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（１８．３．１７）

日 程 議 案 番 号 件 名

（平成18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１８年度各会計予算審査特別委員会会議録

平成18年３月17日

午前10時00分開会

●委員長（室﨑委員） ただいまより平成18年度各会計予算審査特別委員会を開会いたし

ます。

昨日に引き続き、議案第７号 平成18年度厚岸町一般会計予算を議題とし、審査を進

めてまいります。

予算書の197ページ、５款３項６目の水産施設費から始めてまいります。

６目水産施設費、ありませんか。

201ページ、６款１項商工費、１目商工総務費。

15番。

●佐齋委員 ここで、今年度の水産、潮見高校の卒業式も終わったわけでございますが、

今年の卒業生の就職状況を把握していれば、お知らせいただきたいと思います。また、

厚岸町雇用対策協議会があるわけでございますが、これの昨年の会議、何回くらい行わ

れているのか、ちょっとその内容についてわかれば、お知らせを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。

厚岸水産高等学校及び厚岸潮見高等学校の今春卒業者の就職の決定状況についてであ

りますけれども、３月14日現在の就職決定状況を両校の担当の先生から報告をいただい

ております。

それによりますと、厚岸水産高等学校は就職希望者が20名で、２月16日までに全員の

就職が決定したとのことであります。そのうち町内への就職は、家業につく生徒を含め

４人になっております。昨年につきましても、就職希望者25人全員が同じ時期に就職を

決めております。

、 、 、また 厚岸潮見高等学校につきましては 就職希望者31人のうち27人の就職が決まり

就職決定率は87.1％、前年同時期の77.3％に比べますと、少し上回っているということ

でございます。未決定の４名につきましても、釧路公共職業安定所にあっせんをしてい

ただくことになっているというお話を聞いております。

次に、厚岸町雇用対策連絡協議会の開催状況についてでありますけれども、厚岸町内

における公共機関、経済団体及び教育機関等が雇用問題に関して相互に連携をして、雇

用失業情勢の把握と雇用対策の円滑化を図る目的を持っております。

会議の開催は年１回となっておりまして、17年度については昨年10月に開催をしてお

ります。会議の中では、町としては高卒者の町内での雇用枠の拡大ということを企業に
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お願いしておりますけれども、企業側は業績が思わしくないということで、大変難しい

という意見のやりとりになっております。

町といたしましては、会議の情報交換以外にも、高等学校には釧路公共職業安定所か

、 、 、ら出される求人情報を これは週間版というのがあるんですが １週間に１回出される

これをその都度各学校にメールで配信をしておりますが、その求人情報から潮見高校に

おいては１名の生徒の就職が決まるといったような成果も出ております。

●委員長（室﨑委員） 15番。

●佐齋委員 今、就職状況を教えていただいたんですが、これ潮見高校の27名のうち町内

町外はわかりますか。

●まちづくり推進課長（福田課長） その聞き取りをした段階では、把握できておりませ

ん。

●委員長（室﨑委員） 15番。

。 、 、 、●佐齋委員 昨年から見れば結構就職率がある ただ 雇用対策協議会 年に１回という

ちょっと私は少ないんじゃないかなという感じがするんですけれども。

それと、集まりいろいろ聞きますと、各企業の団体の何人か、長かなんか集まってい

ただくだけですけれども、いろいろ個々の企業を聞きますと、個人的には全然お話はな

いと。ただ、主だった企業には、そういう集まってこの人どうですかと、おたくで採用

するところないですかと、これあれですけれども個々の企業を聞きますと、我々商店で

もそうです。結構聞きますよ。今年採用していただけませんかとかってあります。

だから、そうであればやっぱり商工会と連携をとって、もう少し密に細かく各地元の

企業にそういう就職あっせんなりそのあれを調べて、各団体の長だけじゃなく、そうい

うふうな形をしていっていただければより一層、人口減だって、若い人がやっぱり残り

ますから、そういう形でもってもう少し努力していただきたいと思いますけれども、そ

の辺はどうですか。

●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） お答えをいたします。

雇用対策連絡会議の開催の回数につきましては10月ごろ、それぞれ翌年の春の卒業者

の求人が集まり始めるころという前提で、10月に今開催をしておりますが、会議の中に

おきましても、もう１回、年が明けて１月ごろに情報交換できないだろうかというお話

、 、 。もございますので 今年度につきましては２回 開催するということを考えております

また、この集まりが行政関係者と商工団体、あるいは産業団体というふうに限られた

団体のトップのメンバーが集まるということになっておりますので、各企業の隅々にま

でそういった会議の状況が伝わっているかといいますと、それはなかなか難しい問題が
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あるだろうというふうに思います。したがいまして、町といたしましては、この会議に

頼るだけではなく、以前にもやったことがあるわけですが、各企業に対して地元、要す

るに高卒の採用について要請をするという活動を、町自身がやらなければならないので

はないかというふうに考えております。

●委員長（室﨑委員） 15番。

●佐齋委員 今、課長が言ったように、10月と年明けて１月と。逆に私は年明けより年前

の方がいいと思うんです。ちょうど今、青田買いでもって就職がどんどん早くなってき

ていますから、もっと高校生の場合、何月以降とかとなっていますけれども、もう早い

ところだと６月あたりから、もう就職というのは企業でも青田買いでやっているところ

ありますからね。

それと、各企業の協議会の場合は、どちらかというとやっぱり建設協会の会長さんと

かそういう形ですから、末端まで何か話が通っていないみたいなんですよね。だから、

もしできれば町が各地元の企業に、前やったと言っていましたけれども、そういう形で

もって、そういう雇用があればひとつ頼みますというような形にしないと、やっぱり若

い人が残れば、例えば若い女の子が残れば、そこでもって若い男と結婚とかといろんな

相乗効果が出ると思うんですよね。やっぱり人口流出の歯どめになるんじゃないかと思

うんです。そういう形でもって、もう少し努力していただきたいということでございま

すけれども、その辺。

●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） お答えいたします。

雇用対策連絡会議の開催時期についてのお尋ねでありますけれども、会議の中では１

月ごろという話が出ておりましたが、今お話がありましたように、就職戦線といいます

か、状況が変わってまいっているという状況もありますので、また学校の先生方ともよ

く相談をして、適切な時期に開催をしていきたいというふうに考えております。

また、この会議に集まってくる産業団体参加の個々の企業に対する対策については、

何らかの対策を会議だけではなくて、別の方法で考えていきたいというふうに考えてお

ります。

●佐齋委員 いいです。

●委員長（室﨑委員） １目、他にございますか。

なければ先に進みます。

２目商工振興費。

９番。

●松岡委員 別寒辺牛川沿いにある高層湿原なんですけれども、今回、国定公園にしよう
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ということなんですが、その高層湿原も国定公園の中に入れるんですか。

●委員長（室﨑委員） ９番さん、すみません。商工振興費の費目からは、ちょっと外れ

た質問になるんじゃないかと思いますので、適当な目でお願いいたします。

●松岡委員 そうだね、間違っていました。どうもすみません。４目でいきます。

●委員長（室﨑委員） 15番。

●佐齋委員 商工振興費ですね。

●委員長（室﨑委員） はい。

●佐齋委員 ここの科目を見まして、前日から行われています農業水産費を見て、うらや

ましいなと思ったんですけれども、商工費を見て、投資のところで聞こうとして、一つ

、 。 。も投資ってないんですね 商工費の中に それでもって経常の方で聞きたいと思います

町があっせんしております中小企業融資、それから近代化資金の利用度について、ち

ょっと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） お答えいたします。

まず、中小企業融資の利用状況でございますが、平成17年度の融資総額は、今のとこ

ろ13件で6,050万円というふうになっております。融資限度額が１億5,000万円というふ

うになっておりますから、それに対しては約40％程度ということになっております。

、 、 、 、また 傾向としては 利用者が限られておりまして 短期のつなぎ資金として借りて

それをまた繰り上げ償還をして、また短期のつなぎ資金にするといったようなことが、

そういった傾向が見られるようになっております。それが中小企業融資の現状でござい

ます。ちなみに、平成15年度につきましても、貸し付け総額は6,697万円、16年度は6,23

0万円、ですから6,000万少しというところを行ったり来たりしているという状況でござ

います。

次に、小規模商工業者設備近代化資金の貸し付けの状況でございますが、平成17年度

の今日までの新規貸し付け額は５件で1,740万円というふうになっております。年度ごと

の新規貸し付け件数や金額は、平成15年度が７件で1,590万円、平成16年度が６件で1,84

、 、 、 。8万円ということで ここ数年 件数及び貸し付けとも そう大きな変動はございません

そういった状況になっております。

●委員長（室﨑委員） 15番。

●佐齋委員 近代化の方はまあまあ見ますと15年、16、17年、たいした差がなくあれして
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いますね。ただ、やっぱり町融資のせっかく１億5,000万円の枠があっても、半分も行っ

ていないということでございますね。これ金利もたしかこれ2.2％で、安い金利になって

いますね。だからもう少し、これは相手の金融機関があるものですから、やっぱりあと

金融機関の姿勢だと思うんですね。だから、それはやっぱり町からも積極的に金融機関

の方に、こういう低利な金利があるからぜひひとつ積極的にあれしてくださいという形

でもって指導してもらえれば。

それともう一つ、これ借りるときに町のあっせん書というんですか、そのあれありま

すね。だけれども、今まで町から聞きますと、例えばお客さんが商工会に申し込みに行

くと。そうすると、町のお金を使うんですからやっぱり義務を、税金を払っているか払

っていないかということも、今までは電話でもって用を足したと。いろいろ個人情報も

いろいろなったからかどうかしらんけれども、いつの間にか全部署名になって町税、例

えば国保、この辺はいいですわね。そうすると今度、保育料だとかってごみの使用料、

あとは公営住宅の使用料、それまで手分けして各課を回ってもらわねばならないと。

だけれども、近代化の場合はある程度審議機関があって審議会がありますけれども、

さっき課長が言われた町融資の場合はつなぎ資金とかといって、例えば手形の書きかえ

とかとある。そうすると、間に合わないときがあるんだよね。そういう懸念が今回も何

件か、最終的に間に合いましたけれども、そういうことでもってちょっと問題の行き来

があったんだということだから、やっぱりある程度従来どおり、そのあっせんをすると

きにもう少し簡単に、個人情報が、今まで電話みたいな形でないから、例えば本人が一

番納税しているのわかるんですから、例えば納付書を添付させるなりして、もう少しス

ピーディーにやってほしいという要請があったんですけれども、その辺はどうですか。

●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） お答えいたします。

まず、中小企業融資の貸し付け額が限度額に対して40％ということで、利用の拡大が

できないのかというお尋ねだったと思います。これ金融機関とも情報交換をしておりま

すが、現在企業の業績が非常に悪いという状況の中で、積極的な設備投資のためにお金

を借りるということにつきましては、業績は悪いわけで、その段階で設備投資をすると

いうことは、その返済能力に大きな問題が出てくるということがありまして、それで利

用者の側も借りられないというか、自重しているというか、という状況であろうという

ふうに考えております。

したがいまして、つなぎ資金としての利用というふうに限られているのかなという認

識をしておりまして、これについて利用の拡大を図る有効な方策というのは、制度の設

計そのものを変えなければ、なかなか難しいのではないかというふうに、今のところ思

っております。

それから、町税等の滞納状況の確認方法でありますが、これは金融機関やあるいは商

工会からもいろいろ問題点が指摘をされております。今、厚岸町が行っているこのよう

な制度資金、融資に係る確認方法については統一をされておりまして、町税以外にもす

べての町に対する納めるべきものについての確認が必要ということになっております。
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それが合理的ではないという指摘を受けておりますが、そういった状況もありますの

で、私も即対応できない、中小企業融資についてはすぐ対応できないという問題点があ

りますので、その確認方法について、もちろん個人情報を電話１本でお知らせするとい

うことにはならないと思いますが、確認方法については検討が必要だというふうに考え

ております。

●委員長（室﨑委員） よろしいですか。

●佐齋委員 はい。

●委員長（室﨑委員） 他に。

12番。

●谷口委員 資料お願いしてあったのをいただいて見てみたんですが、全体的に見ると、

この商業地域の固定資産税の土地分の税収が、この８年度と比較して、固定資産税、都

市計画税合わせて1,567万7,000円の減収というような状況になっていますよね。それか

ら、家屋分にしても1,282万円というふうになってきています。

それで、宮園町だとかいろんなところがあるものですから、この面積は一概にあれな

んですが、松葉町だとか真栄町を見てみますと、非住宅面積が非常に大きくなっていま

すよね。だんだんふえてきているのが、この資料からもわかるんではないのかなという

ふうに思うんですけれども、そういう押さえ方でいいでしょうか。

●委員長（室﨑委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

委員おっしゃいますとおり、松葉町、それから真栄町については、いわゆる非住宅面

積、主に更地になりますが、平成８年度から17年度に比して増加していることは事実で

ございます。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 今度新しく地元外のスーパーが、厚岸町にも出店されるというような状況で

すよね。そういう中で厚岸町の商店街というか、商工業者をどう守っていくかというの

も、行政としては大きな役割を担っているのではないのかなというふうに思うんです。

それで、よく言われているシャッター通りだとかそういうものは、やはり克服するた

めに、それに携わっている人は当然でありますけれども、町を挙げてどう取り組んでい

くのかということを、真剣に考えていかなければならないというふうに、私は思うんで

すけれども、こういう空き地がどんどんふえてきていることに対する対策について、ど

のように考えているのかなということなんですよ。

それで、農地の場合は、一般的に今遊休地が問題になってきて、農業委員会や関係者
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の努力で、その克服に全力を挙げて取り組んでおりますよね。そして、その中でやはり

何としても遊休地をできるだけ減らしていこうというようなこと、あるいはどうしても

開墾した当時は農地として使っていたけれども、今の時代に合わないそういう農地は、

別に転用していこうという考えが出てきているわけですけれども、農地というのは農民

以外は所有できないわけですよね。ところが、商業地域の土地に関して、やはり厚岸町

が本当に今後どうなっていくのかということに対して、やっぱり真剣に考えていかなけ

ればならないし、その道筋をどうしていくのか、こういう実態をやはり明らかにしなが

ら、再生を目指す方策をきちんと探っていくべきではないのかなというふうに考えます

けれども、これについてお伺いをいたします。

●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） お答えいたします。

、 。町内の中心市街地活性化計画を策定する段階でも いろんな議論をしてまいりました

まず、既存業者あるいは既存の商店街をどう活性化するかという方法を考えるに至っ

た、いわゆる中心市街地活性化計画をつくるに至った背景は、今ご指摘のとおり中心街

に空き地が目立ち空き家が目立ちということで、商店が今までは連続していたものが点

在するといったようなことで、商店街としての機能が弱くなってきたということが最大

の理由であります。

したがいまして、それをどうするかということについて、いろいろ議論をしてまいり

ました。既存事業者につきましては、大型店との競合という問題やら、あるいは釧路市

への公売力の流出という問題がありまして、これにどう対抗するかということになって

まいりますが、その中でサービスの質の向上ということで、何とか対抗できないだろう

か、あるいは業態を変更して、大型店とかと競合する業態については、業態を変更して

対応できないであろうかといったような議論やら、それからほかから特色のある業態を

誘致するということも、商店街形成には一つの方法ではないかというような議論があり

ました。

、 、 、それを受けて そうするためにも外から人を呼び込むためにも 中心街の空き地情報

空き家情報をどこかが一元管理をして、情報を発信する必要があるであろうという議論

になりました。この計画を策定する際も、私どもは湖南地区商業者のアンケート調査を

やっているわけでありまして、その段階で空き地の状況、空き家の状況というのを把握

をいたしました。さらには、今後どうしようとしているのか、今後の動向ですね。商売

を続けるのか、あるいは何年か後にはやめてどこかへ転出されるのかといったようなこ

とについても、聞き取り調査をやっておりました。

そういう情報が一つありましたので、この情報を受けて、さらに補充調査をして、ど

こか民間の団体が、その不動産情報の発信の担い手にならないかという相談をいろんな

団体にいたしました。というのは、町が個人の財産の情報を発出するということについ

ては公平でなければなりませんし、そういう意味で非常に難しい問題があると、町がや

るに当たっては。ただ、町は持っている情報で提供できるものは提供したらいいという

前提で、そういう相談をいたしましたが、今のところそういう業務をやっていただける
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と目される団体からは、いい返事はないという状況でございます。

これ不動産業という地元に業者がいて、そういうことをやっていただければ、本当は

一番いいのかもしれませんが、そういう専門の業者さんがいないという状況の中で、ど

こか団体が担わなければならないという考え方を持っておりますが、役場がやるという

ことについては、ちょっと難しいというふうに考えております。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 町もあるいは関係する団体等も、大変苦労を重ねている問題ではないのかな

というふうに思うんですよね、この問題では。

、 、 、 。 、それで だけれども 土地は現前としてあるわけですよね 点在して ですけれども

この土地がただ遊んでいて、税収にこれがどのくらい結びつくか、私もわかりませんけ

れども、もうある意味では今までの手法というか、商店街を区画整理したりいろんな整

備をしたりして、活性化に結びついたという例は、もうほとんどないと言ってもいいく

らい、それではだめというのが一般的にはそうなっているんで、北海道の道内でもいろ

んな町で、そういう事業を取り入れて統一したものをつくってみたり、いろんなことを

やったけれども、結果的には歯どめをかけることができなかったというのが、現実だと

思うんですよね。ですけれども、そういう手法をとらなくても、現在あるそういう言っ

てみれば財産ですから、これを生かさない手はないと思うんですよね。

それで今、町内の商工業者だとかいろんな団体が、冬場は余りないですけれども、夏

にはさまざまなイベントを組んでおりますし、そういうもので活用することを含めて、

例えば駐車場の問題だとか、一番問題はやっぱり今の時代車社会ですから、便利だとい

うのが何といっても一番最初に来るんではないのかなと思うんですよね。

私、たまにポスフールなんかに行ってみますと、身体障害者がとまるスペースをせっ

かく設けているところに堂々と、健常者の人たちがどんどん車をとめてしまうというよ

うな状況にありますけれども、私はそれはもってのほかだと思いますけれども、やはり

近くに駐車場があれば、あそこの店に行きたいと、こういう店に行きたいというふうに

思っても、なかなかそういうスペースがないと、結果的には大型店に客層が流れてしま

うわけですよね。

そういうことで、こういう今ある空きスペースがどのぐらい使われないのか、そうい

うものをやはりきちんと調査して、そしてそれがまだまだ利用の計画、見通しが立って

いない土地については、一定期間だれが管理するかは別にして、そういうことで使うこ

、 、とを認めること それから例えばそういう土地に対する今の課税状況なんですけれども

そういうものに利用する場合は一定の優遇をしましょうとか、そういう対応というのは

今後考えていくことはできないものなのかどうなのか、その辺についてお伺いをいたし

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） お答えいたします。
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松葉町の中心部について言いますと、町としてはそういった空き地、空き家スペース

を利用してということで、町に今できることは最大限やろうということで、今日まで広

場を整備し、あるいは歩道を整備し、さらには今駐車場、あるいはトイレといったよう

な、公衆トイレですね、こういった機能があの町では必要だということで土地の調査、

いわゆるここの空き地は将来どうなんだろうかと。今家が建っているけれども、そこは

将来どうなのかといったような調査をしながら、今の広場を中心とした一画を、そうい

った具体的な調査をしながら、役場が今現在できることについては最大限やろうという

ふうに考えておりますし、その役場のやったことを受けて、あと民間の方にどう動いて

いただけるだろうかということになると思うのであります。

したがいまして、その不動産情報等々についても、もちろん役場は調査について協力

をするというスタンスは変わりませんが、どこか民間の方々でその情報を発信するとい

ったようなことは、民間の業者さんを入れるためには必要じゃないかというふうに考え

ているところでありまして、そういったかなり地道な対策になると思いますが、そうい

ったことを少しずつ積み重ねながら、商店街の機能を失わないようにしていくというこ

とが重要かと思っております。

また、最近は町中居住といって、できるだけコンパクトなスペースに人が住もうと。

郊外に家を建てるのではなくて、町中に住もうというような考え方を都市計画上出てき

ておりますから、そういったことを踏まえて、町の中の公営住宅ということが考えられ

ないだろうかと。しかも、これも公共の力だけではなくて、民間の力を取り入れながら

ということも、この中心市街地の計画の中ではあるわけでありまして、そういったこと

も引き続き進めていかなければならないというふうに考えております。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 公共がやらなければならないこと、これは大いにやっていただきたいと。だ

けれども、公共だけがやっても、やはりなかなか限界というのあると思うんですよね。

ですけれども、公共がやるとすればまた多額のお金をつぎ込んで、それも結果的には後

々は町民の負担になってしまうということではやはり困ると思うんですよ。

それで、差し当たってある土地が駐車場だとかに利用できないのか、あるいは今商店

街を歩いたって、公衆トイレもなんもあるわけじゃありませんから、そういうスペース

だとか、ちょっと休めるところだとか、そういうものというのも必要ですよね。そうい

うものが、今ある空き地等を利用して、安く借り上げると言ったら変ですけれども、逆

にそういうことを提供というか、一定期間そういうものを認めてくれる所有者に対する

課税面での優遇措置だとか、そういうものも含めてやっていくという、何でも町がやら

なければならないだとか、何かをつくらなければならないだとか、そういうことを考え

ていくとなかなか大変だと思うんですよね。だけれども、日常ふだんにそこにある土地

はあなたの土地だけれども、商店街なら商店街が一定期間借り上げることによって、そ

こがその商店街で使うことができますよと。商店街で使うということは、町民が使える

土地なんだというふうにしていく。それはやっぱり一定の期間、期限というものはきち

んとしなければならないと思いますけれども、そういうものも含めて考えていかなけれ
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ば、草ぼうぼうの土地がどんどんふえていくんでは困るのではないのかなというふうに

思うんですが、いかがでしょうか。

●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（福田課長） お答えいたします。

地元の商店街等で何か積極的な取り組みを考えておられて、それについてここの空き

地についてどうなのかと、その情報を町に求められるということは、今日までもありま

したし、これからもあると思います。そういったところについては、町の最大限調査を

きちんといたしまして、その結果をお伝えするということになろうかと思います。

例えば、今日までにいろいろ提案のあった話としては、空き地に花壇のようなものを

配置をするということで、町に潤いを与えることができないだろうかというご相談もあ

りましたから、そういった相談に対しては、その不動産情報を提供しておりますし、そ

ういった形で地元から何らかの働きかけがあれば、町は積極的に支援をするという形を

とっていきたいと思いますし、一方では町の方から今ありましたように、ちょっと休め

る、ここは空き地があるので、ちょっとベンチを置かせるスペースとして貸していただ

けないかといったような働きかけを、こちらの側からはしていくことができるのではな

いかというふうに思っております。

●谷口委員 いいです。

●委員長（室﨑委員） ２目商工振興費、他にございますか。

６番。

●佐藤委員 この定例会の冒頭に行われました一般質問においても、福原の出店に関する

質問がございました。これは町民が、商業者も含めて関心事の一つであるということか

、 、 、ら こういう質問も出されたわけでありますが その中で町への出店表明といいますか

それは正式にはないというふうに、答弁の中で記憶しておりますけれども、現在の立地

法の中で出店者が配慮すべき一般的な事項、責務といいますか、それがあると思うんで

すが、もしわかればその辺からお聞きしたいと思います。

●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） 大規模小売店舗立地法におきましては、出店に当た

って周辺住民に環境的な問題を起こさないように十分配慮するということが、法律の趣

旨になっておりまして、一般質問のところで申し上げましたように、例えば店の設備か

ら出る騒音であるとか、駐車場の騒音、さらには廃棄物の保管であるとか、処理の方法

であるとかこういったようなことが一つありまして、さらにはその店舗に至る交通経路

といいますか、こういったことについての対策、留意事項、こういったことが環境対策

としての主なものとして挙げられているところでございます。
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●佐藤委員 正式な出店表明とかというのは、なかったということでいいんですか。

●まちづくり推進課長（福田課長） はい。役場に対しては正式な出店表明、会社からの

正式な出店をしたいというような表明はございません。

●委員長（室﨑委員） ６番。

、 、●佐藤委員 今答弁いただきましたけれども それは出店者が配慮すべき一般的な責務の

５つほどあるんですが、今、課長が答弁された５つの中の一番最初に、いわゆる周辺の

地域の生活環境の影響についての十分な調査や予測というのが、出店者が配慮すべき一

般的な責務の５つの中の一つというふうに書かれております。それは今説明があったと

おりであります。

そういうことから、出店することによって地域住民に、いろんなそういう環境も含め

たいろんな影響があるということで、そういう責務が定められているんだろうと思いま

す。そういうことであれば、町への正式な出店表明がないということですけれども、い

わゆるこの立地法に基づく届け出が、出店するとすればいずれかの時期に届け出がある

わけでありますけれども、その届け出の事項程度のものは、出店者から説明を求めても

いいのではないかというふうに思いますが、その点はいかがですか。

●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） お答えを申し上げます。

スーパー福原から出店表明を受けたのは、厚岸町商工会だけというふうに伺っており

ます。町に対しては、まだ今のところないという状況でございますが、大規模店舗立地

法による届け出は、基本的には北海道が受けるということになっておりまして、私ども

北海道との事務の連携をとって届け出るのか出ないのか、あるいは事前相談があったの

かないのかといったようなことについて情報交換をしておりますが、今のところないと

いうことでございます。

一方、商工会は既にスーパー福原に出向きまして、地元の要望というのをお伝えして

いるということも聞いておりますし、さらには近々役場に対してもいろんな要望をした

いというふうにも聞いておりますので、そういったものを受けまして、町としてはその

意見を述べる場所、一般質問の答弁で申し上げましたが、意見を述べる場所、あるいは

方法というのがございますし、商工会やその他地元の業者さんについても意見書を出す

という機会があるわけでありますから、我々としては、基本的には法律に基づくそうい

った場を利用するということもございますけれども、出店表明がなされないままずるず

るいくようになりますならば、こちらの側から最低限のこの届け出に当たっての必要事

項について問いただすということはやらなければならないと考えております。

●委員長（室﨑委員） ６番。
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●佐藤委員 何か答弁を聞いていると、従来の大規模小売店舗法の域を抜けないような答

弁でありますけれども、いわゆるこの立地法の大きなその考え方は、先ほども課長から

答弁があるように、いわゆる地域住民に対する生活環境を含めた影響といいますか、そ

の配慮といいますか、そういうものが大きくうたわれております。

そのことから、例えば従来の大店法のように、商業者同士のいわゆる調整法のような

形で届け出がなされるんだということであれば、それでいいんでしょうけれども、そう

ではなくていわゆる生活環境、地域の環境が重視されるんだという、この立地法の考え

方のもとでいけば、当然さきの一般質問でも答弁がありましたように、例えば下水道を

敷設しなければならないとか、行政としてもそれなりの負担といいますか、費用がかか

るわけでありますね。そういう意味からしても、いわゆる届け出を受けて、その意見を

求められる機会があるんだとかではなくて、いわゆる届け出事項程度のものは、もちろ

ん都道府県、道に出るんですけれども、地元の市町村としてその計画、届け出内容の概

要の説明は当然求めてもいいのではないかというふうに思います。

その中で概要が説明されるわけでありますから、もちろん規模だとか、それから従業

員の問題とか、さまざまな問題が話されるわけでありますから、町としてもせっかくそ

ういう他からの企業でありますけれども、出店をされるということの機会をやはり単に

届け出して店舗ができるんだということの考え方ではなくて、例えば私の聞いている範

囲では、40名ほどの雇用があるということでありますから、そういう中で責任者となる1

0名は本社から派遣をするんだと。だとすれば、当然厚岸町に居住するわけですよね。そ

の場合には、きちっと厚岸町に住民登録していただきたいとか、例えば住む住宅がなけ

れば、例えば町の遊休地をあっせんして社員寮を建ててもらうとか、そんなような話に

つながっていくんじゃないかと思うんですよ。

ですから、待ちの姿勢というのか、届け出があって、じゃ内容を聞くその機会があっ

たらお聞きしますよ程度ではなくて、もっともう少しそれを利用するんだという、言葉

悪いかもしれませんが、もう少し積極的に対応していくという姿勢が大切ではないかと

思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。

●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（福田課長） お答えいたします。

積極的な対応ということでございますが、大規模店舗立地法に基づく届け出に当たっ

ては、北海道は指針とかいろんなことを定めているわけでありますけれども、その中に

は正式な届け出の２カ月前に事前協議をすることが望ましいといったようなことがあり

まして、そういったことが普通行われているというふうにも伺っております。しかしな

がら、今のところまだそれがないという段階でございまして、その施設の規模とか内容

とか、あるいは従業員がどうなるのかということについては、恐らくこちらから具体的

に伺っても、お答えしてもらえるのかなということはあります。

しかしながら、雇用対策とか、住宅対策の問題について、あるいはインフラの整備の

問題について、こちら側から事前にお話をするということは必要だと思います。その時
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期についていつがいいのかということにつきましては、今後いろんな情報を集めながら

判断をしてまいりたいというふうに思います。

●委員長（室﨑委員） ２目、他にございますか。

なければ先に進みます。

３目食文化振興費。

16番。

●竹田委員 食文化ということでちょっと聞いていただきたいというか、お願いしたいこ

とがあるんですけれども、今、厚岸町がいろいろな財政難に陥っているということで、

それを脱皮するために、町民とともにまちづくりをしていかなければならないというこ

とで、町民、また我々議員もそうですし、理事者側もそうだと思いますが、いろいろな

アイデア、知恵を絞って財政難の部分を、食文化を生かして脱皮していったらどうなの

かなということで。

カキがあるんですけれども、厚岸町のカキも普通一般的には、カキえもんという名前

を出したから、カキの中にもカキえもんと普通のカキがあるんだなということで、一般

的にはようやく知られるようになりましたけれども。私たちも漁師さんからちゃんと聞

かないとわからない、宮城、広島から仕入れているカキの中にも、厚岸町の中にも丸カ

キとか長カキがあるんだ、それは一体どうしてそういうふうに丸カキ、長カキの種類が

あるのかとか、それからカキというのは育成のときにいろんな飼育の仕方の勉強とか、

それからカキはこういうような環境でないと育たないんだとか、発育するためにはこう

いうプランクトンが必要で、育つためには何年くらいかかってとか、それから販売する

上でいろいろな商品管理、カテゴリーマネジメントという部分についていろいろ勉強し

ていくことを、漁師さんとか、それから商工の人、いろんな形で漁師さんからいろんな

苦労を聞きながら勉強会を開いて、その勉強会の中からいろんな試験問題をつくって、

その試験問題を町民、それから厚岸町内ですね。それから、町外の方々に試験を受けて

いただいて、カキのことをもっともっと知ってもらう。知ってもらって、厚岸町独自の

町長からカキの博士号みたいのを賞状を与えて、カキをもっともっと広く世間に広めて

いくような手法をとって、一大産業である厚岸町のこのカキをもっともっと売っていく

ためには、そういうアイデアを取り入れてやってはいかがかな。

、 、厚岸町のカキをただ食べておいしいということじゃなくて カキのことを理解をして

味と知識と学識の三面からカキを食するという人を多くつくっていく。厚岸のカキはこ

ういう苦労があって、こういうところでつくって、こういうふうにしているからおいし

いんだということを、アピールできるような人材を町外にたくさんつくっていく。そう

いった博士号を与えて、カキのことを宣伝してもらうような方向性、そういうことが大

事ではないかなというふうに思います。

野球をテレビで見るということよりも、本にも出ました 「野球を２倍楽しむ方法」と、

いう著作がありました。そういったことで、カキの味がおいしいおいしくないというこ

とよりも、厚岸町のカキがなぜほかの地域と違ったおいしさがあるのかということを知

っていただく。そういったことを考えて、ぜひそれを取り入れていってはいかがかなと
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、 、思いますけれども そういう取り組みをなされてはどうかということなんですけれども

いかがでしょうか。

●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（福田課長） お答えいたします。

ここ数年カキ街道という構想が、各団体あるいは個人で温められているという話を伺

っております。

このカキ街道というのは恐らく、友好都市であります村山市にはそば街道というんで

すか、そういった店に番号がついておりまして、統一的にＰＲすることによって集客を

ふやすといったようなことをやっておりまして、そういったことがヒントになっている

のかと思いますが、こういった今それぞれの団体が持たれているカキ街道、こういう構

想の中で、カキ街道の指定を受けたお店には、カキの博士がいるということと結びつけ

ていったら、大変おもしろいのではないかなというふうに思って聞かせていただきまし

た。今後のそういった構想の具体化の中で、今の提案を受けとめさせて、その中に入れ

て検討させていただきたいというふうに思います。

●委員長（室﨑委員） 16番。

●竹田委員 まず、ノロウイルスとか、それからカキの部分でいろいろ打撃を受けてきま

した。そういった部分も、正しい知識というものを植えつける、１人でも多くの人がそ

のカキのことを語れる。これは今、課長が言ったのは、カキ街道というのは当然、町外

に持っていくことはできません。向い入れるということですよね。向い入れることだけ

では前に進まないんです。

私の言っている博士号というのは、例えば札幌の小さな炉端の店主が、厚岸のカキを

使っている。その炉端の店主の店のところに、厚岸町名誉カキ博士号というのがかかっ

ていた。店長これは何ですかというお話から、いや、実は厚岸町でこういう取り組みを

しているんだと。僕が試験を受けたら、カキ博士号の称号をいただいたんだというお話

から、カキのことを語れる。そういったことから、カキをどんどん正しい知識を身につ

けた人がカキを理解して食べていただくという、そういった手法を取り入れてほしい。

受け身じゃなくて打って出るというか、そういったことを考えていただきたいなという

ふうに思うんですよ。いかがでしょうか。

●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（福田課長） お答えいたします。

その試験の受験の対象を全国的にというお話でございました。よく趣旨は理解できま

す。そういったことが実現できるように、今後いろんな機会に検討してまいりたいとい

うように思います。
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●委員長（室﨑委員） 16番。

●竹田委員 アイデアとかというのは、漁師さんだからわかることであって、でもその漁

師さんはつくることが主であって、売るというアイテムはなかなかない。そういった中

で売るという側の人間、それからつくるという側の人間、いろんなその考えを持つ人を

ぜひたくさんの方に賛同してもらって、そういう協議会を立ち上げてやってはいかがか

なと思うんです。

それから、非難するわけじゃないですけれども、何とかかんとか協議会とかとたくさ

んあるんですけれども、何か顔ぶれを見るとそれらしき人間が集まっていて、何か何年

たってでもメンバーが変わらないという、そういう組織が非常に多い。おまえにカキの

ことわからないのに、カキのこと何言っているんだと言うかもしれないけれども、カキ

を売ることはやっぱり商人でないとできないと。商人はカキをつくっている苦労を知ら

ないと。お互いにわかり合えれるというか、そういうことが必要なんですよ。というこ

とは、食べる側、売る側も同じことが言える。ですから、非常にアイデアマンを出せる

ようなそういう人たちを協議会の中に入れて、厚岸町のカキを売っていくということを

ぜひやっていただきたいと思います。それについて町長、いかがでしょうか。

●委員長（室﨑委員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えいたします。

久しぶりにいいアイデアだなという感じいたしました。といいますのは、やはり厚岸

のカキは、全国的にブランドになりました。もっともっと消費の拡大を図っていかなけ

ればなりません。しかしながら一方、食の安全ということも大事なことであります。生

、 。産者が食の安全にいかに気をつけても 販売者の方でそういう知識がなければならない

知識がないとするならば、それは食の安全を守ることができないわけであります。

そういう意味において消費の拡大、そしてまた販路の拡大等々を考えますと、カキの

博士号といいましょうか、そういうご指摘あったことについては、いいアイデアだなと

いう気持ちで聞いておりました。このことについては即答はできませんけれども、一つ

の考え方として今後研究をさせていただきたい、かように考えますのでお願いいたした

いと存じます。

●竹田委員 いいです。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 ちょっとコンキリエのことでお伺いしたいんですけれども、コンキリエはあ

れ12月30日から１日までは休みですよね。この間の自動販売機の販売数なんていうのわ

かりますか。

●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） 自動販売機だけの集計というのは、ちょっとわかり

ません。把握しておりません。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 結果的に３日間休みですよね。元旦が休みなんですけれども。私あの辺、朝

、 、通ることが結構あるんですけれども 初詣だとか初日の出だとかいろいろありますから

あのあたりに車が多かったり人が結構いたり、真竜神社のあたり一帯から含めて非常に

たくさんの人が出るわけですよね。それから、初日の出を見ようということで、厚岸町

大橋も結構そのスポットになっているというか、そういう人が結構出ていますよね。

そうすると、せっかくあれだけの人がいるのに、職員のこともありますから、いろん

な意味でそういうことも考えなければなりませんけれども、コンキリエが全館閉鎖にな

っているという状況で、私先ほどもし自動販売機がどのぐらいの利用があるのかという

ことが、平日と比べてもどうなのかとか、そういうことも含めて知りたかったんですけ

れども、そういう実態を把握して、例えば元旦の午前中だけでも一定の時間に、全館を

あけることはいろんな面で大変だと思いますけれども、最低でも喫茶コーナーぐらいは

あけておいて、利用者に利用していただくというようなことを考えていくべきではない

のかなと。

せっかく道の駅でもありますよね。そして、結構根室の納沙布岬あたりまで行って帰

ってくる人も、ちょうどいい時間にあのあたりを通る。そういうものも含めれば、あけ

ておくことでそんなに利用者がいないとか、閑散としているというような状況にはなら

ないのではないのかなというふうに思うんですよ。

他の道の駅のこういう施設がどういう扱いをしているかわかりませんけれども、そう

いうことを考えていくことも、やはり大事ではないのかなと。やっぱり一定の期間閉ま

っているということは、後々のそういう利用者の立場に立つと、あいていないんなら寄

らないわということにやっぱりなっていくと思うんですよね。だから、そういう機会を

なるべく少なくしていくという努力も必要ではないのかなと思うんですけれども、いか

がでしょうか。

●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（福田課長） お答えいたします。

味覚ターミナル・コンキリエ、１月１日は条例上休館日というふうに決められており

ます。しかしながら、町長が承認をした場合については、今度は指定管理者になります

けれども、指定管理者の判断で臨時に開館したり閉館したりということができるという

条例にはなっています。

したがいまして、これは現場と相談してみないと、特に人の配置ができるかどうかと

いうことが、非常に大きな問題になると思いますので、現場と相談しなければ何とも言

えませんが、その自動販売機の売り上げ等々のデータを分析した中で、１月１日オープ
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ンした場合に、相当の入れ込みが予想されるという分析ができればそういったことも、

時間を限ってあけるということも考えた方がいいのではないかと思いますけれども、一

番重要なのは職員の配置ができるかどうかということでございますので、十分相談をし

てみたいと思います。

●谷口委員 いいです。

●委員長（室﨑委員） ３目、他にございますか。

なければ先に進みます。

４目観光振興費。

９番。

●松岡委員 先ほどちょっと科目違いで質問したんですけれども、厚岸の別寒辺牛流域に

ある高層湿原についてお伺いしたいと思うんですが、これはもし国定公園化になった場

合、一つの観光ルートかなんかに考えておりますか。

●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） お答えいたします。

別寒辺牛の高層湿原につきましては、国定公園区域に含めたいということで、現在の

素案の段階では、そういう含めることになっております。

それの利活用についても検討いたしましたが、この利活用につきましては、今のとこ

ろ公園施設として、上風連大別園、道道から遠目にその湿原が眺められる施設が整備で

きないかというものが計画に乗っかっておりますが、現地までたどり着くといったよう

な計画にはなってございません。

●委員長（室﨑委員） ９番。

●松岡委員 私去年の９月に、団体ツアーでもって道南の方へ行ってきたんですよ。道南

のツアーのそのルートの中に、神仙沼自然休養林というのがあったんですね。その神仙

沼というのが、この高層湿原なんです。ですけれども、厚岸町と比較してみたら、まる

っきりちゃちゃなものですね。それでも一つの観光ルートとして、観光地でもあります

から、観光地にしているんでしょうけれども、かなりの人がやっぱりうろついておりま

す。

私が行ったときもバス４台ほどが来ていて、20分くらいバスの駐車場から歩かなけれ

ばいけないんですけれども、木道がつくってありまして、そこを歩いていったんですけ

れども、かなり私どもは疲れたような気もしたんですけれども、それほど厚岸の湿原ほ

ど雄大なものではないというように感じてきました。

そういったことからも、一つのやっぱり観光ルートに将来は持っていくんだという考

え方でいってほしいと思います。特に、厚岸町の高層湿原については、町民の半分以上
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の人が知らないと思うんですよ。あそこへ行った人たち、ほんの少しの人間ではないか

と思うんですけれども、雄大といえば雄大なものなんですよね。ちょっと観光ルートに

も外れてはいますけれども、何らかの方法でやっぱり宣伝する必要があるんではないか

とこういうように思うわけですが、お考えをお聞きしたいと思います。

●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） お答えいたします。

別寒辺牛の高層湿原につきましては、国有林に位置しておりまして、しかもそこにた

どり着くまでの道も、国有林で管理している道ということになってまいります。

このたびその高層湿原を国定公園区域に加えることにつきましても当初、国有林サイ

ドから色よい返事がもらえなかったということで、区域に入れるまでにかなり時間がか

かっておりました。

その理由がどこにあるかは、はっきり北海道からは聞いておりませんが、ラムサール

条約の登録のときもそうでありましたけれども、国有林内に多くの人に入られると、い

ろいろな負荷がかかると。自然に負荷がかかるということやら、施業商売上にもいろい

ろ支障があるといったようなことが原因だったかと思います。そういったことで、区域

に食い込むことさえなかなか難しい問題を抱えているという状況でございます。

さらに問題は、高層湿原を観察するに当たっては、今のところ胴づきを履いていかな

ければ歩かれないという状況でありまして、しかもそれも多くの人が入ってそこを踏み

つけますと、その高層湿原の植物層がだめになってしまうということもありまして、我

々も何回か行きましたけれども、できるだけシカ道を利用してと。シカの歩いた細い道

があるわけですが、そこから外へ出ないようにという配慮をしながら歩かなければなら

ないという状況でありました。

したがいまして、もしそこに観光客を入れるということになりますと、木道というこ

とが考えられるわけでありますが、これにつきましてもいろいろな問題が出てくるであ

ろうと、自然に対してはですね。さらには、観光客がもたらすごみとか、あるいは盗掘

とか、そういった問題も恐らくあるだろうと。そういったことを考えますと、あそこに

バスを入れて、観光客サンダル履きで、神仙沼なんかサンダル履きで歩けるということ

になっておりますが、そういった形にするのは大変難しい問題があるのではなかろうか

というふうに思っております。

●委員長（室﨑委員） ９番。

●松岡委員 当然、国有林であり、その国有林との間の協議も必要かと思います。ですけ

れども、先ほど言った神仙沼、これは共和町の国有林倶知安事業区の145林班なんです。

これはバスガイドから聞いただけでよくわからないんですけれども、やっぱりかなり国

有林と理解を深めてやったようですね。20分ほど歩く木道があるんですけれども、この

木道をだれがつくったんですかと聞いても、バスガイドじゃわからん。どのくらいかか

ったんですかと聞いてもわからなかった。そこらあたりも調べて、国有林との関係もあ
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るかもしれませんけれども、もし厚岸町の活性化につながるようなことになるのであれ

ば、そこらあたりも国有林とよく話し合ってやっていきたいと。

ほかに例がないわけではなくて、どこの観光地でもほとんどが、国有林が多いんです

よ。そして、やっぱり林野庁との話し合いの中でこれ進めていくようですが、そういう

苦労もあると思いますけれども、そこらあたりもよく勘案して、とにかくあの湿原をや

っぱり多くの人に見てもらいたいと思うんですよ。100町歩あるんですね、大体。聞くと

ころによると、恐らく北海道で１番ということは、全国でも一番広い高層湿原になろう

かと思うわけですが、あのミルク道路ですか、あの道路から見てもわかりますように、

本当に雄大なものだと思うんです。そこらあたりやはりもう少し高層湿原を理解して、

そして何とか厚岸町の活性化につながるような方策を考えてほしいと思います。

以上です。

●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） お答えいたします。

先ほど申し上げましたように、あの高層湿原まで近づくことは、非常に難しいという

状況がございます。ただ、利活用ということに関して言えば、その高層湿原は特に春先

には珍しいというか、我々にはなかなかふだん見ることのできない高山植物のような背

丈の低いものがたくさん咲くわけでありまして、そういったことをできれば紹介したい

というような考え方もございます。その方法は、直接足を踏み入れるのか、あるいは別

な方法でできるのかといったようなことについては、これから検討していかなければな

らないと思います。ただ、宝の持ちぐされというか、あるだけでだれも知らないという

ことでは、その意義がないというふうにも考えますので、その利活用、方法については

今後とも十分検討してまいりたいというふうに考えております。

●松岡委員 いいです。

●委員長（室﨑委員） 13番。

●菊池委員 ここで桜保護育成についてお伺いをいたします。

厚岸町桜の木育成指導員の浅利政俊先生委嘱以来、数年間たっておりますけれども、

この桜の育成を続けてずっとやっておるわけでございますが、経過、その状況について

お知らせいただきたいと思います。

第７次実施計画のソフト面での状況によりますと、いろいろと掲げておりますけれど

も、子野日公園桜の木の保護育成、桜の育種と植樹の普及促進、こういうようなことを

掲げております。一応そういうことで、その経過、状況についてお知らせ願いたいと思

います。

●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） お答えいたします。

桜育成管理指導員につきましては、町が設置要綱を定めまして、それに基づきまして

専門的知識を有する方を委嘱するということになっております。１人の任期は４年とい

うことになっておりますが、その間どういうことをやっていただくかということでござ

いますが、皆さんもうご存じかと思いますが、桜、カキ祭りのときには必ずおいでをい

ただきまして、数日間町内に滞在をしていただいて、町内一円に咲いている桜の品種の

調査、どういう桜が町内にはあるのかといったようなことを、くまなく巡回して調査を

していただいておりますし、さらには子野日公園の桜の木の生育状況といいますか、い

わゆる腐っていたり、あるいは穴があいていたりといったものについての手入れ、手当

ての方法、こういった指導をいただいておりますし、さらには厚岸で見つかった新たな

品種の発見にもご努力をいただいておりまして、子野日公園の上の方にビニールハウス

があるわけですが、その中には厚岸で発見された新しい品種の、しかも名前についても

命名をして学会に登録すると。学会といいますか、そういった品種登録をしていただく

といったような活動、さらにはお祭りのお客さんを対象にした桜の木についての解説活

動、こういったものをずっとやっていただいております。

●委員長（室﨑委員） 13番。

●菊池委員 巡回調査、木の手入れ、新たな品種の発見、祭り行事の解説、ただいまご説

明いただきましたが、桜の種類と研究の成果で、厚岸で育つ桜の木種といいますか樹種

、 、 、といいますか 例えばクシロヤエなど それらの種類なんかについてどの程度あるのか

あるいはまた桜マップなるものですね。例えば、子野日公園にどういう木種のものが何

本、国泰寺にはどういう木種のものが何本、町内には巡回した結果どういうような種類

のものが何本、山林にはどういう種類のものが何本というような桜マップなるものがあ

るんでしょうか。

●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（福田課長） お答えいたします。

、 、町内に存在いたします桜の品種 これについてはパンフレットにまとめておりまして

パンフレットの中で恐らく、ちょっと数は正確ではありませんが、20品種ぐらいの写真

を入れてパンフレットになったものがございます。

●菊池委員 研究の成果で、厚岸で育つ桜の木種は、例えばどういうものだとかというも

のはどうなんですか。

●委員長（室﨑委員） 休憩します。

午前11時16分休憩
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午前11時17分再開

●委員長（室﨑委員） 再開します。

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。

これは厚岸町制施行100周年記念事業でつくられたパンフレット「桜物語」という題が

ついておりますが、この中に写真入りでこのようにそれぞれの地域における、例えば個

人の住宅にもこういう品種の桜がありますといったようなことを紹介をしております。

今お尋ねの品種の種類でありますけれども、ここには24種類載っておりますが、その

後発見された新しい品種もございますので、種類はもう少し多くなっているかと思いま

す。

順次ちょっと申し上げますと、オオヤマザクラ、チシマザクラ、タカネザクラ、カス

ミザクラ、ミヤマザクラ、シウリザクラ、コヒガン、シダレザクラ、ソメイヨシノ、ア

ラシヤマ、オクチョウジザクラ、アマギヨシノ、オオシマザクラ、アマヤドリ、カンザ

ン、タイザンフクン、クシロヤエ、ベニユタカ、マツバエハヤザキ、マツマエコトイト

ザクラ、タカサゴ、イトクグリ、ヤエムラサキザクラ、キクシダレなどというものが紹

介をされております。

●委員長（室﨑委員） 13番。

●菊池委員 いろいろと桜の種類を並べていただきましたけれども、やはり厚岸の桜の場

合は、５月20日前後から５月末にかけて開花します。それで、一応その後クシロヤエと

、 。 、う品種が ６月中旬ごろまで咲かれるという話も聞いていました そういう効果ですね

、 、 、成果といいますか ということになりますと 厚岸は桜とカキと歴史の町ということで

桜をうたい文句にしております。

やはり桜の時期には来訪客が多くなりまして、桜祭りのロングランということも可能

になってまいります。５月20日過ぎから６月20日ぐらいまでロングランで見られる桜と

いうのは、やはり国内でも珍しいのではないかと、このように計画も立てればいいなと

いう案を持っているんですけれども。

そういうことで、やはり町も同じ桜の育成計画を持つのであれば、長期的な視野に立

って、将来の桜の育成について十分研究している成果を出し、そしてまた町内には桜の

、 、町保存会という会もございますし いろいろと打ち合わせはしておるとは思うんですが

その辺を長期的視野に立った桜の育成についての論文といいますか、まとめて計画を立

てていったらいいんじゃないかと、このように思うんですが、いかがですか。

●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） お答えいたします。

子野日公園で桜、カキ祭りというのが開かれるわけでありますが、この子野日公園に
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おける桜を見られるスパンをできるだけ長くしたいということが、浅利先生の指導でも

ありまして、そのために町内にあるいろんなこのパンフレットにも、６月上旬ころ咲く

桜もあるということでございまして、そういった長いスパンで、子野日公園で桜が楽し

めるようにということで、その公園内の植栽には、そういった配慮がされているところ

でございます。

そういった浅利先生の具体的なご指導によるさまざまな対策がとられているわけであ

りますが、それを論文にというお話だったかと思いますが、そこまでたどり着けるかど

うかは別にいたしまして、一定の時期にそういったまだ皆さんもこういったパンフレッ

トさえ、町民に行き渡っていないという状況だと思いますので、町民に広く普及させる

ような方法については検討してまいりたいというふうに考えております。

●菊池委員 いいです。

●委員長（室﨑委員） ４目、他にございますか。

なければ先に進みます。

209ページ、５目観光施設費。

15番。

●佐齋委員 これ観光施設なのかどうかあれなんですけれども、町のパンフに観光マップ

の中に十景というのが出ていますね。私たしか議員になって、７年前にも質問したこと

があるんですけれども、あれが各地区を回ってみても、あるにはあるんですけれども、

もう字が見えなくなったり、看板がもう欠けたりというような、実際行ってみても本当

にどこにあるかわからない。大体糸魚沢の途中、湿原の、それから橋のところのありま

すね。それから、ピリカウタノのところ、それから苫多の所を回ってみたんですけれど

も、あれは町の施設、それとも観光協会が設置したものなんですか、それは。

●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） 観光協会が設置した看板でございます。

●委員長（室﨑委員） 15番。

●佐齋委員 そうすると、それでも町は補助金を出していますから言えますよね。

、 、 。それで せっかくパンフ十景で すばらしい今の桜のあれと同じで載っていますわね

私の店もここの近くにあるものですから結構寄られて、これを見たいんですけれども、

どこにあるんですかと言われるんですよ。それで、私もさっき言ったように見て歩くん

ですけれどもね。実際行ってもわからないと。

それから、よく言う橋のところしてやるカキ島ですか、あそこをバックに写真を撮り

たいんだと。だけれども、撮る場所がないんだと。まず、駐車の問題、それとその看板

があって、その看板をバックに撮りたいんだけれども、それがうまく写真に載っかって
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いかないんだという、それからそういうのをきちっとやっぱりせっかくつくったもので

すから、あれ書きかえるだけでも違うと思うんですよね。せっかく立派なパンフへ載っ

ていますから、その辺もう少し７年たっても前と同じで全然あれがされていないという

のは、ちょっと問題あると思うんですよね。その辺いかがですか。

●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） お答えいたします。

観光協会におきましても、この看板の修繕については、予算の状況を見ながら行って

。 、 、いるというふうに聞いております しかしながら ペースはかなり遅いと思いますので

古い看板が一気に新しくなるということにはならないというふうに考えております。さ

らには、看板の設置場所につきましても、その写真を撮るに当たっての位置関係とかと

いうことも考えていかなければならないと思いますので、観光協会とよく相談をしてい

きたいというふうに思います。

●委員長（室﨑委員） 他に。

12番。

●谷口委員 門静の展望台ありますよね、展望台駐車場。あれをつくるときに、隣接者と

の約束というのか協定になっているんですか、約束事なんですか、どういうことなんで

しょうか。あの敷地内での販売だとか、そういうことに対する約束事をしていると思う

んですが、それはどうなっていますか。

●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） 協定書と名前がついているか、あるいは覚書と名前

がついているか、ちょっと定かではありませんが、文書を交わしている。それは望洋台

の駐車場に隣接する土地所有者の方と町との間において、望洋台においてはそういった

収益的な活動を行わないという内容になっております。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 あの望洋台の駐車場展望台、あれが設置されて何年になるんでしょうか。

●委員長（室﨑委員） 休憩します。

午前11時26分休憩

午前11時30分再開
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●委員長（室﨑委員） 再開します。

まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（福田課長） お答えいたします。

厚岸望洋台の展望台駐車場、あるいはトイレ、これを一体的に整備されましたのは、

昭和55年のことでございます。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 そうすると、25年ぐらいたっているということですか。町長がこのコンキリ

エの問題で、メン類の問題について話しされていますよね。コンキリエができてまだ十

、 、 、 、四 五年ですか それぐらいしかたっていないのと もう25年以上も前にできたものと

約束事ですから一定のことは、私は必要だと思います。しかしながら、その約束事をす

るに当たっての一定の何か相手方の考え、そういうものもあって今回こういう覚書がな

されていたのではないのかなというふうに思うんですよね。

そういうことを考えると、25年間経過して相手方が何の動きもない、そういう中でそ

れをずっと継続していくことがいいことなのかどうなのか。そして、あの施設がやはり

町としてある意味では観光施設としての位置づけもあるわけですから、それをきちんと

有効に利用活用していく、こういうことが大事ではないのかなというふうに考えるんで

すけれども、その辺ではどういうふうに考えているか、お伺いをいたします。

●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） お答えいたします。

今ご質問者おっしゃるとおり、私も去年４月に観光を担当するようになりまして、前

、 。の経過を調べましたところ 隣接土地所有者との約束があるということがわかりました

あそこは観光施設、特に収益施設を展開する場所としては、最高の施設かなというふう

に思われます。また、ほかの団体の方々からも、何かあそこで商売が考えられるのでは

ないかと、みずからですね、役場がやるのではなくて。そういったお話を伺っておりま

すので、早急に土地所有者と考え方が当時と変わっているのか変わっていないのかとい

ったようなことについては、確かめる必要があるというふうに思っております。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 やはり宝の持ちぐされというか、そういうものになっては困ると思うんです

よね。町にとっても何の益もないし、相手方にとってもある意味ではそういう利益につ

。 、ながるようなものがないと そういうあたりをやはりきちんと納得していただけるのか

あるいは何かを展開しようとしているのか、具体的に調査をなさって、いい方向で結論

を見出すように努力をしていただきたいというふうに考えるんですけれども、その辺も

う一度お伺いをいたします。
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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） お答えいたします。

できるだけ早く、土地所有者と接触をしてみたいというふうに思っております。

●委員長（室﨑委員） よろしいですか。

●谷口委員 はい。

●委員長（室﨑委員） 他に５目ございますか。

８番。

●音喜多委員 厚岸道立自然公園を美しくする会、こういった形で組織があるんですが、

そこに負担金として136万4,000円。今年はどういうことの仕事というか、業務内容でこ

れだけこういうことになるのか、その辺のところ。どういう組織も含めてちょっといま

一度お願いします。

●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） お答えいたします。

厚岸道立自然公園を美しくする会はどういう組織かということでございますが、この

組織は北海道の助成金を受けて、道立自然公園内の施設等の清掃を行うために必要な経

、 、 、費の助成を受けるために設立された団体でございまして 構成は３町の釧路町 厚岸町

浜中町の行政と、それから３町の観光協会が構成団体となっております。

したがいまして、厚岸町のこの支出につきましては、この美しくする会に費用を拠出

いたしまして、美しくする会は道から助成金を受けまして、それを合わせて道立自然公

園内の施設の清掃を行うということになります。厚岸町におきましては、望洋台あるい

は愛冠やあやめが原の駐車場のあるいはトイレの清掃、こういったものにこのお金が使

われるということになっております。

●委員長（室﨑委員） ８番。

●音喜多委員 ３町の中でそういうことであればこれだけの、去年と金額的には変わって

いないわけですけれども、道としては各市町村にそれなりの交付がしてあるんだろう、

いわゆるどのくらい厚岸町としては、この部分で助成をいただいているんでしょうか。

●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（福田課長） お答えいたします。
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北海道といたしましては、トータルで50万円の予算を持っております。その50万円を

３町に配分するということになっておりまして、18年度厚岸町に入る金額は25万円とい

うことでございます。

●音喜多委員 わかりました。

●委員長（室﨑委員） ５目、他にありますか。

３番。

●南谷委員 ５目観光施設費委託料、施設管理委託料の関係でお尋ねをさせていただきま

す。

ここに今年度の計画、トイレ清掃委託料59万6,000円計上されておりますけれども、こ

れは何カ所、町内のトイレの委託料でございますか。

●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） これにつきましては、子野日公園のトイレの清掃で

ございまして、１月と２月の２月間の委託分、１月５万6,700円の２月分ということにな

ります。それ以外の月につきましては、公園管理人あるいは補助員がおりますので、職

員が清掃を行っていると。冬期間その雇用ができない、公園管理人は10カ月雇用であり

ますので、雇用できない２月について委託をしているということでございます。

●委員長（室﨑委員） ３番。

●南谷委員 そうすると、この計上されているのは、子野日公園の分だけですよと、こう

いうことですか。

（ はい」の声あり）「

●南谷委員 ちょっと僕の認識が勘違いしているのか、町内の、

●委員長（室﨑委員） 款がちょっと合わないみたいだね。ちょっとすみません、３番さ

ん待ってください。ちょっと整理します。

もう一度ちょっと答弁やり直してください。何か合ってないようなので。

今、南谷さんの方でお聞きしたのは、212ページの説明なんでしょう。

●南谷委員 そうです。

●委員長（室﨑委員） 大きな項目でいうと、その他観光施設の中のですね。
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●南谷委員 はい。

●委員長（室﨑委員） ちょっと何か答弁者、勘違いしたみたいですから。

どうぞ。

●まちづくり推進課長（福田課長） すみません、聞き違いをいたしました。

その他観光施設の清掃委託料でございますが、一つはあやめが原、道道沿いにある。

施設としては、道が設置したトイレがございます。これの清掃。これは５月から11月ま

で。それから、湾月町のさわやかトイレ、国泰寺のところ、愛冠に登るところにあるこ

のトイレの清掃が４月から11月まで。それから、ピリカウタの公園にあります、高台の

公園でございますが、そこの清掃委託料５月から12月。ここはトイレが２カ所ございま

すが、そこの委託料。

さらには、そのほか草刈りの清掃委託料ございまして、厚岸望洋台の草刈り清掃委託

、 、 、料 それから厚岸大橋の記念碑周辺の草刈り委託料 それからピリカウタ園地の草刈り

あるいはコンキリエ周辺草刈り、それからオソナイ山園地草刈り、ピカウタ園地の草刈

り。

●委員長（室﨑委員） 草刈りは聞いてないんじゃないかな。

（ トイレのある場所だから」の声あり）「

●まちづくり推進課長（福田課長） わかりました、すみません。

●委員長（室﨑委員） ３番。

●南谷委員 僕、聞いたのは、いいんですけれどもね、この委託料で何カ所町内のトイレ

ありますかと、やっているんですかと、管理についてお伺いをしたんですけれども、よ

ろしいです。

非常に経費がかかって、管理委託にも大変なんでしょうけれども、委託をさせてトイ

レを管理していただいている。その管理体制についてちょっとお尋ねするんですけれど

も、おたくの課というんですか、町で管理責任あるわけですよね。私は、町議になって

からなんですけれども、そっちこっちのトイレ、実は使わせていただいておるんですけ

れども、一番がっかりしていることがございます。

と申しますのは、５月の連休の終わりころ、ゴールデンウイークの最後のころでござ

います。それから、お盆の終わりころ、連休が続いているときのは、厚岸町でも一番の

町外のお客さんなり皆さんが来ますよ、全国から。その肝心なときに、子野日公園のト

イレはきれいですよ、ずっと。ですけれども、私自身入れなくて、使用できなくて戻っ

てきたことが２回ありますよ。ゴールデンウイークの始まりは大丈夫なんですよ。とこ

ろが、終わりの日に行ったらひどい状況ですよ。この辺どのような管理をされています

か。あなたたちは、その実態についてどのように受けとめておられますか。
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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） お答えをいたします。

汚くて使用できないという状況につきましては、清掃委託の間隔が毎日ではないとい

うことによるものというふうに考えております。委託業者からは、清掃日ごとに、その

状況について日誌という形で報告を受けることになっておりますが、その段階で、その

、 。日誌に指摘をされているということで 把握をしているというような状況でございます

●委員長（室﨑委員） ３番。

●南谷委員 それでは、町の方に私が突然このような話を、余りきれいなところの話では

ないんですけれども、私は大事なことだと思うんですよね。厚岸町に来て、せっかく観

光地、おいしいものを食べて帰ろうかなというときに、びっくりしてね。入っても用事

を足せない状態なんですよね。本当にひどい状況ですよ。足の踏み場がないような状況

の中で、私だけではないんですよ。お客さんを連れていたんですけれども、お客さん戻

ってきたんですよ。どうしたんですかと言ったら、いやいやとてもできないんだと、入

れないんだという状況なんですよね。

ですから、確かに管理委託をされているんでしょうけれども、始まりはいいんだろう

けれども、結局それだけせっかく町内に入れ込みのお客さんが来られている。その最後

の方に行ったら、当然帰りにきっと寄られると思うんですよね、それぞれ。そういうと

きに、対応というのがやっぱり一考を要するんではないかなと考えますが、いかがでし

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（福田課長） そういったお客さんの入り込みの多いときに清掃回

数、そこを例えば毎日にするとかという対策をしなければ、解決できない問題なのかな

と思いますし、１日をとりましても、その時間帯によっては、清掃のすぐ終わった後ま

た汚されるということもあろうかと思いますが、最大限そういった入れ込み客の多いと

きは、清掃を連日行うといったような方法を検討できないか、少し考えてみたいという

ふうに思います。

●委員長（室﨑委員） ３番。

●南谷委員 ゴールデンウイークで皆さんが休みたいときですから、町の皆さんも当然休

みたいだろう。ですけれども、全部まめにとは言わないんですけれども、少なくてもゴ

ールデンウイークの最後の方に来ちゃうと、僕の推測なんですけれども、やっぱり最後

になると詰まっちゃうわけですよね。そのときには、そのまま連休明けまで放置されて

るいうのが実態ではないのかなと、このように感じるんですよね。だから、まめにでは
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なくてもいいですけれども、少なくても足の踏み場がないような散乱状態にならないよ

うに、私は管理をしていかなければならないのではないのかなと考えますが、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） 来訪者に不快な思いをさせないような対策を、ぜひ

考えていきたいというように思っております。

●委員長（室﨑委員） よろしいですか。

●南谷委員 はい。

●委員長（室﨑委員） ５目観光施設費、他にございますか。

16番。

●竹田委員 ５目のことで、子野日公園のことでちょっとお聞きしたいんですけれども。

野外ステージの件でちょっとお聞きしたいんですけれども、野外ステージを平成15年

のときに一般質問して、野外ステージをぜひ新しくつくってほしいということでお願い

して、いよいよ実現するということになってきた。町民も非常に楽しみにしている施設

の一部でもあります。

どこまで進んでいるのか、ちょっとわからないんですけれども、実施計画の図面とか

そういうものがあるのかどうなのか。いまいちステージだけにどのくらいの金額をかけ

てやれるのか、いろいろな施設の今回３つ４つ一緒に遊歩道とかもやられるということ

なんですけれども、15年のときに一般質問をしたときに、売店が並びますよね。そこの

ところが結局、雨とかが降ってくるとぐちゃぐちゃして、非常に観光客にとってはテン

トの前で何かを食べたりする、それから雨宿りするときに、一時的に雨が降ったときに

逃げる場所がないとかということで、屋根をかけてはいただけないかという当時お願い

しました。

それは非常にお金がかかるので、なかなか施設をつくるということは難しいというこ

とでしたけれども、簡易的に安くつくってしまったり、テントをつくってしまうと、そ

れが１回１回外したり取ったり外したり取ったりという面倒くささもあると思うんです

けれども、テント関係でそういうものを一時的に桜祭り、カキ祭りのときだけに、パイ

プ式かなんかでつくるとか、そういった方法もあるのではないかなというふうにはある

んですけれども、その２点についてお伺いしたいと思います。

●委員長（室﨑委員） 16番さん、竹田さん、すみません、232ページの公園事業費のとこ

ろで、それが説明欄に出ているんですよ。ですから、そちらでやっていただいた方がい

いんじゃないかと思うんですが。
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●竹田委員 ここでもあるんだけれども、これが細かく何が何だというのは、ここにも出

ていないよ。そこでやれということ。

●委員長（室﨑委員） こちらがその事業になるんではないかと。

●竹田委員 そっちでやれということ。

●委員長（室﨑委員） ですから、そちらの方が適当ではないかと思うので、今もう終わ

った目ではないから、そちらでお願いできればということです。

●竹田委員 だめだというんならいいよって、だから。委員長に権限があるんだから。

●委員長（室﨑委員） そういうふうに切り口上で言われると、ちょっときついんだけれ

ども。

●竹田委員 いやいや、だめだというならだめだもの、しょうがないでしょう。

●委員長（室﨑委員） じゃ、私の方で整理しますから。そのときに今の発言のまま続け

ていただくようにお願いして、ここの目の質問ということではなくて、そちらに整理さ

せていただきたいので、よろしくお願いいたします。

他に５目ございませんか。

なければ次に進みます。

213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。

13番。

●菊池委員 先日の補正の方で聞き逃しましたので、ここでお伺いいたします。

松葉町通りは照明管理が取りかえられまして、松葉町通りの道路照明設備のルックス

が大きくなりまして、新設交換になりましたけれども、取り外した電柱、電灯の処理方

法はどのようになっておりますでしょうか。例えば、処理する方法、再利用する方法と

あると思いますが、どちらの方を選んでいますか。

●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。

松葉町通りの歩道改良に伴って照明器具が外されたそのものについては、現在ポール

灯については町の車両詰所の用地の方に保管し、球と器具については今使われていない
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職員住宅の方に保管して、そしてあの球を活用するとしますと、若竹町通りが同じ球で

すので、若竹町通りの球が切れたとかというと、その球の交換。

今後、今までの道路照明そのものが、あれはどうしても上の方が、直接下を照らすよ

りも周りが明るくなるという照明だったものですから、今後公園等いろんな形で活用さ

れる部分も含めて、それらのときに使っていきたい。それと、逆に下の方を照らす方法

になると、器具含めてポールも含めて改良しなければならないという形がございます。

仕様のことを考えたときには、今当面はその施設は保管しながら、そういうふうに必要

に応じて改良しながら使っていきたいと、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（室﨑委員） 13番。

●菊池委員 ただいま保管中ということでございますね。

それで、設置して何年たちますでしょうか、あの前のやつ。例えば、旧の電灯が何ワ

ットで、新の電灯が何ワットなんでしょうか。効力、ルックス。

●委員長（室﨑委員） 休憩します。

午前11時54分休憩

午後１時00分再開

●委員長（室﨑委員） 再開します。

215ページの１目道路橋梁維持費から進めてまいります。

答弁がまだでしたので、答弁から入ります。

建設課長。

●建設課長（北村課長） 照明にちょっと時間をかけまして、まことに申しわけございま

せん。

ご質問がありました松葉町通りの道路照明灯なんですけれども、既に古いものについ

ては、昭和63年と平成元年にかけて２カ年で、交通安全施設整備事業という形で交通安

全灯を整備したものでございます。そして、その照明そのものは100ワットの水銀灯３灯

。 、 、つきという形でございます それから 昨年整備いたしました松葉町の歩道車道含めて

その道路照明につきましては、高圧ナトリウム灯110ワット、歩道側と車道側という形の

２灯という形で整備されているものでございます。

●委員長（室﨑委員） 13番。

●菊池委員 そうすると、古いものは18年ぐらいたつということですね。それでも一応、

明るさは100ワットが３灯ということで、まずまずの一応機能を果たせるということでご
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ざいますね。

、 、 、一応 町内の暗い場所に再利用してはどうかという話も 住民からあるものですから

その辺やはり暗いところに一部でもつけますと、それだけまた街灯、防犯に役立つとい

うことになりますので、その辺の考え方をお願いいたします。

それから、町内の道路の街路灯の電灯料といいますか、電力代の数値はどこに出てお

るんですか。

それと、厚岸大橋の照明管理は北海道ですね。町ではないとは思いますけれども、北

海道ですか。時々切れていることがあるので、歩道もありますので防犯上よくないと思

われますが、その辺について見解をお願いいたします。

●委員長（室﨑委員） 建設課長。

●建設課長（北村課長） 照明の関係での暗い箇所そのものの要望というのは、まちづく

り懇談会においても、地域要望についてもかなり数多くございます。ただ、照明をつけ

る場所によっては、電気が行っている行っていないの問題等もございますので、そうい

う現状、要望含めて設置に伴ってはやはりポールつきなものですから、施工時にまた多

、 、くのお金がかかるという形になりますので やはりそういうこともしんしゃくしながら

地域要望にできるだけある面では流用しながら、その用途で活用しながらつけていきた

いと、そのように考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。

、 、 、それから 電気料の関係でございますけれども 通常の道路維持管理費でいきますと

218ページ、予算書でいきますと、道路照明管理の需用費、高熱水費、これが1,464万円

という形で表示されておりますが、これが電気料の関係でございます。

、 、 。 、それから 大橋の橋梁に伴うところの照明については 北海道でございます それと

、 、ライトアップでやっている分については 厚岸町の負担という形になっておりますので

ご理解いただきたいと思います。

●菊池委員 もう一つ、切れていることがあるので、その辺。

●建設課長（北村課長） 私どもも大橋の通りについては毎日通るわけですから、そうい

う切れていることについては、釧路土木現業所厚岸出張所の維持管理の方に、切れてい

ますよという形は伝えて、ただ言っていてもなかなか向こうの方も点検とか、そういう

形の中で若干日にちがかかっているという面も含めて、何回か催促したこともうちの方

でございます。私どもがそれを見たときには、その旨、土現の方に伝えるという形にな

っていますので、ご理解いただきたいと思います。

●委員長（室﨑委員） 13番。

●菊池委員 厚岸大橋の件につきましては、前に一般質問で沢田町長時代に質問したこと

がありますけれども、やはり第２の厚岸大橋という形でもって、一応橋の場合は川の場

合と海の場合とありますけれども、川の橋の場合は通常50年、海の橋の場合は40年と言
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われていましたが、一応潮の流れ往復、それから片側、それから橋脚の状態によります

けれども、厚岸大橋の場合はゲルバー方式ワーゲントラス橋といって、鉄橋方式になっ

ております。それと、コンクリート並びに鉄骨でできておりますので、腐食の関係はど

うなのか。それと、第２厚岸大橋の関係については、質問の段階で、助役を長とする研

、 、究班をつくり そしてタイムスケジュールを勘案しながら取り進めていくということで

もう10年ほど前に一般質問したわけですが、その後どうなっているかお伝え願いたいと

思います。

●委員長（室﨑委員） 建設課長。

●建設課長（北村課長） 今、言われた質問にお答えしますが、厚岸大橋そのものは、基

本的には永久橋。だけれども、一応50年という一つの目安の中で今管理が行われており

まして、当然老朽化してきたり、そういうものについては随時補修しながら今現在、北

海道として対応に努めていると。もちろん、橋梁の鉄骨部分の塗装の塗りかえもそうで

すし、車道部のやはりそういうところの老朽化に対しても、絶えず一時通行どめ等の措

置をしながら補修し、今は管理されているという形でございます。

それと、大橋そのものの第２大橋等の話は、確かに過去にございました。だた、今現

在、北海道と協議しているのは、やはりその議論よりも既設大橋をいかに延命しながら

使っていくかという形で、その議論については今行われていないという形でご理解いた

だきたいと思います。

●委員長（室﨑委員） 13番さん、よろしいですか。

13番。

、●菊池委員 その助役を長として取り進めるという回答をいただいているんですけれども

全然今はやっていないんですか、その後は。

●委員長（室﨑委員） 助役。

●助役（大沼助役） 当時、厚岸大橋の耐用年数、それから架橋の問題、これは北海道の

方から当時の土木現業所の所長、それから私の記憶では、事業部長だったと思いますけ

れども、そちらの方から、町でもうそろそろ町の要望というものを取りまとめた方がよ

ろしいのではないかと、考え方を整理しておく必要があるのではないかという申し出に

従って、そういう動きをしたというふうに記憶をしております。

その後、北海道のそういう考え方が、もう根本的に変わるような状況といいますか、

こういう財政状況等を踏まえて、北海道としては今ある厚岸大橋の維持延命を図ってい

きたいと、そういうふうに考え方が変わってきておりまして、そのための補修、それか

ら毎年塗装を行ったり、オーバーレイの作業をしたりということをしていただいており

ます。したがって、早急にあの厚岸大橋をかけかえるというような状況にはないという

判断で、今その作業は休止をしております。
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●委員長（室﨑委員） 13番。

●菊池委員 最近、北海道の方から町に対して、考え方について一応整理しておけという

打診があったということでございますけれども、私が聞いているのは、一般質問した時

点で、議事録今ここに記録としては持っておりませんが、議事録を開いていただいて、

後ほどゆっくり検討していただきたいと思います。その上でまた次回の質問にお答えい

ただきたいと、このように思います。

何せ厚岸大橋は今のところ大丈夫でございますけれども、年数的には一応昭和47年９

月、もう34年たっています。海の大橋としては一応40年と言われていますけれども、そ

れ以上十分もつと思いますが、一応基準というものがあると思います。その辺も調べな

がら、近年大地震が起きておりますことですし、時々皆様もご承知のとおり陸上から橋

脚に向かうときに段差がかなり出ることがあります。そのあたりでもやはりクッション

の関係が変わってきていると思われますので、そういうことで一応私質問したんですけ

れども、安全は安全で十分道路維持係の方で、橋脚関係には十分配慮していると思いま

すけれども、安心していても新潟地震のように、ああいう橋が通行中に落ちることもご

ざいますので、そういうことも一応勘案しながら、危険防止のために一応タイムスケジ

ュールを出すということの返答があった議事録を参考にしながら、取り進めていただき

たいと思います。町長、回答お願いします。

●委員長（室﨑委員） 助役。

●助役（大沼助役） 当時の議事録等も参考にさせていただきながら、北海道に対しては

必要な要望を行いたいと、そのように考えておりますので、ご理解をいただきたいと思

います。

●委員長（室﨑委員） よろしいですか。

●菊池委員 はい。

●委員長（室﨑委員） 他に１目ございませんか。

なければ先へ進みます。

219ページ、２目道路新設改良費、ありませんか。

次は、223ページ、３目除雪対策費。

３番。

●南谷委員 ３目除雪対策費についてお伺いをさせていただきます。

当該年度の計画でございますが、2,055万3,000円の計画。昨年に対しますと、このよ

うな計画ということでございます。以前にも質問させていただいたんですけれども、雪

が降る予測が困難でもあり、例年このような計画にならざるを得ないということは、私
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も理解ができますが、このことを踏まえてお伺いをさせていただきます。

、 、たしか平成16年度は4,294万8,881円の実績 このうち業者委託の方が3,650万円くらい

さらにはもう一方の方の課長みずから陣頭指揮に立って除雪作業をされている直営の部

分が、およそ640万円ほどという実績に対しまして、この計画は計画として平成17年度、

この３月まだ期中でございますけれども、今年度のまず実績、どのような数字になって

いるのか、お尋ねをさせていただきます。

●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。

17年度、今年度まだ途中でございますが、今現在２月末現在での一応支出済額といい

ますか、そういう形でお答えさせていただきます。

全体で3,893万4,000円、そのうち委託にかかわるもの、ダンプ等の使用も含めてです

けれども、3,027万8,000円という形になってございます。特に今年度、直営部門の中で

は、例年実施してきております中では、やはりいかに経費を少し下げて、そしていかに

住民サービスに早くこたえようという形の中では、直営部分が少し上がってきていると

いうことと、燃料の高騰分がちょっと上がってきているという形でございます。

●委員長（室﨑委員） ３番。

●南谷委員 そうしますと、直営部分差っ引きますと、およそ890万円ほどかかっていると

。 、 、いう理解でよろしいですね 非常に計画も 雪のことですから立てにくいということも

私もよく理解をしております。

そこでお尋ねをさせていただくんですが、たしか私の記憶では、若狹町政誕生が平成1

3年だったと思うんですけれども、翌年14年の年は大変雪が多かった年という理解をして

おります。町長が就任以来、非常に除雪の対応が早い、職員の動きが違うという声をよ

く耳にいたしました。当時、私は議員ではございませんけれども、多くの町民の皆さん

の方から、さすが若狹町長、こういう声を耳にしたものでございますが、今日非常に財

政が厳しくなったこともあるのか知りませんけれども、除雪の対応がその当時と比較し

て遅くなってきているのではないのかなという気がしてなりません。経費の削減に努め

られていることなどは十分考えられるんでしょうけれども、この平成18年度の計画、2,0

00万円を計上しておるんですけれども、数字では判断できないんですけれども、この当

時の対応とこの計画と相違がございますか。どのように対応が変わってきているのか、

お尋ねをさせていただきます。

●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。

確かに除雪の出動関係の判断そのものが既に決まっておりまして、10センチ以上積も

ったら除雪という形ですけれども、その早朝除雪含めて現在厚岸町では、前のときもそ
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うですけれども、４時には現場でもう作業開始という形の中で、取り決めの中で動いて

ございます。

今、質問者が言われるとおり、平成13年、14年当時の除雪、雪の関係については、た

だやはりいち早くという形での中で、雪がたまったらすぐ排雪行為、なるべく雪を残さ

ないようにすぐ排雪行為もすぐ動いていったという形が多分、住民苦情も含めてかなり

少ない対応だったという形で、私どもは認識しております。ただ現在、まずは雪の降る

状況によってまた変わってきますけれども、基本的には４時には作業開始というスタイ

ルは、今も変わってはございません。

そしてまず、真っ先にやはり幹線道路、準幹線、その他の道路という形でまずいくと

いう形ではそのとおりでございますし、歩道についても、まずは１人歩くだけという程

度の人力による排雪、これらがある程度雪が続けて降らなければ、次には歩道の拡幅等

の形の中ですぐ態勢を組めるんですけれども、連続して降られてくると、雪の処理も含

めて行き場も含めて相当作業に手間取ってくるという形になってございまして、基本的

には排雪が前回から比べているとかなりおくれて、直営で排雪というような形も含めて

絶えず雪の状況、交点、交通安全対策も含めて交点、交点という形の中で部分部分でや

って、全線的にというとちょっと時間がかかっているという形で、限られた機動力の中

でやるものですから、そういう問題が生じているのかなと、そういうふうに判断してい

る次第でございます。

●委員長（室﨑委員） ３番。

●南谷委員 私が感じるところ、課長は余りそう露骨には言えないんでしょうけれども、

確かに私が感じるところでは、経費のことがあってなかなかすぐにということで、現課

の方は非常に一生懸命やっておられると判断をしております。私が判断するわけでござ

いますけれども。職員が幾ら頑張っているといえども、雪が相手でございますし、限界

があると思います。

やはり財源の問題、非常に慎重に適切に処理をしていかなければならないのではない

かと感じますが、町としての取り組み姿勢、不確定な部分もございます。町民の足に迷

惑がかかったり不便を来さないように、また交通の安全上、町民の大切なとうとい人命

財貨を守る意味でも、除雪対策というのはその時々でしっかりとやっていかなければな

らないものと考えますし、たまたま計画は毎年2,000万円ぐらい計上しておるんですけれ

ども、お金ばかりではないと思います。

やっぱり適切なその場面その場面で、町民に万が一にでも交通の要所要所の視角が悪

くなるところとか、太田南や有明などせっかく除雪しても吹雪、太田なんかもそうだと

思うんですよね。そういう部分で事故のないように、やっぱりしっかりと取り組んでい

かなければならないと考えますが、このただただお金を使えばいいというものではない

ので、その辺の苦労を随分なさっておられると思います。そういった意味では、非常に

判断のしにくい部分があるんですが、平成18年度のこの計画の中で再度お尋ねさせてい

ただくんですけれども、どのようにとらえてどう実施していくのか、改めてお尋ねをさ

せていただきます。



- 188 -

●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。

当初予算計上はどうしても読めないという形の中では、ある程度暫定的な予算措置と

いう形にならざるを得ません。最終的には、補正措置で現実的には合わせた形でいかな

ければならない。基本的には質問者言われるとおり、やはり住民の生活、足をきちっと

確保するための除雪体制をきちっと組んでいかなければならないと。

雪の状況にもよりますけれども、基本的には業者に対する委託だけではなく、いち早

くその内容によっては直営で、早朝に出るとかという手法も今年度は取り入れています

し、住民の足を確保するために、そしてやっぱり経費もある程度抑えてといいますか、

ある程度任せじゃなく、自分たちができる部分で経費の軽減も図っていく、その態勢は

変わらず堅持して進めていこうと。さらに、やはり今年度実施した除雪体制の中で課題

があるとすれば、それらを反省の上に立って18年度の除雪体制を編成していきたい、そ

のよ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） よろしいですか。

●南谷委員 はい。

●委員長（室﨑委員） ３目除雪対策費、他にございませんか。

なければ先に進みます。

２項河川費、１目河川総務費、ございませんか。

229ページ、４項都市計画費、１目都市計画総務費。

８番。

●音喜多委員 花のあるまちづくりって、この何年間続けているわけですけれども、去年

ちょっと苦情めいた話というか、終わったことですから、今年生かしてもらえればとい

うか、そういうことができるのかどうなのかわかりませんけれども、いわゆる花のまち

づくり推進委員会というところにこれだけ、今回は85万円をやって、町内の沿道という

か、そういうところに花を植えていただこうということだろうと思います。

去年もそういう形でやられたんでしょうけれども、町内の花の苗木というか、そうい

う扱っているところを公平にやる、おたくからは何株というのかな、そういう形でやっ

ているのかどうかわかりませんけれども、何かその辺のところで推進委員会の方で計画

を立ててやっているんだろうと思うんですが、そこのところは町としては関与できるの

かどうなのか、ちょっとまずその辺ですね。

このお金をそっちの方へそっくりやって、後は向こうの推進委員会の方にすべてを任

せようという体制なのか、あるいはそういった動きまである程度歩調を合わせて見てい

くというのか、関与しながら沿線の美化に努めていくという考え方なのか、その辺の基

本的なところからまずお聞きしたいと思います。
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●委員長（室﨑委員） 建設課長。

（ ） 、●建設課長 北村課長 花のあるまちづくりの推進委員会の関係でございますけれども

この事務局そのものが、建設課の土木都市計画係で持ってございます。

それで、この補助金そのものを含めて花のあるまちづくり推進委員会の中では、やは

り厚岸の町に花で潤いを与えて、そして町民もさることながら、旅から来る人に花で潤

いを与えていこうという形の中で、きれいなまちづくりを推進していこうという形の目

的のもとに成り立ってきておりますし、このほとんどの事業費そのものは、苗代に充当

されていく、肥料も含めてそうなんですが、そういうふうに充当されるものと。これら

以外に事業的には、開発建設部さんとか北海道さんとか、それから建設業協会さんであ

るとか金融協会さん、さらには花屋さんからも多くの寄贈をいただいた中で、町内の植

樹枡であるとか、園地とかに整備されているという内容でございまして、ただ、どこか

らとるとか買うとか何とかという形の中で、事務局の方で指定したりなんかしているも

のではございませんので、ご理解いただきたいと思います。

●委員長（室﨑委員） ８番。

●音喜多委員 問題は、結論から言うと、そういうどこからとるとか何とかということで

はないというか、そういう自由の選択というか、選ぶ権利があるんだろうけれども、た

だこの花の苗も、確かにそうかなと思うんですが、急に言われてもあるわけじゃないと

いうか、あらかじめ前もって育てなければいけないというものなんですね。使う方とし

ては、店屋から買ってくればいいという発想なんでしょうけれども、店屋さんとしては

やっぱり育ててきて備えるというんですか、需要と供給のバランスでしょうけれども、

欲しいですよといったときには、それにすぐ供給できるようなことを考えていかなけれ

ばいけないらしいんですよね。当然だと思う、そう言われればですね。

それが、たまたま去年の場合は、それが前の年はそういうある程度のバランスという

か、各店舗お聞きしますと、バランスよくかどうかわかりませんけれども、ある程度各

店舗にそれなりの需要というか、申し込みがあったそうですけれども、去年は全く前の

年の予定を組んでそのくらいかなと、いつ来ても備えられるようにという思いで確保さ

、 、 、れていたけれども 関係者というか その一部の人が一部の方にだけ行ったという話が

それを一生懸命支えている人方が、町でそんなことをするんですかという話を、私の耳

にというか、あえて教えていただくんで、今のような話を聞いたんですけれども。

そんな細かいことまで、私も言いたくはないんですが、そういう実態にあるとしたな

らば、せっかく町のことを思ってというか、そういう供給の関係含めてですね、丹精込

、 、 、めて育てたものが 最後は寄贈という形で町も得したときもあったと 去年はそう思う

何かそういう話を聞きましたけれども、何かその辺ところもうちょっと配慮があってい

いのではないのかなというふうに思いますので、そのことだけ余り根掘り葉掘りやった

ら、また差しさわりが出てくるだろうと思うので、十分その辺考慮されていただければ

なということをあえて申し添えておきます。
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●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。

今年度についても当然、そういう計画的なことが必要だろうという形の中では当然、

今年度どういう取り組み、それぞれ各自治会もそうですし、いろんな団体で取り組みま

すから、それらの計画を事前に把握した上で、その辺のことも検討したいと思いますの

で、ご理解いただきたいと思います。

●委員長（室﨑委員） よろしいですか。

●音喜多委員 いいです。

●委員長（室﨑委員） 他にございますか。

なければ先へ進みます。

３目下水道費、ございませんか。

なければ先に進みます。

５項公園費、１目公園管理費、ございませんか。

２目公園事業費。

16番。

●竹田委員 平成15年のときに、子野日公園に観光の人が来たときに、ちょっと恥ずかし

いステージがあるということで、それを新設してはどうかということでそれを取り上げ

て、いよいよ実現に向けていくわけですけれども、その部分の図面等とかあれば見せて

いただき、なければあれなんですけれども、どのくらいの予算でどのような形でつくら

れるのかともう一つ、そのときに同じ質問で、観光客が来たときにテントを、町内業者

が開いて売店というんですか、開かれますね。そのときに急な雨とかが降って、観光客

。 、 、が一時しのぎの場所というのがなかなかないと それから 売店の出している真ん中に

通りの中央に屋根をかけてはどうかという質問をしたときに、金額が相当かかるという

ことで、なかなかできないということでありましたけれども、一時的なテントなどをつ

くって、そのイベントのときだけ使えれるような、そういう簡易的なものでやってはい

かがかということですけれども、それらについてお聞きしたいんですけれども、よろし

くお願いします。

●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） お答えいたします。

まず、子野日公園のステージの関係で、図面等があればということでございますが、

現段階におきましては、見積もりによる概算で予算を算出しておりますので、設計され

た図面はございません。
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それで、まず予算額でありますけれども、トータルとしては2,300万円の事業費になっ

ておりますけれども、そのうちステージには600万円ほどを考えております。構造的なも

のにつきましては、木造で三方壁つき、それから屋根につきましては、雨をしのげる何

らかの細工を施したものにならないかということで、今検討をしております。細工とい

いますのは、屋根をつけるというのも一つの方法でしょうが、先ほどお話にありました

テント張り、その必要に応じてテントが張れる細工、そういったものを今検討中でござ

います。

それから、この子野日公園は避難場所にも指定されているものですから、例えば雨の

降った日、あるいは冬場寒いときに、避難場所と指定しているものの、外で立ちっ放し

というのは、大変な状況になるだろうということも想定されますので、そういった一時

的な避難場所としても、そういった屋根つきの、あるいはテント張りのできるような、

そういったものを考えたいというふうに思っているところでございます。

さらには、イベント時の天候急変に対応するための対策でありますが、去年のカキ祭

りでもございました。雨が降って、大変な思いをしたお客さんがいらっしゃいました。

あらかじめ天候が悪いということは予想されておりましたので、私どもは前日から余っ

ている観光協会のテントをあいているところに建てて、そこをお客さんに自由に使って

いただくという対応をしてまいりました。

今後ともそういう対応、あらかじめテントを張る、あるいはステージを使っていなけ

ればステージにテントを張って、雨宿りをしていただくというような対応をしてまいり

たいと考えております。

●委員長（室﨑委員） 16番。

●竹田委員 売店の出される真ん中の通路ありますね。あそこは雨とか降れば、非常に水

がたまったりということで、通りがあそこの部分のメインな場所なんですよね。メイン

の場所の必ず通るところにテントを張っていると。売店のテントを出す場所としては、

最高にいい場所なんですね。必ずそこを通らなければいけないという。

別なところも確かにありますけれども、ほとんどがそこを通らなければいけないとい

うメインの正面の門で、そこにテントがあるものですから、どうしてもたくさんの方が

通ると、雨とかが降ると汚いというか、歩きづらくなるというか、それとどうしても食

べ歩きというもので食べかす、それからくしだとかの落ちたものとか、ちょっと清掃を

きちっとしているわけなんですけれども、汚いよりきれいな場所、それから掃除しづら

いよりも掃除のしやすい場所、掃除のしやすい路面状態、そういうことを考えれば、あ

そこの部分だけ簡易的な舗装とか、安いものでインターロッキングとかそういうのもあ

りますけれども、そういった措置は今回の部分については入っているんでしょうか。ま

た、そういうものがなければ、今後考えていただきたいなと思うんですけれども、いか

がでしょうか。

●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） お答えいたします。

イベントうちの出店スペース、テントが建ち並ぶところの通路の問題でありますが、

これも今回の子野日公園整備の大きな課題になっておりました。といいますのは、今お

話がありましたように、一つは路盤が、細かい砂利のような採石のようなものが敷いて

ありまして、結構深さがあるわけであります。そこは車いすでは、自力では動けないと

いう問題がありましたし、お年寄りも歩きにくくて大変だという問題がありました。さ

らには、衛生状態としても、食べ物屋さんが並ぶ中で、砂ぼこりが立つといったような

衛生状態についても、問題点が指摘をされておりました。

したがいまして、あの通路の路盤の改良は必要だということで、18年度におきまして

その通路を、舗装の材料についてはまだ確定をしておりませんが、何らかの形で舗装を

いたしたいというふうに思っておりますし、またその通路の両側のいわゆるテントを張

る場所、ここにつきましても芝張りといいますか、芝を植えるなどして、少し姿をよく

していきたいというふうに考えているところでございます。

●委員長（室﨑委員） 16番。

、 、●竹田委員 子野日公園の観光の数といいますか 前に聞いたことがあるんですけれども

その数は聞きません。相当数な人間の出入りというものがあります。使用等に大変苦労

するかと思いますけれども、そのテントとテントの間だけの通路の部分については、や

はり衛生面とかというのも今言われましたけれども、きれいなものにぜひ仕上げていっ

てほしいな。というのは、やっぱり観光客が必ずそこを見る場所でありますし、きれい

にするということで観光客を大事にするという、そういった利点も出てくると思います

ので、重々考えてきれいな例えばインターロッキングなどで、厚岸町の桜をうまくする

とかということまではしなくてもいいんですけれども、何かのインターロッキングいろ

んな色がありますので、その色で厚岸町をイメージするような、そういったことをぜひ

考えてほしいなと思います。いかがでしょうか。

●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（福田課長） 衛生面の改善、さらには歩きやすい、利用しやすい

通路という目的を持って整備をしてまいりたいと思います。

、 、 、舗装の材料等につきましては お金との関係もございますので そこをにらみながら

もしそういった工夫ができれば、できると思いますが、今のところまだそこは固まって

おりませんので、今後検討していきたいと思っています。

●竹田委員 よろしいです。

●委員長（室﨑委員） 11番。

●岩谷委員 私の聞きたいことを大体16番の方から聞いたんですけれども、また違った角
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度から私聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。

今回出された計画につきましては、これ７次計画の中に当初6,000万円ぐらいの予定で

一応出ておりますね。今年度は2,300万円ですけれども、これが２年間、18年度、19年度

で改良するということなんですけれども、この全体の計画を詳しくお教えいただきたい

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） お答えいたします。

まず、平成18年度におきましては、今話にもありましたが、駐車場からつながるイベ

ント時の出店スペースの通路を、舗装をいたしたいというふうに考えております。その

通路の両側につきましては出店、テントの建てるところでありますけれども、ここは芝

生などで整備をしたいというふうに考えております。さらに、その通路を進みますと、

、 、管理用倉庫に突き当たるわけでありますが その管理用倉庫の前は駐車スペースとして

これも何らかの路盤整備をしたいというふうに考えております。それから、公園の真ん

中を山の方へ向かって走っております主園路、公園の園路なんですが、100メートルほど

ありますけれども、ここにつきましても歩きやすい路盤の改良をしたいというふうに思

っていますし、その主園路沿いの側溝についても、もう老朽化して浮き上がったり、凸

凹になっていたり、ふたがなかったりとかといろんな問題がありますので、その排水に

ついても今年度で整備をしたいというふうに考えております。さらには、ステージであ

りますけれども木造の講堂で、規模としては現在のステージと同じぐらいの規模でとい

うことで、今検討しているところでございます。

さらに、平成19年度でございますが、19年度は山側、少し小高いところを周回できる

散策路の整備を行いたいと思っております。今、フィールドアスレチックのいわゆる通

路になっているところと一部重なるところがあるかもしれませんが、そういう桜の木は

山の上の方にもございますので、そういった山側を周回できる散策路を整備したいとい

うこと、さらにはごみステーション、今まではかごの仮置きで、その日のうちにイベン

トのときはごみの処理、堆積をしていたわけでありますが、もう少し見えないような状

況で堆積できるそういったスペースを設けたいということ、さらには焼き台の貸し出し

を行っているわけでありますが、そういう炭を起こすスペースの路盤の整備と、さらに

は灰捨て場、残った灰は今はステージ側の方へお客さんが運んで捨てていただくという

ことになっておりますが、いわゆる炭をおこす場所と灰を捨てる場所を一体化した形で

整備をしたいというふうに思っております。さらに、園内に今でも使っておりますが、

古いトイレがございます。これはくみ取り式トイレになっておりますので、これの解体

などを含めまして、19年度の整備を考えているところでございます。

●委員長（室﨑委員） 11番。

●岩谷委員 今、19年度の説明があったんですけれども、この中で最後のトイレですか、

これは解体してしまうんですか。それとも、まだこれを改良するか何かするんですか。
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それをまずお答えいただきたいんですけれども。

●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） 今のところ解体という方向で進んでございます。イ

ベント時には、新しくつくったトイレだけでは不足するということがございます。特に

カキ祭りにつきましては、不足するということでございますので、その対応につきまし

ては簡易トイレのリースというんですか、レンタルというんですか、そういったことで

対応した方がいいのではないかという認識に立っております。

●委員長（室﨑委員） 11番。

●岩谷委員 トイレについてはよくわかりました。前にはあれだけすばらしいトイレがあ

りますね。だから、ずっと奥の方はかなりやっぱり古くて、もう使いにくいトイレだと

。 、 、 、思います 一応イベント時点ですか 相当客数がありますので 一応簡易トイレの設置

これについてはしていただきたいと思います。

それから、売店ですね。これはさっき16番さんに答弁してありましたが、一応道路側

については路盤改良ですね。これ舗装になるかあるいはどうなるか、これまだはっきり

はしていないということなんですけれども、私もやはり一番見える部分ですから、これ

を観光客に一番アピールのできる道路にしていただきたい。それから、真ん中にある道

路ですね。あれもやはりずっと恐らくアスレチックの方まで続く道路だと思いますけれ

ども、これについてもたしか観光客が来たときには、雨の時点では結構すべって軟弱に

なっておりますので、十分これは改良舗装してほしいなと思います。

それと、売店を出す人たちが、例えば飲食店、あるいは本当の売店と、それから休み

どころとやら、それから観光協会での一堂に集まる場所とやら、それからたしか奔渡の

、 、水産会社のあれも一堂にしてあるんですけれども これらついては何か協議がなされて

今回この改良に当たりましてつくられるようになったのか、まずその点についてお尋ね

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） お答えをいたします。

現在イベントに出店しておられる業者さんと直接お話をして、意見交換をしたという

経緯はございません。しかしながら、現状の認識としては、恐らく同じものを持ってお

られるだろうというふうに思いますので、そういった意味から整備を行うということに

したものでございます。

それから、売店が建ち並ぶところの通路につきましては、公園の入り口であるという

ご意見、そのとおりでございまして、そこをきちんとする、あるいは公園の真ん中を走

る主園路、主な通路についても歩きやすい形にしたいと思いますし、本当はもっとでき

れば勾配を緩くしたいという希望もございますが、そこまでいけるかどうかはちょっと
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わかりません。いずれにしても、そういった観光客が歩きやすい、利用しやすい公園に

向けて整備を進めてまいりたいと思います。

●委員長（室﨑委員） 11番。

●岩谷委員 それじゃあれですね、出店されるスペースにつきましては、何か先ほど芝生

を敷くということでございます。僕はあそこは雨が降れば、なんか水が入ってくる部分

で、大変やっぱり軟弱になるものですから、あそこはやはりそういうものがよろしいん

じゃないかと思います。

それと、出店の何か割り振りですか、これは今までと何ら変わらないんですか。よく

例えば飲食店の人たちの後にある売店ですか、あれが恐らく今年度、来年度何か違うよ

うな方法で、出している人たちだけで何か取り決めをしているような過程があると、私

は判断するんですけれども、出す時点で結構もめているものがあるものですから、これ

らについてはあくまでも出店の方にお任せした方がよろしいんじゃないかと思うんです

けれども、それでよろしいんでしょうかね。

●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） お答えを申し上げます。

出店業者につきましては、昨年から公募するという形をとっております。これは観光

協会が出店業者の希望をとって、そこで調整をして出店していただくという形をとって

おります。

その出店が決まった業者さんたちのその場所の問題についても、これは業者さんごと

に、業種別にといいますか、食べ物を売っていらっしゃるところ、あるいは食べ物以外

のところ、それからお土産を売っているところ、それから飲食店とか、そういった業種

別に代表者を実行委員として出していただくということにしておりまして、その中で調

整をしていただくという形をとっておりまして、今でも観光協会、町が直接かかわって

いるということはございません。

●委員長（室﨑委員） 11番。

●岩谷委員 それじゃ、最後にお尋ねしますけれども、財源はこれ一応予算書の中は一財

と書いてありますけれども、町の持ち出しがこの中でどのぐらいになるのか、最後にお

教え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） お答え申し上げます。

18年度、19年度両年度につきましては、両方とも防衛庁の特定防衛施設周辺整備調整

交付金を充てるということで考えております。交付金の充当率を95％というふうに考え



- 196 -

ておりますので、町の持ち出しは５％ということになってまいります。

●委員長（室﨑委員） 11番。

●岩谷委員 よくわかりました。いろいろ本当に答弁ありがとうございました。

皆さんそれぞれに長年待っていた、子野日の出店等やらいろいろなイベントをやるの

については、大変やはり観光客にも喜ばれますので、最後までいろいろとやってもらう

よう、よろしくお願いしたいと思います。

以上終わります。

●委員長（室﨑委員） 町長。

●町長（若狹町長） あえて私から答弁させていただきたいと思いますが、子野日公園の

整備につきましては、厚岸町の大きなイベントの場所でもございます。また、私から願

えれば、やはり日ごろからあの施設を公園として利用できるようにもしたいな、そのよ

うに考えておりますが、とりあえずはイベントにつきましては、やはり来た方々に喜ば

れる、すばらしい施設、すばらしい場所、すばらしい厚岸町だな、そういう施設にいた

したいというように考えております。

、 。先ほど来から最も重要な課題を 私はあえて立ちましたので申し上げたいと思います

、 、 、といいますのは 障害者も喜ばれる施設 すなわち車いすでも来れる公園にいたしたい

そのようにも考えます。すなわち、バリアフリーを大切にいたしたいという考えも持っ

ておるわけでございまして、そういう点いろいろと考えながら、すばらしい子野日公園

の整備をいたしたいと考えておりますので、お願いいたしたいと存じます。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 フィールドアスレチックと、それからサイクルモノレールですか、これ今回

条例を廃止しましたけれども、この撤去にかかわる工事費等は、今後どういうふうに見

ていくのか。今回の予算にはないように思うんですが。

●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） お答えをいたします。

鉄骨部分の解体につきましては、今業者さんと話を始めております。現状の鉄くずの

価格と、それから解体に係る経費の見合いがとれれば、それが一番いいというふうに思

っておりまして、今その交渉を始めたところでございます。

木質部分につきましては、自己処理も可能でありますので、それは自己処理をしたい

と。例えば、フィールドアスレチックの遊具の部分であります。そういったものは、自

己処理を今のところ考えております。また、その自己処理した木材については、利用で

きるものは利用したいというふうに考えています。
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●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 そうすると、今見積もりされて、その結果によって予算化をしたいというこ

とだと思うんですけれども、それはそれとして、今まであった施設がありますから、そ

、 、うすると今度なくなるという場合に やはりあの施設全体の配置だとかいろんなものを

今後検討していかなければならないのではないかな。

当然フィールドアスレチックがあった部分を散策路として、何か途中にも看板が立っ

ていましたよね。桜を植えている場所だったかなんか、十景の一つかなんかに入ってい

たのかな、そういう看板もありましたけれども、そういういい場所も含めてやはり整備

していかないと、あれ取ってしまった場合、さっぱり見栄えのしないものになってしま

ったというのでは困るのではないのかなと。さっき町長が、せっかくバリアフリーにし

て、さまざまな人に大いに利用していただきたいという決意が述べられたんですけれど

も、その辺はどういうふうに考えているんですか。

●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） お答えをいたします。

先ほど施設整備内容で申し上げた部分がほとんどであります。さらに、将来サイクル

モノレールが撤去された段階においては、例えば今ごみ収集車が、お客さんがまだいる

時間帯に公園内に入って、ごみを積み込むということが行われておりますが、そういっ

、 、た危険性を回避するために そのサイクルモノレールが撤去されたと仮定いたしますと

将来はその管理用道路といったようなものも、そのあいた土地を利用して考えなければ

ならないのかなというふうに思っております。それ以外、フィールドアスレチックの部

分の面積につきましては、ほとんど周回散策路という形で利用をしていくという形をと

りたいと考えております。

●谷口委員 いいです。

●委員長（室﨑委員） ２目、他にございませんか。

なければ先へ進みます。

６項住宅費、１目建設総務費、ありませんか。

２目住宅管理費。

14番。

●田宮委員 公営住宅のことについて、先日道新か釧路新聞かちょっと私書き忘れて、コ

ピーしたものを、どっちかの新聞なんですが、公住の入居者は配偶者だけに継承させる

という通達を、昨年暮れに国土交通省が都道府県に出したと。都道府県からそれぞれ、

都道府県って北海道の場合は、道から市町村に通達が来ているというふうに思うんです

が、今までは三親等まで公住の居住権、継承させることができたと。今回は配偶者だけ
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に限るんだと、こういうふうに変わったようなんですが、その辺はつかんでおられます

か。

●委員長（室﨑委員） 建設課長。

●建設課長（北村課長） 公営住宅の入居の継承承認の明確化という形の中で通達という

、 、 、か そういう形で来ておりまして 従来は質問者言われるとおり三親等以内という形が

今度は一親等といいながらも、今回の見直しの中で、原則として配偶者及び高齢者、障

害者等で特に居住の安定を図る必要がある者に限る旨を明文化するという形で、ある面

では承継する場合は、そういう部分についてはきちんと今までどおりですよという形で

、 、明文化されているという形で 明文化というかそういう形で配慮するようにという形で

この間会議の中でというか、担当者が行った会議の中では、そういうふうに聞き及んで

おります。

●委員長（室﨑委員） 14番。

●田宮委員 それで、私は新聞で見たわけです。あなたは担当者ですから、よくご承知だ

と思うんですけれどもね。厚岸の場合は、公住の入居者でどのぐらいの数いるわけです

か。今まで三親等としてあれしたの、今度、配偶者だけに限定されるわけですね。そう

いう点ではどの程度影響があるのか。

●委員長（室﨑委員） 建設課長。

●建設課長（北村課長） 質問者が言われるその関係のものについては、特に今回通達あ

ってから、入居の今のものをそれぞれ個別調査というか、そういう形で調べておりませ

んので、今すぐその数値等というのは、ちょっと申し上げることができないことをお許

しいただきたいと思います。

●委員長（室﨑委員） 14番。

●田宮委員 どうなさるんですか。どうなさる考えなんですか。

●委員長（室﨑委員） 建設課長。

●建設課長（北村課長） 現在この関係でいきますと、今現在入居されている方々で、同

居の中で配偶者以外という形の形も、息子だとかいろいろ子供たちも含めていると思い

ます。それらの中で特に問題、これによってだめになるというような形での、現在そう

いう方々がいるということはないという形で、今担当の者から聞いておりまして、特に

個別で全部を調べ上げているわけではございませんが、現在そういう承継で問題がある

という形ではないという形で聞いておりますので、ご理解いただきたいと思います。
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●委員長（室﨑委員） 14番。

●田宮委員 通達には、法的な拘束力はないというふうになっていますよね。ですから、

厚岸町として特にそれに拘束されることなく、従来のようにやっていきたいということ

であれば、私はよろしいんではないかと思うんですが、いかがですか。

●委員長（室﨑委員） 建設課長。

●建設課長（北村課長） お答えさせていただきます。

入居の実態、生活実態を十分把握しながら対応していきたい。今、質問者言われると

おり当然、その入居者の中にはいろんな問題、課題も抱えていると思いますので、そう

いう生活実態も含めて把握した上で進めていきたいと。進めるというか、承継云々の問

題を対応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） 14番。

●田宮委員 現在入居している方が、そういうことで住む場所もないけれども、結局は出

ていかなければならないというようなことが起きないような、そういうことでやってい

ただきたいというふうに思いますが、いかがですか。

●委員長（室﨑委員） 建設課長。

●建設課長（北村課長） 当然そういう入退去、そういう自体把握、まだ個々には今はな

いという形で考えておりますけれども、聞いておりますし、それらを再度ちゃんと調べ

た上で、そういう問題があるとすればどういう形なのかという実態を把握した上で、判

断して取り進めていきたいというふうに思います。

●田宮委員 いいです。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 町営住宅の入居条件で、ひとり世帯の入居条件ってありますよね。現在どう

なっていますか。年齢条件ありますよ、ひとり世帯の場合。

●委員長（室﨑委員） 建設課長。

●建設課長（北村課長） ひとり世帯、このたびの議会の中で条例改正させていただきま

したが、単身入居そのものが従来は50歳でしたけれども、今回は60歳という形で変わり

ましたということでございます。
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●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 今の田宮委員の質問と関係するんですけれども、結果的に親が亡くなって、

子供さんたちがもし住んでいると。そうすると、年齢の問題が出てきますよね。そうい

う場合でも今、田宮委員に答えられたように対応でいいというふうになるんですか。

●委員長（室﨑委員） 建設課長。

●建設課長（北村課長） 基本的に単身入居そのものの関係でございますけれども、たま

たまその時点で同居している人がいろんな形でいなくなって、たまたま単身になった。

その実態、その生活実態、例えば所得の問題とかいろいろそういうものも判断しながら

いかなければならないと、そういうふうに考えております。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 生活実態というより、その人の生活がある意味では成り立たない人が、大体

入居されていると思うんですよね。そうした場合には、そういうのをきちんとフォロー

できるようになっているかということを伺いたいんです。

●委員長（室﨑委員） 建設課長。

●建設課長（北村課長） そういう基本的には公営住宅の入居者は、そういう形の中であ

る程度、住宅困窮者含めて生活の実態もそういう形にあると思います。当然そういう中

だけで判断はできないという形の中のくくりの中では、いろいろ含めて「など」という

中で一応解釈はできるのかなという判断は今しております。

●谷口委員 いいです。

●委員長（室﨑委員） 15番。

●佐齋委員 ここで、きのこ生産者住宅についてお聞きしたいんです。現在この入居状況

はどういうふうになっていますか。

●委員長（室﨑委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） 今入居されている方は６戸でございます。10戸中６戸。

●委員長（室﨑委員） 15番。
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●佐齋委員 10戸中６戸だと。４戸そしたらあいているわけですね。これはいつごろから

何戸あいてというのはわかりますか。

●委員長（室﨑委員） 休憩します。

午後２時06分休憩

午後２時09分再開

●委員長（室﨑委員） 再開します。

産業振興課長。

（ ） 。●産業振興課長 大崎課長 平成16年８月から４つあいているという内容でございます

●委員長（室﨑委員） 15番。

●佐齋委員 そしたら、16年８月からといったら、２年間あきっ放しなんですね。これ下

の方にこういう償還って1,000何万円、ここに出ていますね、予算ね。結局、建てたもの

は償還、建ててこれ何年たちますか。

●委員長（室﨑委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） 平成10年建設でございますので、今８年目の内容です。

●委員長（室﨑委員） 15番。

●佐齋委員 たしかこれあれですよね。家賃も最初に入るときは安くて、年々生産者の収

入によって上がるということですよね。そうならば、本来ならば入っていれば、ちゃん

とそういう家賃が入る予定ですよね。それ２年間あけたら。これあれですか、そしたら

ずっともしなければ、ずっとあけっ放しでいっちゃうんですか。

それと、現在キノコをやる業者でもって、例えば入りたいけれども、例えば敷金の問

題、家賃の問題とかで入れない人もいると思うんですよね。その辺こうしてあいている

のであれば、その辺考慮して入っていただくと。少しでも家賃の収入を考えていく。あ

いているより入れた方がいいんですから、その辺のこと考えはないんですか。

●委員長（室﨑委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） この住宅につきましては、キノコの新規栽培にかかわる栽

培者のための住宅ということでございます。入居から３年間は２万円、それから３年か

ら５年までは３万円、それ以上になると４万円の月額の家賃となるわけであります。
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現在４軒あいておりますけれども、１軒今入居の準備中ということで、近々空き家３

軒になるわけでありますけれども、入居されていないその間については、委員ご指摘の

とおり、家賃収入は入ってこないということになりますけれども、現在この空き家が３

軒、あるいは４軒今あると言っておりますけれども、この入居されない主なその要因と

しまして、敷金といいますか、敷金的要素で月額、例えば栽培を始めて初年度、１年目

２年目の方については、家賃の３カ月分いただくことになっていますし、あるいは３年

から５年までの経験者については、３万円の分の３カ月分の家賃というか、敷金的なも

のをいただくというふうになっていますので、そういったもろもろの、そういった敷金

の状況も入居がいま一つはかどらないといいますか、空き家になる状況になっていると

いう要因の一つではないかというふうに思ってございます。

●委員長（室﨑委員） 15番。

●佐齋委員 今、課長言うように、そういう原因がわかっているんであれば、空いている

んですから、どうしてそういう改良して入っていただくという方法を考えないんですか

ね。

だから、たしか私これ議員になって何回目のときに、たしかこれで質問したことがあ

るんですよね。建てるときに計画性がなかったんではないかと。民間であれば、入る費

用を計算して建てるんですけれども、これはたしか最初にどんとつくっちゃって、さあ

入ってくださいということで、当初からたしか空き家があったはずなんですよね。だか

ら、計画性がなかったんではないかと話したことがあると思うんですよ。民間とそのあ

れと考え方が全然違うんじゃないかと思うんですよね。

だから、そういう原因がわかったらば、民間であればやっぱり収入が入らないんです

から、少しでも金利を下げたり、あれして入れる方法を考えていると思うんですよ。そ

れをただ投げておいて、払うのはこれ皆さんの税金で払わなければならないんですから

ね。その辺考え方が違うんじゃないかと思うんですけれども、その辺もう一度。

●委員長（室﨑委員） 産業振興課長。

（ ） 、●産業振興課長 大崎課長 この原因も一応わかっておると先ほど申しましたけれども

一応条例に絡む事項ではございますので、この点につきましては、慎重に対応しなけれ

ばいけないというふうに思ってございますので、ご理解をいただきたいと存じます。

●委員長（室﨑委員） 15番。

●佐齋委員 いやいや課長、条例はこれつくったものですからね、議会に出されれば議員

さんも別に、申し立てするものなら反対するかもしれないですけれども、入るもので私

は反対しないと思うんですよね。その原因がわかっていて、それができないという自体

がちょっと考えられないんですけれどもね。それ条例改正できるでしょう、そういうの

が。町民に負担をかけるんであればなおさら、議員さんだってそれは条例にはちょっと
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賛成できないでしょうけれども、こういうことに対しては、おれ、議員さんは皆さん条

例改正には賛成すると思うんですけれども、そういう出す気があるのかないのかと、そ

れ。

●委員長（室﨑委員） 休憩します。

午後２時15分休憩

午後２時17分再開

●委員長（室﨑委員） 再開します。

産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） 先ほどの最初の答弁でも私の方から言いましたけれども、

このきのこ住宅については、新規に栽培にかかわる栽培者のための住宅ということでご

ざいます。

次に、その新規に栽培される方が、今現在いらっしゃらないということが、大きな原

因の一つでございます。加えまして、現在その着業者につきましては、それぞれ持ち家

とかそういった家に困窮をしていないと。自宅を持って、自宅の周りにハウスを持たれ

て、きのこ住宅に入居される方がいないという現状がございますので、先ほど敷金の件

もございましたけれども、そういった敷金の関係で入居される方がいないという理由の

ほかに、まだ２点そういった理由があるということで、ご理解をいただきたいと存じま

す。

●委員長（室﨑委員） 15番。

●佐齋委員 そしたら、ですが新規に生産する人がいないと。前にたしかどなたかの質問

でもって結局、土地の問題ですね。まだ大きくしたい、まだあれで入りたいけれども、

土地がないんだというたしか質問もあったはずなんですね。その辺を例えば解消してや

らなければ入れない。そういうこともあると思うんだよね。その辺また一つ。

それと、そしたらあれですか、入らなければずっとこれあけっ放しでもって、ずっと

置いておくんですか、これを。それを何かの方策を打って、例えばキノコ以外に、キノ

コに直接かかわらなくても、それに従事しているのを入れるとかって、それから例えば

条例改正できるのであれば、キノコ以外の人を例えば仮に入りたい人がいたら入れると

かと、そういう考えはないんですか。

●委員長（室﨑委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） 現在、上尾幌の駅前、川沿いなんですけれども、そちらに

新規着業者用として２棟分のハウスを建てれるだけのそういったスペースを、平成16年
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度の予算で造成をしているということでありますので、着業者の方が来られてハウスを

建てられると、そういった準備は一応できているということになります。

それから、空き家にずっとしておくのかといったご意見もございました。これにつき

ましては、公営住宅もございますが、そういった新規着業者、そういった限定以外に幅

広くその入居者を募るかどうか、これについては検討させていただきたいというふうに

思います。

●委員長（室﨑委員） 15番。

●佐齋委員 せっかくつくったものですからね。それで、結構たしか建物、前にも言った

ように結局、坪単価にするとかなり一般住宅を見れば、倍ぐらいのたしか単価になって

いるはずなんですよね。それを指摘したことがあると思うんですよ。

だから、せっかくそういうのをつくって、あれ当時で木造でつくっていますから、入

ってないとどんどん傷んでくると思うんですよ。価値が下がっていきますから。やっぱ

りそうであれば少しでも皆さん入れるような、条例改正できるものなら条例改正したり

なんかして、それでなるべくあけないで入っていただくというようなことにしていただ

きたいと思うんですけれども、もう一度。

●委員長（室﨑委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） 委員おっしゃることは重々わかりますので、担当を含めて

財政当局とも相談しながら検討してみたいというふうに考えてございます。

●委員長（室﨑委員） よろしいですか。

●佐齋委員 はい。

●委員長（室﨑委員） ２目住宅管理費、他にございませんか。

なければ先に進みます。

237ページ、８款１項消防費、１目常備消防費。

８番。

●音喜多委員 すみません、つい。

●委員長（室﨑委員） １目はいいんですね。

●音喜多委員 １目はいいです。

●委員長（室﨑委員） １目常備消防費、他にございませんか。

なければ先へ進みます。
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２目災害対策費。

８番。

●音喜多委員 執行方針の中にもございまして、大きく新聞報道もされました。昨年９月

に施行されました日本海溝あるいは千島海溝、このかいわいでは千島と十勝沖というこ

とになるわけですけれども、地震の防災対策、そういった特別措置法もできまして、今

年は津波避難対策について、推進対策の作業に着手したいということをうたってござい

ます。

それで、今回防災マップの見直しもしていきますよと。津波の想定、シミュレーショ

ン等を含めてどの程度の震度で、どの程度の震源地で、どの地区で起きた場合はどのく

らいの高さとか、そういったことも想定するんでしょうけれども、そういう今回津波の

防災に対する見直し、これはどういう形で進めていこうとしているのか、その計画的な

ものがあるというか、予定されているものがあるならば、ちょっとその辺教えていただ

きたいと思います。

●委員長（室﨑委員） 総務課長。

●総務課長（田辺課長） お答え申し上げたいと思います。

ご質問者おっしゃるとおり、日本海溝、千島海溝の地震対策特別措置法、特措法とい

うふうに一般的に言っておりますけれども、これが昨年９月１日に法律が施行になって

ございます。この特別措置法というのは、いわゆる地震なり津波の災害による被害、そ

ういった部分が予想されるというような地域、そういったところで警戒を強めなければ

ならないというような部分について、この特別措置法をもってそれに対応策を講じよう

とする内容のものでございまして、国は国でこの中央防災会議の中で、ここの対応につ

いてどのようにしていくかという大綱をつくります。それをもとに今度は都道府県がそ

の対策に当たる基本計画づくりを行うということで、実はこの平成17年度において、今

この北海道では基本計画の構想に入っているということでございます。

なお、今度はそれから市町村の計画ということになるわけでございますけれども、こ

の特別措置法の流れの中で、まず市町村で警戒に当たらなければならない、いわゆる推

進計画というような対応をしなければならないという地域の指定というものがございま

して、これが去る２月17日の公示でございますけれども、推進地域の指定ということが

されてございます。

厚岸町もこの推進地域の指定を受けているということでございまして、これによりま

して厚岸町においては、この地震津波における推進計画を作成しなければならない、こ

の推進計画の中で避難をどうするか、津波が起きたときの避難対策をどうするか、さら

に現在も地域防災計画の中にあるわけですけれども、さらにその中からもんだような形

の中で、ちょっと踏み込んだ形の計画をつくり上げると、こういう形になるわけでござ

いまして、実はこの指定が２月でございまして、法律的にはこれから６カ月間くらいの

中で、この計画をつくらなければならないということに相なってございます。

それで、現在はこれも北海道との計画等々と照らし合わせていかなければならないと
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いう形がございまして、これの市町村のいわゆるモデル計画といいましょうかケース、

そういったようなものが北海道の方から近々示されることになってございます。そうい

った部分を照らし合わせながら、この計画づくりに当たるということになっておりまし

て、18年度新年度の中でございますけれども、この中で先ほど言いました期間、これを

目安に当然、北海道との協議で北海道の認可も得なければならないという手続もありま

すので、そういったような期間等々も含めまして、計画づくりを行うという流れに相な

ってございます。

そうした計画の中で、主体といたしましては、避難計画をどのようになるかという部

分でございます。そういったまず計画を、法の定めに従ってつくるということが１点。

それから、防災マップの関係でございますけれども、これはまた特措法の方とは直接

は関係ございませんけれども、当然避難計画のとおり避難対策をやっていく上では、ハ

ザードマップという手法を取り入れるということが望ましいという形が言われておりま

して、厚岸町ありますけれども年数がたっているという部分、それからこれまでにもお

話ししておりますけれども、今年度の末までに一応北海道が津波を想定したシミュレー

ション、要は浸水高がどのくらいになるのかというような部分、これは科学的な調査等

々に基づいて示されることになってございます。それに基づいて、現在のハザードマッ

プの中身、これがどうなのかという当然点検、調整もしなければならないということに

相なっておりますので、それとあわせて並行してこういった部分も取り組んでまいりた

い、このように思っております。

●委員長（室﨑委員） ８番。

●音喜多委員 もう既に新聞報道されていることですし、そういったことで国、そして道

と動くと、各市町村に指導していくということになっているわけです。特に道東地区と

いえば、厚岸、浜中、大きな被害をこうむるわけでありまして、今の計画、18年度から

市町村からつくっていく、この道東の市町村でつくっていくわけですけれども、それは

道と最終的には協議しなければいけないんですが、庁舎内というか、役場主体で考えて

いるのか、第三者的なそういう協議会的なものをつくって、そういった場合の対応の策

というか、そういうことをシミュレーションというか、そういう想定の中で対応してい

こうとしているのか、あるいは役場の総務中心としただけで、あるいは消防機関という

か、地元のそういう機関と協議しながらつくるものなのか、全く地域のそういった沿岸

地帯の人方とかの協議とか、そういうことは全くなしで企業だけのやり方するのか、そ

の辺のところはいかがですか。

●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。

まず、この特措法に基づくいわゆる町村がつくらなければならない推進計画でござい

ますけれども、これは地域防災計画の中に当然入ってくるものでございまして、これに

つきましては条例にあります地域防災会議、こちらの方で内容をもむ形になります。計
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画の変更という形に相なりますので、20名の委員、機関、入っております委員がいるわ

けでございますけれども、こういった中でもんで、さらにその計画の中に、先ほど言い

ましたように、北海道との協議の中で承認されるような形で策定されると、こういう形

になります。

それから、それは全体的な大きなものでございまして、実際の避難するに当たってと

いう部分につきましては、これまでにも論議になっております防災マップ、あるいはハ

ザードマップという表現でございますけれども、そういったものが中心になろうかと。

当然、自主防災組織を通じての、みずから避難するという部分が中心になってまいりま

すので、その部分のいわゆる防災マップづくりだとか、ハザードマップづくりについて

は、地域の方々と連携しながらつくり上げていかなければならない、このように考えて

おりますし、そのようなスケジュールで進みたいというふうに考えております。

●委員長（室﨑委員） ８番。

●音喜多委員 そうすると、地域防災会議が中心で物事というか、そういう想定しながら

決めていく。じゃ、そこでは地域の声というか、そういう想定されるところとか、そう

いったところの意見というのは、別に防災マップ、ハザードマップ、そっちの方に意見

を反映していくという形で、そういうとらえ方でいいんですか。

●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。

まず、実際に災害が起きたときに、地域の方々がどういうふうに逃げるのかと、どう

いう形でもって避難をしていくのか……

●音喜多委員 わけて、想定されている部分と実際に起きたらばという想定と、それから

こういう津波が来るんではないかという想定、それが……。じゃ、もう一回質問させて

ください。

●委員長（室﨑委員） ８番。

●音喜多委員 ちょっと私が言っていることと、そっちがとらえたのと、私もちょっと勘

違いしているところがあるかと思うので。

いわゆる今これ国主導で、市町村にまでそういうこの道東地区を含めて千島、あるい

は日本海と言われていますが、この主なところは千島海溝の大きな津波ということを想

定して、国がこの道東地区については、そういう市町村においてやりなさいよと。それ

は道も経由してやりなさいよ。そのつくる部分と、それから実際にそういうことが起こ

り得る、津波が起きるだろうという想定でつくるわけですよね。実際に来なければ、そ

れに越したことはない。しかし、今のかなりシビアな調査の結果では、過去にも根室半

島沖地震だとかそういったことで、地震が起きる地域であるわけですから、それをもと
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にしてつくったものを、今度ここに住んでいる皆さんが避難しなくちゃいけないという

か、それに対応する考え方を持たなければいけないわけですよね。

そういう起こるというか実際の部分、町民の皆さんが、そういう想定のもので逃げる

部分以前に、今町がつくるわけですけれども、それには町民のそういった地域防災会議

が中心になるということですけれども、直接地域の方々の意見というものは、この見直

、 。しでは反映する考え方というか そういうことはしなくていいんですかということです

当然、そういうことを想定して避難訓練とかいうことになるとなれば、ある程度防災

マップとかハザードマップに基づいて、そういうことをやりましょうということになる

だろうと思うんですが、その先の今つくろうとしている部分で、現地の例えば床潭地区

だとかいろんな海岸地帯の人方の意見というのは全く収集しなくても、地域防災会議の

中で中心的に考えられることであるから要らないという考え方なのかということをお聞

きしております。

●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。

この推進計画をつくる上で、先ほど防災会議で云々という形をしましたのは、最終的

な策定に当たっては、そういう防災会議という機関を通して、道の協議もしなければな

らないということでございまして、当然案は我々といいましょうか、行政側が地域の意

、 。見等々を集約しながら お聞きしながら組み立てていくという形に相なろうと思います

それで、地域の方の声を聞く手段といたしましては、やはり各地域にどういうような

形で実際のとき逃げるか。先ほどハザードマップづくりに当たっては、地域の方々のご

意見を聞きながら、どのような形で逃げていくかというような部分、どういう課題があ

るかというようなお話も伺いながら、組み立てていかなければならないということでお

答えしておりますけれども、そういったような部分の機会を通じまして、当然地域の住

民の意見であるとか考えであるとか、そういった部分を把握、掌握しながら、こういっ

た計画にも生かしていきたいと、このように考えておりますので、ご理解をいただきた

いと思います。

●委員長（室﨑委員） ８番。

●音喜多委員 ぜひ進めていただきたいんですが、これからの計画の中で、先ほど６カ月

くらいと言っていましたが、18年度に入ってということになれば、年内かなというふう

に考えていいんですか。

●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。

先ほど推進地域の指定という部分、実は国の方の作業等がおくれていまして、この指

定作業というのが、今現在のところ２カ月ほどおくれてきているという背景もございま
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す。それで、北海道の方との説明、あるいは会議等におきましては、実質的には18年度

いっぱいぐらいの中で、最終的に制定するまでの間には１年間くらい、18年度いっぱい

くらいは作業としてはかかるのかなと、このような見通しも立てられておりますけれど

も、我々は精力的に取り組んでまいりたいなと、このように考えております。

●音喜多委員 わかりました。いいです。

●委員長（室﨑委員） 他にございますか。

12番。

●谷口委員 ちょっとお尋ねしたいんですが、避難場所なんですが、現在この避難場所に

備蓄されている飲料水だとか、食糧だとか、さまざまなものがあると思うんですが、こ

れらについてどういうものが備蓄されているのか、それから今後避難場所の新たな整備

といいますか、それがどうなっているか、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） お答え申し上げたいと思います。

まず、災害に対応したような資機材の備蓄であるとか、食糧の備蓄であるという部分

、 、につきましてでございますけれども 水防倉庫という形で役場の敷地内にあるんですが

ここではいわゆる主に土のうをつくるとか、そういったような形の中で、つるはし、ス

コップ、そういったような部類から始まりまして、水中ポンプであるとか、こういった

ような水防資機材、これをおさめている倉庫がございます。

そのほか各地区に、いわゆる集会所に備蓄倉庫、それから避難場所に単体での備蓄倉

庫、こういったものをつくっておりまして、ちょっと口頭で申し上げたいと思いますけ

れども、松葉町の地区集会所にあります備蓄倉庫、ここにはテント６張り、まずテント

の方だけ申し上げたいと思います。それから、末広のお寺ですね、そこの地先にありま

、 、 、 、す倉庫 ここにもテント２張り ピリカウタの広場 こちらの方の備蓄倉庫には４張り

それから床潭の方には２張り、それから真竜中学校ですね、裏山の方ですけれども、そ

こには６張り、それから門静神社、こちらの方には２張り、それから先ほど言いました

役場の水防倉庫の中には３張りという形の中で、合計25の防災用テントを分散配置をし

ている状況でございます。

それから、毛布でございます。毛布につきましては、役場で70枚、それから真竜中学

校100枚、コンキリエ100枚、それから新しくできました住の江山の手集会所でございま

すけれども、こちらの方には100枚、湖北地区の合計が370枚でございます。それから、

、 、 、 、湖南の方にいきまして 厚岸中学校150枚 松葉集会所150枚 それに厚岸消防署に50枚

湖南が合計350枚、合わせて720枚の毛布備蓄でございます。

それから、食糧の関係でございますけれども、ちょっと見直しをいたしまして、新し

く今考えている部分ということで申し上げたいと思います。

まず、食糧の方につきましては、乾パンでございます。役場には全部で512食分、それ
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から真竜中学校2,880食でございます。それから、住の江山の手集会所でございますけれ

ども、1,920でございます。それから、湖南にいきまして、厚岸中学校3,648、ちょっと

細かい数字になりますけれども。松葉町が640でございます。合わせて9,600食の乾パン

を分散配置するという形になってございます。

それから、水でございます。いわゆるペットボトルに入っている水でございますけれ

ども、これが役場に、1.5リットル入りのものでございますけれども、合わせて180リッ

、 、 、 。トル 真竜中学校が810リットル それから住の江山の手450リットル 厚岸中学校です

1,000トンで80リットル、松葉集会所が180リットルでございまして、合わせて2,700でご

ざいます。予備が100リットルほど見ておりますけれども、2,700リットルということで

ございます。これらを分散配置したいという考え方でございます。

それから、最後に避難場所の考え方でございますけれども、現在非常にすべて海抜10

メートル以上のところということで緊急避難場所、すぐ逃げる場所ということの指定を

させていただいております。

それで、これまでにも論議がりありましたように、夜間どうするか、冬期間どうする

のか、雨が降っているときどうするのかと、こういうような問題は確かに抱えてござい

ます。ただ、そういった部分に対応していかなければならないんですが、今北海道が示

していくシミュレーションですね、浸水予想区域。これがどの程度のものが出てくるか

という部分になるんですが、例えば市街地の方であれば、果たして10メートルのライン

までが浸水区域に入るのかどうか、この辺も見据えながら、物によっては建物いわゆる

例えば中学校の校舎であるとか、こういったような部分が避難場所そのものになり得る

という場合も出てくると思うんです。その辺についてはそのシミュレーション、浸水予

測図、こういったものが出た時点で改めて判断をしていきたい、このように考えており

ますので、ご理解をいただきたいと思います。

●委員長（室﨑委員） 12番。

、 、●谷口委員 今説明を受けたんですけれども 災害というのはさまざまな形ありますから

一概に言えない。ただ、予測が不可能なだけに、体制としては万全なものをとっていか

なければならないと。そして、災害は忘れたころにやってくるというようなことで、気

が緩んでいるときは、やはり危ないというふうに思うんですよね。

それで、インドネシア沖の地震ですか、ああいうのを見て、津波の発生状況なんかを

見ると、慎重の上にも慎重をやはり地震、津波災害を経験している地域に住むものとし

て、万全な体制をとっておくということが大事ではないのかなと。

それで、今話を聞いてというか、この備蓄されている場所、これが果たしてそれぞれ

大丈夫かなと。例えば、住の江の山の手の集会所あたりでしたら、一定の高さがありま

すけれども、今、課長がおっしゃったように10メートル、これが果たしてそういうとこ

ろに大部分のものを備蓄しておいて、果たして緊急時に十分それが使い物になるのかど

うなのか。そこにさえ到達することができなかったなんていうことになったんでは、せ

っかく備えていながら何の役にも立たないと。それで、量も多いですよね。こういうと

ころに、逆にそういう場所の方が。そうすると、その辺も見直したものが必要ではない
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のかなというふうに考えるわけです。その辺ではどのように考えておられるのかなと。

それからもう一つは、今盛んに避難訓練をしていますけれども、毎年きちんとやって

いるわけですよね。そうすると、今言われたところに、そういう備蓄されたものがあり

ますから、そしたら厚岸中学校や真竜中学校に行けばいいのかということになっては、

やっぱり困ると思うんですよ。そして、この高さでは、今避難指示する高さではないわ

けでしょう。当然もっと高いところに、それぞれ避難するようになっていますよね、一

般的にね。オソナイ山に行きなさいだとか、国泰寺の方に行きなさいだとか、それから

こっちで言えば、住の江の集会所なんかは当然その場所にあるわけですけれども、そう

いうところに避難するわけですけれども、そういう場所に行ったら、ところが避難した

場所にはそういうものが備蓄されていないと。それから、テントも張りたいけれども、

テントは下の方にありますというのでは、やっぱり困るんではないのかなというふうに

思うんです。

それから、避難されて避難解除が出るまで一定の時間かかりますよね。そしたら、そ

こにとどまらなければならない。そうした場合に、この備蓄されているものがきちんと

した形で、そこに搬送されるような体制ができているのかどうなのかも考えなければな

らないと思うんですよね。そういうあたりではどういうふうに考えていますか。

●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。

確かに配置されている部分については、一部10メートルラインという部分から低いと

ころに配置されている部分もございます。ただ、役場なんかの場合を想定しましても、

グラウンドラインは低いんですが、高さ的には高い部分に置いているとか、そういうよ

うなことで分散配置をしている。

これにつきましては、ある程度の食糧の分散配置の考え方ですけれども、細かく分散

配置といいましょうか、分けて備蓄するのがいいのかどうかという部分があるわけでご

ざいますけれども、やはりある程度のロットを持っておいて対応していかなければなら

ないだろうというような考え方の中で、現在今分散を進めてきていたというのが実態で

ございます。

それで、実は避難行動いわゆる緊急避難をいたしまして、津波警報が出ているという

中での時間帯、東方沖のときには、ちょっと半日にわたるような長い時間出ておりまし

たけれども、それが数日間も続くというような、警報の出方というものではございませ

ん。いわゆる数時間の中での緊急避難行動をとらなければならないということでござい

まして、私どもそれすべてにいわゆる緊急食糧といいましょうか、それが必要なのかど

うかという部分については、そこまでの考え方は持ってございません。

ただ、そういう避難があって避難行動を続けなければならない、実際に被害に遭って

家に戻れない、そうした場合については今度は２次的に、例えば学校であるとか集会所

であるとかという、そういう緊急避難場所からおりてきて、使用可能なところに避難生

活といいましょうか、避難行動をしておかなければならない。そのときに必要になる食

糧であるというようなとらえ方をさせていただいております。
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そういうようなことでございまして、なお先ほども申しましたように、今度の浸水区

域という部分をもう一度見直し考えなければならない部分ございますので、それとあわ

せましてその配置のあり方という部分についても、再度検討を進めさせていただきたい

と思いますけれども、そのような考え方でいるということも、ご理解をいただきたいと

存じます。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 そういう対応で、ある意味ではいいんではないのかなと、私も思います。で

すけれども、前から話ししていますけれども、だんだん高齢化していきますよね、住民

が。そうすると、今まで10分か15分で行けたところが、30分も40分もかけてようやく着

いたと。それから、例えば１時間２時間そこで退避すると。それで帰るときまた、もう

すっかり疲れて、３倍ぐらいかかってようやくおりてくるということになりますよね。

そうすると、相当の時間、避難場所にとどまることになりますよね。

そうした場合に、例えばさっきから言われている住の江の山の手の集会所のあたりで

したら、味覚ターミナルもありますし、集会所もありますから、寒かったら入ればいい

し、トイレを使いたかったらトイレも使えますよね。ところが、オソナイ山のてっぺん

まで行ってしまって、さあそこから今おりてはだめですよということになったときに、

やはりきちんとした対応をしないと、大変ではないのかなというふうに思うんです。

、 、 、それで すべての物資やそういうものをきちんと配置をしなくても 短時間というか

一定の時間何とかできるものというのもありますよね。例えば、排泄するだとか、そう

いうものというのは、生理的にはどうしても必要なものですし、それから一定の何か囲

いみたいのも必要ですよね。そうすると、そういう簡易トイレだとか、あるいは常設的

な、今山小屋だとかそういうところでよく使われているエコトイレみたいなものを、そ

ういう場所に設置するだとか、そういうことをしておかないとだめではないのかなとい

うふうに思うんですよ。特にオソナイ山なんかは、今散策路というか避難路というか、

そして上には展望台まで今できているわけでしょう。そしたら、上まで行ったら何もな

いというのではだめではないかな。そして、そういうものをきちんとできるようなもの

を、あの地域にはやっぱり備えておくべきではないのかな、災害も含めて考えていくべ

きではないのかなというふうに考えるんですけれども、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。

決して厚岸町における避難場所の体制、これが万全だというふうに、私も思ってござ

いません。いろいろな課題、問題等々も抱えてございます。こういった中で一体何がで

きるかというような部分もあろうかと思いますけれども、少しでもそういうような対応

、 、が可能なように あるいはこれは自主防災組織で準備ができるものもあるとするならば

それはそれいうような形でもってお願いするというようなことも、必要な部分も出てく

ると思います。こういった部分は、いろいろその防災マップを作成する上でも、ご意見
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等も賜りながら、一緒に考えてまいりたいというふうに思っておりますし、できるだけ

そういったような想定も考慮しながら、対策という部分に考えてまいりたいなと、この

ように思っております。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 災害というのは、どんと来ますよね、一気に。さあ、地震来ますよとかと、

ゆっくりしたものではないんですよね。あと３時間ぐらいしたら地震来ますから、１時

間前になったら用意して、30分前になったらみんな集まって、それで10分前になったら

１列に並んで行きましょうというわけには、災害のときの避難ってできないと思うんで

す。どんと来て、うっとなって、さあ避難してください、なりますよね。そういうとき

にのんびり構えて、避難ではなくて本当に取るものもとりあえずというのが、こういう

ときに使うんではないかと思うんですよ、ばっと逃げる。そのときに、さあこれから逃

げなければならないから、すっかり用を足して、すべて身を軽くしてゆっくり行きまし

ょうとはならないと思うんですよ。

だから、そういうときに、そういう人たちが避難場所へ行ってから困るような避難場

所では、避難場所とは言えないのではないのかなというふうに、私は思うんですよ。で

すから、できるだけそういうお金がかからなくてもできること、そういうことをやっぱ

りしっかり対応していかないと、何が必要なのか、どういうことが困るのか、そういう

ものをチェックして、整備していっていただきたいというふうに思うんですけれども、

そういう点ではどういうふうに考えていますか。

●委員長（室﨑委員） 総務課長。

●総務課長（田辺課長） 12番委員さんおっしゃるとおりでございます。とにかく災害が

起きたら、一刻も早く皆さんが逃げると、これに尽きることでございます。特に津波の

場合でございますけれども。

そういった中でやはり避難はしたんですが、そこでいろいろな困ることが生じると。

、 、これはやはり少しでもできることは対応していきたい このように考えておりますので

ご理解をいただきたいと思います。

●谷口委員 いいです。

●委員長（室﨑委員） ２目災害対策費、他にございますか。

あれば休憩の後に質問していただきたいと思いまして、ここで一たん休憩に入りたい

と思いますが、よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（室﨑委員） それでは休憩いたします。
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再開は３時30分から。

午後３時00分休憩

午後３時30分再開

●委員長（室﨑委員） 再開します。

237ページ、２目災害対策費です。

３番。

●南谷委員 ２目災害対策費についてお尋ねをいたします。

消防費の中なんでございますが、町民の人命財貨にかかわることなので、多少広がり

ますけれども、委員長、お許しを賜りたいと存じます。よろしいでしょうか。

●委員長（室﨑委員） はい。

●南谷委員 よろしいですね。

●委員長（室﨑委員） はい。広がる部分は簡潔にお願いします。

●南谷委員 12番議員さん、災害時についていろいろとご意見を拝聴させていただきまし

た。私も全く同感でございます。

そこで、感じるんですが、厚岸の地形というんですか、地震、それから津波、このと

きの対応についてお尋ねをさせていただきたいと思います。

もし、本当にそういう大災害が起きたときの体制というんですか、先般長野の大雪の

ときの対応、自衛隊の派遣が非常に遅かった記憶をしております。大雪が降ってきて、

とうとい人命が亡くなってきてから、何日もたってから自衛隊の派遣が送られて、救助

活動にかかわったわけでございます。

厚岸も確かにこういう地形の関係上、大きな津波が来たときに当然、対策本部もつく

られるでしょうし、そういう対策をされると思います。私、常日ごろテレビなんかを見

ておるんですが、自衛隊の存在というものが、いかがなものだろうという議論もあるわ

けでございますが、今までこういう災害の対策、それから訓練大会いろいろとあるんで

すが、この近くに矢臼別の陸上自衛隊、さらには海上自衛隊も自衛官が入ってきたりし

ておるわけでございますが、町としてよもや万が一の連絡体制、国との連携、この辺の

対応はどのようになっておるのか、お尋ねをさせていただきます。

●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。

災害時、地震、津波ということになりますと、局所的というよりも広域的な部分があ
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ろうかと思いますけれども、当然町におきましては災害対策本部の設置という形の中で

対応をしてまいりますし、関係機関においてもそれぞれに対策、対応をいただくという

形になります。

北海道におきましても当然、特に地震、津波というような災害になりますと、その被

害の状況等々に合わせまして、災害対策本部が設置されるという形になりますし、国は

国でそれに対応する対策本部、これもでき上がる。そうした中での連絡体制がとられる

という形になります。

それで、現実的に今あるこの情報の伝達という部分から申しますと、今北海道と町村

の中には緊急通路装置いわゆる衛星回線を通じた電話回線、ファクス回線、こういった

ようなもので、それぞれ情報が随時流れてくる、あるいはこちらの情報を出すという形

でなってございます。そうした中で当然、ここの地元といいましょうか、ここで対応で

きないものについては、応援いわゆる自治体での応援、それからおっしゃられるように

自衛隊での応援、救援活動、こういうようなものを仰ぐような形になってきてございま

す。

そういう中で厚岸町の、先ほど防災会議のお話もさせていただきましたけれども、こ

れが厚岸町における災害が起きたときに、関係機関がどういうふうにするかというよう

な防災会議なんですけれども、この防災会議の中に釧路町にあります駐屯地、27普通科

連隊でございますけれども、そちらの方からも加わっていただいているという状況に相

なっております。

●委員長（室﨑委員） ３番。

●南谷委員 ある程度仕組みがあるということは、私も認識をしておるんですけれども、

あってはならないことであります。ですけれども、やはり日ごろから訓練の中にそうい

う伝達を含めて、それぞれが合同の訓練なり、機能の連絡体制の訓練をしていないと、

いざそのときになって、何時間もかかるでは済まされないことではないのかなと。町と

してどのような今後取り組みをされるのか、今まで同様の体制で行かれるのか、その辺

のお考えをお聞きいたします。

●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。

やはり情報の伝達という部分では、非常に大事な部分があります。その後の活動に大

きく影響が出てくるという部分がございます。

実は、この通信訓練でございますけれども、これは定期的に行っております。先ほど

言いました衛星を通じたものでございますけれども、こういったものにつきましては、

、 、北海道の計画がございまして それに基づいて相互に通信の伝達訓練を行うという形で

年に数回でございますけれども、それを実施しているという内容でございます。

なお、厚岸町の防災訓練、避難訓練を中心に、町民参加という形の中で継続してきて

おります。これはこれでやはり継続するということが大事だというふうに、専門家の方
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、 、からも言われておりますので これは継続していきたいというふうに思っておりますし

また訓練の中にこういう関係機関での行動計画、こういったようなものも取り入れられ

るものであれば検討をしてまいりたいと、このように考えております。

●委員長（室﨑委員） ３番。

、●南谷委員 そういうことで取り組んでいかれるということは理解できたんですけれども

今までも火災訓練や地震のときも、私も庁舎になるべく早く駆けつけてきて、状況を見

させていただいているんですけれども、たまたま今までは余り大きな災害ではないんで

。 、 、一斉に庁舎に集まる 集まることはいいんですけれども やはり訓練をするのであれば

レベルによって僕はある程度その手段が違ってくると思うんですよね。集まっていいの

かどうか、危険な状況があるだろうと。いつも同じような方法で訓練をやっていますで

は、僕はまずいのではないのかなと。あるときには相当大きな規模のものが来た、その

場合はどこに集合する、だれがどこでどう指示をする、そういうよもやあってはならな

い大きな事故の場合、災害のときに自衛隊とどう絡み合っていくのか、この辺もきちん

とその方向性というものを区分をして取り組んでいかなければ、いつも訓練をしていま

すからということでは、やはり本当の大事に至ったときに避けられないのではないのか

なという気がいたしますが、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） ３番南谷委員のおっしゃるとおりでございます。実効性のある

計画、そして実効性のある訓練という部分が大事だというふうに、私も認識しておりま

すので、これからいろんな部分を想定したようなことをやっていかなければならないな

というふうに、私自身も思っております。今後の訓練のあり方等についても、工夫をし

てまいりたいと、このように考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

●委員長（室﨑委員） いいですか。

●南谷委員 はい。

●委員長（室﨑委員） ２目災害対策費、他にございますか。

４番。

●小澤委員 ここでちょっとお聞きしておきたいのですが、大地震が来て津波が来た。そ

ういったときには、すべての人が高いところへ逃げる、これが常識ですよね。そういっ

たときに、例えば太田南の方、私はいつもそう思うんですが、太田からおりてくるあの

坂、いつも通るたび、あの橋は地震のとき大丈夫だろうか。いわゆる山と山にかかって

いる橋ですけれどもね。何級の建築士さんが設計したのか知らんけれども、偽装工作は

ないと思うけれども、もしか大地震が来て、あの橋が通れなくなったときに、じゃ太田
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南の人はどうして逃げるだろうか。いわゆるあの旧道、あそこの下に錠がかかってある

、 、 、んだけれども あれを外したならば あれが上がってきたならば橋がないわけですから

ぐにゃぐにゃ曲がっているけれども、冬は別だけれども、夏の場合だったならば、あの

坂を上っていったならば、途中に橋がないわけですから、間違いなく太田まで逃げてこ

。 、 、れる そのこともやはり太田南の人は そのことを知っておく必要があるのではないか

このように思うんですが、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。

おっしゃられるとおり避難に当たっては、こちらの場合がだめだったときに、かわり

のもの第二第三と用意しておくというのは、これは最も望まれる形だというふうに思っ

ておりますし、太田の道路の利用については、これまでにも訓練の中に、旧道を利用す

るというようなことも取り入れて行ってきておりますし、そういうような複数での避難

路確保という、できるものであればですよ、できる地域についてはそういう扱いにした

いですし、そういう部分について、住民の方々にも十分理解をしておいていただくとい

うような施策をとってまいりたいなと、このように考えております。

●小澤委員 はい、わかりました。

●委員長（室﨑委員） ２目他にございますか。

なければ先に進みます。

241ページ、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。

２目事務局費。

３目教育振興費。

13番。

●菊池委員 ここでお聞きします。

環境教育推進委員会の構成組織、年間会合、事業、発足時から今日までの経過と主た

る活動、この点お示しください。

●委員長（室﨑委員） 指導室長。

●教委指導室長（酒井室長） 環境教育推進委員会についてお答えいたします。

環境教育推進委員の構成委員、メンバーについてでございますが、まず町内の小・中

・高等学校の代表者、それから町内で環境保全等に取り組んでいる各種団体、それから

あと農協ですとか、漁組ですとか、そういった団体の方に声をかけて、代表者を選出し

ていただいて構成をしております。

それから、事業の中身についてでございますが、大きな事業としては、町民への環境

意識の啓蒙を図るという意味で、環境パネル展というものを実施しております。これは
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今申し上げました団体に声をかけて、環境にそれぞれが取り組んでいる様子をパネルに

まとめていただいて、町民ホールに１週間展示、それから情報館に１週間、計２週間展

示をして、町民に環境に関する啓蒙活動を行っているところでございます。

それから、年間の会議ですけれども、推進委員全員が集まる会議は、年間３回でござ

。 、 、 、います そのほかに 推進委員の部会構成がございまして ３つの部会がございますが

それぞれの部会ごとに年間３回ないし４回の会合を持って、それぞれの事業計画に沿っ

て推進を進めているところでございます。

以上でございます。

●菊池委員 発足はいつごろでしたっけ。

●委員長（室﨑委員） 発足と、それから今までの活動も聞いています。

休憩します。

午後３時46分休憩

午後３時48分再開

●委員長（室﨑委員） 再開します。

指導室長。

●教委指導室長（酒井室長） お答えいたします。

まず、環境教育推進委員会の発足年度ですが、平成８年度でございます。

それから、これまでの経緯でございますが、先ほど申し上げました事業のほかに、毎

年春に町民の森の植樹の事業がございますが、環境教育推進委員会といたしましても各

学校等に呼びかけをして参加者を募り、植林の方に参加をしてきております。また、北

海道少年自然の家いわゆるネイパル厚岸でございますが、ネイパル厚岸のエコロジーキ

ャンプという事業がございます。参会者を募って湿原の観察をしたり、あるいはカヌー

の体験をしたりというような事業を行っていますが、その事業と共催という形をとらせ

ていただいて参加者を募り、あるいは推進委員が協力員という形で参加をしたりという

ようなこともしてございます。また、環境かるたというものをつくりまして、それを町

内の小・中学校に配布し、そのかるたに親しみながら子供たちに環境問題への意識を持

っていただくというような取り組みを行ってきております。あと、町内の小・中学生が

環境学習に使えるようにということで、環境学習に使える資料を作成し配布をしたとい

うこともございます。

大まかなところですが、以上でございます。

●委員長（室﨑委員） 13番。

●菊池委員 非常にすばらしい取り組みだと思います。今、平成８年度発足時から今日ま
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での経過と主たる活動、事業内容につきまして、ただいま室長よりご報告いただきまし

たが、厚岸にぴったりの事業を展開されているなと思います。

私の一般質問でも行いましたけれども、湿原、森林、川、これが厚岸湖に活性化リズ

ムの働きがあることを、大いに啓蒙活動をしてほしいということについて質問いたしま

したところ、こういう環境教育推進委員会の活動が、現在の子供たちが将来に向かって

環境の体制の授業といいますか、ネイパル厚岸も巻き込んで、立派な活動を展開されて

いるということは、非常に喜ばしいことだと思います。これからもさらに活動を伸ばし

ていっていただきたい、このように期待して質問を終わります。

●委員長（室﨑委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 環境教育推進委員会についてでございますけれども、そもそも

が文部省の補助から始まったわけですが、実はこれは子供だけの環境教育ではなくて、

ぜひ大人にも広めたいということで、その次の年度から町の単費で、ずっと継続してや

ってきておるものでございます。中心的にいろいろな問題、あるいはほかの事業への援

助等も積極的に行っております。ぜひこの事業を積極的に続けてまいりたいと考えてお

ります。

以上でございます。

●委員長（室﨑委員） 他にございませんか。３目教育振興費、ございませんか。

それでは次に進みます。

245ページ、４目教員住宅費。

12番。

●谷口委員 下水道の共有区域内の教員住宅で、まだ下水道が設置されていないところは

あるんですか。

●委員長（室﨑委員） 管理課長。

●教委管理課長（米内山課長） お答えいたします。

今のご質問でございますけれども、区域の中でまだ水洗化していない住宅という意味

でよろしいでございますか。

●谷口委員 そういう意味でございます。

●教委管理課長（米内山課長） 実は奔渡に４戸ほど、今まだ水洗化していない住宅がご

ざいます。それで、実はその４戸のうち１戸は入居中なんですけれども、３戸は空き家

でございます。将来は解体予定でございますので、今現在は延期願いを出させていただ

いております。あともう１戸なんですが、この１戸も今現在、実は入居実態がない状況

にございまして、この辺の入居実態がはっきりした段階で考えたいというふうに考えて
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おります。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 そうすると、今入居可能というか、大体市街地で宮園の方は別として、それ

以外の地域にある教員住宅は、その４戸を除けばすべて水洗化されたというふうに思っ

ていいんですか。

●委員長（室﨑委員） 管理課長。

●教委管理課長（米内山課長） 申しわけございません。今本庁の方だけちょっとお答え

させていただきましたけれども、まだたしか住の江の方に、若干まだ残っておりますけ

、 、 。れども ちょっと戸数今はっきりいたしませんので お時間いただければと思いますが

●委員長（室﨑委員） 休憩します。

午後３時54分休憩

午後３時55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（米内山課長） まことに申しわけございません。

湖北の方なんですけれども、実は教員住宅と申しますか、今ＡＬＴの住宅、これ１戸

のみが処理区域に入っていまして、まだ水洗化されていないという状況でございます。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 そうすると、向こうの方は古いし、今一応使っていることにはなっているけ

れども、将来的なことを考えると、接続は今のところは見合わせた方がいいというふう

に考えていると。それから、こっちは１戸。１戸だけなんですか。これについてはそう

すると予算化、今年度つけなかったのはどういうことなんでしょうか。何か理由があっ

たんですか。

●委員長（室﨑委員） 管理課長。

●教委管理課長（米内山課長） 実は、まず先生方の教員住宅、これから宮園が大量に出

てきます。今回下水道の工事がかなり広がってきますので、その段階で順次水洗化する

というようなことになろうかと思いますけれども、実はやはり先生方の住宅を優先的に
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やりたいということでございまして、まずＡＬＴの部分については、いずれやらなけれ

ばならないなというふうには思っていますけれども、３年という年度の中で、これから

考え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） 12番。

●谷口委員 教員も大事だけれども、国際交流も大事だと思うんですよね。そうすると、

母国にお帰りになってから、日本は依然として昔なつかしいトイレだったということで

は、ちょっとかわいそうではないのかなというふうに思うんですが。

ただ、それと今後そっちが出てくるわけでしょう。そうしたら、それもまた今度後に

なったんでは、まずいのではないのかなというふうに思うんですよ。そういうことであ

れば、やはり先手とは言わないけれども、順序よくやられてい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、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（米内山課長） 言葉足らずでございました。というのは、これから出て

くる大量の水洗化という計画の中で、それも含めて計画を立てようとしております。そ

の中で、ただいまのご意見を生かした中で、計画を立てていきたいというふうに考えま

す。

●谷口委員 いいです。

●委員長（室﨑委員） ４目、他にございますか。

なければ先に進みます。

５目就学奨励費、ございませんか。

６目スクールバス管理費。

12番。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 小型スクールバスの運行、これはどういうふうに行われているのか、ちょっ

とお尋ねをいたします。

●委員長（室﨑委員） 管理課長。

●教委管理課長（米内山課長） 小型スクールバスの運行でございますけれども、今現在

３台ございます。路線としましては、厚静小学校、それから高知、尾幌、この３校によ

る公務補さんの運転による運行でございます。
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●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 この小型スクールバスはどこに管理をしておいて、発着場所はどこになるん

ですか。

●委員長（室﨑委員） 管理課長。

（ ） 、 。●教委管理課長 米内山課長 現在は それぞれの学校からの出発になってございます

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 17年度当初はどういう予定で始めましたか、これは。

●委員長（室﨑委員） 管理課長。

●教委管理課長（米内山課長） 17年度当初は、今回の公務補さんのセンター化に伴いま

して、最初の勤務地であります厚岸小学校、それからの出発となってございました。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 今度は当該学校から出発、そして帰ってくるというふうに、これはいつから

なったんですか。

●委員長（室﨑委員） 管理課長。

●教委管理課長（米内山課長） 18年１月からでございます。

●委員長（室﨑委員） 12番。

、 、 。●谷口委員 スクールバスのこの運行 今はすべて学校を出発 そして終わったら帰ると

、 。 。 、それで このセンター化は１月ですよね 今年の１月ということでしょう そうすると

それまではセンター化ですから、厚岸小学校から出発をしていって、子供たちを送迎し

て、そして置いてセンターに来てという、そしてそのセンター化された中での職務をこ

なして、また時間になったらそこから迎えに行くという方法だったんですね。そういう

考え方でいいですか。

●委員長（室﨑委員） 管理課長。

●教委管理課長（米内山課長） 当初は、そのように考えておりました。
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●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 それで、これについて１月からそういうふうになりましたけれども、新年度

またいろんなそういうセンター化された中での仕事をしていくわけですよね。そうする

と、スクールバスをされている方と、それからスクールバスではなくて、そういうこと

に関係ない公務補さんと、勤務の時間帯に相当ずれが生じてきますよね。そういうあた

りはどういうふうに、今年度は整理したのか、それで今年度そういう中でどういう問題

点があったのか、そして新年度どういうふうにそれを改善していこうとしているのか、

その辺をちょっと教えていただきたいんですが。

●委員長（室﨑委員） 管理課長。

●教委管理課長（米内山課長） センター化した際の小型バスの運行と、その後の勤務実

態ということでございますけれども、基本的にはスクールバス、小型バス運行された公

務補さんは、その当該学校に直接勤務するということが一つございます。それから、合

同作業になりますと、そのような質問者おっしゃられたような感じの勤務になる場合も

ございます。

これは補正予算でも、公務補さんの集中管理ということでお話し申し上げましたけれ

ども、発足当時このようないろんな想定が考えられたわけですけれども、その発足した

後いろいろなふぐあいが出た段階では、一つ一つ修正して直していこうというようなこ

とで出発させていただきました。

現にいろんな問題が出まして、１月からバスが当該校から出発というのもその一つで

ありますし、いろんな面で時間的な問題ですとか、それからその小型スクールバスの運

行後の合同作業への参加、いろいろな時間的なロスな面もございまして、それを一つ一

つ解決といいますか、変更させていただいてきております。今現在は、来年に向けまし

て、その辺の総括も含めて考えながら、来年の分を今計画を立てている段階でございま

す。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 勤務時間というのは、今何時間なんですか。一般的には８時間というのあり

ますけれども、そういう中で勤務をされるわけですよね。ところが、公務補さんたちの

仕事というのは断続勤務といわれますか、そういう早い段階での出勤時間、そういうも

のがありますから、そういう点では学校が始まる時間に出る公務補さんと、そういう送

迎を担当する公務補さんでは、当然そういう時間差がありますよね。そういうあたりは

やはりきちんと見ていただかないと、やはり何かあいつだらけているなというふうに見

られたんでは、その公務補さんが非常にかわいそうでありますし、そういうあたりをき

、 。ちんとわかるような仕事の仕分けというか していただかないと困ると思うんですよね

町の中の人たちが、あいつは何やっているんだという声が聞かれるようなことにならな

いような配慮をきちんとしていただかないと、私は困ると思うんですよ。十分その辺を
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配意して進めていただきたいと思うんですが、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（米内山課長） もちろん、勤務時間はスクールバスを運転される公務補

さんも、それからしない公務補さんも同じでございます。したがいまして、運転される

公務補さん、朝早く、それから夕方の下校時の運転もございますから、やはり中間でそ

の分の休みをとるというような状況になります。そのことが今おっしゃったような不利

益をこうむるような感じになることがあるということでございますけれども、この点に

つきましては、保護者含めてやはり説明する中で解決させていただきたいというふうに

考えます。

●谷口委員 いいです。

●委員長（室﨑委員） ６目、他にございますか。

なければ先へ進みます。

２項小学校費、１目学校運営費。

12番。

●谷口委員 父母負担の軽減費は、ここで見ているんですね。そうですよね。それで、申

しわけないですけれども、委員長、中学校も含めて各学校ごとに、この父母負担の軽減

費１人当たり幾らだったのかと、学校ごとに幾らずつ配分されているか、ちょっと教え

てください。

●委員長（室﨑委員） 口頭でいいんですね。

●谷口委員 口頭でゆっくり言ってください。

●委員長（室﨑委員） メモがとれるように。

●谷口委員 はい。

●委員長（室﨑委員） ということですので、よろしくお願いします。

●谷口委員 消耗品費でいいんですよ、 。

●委員長（室﨑委員） ちょっと休憩します。

午後４時11分休憩
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午後４時12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（米内山課長） すみません、時間をとらせまして。

それでは、小学校の方から申し上げます。

、 、 、厚岸小学校61万8,000円 それから真竜小学校90万3,000円 上尾幌小学校１万2,000円

尾幌小学校４万2,000円、太田小学校10万8,000円、床潭小学校９万9,000円、厚静小学校

６万6,000円、高知小学校２万7,000円、片無法小学校３万3,000円。

続いて、中学校よろしゅうございますか。

●谷口委員 はい、いいです。

●教委管理課長（米内山課長） 厚岸中学校84万円、真竜中学校114万6,000円、上尾幌中

、 、 、 、学校１万2,000円 尾幌中学校７万8,000円 太田中学校16万8,000円 高知中学校３万円

片無法中学校２万4,000円でございます。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 この父母負担の軽減の予算なんですが、このように厚岸町は管内でも大先進

をいっている制度ではないのかなというふうに考えておりますけれども、これについて

各学校の徹底状況はどうなんでしょうか。

●委員長（室﨑委員） 管理課長。

●教委管理課長（米内山課長） せっかくこのような制度、先進的なということでお話ご

ざいましたけれども、金額的には確かにそうだというふうに自負しておりますが、この

運用に当たりましては年度当初、事務官、それから教頭会、校長会も含めてこのような

話をさせていただいております。

ただ、なかなか運用に関しましては、徹底していない部分もございますけれども、そ

れは年度途中の中で係が事務官その他と協議する中で、できるだけ満度にこの部分が使

われるような配慮を年度途中においても実施しているところでございます。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 この制度ができて、もう数年たっていますよね。そうすると、だんだんこの

制度の意義が、きちんととらえているというのが薄れてきてしまう。制度というのは何

でもそうですけれども、ある程度時間がたつと、それが当たり前みたいになってしまっ

て、本来の目的は何だったのかということを、忘れる場合が多々あるわけですよね。
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そういう中で、やはり今これは厚岸町の産業の状態だとかいろんなことを含めれば、

これ自体も大変大きな血の通った政策なわけですよね。そうすると、これが生かされて

いかなければならないと思うんですよね。父母負担の権限はやはりどうしても、本来の

目的からいって当たり前のことでありますから、そういうことを実際なくしていくとい

うことに、最終的になっていかなければならないと思うんですよ。そういう点で現在、

、 、 、学校ごとの負担状況というか 多いところと少ないところ どのぐらいの差があるのか

ちょっと教えていただきたいんですが。

●委員長（室﨑委員） 管理課長。

●教委管理課長（米内山課長） お答えいたします。

まず、小学校でございますけれども、一番多いところで、小学校では9,000円ほどにな

ってございます。少ないところでは、ゼロというところも学年においてはあります。１

学年から６学年平均で申しますと、やはり先ほど言いましたように、多いところで7,000

円、少ないところで1,000円というような差はございます。

次に、中学校ですけれども、これも１年から３年平均でいきますと、多いところで１

万3,000円、少ないところで約１万円というような内容でございます。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 今、説明されたんですけれども、小学校においてはすごい差が結果的に出て

しまっているなというふうに思うんですよね。やはり教育費のこれは、父母負担ゼロに

持っていくというのが、大きな究極的な目的ではないのかなというふうに思うんですけ

れども、ただ今回こういう措置をしていながら、結果的にこういうまだ格差がある、こ

、 、ういうことに対しては この金額自体がどういうふうに父母にまで徹底されているのか

その辺ちょっとわからないんですけれども、実際各学校ごとに、これだけのお金がきち

んと軽減費として配当されているんだという徹底が、学校当局だけではなくて、父母に

もきちんと伝わるようにしていかなければならないというふうに思うんですよね。

その上でどうしても必要な経費として、一定額を徴収するというのであればいいと思

うんですけれども、それはやっぱりきちんと伝えながら、そしてそれをゼロに持ってい

くという努力に結びついていかなければ、この制度自体が本当に生きたことにはならな

いのではないのかなというふうに、私は思うんですよ。やっぱり小学校で7,000円だとか

というのは、ちょっと余りにも差が大き過ぎるなというふうに思うんですけれども、い

かがでしょうか。

●委員長（室﨑委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 父母負担軽減費の件でございますけれども、当初学校側もちょ

っと理解しづらい部分もあって、これについては以後増額してから毎年、校長会を通じ

て趣旨並びにこういうふうな使い方をして、なおかつ保護者の方にも周知するようにと
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いうことで、現在の使い方については徹底されている、父母負担軽減費自体については

徹底されているというふうに思います。

ただ、伝統的に父母の負担の多い学校と少ない学校というのが、今でも実は見受けら

れるんです。これにつきましては、委員先ほどおっしゃったとおり、どの学校でもやは

り生活に大変な部分の保護者というのはいらっしゃるわけですし、義務教育というそう

いう基本の中では、できるだけ少なくしていくというのが基本でありますし、隣の学校

、 。でできていながら こちらの方では2,000円かかっているということがどうなんだろうか

僕たちも詳細に調べていきますと、実は各教科の教材関係で多くかかっているところ

とないところが見受けられるんです。ですから、今よく先生たちが技術にしても理科に

してもそうなんですが、いわゆるキットとして購入して、生徒たちに買わせて、それで

例えば工作関係をする、実験関係をするというふうな部分があるんですけれども、どう

、 、しても必要なものだろうかというあたりは 今回も学校の方とちょっとお話をする中で

、 、ほかの学校で買ってないんだけれども どうしても必要なんですかというふうな部分は

より以上にこういう不景気な時代ですから精査してほしいと。そして、うちがこれだけ

父母負担軽減費に力を入れているんですいうあたりも、ぜひ一般教員の方にも理解して

いただいて、父母の負担、多いところについてはなるべく減らしていくように努力して

ほしいというふうに申し入れていますので、その点よろしくお願いいたします。

●委員長（室﨑委員） 補足あるようです。

管理課長。

●教委管理課長（米内山課長） 先ほどの答弁の中で、ちょっと数字を読み違えた部分が

ございますので、訂正させていただきたいと思います。

先ほどの父母負担軽減費の中で 格差のところでございますけれども 多いところで4,、 、

000円、それから少ないところでゼロと、これが小学校の数字でございます。

（発言する者あり）

●教委管理課長（米内山課長） はい。これ全部の教材購入費を読んでしまいまして、申

しわけございません。それと、中学校におきましては、9,000円と3,000円という差でご

ざいます。申しわけございません。訂正させていただきます。

●委員長（室﨑委員） 学校運営費、他にございますか。

なければ先へ進みます。

257ページ、２目学校管理費、ございませんか。

261ページ、３目教育振興費。

12番。

●谷口委員 これは国の方の改革によって、我々は改悪だけですけれども、この準要保護

について以前の補助金制度から、今度は交付税交付金制度に変わりましたよね。それに
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よって、やりたかったらやってもいいしというのが政府の考え方みたいですよね。そう

いうことで今回、厚岸町が大幅に準要保護の就学援助費を減額したわけですけれども、

この内容について説明をお願いいたします。

●委員長（室﨑委員） 管理課長。

●教委管理課長（米内山課長） お答え申し上げます。

準要保護の就学援助費の部分で、今回18年度よりおっしゃるとおり一部減額になって

ございます。この部分は、準要保護、要保護含めてでございますけれども、この就学援

助に関しましては、項目が幾つかに分かれてございます。その総額を言いますと、医療

費含めて今回減額させていただく分につきましては、約１割程度ということになってご

ざいます。項目としましては、学用品費等の中の学用品費、この部分を一部減額させて

いただいております。この部分は、それぞれ小・中合わせて約半分の給付に変更させて

いただいております。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 先に厚生文教常任委員会でも説明をいただいているんですけれども、今政府

が盛んに景気は回復してきたというようなことを言っておりますよね。そういう中で一

部では、新しい年度へ向かって労使交渉なんかも行われて、賃金のアップもあるという

ようなことが民間ベースでは言われています。

、 、 。ところが 地方に来ると地方に来るほど 今の経済状態は非常に大変な状況にあると

そのしわ寄せが今回は、ついに準要保護家庭の子供たちにしわ寄せが来てしまっている

、 、 。ということなんですけれども 今回 学用品費を半額にしてしまうということですよね

それで、今厚岸町のこの準要保護の対象世帯、これはどういう基準でやっていますか。

生活保護のどの基準なんでしょうか。

●委員長（室﨑委員） 管理課長。

●教委管理課長（米内山課長） お答えいたします。

まず、要保護、準要保護、要保護は生活保護世帯ということでございますから、準要

保護の認定基準ということでございますけれども、これにつきましてはまず何点かござ

います。大きく分けますといろいろな部分、例えば生活保護法に基づく保護の停止、ま

たは廃止を受けた人とか、それから地方税法の市民町民税の非課税の方、それから個人

事業税の減免を受けている方というような項目になってきてございますけれども、中に

は児童扶養手当の支給を受けている方ということが、支給条件ということになってござ

いますが、実はその所得の中で計算する際には要保護、いわゆる生活保護の基準であり

ます３級地２という部分の中の計算、これの分の1.2倍以下の部分の所得の方が一応対象

としてなってございます。
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●委員長（室﨑委員） 12番。

、 。 、●谷口委員 準要保護世帯なんですが 言ってみれば生活保護の1.2倍と 税金については

ちょっとかかるかかからないか、かなり微妙なものがあると思いますけれども、生活保

護の場合はいろんな面で優遇措置がたくさんありますよね。優遇措置と言ったら変だけ

れども、それで決まっているものがありますけれども、この準要保護にかかわる世帯、

こういう世帯については1.2以下でありますから、1.11、1.05だとか、そういうすごい近

接するところにある人たちですよね。

そうすると、この人たちは言ってみれば生活保護の場合は、一定のこういう制度を活

用できるというものが結構ありますけれども、準要保護家庭、こういう家庭はそういう

ものはないわけですね。いろんなものを利用したりする場合でも、すべて自己負担で行

かなければならないということになりますよね。半額免除もなければ、全額免除という

ような制度もないわけです。

そういう中で頑張っているのが、準要保護世帯ではないのかなというふうに思うんで

すよ。そういう家庭が、昨年まで小学校が１万1,100円だったのを今度は5,600円にしよ

うと。それから、中学校の場合は２万1,700円を１万1,000円にしようということになる

と、これをそれらの家庭が持ちこたえることができるのかどうなのか、その辺はどうい

うふうに判断していますか。

●委員長（室﨑委員） 管理課長。

●教委管理課長（米内山課長） お答えいたします。

質問者おっしゃるとおり、決して今の社会情勢の中で、個人所得が伸びているわけで

もなく、その中でこういう措置をとらざるを得ないという状況の中には、実は児童生徒

は減少してございます、ご存じのように。ただし、この要保護、準要保護の世帯は、実

は逆に上昇していると、そういう状況の中で、今日の町の財政の中でこの制度を維持し

ていくためには、やはり財源のことをいま一度考え直す必要もございますし、その中で

他町村においては、実は資格基準を下げるという方策の中で減額をしているのが実態で

ございます。

、 、 、しかし 私どもこれ検討させていただくときに 急にその基準を下げるということは

今年まで当たっていた人が来年からは当たらない、こちらの方の影響の方が大きいだろ

うというふうなこともありまして、実はどの方法がいいかということをいろいろ検討さ

せていただきました。実は財政のシミュレーションの中にも、今回の要保護、準要保護

、 、の制度の見直しという部分も掲げられてございますけれども その中では例えば給食費

この部分の見直しということも上げられてございましたけれども、これまたいろいろな

面で私会計で行っている学校給食運営の中で、滞納がふえるという危険性を考えるとき

に、この方法もまずいだろうというようなことで、最終的にはここの部分で調整させて

いただくということになったわけで、大変ではあるというふうに自覚しておりますけれ

ども、このようなところで何とか運用させていただきたいというふうに考えてございま

す。
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●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 財政的なことからいうと、そういうことになっていくんでしょうけれども、

子供たちの教育を受ける権利だとか生きていく権利、そういうものというのは、親の都

合だけで断ち切るわけにはいかないものですよね。子供が望んで、そういう社会に出て

きているわけではないわけですよ。そうすると、そういう立場になった人たちをどう援

助し、教育を施していくのかというのは、親の責任でもありますけれども、行政の責任

も問われるわけですよね。

そうすると、こういうことがもし今回はここに手をつけたと。それも半額にしてしま

うと。これで親御さんがどういうふうになっていくのか、非常に不安な面がありますけ

れども、子供たちに何らかの影響が出てから、失敗したなというのでは困ると思うんで

すよ。私は第一義的には、やっぱり国がきちんと補助制度として継続してもらうという

のが、非常に大事なことですけれども、そうなった後でもやはり交付税の中で見ている

わけですから、それに見合ったものをきちんと措置していくと、町としてね。そして、

そのやったことを、今までの制度を下げるものにしないと。子供たちにしわ寄せが来な

いということをきちんとやっていくということが、大事ではないのかなというふうに思

うんですが、いかがでしょうか。

●委員長（室﨑委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 委員おっしゃることは大変よくわかりますし、僕らも大変苦し

い立場で、今回の準要保護の部分に手をつけなければならないという部分については、

非常に苦しい決断でした。

今回、先ほどご質問ありましたように、父母負担軽減費と厚岸町内の学校が父母に、

逆に言うとどれだけ負担させているかというのを、今回の減額に当たってはちょっと調

べてみました。

その中では、１年生に入るときには、小学校、中学校とも負担が若干高い部分が出て

きます。ただし、その部分につきましては、準要保護の方でも、逆に言いますと新入学

児童の用品として約２万円、中学校では２万3,000円程度この分多く出ておりますし、ほ

かの学年については、今回の減額された分でもおさまっている、どの学校でもおさまっ

ているというあたりがありまして、先ほど課長の方から話ありましたけれども、給食費

等に手をつけるということになると、やっぱり子供たちの中でも非常に肩身の狭い思い

をしたり、あるいは滞納がふえる等々の影響も考えまして今回、父母負担軽減費等は減

額しないという中で、何とかその中でおさまっている学用品費の減額で見させていただ

いたということでございますので、ご理解を願いたいというふうに思います。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 納得しないですよね。今の状況、社会的な世相とかそういうものもあります
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から、いろんな面で親御さんも大変な面たくさんありますよね。

それで、結果的に要保護、準要保護の世帯が今ふえているという、子供が減っていな

がら、そういう家庭が多くなってきているという実態は、これは以前にはなかったこと

ではないのかなというふうに思うんですよね。しかし、そうだからといって、本当に必

要なそういう家庭の子供、こういう子供たちが、何かの形で見過ごされてしまうような

ことがあってはならないと思うんですよね。あのとき気がつけばというようなことが、

子供の問題では往々に起きることですよね。そういうことが厚岸町で起きないような対

応を、しっかりとした目配りをしていただかないと困るわけですよ。そういう点で、今

後どう対応していくのか、もう一度お尋ねをいたします。

●委員長（室﨑委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 要保護、準要保護だけでなく、大変不景気な中で親御さんの負

担というのが重くなっているということも十分考えられます。その中で、先ほど申し上

げましたとおり、どうも学校側が安易にと言ったら失礼ですけれども、自分たちの教材

というのを簡単に負担させているような部分も、先ほど言ったように一部見られます。

できるだけやはり学校間格差をなくし、しかも父母の負担を減らすことによって、私ど

もも、もちろんできるだけこういうものについては、今後とも守っていきたいというふ

うに思いますけれども、まずは学校側がその負担を減らしていくということが基本であ

ろうと思いますし、それと相まって我々もできる部分については、いろいろな目配りを

してまいりたいというふうに考えますので、ご理解を願いたいというふうに思います。

●谷口委員 いいです。

●委員長（室﨑委員） ３目教育振興費、他にございますか。

なければ先に進みます。

３項中学校費、１目学校運営費、ございませんか。

267ページ、２目学校管理費、ありませんか。

12番。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 学校管理費でお伺いしたいんですが、今学校の防犯対策なんですけれども、

これ結構きめの細かい対策がとられてきているというふうに考えるんですけれども、各

学校の防犯対策に対する差というか、こういうものはまだあるんですか。それともかな

り同じレベルでの対応になってきているのか、ちょっとお伺いしたいんですが。

●委員長（室﨑委員） 指導室長。

●教委指導室長（酒井室長） 各学校の防犯対策についてお答えいたします。
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市街地の学校、それから山間部といいますか、地方の学校、若干対応の仕方に違いが

あることは事実だと思います。

それで、例えばですが、町内の小・中学校で、小学校が９校、中学校が７校で16校ご

ざいます。そのうち４校が併置校ですので、実質12校という数字をもとにしてお話をさ

せていただきますが、町内の学校で子供たちの防犯教室、あるいは教師を対象とした防

犯訓練、これを実施している学校が９校ございます。実施していない学校もございます

が、例えばこれは登下校がほとんどの児童生徒がスクールバス、あるいは家庭の送り迎

えというようなことがあって、そういった実態に合わせて各学校が実施している数値で

ございます。

それから、そのほかの安全対策ということですが、これも町内12校のうち10校の学校

で、例えば校区内の安全マップを作成して、子供たちや保護者に配布し、危険個所の啓

蒙を図るですとか、そういう取り組みがあったり、ＰＴＡに協力を依頼して、ＰＴＡで

その地域の見守り、声かけをしていただくという取り組み、あるいは学校によっては警

察にお願いをして、児童生徒の登下校の時間帯の見回りを強化していただくというよう

な取り組みをしてございますが、これにいたしましてもやはり地域の実情に応じて、そ

れぞれの学校が判断して実施をしているというような状況でございます。

●委員長（室﨑委員） 12番。

、 。●谷口委員 これから新年度になって だんだん季節的にもいい季節になってきますよね

そうすると、冬の間でも、寒くなっても結構子供たちが、変なおじさんがいたとか、あ

るいは何か変なことをやっているだとか、そういう通報なんかがあるように聞いている

んですけれども、それらに対する対応というか、そういうものをいち早くきちんとキャ

ッチして、あるいはそれが間違った情報であったりする場合もありますよね。そういう

ことで間違った情報であったばかりに、なおさら走り回されるというようなこともある

ようにも聞いているんですけれども、これらについてのやはりさまざまなネットワーク

づくりというか、そういうものが必要になると思いますよね。本当にびっくりするよう

、 、 、な事件事故が あれはもう大都会の話だというようなことが 今では日本全国満遍なく

そういう事件事故が起きる時代になってしまっていますよね。

そうすると、子供たちは意外と、大人は通常こうやるべきだと、こういうふうに帰る

というところが、子供たちにすると違うルートを帰るのが当たり前だったり、通らない

ところを通ってみたいとか、そういう好奇心だとかいろんなものがありますよね。子供

たちのそういう好奇心だとかそういうものは、やっぱり失わせてはならないと思います

し、そういうものも踏まえた上でのこの防犯対策を子供たち、そして学校、地域がどう

やってつくっていくのかというのが、すごく大事になってきていると思うんですよね。

ですから、我々もう子供たちがいないものも含めてどうかかわり合いながら、そうい

う子供たちを守る安全対策をしっかり進めていくということをやっていくのか、今まで

以上の対策をとっていかなければならないと思うんですけれども、その辺についてはど

う考えているか、ご説明をお願いいたします。
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●委員長（室﨑委員） 指導室長。

●教委指導室長（酒井室長） ネットワークといいますか、スクラムを組んでの子供たち

の安全を守る対策というお話かと思います。

現在、子供の安全を守るということに関しましては、先ほども申し上げましたけれど

も、それぞれの学校の地域の実情等に応じて、それぞれの学校に安全の徹底を図るとい

うことで、委員会の方から従来お願いをしてきたという経緯がございます。その結果と

して、それぞれの学校が今実際に取り組んでいただいている。

今後は、一つは情報のネットワークということで、例えば教育委員会にそういった不

審等の情報が入った場合、従来は教育委員会所管の小学校、中学校を対象に情報発信と

いうようなことが主だったんですけれども、17年度今年度から福祉課にも連絡を差し上

げながら、幼稚園、それから保育所、児童館、そちらの方にも情報が瞬時に流れるよう

なシステムをつくって、実際にそれを運用してまいりました。また、場合によっては、

町内の高校にも連絡をするというような体制をとっておりました。

次年度以降、このネットワークをやはり活用し、情報が入り次第、迅速な情報伝達が

できるように努めてまいりたいというふうに思っております。また、これまで学校に対

策を講じていただくという形の対応をとっておりましたが、教育委員会といたしまして

も、例えばＰＴＡ、あるいは地域の自治会組織等に、教育委員会としてもやはりお願い

という形の働きかけをさせていただきながら、学校の現在の取り組みをさらにサポート

していきたいなというふうに考えております。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 そういうことを積極的に進めてほしいんですよね。そして、その上でさらに

なんですが、子供たちが子供の110番でしたか、そういうものも含めた子供たちが結果的

に学校へ行ってからだとか、どこかについてからだとかという情報が結構あるみたいで

すよね、話を聞いていると。そうすると、その間に一定の時間がたつわけですよね、５

分なり10分なりね。

例えば、どこかで何かがあったら、その近くですぐ近くの大人の人、安全な大人の人

に相談したり、何とかしてほしいと助けを求めたり、そういうことができるようになっ

ていかなければならないと思うんですよ。そうすると、せっかく何か小さいワッペンが

あちこちについていても、その家を探しているうちにわからなくなってしまったという

のではなくて、やはりこの家は安全だとかということを、地域を信頼してもらわないと

一つは困るんでしょうけれども、そういうことをきちんとしていって、大人の人を信頼

したり、不審な人と見分ける目というか、そういうものも含めながら、きちんと子供た

ちが駆け込める、そういうところをはっきりとわかるようにするということも、大事で

はないのかなというふうに思うんですよ。それでないと結果的に、一定の時間がたって

から情報が入ったと、さあそれからどうかしようというんでは、もう対応が手おくれに

なってしまうということにならないように、あるいはその人たちの心のケアというのも

なるべく早く進めるという上からも、対策を講じていかなければならないのではないの
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かなというふうに思うんですが、どうなんでしょうか。

●委員長（室﨑委員） 指導室長。

●教委指導室長（酒井室長） お答えいたします。

まず、私ども厚岸警察署とも、このことに関しては連絡を取り合いながら、あるいは

指導を受けながら進めておりますが、確かに質問者おっしゃるとおり、警察署からもそ

の指摘がございました。いかに素早く情報が発信されるかということが、非常に大事で

あるということで、ぜひこれからの学校の防犯訓練等に生かしていただきたいというこ

とがございました。

それは、子供たちが不審者と遭遇した場合に、やはり近くに家、ステッカーが張って

あるかないかにかかわらず、とにかく近くの家、大人の人に助けを求める。そして、そ

こからの警察への通報、学校への通報等をするのが、やっぱり一番大事なことなんだと

いう、警察からの指導も受けてございます。

それを受けまして、各学校には防犯対策を講じてください、防犯訓練の実施をしてく

ださいという話だけではなくて、さらに突っ込んで具体的に、例えば各学校に子供110番

のリストをお渡しして、あなたの学校の近くにはこういうところがありますよ、このリ

ストの家に実際に子供が逃げ込む訓練など、具体的に子供が遭遇した場合に、子供がと

らなければならない行動にできるだけ近い形の訓練を実施してくださいというようなこ

とを、学校の方にもお願いをしているところでございます。

また、防犯ブザーの問題がございますが、これも実は実態として浮かび上がってきた

問題が、日常子供たちが何でもないときにブザーを鳴らしているということで、いざと

いうときにブザーが鳴っても、だれも危険を察知してくれないというようなことも、そ

ういう問題も浮かび上がってまいりました。そういったことも含めて各学校には、実際

場面に効力を発揮できるような訓練内容、あるいは実際場面で障害とならないような日

常の指導、そういったものの徹底をお願いしたいということで、今進めてまいっている

ところでございます。

●委員長（室﨑委員） ２目学校管理費、他にございますか。

なければ先へ進みます。

271ページ、３目教育振興費。

ちょっと休憩します。

午後５時00分休憩

午後５時01分再開

●委員長（室﨑委員） 再開いたします。

ここで皆様にお諮りいたします。

、 、本日の会議はこの程度にとどめ 残りの審査は20日月曜日に延会したいと思いますが
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これにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（室﨑委員） ご異議なしと認めます。

、 、 。よって 本日の会議はこの程度にとどめ 残りの審査は20日月曜日に延会いたします

ご苦労さまでした。

午後５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１８年３月１７日

平成18年度各会計予算審査特別委員会

委員長


