各会計補正予算審査特別委員会を開催いたします。

初めに、議案第123号 平成18年度厚岸町一般会計補正予算を議題とし、審査を進めて

まいります。

第１条、歳入歳出予算の補正７ページ、事項別明細書をお開き願います。

９ページ、歳入補正予算説明書から進めてまいります。進め方は、款項目により進め

てまいります。

それでは、歳入から進めてまいります。

１款町税、１項町民税。

８番、音喜多委員。

●音喜多委員 おとといの質疑の一般質問でもちょっと最後の部分で、登壇でご質問させ

ていただきましたが、スーパーやまじゅうの倒産に伴いまして、町税にかかわる部分の

対応がどのようになっているのか。一般質問の中では滞っているということを明確にし

ておりますが、金額的なことは個人保護法というか個人情報の保護の関係で具体的なこ

とは言えないでしょうが、それなりの法的処置というかきちっとした形で当然とられて

いるものと思いますが、どのような状況になってございますか。

●委員長（小澤委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） ご答弁申し上げます。

昨日の一般質問に関連しましてご答弁させていただきましたが、私の語尾の発音が悪

かったせいか、滞っているものはございませんというふうにご答弁させていただきまし

た。ということで、ご了解賜りたいと思います。

●委員長（小澤委員） よろしいですか。

８番、音喜多委員。

●音喜多委員 すると、滞っているものはないと。全部整理されて今年度分というか、現

在まで営業していた分については町税にかかわっては一切整理されているというか、そ

ういうふうに理解していいんですか。

●委員長（小澤委員） 税財政課長。
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●税財政課長（佐藤課長） 委員、おっしゃるとおりでございます。

●委員長（小澤委員） よろしいですか。

それでは、進めてまいります。

１目個人 ４項たばこ税、１目たばこ税。ございませんか。

10款地方特例交付金、１項地方特例交付金、１目地方特例交付金。

11款地方交付税、１項１目地方交付税。ございませんか。

13款分担金及び負担金、２項負担金、１目民生費負担金。

２目衛生費負担金。

３目農林水産業費負担金。ございませんか。

14款使用料及び手数料、１項使用料、２目民生費使用料。

３目衛生費使用料。

４目農林水産業費使用料。

５目空港使用料。

７目教育使用料。

２項手数料、３目衛生手数料。ございませんか。

15款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金。

２目衛生費国庫負担金。

２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金。

６目土木費国庫補助金。

８目教育費国庫補助金。

12番、谷口委員。

●谷口委員 要保護と援助金、補助金とありますけれども、現在厚岸町の準要保護は前年

度と比較してどうなんでしょうか。

●委員長（小澤委員） 教育委員会管理課長。

●教委管理課長（米内山課長） 若干時間をいただけますでしょうか。

●委員長（小澤委員） 休憩いたします。

午前10時９分休憩

午前10時13分再開

●委員長（小澤委員） 再開いたします。

教育委員会管理課長。

●教委管理課長（米内山課長） 大変、申し訳けありません。要保護、準要保護それぞれ
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のトータルで申し上げます。17年度はトータルで180人、本年度におきましては現在まで

で167人ということでございます。

●谷口委員 トータルと言われたんだけれども、要と準と分けてほしいんですけれども。

●教委管理課長（米内山課長） はい。17年度要保護につきましては27人。小中合わせて

でございます。それから準要保護につきましては153人。それから本年度でございますけ

れども、要保護につきましては26人、それから準要保護につきましては141人となってご

ざいます。

●委員長（小澤委員） 12番、谷口委員。

●谷口委員 これは現在のところですよね。18年度については。ですから、年度末になる

とまだふえる可能性はないとは言えない数字ですよね。そうすると、児童・生徒の数は

全体的には減っているわけでしょ。今のところ。そうすると、率からすると、これは横

ばいと見た方がいいのか、率でいけばどうなんでしょう。その辺では。

●委員長（小澤委員） 管理課長。

●教委管理課長（米内山課長） 正確な率は出してございませんけれども、昨年度、実は

準要保護の補助の関係でご提案させていただいたときに実態を申し上げました。そのと

きに質問者おっしゃるとおり、生徒数は減っても対象となる人がふえてきていると。こ

れが今の現状でございます。今年の数字だけを見る限りでは、平行というよりも若干や

はり減っているのかなと。今現在の段階ではそのように分析しています。

●委員長（小澤委員） 12番、谷口委員。

●谷口委員 大体横ばいと見た方がいいんではないのかなというふうに思うんです。それ

と、非常に準要保護についても一定の厳しさをもって当たるというようなことになって

いますから、そういう点ではきちんと対応されていかないと。だけれども、結果的にい

ろいろな問題でなかなかそれを正確に把握できなかったことによって、あるいは、保護

者の方からそれがきちんと伝えることができなくて落ちてしまうというようなことがあ

ってはまずいと思うんです。そういう点では、この準要保護に当たってはやはりきちん

と対応をしていただきたいというふうに思うんです。

、 、今は学校の問題はさまざまな問題で いろいろな問題が惹起されておりますけれども

そういう中に、やはりこういう生活が大変な中で子供たちにどう教育を受けさせるのか

という点では非常に大きな問題になっています。全道的には非常に今準要保護の世帯が

多くなってきているということで、厚岸の基準と他の町村との基準、いろいろあります

から、その基準が厚岸町よりまだ高いところもあったりして、その辺では今後一定の方

針を出すようでありますけれども、こういう大変な時期にこそこの制度をきちんと活用
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されていかなければ、逆に後々それが問題になるというようなことになってはいけない

ので、これについてはきちんと対応していただきたいと思うんですが、再度お願いいた

します。

●委員長（小澤委員） 管理課長。

●教委管理課長（米内山課長） おっしゃるとおりでございます。以前にも指摘を受けて

いた部分でございまして、新年度にわたる、それから新入学、保護者説明会、機会ある

ごとに学校の方を通じましてこの制度の周知をしているところでございます。なお、ホ

ームページにおきましてもご相談をいただけるように出しているところでございます。

今後も学校を通じまして機会をふやすなり、発行するチラシなどをもう一度点検する

なりして、今後ともＰＲに努力していきたいというふうに考えます。

●委員長（小澤委員） よろしいですか。

（ いいです」の声あり）「

●委員長（小澤委員） ほかにございませんか。

それでは、進めてまいります。

３項委託金、１目総務費委託金。

16款道支出金、１項道負担金、１目民生費道負担金。

２目衛生費道負担金。ございませんか。

２項道補助金、２目民生費道補助金。

４目農林水産業費道補助金。

８番、音喜多委員。

●音喜多委員 林業補助金の中で21世紀北の森づくり推進事業補助金として当初834万円ほ

ど見ているんですが、約半分返すというか、仕事的にはどうだったのかというふうに伺

いたいと思います。

●委員長（小澤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） お答え申し上げます。

委員おっしゃられるように、当初予算は834万2,000円。これが、補正後の数字で395万

5,000円になります。約半分ぐらいの減額ということでございます。この要因といたしま

しては、これは北海道の補助金でございまして、道の財政改革の一環で補助金額が削減

されたと。このことに尽きるわけでございますが、対応する事業、民有林の造林の事業

費でございますが、当初は75.5ヘクタールの造林面積を予定してございました。かかる

補助金の減額に伴いまして、その施業面積も減少せざるを得なかったわけでございます

が、現場としては施業の方法などの工夫をしながら、その減少率を４割ぐらいに圧縮す
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ることができたと。金額に比例して半分まで落とすという状況ではなくて、それを１割

ぐらいは緩和して４割ぐらいの減にとどめたという状況でございます。

かかる残る部分は来年度に行うという予定を現在立てているところでございまして、

来年度に向けて予算の獲得等々含めて道の方にも要望してまいりたいというふうに存じ

ておりますのでご理解願いたいと存じます。

●委員長（小澤委員） ８番、音喜多委員。

●音喜多委員 すると、当初我が町としてはこのくらいをしたいからこの程度の金額でと

道に要請したけれども、今のお話では、結果的には道の財政上の状況から半分程度の金

額しか出てこなかったと、補助されなかったということでいいですね。わかりました。

●委員長（小澤委員） よろしいですか。

（ いいです」の声あり）「

●委員長（小澤委員） 12番、谷口委員。

●谷口委員 １節の農業委員会の補助金なんですが、最初の方を見ると行政業務委託料と

いうふうになっているんですが、これはどういうものなのか説明をお願いいたします。

●委員長（小澤委員） 農業委員会事務局長。

●農委事務局長（藤田事務局長） ただいまの質問でございますけれども、農業委員会補

、 。助金 提案説明のときに農地情報利用効率化対策事業ということで説明申し上げました

この事業の中身につきましては、農地台帳システムの委託でございます。

（ もうちょっと詳しく」の声あり）「

●委員長（小澤委員） 事務局長。

●農委事務局長（藤田事務局長） それでは中身について説明させていただきます。

この事業は、平成10年度より国庫補助事業によりまして農地台帳システムの電子化と

いうことで、国庫補助で厚岸町につきましては10年度に導入しております。この後、17

年度にこれらの事業が交付金化されたということで、18年度、北海道におきまして北海

道の単独事業でこの事業ができました。それで、一応去年の段階でできるという情報を

得ておりましたので、そこら辺の財源の中身、町費の持ち出しがあるかないか、ここら

辺を探っていました。100％道費でもっていけるということで手を挙げたということで、

先ほど道の方からも内示をいただいております。

ただ、来年度以降は道の方も財源がなくてできないということで、今年度限りみたい
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です。

以上です。

●委員長（小澤委員） よろしいですか。

12番、谷口委員。

●谷口委員 この事業を進めることによって、町内の全農地をきちんと把握でき得るとい

うものなんですか。

●委員長（小澤委員） 農業委員会事務局長。

●農委事務局長（藤田事務局長） この事業のシステムなんですけれども、昨年、中山間

事業によりまして航空写真が整備されました。これは今、中山間利用組合が管理してお

りますけれども、これらの航空写真、さらには地籍図を関連しまして、農業振興区域内

の図化、というよりも写真化されるという内容でございます。それで、実際、農地台帳

との関連を持たせているんでございますけれども、持たせるという内容でございますけ

れども、農業委員会では平成16年度より中山間の写真を利用させていただきました。今

度は、これができることによって農地台帳と関連を持たせるという内容でございます。

（ いやいや、全農地がこれでカバーできるか」の声あり）「

●委員長（小澤委員） よろしいですか。

（ わかりました」の声あり）「

●委員長（小澤委員） ほかにございませんか。

９番、松岡委員。

●松岡委員 水産業費補助金なんですが、地域政策総合補助金130万円、これが補正だと思

うんですけれども、この事業の内容を詳しくご説明願いたいと思います。どのくらいの

規模でどういう事業をやっているのか。

●委員長（小澤委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） 地域政策補助金の130万円の関係でありますけれども、事業

費は260万8,940円でありまして、補助率が２分の１ということで130万円を計上させてい

ただきました。この関係につきましては、カキセンターで行っております厚岸新指導カ

キの養殖に関する調査研究事業ということで、これまで単費で行われてきたこういった

調査研究事業を、こういった国の補助を使って一般財源を少なくしようということで、

以前から計画しておりましたけれども、今年度この地域政策補助金に組み入れていただ
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けるということで、これまでのカキ養殖に必要なデータの収集、あるいは伝達、魚場環

境のデータ、こういったデータ取りを初めとして、カキエモンの育成場所別のカキの成

長のデータ、それから、こういったものを活用しながら種苗を管理する際の判断材料と

養殖技術の向上ということでこの事業を活用していきたい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存じます。

●委員長（小澤委員） ９番、松岡委員。

●松岡委員 その財源は一体どこから出るんですか。町の税ではないんでしょ、これ。

●委員長（小澤委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） これまですべて町の財源で行っておりましたけれども、こ

ういった補助事業を活用することによって２分の１の財源で済むようになるということ

であります。２分の１については北海道から出るということでご理解をいただきたいと

存じます。

（ わかりました」の声あり）「

●委員長（小澤委員） よろしいですか。

ほかに、ございませんか。

それでは進めてまいります。

３項委託金、３目衛生費委託金。

４目農林水産業費委託金。

16番、竹田委員。

●竹田委員 ３目の衛生費委託金。

●委員長（小澤委員） ４目まで行ったんですけれども。いいです。戻ります。はい、よ

ろしいです。

●竹田委員 ３目の２節環境政策費委託金で、浄化槽届け事務委託金について、この浄化

槽についてちょっとお聞きしたいんですが、管内の町村でこの浄化槽設置について補助

金を受けている町村ってどのぐらいありますか。

●委員長（小澤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） 管内の補助金、浄化槽に対する補助制度が管内でどのくら

いあるかというご質問でございますが、申しわけございませんが現在手元にそのデータ

がありませんので、問い合わせなどしなければ情報収集できない状況にありますことを
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ご理解願いたいと思います。

●委員長（小澤委員） 16番、竹田委員。

●竹田委員 この補助について浜中町の実態では、中山間事業という部門で大体120万円ち

ょっと。間違っていたら申しわけないんですけれども、105万円か120万円どっちかだと

思うんですけれども、中山間事業で受けています。それから、別海町では厚生省の指導

を受けて何の形の補助かわかりませんけれども、ルートはわかりませんけれども、別海

町では123万5,000円が出ています。

私、何を言いたいのかというと、この浄化槽の設置について今現在厚岸町は合併浄化

槽を設置している世帯数というのはどのくらいあるか押さえていますか。

その合併浄化槽をつけた後の点検を受けなければならないという実態をきちっと調査

していますか。

それと、下水道が都市計画外で、例えば床潭とか苫多とかそういう地域に行くと下水

道の完備というのがなされない地域というのがあります。そういった地域に対して他町

村は補助金を受けながら推進をしています。

厚岸町についてはなぜそういったことをしないのか、ちょっと不思議なんです。それ

で、補助金を受けられる地域、それから受けられない地域がなぜ起きているのか。それ

に対して、まずどのような要請をすればこの補助金が町として受けられるようになるの

か。その辺をお聞きしたいと思います。

●委員長（小澤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） お答え申し上げます。

まず、浄化槽の設置数が町内で幾らあるかということでございますが、申しわけござ

いませんが今手元に数値がございませんので、後段の点検の実態についてでございます

が、点検につきましては浄化槽法に基づきまして年に１回設置者が資格を持った業者に

。 、おいて点検するということが義務づけられております そういった状況でありますので

そういった点検がされていないところにつきましては、その検査機関から点検を受けて

くださいということで、そういう連絡も行くことになっておりますので、現状としては

点検が受けられているものというふうに認識しているところでございます。

私からは以上でございますが、設置数につきましては現在手元に数字がありませんの

で、申しわけございませんが、もし必要であればお調べして後でお伝えするということ

でよろしいでしょうか。

●委員長（小澤委員） 水道課長。

●水道課長（高根課長） 私の方から、今、下水道、市街地を中心に整備を行っているん

ですけれども、郡部といいますか漁業集落の部分とか農村部のそういった処理の関係で

ございますけれども、このたび下水道事業の予算の中に生活排水の処理基本計画という
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策定の業務委託料580万円を計上させていただいております。この中には、今市街地を中

心に下水道を行っているんですけれども、平成22年度までとりあえず現在の事業認可は

行うことによって大体50％ぐらいになります。それで、そのほか山間部、あと漁業集落

につきましてどういった生活排水処理システム、例えば、床潭あたりを漁業集落整備事

業で行って集合的に処理するとか、あと、山間部につきましてはその浄化槽を使って個

別処理するとか、そういった処理システムについてこのたび策定して、その事業化に進

めていきたいという考えを持って、このたび下水道事業で580万円を計上させていただい

ております。

その補助金につきましては、今委員おっしゃった補助金につきまして、例えば合併浄

化槽の補助金。今、下水道につきましては水洗化に伴って補助金とかいわゆる融資、利

子補給制度を行っているんですけれども、そういった山間部とか漁業地域につきまして

はある程度そういった構想がこのたびの構想をつくって、それから実施計画に向けてつ

くる際に補助金制度とかそういった部分をつくって対応していきたいということを考え

ておりますので、ご理解いただきたいと思います。

●委員長（小澤委員） よろしいですか。

16番、竹田委員。

●竹田委員 どのようにしてやれば補助金を受けられるのかという部分について質問をし

ておったんですけれども。浄化槽設置の金額が大体民間ベースで１棟あたり120万円から

150万円くらい。最終放流先という箇所がそれぞれ違うので、金額は変わってきますけれ

ども大体120万円から150万円くらい。これ、今、厚岸町では補助金がないんで100％自己

負担になっているんです。浜中町の中山間事業で僕の記憶では４年か５年くらい前から

この事業をもうやっているんです。町としても、この下水道事業というのは取り組みが

非常に他町村というか管内からも遅かったというのもあるし、この浄化槽設置について

も環境を守るという部分については海、湾に近い部分、それから湖内に近い部分いろい

ろありますけれども、山の方の山間部。これらについては全部浸透式なんです。

やはりこの部分についても環境から考えたら、浄化槽の早期設置というのは当然求め

られていかなければならない部分だと思うんです。それに対して、隣の浜中町はやって

いるけれども、厚岸町については何もないと。なぜこういう差が出てくるのかお聞きし

たいです。

●委員長（小澤委員） 水道課長。

●水道課長（高根課長） まず、１点目の補助金の関係でございますけれども、現在そう

いった補助金、合併浄化槽等につきましては補助金制度はつくっておりません。したが

いまして、現時点では自己負担になろうかと思います。あと、浜中町あたりで合併浄化

槽とかそういうやつを進めているんですけれども、厚岸についてはなぜ進めていないか

ということにつきましては、今、厚岸町につきましては確かに行政区域全般、市街地以

外、山間部とか漁業集落につきましても生活排水につきましては海や川に放流がされて
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おります。ところが、どうしても人口の集中している市街地を中心に現在公共下水道事

業を導入しまして整備に当たっているわけであります。しかし、先ほども話したんです

けれども、もう約50％ぐらい、あと四、五年で50％程度になりますから、次に山間部な

、 、り そういう漁業集落のいわゆる生活排水の処理に向けて今後そういう構想をつくって

、 。なおかつその構想に基づきまして実施計画をつくり 整備に向けて努力してまいりたい

、 、 、ただ どうしても財政的な事情がございますから すぐにはいかないんですけれども

そういったことも踏まえて整備に向けて努力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（小澤委員） よろしいですか。

16番、竹田委員。

●竹田委員 よろしいですか、よろしいですかって言われると何かやめれというふうに聞

こえるんだけれども、委員長。そういう言い方をされると困るんです。

補助金についてはやはり早めの方が補助率がいいというのはよく話しに出てきます。

だから、例えば隣の浜中町で地域的にはすごい漁業の地域、山間部というふうに分かれ

ている部分。漁業と農業と。厚岸町とよく似ているんです。浜中町がそういうふうにし

て合併浄化槽の方についても早く手をつけてきている。厚岸町はまだそこに手が行って

いない。この差は財政的な部分とか何とかというよりも、もっと以前の問題ではないか

というふうに思うんです。

要するに、取り組みの仕方について僕はお聞きしているんです。その辺どうですか。

●委員長（小澤委員） 水道課長。

●水道課長（高根課長） 先ほどもお話ししたんですけれども、その取り組みの仕方です

けれども、どうしても市街地域に人口がある程度多く張りついております。したがいま

して、市街地域の人口が多い、いわゆる人口密度が多い部分を先に整備しまして、その

後財政的な、本来同時進行が一番よろしいんですけれども、どうしても財政的な事情が

ございまして、市街地整備がある程度めどがたってから山間部なり漁業集落とかに整備

に当たるという、そういう方向を現在立てておりまして、ですから、ある程度そういっ

た面でめどが立ちましたら、漁業集落なり山間部の方に取り進めていきたいということ

を考えて取り進めております。

●委員長（小澤委員） 16番、竹田委員。

●竹田委員 僕はそういうことを聞いているんではないんです。では、浜中町と比べたと

きに、浜中町も町は町並みで先にやっています。中山間は中山間、漁業は漁業の方でや

っています。厚岸町はそれに対しておくれているんですよと。そういうことの補助金を

いただくような要請の仕方というのが、厚岸町は遅いんではないか。そういうことを言

っているんです。だから、結局差がついてくる。



- 20 -

これ、早くしていただかないと、うちの地域は、要するにもう下水道が来ないんで合

併浄化槽にしたいというお客さんが非常に出てきています。多く。その辺はやはり早く

手を打たないとならないと思うんです。だから、財政的な部分で厚岸町はまず人口密度

の多いところからやっているんだと、だから合併浄化槽については遅いんだということ

は理解できます。そのとおりだと思います。しかしながら、浜中町と比べたときに、こ

の合併浄化槽の取り組みについての補助をいただくとか、そういう部分については非常

におくれていると。この差は一体何なんだと。それを聞いているんです。だから、取り

組みについてなんです。今になってから人口密度の多いところを先にやって、中山間と

漁業集落の部分については後になるんだと。それは最もだと思います。ところが、その

。 。以前にも浜中町はやっている なぜ厚岸町はおくれているんですかということなんです

だから、取り組みでしょということです。考え方だと思うんです。理事者の方の。町と

しての考え方だと思うんです。それが一体どうなっているんですか。

それから、浄化槽を設置した後の運営については、やはり放流先というのが非常に大

事になってきます。今わからなければ後でよろしいんで、件数と放流先の実態をきちっ

と調査して報告していただきたいと思います。

●委員長（小澤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） 申しわけございません。最初の質問のときにお答えできな

かった設置の戸数でございますが、平成17年度末におきまして168戸でございます。その

放流先ということでございますが、浄化槽できれいに基準を満たした水につきましては

通常の道路排水なりそちらの方に流して、最終的には海に流れるという状況にあろうか

と思いますのでご理解いただきたいと存じます。

●委員長（小澤委員） よろしいですか。

（ まだある」の声あり）「

●委員長（小澤委員） 町長。

●町長（若狹町長） 政策的なことでありますので、中山間事業として浄化槽が対象にな

っているがどうか。その事実関係も承知しませんといけないことでありますので、別に

竹田委員の質問に信じないというわけではありませんが、答弁する以上は確固たる資料

に基づいて答弁しないといけないわけでありますので、若干時間をおかりいたしたいと

思います。

●委員長（小澤委員） 休憩します。

午前10時47分休憩
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午前10時49分再開

●委員長（小澤委員） 再開いたします。

それでは、続けてまいります。

４目農林水産業費委託金。ございませんか。

５目商工費委託金。

６目土木費委託金。

17款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入。ございませんか。

19款繰入金、１項基金繰入金、４目まちおこし基金繰入金。ございませんか。

20款繰越金、１項１目繰越金。

21款諸収入、３項貸付金元利収入、３目釧路沖地震災害援助資金貸付金収入。ござい

ませんか。

４項受託事業収入、１目交通災害共済受託事業収入。

６項３目雑入。ございませんか。

14番、田宮委員。

●田宮委員 ここに過年度社会福祉費負担金、それから同じく過年度の老人保健事業負担

金というのがあります。これはどういう経過で過年度分が今日歳入に計上されているん

ですか。

過年度といいますが、何年の負担金なのか。その辺お答えください。

●委員長（小澤委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 14ページ、３目雑入の過年度社会福祉費負担金235万5,000円で

ございます。これにつきましては、平成17年度、身体障害者居宅介護における国庫補助

金分という内容になっておりまして、17年度に交付されるべき補助金が翌年度に支払わ

れるという内容でございまして、補助金の所要額調査において北海道で取りまとめた数

字が、道内の一部の町村について事業費が少ない状況でまとめられてしまったと。それ

が国へ報告され、国においては予算化が終わったということで、17年度を確保している

予算については交付されたんですが、不足分については翌年度精算ということで連絡が

来た内容でございます。

●委員長（小澤委員） 14番、田宮委員。

●田宮委員 すると、あれなんですか。全道的といいますか、全体の足並みがそろわない

と入ってこないんだということなんですか。もう一回答えてください。

●委員長（小澤委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 国庫補助金につきましては当該年度で実績報告等に基づいて年
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度内には精算されるべき補助金で、国がそのように本来予算を確保する仕組みとなって

おります。これはちょっと別の話で、国庫負担金については、翌年度精算という仕組み

なんですが、基本的には補助金については当該年度精算という仕組みであります。

そこで、先ほど所要額調査ということを私申し上げました。この身体障害者ホームヘ

ルプの補助金の算定の仕方が、例えば普通建設工事をやる場合には一定の工事補助基準

額というんですか、それに基づいて何分の何とか、そういった事業費に対して補助金が

算定されるといいますか。身体障害者ホームヘルプの場合は、実際に事業費600万円ほど

かかるわけですけれども、その600万円に対する補助率を掛ける方法ではなくて、実際の

利用人数を掛けるといいますか、１年間の延べ人数に対して国の平均的な利用割合を定

めて、それに基づいて厚岸町がどれだけ支出しているか、その少ない方を実は補助金と

いうふうに交付されるんですが、その所要額調査の段階で１年間の延べ人数を取りまと

めるべきところを、10月の、標準月といいますか10月１カ月分の利用人員で一部の町村

がとりまとめられてしまったといったことで、それをその後訂正等を行ったんですけれ

ども、既に国の予算化済みということで、17年度に処理できず、翌年度交付になるとい

うことになった内容でございます。

●委員長（小澤委員） 14番、田宮委員。

●田宮委員 従来からそういう入り方だったんですか。

●委員長（小澤委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） はい、従来からそのような計算で入っております。

●委員長（小澤委員） よろしいですか。

（ いいです」の声あり）「

●委員長（小澤委員） ほかにございませんか。

それでは、進めてまいります。

22款町債、１項町債、１目総務債。

３目衛生債。

６目土木債。ございませんか。

７目消防債。

９目災害復旧債。

10目臨時財政対策債。ございませんか。

１款議会費、１項１目議会費。

２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費。

１番、室﨑委員。
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●室﨑委員 委員長、ここで共通するものがほかの費目にも出るかと思いますので、その

意味でちょっと広がりますがお許しください。

●委員長（小澤委員） はい、どうぞ。

●室﨑委員 町の持っている施設には駐車場が大抵あります。駐車場についてお話をちょ

っとお聞きしたいんですが、駐車場の中で事故があった場合、そのときに町は責任を負

うかという話なんです。というような雑駁な話をしてもちょっと答えようがないと思い

ますので、私の方の一応の考えを申し上げて、それで、そうだ、いや、間違っていると

いうふうに言っていただいた方が時間もかからないんでちょっと言いますが、駐車場の

中で車がこすったとか、特にこれから冬になってくるというと雪山があって、よく見え

なくて前へ出たら向こうも前へ出てぶつかったとか、つるっと滑ったとか、いろいろな

ことがあるかと思うんですが、そういうときに駐車場管理者として町は責任を負うかと

いう聞き方をしても、はいともいいえとも答えられないですよね。具体的な事故の対応

によって、町が責任を負う場合もあるし、負わない場合もある。すなわち、駐車場の管

理者として落ち度があれば、それは負いますよということになるかと思うんですが、そ

ういう考えでいいんでしょうか。

●委員長（小澤委員） 総務課長。

●総務課長（田辺課長） そのように理解をいたしております。

●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。

●室﨑委員 そのように私も考えるんですが。それで、私立というか、私設の駐車場なん

かではよく、この中で起こった事故については一切責任を負いませんというような看板

を立てているところがありますよね。あるいは、運転に注意してくださいなんていうの

も立てていることもありますよね。これらは恐らく法的には全く意味をなさないんでは

ないかというふうに思います。ただ、事実上はそういう看板があると、正当な主張をし

たい人も、相手にしてくれないんだなということでやめてしまいますよね。そういう意

味で威嚇というか、そういう意味はあると思うんですけれども、そういうふうに考えて

いるんですが、その点はいかがでしょうか。

●委員長（小澤委員） 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。

法的な部分につきましては、室﨑委員さんおっしゃるようにどのようになるかという

部分、すみません、私どもも不勉強でもって明確にお答えできないわけですけれども、

確かに受け取る方としてその注意を促す意味、それからそういう部分も含めてそういう

表示があった方がいいのかなというふうには今現在私感じております。それらの設置に
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ついて検討をしてみたいと、このように思います。

●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。

●室﨑委員 注意してくださいという部分ですね、今のは。責任を負いませんよという部

分ではないですね。

●委員長（小澤委員） 総務課長。

●総務課長（田辺課長） 責任を負いませんという部分。この辺についての扱いというの

は、先ほども言いましたように非常にケースによって難しい場合が出てくるかなという

ふうに思います。施設の瑕疵責任といいましょうか、そういうものがあった場合につい

ては当然負わなければならない部分はあろうかと思います。そういったことから、どう

いった表記がいいのかという部分もあわせて検討する必要があるのかなと、このように

も感じているところでございます。

●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。

●室﨑委員 誤解しないでいただきたいんです。そういう表示を立てろと言っているわけ

ではないです。むしろそれよりは、施設管理者としては入ったときのコースどりがきち

んとわかるような表示があるとか、役場の前の駐車場もきちっと矢印を入れていますよ

ね。一方向に回るように。そういうことをきちんとしておくとか、入った車がどっちに

行くかわからなくてうろうろしていてガチャンなんていうことになれば、管理者の責任

というのが出てくるかもしれませんので、これも対応によると思いますので、そういう

ことだと思うんです。あるいは、駐車するラインがきちんと決められていないとか、そ

ういうことで管理者の落ち度が出てくるかと思うんです。気をつけてくださいと書いて

なかったら、おれ気をつけないのはおれの責任ではないなんていうことはあり得ないわ

けでしょ。それから、どこかの、今、施設を例に出したけれども、私は一切責任を負い

ませんよと書いていれば責任を負わないわけでもないでしょう。という意味なんです。

恐らく、ここの庁内駐車場は皆そういう意味で、方向のラインというのは車が走るか

らよく消えてしまうんですけれども、そういうものについてはなるべくきちんとするよ

うにする。それから除雪のときにも事故を誘発するような除雪の仕方はしない。そうい

、うことについては十分気をつけて留意して進めているというふうに考えているんですが

それでよろしいでしょうか。

●委員長（小澤委員） 総務課長。

●総務課長（田辺課長） 総体的には、やはり駐車場内といえども公共の施設の中でござ

、 、いますので やはり事故を誘発するような危険要因は除かなければならないというのは

。 、 、これは原則でございます そういった考え方のもとに 整備等を進めてきておりますし
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除雪についてもやはりそこで安全な駐車ができる。いわゆる駐車そのものに支障を来さ

ない、当然事故を起こさないという前提があるわけでございまして、そういった部分に

気をつけながら行ってき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（小澤委員） １番、室﨑委員。

●室﨑委員 それで、今の一般論としては全く一点も非の打ち所のないきちんとした考え

で進めていらっしゃるなと思うんですが、駐車場によって全然違う考えのところがある

ようです。バーンと一番目につくところに看板が出ていて、当駐車場内における事故に

ついては一切責任を負いませんと。その看板を立てた管轄まで明らかにしてやっている

ところが厚岸町の管理する駐車場の中にあるんですが、それは今の総務課長の言った総

。 。論とは違う考え方によっているというふうにしか言いようがないです いかがでしょう

●委員長（小澤委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（豊原課長） お答えをいたします。

該当します駐車場につきましては、あみか周辺の駐車場でございます。実は、今年の

６月だったかと思いますけれども、あみか周辺の交通状況、病院の利用者がふえてきた

ような状況も関係しておりまして、若干交通量がふえてきたということで心配される状

況もございました。そういうような中で、実は釧路の遊学館の駐車場に同様の表示があ

ったもんですから、そういうような内容でもって皆さんに注意を喚起できないのかとい

うようなことで、施設管理者として総務課と十分なすり合わせが行われない中で全く引

き写しという形での表示をしたというのが実態でございます。

●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。

●室﨑委員 先ほども言いましたように、釧路のどっかがやっている、だからいいんだと

いうことにはならないと思います。行政というのは割と前例踏襲主義なんですが、違法

行為は前例にならないというのもまた当然の原則ですよね。これは違法というような問

題ではなくて不当という問題だと私は思いますけれども。あみかという略称のあの施設

は福祉総合センターと言われていますよね。そこで行われている業務というのは広い意

味で福祉一般、いわば、弱者に対して最も意を払わなければならない業務を行うんです

ということでできたところではないですか。そこにおいて、その施設のいろいろな駐車

場あたりでは、自分のところに火の粉が来るのを防ぐためにああいうものを立てている

んだろうと思うんですが、早く言えば正統な主張を押さえ込んでしまうための威嚇です

よね。それと同じものを立てておいて、これは私としては大変解せない発想だなと、そ

のように思います。注意を喚起するとか大変なことになりそうだとかという言い方を今

おっしゃいましたけれども、その大変なこととはあみかの管理者に火の粉が来るという

意味で大変だと思ったんですか。
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それから、そのいろいろな駐車場の中の運転に危険性が見られるというんであるなら

ば、それについてきちんとした立て札を立てるという発想になるんではないんですか。

余りにも、その施設の、いわば運営趣旨とこの看板は落差があり過ぎる。

なお申し上げるが、私はこれを抜き打ちで言っているわけではありませんよね。担当

者に対して私は法的根拠まで明らかにして助言をしておきました。担当者は、そうです

ね、そうですねってにこにこしながらそれっきりだ。だから、今申し上げた。

再度きちんとしたお答えをしていただきたい。

●委員長（小澤委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（豊原課長） お答えを申し上げます。

大変なことになるのではという心配の部分でございますけれども、この部分につきま

しては、事故が起こらないようにということでそのように考えたところでございます。

ただ、保健福祉総合センターという建物の趣旨からいたしますとどうだったかというこ

とになりますと、表現が不適切な部分、以前にご指摘をいただいておった部分もあった

、 、わけでございますけれども そのままの状況に推移してしまったということについては

まことに配慮が足りなかった部分があるなということで反省をいたしているところでご

ざいます。適切な内容に改める、あるいは役場総体として駐車場への表示についてどう

するのかというようなこと等も含めまして十分協議をした上で私どもの方で修正をさせ

ていただければなと考えております。

ご理解をいただきたいと思います。

●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。

●室﨑委員 担当者の言いわけをくどくど聞いていてもしようがないので、全体的な話に

戻します。

当初、駐車場全体についての基本的なものの考え方というのは総務課長から出ました

、 。 。が それについては変わりないですね その観点から徹底させるということでしょうね

それともう一つ、これは町長にあえて苦言を申し上げますが、あみかだとかそういう

ところは私が見ている範囲では非常によく仕事をしているわけです。そして、施設目的

というか業務目的の点から言っても、非常によくやっていると私はいつも評価している

んです。それがこんなもの一つで、外形的に町民の中で何をやっているのかなというよ

うな判断を受けたんでは、そこで働いている人たちがかわいそうなんです。ですから、

やはり、こういうものについてはきちんとした意を配って、そういう妙なことにならな

いようによろしくお願いしたいと、そういうことでございます。

●委員長（小澤委員） 町長。

●町長（若狹町長） 交通安全対策、事故があってはならない。これは当然のことであり

ます。しかしながら、今お話をお聞きいたしますと、町の施設のあみかにおいてそうい
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う看板が立っておった。責任は負いません。そのこと自体の法的な根拠についてはこの

場では私は述べることはできませんが、しかしながら、注意を喚起するということも大

事なことだと思っています。しかし、それが看板によって効果があるのか、ないのか。

これはまた別な問題です。しかしながら、管理者としては事故があってはならない。そ

ういう中での管理をしなければならない責任があります。先ほど総務課長がお話しいた

。 、したとおりです 公共施設の駐車場によって一方交通を反対側から来たという責任問題

これは何かそれによって事故が起きたと。しかしながら、管理体制が悪かった、そうい

う中で事故が起きたという事故責任、もろもろの姿があろうかと思いますが、しかしな

がら看板の問題については、これは民間もやっています。駐車場においては責任は負い

ませんという看板は多数あります。

そういう点を考えますと、看板がいい、悪いにつきましては法的根拠はここで言えま

せんけれども、しかしながら事故があってはならないという管理者の責任体制、これに

ついてはもろもろの姿があると思いますので、今、室﨑委員から指摘がございました看

板の問題についてもいろいろと調査研究をさせていただいて、よりよい事故防止のため

。になる方法というものも考えていかなければならないのではなかろうかと思っています

さらにはまた、あみか自体を申しますと、確かにあみかの目的は福祉という大事な施

設です。しかしながら、障害者も健常者もそれぞれ利用いたしております。それぞれの

障害者が多いからということも十分に心得た駐車場の管理、これも当然指摘のとおりで

あります。

そういう点を考えながら、町の施設における駐車場のあり方、今ご指摘がありました

ことを念頭に置きながら検討しなければならない事項であると、改めて私は町長として

責任者として考えましたので、今後の研究調査を踏まえた上で利用しやすい駐車場にし

てまいりたいと、そのように思いますのでご理解をいただきたいと思います。

（ まあ、いいでしょう。言いたいことはまだいろいろあるけれど」「

の声あり）

●委員長（小澤委員） ほかにございませんか。

５番、中川委員。

●中川委員 ここで質問したいんですけれども、間違っていましたら委員長から注意をし

ていただきたいと思うんですけれども、よろしくお願いします。

、 、 、実は 以前の議会で議論がありました 職員が公用車によります事故を起こしまして

いろいろここでも議会でも議論したところなんですけれども。それで、総務課長あれで

すか、その公用車には保険というんですか、我々普通の乗用車は、トラックでも乗用で

も入っていますけれども、相当横に置いていたり、あるいは出先機関で相当車はあると

思うんですけれども、これらの車には保険はもちろん入っているんでしょうね。

●委員長（小澤委員） 建設課長。
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●建設課長（佐藤課長） お答えをいたします。

公用車につきましては、すべてそういう保険は入っております。

●委員長（小澤委員） よろしいですか。

（ 入っておりますか。わかりました。いいです」の声あり）「

●委員長（小澤委員） ほかにございませんか。

それでは、進めてまいります。

２目簡易郵便局費。

３目職員厚生費。

４目情報化推進費。

１番、室﨑委員。

●室﨑委員 厚岸町はいわゆる情報システムというんですかＬＡＮというふうに言われて

いますね。あれは非常に進んでいるというふうに前からお聞きしておりますが、これは

いわゆるＬＡＮに接続したコンピューターがそれぞれの机の上にあるというのは、どう

いう範囲の人たちなんでしょうか。

●委員長（小澤委員） 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。

今現在コンピューターにつきましては、一部の職員を除きましてほとんど全職員に１

台の端末という形になってございます。事務職員でございますけれども、そういうよう

な形になってございます。

●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。

●室﨑委員 事務職員はほとんど全員というふうに考えていいんですね。

●委員長（小澤委員） 総務課長。

●総務課長（田辺課長） そのような形になってございます。

●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。

●室﨑委員 管理職の場合には事務職員でなくても全員ですか。

●委員長（小澤委員） 総務課長。
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●総務課長（田辺課長） まず本庁以外の、いわゆる出先の方でございますけれども、こ

、 。ちらの方にも必ず端末行ってございますので そちらの管理職の方には行っております

ただ、病院につきましては医局の方のすべてがＬＡＮの端末が行っているという形には

なってございません。そうすると、そのような形になってございます。

●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。

●室﨑委員 病院だけは管理職にも行っていないということですか。

●委員長（小澤委員） 総務課長。

●総務課長（田辺課長） 病院の方についてはすべての管理職には入っておりません。

●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。

●室﨑委員 事務職の場合にはほぼ全員に行っているものが、管理職でありながら病院の

場合には行かないというのはどういうわけなんですか。

●委員長（小澤委員） 病院事務長。

●病院事務長（斉藤事務長） 管理職含めて各セクションに医療技術者がいるわけでござ

いますけれども、事務職含めてやはり医局にはＬＡＮの端末はまいっておりますけれど

も、配線含めて今のシステムの中では構築になっておりませんので、各種メディカル関

係の技師長関係については入っていない。また、看護関係の管理職のところにも入って

いないという実態にあります。

●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。

●室﨑委員 何で病院だけそんなにおくれるんですか。

●委員長（小澤委員） 病院事務長。

●病院事務長（斉藤事務長） 病院のシステムが基本的に医療技術者含めてオータリング

システムといいまして一つのシステムが入っておりまして、その中の配置としてはコン

ピューター１台ずつすべて配置になっておりますけれども、事務用業務については当初

は事務方のみ、事務方でも一部事務方。今回のＬＡＮの構築で事務方と医局に拡大をし

たという状況になっておりまして、さらに、その事務情報が医療技術者の管理職まで逐

次、随時その画面を見て伝わるという方式には今なっていない。ただ、私どもといたし

ましては、その情報というのは基本的には内部の中の構築システムがありますので、そ

れでメール等で流している状況でありますから、直接ではないですけれども間接的な形
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で流れる形というふうになっています。ただ、そのものが行政業務の内容がすべてコメ

ディカルに伝わるという状況にはなっていないということがありますので、状況はそう

いうことだということであります。

●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。

●室﨑委員 状況はそうであるが意見は差し控えると、そういうことですな。

よく公立病院の人たちに、地域医療研究会なんかでもってコメディカルの人たちに会

うと、病院というのはヒエラルヒーが非常にがっちりしていて、医師は特権階級、事務

方はその特権階級の付随でもってこれも特権階級。コメディカルは無権階級。そういう

言い方を懇親会などでもって酒の入った席でよく聞かれるんです。

厚岸の町立病院ではそういうことはないと思っておりますが、今のようなＬＡＮの構

築一つをとっても、そういうことでもってやゆされかねません。これはきちんと整備し

てもらいたい。

それから、それ以外の出先、あるいは町の施設、例えば心和園みたいなところ、こう

いうところは全部含めて管理職には完全にＬＡＮというものは構築されているわけです

ね。それを確認しておきます。

●委員長（小澤委員） 総務課長。

●総務課長（田辺課長） そのようになってございます。

（ 病院どうですか」の声あり）「

●委員長（小澤委員） 病院事務長。

●病院事務長（斉藤事務長） 基本的には、私の机の上にもそうなんですけれども、コン

ピューターを２台置いているような状況に相成っております。業務のものを見るとなれ

ばコンピューター１台ずつさらに配備をしなければいけない。それとＬＡＮの配線構築

もしなければいけないということがありますので、設備的なものを含めて考えなければ

いけないというふうに思っております。

ただ、我々としては、情報を逐次伝えてはいませんけれども、伝える方法としては考

えておりますので、今すぐここで返答せよと言われても、私どもとしても経費のかかる

問題でございますので、内部検討しなければいけないというふうに思っています。

●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。

●室﨑委員 少なくても、厚岸町のＬＡＮの整備の考え方からいって、おれのところは事

務でもってその都度流してやるんだから、お前たちは持っていなくてもいいなんていう

。 。ものは出てこないと思うんです やはりきちんとした方策を大至急とっていただきたい
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それから、私は何人かのコメディカルの方に話をしていますが、今の事務長のような

発想に対してはコメディカルの人たちは決して満足はしていないということ。これは私

の受けた範囲では明確に伝わってきております。どうかその点誤解のないようにしてい

ただきたい。

それで、やはり少なくとも管理職というふうに銘打った役職にある方がＬＡＮに接続

できていないという人が、この厚岸町の職員の中にいるということはやはり異常な事態

だと。少なくともこれだけ整備された、いわば情報システムを持っている厚岸町として

は大変いびつであると、そのように思いますのでよろしくお願いしたい。いかがでしょ

うか。

●委員長（小澤委員） 病院事務長。

●病院事務長（斉藤事務長） 厳しい財政状況、赤字会計を背負っている病院でございま

す。検討はさせていただきたいと思います。

●委員長（小澤委員） よろしいですか。

（ 赤字で逃げるのか。ま、いいでしょう」の声あり）「

●委員長（小澤委員） ほかにございませんか。

それでは、進めてまいります。

５目交通安全防犯費。

６目行政管理費。

15番、佐齋委員。

●佐齋委員 ここで行政業務委託料の町史編さん業務委託料の内訳を教えていただきたい

んですが。

●委員長（小澤委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（北村課長） 町史編さん委託料の関係でございます。資料編の自

然統計編でございますけれども、筆耕の翻訳料という形で、要は執筆料ですけれども、180

ページぐらいになるものに対する、一応１ページ4,000円という単価に消費税で75万6,000

円と。

それから、町史の作成が一応700冊を予定してございまして、それの１冊当たり単価が

１万3,800円の消費税という形で1,014万3,000円という内訳になってございます。

●委員長（小澤委員） 15番、佐齋委員。

●佐齋委員 これはあれですか、完成はいつごろ予定されているんですか。最低完成。
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それと、これは当初こういう町史編さんにかかったときに、いつごろが完成で計画を

立てたのか。これが最終的にはいつ完成するのか、その辺を。

●委員長（小澤委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（北村課長） 新厚岸町史そのものの発行予定そのものは平成14年

に第１回の編さん審議会をへて、一応通史編という本編関係が３巻を予定し、資料編と

して４巻を予定してございます。そのうち、一応資料編の日鑑記を既に平成15年に１回

発行してございまして、このたびは資料編の３巻目の自然統計編という形、これも当初

昨年の予定はしていたんですけれども、やはり取りまとめ等が時間がずれ込んでおくれ

てきておりまして、本年３月までに一応全部発行できるというか出来上がってくるとい

う予定での予算措置でございますので、ご理解いただきたいと思います。

それ以後の関係の中では、今後19年以降の中で逐次出来上がり次第やっていく形にな

りますけれども。それと、本史編の方のまとめが遅くなってきてございます。この辺で

、 、は再度審議会にかけながら 今後の方向性というものを決めていかなければならないと

そういう判断をしてございます。

●委員長（小澤委員） 15番、佐齋委員。

●佐齋委員 結局、ある程度どこかで区切りをつけないと、どんどん新しいものができて

きますから、結局お金もどんどんかかってくるだろうし、だから、ここでいいというこ

とはないだろうけれども、やはりある程度取り決めというものをしておかないと、また

新しいものがまたふえていくんですから、そうなるといつまでたっても終わらないで、

終わりのないことになってしまいますから、そうすると金はどんどんかかってくるだろ

うし、補正を組んでこうなってくるものですから、そうなるとやはりきちっとしていか

ないと、財政的な問題が出てくるんではないかと思うんですけれども。その辺をもう一

度。

●委員長（小澤委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（北村課長） 質問者のおっしゃられるとおり、基本的にはやはり

ある程度期間を定めた中での方向性を示しながらやっていかなければならない。ただ、

一応地域のいろいろな声を町史の中に生かしていきたいという思いもございますし、そ

んなことを十分編さん委員会等いろいろな形で協議しながら、できるだけある程度方向

性もめどを立てながら進めていきたい、そう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（小澤委員） よろしいですか。

（ いいです」の声あり）「
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●委員長（小澤委員） ほかにございませんか。

それでは、進めてまいります。

７目文書広報費。

10目企画費。ございませんか。

12目車両管理費。

12番、谷口委員。

●谷口委員 今飲酒運転が非常に問題になっているんですけれども、厚岸町ではどのよう

に対策をとっているのか、公用車運転等について説明をお願いしたいというふうに思い

ます。

●委員長（小澤委員） 総務課長。

●総務課長（田辺課長） お答え申し上げます。

全国的に公務員に対します飲酒運転の問題、これが報道等されてございます。国にお

きましてもこの飲酒運転に係る処分のあり方といいましょうか、そういった部分の見直

し等も進められてございます。

それで、厚岸町の方でも先般課長会議におきまして、この問題協議をさせていただい

。 、 、 、 、 、ております 結果 現在の基準 これを見直し 強化する形の中で 現在文書にする形

これの作業を進めているということでございます。年内にもそういった形で示したいと

いうことです。考え方といたしましては、飲酒運転、酒酔い運転は免職というような考

え方。それから、いわゆる同乗、お酒を勧めるという形、こういった部分におきまして

もそういった規定を準用させていくという方向で現在作業を進めているところでござい

ます。

●委員長（小澤委員） 12番、谷口委員。

●谷口委員 それはいってみれば規定というか、そういうものを今見直ししているという

ことですね。そのほかには対策はとっていないですか。例えば、一人一人が運転できる

ような体調にあるのかどうなのか、そういうものをきちんと確認するだとか、対応はと

られていないんでしょうか。

●委員長（小澤委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） お答えをいたします。

飲酒運転、飲酒の状態のチェックとかですけれども、そういったものは現在とらえて

おりません。これを取るとしましたら、例えばアルコールをチェックする器械、こうい

ったものが必要にもなってくるわけでございますし、そういったものを取り入れてやっ

ていくことが必要であるかということは今検討しているところでございますので、その
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辺はご理解願いたいと思います。

●委員長（小澤委員） 12番、谷口委員。

●谷口委員 どう処分するかというのは、言ってみれば、今ある規定の中でもきちんと対

応すれば町民に納得していただける対応というのはできるんではないのかなというふう

に思うんです。そういうことよりも、やはり今やらなければならないことをきちんとや

っていくと。例えば、検知器がいいのかどうなのかというのも、私も正確にいえば自分

は余り酒好きではありませんから関係ないといえば関係ないんですけれども、そういう

ものをきちんと設置していくだとか。ただ、乗るときにはかったときはなかったけれど

も、役場まで来る間に残っていてというのもまたちょっと困るなというふうに思うんで

すけれども、その辺やはり職員の意識の問題、意識改革だとか、そういうものをきちん

としていくということが、やはり町民にも明らかにしていくことも必要ではないのかな

というふうに思うんですが、その辺ではいかがでしょうか。

●委員長（小澤委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） お答えをいたします。

確かに職員の意識改革、飲んだら乗るなという意識改革というのは徹底させる必要が

あると思います。それから、アルコールチェックの器械、そういったものもこれから検

討して、備えていくことが必要なのかというのを十分検討しながら対策をとっていきた

いと考えておりますのでよろしくお願いいたします。

●委員長（小澤委員） 総務課長。

●総務課長（田辺課長） 職員の意識の喚起ということ、これは非常に大事なことだとい

うふうに我々も認識してございます。当然、この年末年始控えまして、そういう機会も

多くなるという時期、タイミングを見計らっての注意喚起というものも当然行っており

ますけれども、それ以外にも当然課長会議、こういったような部分を通じ、飲酒運転だ

けに限りませんけれども、そういった中での事故防止、安全運転の励行という部分につ

いてはより回数多くといいましょうか、そういう形の中で日ごろから注意喚起するよう

にお願いをしている。所属においてもその旨取り扱いをしていただいているという状況

にございますのでご理解いただきたいと思います。

●委員長（小澤委員） 12番、谷口委員。

●谷口委員 免許を持っている者であれば、当然私たちも含めてやはりきちんとした戒め

た気持ちを持ちながら、その場その場を対応していかなければならないと思うんです。

ですから、例えば、私たち議会が視察する場合であっても町職員が運転手として同行す

るだとか、そういう場合があるわけですから、そういう場合にはやはりきちんとした対
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応を、その議会の側でもとっていかなければならないと思うんです。そういうことをや

はりきちんと考えながらやっていくということで、やはり町長あるいは助役がきちんと

その辺ははっきり、このことについては自分たちの町はこうやるんだということをこの

場でも明らかにすべきではないのかなというふうに思いますがいかがでしょうか。

●委員長（小澤委員） 町長。

●町長（若狹町長） 酒を飲んで車に乗るということがいいのか悪いのか、警察に見つけ

られて辞職の手によって結果的に将来を棒に振るというような以前の問題なんです。先

ほど建設課長が言いましたけれども、飲んだら乗るな。しかも町職員は模範にならなけ

ればならない。公僕としての責任があります。そういう意味において、あえてそういう

ことをお話をしなければならないことは残念なことでありますが、しかし、やらなけれ

ばならない事態が生じていることを私は常に、職員においても管理職会議においても気

をつけるように、飲んだら乗るなということを徹底いたしております。

そういうことで、先ほど総務課長からお話しいたしましたが、規律をもって撲滅する

ということもこれは残念なことでありますがしなければなりません。将来を棒に振るよ

うな結果が出てもならない。しかしながら、やらなければならないという強い意志を持

って指導をいたしておりますのでご理解をいただきたいと存じます。

●委員長（小澤委員） よろしいですか。

ほかにございませんか。

１番、室﨑委員。

●室﨑委員 ここで前に中屋委員の方から質問があって大分議論された私用車の公務使用

についてお聞きいたします。

あのときにも何かちょっと答弁の中で理解できないような部分があって、よく勉強し

ておきますというような話で課題持ち越しになっているもんですから、その後十分に研

究されていると思いますので、私の方も少し勉強してみましたので、いいの悪いのとい

うよりは、そういう点できちんとしたものにしていくという、建設的というか前向きと

いうか、そういう点でお話をお聞きします。

これは訓令第49号で私用車の、自家用車の公務使用というものの取り扱いが決まって

。 。 、 。いるわけです それを見させていただきました それで これは何のためにやるのかと

それから自家用車とはこういうもんですよという定義があって、その次に自家用車は次

、 。に掲げる場合のほか公務に使用してはならないと きちっと３つだけしか書いていない

。 。 、災害その他緊急を要する場合 通常の交通機関を利用することができない場合 そして

。 。公務の遂行が著しく遅延すると認められる場合 この３点に限るということが入ります

その次に、使用時間と使用の範囲というところでは、町内に限るというふうに書いてあ

るわけです。そして、そのあとは手続的なところで、ただし、この３点に合えば何でも

自分の車でぽっぽって行っていいということではなくて、こういう届け出を出しなさい

と。その届け出書を見ると条件も当然あります。それでなっていると。
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今、まずそこまでにしておいてお聞きするんですが、ちょっと規定上疑問が出てきた

のは、これ確認しておきたいんですが、災害その他緊急を要する場合というのも、この

届け出を出していなければ使えないということですね。

それから、町内に限ると明記していますので、例えば釧路まで出張、あるいは帯広ま

で出張というようなときは自家用自動車の公務使用ということはできないわけですね。

まずこの２点。

●委員長（小澤委員） 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。

まず、自家用車の使用の関係でございますけれども、おっしゃられた災害その他の緊

急を要する場合の取り扱いの関係でございますけれども、これにつきましてはいわゆる

緊急避難と申しましょうか、その状況に応じてどうしても使わざるを得なければならな

という場合が生じる場合もあろうかという意味合いの中で、実はこの中に設けさせてい

ただいております。ただ、この規定の中では明記してございませんけれども、そういう

場合につきましては、いわゆる口頭承認、そういうような部分もあるかなというふうに

思っております。基本的な考え方といたしましては、事前承認ということでございまし

て、今事前承認をして運用で扱っているのは、この災害緊急時というものを想定した形

での取り扱い。要するに、届け出承認、こういったような扱いは行っていないのが実態

でございます。

、 。 、それから 町内に限るということでございます この自家用車使用に当たりましては

事前承認のほかに外勤命令、それから出張命令、こういったものがかかります。その中

で基本的に町内に限るということでございますので、町外に自家用車を使用するという

ような部分は想定もしてございませんし、そのような命令といいましょうか、そういう

部分については出さないというのが基本的な考え方で……

（ 基本的」という声あり）「

●総務課長（田辺課長） そういう考え方でおります。

●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。

●室﨑委員 そうだと思うんですよ、災害に関しては。災害になったときに一々こんなも

のを出して承認をとってからやりましょうなんてできっこないんですから。そうである

ならば、やはり３条１項除きとかそういうものがこういうものをつくるときには入れて

おいた方が明確ではないでしょうか。そうでなければだめだと言っているんではないで

すけれども、やはり規定のつくり方としては。

それから、わかりました。町外ということはやはりこの訓令から言ってもあり得ない

ということですね。今、何か基本的にという言い方をしたんで、基本的になって言うと

、 、例外があって その例外はこうなんですというのが出てくるのかと思ったんだけれども
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そうではないんですね。

●委員長（小澤委員） 総務課長。

●総務課長（田辺課長） 規定のあり方についてはさらに研究といいましょうか精査をさ

せていただきたいというふうに思います。

それから、町内に限るという規定のとおりでございます。

●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。

●室﨑委員 それから次に、たまたま不幸なことに何か事故があったという場合なんです

が、これも２つあり得るんです。これは公務使用ですから、公務執行中というふうを前

提にしてお話をしていますが、公務執行中にその自動車が、いわゆる自家用車が棄損し

た場合です。これにも運転者の過失による場合と、そうでない場合があります。

例えば、最も典型的な過失でない場合を言いますと、駐車場にとめておいた。別に看

板の話ではありませんから。そのときに、例えば近所の子供がいたずらして10円玉でも

ってドアのところにぎゅっとこすって傷をつけられてしまったというようなことも考え

られるわけです。公用車でしたら単純なんですが。こういうときはどういうふうに考え

ていますでしょうか。

●委員長（小澤委員） 休憩いたします。

午前11時46分 休憩

午後１時00分 再開

●委員長（小澤委員） 再開いたします。

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。

先ほど、室﨑委員からご質問いただきました、公務使用した職員の車が損失を受けた

場合の補償についての考え方でございます。運転していた職員本人に過失がなく、それ

が公務利用したことによって生じたものは、客観的に考えますとやはり損失補償の対象

にすべきものというふうに思われますが、非常にこれまで私ども検討してきた中での想

定外のものでございまして、まことに不勉強で申しわけございませんけれども、少し時

間をいただき法的根拠を含め調べたんですが、明確化した答えを出せるに至ってござい

ません。繰り返します。不勉強で申しわけございませんけれども、これにつきましては

今後さらに研究をさせていただきたいと、このように存じておりますのでよろしくお願

い申し上げます。
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●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。

●室﨑委員 自動車に限らず公務執行に当たって私物を利用すると、いろいろなものがく

っついてくるんです。その中の一つのケーススタディーだと思いますので、よろしく研

究をしてください。まだ、今これ私の考えた事例で話しているから、もう少し研究して

で済むんだけれども、事実が先行してしまったらそれで済みませんから。

それで、もうちょっと続けますが、この訓令の第５条２項、道路運送車両法に規定す

る自動車の検査を受けているものに限るというふうに資格を書いていますよね。これは

俗に言う車検と。２年に一遍、３年に一遍ということでよろしいんですね。

●委員長（小澤委員） 総務課長。

●総務課長（田辺課長） そのようにとらえております。

●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。

、 。●室﨑委員 公用車の場合の管理というか 整備に関しては車検だけで済ましていますか

それとも、定期的に独自にというか整備なり何なりで検査をするというようなことを、

車検以上のことをやっていますか。

●委員長（小澤委員） 休憩いたします。

午後１時03分 休憩

午後１時04分 再開

●委員長（小澤委員） 再開いたします。

建設課長。

●建設課長（佐藤課長） お答えいたします。

公用車の点検でございますけれども、車検のときの点検のみでございます。

●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。

●室﨑委員 ああ、そうですか。今、休憩中に皆さんからちょっといろいろお話を伺った

ら６カ月点検とか何とかって、みんなそれぞれ自家用車の場合にはいろいろやっている

ようですが。役場の場合にはそういうものがないということですね。わかりました。

そうすると、これは少なくともこの条文の文言は公用車と同じ条件だということなん

ですね。はい、わかりました。そのこと自身にどうかという話は今ちょっとまた論点が

違うので、今はちょっと差し控えますが。
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その次に、６条で厚岸町職員等の旅費に関する条例第14条の規定による車賃を支給す

ると、こういうふうになっているんです。これは町内に限るわけですから、町内を走っ

て、歩く、旅費でいうところの町内旅行というんですか。旅行というから私、外へ出て

行くのをいうのかと思ってよく見てみたら、町内についての旅行なり移動なりのがある

んですね。そこでもってキロ37円だったかな、何か別表にありますが、それによって、

いわば借り賃といっていいのか使用料といっていいのか、そこらは見解によっていろい

ろ言葉が分かれてくると思いますので、今限定はいたしませんが、とにかく使った分と

してガソリンもかかるだろうしということだったと思うんですが、実費弁償みたいなも

のをしているという形になっているんですね。その点確認いたします。

●委員長（小澤委員） 総務課長。

●総務課長（田辺課長） いわゆる使用に当たっての旅費規程を用いた費用弁償という形

の中で、車賃キロ37円でございますけれども、それによって算定した走行距離に合わせ

たものを支給しているという状況になってございます。

●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。

●室﨑委員 そうしますと、厚岸町が公務を遂行する上の道具として人様の車を利用して

いるということになるわけでして、実際に運転している人の車であるかどうかは別とし

て、厚岸町以外の者ということで、第三者の車をもって公務の遂行に利用したというこ

とになりますね。そうしますと、これは、民法上は恐らく使用貸借か賃貸借に当たって

いくのではないかというふうに思われますが、これについてはそちらでもいろいろと研

究をすると言っていますから、なお研究を進めてもらいたいと、そのように思います。

それで、先ほど想定外という言い方をなさりましたが、ひところはやった言葉でした

ね。それで、今度は想定外かどうかはわかりませんが、もう一つ事例についてお聞きい

たします。

それは、車で走るとなるとだれしも考える事態です。自損行為を含めて交通事故が起

きたというときなんです。それについては、このわずか９条の中の規定の中では、ここ

だけは非常にきちんと詳しく書かれているんです。まず保険に入っていなさいと。保険

も最低これだけのものには入っていなさいというふうになっていまして、事故が起きた

ときのその処理については町が扱いますとこのようになっています。これは公務執行に

よって起きた交通事故ですから当然といえば当然だろうなと思います。で、そのときの

賠償は自賠責保険及び任意保険によって処理すると。これは先ほどどなたかがおっしゃ

っていた、公用車とかそれに町が保険を掛けていますかというのと同じ意味で、町が掛

けている保険ということではないんでしょうね。この条文の流れから見ますと。その点

についてまずお聞きいたします。

●委員長（小澤委員） 総務課長。
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●総務課長（田辺課長） おっしゃるとおり、その車両そのもの、固有の車両にかかって

いると。つまり、所有者、私用車が掛けている保険ということでございます。

●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。

●室﨑委員 これを見ますとただし書きがありまして、損害賠償の額が保険額を超えると

きだけは出してあげるよと。ただし、職員に故意または重大な過失があったら出しませ

んよと。そういうこともここに書かれているわけです。これを読みますと、おまえの車

は公務に使ってよろしい。よって、おれの仕事はおまえの車を使って進めてもらう。し

かし、事故が起きたときにはおまえの保険で払っておけというふうに、平たく言うと読

めるんです。

それで、お聞きいたしますが、これは公務の遂行中です。ここで事故が起きた場合に

はどういう法律が適用されますか。

●委員長（小澤委員） 総務課長。

●総務課長（田辺課長） これまでにもお答えしてきておりますけれども、基本的に公務

遂行中の業務の中で第三者に与えた損害、これにつきましては国家賠償法の適用がある

と、このように理解しております。

●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。

、 。●室﨑委員 国家賠償法の適用があるというのは まさにそのとおりだと私も思うんです

これは民法の715条のいわば特例になりますよね。これは公権力の権力作用であろうと非

権力作用であろうと、公務執行という外形さえあれば大体認められるというふうに言わ

れています。これに関して、昭和30年４月19日、昭和53年10月20日と同じような最高裁

判例が出ています。それは何を言っているかというと、本条の場合、国または公共団体

が、この場合には厚岸町ですから公共団体ですね、被害者に対して賠償の責めに任ずる

のであって、公務員個人はその責任を負わないと。これが国家賠償法第１条、国または

公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて故意または過失に

よって違法に他人に損害を加えたとき云々という、この第１条の法意であると、このよ

うに言っているわけです。この訓令と矛盾しませんか。

●委員長（小澤委員） 総務課長。

（ ） 。 、●総務課長 田辺課長 考え方でございます 国家賠償責任法の考え方につきましては

、それが公務に当たった人間の行為によって第三者に与えた損害については地方公共団体

厚岸町であれば町がその責任を負って賠償をするという基本的な考え方はおっしゃると

おりでございます。そこで、国家賠償法の規定の中にありますのは、その損害賠償を行

ったものについての求償権という、要するにその行為をした職員のですけれども、これ
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につきましては重大な過失、きわめて重大な過失といいますと過失の中でも非常に重い

過失ということになるわけでございまして、そういったものには求償権、つまり損害を

求めることができるという規定があるのみでございまして、それ以外についてはいわゆ

る求償権の行使という部分については法律の中では求められておりません。求められて

おりませんというか定まってございません。

それで、今回のこの保険の使用の関係でございますけれども、この国家賠償法に基づ

く求償権の行使という意味合いではなく、私ども考えましたのは、その車両そのものに

固有に、例えば自賠責、こういったものについてはすべて現実の問題としてかかってい

る。そして、そういった事故については、その自賠責保険の適用、これがされる。こう

いう状況がございます。また一方の任意保険についても同様でございまして、これにつ

いては、そういう形の中で現実の問題としてそれを使用できるという形があるものです

から、これについては私用車、その車を持っている職員、所有者との関係において、合

意の中でこういった取り扱いをしたいという意味合いをもってこのような規定を設けさ

せていただいたということでございますので、ご理解いただきたいと思います。

●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。

●室﨑委員 何を言っているのかよくわからないです。こうしました、だからご理解いた

だきたいって言っているだけでしょ、それ。

もう一度言いますよ。あなた、求償権の問題であるとかないとかって、求償権、求償

権ってそこの話ばっかりしているけれども、求償権というのはまず町が相手方に払った

んです。負担したんです。その負担を今度は内部で求償するときに求償権があるかどう

かという話になるんです。そうですよね。例えば、連帯債務者がいて、一人が全額払え

ば、今度はもう一人の連帯債務者に対して、おまえ知らん顔できないだろうから半分払

えよということが言えるのと同じですよ。

もう一度、ちょっと明確にするためにお聞きしますが、保険があるもんでから、保険

があるもんですからって言うんだけれども、その保険ってだれの保険ですか。

●委員長（小澤委員） 総務課長。

●総務課長（田辺課長） その車に掛かっている所有者、使用者の保険だというふうに思

っております。

●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。

●室﨑委員 車は人格がありません。したがって、人格のある自然人、所有者が持ってい

る保険ですよ。保険を使うとよく言いますが、保険を利用するかどうかというのも、そ

の所有者の権利です。町にとっては人の物ですよ。どうして、その人の物でもって払っ

ておくというようなことができるんですか。町が掛けた保険ではないでしょう。

それから、相手方に対する損害賠償をもし運転者と、事故ということだから器物損壊
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でもいいし人身でもいいんだけれども、人身にはまたちょっと別の問題あります。これ

から言いますが。起きた、その２人の間で払うときに、保険を利用して払おうと、内ポ

ケットから金を出して払おうと、払う人の勝手ではないですか。これも想定外ですか。

●委員長（小澤委員） 休憩いたします。

午後１時19分 休憩

午後１時19分 再開

●委員長（小澤委員） 再開いたします。

総務課長。

●総務課長（田辺課長） お答えさせていただきたいと思います。

考え方の中に、保険の中には自賠責保険と任意保険と２つございます。自賠責保険と

いうのは、要するに被害者保護といいましょうか被害者救済というような部分を第一の

目的においてすべての車両に掛けなければならないという、自賠責にかかわる法律に基

づいてそれぞれの車両が入っている保険でございまして、これについては先ほど申しま

した国家賠償法に基づく求償権云々ということではなくて、そういう保険の中身である

という考え方の中から、それが当然使用できるという背景がございます。そういう背景

をもとに、これについてはまず使用をさせていただくという前提に考えてございます。

それと、もう一方の任意保険につきましても、これも特に対物保険、対人保険もある

わけでございますけれども、こういった既に固有の車両に入っている保険がある。それ

が公務それから公務外問わずに、その保険給付の対象になるという実際上の取り扱いの

関係がございます。そういったことを考察いたしまして、これはあくまでもこの自家用

車の所有している者、職員との合意関係になるわけでございますけれども、それをもと

にこういった保険を使わせていただくという前提での規定を設けさせていただいたとい

う内容でございますので。

●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。

●室﨑委員 前々回の議事録を見ていてもチラッチラッと出てくるんです。今全く別の法

律上の別の話が始まりましたね。合意関係にある。これちょっと別にして、後から話し

しますから。

人身事故の場合にはもう一つ運行供用者の責任というのもあるんです。それで、余り

あれもこれも出すというとそちらも非常に答弁しづらくなるだろうからもう一度言いま

すが、求償権が云々とおっしゃいますけれども、求償権の問題ではないんですよ。国家

賠償法１条の話というのは。だれが一義的に責任を負っているのかという話です。それ

で、公務執行中であろうとなかろうととかというような言い方を今していましたけれど

も、これは公務執行のために、私の解釈では借り上げた車ですよ。公務執行の問題なん
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です。執行中の問題なんです。そうでなければ、いやいや公務の執行に使いますよと、

別のに使ったなんていうのを今ごっちゃにして話したらわけわからなくなりますから、

これはきちんと整理しましょう。そうすると、国家賠償法は一義的に町が損害賠償責任

あるんですよと言っているわけです。いや、車には保険がかかっている。

そんなら、ちょっと話をかえて、役場の中で机が足りないからお前の机を持ってきて

仕事をせえって言って、その机の脚が半分折れていて、だれかが寄っかかったらひっく

り返ってけがした。そのファミリー保険だか何だかといって、それに保険を入れておか

なければだめだ、保険で払えなんて言ったら、だれしもうんと言わないでしょ。世の中

では。今同じようなことを言っているんですよ。たまたま保険制度が非常に充実してい

るから何かそれでなければだめのような話が見えてくるんだろうと思うんだけれども、

僕は違うと思うんです。だって、その車に今保険をつけたのはだれなんですか。保険を

利用する権利はだれがあるんですかというときになったら、厚岸町がつけた保険ではな

いんだから、基本的には厚岸町にはそんなものないんではないですか。それを訓令で一

律に、おまえこれで払っておけというような規定というのは、私はおかしいと思うんで

す。そのことを言っている。

繰り返して申し上げるけれども、国家賠償法１条を私が言っているのは求償権の問題

ではありません。いかがでしょう。

●委員長（小澤委員） 総務課長。

●総務課長（田辺課長） 最終的には実務的なお話を私の方で申し上げたんで、誤解があ

ったのかと思いますけれども。基本的な考え方というのは、一義的にやはり町が相手に

対しての損害賠償責任を持つというのがおっしゃるとおりでございます。

ですから、相手とのいわゆる損害賠償交渉あるいは関係というのは町とその相手方と

いう部分については、全く室﨑委員のおっしゃるとおりというふうに私どもも考えてご

ざいます。

●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。

●室﨑委員 一義的に賠償責任のある人、この場合は町ですが、それが一義的に、判例で

いうと公務員個人には責任がないんだと言っている人の保険を使って払うということを

制度としているということがおかしいんではないのかと言っているんですよ。いかがで

しょう。

●委員長（小澤委員） 助役。

●助役（大沼助役） 昭和30年、それから47年の最高裁の判決、それから国家賠償法の１

条１項に基づく法の解釈につきましては今、議員ご指摘のとおりだろうと思います。公

権力の行使に伴って違法に他人に損害を与えた場合は、これはその地方公共団体が責任

を負うということであります。
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しかし、この自家用自動車公務使用にかかわる届け出書に関する規程、これはこの場

合は職員の自家用車を使用する場合、これはこういう届け出をして、その届け出に伴っ

て自家用車を使用する場合の手続について定めております。その際、実質的に他人に損

害を与えたときは町がその責任を負わなければなりませんが、しかし、町が職員の自動

車に対して保険を掛けるということは、これは法的に無理があろうと思います。そうい

うことを救済するために職員が加入している保険を使わせてもらうということで、そう

いう条件をクリアした車に対して町は職員の車の使用を承認するという形をとらせてい

ただいております。

そういう意味で、地方公共団体が職員所有の車に保険を掛けられないということが背

景にあって、事件、事故が発生した場合にどういうふうに処理をするかということを考

え合わせてこの規程を設けさせていただいているというふうにご理解をいただきたいと

思います。

●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。

●室﨑委員 私が聞いていることに対する説明にはなっていませんよ。だって、保険を掛

けられなくたって払えばいいではないですか。だれしも保険でなければ払えないなんて

どこにも書いていないです。第一、大きな都市に行ったら自分の持っている自動車に保

険なんか掛けていませんよ。100台、200台の公用車があったら、保険料の方が高くつい

てしまうから。だから、事故があったときには生で払った方が安いという計算になりま

すから。札幌市なんか調べたら、恐らく公用車に掛けていないんだと思います。これは

正確な話ではないから、巷間聞くところの話ですから。

だから、保険でなければ払えないという何か前提でもって言っていること自身もおか

しい。

それから、確かに保険というのは被害者の救済ということに当たるというのは、これ

。 、 、は一般論です 私がさっきから言っている話は 結局保留した話に戻るんですけれども

この訓令第９条までの中で書いているのは、結局読ませていただくと自家用車を使って

、 、公用に当たった人の保険金を使うというところしかきちんと書かれていなくて 例えば

その自家用車を使ってその車が傷んだ場合の手当てをどうするかなんていうことはここ

には何も書いていない。ねらいはただ一つというふうに言われたとき何て答えるの。お

かしいですよ、やはり。

それで、私は使用貸借か賃貸借になると思っています。これは公務を遂行するために

。 、 、人の道具を使うわけですから それで 使用貸借になるか賃貸借になるかの分かれ目は

キロ37円というこの額の評価だと思います。要するに、これを借りてこういうふうに使

った場合の相場がこのぐらいだろうというのがあると思うんですよ、中には。それより

もはるかに安いものであれば、これは一種のお礼に過ぎないから対価にならないという

判断が、よく使用貸借のときにあるんですけれども、そうであれば使用貸借だろうと。

それから、対価として十分認められるというんであれば、お金を払って借りるわけです

から賃貸借になるだろうというふうに思われます。ただ、賃貸借の場合には白タク行為

の問題が出てきますけれども、これについては業として貸しているわけではないから大
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丈夫だということは、白タクと賃貸借の話では法律解釈本にも書いていますので問題も

ないと思うんです。

どちらにしても、そういう点をきちっとしていかないと、このここでの第６条以下の

ような話については今のような話で堂々めぐりになってしまうと思います。今日１日し

かありませんし、議会も。だから、これ以上はやりませんけれども、やはりこういう問

題は疑義を残して前へ進むというのは決していいことではありませんので。

それから、毎年ぼんぼん何千万円も払うような事故が起こるとは到底思えません。町

長いつも言うように、厚岸町の職員はやはりきちんと考えて仕事していますから、だか

らそんなこともないと思うんです。それだけに何か、要するに仕事はお前の物でやれ、

そして損害賠償出たらお前払っとけというふうに読まれるようなものではなくて、やは

りここのところにはきちんとした対処をしていただきたいし、さきの問題でもなお一層

研究するというふうに言っていますので、それを進めていただきたいんですがいかがで

しょうか。

●委員長（小澤委員） 総務課長。

●総務課長（田辺課長） 冒頭申し上げましたけれども、今この論議の中でもいろいろな

課題といいましょうか、そういった部分も浮かび上がってきてございます。それらを含

めましてさらに今後研究させていただき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。

●委員長（小澤委員） よろしいですか。

ほかにございませんか。

それでは、進めてまいります。

２項町税費、１目賦課納税費。

６項監査委員費、１目監査委員費。ございませんか。

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉費総務費。

１番、室﨑委員。

、 、 、●室﨑委員 保健福祉総合センターに関する話なんですが 委員長 申しわけありません

、 。ちょっとほかとの絡みの中での話なので その意味で広がりますので勘弁してください

、 。いわゆるあみかというものができまして 福祉関係の部分は向こうに行ったわけです

そうすると、ある意味では福祉関係は、あそこにさえ行けば全部一括してできるという

意味では非常によくなったんですけれども、場合によっては本庁舎にも来なければなら

ないしあみかにも行かなければならないという、二重窓口とでもいいますか、そういう

問題は残るわけです。これはあれをつくるときから役場の隣にあの建物ができるならい

いんだけれども、いろいろな関係でそれは無理だから、そこのところはありますよねと

いうことはたしか話があったように覚えております。

それで、こういう場合に、例えば、あみかに行かなければならない用事で役場に来た

と。それから、要するに役場に来なければならない用事であみかに来たと。そういう場
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合の手当てというのは、100％の手当ては恐らく不可能だとは思いますが、できる範囲で

、 。どんなことをしようとして 職員間でこうしようというようなものがあるんでしょうか

●委員長（小澤委員） 町民課長。

●町民課長（久保課長） 私の方からは、町民課窓口サービス係が総合窓口体制として実

施しております事務について、全体はちょっと把握しきれないかもしれませんが、例え

ばということで説明させていただきますが、住所変更届に伴う例えば児童手当を受給さ

れている方のチェック、それから社会福祉施設、保育所の入所の申し込みの受け付け、

それから今取り組んでおりますのは福祉灯油の申請でありますとか、届け出用紙等を用

意しておいて機械的にそれに記入していただくということで、後ほど担当係の方にその

用紙を掲揚すれば事が足りるという部分につきましては、窓口サービス係に用紙を用意

してそれで手続をしていただくということをやっております。

、 、ただ 身体障害者手帳の書きかえでありますとかという専門的な部分につきましては

書き方の指導等も単純なものではないという問題が出てまいりますので、そういった場

合にはあみかの方に申しわけございませんが行って手続をしていただきたいという対応

も現実におっしゃられるようにございます。

●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。

●室﨑委員 総合窓口では多少のことを考えているが、あとは何も考えていないという意

味なんですか。

●委員長（小澤委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） あみかで福祉課の関係でございますけれども、今町民課長が答

弁したものについてはあれですが、現在町内において字名改正が行われております。そ

の関係で住所の変更届等が行われております。私どもの方にも具体的に身体障害者手帳

の住所の表記の変更という方が来られます。今考えると、その方はあみかにも役場にも

それぞれ行っていることになります。実はこのことについては、私は今質問をされた中

で気づいたなということで、それについてはちょっと具体的に考えていなかったという

ことであります。

そのようなことでございます。

●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。

●室﨑委員 今お答えになられた課長さんの所管だけではなくて、ほかの場所でもこれは

十分に考えていただきたいことなんです。

実は雪の降る前でしたが、私は非常に胸の痛む光景を見てしまったんです。あのとき

私も自分の仕事をちょっと投げて乗せてあげればよかったなと、今非常に反省している
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んですが、ちょっと仕事が忙しくて私も見送ってしまったんですが、本庁舎での出来事

でした。何かあみかの方に寄って一つ用事を足したらしいんです。そして、その足でこ

。 、 、 。っちに来たんです それで窓口 あえてどことは特定しませんが 行って言ったんです

担当者は、ちょうど私後ろのいすに座っていたから全部見えるんですが、ああ、それは

、 。 、あみかですよと一言言って もう後ろを向いて仕事を始めちゃったんです その初老の

女の方でしたが、ああと言ってため息ついてしばらく肩を落として、それから思い直し

たように玄関の方に歩いて行きました。そのときに、仕事の内容によってはもう一遍あ

みかに行ってもらわなければならないこともいろいろあると思うんです。それで、その

ときに一々、それこそ公用車を出して乗せて行けなんて私言いません。ただ、ちょっと

待ってくださいと、担当者の方に今電話しますからと目の前で、役に立っても立たなく

ても電話一本ぐらいかけてやるとか、応対の一つ、言葉一つでもって、その見えた方の

印象は、あるいはご苦労は全く変わると思うんです。ところが、およそそういう雰囲気

ではなかった。

それで、恐らくこの２つに窓口が分かれたときにそういう懸念があるんではないかと

いう議論の中で十分手当てするというような話が当時あったように私も記憶しているん

です。だけど、これだけ年月が流れると、そんなものはすっかり歳月の流れの中に洗い

流されてしまって、こんなふうになるのかなあと、ちょっと私自身しみじみ思わせられ

るところがありまして、やはり言葉がけ一つで、言葉がけだけで全部対処せえという意

味ではありませんよ。今いみじくも両課長がおっしゃったようにいろいろなシステムの

上で、なるべく来たお客さんを動かさないで済むようにする。そのシステムの構築はど

んどんやっていただきたいが、その根底に流れるのはやはり町民の方に１回で用事が済

むようになるべく不便かけないようにしようではないかという意識だと思うんです。い

かがでしょうか。

●委員長（小澤委員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からお答えさせていただきます。

ご承知のとおり組織機構の中での随所、その部署、部署の本署については明確になっ

ております。しかしながら、町民側からすれば町の施設であるので、その施設の中で用

事が足せるだろうという点もあるかと思います。といいますのは、今ご指摘がされてい

ましたとおり厚岸の役場の施設が分散されております。今、あみか、さらにはまた湖南

地区の出張所等と、主たる町長部局の施設でさえそのように分かれておるわけでありま

す。

そういう意味において、やはり行政といいますのは親切、丁寧に対応をするというこ

とも大事なことでございます。そういう意味においてやはり今後、今の事例、お話を承

りましたので、そういうことがありましたならばやはり行政サービスの観点から、訪ね

、られた町民に対して適切な指導なり回答をするということが大事なことでありますので

私の方の課でないとか、そういう無責任な扱いではなくて、責任を明確にしながら親切

丁寧にその要件が満たされるように、また、町民が行政サービスに対して満足できるよ

うにこれからの連携を密にした方法を考えていかなければならないと当然に思っており
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ます。ご指摘をいただいてまことにありがとうございます。

●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。

●室﨑委員 よろしくお願いいたします。

それで、もう１点別のことをお聞きいたします。

私はオーバーワークっていうのかと思ったら、専門家はオーバーユースっていう言い

方をするんだという話を聞きました。あみかの２階には健康増進室というのがあるわけ

です。それから、委員長すみません、別の施設も似たようなものがありますので。温水

プール。あそこの２階にもトレーニングルームがあるんです。オーバーワークっていう

のは体全体とか仕事とかというときに使うんで、トレーニングのときにはここの部位を

ということになるのでオーバーユースになるんだという話を聞いたんですが、健康増進

室の機械、それからトレーニングルームの機械、あれを使って専門家が一番懸念するの

は運動し過ぎなんです。ああいう運動をすると気分もよくなるホルモンだか何だかが出

て爽快になるんだそうです。だから、もう少し、もう少しって本人は頑張るんだそうで

す。そうするとやはり５回やるより10回やった方が体にはグッと効くというふうに思う

のは人情ですから。それで、今、日本中に、特に都会でフィットネスクラブというよう

なものができて釧路あたりにもあるようですが、そういうところでは必ずトレーナーと

。 、 、いうのかコーチというのか指導する人がついています それは 一番気をつけることは

その人の体力以上のことをさせてしまうことを抑えることなんだそうです。

厚岸町の場合、この健康増進室や温水プールの２階でのところで、そういう観点から

の指導というのはどういうふうにされていますか。

●委員長（小澤委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（豊原課長） お答え申し上げます。

あみか２階の健康増進室の利用でございますけれども、利用をされる最初の段階で体

力測定を実施いたしまして、そしてその後にそれぞれの機械の操作方法を説明させてい

ただいております。その中で適切な利用ということにつきましてご説明をさせていただ

いているところでございます。その後、日を改めてそれぞれの利用者は足を運ばれまし

て利用されるわけでございますけれども、その段階におきましては何かありましたら健

康づくり係へご相談くださいというお願いのみでございまして、具体的な日々のトレー

ナーというような行動につきましてはとらさっていないというのが実態でございます。

●委員長（小澤委員） 体育振興課長。

●教委体育振興課長（松浦課長） 温水プールのトレーニング室の関係につきましてお答

え申し上げたいと思います。

トレーニング機械の使用に当たりましてはトレーニング機械の使用の講習会に参加を

して、それを受講した人、登録された方のみ使用をしていただくというようなことでご
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ざいまして、具体的に登録された方が使用する場合は、その使用をされる方の判断の中

でそれぞれ使用をしているという状況でございまして、それと、トレーニング室は２階

にございますので、１階の事務室からモニターを通して使用状況を監視できるような体

制になってございます。そういうような状況で推移してございます。

●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。

●室﨑委員 まず、健康増進室なんですけれども、かつては結構いい体制だったんです。

今はそれがなくなってしまっている。それで、オーバーユースに対する対処としては甚

。 、 。だ弱いです 何かあったときには来てくださいって あってしまったら終わりなんです

それから、プールにいたっては講習会で機械の使い方を教えるだけですよね、早く言

えば。事故がないようにカメラはこっちに設置していますと。あるいは事故があったら

すぐに飛んでいけるようにということだと思うんです。前に事故がありましたから。そ

の程度の範囲なんです。甚だもったいないと思う。

というのは、この目の説明欄のところに国保の会計の繰り出し金の話も出ていますけ

れども、結局、町民の健康づくりをきちっとやっていくことが国保の赤字を減らす、遠

回りのようで一番の王道だっていう話は何遍もしていますよね。担当者の方もそうだ、

そうだ、そのとおりだと言っているわけです。そういう体制をつくっていくべく健康増

進室もできたし、プールの２階だって使い方によってはそういうことがどんどんできる

わけですね。

ところが、それが何もできていない。下手をすると健康増進室から不健康な人をつく

ってしまいかねない。これはやはりこういう体制が、町のお荷物だ、早くやめてしまい

たいというのでないんであるならば、きちんとした体制を充実していくことが非常に大

事だと思いますが、いかがでしょう。

●委員長（小澤委員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からお答えさせていただきます。

この案件については室﨑議員から何度も承っております。ご案内のとおり、高齢化社

会を迎えて今の時代は介護から健康づくりの時代という、私はあえてお話をいたしてお

りますが、やはりこれからの時代はピンピンコロリ。介護をするというお年寄りがふえ

るならば、本人も大変でありますし、また、ご家族の方にとっても大変なんです。しか

も今ご指摘がございましたとおり、医療費にも関係してまいります。

そういう問題で、私たちも今、大きな悩みとして人材獲得の問題があります。確かに

健康増進室、トレーナーといいましょうか指導者が常設しておったわけであります。し

かしながら、病院等の関係において、その健康室においてはいまだ専門医がいないとい

う事実については大変悩んでおります。そういう意味で、今あちこち募集をいたしてお

ります。また、関係者にもこういう人材がいたらよろしくお願いしますというお話をい

たしておるところでありますが、いまだその人材確保ができておりません。

この点については大変申しわけなく思っておりますが、今後、再度、この人材確保に
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全力で取り組んでまいりたいと、そのよ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（小澤委員） よろしいですか。

ほかにございませんか。

それでは、進めてまいります。

２目心身障害者福祉費。

14番、田宮委員。

。 。 、●田宮委員 地域生活支援というのが新しく出てきました 85万6,000円 中身を見ますと

、 、負担金として障害者 障害児に日常生活用具を給付するというもののようでありますが

これだけに限られるんですか。この地域生活支援事業は。

●委員長（小澤委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 地域生活支援事業の関係でございます。この事業は障害者自立

支援法の施行に基づき、本年10月から地方自治体で行わなければならない事業として定

められている事業でありまして、内容といたしましては総合相談事業、これは現在あみ

かの中で専門家を委託してやっております。それから、先般９月定例会で新条例の制定

をさせていただきました際に、障害程度区分が導入されたことにより非該当とされた方

に対するホームヘルプ事業の提供、それから、手話通訳者の派遣を行うというコミュニ

ケーション支援事業、それから、身体障害者の経過的デイサービスを行っているという

ことで先般ご説明をさせていただいた機会がございますけれども、こういった事業。そ

れに加えて日常生活用具の給付事業、さらに自動車の改造助成事業、それらが地域生活

支援事業となります。

●委員長（小澤委員） 14番、田宮委員。

●田宮委員 この新しくできた障害者自立支援法、名前は自立支援ですけれども、実際に

は１割の公負担があるんです。そうですよね。そんなもん自立ではないです。自立でき

ないです。

そういうことで、一つとしてこの日常生活用具の給付というものがやられるようにな

ったと思うんですけれども、そうしますと、自立支援についてある事業というのはこれ

だけなんですか。１割の応益負担を取られてやられる事業というのはこれだけなんです

か。

●委員長（小澤委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 現在我々が障害者施策の充実を図る観点から今後考えていかな

ければならない事業として障害者の移動支援、これをどう構築していくかということを
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ひとつ検討しなければならない課題としてとらえております。

あとは、高齢社会を迎えた中で認知症高齢者の増加等に伴って、また、障害のある方

にも対して成年後見制度の利用を支援する、こういった事業も組み込まれておりますの

で、これらについても今後事業化といいますか、ということは検討していかなければな

らないというふうに考えているところでございます。

それから、先ほどの日常生活用具給付事業については、今回の制度的に生活支援事業

というふうに位置づけられたんですけれども、旧来から日常生活用具給付事業は存在し

ております。これを制度上変更したという内容になっております。

●委員長（小澤委員） 14番、田宮委員。

●田宮委員 もう少しお伺いしますが、障害者自立支援法ができて町としてそれに基づい

てどういう計画を立てて、どういう事業をやるかというようなことはきちんと計画を立

ててお考えになっておられるんですか。そうであれば、そのことについてもう少し具体

的にお聞かせいただきたいと。

●委員長（小澤委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 今のことにつきましては法律の中で障害福祉計画というものを

今年度内に樹立することが求められております。ただこれは、施設ハード整備事業とか

そういったものまでは求められていない内容になっておりまして、障害者自立支援法が

就労支援という部分に大きな目的があるところでございまして、現在、施設に入所され

ている方々、この方々の軽度な、また障害程度区分が導入されたことにより利用できる

範囲にならない現在の入所施設の利用者、こういった方々はグループホームあるいは自

宅に戻って在宅で暮らしていくと。こういった地域福祉社会がつくられてまいります。

そういった中で現在、10月から上尾幌において、障害者に対するグループホームが既

に始められております。これについても町負担は当然ございますので、そういったもの

への財政負担というのがありますし、さらに現在も共同作業所、これは本年の９月末ま

でをもって北海道補助金が制度上なくなったということでありますけれども、これは共

同作業所に対する補助がなくなったということでありますが、小さい地域では最低限10

人いなければ国庫補助が受けられないという要件が必要なものですから、10人に満たな

い地域は相当ありますので、北海道としても現在ある共同作業所を存続させるために、

地域活動支援センターという事業でもって補助金を交付して、町も受けておりますけれ

ども、これはいずれ今後退所される障害者を受け入れるためにも地域活動支援センター

の充実化、つまり利用人員の拡大と、こういったものも当然考えていかなければなりま

せん。そのために、現在利用している施設で十分なのかどうなのか、そういったことも

町としても検討していかなければならないなというふうに考えております。

今回の地域生活支援事業につきましては国からは一定のメニューが示されているとこ

ろでございますけれども、地域の特性に応じた事業を町がみずから選択し実施できるよ

うになっておりますので、これはさらに検討を進めていきたいなというふうに思ってお
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ります。

●委員長（小澤委員） 14番、田宮委員。

●田宮委員 この障害者自立支援法ができて町もいろいろ今話されたようにやらなければ

ならないし、計画も立てなければならないと。それで、そういうものができて、町とし

てはどういうふうにするんだという、目に見えるようなものを議会に示してもらわなけ

れば私は困ると思うんです。これから福祉計画をつくるんだとか何とかっていうお話を

しておられます。また、そうでなければならないはずなんですけれども。その辺をはっ

。 、 。きりさせていただきたいということなんです 大事な問題でしょう 関係者にとっては

その辺いかがですか。

●委員長（小澤委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 今のことにつきましては私どもも先般議会においてご意見をい

ただきましたところ、この法律が移り変わっている状況、施行されてから関係省令も変

わってきている状況、ですから、その状況が変わった都度議会の方にも報告いただきた

いということでご意見をいただきまして、私どももぜひ機会があれば議員の皆さまにお

知らせさせていただきたいということでお話をさせていただきましたけれども、やはり

この障害福祉計画の内容は、簡単に言いますと施設を退所される人数というものが、国

と道の指針を受けて各町村で目標数値を出す仕組みになります。これをどう受け入れる

のか。これらについては具体的に示していく必要がある。

そこで、一つ私どももはっきり申せないところが、実は先ほどの答弁の中でグループ

ホームが今後出てくるというふうにお話ししましたけれども、施設を利用している方々

が果たして厚岸まで戻ってこられるかと。長年住みなれた地域に医療機関はある、ある

いはそういったグループホームの支援がある、札幌市、釧路市、帯広市、そういった近

郊にとどまるんではないのかなという実は心配もしております。

そういったときに、町としてどう支援できるのか、こういった部分はわからない部分

がありますけれども、まずもって地元で受け入れる体制、これをどうしていくかという

ことについて、この障害福祉計画の中でお示しをさせていただきたいなというふうに思

います。

●委員長（小澤委員） 14番、田宮委員。

●田宮委員 それで、目に見える形で我々に見せてもらえるのはいつなんですか。

●委員長（小澤委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 現在計画策定に携わっていただいている厚岸町保健医療福祉総

、 、合サービス調整委員会 町民の方々に参画いただいている委員会でございますけれども
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その委員会を１月中に開催したいと考えておりますけれども、そこら辺の意見を聞いた

上でお示しできるものはお示ししていきたいなというふうに考えております。

●委員長（小澤委員） 14番、田宮委員。

●田宮委員 何かはっきりわからないんだけれども。いつまでにどうなって、目に見える

形になるんですか。

●委員長（小澤委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 申しわけございません。策定期限は最終平成19年３月31日まで

となっておりますので、４月中にはお示ししたいなというふうに考えております。

●委員長（小澤委員） よろしいですか。ほかにございませんか。

１番、室﨑委員。

●室﨑委員 まず最初に、同じことを聞こうと思ったら田宮さんがおっしゃったので、３

月議会には完全なコンクリートにならなくても出せると思うんです。ここのところはま

だ決まっていないでいいですから。やはり、今、田宮さんがおっしゃったように私も同

じ立場ですから、３月いっぱいでもっていなくなっちゃうわけですから、早くみたいわ

けですから。議員さんたち皆同じだと思います。

（発言する者あり）

●室﨑委員 いやいや、議会は定例会ということになれば３月議会で終わりなんです。だ

から、任期中最後の議会の定例会のときにはそういう資料が出てくるように、これは議

員さん皆同じ条件ですから、やはりそこのところはお願いしたいということ、これは要

望しておきます。

それで、ちょっとお聞きするんですが、自立支援法が施行されて、マスコミでは自立

支援法難民なんていう言葉がちらちらと聞こえています。要するに、施設にいたんだけ

れども、今度は１割負担になるからいれない。あるいは、小規模作業所というような、

小規模でなくてもいいんだけれども、作業所に通っていて、今まではほんのお小遣い程

度の労賃と言えない程度だけれども非常に張り合いがあるわけです。自分のした仕事を

認められてお金をもらうということは非常にうれしいんですが、そういうことが、今度

は払ってくださいと言われるというような状況下で、金銭的な問題もあってやっていけ

ない。それで家に戻る。もともと、例えば施設に入っている人は家にいれないから施設

に入ったはずなんです。いろいろな諸般の事情で。それが、施設にいれないから家に戻

って、さあどうするのっていうような状況が出てきている。あるいは、週に何回か仲間

と一緒にいろいろな仕事をして、それが評価されることが一つの生きがいでやってきた

人が、その場を奪われる。
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こういうことが全国的には随分出ているというんですが、厚岸ではそういう状況が少

。 、 。しでもありますか その点について どのように把握なさっているかお聞きいたします

●委員長（小澤委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） １点目、計画の内容につきましては３月には素案という形でお

、 。示しさせていただく準備を進め そのようにさせていただきたいというふうに思います

それからもう１点。１割負担によりまして、その方々の経済上の理由で利用継続が困

難になっているという状況につきましては、今のところ、実は昨年の６月の時点でお１

、 、 。人発生し その方は現在町内にお戻りになって 家族と暮らしている状況でございます

そのほかの方につきましては、具体的に退所を希望するというような内容についてはま

だ把握していない状況でございます。

●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。

●室﨑委員 やりたいことは山ほどあるけれども、やれることは余りないというのが現状

だと思うんです。それで、今一例の話も出ていましたけれども、いずれにしてもやはり

そういうような状況の方に対しては町の方からできるだけの手当てをしなければならな

いと思います。手当てをするためには実態を知らなければどうにもなりません。そうい

う意味で、もちろん担当者は相当必死でもってやっているとは思いますが、なお一層の

努力をお願いしたい。これはお願いしておきます。

それで、もう１点。今、これはもともとの制度の中からあるんですけれども、日常生

、 。活用具の支援ですとか それから補装具の支援ですとかいろいろなものがありますよね

ちょっとほかの費目にも当たるかもしれませんが、いろいろありますよね。案外、そう

いうようなものの支給を受けることのできる立場にある人が、あるいはその家族が、そ

の情報を手にしていないのではなかろうかというようなものを時々見受けるわけです。

それから、どうしても、私も入れていただいている会では目の不自由な方が何人かいら

っしゃいますが、自分の目に合う短眼鏡であるとかあるいは拡大読書器であるとかいろ

いろなものの実物を見たことがないものですから、最初から自分にきちんと合って使え

るもんだということについてあきらめちゃっているというような部分もあるわけです。

それで、やはりいろいろな情報を、そして機器類は物すごい勢いで進んでいますから、10

年前には机一つの大きさだったものが今は箱一つになってというようなコンピューター

関係が幾らでもあるわけです。使いやすさも抜群になったというような。だから、そう

いう情報をなるべく具体的な形で知らせていくということがやはり町には非常に大事な

ことではないのかなと。そして、そういう器具を手にすることで急を得るというんです

か、日常生活の質が随分向上するのを私もわきで目に見ているわけです。それはお願い

したい。

その意味でちょっと一、二申し上げますが、私のところに、ある夫婦が相談に来て、

これは靴でした。軽い靴を手に入れたいと。だんなさんの足が上がらなくなってきたん

です。それで外を歩く靴が重たくてかなわないと。それで、軽い靴がほしいということ
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、 、で相談に行ったんだけれども 結局はあそこのショーウインドーのようなところに３つ

４つ並べてある室内履き、これ以外にはわからないんだと言われましたといって帰って

きたんです。私の方でちょっと調べてみたら、外歩き用のいろいろな靴、本人が希望す

るほど軽いかどうか知りませんが、幾らでも見つかるんです。

そういうような状況がありまして、といって、今は別にそれだけがいけないとか、だ

からだめだとかって言っているんではないです。一例なんです。靴さえよければあとは

、 。 、いい どうでもっていう話でももちろんありませんから やはり情報を十分に摂取して

そしてそれをまた町民に広く還元していくというか、特に必要とする人に。その体制と

いうものがどうも今一つ心もとないというのが、わきで見ていての率直な印象です。こ

の点についてはどのような手当てを考えていらっしゃいますか。

●委員長（小澤委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 私も大きな課題は、現在の福祉サービスを利用している方々が

この障害者自立支援法の施行がどんどん進むにつれて、どう生活環境が変わっていくの

かなというふうなことであります。そこで、今後、利用者あるいは施設と必ず接点を持

たなければならない状況にあります。これは、法律の経過規定では、５年以内に何らか

の変更が利用者に起こり得る状況になってございます。これは、私どもは釧路管内の専

門的な人材を活用させていただきまして、その総合的な相談の中で家族あるいは本人、

そして施設と、今後の生活について十分にお話をさせていただいて、町で必要な支援体

制、そういったものをあわせて今後努力してまいりたいというふうに思います。

日常生活用具と補装具の関係でございますけれども、なかなか現状の私どもの情報提

供という中では十分ではなかったというふうに思っております。また、制度も変わり、

補装具は１割負担となったんですけれども、そういった現在の利用対象者のみの状況提

供で終わっていた状況にございます。これは、もう少し広く情報提供に努めてまいりた

いと思います。

そこで、こういった機械類、日常生活用具については、私どもは余り日常的に見かけ

ないものでありまして、そういった当事者が使って本当に便利なもの、便利なものは健

常者にとっても便利なものでありまして、本当に初めて見るような機械もたくさんあり

まして、これではいけないなということで、先般、毎年東京で行われている国際福祉機

器展というのがありますけれども、そこに出展された業者からカタログを取り寄せ、こ

れをまず一つの教材として私どもみずから勉強し、利用者への相談に使わせていただき

たいなというふうに考えているところでございます。

●委員長（小澤委員） よろしいですか。

（ いいです」の声あり）「

●委員長（小澤委員） 12番、谷口委員。
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●谷口委員 自立支援の関係でちょっとお伺いしたいんですが、結果的に施設入所者の問

題ですけれども、今までに法の施行に伴って１名の方が退所されているということなん

ですが、この自立支援法に伴って、責任というか出身地の責任、居住地の責任、その辺

が以前とは今度は変わってきたというふうに聞いているんですけれども、その辺では実

際に今入所をされている方、あるいは今後入所を希望されている方、そういう方にどう

いう影響が出てくるのかお伺いをしたいと思うんです。

厚岸町には具体的に先ほど上がったグループホームが立ち上がったのと、今やってい

る共同作業所、これ以外はないわけです。そうすると、ほとんどが他の地域にあるさま

ざまな障害者の施設を利用しなければならないということになると思うんですが、結果

、 、的にそういうことから退所を余儀なくされたり あるいは厚岸町が面倒を見るというか

そういうことができないんであれば入所が不可能になってしまうというような影響とい

うのは出てくるのか、出てこないのかお伺いをいたします。

●委員長（小澤委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 障害者自立支援法については先ほども少し答弁させていただき

ましたけれども、就労支援も一つの目的に入っておりまして、はっきり言いますと比較

的軽度で就労につける方は就労支援をするなり、そういった形で就職に結びついていく

生活を送っていくというような形になってきます。そこで、現在厚岸町ではグループホ

ームと共同作業所と、それから就労継続支援ということで就労できるように継続的に支

援していくという事業所もございます。現在、こういった形での中で、来春高等養護学

校を卒業される方、こういった方については具体的に学校の教員が私どもの方に来て、

地域の資源を利用してどういう生活ができるのかということでも来られております。こ

の養護学校卒業者につきましては共同作業所の利用も希望されておりますし、そういっ

た実際の体験を通じて本人に選択していただく。本人には厚岸だけではなくて釧路市内

の共同作業所も体験していただいております。その上で利用者のニーズに合う作業所を

選択していただく形になろうかなと思います。

それから、居住地の問題ですけれども、これから新しく施設に入居するなり、グルー

プホームは除いて施設というふうに限定させていただきますけれども、施設に入所され

た方はすべて厚岸町がその支援をするということになってまいります。

今一つその見解が示されようとしている部分、つまり、障害者自立支援法の施行によ

り変わろうとしている部分がグループホームであります。このグループホームについて

は現在出身世帯の責任において支援をさせていただいておりますけれども、これらが今

後、支庁からの情報では、この12月に道庁の方からその見解を示すということでありま

すけれども、一つの、先ほど少し言ったのは、市にグループホームがたくさんふえるん

ではないのかなというふうに私思っている部分があるんですが、そういった部分、施設

から出てこられた方がグループホームということは施設が出身地というふうな考え方も

なります。今は地元から施設、ここは出身地は厚岸町ですけれども、施設からグループ

ホームに来るときにどこが出身地なんだということで、各町村から質問等も出されてい

るようでございまして、これは一つの方法として道が見解を定めるようでございます。
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これらについては今後注視していくわけですけれども、施設から出られる方は、はっ

きりと財政的なことを言いますと、在宅ではなくいずれかのグループホームに来たとき

。 。 、には現在より安い経費で暮らしていくことになります 施設は比較的高いです 今現状

そういった施設利用者の負担をしておりますので、そういった範囲ではグループホーム

がどこに行ってもやっていけるのかなという部分がありますけれども、それが公的な財

政といいますか仕組みとして実際にどこが負担すべきかということを考えると、ちょっ

とはっきりお答えできない部分があるんですけれども、今の制度のままでいくと財政的

には耐えられるんではないかなと思っております。新しくグループホームに入りたいと

いうふうな方がおります。これは現在厚岸町に１つしかございません。１つ４人しか入

れませんけれども、現在、その事業者についてはさらに地元地域の拡大といいますかこ

ういったものも検討しているようでございますので、地元で受け入れるものについては

やっていけるんですが、実施にそれができなかった場合、本人が在宅を希望するか、あ

るいは町外のグループホームを希望するか。また、町外のグループホームを希望する場

合においては、居住支援という形で町もバックアップしたいなというふうに考えており

ます。

●委員長（小澤委員） よろしいですか。

（ いいです」の声あり）「

●委員長（小澤委員） ほかにございませんか。

それでは、進めてまいります。

３目心身障害者特別対策費。

４目老人福祉費。

１番、室﨑委員。

●室﨑委員 ここでちょっとお聞きするんですが、いわゆる180日問題といわれる医療リハ

。 、ビリ日数制限の問題です ちょっと関係ないんではないかと思われるかもしれませんが

実は関係がありますのでよろしくお願いします。

平成18年11月７日、朝日新聞に厚生労働省保険局医療課長という人が書いている文章

が非常に問題点を的確に書いていまして、そこで脳卒中などの医療リハビリの日数制限

よろしくないって言っているけれどもそんなことないよという、厚生労働省の言い分が

非常にわかりやすく書いていて、そこで医療保険のリハビリの終了後は介護保険でリハ

ビリを続けられるから問題ないんだと言っているんです。それで、その場合でもちゃん

と施設の通所リハビリと理学療法士や看護師が自宅に来る訪問リハビリがあると。全国

ではこれだけたくさんある。何も問題ないというようなことが書いているんですが、厚

岸町でこのいわゆる日数制限でもって切られて、後は介護リハビリの方に行きなさいと

言われた場合にこれを受けられますか。

●委員長（小澤委員） 保健介護課長。
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●保健介護課長（豊原課長） 医療機関の状況等につきましてはつぶさに承知はしてない

ところでございますけれども、確かにそれぞれの病気によりまして180日、150日、90日

とかということで期限が区切られるというお話は承知をいたしているところでございま

す。その期限後をどのように対応するのかということで、委員おっしゃられましたよう

に介護保険が受け皿になるということは厚生労働省でお話されております。しかしなが

ら、実際厚岸町でこの介護保険の事業所どうなのかということで見ました場合、５月以

降に民間で１カ所リハビリデイが開所をいたしております。そこにつきましては10名程

度の介護認定者の方々にサービスを提供するというような形で進められているところで

ございますが、やはり利用者の声、たまたまケアマネジャー等々を通じて入ってくるわ

けなんですが、その中ではやはり医療機関とリハビリデイとは少し対応が違うというよ

、 、うなことで 中にはリハビリデイ自体をやめたいという声まで聞こえてきておりまして

厚生労働省が言うような受け皿にはなっていないというのが実態ではないのかなという

ふうに承知をいたしております。

●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。

●室﨑委員 この厚生労働省の医療課長は、何ともない、何ともないという書き方で、実

は問題点を全部教えてくれたんではないかというぐらいわかりやすく問題点を書いてい

るんです。これに一つ一つ答えるというと答案が全部できるという。ここでは、病院で

特別なリハビリを受けなくても日常生活の中で積極的に体を動かすことで体の機能が十

分維持できるケースもあるはずだなんていうことが書いてあるわけです。あるいは、リ

ハビリで心身機能を完全な状態に戻すことは難しいから、だから切るんだというような

ことを言っているわけです。維持という考え方が全然ないんです。

それから、リハビリという言葉で一くくりにしているけれども、いみじくも今課長が

おっしゃったように中身が違うんです。全然違う。

それで、今この180日問題というのはひどいではないかと、患者切り捨てではないかと

いうことでいろいろ出ているんですが、100％の対応は町でできないとしても、厚岸町で

は病院を含めたこの体制の中でいろいろとご苦労しているというふうに伺っています。

それで、厚生労働省と一緒になって、はいはいなんて言って切り捨てはしていないと思

うんです。大病院では待っていましたとばかりに急性期過ぎたものをどんどん外へ出し

て、医療点数の高いものだけを置こうというような動きも都会の大きな病院ではあると

いうような報道がありますけれども、厚岸町はむしろそれで出されてしまった人たちを

どう支えようかということで一生懸命だというふうに伺っていますんで、町としての考

え、あるいはこんなふうにしてとにかくできる限りの対応をしているというものがあり

ましたらお知らせをいただきたいんです。

●委員長（小澤委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（豊原課長） 町といたしましてということになりますと、なかなか制度
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上の問題もございまして大変苦しいところもあるわけでございます。ただ、町立病院の

、対応といたしましては隣の状況をお聞かせいただいているところがございますけれども

、 、 、何とか 何といいますか お医者さんの判断というのが大変重要なかぎでございまして

医師の判断の中でなお加療が必要だと認められる部分につきましてはさらなる治療とい

うことも現在のところ可能なようでございまして、必要な患者さん、それから介護を受

けられておられる方々、そういう点では頻繁にといいますか定期的にお医者さんとコン

タクトをとっていただく中でどうすべきかというような判断をされているという状況に

あるというふうに理解をいたしております。

●委員長（小澤委員） よろしいですか。

（ はい、結構です」の声あり）「

●委員長（小澤委員） ほかにございませんか。

それでは、進めてまいります。

６目自治振興費。

７目社会福祉施設費。

２項児童福祉費、１目児童福祉総務費。

２目児童処置費。

３目ひとり親福祉費。

４目児童福祉施設費。

12番、谷口委員。

●谷口委員 現在の保育所の入所状況について教えていただきたいんですが、定員に対し

てそれぞれの保育所はどうなっていますか。

●委員長（小澤委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） お答え申し上げます。

まず、認可保育所の真竜保育所が定員70名に対しまして71名。それから厚岸保育所が

定員100名に対して同じく71名。宮園保育所が60人に対しまして60人。これが12月１日現

在の状況であります。

●委員長（小澤委員） 12番、谷口委員。

●谷口委員 それで、今、未満児保育といいますかゼロ歳児、１歳児、２歳未満児、その

入所の定員と入所数はどうなっていますか。

●委員長（小澤委員） 福祉課長。
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●福祉課長（松見課長） 真竜保育所において未満児保育を実施しておりまして、ゼロ歳

児が３名、１歳児が９名、計12名でありますけれども、定員はあと２名ほど。そのよう

な状況になります。

●委員長（小澤委員） 12番、谷口委員。

●谷口委員 そうすると、これを見ていますと厚岸保育所は今のところ定員にまだ余裕が

ありますよね。それで、真竜保育所と宮園保育所、これにおいては定員いっぱい、ある

いは１名オーバーというような状況になっているんですけれども、最近保育所は大都市

では非常に待機児童の問題が大きな問題になっていますけれども、厚岸の保育所におい

ては待機児童というのはいるんですか、いないんですか。

●委員長（小澤委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） お答え申し上げます。

待機児童については現在、障害のあるお子さんの家庭が実はお一人入所を希望されて

おりますが、この方が１人待機という状況。それ以外にはない状況であります。

●委員長（小澤委員） 12番、谷口委員。

●谷口委員 真竜保育所で障害児の保育について今までやってきていますよね。それで、

現在待機が１名いるというのは、これはどういうことなんでしょうか。

●委員長（小澤委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 障害児保育につきましては、真竜保育所と厚岸保育所において

実施可能でございますけれども、現在の障害のあるお子さんは真竜保育所のみでござい

ます。そして、１名の待機でありますけれども、保育士の確保ができない状況で待機と

いうことになっている状況でございます。

●委員長（小澤委員） 12番、谷口委員。

●谷口委員 そうすると、障害児保育を行う上での対応できる保育士は今現在何人いるん

ですか。

●委員長（小澤委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 近年なかなか障害児を専門に保育するという職員の養成といい

ますか、行っていない状況でありまして、児童１人に対して保育士を実は１人配置させ

ていただく中で保育をさせていただいておりますけれども、できるだけ保育実績のある
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保育士、できましたら一度役場をやめた職員の方々とかそういった方々にお願いしたい

なというふうに実は考えておるんですけれども、現在実はお２人真竜保育所におります

けれども、特に特別な障害児に対する教育を受けていただいたという状況ではなくて、

臨時職員を確保した中で、各所長等と検討させていただいた中でその児の担当を受け持

っていただくという方法で行っているところでございます。

●委員長（小澤委員） 12番、谷口委員。

●谷口委員 それではせっかく看板だかのれんだか立派なやつを上げておいて、ここの保

育所とここの保育所は障害児保育をできますよと言いながら、実はそれに対応できる先

生がいるけれども結果的にしり込みして、ちょっとやる気が出ませんので受け入れでき

ませんということですか。

●委員長（小澤委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） そのお子さんにとらわれず、通常の保育業務を含めて保育士の

確保が今年できなくなったということであります。昨年まではそういったことがなかっ

たもんですから、今年初めてそういった保育士の不足といいますか、障害児だからとい

うことではなくて就職希望がないという状況が今日至っている状況でございます。

●委員長（小澤委員） 12番、谷口委員。

●谷口委員 そうすると、今現在は全体的に保育士不足の時代なんですか。その専門学校

を含めて、その卒業生を含めても保育士は今不足している時代なんですか。就職をする

こと自体が大変な時代に、今保育士になる人が少なくなっているということですか。

●委員長（小澤委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 具体的に、例えば釧路短期大学だとかそういった保育する人を

養成する学校と、特に入学者の減だとかそういったことは聞いておりません。ただ、厚

、 、 。岸町は認可保育所 それから僻地保育所 児童館とさまざまな児童福祉施設があります

それに各児童も近年出生数は100人から80人台と減少が見られるんですけれども、例年年

度末で約200人の保育所の児童の数は実は横ばい状態なんです。そういったことで一定の

保育士は必要として確保できている状況でありますけれども、そういったたくさんの事

業所があるのが原因かなと。特に保育士が少なくなっている状況というふうには思って

いないということでございます。

●委員長（小澤委員） 12番、谷口委員。

●谷口委員 僻地保育所にも有資格者の保育士さんを配置したり、補助員は別でしょうけ
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れども、そのように配置しているんですけれども、それらを含めた人事配置の中でやは

り今就学前の一定の集団生活だとかいろいろなことを考えていくと、そういう障害児の

方々をやはりきちんとした対応をとってやるということが非常に大事ではないのかなと

いうふうに思うんですけれども、それについてもう少し対応の工夫が必要というふうに

思いますけれども、もう一度ご答弁をお願いいたします。

それから、結果的に今、保育所が大体定員、厚岸保育所を除くと定員の枠内いっぱい

になってきているというふうに思うんですけれども、保育所のかかわりといいますか一

部のお母さん方から話を聞くんですけれども、以前のように保育所でどんな生活をして

いるのか、あるいは保育所の参観日なんていうのがこのごろないんだというような話を

聞くんですけれども、親と保育所がもっと身近になった方がいいのではないのかなとい

うふうに思うんですけれども、その辺はどうなのかなというふうに思うんですが、やは

り、せっかく子供たちが通っている保育所もその中でどういう生活をしているのか、そ

して、それが家庭にいい影響を与えているのか、悪い影響を与えているのか、家庭では

こうしなければならないというようなものもやはりきちんとわかるような保育行政でな

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が、その辺はどうなんでしょ

うか。

●委員長（小澤委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） まず、受け入れ、待機者を出さないようにということでありま

すけれども、その対応としては17年度の例で申し上げさせていただきますけれども、乳

、 、幼児保育 先ほど言ったように真竜保育所のみで行っているところでありますけれども

昨年実は乳幼児保育の利用希望者が多くいらっしゃいまして、比較的短期間の利用申し

込みだったもんですから宮園保育所も一部準備して受け入れた。待機者を出さなかった

というような対応をとらせていただいております。そのときも保育士１名増ということ

でありました。そのときは保育士が確保できたんでそういうことができた状況でありま

すし、予算面においてもきちっと見ていただいて対応させていただいているところでご

ざいますので、待機者については今後も出さないという考え方で挑んでまいりたいと思

います。

それからもう１点の、保育所が果たす地域へのかかわりと言いますかそういうことを

考えますと、お母さん、お父さんは必ず朝送迎に参ります。そういった中で保育士が当

然時間がある限り直接面接し、昨日の夜どうだったとか、昨日保育所から帰ってきてこ

ういうことを言っていたんだけれどもどうだったとか当然話をします。ただこれは本当

にお母さん方に関心を持っていただかないと、そういったことが行えない状況なんです

けれども、保育所としてはできるだけ保育士に直接会って児童を引き渡してほしいだと

か、そういったことを常々お願いをしているところでありまして、保育所内にも遠慮な

く入っていただくように、玄関までではなくて教室までどんどん入ってきている状況に

もあります。そういったところで比較的遠慮がちなお母さん等もいますんで、そこら辺

はもっともっと保育所の中を見ていただくような工夫は必要かと思うんですけれども、

なかなか若いお母さんたちの保育所に対する考え方も多様にあるようでございます。そ
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して、時にお母さんたち、日常何らかで働いているということなもんですから、なかな

か保育所に来れない。保育に欠ける児童をお預かりする施設ですから、そんなしょっち

ゅうお母さんたちが来れるはずもないんですけれども。

いずれにしても、そういった接点については常々努力しておりますのでご理解賜りた

いと思います。

●委員長（小澤委員） 12番、谷口委員。

●谷口委員 未満児保育についてそのように対応されたということに対しては、やはり非

常にいいことではないのかなというふうに思います。それと、やはり保育所と父母の方

々の接点といいますか朝の忙しい時間にこれから出勤しなければならない、次の仕事に

移っていかなければならない、そういうのが保育所ですよね、いってみれば。そうであ

るわけですけれども、やはり一定の公開参観だとかそういうものも行えば、先ほど課長

が言われたように、なかなか１人では行けないけれども、そういう日にちをつくってく

れれば参観しようかとかそういうことになっていくんではないのかなというふうに思う

んです。

それで、以前は父母会何かが一生懸命かかわりすぎると言ったら怒られるかもしれな

、 、いけれども そのくらい保育所とかかわりをしながら労力奉仕も含めてやっていたのが

最近は随分そのあたりが薄らいできているんではないのかなということが言われている

んですけれども、そういう父母とのかかわりについてもう少し工夫をしていただきたい

なと思うんですがいかがでしょうか。

●委員長（小澤委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 保育所の出来事に関してはお便り等で日々お伝えしているとこ

ろでございます。ただ、参観日だとかそういったものはやはりなかなか、お母さんたち

は働いているもんですからちょっと保育所のイメージとしてはそんなたくさんは行えな

いのかなと思います。

一方で、運動会だとかそういった中で父母の協力を当然お願いしております。少し古

い年代になりますと、父母の方々も結構熱心で、いろいろお手伝いしてくれたようでご

ざいます。ただ、近年なかなかお手伝いにも出て来られない状況があるようです。それ

から、そこら辺で交流というのはそこらの部分だけではないですけれども、なかなか私

たちが接点を求めても近づけない部分があるのかなというふうに思っておりますけれど

も、引き続きより多くの触れ合いができるように頑張っていきたいと思います。

●委員長（小澤委員） 12番、谷口委員。

●谷口委員 最後にしますけれども、やはり接点は大事だと思うんです。もっともっとし

ていくと。それで、やはり一時壁をつくられたんです。そこからやはり結果的にはこれ

は口出ししてはダメなんだな、余り協力するまでもないんだなという、そういう時期が
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あったんです。それがずっと来てしまっているから、その何年かたってしまうことによ

ってそういうお互い今まで当たり前だと思ったことが当たり前でなくなって、そこから

ぷつんと切れて、さあ今といえば、課長がおっしゃるようにお母さん方も仕事している

から無理だというようなことになってしまうんです。一回切れたものをつなぎ直すとい

うのはなかなか大変なことだと思うんです。ですから、やはりそういうことは一遍にで

なくていいから、できるところからやはりやっていってほしいなというのが私のお願い

なんですがいかがでしょうか。

●委員長（小澤委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 保育所というものはもう１点、保育という観点以外にも、子育

てに悩むお母さんたちへ相談支援だとかそういったものも児童福祉法上求められている

ところでございます。

現在、厚岸で子育て支援センターがありますけれども、これは比較的幼児の方々が、

ちっちゃいお子さんが中心に使っていますけれども、そういったことも見ながら保育所

でできること、そういったことを検討していきたいなというふうに思います。

●委員長（小澤委員） よろしいですか。

（ いいです」の声あり）「

●委員長（小澤委員） ５番、中川委員。

●中川委員 課長に質問させていただきたいんですけれども、課長、事務所と現場の保育

。士というんですか先生方との疎通がとれていないんではないかなと思うんですけれども

それで、９月ごろ、うちの近くに若い夫婦がいるんですけれども、その子供が、これは

厚岸保育所です。１週間に金曜日まで預かっているんだそうです。それで、土曜日は私

がいますからということで契約が金曜日までだそうなんですけれども、たまたまお母さ

んに用事がありまして保育所にお願いに行ったそうなんです。そうしたら、私たち保育

士、というんですか先生方が、手が足りませんので連れてくるなと言われたと言うんで

す。それで、中川さん、これたまたまなんですということで、では、話してみますかと

いうことであみかの方に行きました。残念ながら課長はおいでになれませんで、サワダ

さんかな、それとサワダさんの隣に女の人がいまして、中川さん、その保育所どこなん

ですかって言いますから、厚岸保育所なんですよって。いつもでなくたまたまそのお母

さんが忙しくて用事がありまして土曜日にお願いに行ったら、連れて来るなと言われた

と。これひとつできるかできないか聞いていただきたいということで私あみかの方に行

ったんです。課長はおいでにならなかったんですけれども、そうしたらサワダさんいわ

く、いいんですよってこういうことなんです。連れていってくださいって。隣の彼女の

名前を知りませんでしたけれども。そして私はそのように返しました。いや今役場に行

ってあみかの担当職員に言ってきたんですけれども、連れていってくださいという話で
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したと。そうしたら物すごい馬力なんです、その言い方。私に対して。私も物言いたく

て議員やら組合の役員に批判食っていますけれども。物言いが悪いって。何か私が怒ら

れたような話なんです。いや、中川さん、だめなんですよって。何回お願いに行っても

だめなんだって。保育士の手が足りないから連れて来るんではないと言われたと言うん

です。しかし、現場というか事務所の方はどうぞ行ってくださいとこういうことです。

ですから、その辺がもう少し、こんなことは議会で質問すんではなくて課長に会った

ときに話しすればよかったんですけれども、今保育所のところですから、これでいいの

かどっちがいいのか、先生方の現場が悪いのか、事務方が悪いのか、何か疎通が。事務

方ではいいですよ、連れて行ってくださいって。あちらの方はいやいや保育士の手が足

りないから金曜日までなんだから連れて来るんでない。困りますよという話なんだそう

。 。 、 、です だから今これがどうなっているのか それから 担当者はそういう話でしたので

それをちゃんと答弁お願いします。

●委員長（小澤委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 今のようなお話は私には報告いただいていない状況であります

けれども、保育所は月曜日から土曜日まで開所しておりまして、土曜日だけ使わないと

いう契約は行っておりません。したがいまして、月曜日から金曜日、当然保育する時間

として開けておりますし、ちょっとおっしゃっている内容があれば大変なことですけれ

ども、私はそのようなことはないんではないのかなというふうに、今の話を聞いて思っ

たところでございます。

●委員長（小澤委員） ５番、中川委員。

●中川委員 そんなことがあったら大変だということなんですけれども、私はそのお母さ

んから言われたことが、１週間、今課長が言われたように月曜日から土曜日までなんで

しょうけれども、たまたまお母さんがうちにいるから金曜日で、土曜日はやらなかった

かもしれませんけれども、用事があって、これは１カ月に１回かそこらなんですけれど

も、今言いましたように我々手薄なんですから連れて来るんでないって、こう言われた

と言うんです。それで私が頼まれておたくの課に行ったんです。そうしたら、サワダさ

んかもう一人隣の席にいる彼女が、いやいや中川さんそんなことないですよ、どうぞど

うぞって言っても、現場でお母さんが言われた話と違うものですから、課長は聞いてい

ませんでしたと言いますけれども、そういうことがあったんです。私も今小さい子供が

いませんのでよくわかりませんけれども、そういうことがありましたので今後、これ何

というんだろう、注意でもないし、そこをちゃんと現場方と話を、だから疎通がとれて

ないのかなという感じがしますし、その辺今後ひとつよろしくお願いしたいなと思って

います。

●委員長（小澤委員） 福祉課長。
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●福祉課長（松見課長） このことにつきまして調査をさせていただきまして、対応させ

ていただきたいと思います。

●委員長（小澤委員） ５番、中川委員。

●中川委員 調査していただくのであれば、私もそのお母さんの名前ももちろんわかって

いますしどうでもしますので。私らもあれしていませんから。

●委員長（小澤委員） よろしいですね。

（ はい」の声あり）「

●委員長（小澤委員） ３時休みをしたいと思いますので、休憩いたします。再開は３時30

分。

午後３時01分 休憩

午後３時30分 再開

●委員長（小澤委員） 再開いたします。

４目ございますか。よろしいですね。

それでは、進めてまいります。

５目児童館運営費。

４款衛生費、１項保健衛生費、１目衛生予防費。

１番、室﨑委員。

●室﨑委員 ここでちょっとノロウイルスについてお聞きします。それで、委員長、ノロ

、ウイルスに関するところというのはいろいろな部署も絡んでくるかと思いますけれども

それは勘弁してください。

●委員長（小澤委員） はい。

●室﨑委員 今、随分とノロウイルスが各地で発生しているようですが、厚岸町の状況は

どうでしょうか。

●委員長（小澤委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（豊原課長） お答え申し上げます。

新聞報道等々で出ておりますとおり、ノロウイルスの発生につきましては近年にない

状況でございまして、多発の状況でございます。厚岸町内においての発生ということで
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ございますけれども、私ども保健介護課の方に連絡が入っておりますところでございま

すが、事業所から釧路保健所に報告されるという制度になっておりまして、その後に私

どもに連絡が回るというような流れになるわけなんですが、特別養護老人ホームなんで

すけれども、そこで先月発生があったという状況でございます。保健所から連絡を受け

まして、具体的な予防策等々をそれぞれ該当する高齢者施設、あるいは子供さん方の施

設、そういうところへ私どもは予防措置ということでの連絡を徹底すべく注意を喚起し

たところでございます。

●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。

●室﨑委員 その心和園の中にノロが発生してしまったと。これは別に、だからけしから

んとかそういう話では全くありませんから。経路なんかについては明確になっています

か。

●委員長（小澤委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（豊原課長） お答えいたします。

釧路保健所がつぶさに施設に入りまして現場を確認。それから、職員の皆さんから状

況をお聞きする。そういう中で経路等特定をしていくわけでございますけれども、はっ

きりしましたらお知らせしますというお話のきり、その後原因は何かというような点で

の説明についてはまだ連絡が入っていない状況でございます。

●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。

●室﨑委員 その先、議会で別に具体的にしなくてもいいですけれども、現場では大体押

さえているというような話もちらちら聞こえるんですが、そのような認識でよろしいで

すか。具体的に何がどうだなんていうことは要りませんから。

●委員長（小澤委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（豊原課長） 私どもも状況についてはお聞かせをいただいているところ

でございます。その中で果たしてその部分が出発点だったのかどうなのかという部分に

ついては大変微妙なところがあるわけでございますけれども、発生した日の前後を考え

ますとそのあたりかなというような漠然とした考え方を持っているところでございます

が、なお、この件についての特定ということになりますと北海道が権限を持っている、

そういう話でもございますので、私どもは保健所からの連絡を待っていると、こういう

状況でございます。

●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。
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●室﨑委員 いわばいろいろな権利関係が絡みますので、特定は大変難しい部分があるん

ですよね。だから、どこから何を言われてもこうですよというものが言えない限り保健

所は言えないと思うんです。ただし、相当の蓋然性をもってここだろうということの当

たりはつけていかなければならないんです。というのは、予防をせえと言ったって、ど

こから入ってきて、どういうふうな経路を通っているのかが皆目わかりませんという状

態では予防のしようがないんです。ですから、やはりそのあたりは現場は現場としての

判断で、このあたりの蓋然性は非常に強い。そうであればここのところを遮断するため

にはこうしなければならないというのを、どんどんと手を打っていただきたい。そうい

うことなんです。

それで、もう一つ予防という点で大変大事なのは情報の共有だと思います。何カ月か

前に町内の、どこの保育所とは今言いませんが、ノロの発生があったという話が議会の

方にもお話がありましたですよね。あれを聞いていると、ファイヤー何とかっていうん

ですか、ばーっと大きく出てくる前に、ぽつんぽつんとそういえばというのがあるんで

す。だから、その段階で手を打っていればあんなに大きくならなくて済んだんではない

。 、 。か これはそのときがということではなくて このたぐいのものにはよくあるわけです

ですから、日常の中で芽の小さいうちにつぶすと。つぶすのはノロですよ。それが非常

に大事なことなんです。

ところが、もう一つ、前に給食で大きく出ていますが、あれがサルモネラだったら大

変なことだったんですが、ノロというのは、ありがたいことにっていう言い方は余りよ

くないんですけれども、３日ぐらいで大体、脱水症状さえ気をつければ治っちゃう病気

なんです。昔は冬の風邪は腹を壊すよなって僕らはよく言ったもんですが、あれ振り返

ってみればノロだったかもしれないです。

というような状況なもんですから、どうしても軽く見てしまうし、潜ってしまう。統

計に出てこないという部分がたくさんあるかと思います。それだけにいろいろな、私が

ぱっと思いつくだけでも心和園、保育所、学校というようなところは、相当に今鋭敏に

なっていただかないと後手に回ってしまうんではないかと。

そういう意味で、こういう関係者が常に集まって情報を共有して提供しあって、例え

ば保育所で１人子供が出たとすると、それの兄が学校に行っていれば、そこの家庭の中

でもってずっとうつっている可能性があるわけです。接触感染だけではなくて、実質上

の空気感染も行いますから。

ですから、そういうことを含めて、必要以上におびえてパニックになる必要はないけ

れども、必要以下に甘く考えてはいけないという意味で、どういう体制をとっています

か。その点についてご説明をいただきたい。

●委員長（小澤委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（豊原課長） 感染症の予防につきましては庁内に感染症予防対策委員会

を設けておりまして、そこの構成メンバーを中心に情報を共有するようにというような

形をとっております。今回のノロウイルスを初めとします冬の感染症の予防につきまし

ては、早くから釧路保健所を通じまして私どものところへも予防策の徹底というような
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通知が入っておりますし、また、それぞれの事業所ごとにも同じように通知が入ってお

ります。私ども、さらに念を入れるというようなことで役場内の関係組織それぞれの皆

さんに情報を伝えるとともに、民間のそういう高齢者施設、それから幼児教育施設、こ

ういうところにも情報を提供いたしまして、お互い気をつけてまいろうというようなこ

とで働きかけを行ったところでございます。

●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。

●室﨑委員 余り時間をとりたくないので簡単にやりますが、防災行政無線で、今日は食

中毒が発生する警報が出ていますから気をつけてくださいというのが流れます。それと

同じように保健所だとかそういうところで、管内でノロが出ています。気をつけてくだ

さい。あるいは町内でノロが発生しています。気をつけてくださいというのが流れる、

そういう意味での情報提供と、それから今言ったような具体的に、例えば室﨑というう

ちで保育所に通っている子供がどうもノロのようだと。だから、そこのお兄ちゃんが今

小学校１年生だから、だからこれも気をつけてもらう。それから、その家庭に対しても

ほかの家族に、家族に非常にうつりやすいわけです。

うつっていないかということをすぐ調査するというような意味での情報提供がきちっ

と相互に行っているかどうか。その点をお聞きしているわけです。いかがでしょう。

●委員長（小澤委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（豊原課長） お答え申し上げます。

確かに今回防災無線を活用いたしましての呼びかけといいますか

（ そんなことは聞いていない」の声あり）「

●保健介護課長（豊原課長） その点については行わなかったわけでございます。

相互に情報を交換する、そういう点では私どもの方に情報がいただけるような形とい

いますか、そういうシステムと、それから、こちらから予防に関するイロハといいます

か、そういうところをお伝えすると。これがうまくかみ合わないといけないというふう

に思っておりまして、日々情報収集、情報提供に努めている、そういうような状況でご

ざいます。

●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。

●室﨑委員 今の答弁を聞いていますと、具体的なところは全然動いていないんではない

。 。かという気がしてしょうがないんです これは助役なんかのレベルになるかと思います

各課全部の連携ですから。

それで、やはりいわゆる防災無線で流すとか民間の事業所までずっと言うとかってい

うときに、室﨑んところの子供がノロになったぞなんていうような話は言えっこないん
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です。これはもう個人情報の問題ですから。ただし、健康と命を守るというところで、

担当者の間ではやり取りはやはり許されるんではないかなというような部分があるかと

思います。そのあたり、きちんと研究をして、問題は保育所で出ましたって言うけれど

も、保育所がっていう人がかかっているわけではなくて、さっきから同じ言い方をする

けれども、室﨑んところの息子なんです。かかっているのは。だから、そうするとそこ

のうちが危ないわけです。そういうことを含めて、やはりおさえていかなければならな

いということで、やはり専門家の目から見るというと、私を含めて一般の人たちは予防

策については相当神経的には粗いと思うんです。

だから、そういうことを含めて、やはり一般的な意識の涵養と同時に、具体的に見え

たらそこでもって大きくなる前につぶすというための体制の構築と、その両方が非常に

必要だとおもうわけです。

今、この後に言おうかなと思ったら課長さん先取りしてしまって、一般的な広報でも

って今回は流さなかったけれどもというような話をしていましたけれども、これは町内

で出ました云々というような形ではできないと思いますので、やはり今全国的にこうい

うものが出ているから、その中でこういうふうに気をつけてくれというのを、パンフで

流すのか防災で流すのか、それはいいんですけれども、これも必要だと思います。その

両方が必要だと思うんです。その点でいかがでしょう。

●委員長（小澤委員） 助役。

●助役（大沼助役） 今ご指摘いただいた点、この感染性の食中毒、蔓延を防ぐ手当てと

いうのはやはり相互に情報を連携して、拡大を防ぐ方策というのが速やかにとられてい

なければどんどん広がっていくという性質のものであります。特に、嘔吐、排泄物、そ

れらの扱いをきちっとしておかないと、空気中で感染するという種類のようであります

ので、そのことにつきましては６月というふうに記憶をしておりますけれども食中毒の

対策委員会、私が委員長になっております。特に、食事等を提供する関連の施設、今委

員からご指摘があった学校、保育所、特別養護老人ホーム等々の担当職員を集めて、ノ

ロウイルスによる感染性胃腸炎の防止対策、それからその対応策というものをその場で

話し合った記憶があります。そういうことがありまして、庁内のメールを使って、今こ

ういうところの発症例があったということで、関連部署は気をつけるようにという保健

福祉課からの情報提供がありました。

しかし、それで万全だというふうには思ってはいけないんだろうというふうに思いま

す。食いとめ得る方策があるんであれば、きちっとその関連部署の情報をやりとりをし

て拡大を少しでもしないように努めてまいりたいと、そのように思います。

●委員長（小澤委員） よろしいですか。

（ 結構です」の声あり）「

●委員長（小澤委員） 14番、田宮委員。
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●田宮委員 公衆浴場の助成を約半分ですね。39万3,000円が20万円になるわけですから。

これはそういう話し合いでやられたんですか。

●委員長（小澤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） お答え申し上げます。

公衆浴場の経営助成ということで町に補助要綱があるわけでございますが、その前提

、 。として 北海道から直接公衆浴場の経営者に補助が行く制度が北海道の方にございます

その制度が昨年まではその基準額が39万3,000円というのが最高額でした。ただし、これ

は無条件に交付されるわけではなくて、実は同額、その存在する自治体からその公衆浴

場の経営者に助成が行くという前提のもとで道の補助金が交付されるという条件になっ

てございます。そういった背景がございまして、町の補助金についても道の補助金と同

額を助成するというのが厚岸町における公衆浴場に対する助成の制度でございます。そ

れに基づきまして従来交付していたわけでございますが、今般、北海道におきましては

財政難ということが背景にあるとは思いますが、道のその補助要綱が改正になったとい

うことでございまして、基準額の最高額が20万円になったということでございます。

そこで、厚岸町の補助要綱におきましても道の補助金と同額とするという要綱になっ

ていることから、今般やむなく、やむなくと申しますかあわせて減額したわけでござい

ます。この件につきましては浴場の経営者とお話をしております。道の補助金が減額に

なった場合には町も減額になりますということは、道から情報をいただいた段階で早目

にお伝えしていたわけですが、今般、浴場の経営者の方から町の方にはこの20万円とい

うことの補助申請が到達しておりまして、その部分につきましては町の方で受理して、

その手続を進めているところでございますので、ご理解願いたいと存じます。

●委員長（小澤委員） 14番、田宮委員。

●田宮委員 半分になるわけです。39万3,000円が20万円ですから。浴場にとっては大変な

ことだと思うんです。結局、道が主導権を持っていて、道の方針としてはこうなんだよ

というのを押しつけられて、それに従って町も減らしましたと、こういうことですね。

●委員長（小澤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） 委員おっしゃるとおりになろうかと思います。そこで、浴

場を経営されている方も、その対策ということにもなるかもございませんが、従来は毎

月６のつく日を休業日とされておったようでございます。それが９月まででございまし

たが、10月からは毎週水曜日と土曜日を休業にするということで、これはこの水曜日と

土曜日が非常に利用が低いということで、やはり燃料等々を通常どおり消費するという

中では、この水曜日と土曜日が一番その利用が低いということで、休業日を減らすこと

によって経費の削減でもって対応したいというお話がありまして、その実施が10月から
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行われているということで、そういう経営努力の中で、この減額分も吸収していきたい

というお話は私どものところにもあったところでございましたのでご理解いただきたい

と存じます。

●委員長（小澤委員） よろしいですか。

（ いいでしょう」の声あり）「

●委員長（小澤委員） ほかにございませんか。

それでは、進めてまいります。

２目健康づくり費。

３目墓地火葬場費。

４目水道費。

２項環境対策費。

16番、竹田委員。

●竹田委員 歳入のところで中断になっていました浄化槽の問題でここで箇所がないので

お聞きしてもよろしいでしょうか。

●委員長（小澤委員） はい。

●竹田委員 他町村とのおくれについてということで先ほどお話しさせていただいていた

んですけれども、厚岸町の浜中町に比べての浄化槽のおくれという部分についてどうし

てそういうふうに合併処理の浄化槽についての補助を町が出しているんではなくて、施

策をうまく利用して補助金をいただく、それを個人に補助として差し上げるといった形

の手法はいろいろ国の政策ですからあると思いますけれども、事実、厚岸町は下水道も

そうですし、今回の今言っている浄化槽の問題もおくれている。実態は補助については

今のところゼロです。国のやり方として補助という部分についてはなかなか厳しくなっ

てきている。その中で、これからお願いしたとしてもなかなか厳しい状況になっていく

と思います。なぜ、このように、町民にとっては一つの、そこの部分にとって、そこの

部分だけを考えると差別化をされたような思いになってしまう。厚岸町としてはどうし

てその浄化槽の合併処理についての施策をとられてくれなかったのかなというのが疑問

なんです。そこについてもう少し深く聞きたんです。どうしてそうなっちゃったのか。

それから、放流先のことについてなんですけれども、歳入のときに聞いたときには168

件、平成17年度末でもって。平成18年度になってから、これは確認申請を出すときに建

設課の方に合併浄化槽を設置しますよということで確認申請と一緒に書類を上げている

はずです。であるならば、建設課においては合併処理の件数が18年度もわかると思いま

す。この168件あるうち平成18年度はどのぐらいの数があったのか。そうすると、町内で

どのくらいの件数が合併浄化槽を利用しているというふうになります。

そうすると、下水道を今いろいろ完備されていますけれども、それに対してパーセン
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テージというんですか、合併処理を個人的に行っているところと厚岸町がやっている下

水道事業の利用者数といいますか。その何対何の割合になるのか。

町内で合併浄化槽を168戸、今現在で数字的に上げているとしたら、少ない数ではない

と思います。ですから、その数が結構多い中の放流先まできちっとやはり環境政策の中

で調べているのかどうなのかということが問題なんです。

先ほど環境政策課の課長は、年次点検をしていますと。１年に１回という答弁で終わ

、 、 、ってしまったんですけれども 年次点検というのは合併浄化槽をつけたときに 法定で

１年に１回完璧にくみ取って、それから水を入れなおしてそこにバクテリアを入れて浄

化がきちっと正常に稼動するかどうかということを浄化槽をつけた人間に対してpH値を

測ってきちっと、自分自身でできないので浄化槽補修点検士という人に直接頼んでいた

だいてその仕事をやってもらう。そのほかに、浄化槽設置設備士という人がいて、これ

は浄化槽を設置するだけです。その年に１回の年次の点検のほかに、年に約５回から６

回、これは年次の保守点検といいますけれども、２カ月に１回、年に大体５回か６回。

これをバクテリアの発生状況が正常になっているかどうか。それから、汚濁がたまって

いるのかどうなのか。そういうことを調査してもらうことが、またここも義務づけられ

ています。

つまり、浄化槽をつけるのに100％の負担を強いられながら、年次５回、６回の保守点

検、１年に１回のくみ取り作業の年次点検をすべて自分自身がやっていかなければなら

ないわけです。町でやっているこの下水道の部分のものに対してと、それから、下水道

でない個人的に合併浄化槽をやっている人の町民の差、それから、他町村との差という

ものの差別化が出てくるわけです。これに対して町民はやはり文句を言ってくるわけで

す。それに対しての対応策というのがおくれているんではないか、すべてに対して。も

う一度この辺をお聞きします。

●委員長（小澤委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） まず、私の方からは行政として農業地帯に下水道を普及さ

せるためにはどのような手法があるかとういことで、中山間事業の関係で絡めてお話を

させていただきたいというふうに思います。

中山間地域の事業につきましてはご案内のとおり、中山間地域とそれから平坦な地域

で生産条件が非常に違ってくると。そういった格差を是正するために直接交付金で国が

それを交付していくということで、国が制度化したものでございます。

この事業については行政主導ではなくて、集落がみずから考えて、そして地域として

みずから考えた共同の取り組み事業として行うものということであります。浜中がたま

、たま厚岸町のトライベツ地区が浜中の農協に加盟をしているということがございまして

この中山間事業でトライベツ地域がこの事業にのっているということで、平成12年から

順次行われておりまして、平成18年まででトライベツ地区で10戸ほど合併浄化槽の事業

を行っているという内容であります。

隣の別海町については、この酪農地帯に環境省の事業、合併浄化槽を設置していると

いうことであります。そのほかに、町の市街地については建設省の公共下水道事業を活
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用しているということであります。

浜中町については、この酪農地帯については中山間事業の合併浄化槽の事業で、この

中山間で取り組んでいるということでございます。

厚岸町として、この中山間地域で合併浄化槽については、事業として今回取り組まな

かったわけでありますけれども、これについては、地域としての課題が合併浄化槽の設

置よりも他の課題を優先させたということでありまして、この合併浄化槽には取り組み

ませんでしたけれども、他の事業に振りかえて中山間事業を行ったということでござい

ますので、ご理解をいただきたいというふうに存じます。

●委員長（小澤委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） 私の方からは平成18年度に建築の基準法に基づく確認申請、こ

れがあったところの浄化槽の設置の件数でございますけれども、これは１件となってご

ざいます。

以上でございます。

●委員長（小澤委員） 水道課長。

（ ） 、 、●水道課長 高根課長 私の方から 合併浄化槽の方の取り組みのおくれといいますか

それについて申し上げたいと思います。

先ほども申し上げましたが、現在市街地を中心に公共下水道事業を行っております。

したがいまして、いわゆる山間部とかにつきましてはそういう浄化槽のおくれが大変お

くれております。

したがいまして、今後は生活排水処理基本計画をつくりまして、その指針に基づきま

して実施計画の作成や補助金制度について検討しましてとり進めていきたいということ

を考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。

あと、合併浄化槽の関係でございますけれども、今年度は４件の届け出が来ておりま

す。

あと、合併浄化槽と下水道につきましては、もうちょっと時間をいただきたいと思い

ます。今はちょっと資料を調べておりますので、すみません。

（ 環境政策課。放流先についてちゃんと把握しているんですかって「

いう質問があったんですけれども」の声あり）

●委員長（小澤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） 合併浄化槽からの放流先ということでございますが、市街

地におきましては道路排水などにつないで、その前提としては放流する基準を守った上

でということが前提に当然ありますが
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（ それは聞いたでしょ、昼前に。歳入のときに。そうではないでし「

ょ。放流先の先のことをきちっと確認しているんですかと。どこ

に流しているんですかと聞いているんではないでしょ。放流先の

ところから流れているところを確認しているんですかと聞いてい

るんです。環境政策課として。そんな道路の真ん中に流す人はい

ないんだから。そんなの常識なんだからわかっているでしょ」の

声あり）

●環境政策課長（小島課長） 申しわけございません。個々の浄化槽からの放流先がどこ

にあるのかというのは、私どもの方では確認していない現状にございます。

●委員長（小澤委員） 16番、竹田委員。

●竹田委員 どこということを件名は言いません。たまたまこういう事件がありました。

浄化槽をつけてから何年かしたんだけれども、流れていないような気がするんだけれど

もどうなっているのかなっていう。地域の方から要望がありました。どうしたんですか

って言ったら、浄化槽の周りにウジやら虫やらすごいんだと。そのふたの周りに。それ

は大変ですねといって見てきた。ふたをめくったら汚泥とかバクテリアとかそういう問

題でなくなっちゃったと。要するに放流先にきちっと流れていなかった。要するに維持

点検、保守点検は全くなされていなかったという、調査をした結果そういう状態になっ

ていたと。

であるならば、そこは環境の問題でしょと。浄化槽をつけました。役場に届けを、く

ださいって言って届けさせているわけですから１軒、１軒。どういう形でつけるんです

か。家から何メートル、何メートルの深さ、要するに沈殿槽があって放流先が何メート

ルあって、その放流先にどういうものがあって、どこに流すんですか。いや、Ｕ字溝の

トラブのところですとか、側溝ですよとか、暗渠ですよ、明渠ですよといった部分、そ

ういうところにきちっと流すと、全部図面を書いて受けてとっているわけですから、と

って、何で調べないのかというのが疑問ですよねということなんです。

そうしたら、図面も何も出す必要ないし、申請も出す必要なくなっちゃうんではない

ですか。図面はつくれ、報告はしなさいと言っておいて調べはしない。現実、町内の中

でそういう事件があった。それも一切報告を受けていない。聞いたら、そういうところ

に流すんですっていうことだけ。それでは話にならないでしょう。実態がどうなってい

るか、自分の目で確かめてみているんですかっていうことを言っているんです。書類を

。 、 。受け付けているわけだから ただ単にただで書けるわけではないでしょ 図面書いたり

おまけにその設置というのは国の国家試験ということで受けた人間が設置義務をして、

そして浄化槽の保守点検は試験を受けた者がきちっと保守点検をしなさいよという決ま

り事があるわけです。それでつけてしまって書類まで受け付けておいて、あとは知らな

いことにはならないと思うんです。

、 。詳しいことはいろいろ役所の中でやっていますけれども 僕はよくわからないんです

ただ、町長が今日の答弁の中で公僕ということを言っていました。公僕ということはど
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ういうことなのか。公衆に奉仕する者のあるべき姿としての公務員を指すというふうに

書いています。この町職員として町長の言われた、町職員は模範とならなければならな

い、公僕として自分自身がしっかりしなければならないということを町長はさっき述べ

ました。

片一方には恵まれた部分があり、片一方には自分自身が恵まれない部分がある。地域

差とかそういうことで差別化されることは当然あります。がしかし、他町村と比べたと

きに、向こうは受けられてこっちはゼロ。100対ゼロです。こういった現状がつくられて

いるということは、町民としては本当におもしろくない。それをなぜ厚岸町はその部分

だけを、この168件もある中でずっと放っておいたのか。下水道が先なんだという気持ち

はわかります。でも、それをやってからやるんだっていうことでは遅い。現実的にその

手当てをしなかった、その部分についてはきちっとした補助金をもらうような制度に働

きかけることができなかったというのは、職員として現実的にそこの部分はおろそかに

なっていたということではないですか。町民としての感情は、やはりその合併浄化槽を

みずからの実費でつけるわけですから、その負担を少しでも和らげるというか緩和させ

てあげるというか。下水道をやるときには補助金、新規の住宅には出ませんけれども、

３年間徐々に値段は下がっていきますけれども、それはあります。合併浄化槽はみずか

ら自分が全部100％やるのに１円も出ない。この差別化は何なんですか。

もう一つは、隣の町村との差別化は何なんですかというふうに思われても仕方ないで

しょう。こういう気持ちはわかりますよね。町民のこの気持ちはわかるか、わからない

か。そこの部分をまず答えてから、どうしてそうなったのかもう一回聞きます。

●委員長（小澤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） まず、私からは浄化槽の管理上の問題ということでござい

ますが、その部分についてお答え申し上げたいと思います。

まず、浄化槽を設置するという場合に、まず、第一次には設置する方から町に届け出

が来るという流れになっています。

（ そんなことを聞いているんではない」の声あり）「

●環境政策課長（小島課長） 聞いていただきたいと思います。それで、その後北海道が

（ わかっているから申請を出しているんだって説明したじゃない」「

の声あり）

●環境政策課長（小島課長） その後が大事な部分ですから聞いていただきたいと思いま

す。

（ 先に答えればいいでしょ、それ」の声あり）「
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●環境政策課長（小島課長） 北海道から町が委任事務を受けて、市町村がその窓口にな

っていただきたいということでこの事務を受けている。町ではだれだれさんから届け出

がありましたというその内容をすべて道に報告して、道がすべての合併浄化槽の情報を

取りまとめて事務を行っている現状にあります。北海道から委任を受けた浄化槽協会、

その協会が個々の浄化槽を点検するという仕組みになっております。その点検結果を道

が把握する。町にも届け出が後からあるわけでありますが、その中で点検をしていない

ところについては道から指導が入るという形になっております。その窓口は釧路支庁に

ございまして、そちらの方からそういった法定の点検をしていないところに指導が入る

という事務の流れになってございます。

そういったことをしていない場合については一義的に厚岸町の環境政策課としても、

もしそういう法定の点検を受けていないとか、そういうきちんとした善良な管理のもと

に置かれていないという例があったならば、釧路支庁と連携をとりながら対処していく

というのが現在のその部分に対する流れになっているということでございますので、ご

理解願いたいというふうに存じます。

●委員長（小澤委員） 水道課長。

●水道課長（高根課長） 私の方から、先ほど答弁をしなかった合併浄化槽と下水道の部

分の関係。行政人口全部の、これは平成16年度のデータでございますけれども、そのと

きは行政人口に対して、厚岸町全域で、それで合併浄化槽は9.1％程度普及していた。ち

なみに、下水道につきましては43.1％となっております。

以上でございます。

●委員長（小澤委員） 16番、竹田委員。

●竹田委員 答弁の先に、町民の気持ちがわかるかわからないか先に答えてから次を答え

てくださいってお願いしたはずなんですけれども。それを先に言ってくださいと。

●委員長（小澤委員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からお答えさせていただきますが、浄化槽がトライベツ地区にお

いて実施されている。太田地区においては個人でやっている。その違いについての町民

の感情。これは当然わかります。個人よりは補助金で設置した方が経費的にも安いし、

それはわかるんですが、先ほど産業課長から詳しく説明いたしました。これは農協の組

織なんです。トライベツ地区の、これわかっていると言ったらそれまでですけれども、

浜中農協の組合員なんです。これは過去の開拓農協の時代から始まった事情がございま

して、そういうことになっているんです。それと、あとは釧路太田農協なんです。行政

は厚岸ですけれども、組合組織員としては浜中と釧路太田農協に分かれているという歴

史的な事情があるんです。そこで、中山間といいますのは、その集落に中心でやる施策

なんです。ですから、農協としてはどの事業をまず毎年毎年やるべきかということで計
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画を立てております。浜中農協は浄化槽中心です。太田農協はもろもろの政策がまず優

先しなければならないということで、その施策の中で予算の補助をいたしていると、実

施をいたしているという違いでありますので、どうかこの点は承知をいただきたいと存

じます。

●委員長（小澤委員） 16番、竹田委員。

●竹田委員 もう一つあったんです。合併浄化槽をつけるときに補助金がなくて、公共下

水道については補助金がある。この差についても町民としてはおもしろくないです。100

％負担と補助金がある。これは仕方がないと言ったらそれまでなんですけれども。僕は

実際トライベツ地域に行って、仕事柄合併浄化槽も取りつけもやってきて、農協が主体

だということも重々知っています。たまたま政策されている補助金の出るところが違っ

ていたので別海町は役場が管理しているというところもあります。別海町は。書類はど

ういう形態になっているのかはわかりません。それをわかっていて質問しました。

もう１点だけ。合併浄化槽がこれから多分自分の地域に来ないだろうとあきらめてい

る地域。例えばですよ。そうなのかどうなのかわからないですが、例えば床潭とか苫多

とかそういうところに行ったときに、この５年10年の計画にあるのかないのかわかりま

せんけれども、当然町民としてももう来ないだろうとあきらめている部分があって、な

らば、浄化槽をぜひつけて、自分の家の周りの環境を整備したい。環境をよくしたいと

いう人はたくさんいるんです。これからやはりそういう人たちがどんどん多くなってく

ると思います。

何回も言うんですけれども、そういった合併浄化槽について水道課の課長も前向きに

その部分については考えていただけるということで、確認の意味でもう一回聞きたいん

ですけれどもお願いします。

●委員長（小澤委員） 水道課長。

●水道課長（高根課長） 先ほども申し上げましたけれども、このたびの下水道事業特別

会計の中で生活排水処理基本計画策定委託料が580万円計上しております。この中では、

先ほども申し上げましたけれども、現在市街地地域を中心に公共下水道を行っておりま

す。その他、例えば床潭とか苫多とかそういった漁業集落の関係、またトライベツとか

糸魚沢とか太田、上尾幌等の農村部の関係、そういった分を今回基本計画の中で、例え

ば経済性及び周辺環境を含めて、例えば床潭であれば人家を前提にしておりますから、

個々の合併浄化槽より、例えば小さい公共下水道的なものをやるとか。あと、そういっ

た部分を含めて今後この基本計画の策定に中に示していきたいということを考えており

ます。

したがいまして、合併浄化槽の補助金とかにつきましては、今下水道の補助金の普及

促進のための補助金とか、あと融資がありますけれども今回の基本計画の中で方針を示

して、あと実施計画をつくります。そういった中で合併浄化槽への補助金とかそういう

制度を含めて検討してまいりたいということを考えておりますので、ご理解いただきた
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いと思います。

●委員長（小澤委員） よろしいですか。

（ わかりました。よろしくお願いします」の声あり）「

●委員長（小澤委員） ほかにございませんか。

１番、室﨑委員。

●室﨑委員 ここでお尋ねいたしますが、省略して外来生物法、正式名称が特定外来生物

により生態系等に係る被害の防止に関する法律。これは平成15年６月１日に施行されま

して、特定生物、特定外来生物、未判定外来生物、それから要注意外来生物というふう

なリストが出されています。

厚岸での状況はどうでしょうか。

●委員長（小澤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） 申しわけございませんが、環境政策課としては私の今手元

にはそういったリストはただいまございません。申しわけございませんが、私の立場で

は全部把握している状況にはないということであります。

●室﨑委員 環境政策課が把握していなかったらどうなるの、この問題。

●環境政策課長（小島課長） お時間をいただければちょっと情報を収集した上で取りま

とめさせていただきたいと思いますが。よろしくお願い申し上げます。

●委員長（小澤委員） 休憩いたします。

午後４時25分 休憩

午後４時30分 再開

●委員長（小澤委員） 再開いたします。

環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） 申しわけございません。最初の質問で私全部把握しており

ませんと申し上げたのは、特定外来生物に指定されている全部のリストを持っているの

かというふうなご質問かと勘違いしたものですから、それは持っておりませんという趣

旨でお答え申し上げました。申しわけございません。

それで、厚岸町における特定外来生物がいるのかどうなのかという趣旨だというふう
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、 、に理解いたしましたのでお答え申し上げますが この件に関しましては北海道において

その中でも特にアライグマについての農作物被害等があるということで、その部分に注

意喚起を促すということで北海道において動いております。

、 、その中で 各市町村にそういう発見があるか否かということで調査依頼がありますが

現在のところアライグマに関しては厚岸町においてはそういう発見の事例がないという

状況でございます。その他の部分の外来生物については、今のところもう１件あるのが

ハチについての照会もあります。その部分についても生活衛生係の方でハチの駆除等も

しておりますが、そういった中で、それから、山林を専業している業者等々山を行き来

する方に聞いても、今のところそういった事例はないという報告を受けております。

申しわけございませんが、その２例の状況についてのみでございますが、お答えとさ

せていただきたいと思います。

●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。

●室﨑委員 私時間がないから、そんな全体の話は聞かなかっただけで、持ち合わせませ

んというのも変な話なんです。だって、環境省の方でもってホームページをつくって、

そこのところでもって特定外来生物について詳細なものを出しています。私だって小一

時間でもって全部見ました。そこでは、一番最初2005年１月31日に指定された特定外来

生物の中に今おっしゃったアライグマが入っているわけです。アライグマが非常に恐ろ

しいということでいろいろ言われています。知床には既に入っている。それから、うわ

、 。さですが浜中町で捕獲されたというような話もあるんですが それはつかんでいますか

厚岸町では今のところ捕獲がないと、こういうことです。これは釧路湿原に入ったらタ

ンチョウヅルが全滅するんではないかとまで言われています。鳥の卵を食べますから。

それで、非常に頭がよくて、鹿と同程度かそれ以上の妊娠率を持っているから爆発的に

ふえる。非常に厄介な動物だというような話も入っています。まあ、いいです、別に今

アライグマの講義をするわけではありませんから。

ただ、アメリカミンク、これについての調査なり情報収集をしていないんですか。

それから、植物についてはどうですか。

今言ったハチというのはセイヨウオオマルハナバチでしょ。これは農家でもって自分

のために使ったのが逃げ出したというやつです。これは厚岸町ではないということなん

です。

あと、今言ったアメリカミンクや植物に関しての情報、あるいはそういうものについ

てはどうなんですか。

いずれにしても、この特定外来生物というか野生生物法というのは非常に話題になっ

ています。そして、オオクチバスなんかに関しては一部愛好者団体の方から非常に強い

力が働いて、一遍特定生物の指定を受けるはずだったものがはずされたんだけれども、

当時の大臣の非常に強い意向がまた働いて指定されたなんていって新聞にもたくさん出

ました。当然、植物なんかでもこの外来生物というのは異常繁殖しますから、これが牧

草地なんかに入ったら大変なことなんです。そういうことを含めて、やはりアンテナを

張ってきちんととらえて、道が言ってきました、それで見ましたけれどありませんでし
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たっていう話ではなくて、厚岸町としてどうなのかということをきちんとやっていただ

きたいということなんです。そういう観点から今お聞きしたんですだけれども、甚だも

って心もとない。もう一度答弁願います。

●委員長（小澤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） まず、アライグマの件でございますが、非常に農作物に対

する被害が道央圏を中心にして多いということで、既に日高山脈を越えているという情

報もございます。隣の浜中町において出没しているというのは情報としていただいてい

るところでございます。ということは、道央圏から来たと。隣の浜中に行っているとい

うことは、どういうルートになるかというと厚岸町にもいる可能性は否定できないとい

う状況にあると思います。

それから、アメリカミンク、それから植物についてのお話もございましたが、その他

あれわれの生活産業を脅かすような外来生物の情報については注意深く情報収集しなが

ら監視に当たっていきたいと。これについては我々だけでは到底対応できない部分もあ

りますので、北海道、それから環境省においてもいろいろ情報をいただくということで

連携をとりながら対応してまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。

●室﨑委員 もう少し続けます。

ウチダザリガニについては今春採湖だけかどうかわかりませんが、釧路市が一生懸命

防除作業をやっています。それから、アメリカミンクについて関しては、厚岸、浜中が

発生地なんです。ここで飼い出したんですから。恐らく日本で最初に。今委員長、うん

うんっておっしゃっているけれども、太田にもミンク工場があったんです。浜中にもあ

りました。鯨会社がやったんです。1950年代です。それが恐らく逃げ出したんではなか

ろうかと言われています。ミンクの戸籍があるわけではないから詳しくはわかりません

けれども。

、 。 、ですから 厚岸でいませんよなんていうことはまず言えないと思います ちょっと二

三聞いてみたって、うちの庭に出るよという人が出てくるはずです。それは私も昔から

聞いていますから。西洋イタチだなんていう言い方でもって言われたりしています。こ

れも生態系に与える影響は非常に大きいんです。在来のイタチ類よりもはるかに獰猛な

んです。野生化すると。顔はかわいいですけれども。

それで、もう一つ今ここでもって指摘しておきますが、植物でオオハンゴンソウ、こ

れは実は釧路管内の例えば湿原再生何とか間とかというようなことでもって一生懸命や

、 、っている民間の あれもＮＰＯとか何とかっていうふうになるのかどうか知りませんが

そういうものをつくってやっている自然保護運動といいますか実践をやっている方たち

で、厚岸のオオハンゴンソウというとそれだけでわかるんです。道路で我々が見えると

ころでは尾幌の直線といわれるところに今猛烈な勢いでふえています。

それから、非常に大群落が今できてしまったのは、奔渡の奥、床潭に向かって走り出
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したあたり、そこのところで見渡す限り真黄色になります。それなりにきれいなんです

けれども。このオオハンゴンソウに関してはちょっと釧路の非常に詳しい方から聞いた

ら、セイタカアワダチソウよりもはるかに悪質だと。悪質というのはおっかないと。そ

れは、セイタカアワダチソウというのはある程度の大きさの群落をつくりますと自家中

毒で死んじゃうんです。何とかっていう舌かみそうな名前で言うんですけれども。です

から、何とかポートスとかっていうそんなような名前だったかと思いますが。今ちょっ

とすみません、私外国語弱くて。だけれども、だからある程度固まると死んでくれる。

ところが、オオハンゴンソウにはそれがないんだそうです。そして、いわゆる外来生物

の特徴であって天敵がいない。自分を脅かすものがいない。だから、猛烈な勢いでふえ

ている。早く手を打たないと防除も何もできなくなってしまいますよということを言わ

、 、 、れているんですが 当然そういう情報は環境政策課ではつかんでいて 手を打っている

ないしは打とうとしているんではないかと思うんですが、この点についてもお聞かせを

いただきたいんです。

●委員長（小澤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） 奔渡の奥から床潭にかけてというところに繁殖していると

いうことで、振り返れば徐々に黄色い花がふえていっているということで、非常に生命

力の強い外来生物であるということは言えるのかなというふうに思います。ということ

は、他の在来の部分を脅かすということにもなりかねない植物であるということでござ

いますので、その部分についても注意深く情報を見ながらどのような影響を与えるのか

という部分を含めて見てまいりたいというふうに考えます。ご理解いただきたいと存じ

ます。

●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。

●室﨑委員 今のような答弁をなさっていれば、あなたそこによく座っていますねと言わ

れちゃいますよ。私はそんなことを言う気はないけれども。これ、オオハンゴンソウは

危機的状況なんです、今。厚岸のオオハンゴンソウとして危機的状況なんです。注意深

く見守ってやっていたら、爆発的にふえてしまって手がつけられなくなる。だから、ど

のように防除作業を始めるかというレベルなんですよ。でも、あなたの方は全然情報を

持っていないから、そういう話しかできないわけでしょ。それでは困るということを言

っているんです。だから、まず、町内のそういう、ほかにもいろいろあると思います、

外来生物。特定外来生物オオハンゴンソウしか入っていないなんて私言いませんから。

そういうものが道路際にどんどん出てくるというのは、例えば自動車なんかが種を運ん

でしまうのか、私もよくわからないんですけれども、風媒花だとは聞いているんですけ

れども。それで、そういうものが幾つも今出てきているんではないかと思うんです。

ですから、早急に、もう今は雪が降って調査しても無理ですけれども、調査をして、

それで手の打てるものから次から次へと手を打っていかなければならない状況だという

ことなんです。そして、これは一つには生物の多様性というものを脅かすということは



- 83 -

あるんですけれども、厚岸町の場合には基幹産業が自然相手の産業ですから、そこんと

。ころでこんなものがぼんぼん繁殖されるということは直接農作物に影響を与えるんです

ですから、時間が余りない状況なんで、余りそういう一般論的な悠長な話でお茶を濁

すような答弁はしないでください。

●委員長（小澤委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） オオハンゴンソウにつきましては他の在来の植物を脅かす

という繁殖力の強い植物でございまして、厚岸町にとっては懸念されるのは草地などに

そういう植物が入り込まないかという心配が将来的には懸念されるかなと思います。現

在は、そういった部分で脅かされているという状況にはないというふうにお聞きしてい

るところでございますが、そういった部分もありますので、農協さん、それから関係す

るところと連携をとりながらそういった対応について考えてまいりたいというふうに存

じますので、ご理解願いたいと存じます。

●委員長（小澤委員） １番、室﨑委員。

●室﨑委員 どうも何か認識が甘いような気がするんですが、やはり牧草地に入らなかっ

たらあとはそこらで咲いていてもいいんだというような問題ではありません。

それから、特定外来生物法、それの趣旨もよく勉強してください。そして、やはり町

としてこの外来生物法の第18条では、地方公共団体がその防除作業を行うということに

ついても規定されております。したがいまして、やはり町として動かなければならない

事態だと。今現在はそういう事態であり、時代であると。そういうふうに私は思います

ので、今あしたすぐやんなさいなんていうような種類の話ではもちろんありませんけれ

ども、これ春になってまたどーっと植物なんかがふえてくる可能性がある。それから、

動物に関しては今言ったようにアライグマが入ってきているんではないかと。浜中に入

っているということは、まさに課長おっしゃったように厚岸にも入っている可能性は非

、 、常に蓋然性強いということになれば 本当に昨日は１匹見えたのが今日になったら10匹

あしたになったら100匹っていうような話ですから、だから、やはりこれについては環境

、 、 、省ももちろん釧路にも出先がありますし また いろいろな民間の専門家もおりますし

また、大変厚岸はありがたいことに水鳥観察官を持っていて、そういう環境政策にいろ

いろ詳しい専門家とのルートもあるでしょう。いろいろなものをそういうアンテナを使

って情報を収集の上、万全の、ああ、あのときやっておけばよかったと、あとで言うよ

うなことのないような施策を進めていただきたいと。これは切にお願いするところであ

りますが、町長いかがでしょう。

●委員長（小澤委員） 町長。

●町長（若狹町長） まことに申しわけありませんけれども、私も知識不足でございまし

て、今指摘されて始めて承知をいたした次第でございます。
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質疑応答を聞いてそういう状況にあるということを改めて認識をいたし、名前はちょ

っとわかりませんが、黄色い花があの一面、今聞いてビックリしました。確かに一面は

大変きれいです。真黄色で。それが害であるというお話を承りました。また、アライグ

マの話等々、やはり生活する上においてもこの対策を講じなければならない、害である

という認識を新たにいたしました。そういう意味において、環境生活課のみならず、関

係機関、そしてまた国、道と連携を密にしながら厚岸町としてもその対応をしていくと

いう決意をいたしましたので、どうかこの点はご理解をいただきたいと思います。

（ 結構です」の声あり）「

●委員長（小澤委員） 暫時休憩いたします。と申しますのは、まだ相当議案が残ってお

りますので、あらかじめ時間の延長ということも加味しなければならないので、休憩を

いたします。

午後４時47分 休憩

午後５時11分 再開

（ ） 、 、●委員長 小澤委員 本日の会議はこの程度にとどめ 明日に延会したいと思いますが

これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（小澤委員） 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11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１８年１２月１４日

平成18年度各会計補正予算審査特別委員会

委員長


