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厚岸町議会 第３回定例会

平成20年９月24日

午前10時00分開会

●議長（南谷議員） 皆さん、おはようございます。

ただいまより平成20年厚岸町議会第３回定例会を開会いたします。

●議長（南谷議員） 直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

●議長（南谷議員） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、12番、岩谷議員、13番、室

﨑議員を指名いたします。

●議長（南谷議員） 日程第２、議会運営員会報告書を議題といたします。

委員長の報告を求めます。

10番、谷口委員長。

●谷口委員長 議会運営委員会を開催をいたしましたので、報告申し上げます。

委員会を開催したのは、平成20年９月19日であります。

２、協議内容につきまして、第３回定例会の議事運営についてであります。

（１）報告について。議会側より、ア、諸般報告、イ、例月出納検査報告、ウ、条例

審査特別委員会審査報告、以上が議会側の報告であります。

（２）各委員会から予定される案件についてであります。ア、所管事務調査報告書、

総務・産業建設・厚生文教３常任委員会から行われます。イ、議会運営委員会調査報告

書があります。ウ、各委員会閉会中の継続調査申出書、総務・産業建設・厚生文教、議

会運営委員会から行われます。

（３）議会提出の案件についてであります。ア、発議案第１号 厚岸町議会会議規則

の一部を改正する規則の制定についてであります。審査方法は本会議において審査をい

たします。イ、選挙第３号 北海道後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙です。審査

方法は本会議で選挙を行います。ウ、議員の派遣について、審査方法、本会議において

審査をいたします。

（４）町長提案の議案についてであります。ア、認定第１号から認定第９号、決算の

認定であります。９件です。審査方法は、各会計決算審査特別委員会に付託し、閉会中

の審査といたします。イ、報告第９号、１件です。審査方法は本会議において審査をい

たします。ウ、議案第63号から第64号、人事案件２件であります。審査方法は本会議に

おいて審査をいたします。エ、議案第65号から第68号、一般議案４件であります。審査

方法は本会議において審査をいたします。オ、議案第69号から第72号、条例４件であり
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ます。審査方法は本会議において審査をいたします。カ、議案第73号から第79号、補正

予算７件であります。審査方法は、各会計補正予算審査特別委員会へ付託し、会期中の

審査といたします。

（５）一般質問通告者は６人であります。

（６）会期の決定についてでありますが、９月24日から９月26日の３日間、休会なし

といたします。

以上で議会運営委員会の報告を終わります。

●議長（南谷議員） 委員長に対する質疑を省略し、以上で報告を終わります。

●議長（南谷議員） 日程第３、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。

本定例会の会期は、ただいまの議会運営委員会報告にありましたとおり、本日から26

日までの３日間といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） ご異議なしと認めます。

よって、本定例会の会期は、本日から26日までの３日間とすることに決定しました。

なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付いたしました予定表のとおり

でありますので、ご了承願います。

●議長（南谷議員） 日程第４、諸般の報告を行います。

まず、本定例会に提出され受理されております議案等は、別紙付議事件書のとおりで

ありますので、ご了承願います。

次に、平成20年６月17日開会の第２回定例会終了時から本日までの議会の動向は、お

おむね別紙報告書のとおりでありますので、ご了承願います。

以上、諸般報告といたします。

●議長（南谷議員） 日程第５、議会運営委員会調査報告書を議題といたします。

去る５月８日に、議長から議会運営委員会に対し３項目について諮問がなされ、さき

の６月19日の第２回定例会にて調査結果の報告がなされたところであります。その際、

一般質問の回数制限については、議員協議会等議員全員が集まる機会に意見を聴取する

こととし、それに基づいて再度本委員会において審議を行うこととするという報告であ

りました。

これを受けて、８月７日に議員協議会を開催し、議員の皆さんから意見を聴取し、９

月９日の議会運営委員会で再度審議が行われました。今般この調査結果の報告書が委員

長から提出されております。調査の結果は記載のとおりであります。

この際、委員長に対する質疑、討論を省略し、本報告書のとおり了承することにご異

議ありませんか。
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（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） ご異議なしと認めます。

よって、本報告書のとおり了承することに決定いたしました。

●議長（南谷議員） 日程第６、例月出納検査報告を議題といたします。

今般、監査委員より、別紙のとおり例月出納検査報告がなされております。ご参考に

供していただきたいと思います。

●議長（南谷議員） 日程第７、議案第55号 町税条例の一部を改正する条例の制定につ

いては、条例審査特別委員会に付託し、閉会中の審査を求めていたところ、今般、審査

結果の報告が委員長から求められておりますので、委員長からの報告を求めます。

１番、音喜多委員長。

●音喜多委員長 条例審査特別委員会に付託されました議案第55号 町税条例の一部を改

正する条例の制定についての条例審査につきましては、平成20年７月14日に本委員会を

開催し、理事者側から詳細な説明を受け、かつ各委員による質疑を行い慎重に審査の結

果、可決すべきものと決しましたので、ここにご報告申し上げます。

以上、審査報告といたします。

●議長（南谷議員） お諮りいたします。

委員長の報告は原案可決であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ありません

か。

（ 反対」の声あり）「

●議長（南谷議員） 反対の声がありますので、討論ありますか。

（ ない」の声あり）「

●議長（南谷議員） ご異議がありますので、これより起立による採決を行います。

お諮りいたします。

本案に賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

●議長（南谷議員） 起立多数であります。

よって、本案は原案のとおり決しました。
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●議長（南谷議員） ここで監査委員より、平成19年度厚岸町公営企業会計決算審査意見

書の字句訂正を求められておりますので、これを許します。

監査委員事務局長。

●監査委員事務局長（小倉事務局長） 大変貴重な時間を申しわけございません。

お手元に配付をいたしております平成19年度厚岸町公営企業会計決算審査報告書の18

ページ中ほどにございます外来患者数の表の中の外科の欄の一番右端、１日平均三角の

0.3とございますが、この三角が不要でございまして、0.3が正しい記述でございます。

大変申しわけございません。

、 （ ） 、それから 25ページの下から８行目に１日平均患者数 入院 69.2人とございますが

69.1人が正しい数字でございます。大変申しわけございません。

その次の26ページの下から８行目の同じく１日平均患者数（入院）69.2人とございま

、 。 。 、すが これも同様69.1が正しい数字でございます 大変申しわけございません 訂正方

よろしくお願いいたします。

（発言する者あり）

●監査委員事務局長（小倉事務局長） 18ページの中段にございます外来患者数の表のと

ころにあります外科の欄、一番右端にございます三角0.3と称しておりますが、三角をと

りまして0.3が正しい数字でございます。大変申しわけございません。

●議長（南谷議員） 日程第８、認定第１号 平成19年度厚岸町一般会計歳入歳出決算の

認定について、認定第２号 平成19年度厚岸町町民健康保険特別会計歳入歳出決算の認

定について、認定第３号 平成19年度厚岸町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について、認定第４号 平成19年度厚岸町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、認定第５号 平成19年度厚岸町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

認定第６号 平成19年度厚岸町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第

７号 平成19年度厚岸町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定

第８号 平成19年度厚岸町水道事業会計決算の認定について、認定第９号 平成19年度

厚岸町病院事業会計決算の認定について、以上９件を一括議題といたします。

職員の朗読を省略し、本９件の提案理由の説明を求めます。

町長。

●町長（若狹町長） 平成19年度各会計決算書提出に際し、その執行状況などについて説

明いたします。

当年度は、真龍小学校改築事業として昨年度の校舎完成に引き続き、屋内運動場の完

成や備品整備などの教育関連施設整備、ごみリサイクル分別処理のための関連施設や、

関連機器などの環境衛生施設整備、主要なイベント会場である子野日公園の設備改修や

地域コミュニティーの場となる松葉町いこいの広場整備事業の実施、町道の改良舗装や
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公共下水道整備などの生活基盤整備及び農林水産業の振興を中心とした町民の要求に対

応した諸事業のほか、釧路産炭地域総合発展基金の活用により、老朽化した公共施設な

どの整備を実施し、予算執行したのが主な施策成果の特徴となっております。

当該年度の当初予算では、一般会計が77億9,209万円、各特別会計、国民健康保険、簡

易水道事業、老人保健、下水道事業、介護保険、介護サービス事業を合算しますと124億

9,978万5,000円の総体規模でありました。これに年度内に必要に応じてそれぞれの所要

額の補正を行い、 終予算は、一般会計においては84億1,259万6,000円、各特別会計で

は、平成18年度繰越明許費182万2,000円を含め47億7,694万8,000円となり、総体において

は131億8,954万4,000円となりました。これらの内容は、次の表のとおりとなっておりま

すので、詳細は省略させていただきます。

この 終予算に対しまして、各会計別の収支執行実績を申し上げますと、一般会計で

は、歳入で83億9,672万7,896円、執行率で99.8％、歳出では81億8,597万9,672円、97.3％

の執行率となり、歳入歳出差し引きで２億1,074万8,224円の残額となりました。このう

ち、繰越明許費繰越額として2,000円、財政調整基金に１億7,000万円を積み立て、実質

4,074万6,224円が翌年度繰り越しとなったものであります。

一方、特別会計でありますが、国民健康保険特別会計については、一般会計から２億

6,185万3,958円の繰り入れをし、前年度までの繰上充用金を含め収支の均衡を図ったと

ころであります。今後においても、国民健康保険税の徴収率の向上、医療費適正化対策

等を図り、当会計の健全化に努めてまいります。

簡易水道事業特別会計については、歳入不足となった1,758万7,534円を一般会計から

繰り入れ、収支の均衡を図りました。

老人保健特別会計については、老人医療に要する費用の分担分にかかわる１億1,285万

994円を一般会計から繰り入れ、収支の均衡を図りました。

下水道事業特別会計については、歳入不足となった１億5,683万4,101円を一般会計か

ら繰り入れ、収支の均衡を図りました。

介護保険特別会計については、歳入で介護保険にかかわる負担分などとして一般会計

より１億2,504万6,370円を繰り入れ、歳入歳出差し引きで1,754万4,545円の残額となりま

した このうち1,753万9,045円は翌年度へ繰り越し精算の上 国庫負担金などの返還金229。 、

万9,032円 介護給付費準備基金積立金1,524万13円に充て 残る5,500円については平成18、 、

年度繰越明許費分の決算余剰金であります。

介護サービス事業特別会計については、歳入不足となった319万6,871円を一般会計よ

り繰り入れ、収支の均衡を図りました。

以上が平成19年度決算報告による計数面での概要でありますが、より具体的な成果と

実績等については、別冊で配付いたしました決算書及び決算資料に基づきご検討いただ

くこととして、概要説明を省略させていただき、順次ご質問等に応じて各担当課等より

詳細な説明をいたしたいと存じます。

以上でございます。

●議長（南谷議員） 水道課長。
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●水道課長（常谷課長） 続きまして、認定第８号 平成19年度厚岸町水道事業会計決算

の内容について説明申し上げます。

決算書の１ページをお開き願います。

１ページと２ページは、平成19年度厚岸町水道事業会計決算報告書でございます。１

ページの収益的収入及び支出からご説明いたします。

初めに、収入でございます。

１款水道事業収益は、予算２億4,927万7,000円に対し、決算では２億4,880万8,476円で

ございまして、予算に比べ46万8,524円、0.2％減となりました。

内訳は、１項営業収益が、予算２億4,748万3,000円に対し、決算では２億4,701万1,478

円となり、予算に比べ47万1,522円の減でございます。

２項営業外収益が、予算179万4,000円に対し、決算では179万6,998円となり、予算に

比べ2,998円の増となりました。

次に、支出であります。

１款水道事業費用は、予算２億4,412万円に対し、決算では２億4,197万5,641円の執行

で、214万4,359円、0.9％の不用額となりました。

内訳は、１項営業費用が、予算１億9,796万7,700円に対し、決算では１億9,602万4,052

円の執行で、194万3,648円の不用額となりました。

２項営業外費用は 予算4,595万2,300円に対し 決算では4,595万1,589円の執行で 711、 、 、

円の不用額となりました。

４項予備費については、予算20万円に対し、決算はゼロ円で、全額不用額となりまし

た。

２ページをお開き願います。

次は、資本的収入及び支出でございます。

初めに、収入でございますが、１款資本的収入は、予算6,924万8,000円に対し、決算

では6,922万1,000円で、予算に比べ２万7,000円、0.04％の減となりました。

内訳は、１項企業債が、予算6,560万円に対し、決算も同額でございます。

４項他会計補助金はございません。

５項工事負担金が、予算306万5,000円に対し、決算では303万8,000円で、２万7,000円

の減。

６項補償金では、予算58万3,000円に対し、決算も同額でございました。

次に、支出でございます。

、 、 、１款資本的支出では 予算１億4,753万3,000円に対し 決算では１億4,668万9,106円で

84万3,894円、0.4％の不用額となりました。

内訳は １項建設改良費が 予算6,940万円に対し 決算では6,855万7,007円で 84万2,993、 、 、 、

円の不用額でございます。

２項企業債償還金が、予算7,813万3,000円に対し、決算では7,813万2,099円で、901円

の不用額となりました。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額7,746万8,106円は、過年度分損益勘定

留保資金7,420万3,487円と、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額326万4,619

円で補填するものであります。
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３ページは、損益計算書でございます。

営業収益から営業費用を差し引いた営業利益は4,172万7,952円でございます。営業外

収益が179万6,775円、営業外費用が4,040万1,289円で、経常利益は31万2,312万3,438円で

ございます 当年度純利益も同額となりました これに前年度繰越利益剰余金516万2,476。 。

円を加えた当年度未処分利益剰余金は828万5,914円でございます。

４ページと５ページは、剰余金計算書でございます。１年間の剰余金の変動について

利益剰余金と資本剰余金、それぞれ記載のとおりでございます。

６ページをお開き願います。

剰余金処分計算書（案）でございます。

当年度未処分利益剰余金828万5,914円について、減債積立金に200万円、建設改良積立

金に100万円、合計300万円を積み立てし、残る528万5,914円を翌年度繰越利益剰余金と

する内容でございます。

７ページと８ページは、貸借対照表でございます。

まず、７ページです。

平成20年３月31日現在の資産の合計が24億3,612万5,248円でございます。このうち、

固定資産が21億3,149万1,048円、流動資産が３億463万4,200円となっております。

８ページには、負債と資本について記載してございます。

負債の合計が862万5,388円、すべて流動負債でございます。

資本の合計は24億2,749万9,860円で、このうち資本金が17億5,861万3,921円、剰余金が

６億6,888万5,939円でございます。

負債と資本の合計は24億3,612万5,248円でございます。

次に、９ページからは事業報告書でございます。

９ページ、10ページは概況について、まず９ページ、総括事項といたしまして、業務

の状況及び経営の状況を記載しております。内容は記載のとおりでございます。

10ページ下の（２）議会議決事項、11ページの（３）行政官庁認可事項 （４）職員に、

関する事項も記載のとおりでございます。説明は省略させていただきます。

12ページ、お開き願います。

工事についてでございます。

（１）建設改良では、配水管整備事業といたしまして、道道別海厚岸線配水管布設替

工事など６件の工事を行いました。また、老朽化した仕切弁を更新したほか、床潭配水

地やポンプ場の機器の更新を行いました。

（２）メーター設備では、新規に31個のメーターを設置し、有効期間が満了したメー

ター415個の取りかえを行いました。

13ページ、業務につきましては、まず業務量については、給水人口は9,798人で、前年

度に比べ277人の減でした。給水戸数は5,561戸で、前年度に比べ21戸増となりました。

配水量は139万9,472立方メートルで、前年度に比べ11万1,806立方メートルの減でござい

。 、 、ます 有収水量も102万2,360立方で 前年度に比べ５万8,204立方メートルの減でしたが

有収率は73.1％で 前年度に比べ1.6ポイント増となりました １日の平均配水量は3,834、 。

、 、 、立方メートルで 前年度に比べ306立方メートルの減 １日の 大配水量は4,320立方で

前年度に比べ1,314立方メートルの減となりました。
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（２）事業収入に関する事項、次、14ページの（３）事業費に関する事項につきまし

ては、お手元に別に配付しております１枚物です、認定第８号説明資料、平成19年度厚

岸町水道事業会計決算に係る収益的収支説明書（消費税抜き）により説明させていただ

きます。１枚物でございます。

まず、収入でございます。

（ ちょっと待って」の声あり）「

●水道課長（常谷課長） 本日配付になっていると思います。水道事業の次に病院事業も

ございます。一般質問通告書ですとか発議案第１号の次あたりにあろうかと思います。

よろしいでしょうか。

まず、収入でございます。

１款１項１目給水収益は２億3,448万9,026円で、前年度に比べ2.4％減となりました。

農業用が前年度に比べ17万4,543円の増となったものの、一般用を初め営業用、団体用な

ど他の用途別すべてにおいて減収となりました。内訳は説明欄記載のとおりでございま

す。

２目受託工事収益は76万円で、前年度に比べ31.9％増、これは給水工事手数料の増で

ございます。

２項１目受取利息及び配当金では32万1,888円で、前年度に比べ85.5％増、これは預金

利息と貸付金利息の増でございます。

２目他会計補助金は９万3,000円で、全額児童手当給付金に係る一般会計からの補助金

でございます。

３目雑収益は138万1,887円で、前年度に比べ80万4,318円、136.3％の増、これは退職手

当納付金の精算還付金の増でございます。

次に、支出でございます。

１款１項１目原水及び浄水費では3,995万8,544円で、前年度に比べ10.2％減、動力費

や薬品費の減が主なものでございます。

２目配水及び給水費では837万2,282円で、前年度に比べ2.3％増、修繕費の増が主なも

のでございます。

４目総係費では5,003万520円で、前年度に比べ4.7％増、これは職員の人事異動に伴い

まして会計間で異動があり、その給与費の増となったものでございます。

５目減価償却費では9,362万983円で、前年度に比べ3.1％増、建物、構築物、機械及び

装置などの減価償却費の増でございます。

６目資産減耗費では153万8,745円で、前年度に比べ64.5％減、配水管除去費の減が主

な理由でございます。

次に、２項１目支払利息及び企業債取扱諸費では4,040万1,289円で、前年度に比べ1.5

％減、これは企業債利息の減でございます。

２目消費税及び地方消費税はございません。

３目雑支出はゼロ円で、前年度の65万7,424円がそのまま減額となっております。

以上により、水道事業収益から水道事業費用を差し引いた当年度純利益は312万3,438
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円で、前年度に比べ26.9％減となりました。

ここで、決算書の14ページのお戻り願います。

14ページ下ほどにあります（４）給水工事の状況、それから（５）は委託調査業務、

次のページ、４、会計 （１）企業債の概況 （２）が議会の議決を経なければ流用でき、 、

ない経費の決算については、それぞれ記載のとおりでございます。説明を省略させてい

ただきます。

16ページをお開き願います。

16ページから18ページまでは収益費用明細書でございます。続きまして、次の19ペー

ジは固定資産明細書、20、21ページが企業債明細書でございます。いずれも記載のとお

りでありますので、説明は省略させていただきます。

以上で、認定第８号 平成19年度厚岸町水道事業会計決算の説明を終わらせていただ

きます。ご審議の上、認定賜りますようよろしくお願い申し上げます。

●議長（南谷議員） 病院事務長。

●病院事務長（斉藤事務長） ただいま上程されております認定第９号 平成19年度厚岸

町病院事業会計決算の内容についてご説明を申し上げます。

決算書の１ページをお開き願います。

平成19年度厚岸町病院事業決算報告書でございます。

まず、収益的収入及び支出から説明を申し上げます。

収入でありますが、１款病院事業収益では、予算13億2,931万2,000円に対し、決算で

、 、 。は13億4,182万9,694円となり 予算に対し1,251万7,694円 0.9％の増となっております

これは１項医業収益で、予算９億8,609万8,000円に対し、決算では９億9,832万5,721円と

なり、予算に対し1,222万7,721円の増となったものであります。

２項医業外収益では、予算３億4,321万4,000円に対し、決算では３億4,350万3,973円と

なり、予算に対し28万9,973円の増となったものであります。

次に、支出でありますが、１款病院事業費用では、予算13億172万2,000円に対し、決

、 、 。算では12億7,430万5,027円の執行で 2,741万6,973円 2.1％の不用額となっております

これは、１項医業費用で、予算11億9,058万7,000円に対し、決算では11億7,291万1,036円

の執行で、1,767万5,964円の不用額であります。

２項医業外費用では、予算１億1,083万5,000円に対し、決算では１億139万3,991円の執

行で、944万1,009円の不用額であります。

３項予備費では、予算額30万円に対し支出がなく、全額不用額となったものでありま

す。

２ページ、お開き願います。

資本的収入及び支出でございます。

収入では、１款資本的収入、予算１億3,495万2,000円に対し、決算では１億3,495万961

円、予算に対し1,039円の減であります。これは１項補助金で一般会計及び防衛施設周辺

整備の補助金であります。

次に、支出であります。
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１款資本的支出では、予算１億3,495万2,000円に対し、決算では１億3,495万961円で、

収入と同じ1,039円の不用額であります。これは１項建設改良費で、予算4,083万5,000円

に対し、決算では4,083万4,500円で、500円の不用額であります。

２項企業債償還金では、予算9,411万7,000円に対し、決算では9,411万6,461円で、539

円の不用額であります。

３ページは、事業損益計算書とありますが、収益から費用を引いた計算書となってお

りまして、下から３行目にあります当年度純利益が6,111万5,367円で、前年度に引き続

く黒字決算となっております。

４ページ、お開き願います。

４ページ、５ページは、余剰金計算書になっております。

５ページ下段は欠損金処理計算書でありますが、平成19年度末の累積欠損金は９億

5,670万5,499円で、この金額を翌年度へ繰り越す内容であります。

６ページをお開き願います。

６ページ、７ページは、貸借対照表でありまして、平成20年度３月31日現在の財産の

状況をあらわしております。内容につきましては、記載のとおりでありますので、説明

は省略させていただきます。

８ページをお開き願います。

８ページは、事業報告書でありますが、内容につきましては、記載のとおりでござい

ますので、説明は省略させていただきます。

９ページは、議会議決事項、行政官庁認可事項でありまして、記載のとおりでありま

す。職員に関する事項につきましては、正職員数が前年度末63人が本年度末61人で２名

の減、嘱託及び臨時職員が26人から29人で３人の増となっております。

次、10ページをお開き願います。

10ページは、資産の取得の概況でありますが、医療機械９点を取得しております。

次に、業務内容でありますが、患者数を前年度と比較いたしますと、入院患者数が延

べ数で817人、１日平均2.4人のそれぞれの減となっております。外来患者数では延べ数

では3,531人、１日平均13.4人のそれぞれの増となっております。

次に、病床利用状況でございますが、一般病床で4.5％、療養病床で4.2％、それぞれ

の減、指定介護療養型病床では5.5％の増となり、全体では2.5％の減であります。

11ページは事業収入に関する事項、12ページは事業費に関する事項でありますが、内

容につきましては、お手元に配付させていただいております１枚物の平成19年度厚岸町

病院事業会計決算に係る収益的収支説明書（消費税抜き）により説明をさせていただき

ます。本日お配りした水道会計と同じ１枚物であります。

まず、収入でございます。

１款１項１目入院収益では、４億9,592万9,402円の決算額で、前年度対比2.2％の減と

なっております 内容につきましては 患者数が817人の減で 金額では１人１日当たり187。 、 、

円の増となっております。

２目外来収益では、４億4,344万7,731円で、前年度対比3.5％の増となっております。

内容につきましては 患者数が3,531人の増でありますが １日１人当たりの金額では167、 、

円の減となっております。
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３目その他医業収益では、5,620万2,822円で、前年度対比11％の増で、予防接種、一

般健診の増に伴う公衆衛生活動収益が主な増加であります。

次に、２項２目患者外給食収益では、160万6,624円で、前年度対比5.7％の減で、職員

用給食の減であります。

３目その他医業外収益では、638万1,324円で、前年度対比5.3％の減で、医師住宅の使

用料の減であります。

４目他会計補助金では、３億3,511万6,039円で、前年度対比6.8％の増、一般会計から

の補助金2,130万1,955円の増で、退職手当特別負担金への増額であります。

５目雑収益では233円で、消費税の1,000円単位切り捨て計算による端数分の計上であ

ります。

次に、支出であります。

１款１項１目給与費では、６億7,991万4,602円で、前年度対比2.1％の増、内容につき

ましては、この中の法定福利費でございますけれども、職員手当特別負担金の増による

ものであります。

２目材料費では、１億7,261万7,572円で、前年度対比2.7％の減であります。内容につ

きましては、厳選した薬品、材料費の購入、さらには数量管理の徹底、ジェネリック医

薬品、透析患者投薬の院内から院外処方への切りかえなどによる減が主なものでありま

す。

３目経費では、２億5,549万4,025円で、前年度対比3.1％の増であります。内容につき

ましては、病院維持会計システム入れかえなどの使用料727万2,000円、燃料費単価アッ

プに伴う217万1,000円、消化器内科医師派遣負担金179万3,000円、さらに派遣医師旅費

交通費284万8,000円の増が主なものとなってございます。

４目減価償却費では、5,614万6,878円で、前年度対比19.7％の減であります。

５目資産減耗費では、500万9,800円で、前年度対比48.9％の増であります。内容につ

きましては、医療機械の処分に伴う除却費の増であります。

６目研究研修費では、302万3,480円で、前年度対比4.8％の減、主に旅費、交通費の減

によるものであります。

２項１目支払利息及び企業債取扱諸費では、8,544万1,445円で、前年度対比3.4％の減

であります。

２目医療技術員確保対策費では、379万3,644円で、前年度対比40.2％の減となってお

ります。

３目雑損費では、1,186万127円で、前年度対比14.9％の増であります。内容につきま

しては、記載のとおりであります。

４目繰延勘定償却では、432万8,000円で、前年度同額であります。

以上、資料の説明を終了させていただきますが、恐れ入りますけれども、決算書の13

ページにお戻り願います。

項目４でございまして、会計の（１）企業債の概況、さらには（２）一時借入金の概

況、さらには（３）議会の議決を経なければ流用することのできない経費の決算につい

て 次に 14ページから17ページは収益費用の明細書 18ページからは固定資産明細書 19、 、 、 、

ページは企業債明細書、いずれも記載のとおりでありますので、説明は省略をさせてい
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ただきます。

以上、大変雑駁な説明でありますが、認定第９号 平成19年度厚岸町病院事業会計決

算の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご認定賜りますようお願い

を申し上げます。

●議長（南谷議員） 次に、監査委員に対し、審査結果の意見を求めます。

監査委員。

●監査委員（今村監査委員） ただいま上程されました平成19年度厚岸町一般会計及び各

特別会計の歳入歳出決算認定並びに水道事業会計及び病院事業会計の決算認定につきま

して、決算審査の概要を申し上げます。

まず 初に、平成19年度一般会計並びに各特別会計の決算状況について1,000円単位で

申し上げますと、総額では歳入が131億1,244万3,000円、歳出は128億8,415万1,000円とな

り、歳入歳出差し引き額２億2,829万2,000円の収入増の決算となっております。

各会計ごとの決算状況につきましては、ただいま町長から報告があったとおりの内容

であります。

次に、決算審査の中で、今後特に努力を望みたいという事項について申し上げたいと

存じます。

まず、歳入関係についてでありますが、自主財源の根幹である町税については、決算

額が予算額を上回り、約706万円の増収となり収納努力が見られますが、その反面、決算

額が予算額に満たない、達しない項目も見受けられます。これは、予算編成上、決して

好ましいことではないので、改善が必要であります。

また、税収と税外収入を合わせた収入未済額は２億6,764万3,000円と、前年度よりも

増加の傾向にあります。交付税や補助金など依存財源が減少する厳しい状況のもと、自

主財源の確保は大変重要なことであるので、その実態を十分に把握するとともに、こう

した収入未済額の解消について負担の公平を欠くことにならないよう、さらに一層の努

力を望むものであります。

次に、歳出関係ですが、一般会計における不用額は１億2,424万9,000円で、昨年と比

較して約6,000万円減少しています。経常経費については、より一層の経費節減に努めた

ことが認められますが、一部には補正予算で措置することが必要であったものも見受け

られます。また、特別会計に対する繰出金の不用額についても多額にわたるものも見受

けられるので、より一層事務事業の実態を的確に把握した上で、適切な予算措置を行う

よう望むものであります。

その他細部の件につきましては、お手元に配付しました決算審査意見書をごらんいた

だきたいと存じますが、地方自治法の規定により町長から審査に付された、平成19年度

一般会計並びに各特別会計の歳入歳出決算書に表示された計数については、誤りがない

ものと認められたものであります。

、 、今後とも 少子高齢化社会に伴う社会扶助費の増大や地方交付税等の削減などにより

、 、当町の財政運営は極めて厳しい状況下にありますが 第３次財政運営基本方針に基づき

効率的な行財政運営を心がけるよう希望するものであります。
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次に、平成19年度厚岸町水道事業並びに病院事業会計につきまして、決算審査の概要

を申し上げます。

なお、金額につきましては、消費税及び地方消費税込みの額で申し上げます。

初めに、水道事業会計より申し上げます。

、 、第３条予算の収益的収入及び支出でありますが 収入では２億4,880万8,476円に対し

支出は２億4,197万5,641円となり、差し引き683万2,835円が当年度の純利益となっており

ます。

、 、 、次に 第４条予算の資本的収入及び支出でありますが 収入の6,922万1,000円に対し

支出は１億4,668万9,106円となり、差し引き7,746万8,106円の収入不足となりますが、不

足する額については、過年度分損益勘定留保資金と当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額で補填処理をしております。

続きまして、病院事業会計について申し上げます。

第３条予算の収益的収入及び支出でありますが、収入では13億4,182万9,694円に対し

まして、支出は12億7,430万5,027円となり、差し引き6,752万4,667円が当年度の純利益と

なっております。

次に、第４条予算の資本的収入及び支出でありますが、収入の１億3,495万961円に対

しまして、支出も同額の１億3,495万961円となり、収支差し引きゼロ円であります。

以上、平成19年度の水道事業会計及び病院事業会計の決算について、その概要を申し

述べましたが、地方公営企業法第30条第２項の規定に基づき、町長より決算に付されま

、した平成19年度厚岸町水道事業会計決算並びに病院事業会計決算にかかわる各諸帳簿は

いずれも関係法令に準拠して作成され、また表示された計数についても誤りがないもの

と認められました。

なお、水道事業につきましては、引き続き水需要の多様化に即応できるよう、老朽施

設や設備の改修、更新を初め耐震対策や水質の高度処理方法の検討など、水の安定供給

と効率的な事業運営、住民へのサービス向上に鋭意努力されることを期待するものであ

ります。

また、病院事業につきましては、費用の大幅な削減と収益の増収に努められ、単年度

の収支改善が図られたものの、繰越欠損金はいまだ９億5,670万円残っておりますので、

財政再建と経営改善に向けて一層の努力を望むものであり、町民が安心して医療を受け

られるよう、他の医療機関との連携を継続し、診療体制と内容の充実を図るとともに、

町民の命と健康を守る公立公的病院として、今後も病院事業の運営に鋭意努力されんこ

とを期待するものであります。

以上をもって、口頭報告といたします。

●議長（南谷議員） 本９件の審査方法についてお諮りいたします。

本９件の審査については、議長並びに議会選出監査委員を除く14名の委員をもって構

成する平成19年度各会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託し、閉会中に審査す

ることにいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「



- 17 -

●議長（南谷議員） ご異議なしと認めます。

よって、本９件の審査については、議長並びに議会選出監査委員を除く14名の委員を

もって構成する平成19年度各会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託し、閉会中

に審査することに決定いたしました。

本会議を休憩いたします。

午前11時02分休憩

午前11時07分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

日程第９、報告第９号 平成19年度厚岸町一般会計等における健全化判断比率及び資

金不足比率の報告についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） ただいま上程いただきました報告第９号 平成19年度厚岸町

一般会計等における健全化判断比率及び資金不足比率の報告について、その内容の説明

を申し上げます。

議案書につきましては10ページ、11ページになります。

この説明に当たりまして、その経緯と概要について前段ご説明申し上げたいと存じま

す。

まず、経緯でございます。

平成19年６月に地方公共団体の財政の健全化に関する法律が制定され、地方公共団体

は健全化判断比率及び資金不足比率、以下、健全化判断比率等と呼称させていただきま

、 、 、 、すが この健全化判断比率等を毎年度算定し 監査委員の審査を経て 町議会に報告し

公表することが義務づけられました。

また、健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上、または資金不足比率が経営

健全化基準以上の場合は、町議会の議決を経た財政健全化計画または経営健全化計画、

以下、財政健全化計画と呼称させていただきますが、この財政健全化計画を策定し、財

政の健全化に向けて計画的な取り組みをしなければならないところでございます。

なお、この財政健全化計画の策定の義務づけにつきましては、平成20年度決算から適

用されるところでございます。

次に、健全化判断比率について概要をご説明させていただきます。

健全化判断比率は、以下の４つの指標をいうところでございます。

まず、実質赤字比率でございます。一般会計の実質的な赤字額が、標準的な収入、い

わゆる標準財政規模に対してどのぐらいの割合なのかを示す指標でございます。実質赤

字額がない場合の比率は、比率なしとなるところでございます。

次に、連結実施赤字比率でございます。すべての会計の実質的な赤字額が、標準的な
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収入に対してどのぐらいの割合なのかを示す指標でございます。連結実質赤字額がない

場合につきましては、比率なしとなるところでございます。

次に、実質公債費比率でございます。一般会計が負担しなければならない実質的な借

入返済金、いわゆる公債費や特別会計等の借入返済金などが、標準的な収入に対してど

のぐらいの割合なのかを示す指標で、過去３年間の平均値をいうところでございます。

後に、将来負担比率でございます。一般会計が負担しなければならない実質的な負

債が、標準的な収入に対してどのぐらいの割合なのかを示す指標でございます。

以上が概要でございますが、お手元に配付の資料でございます。報告第９号説明資料

について内容を説明させていただきたいと存じます。ご準備のほうをよろしくお願いし

ます。報告第９号説明資料、横物のものでございます。

、 。１ページにつきましては 実質赤字比率と連結実質赤字比率の算出内訳でございます

初に、実質赤字比率についてでありますが、対象となる会計は一般会計のみであり

まして、表の上段右側、実質収支を標準財政規模で除した値、割った値がこの比率とな

、 。 、りまして ここでマイナス4.3となってございます このマイナスの表記につきましては

赤字比率という表現でありまして、当町の場合は、赤字ではなく黒字であるという意味

でございます。

次に、連結実質赤字比率であります。対象となる会計は、すべての会計の実質収支と

資金不足剰余額の合計額を標準財政規模で除した値でこの比率となり、表の右下段のと

おり、マイナス6.86％となってございます。これも先ほど申し上げたとおり、実質赤字

ではなく黒字であるという意味になります。

２ページをごらんいただきたいと思います。

実質公債費比率でございます。項目ごとの詳細な説明は省略させていただきますが、

下段のほうに計算式を記載してございます。この計算式により算出し、単年度の比率は

端数処理をせず ３カ年平均の比率は小数点第２位以下切り捨てで算出されます 平成19、 。

年度は16.4％となっているところでございます。

次に、３ページをごらんいただきたいと思います。

。 。将来負担比率でございます 初に計算式の分子となります将来負担額でございます

表中の①は一般会計における平成19年度末地方債現在高でございます。

②は、一般会計における債務負担行為のうち、適債事業、いわゆる起債対象に当たる

と認められる債務負担行為額で、今後の支出予定額でございます。

、 、 、③は 特別会計及び企業会計の地方債残高のうち 地方公営企業繰り出し基準により

一般会計が今後負担すべき額として算定された支出予定額となってございます。

④は、一部事務組合に対する今後の支出予定額となりますが、この額は釧路東部消防

組合厚岸消防署における平成19年度末地方債残高と一致します。

⑤は、厚岸町のすべての職員のうち企業会計職員を除いた平成19年度末の職員に対し

て、今後支出予定となる退職手当額の総額でございます。

⑥第三セクターにおける負債相当額で、一般会計が負担すべきとされているものがこ

こに記載されます。当町の場合、第三セクターとしまして厚岸味覚ターミナルが該当い

たしますが、厚岸味覚ターミナルの記載に対しましては、町が債務保証を行っておりま

せん。したがいまして、数値といたしましてはゼロとなるところでございます。
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⑧及び⑨につきましては、厚岸町のすべての会計の実質赤字額と厚岸町が関与する一

部事務組合実質赤字の合計額となりますが、それぞれ数値ゼロとなっているところでご

ざいます。

次に 将来負担額に対して充当が可能となるもので 表の中段であります⑩は 平成19、 、 、

年度末現在のすべての基金残高となります。

⑪は公債費、これは長期債の元利償還金の償還に際し充てられる特定財源となりまし

て、内容としましては、例えば住宅使用料、それから都市計画税などが該当します。算

定方法は、過去３年間の実績をもとに算定されるところでございます。

⑫につきましては、平成19年度末地方債残高に対して普通交付税の基準財政需要額に

算入される公債費でございます。計算式は下段の表となっており、比率は184％となって

おります。

裏面４ページをごらんいただきたいと思います。

資金不足比率でございます。この比率の対象となる会計は公営企業会計でございまし

、 、 、 、 。て 水道事業 病院事業 簡易水道事業 下水道事業会計がこの会計の対象となります

それぞれ資金不足額に対しまして営業収益、または医業収益から受託工事収益を差し引

いた事業規模により算出されるところでございます。水道事業会計はマイナス126.2％と

なってございます。これは資金不足額ではなく、黒字であるため実質赤字比率と同様マ

イナスの表示をさせていただいております。病院事業会計につきましては16.8％でござ

います。簡易水道事業及び下水道事業会計は収支ゼロのため０％でございます。

以上、資料の説明に基づきご説明いたしましたが、どの比率につきましても早期健全

化基準及び経営健全化基準をすべて下回っているところでございます。

簡単でございますが、資料の説明を終わらせていただきます。

議案書10ページへお戻り願います。本文でございます。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び同法第22条第１項の規定

により、平成19年度厚岸町一般会計等における健全化判断比率及び資金不足比率につい

て、別紙監査委員の意見をつけて別紙のとおり報告するものでございます。

次のページをごらんいただきたいと思います。

別紙、平成19年度厚岸町一般会計等における健全化判断比率及び資金不足比率。

（１）健全化判断比率、平成19年度でございます。表①実質赤字比率、ハイフォン、

いわゆる比率なしでございます。②連結実質赤字比率、ハイフォン、比率なしでござい

ます。③実質公債費比率16.4％、④将来負担比率184.0％。

（２）資金不足比率、表水道事業会計、ハイフォン、これは比率なしでございます。

病院事業会計16.8％でございます。簡易水道事業特別会計、ハイフォン、比率なしでご

ざいます。下水道事業特別会計、ハイフォン、比率なしでございます。

なお、経営健全化基準比率等につきましては、それぞれ表の右の欄に記載のとおりで

ございます。

、 、 、この表中 ハイフォンで表記しているものにつきまして さきに説明いたしましたが

それぞれ比率がないということから、国の指示によりハイフォン表記をさせていただい

ていることを再度申し述べたいと思います。計数面でのそれぞれの国の比率につきまし

、 、 。ては 先ほど説明申し上げましたとおりでございますので ご了解願いたいと存じます
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まことに雑駁な説明でございますが、以上をもちまして、報告第９号の内容の説明を

終わりたいと思います。よろしくご審議の上、ご承認いただきますようよろしくお願い

いたします。

●議長（南谷議員） これより質疑を行います。

（ この扱いはどうなの、報告しなくていいの」の声あり）「

●議長（南谷議員） 監査委員のほうの……

（ うん、審査意見書さ」の声あり）「

●議長（南谷議員） 休憩いたします。

午前11時20分休憩

午前11時24分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

大変失礼いたしました。

質疑に先立ちまして監査委員の報告を求めます。

監査委員。

●監査委員（今村監査委員） ただいま上程されました平成19年度厚岸町財政健全化の関

係について審査報告の概要を申し上げます。

審査に当たりましては、担当課より詳細な資料を求めまして審査を行ったわけでござ

いますけれども、意見書として提出しておりますとおり、健全化判断基準として示され

た４項目とも早期健全化基準を下回っており、また病院会計の資金不足比率についても

同様に基準内におさまり、おおむね良好な財政運営がなされておるというふうに考えま

す。

２番目としては、次年度以降においても財政健全化の方針に沿った堅実なる財政運営

が行われることを期待したいと思います。

なお、このいろいろ計数を割り返す標準財政規模でございますけれども、この数値は

地方交付税の減額によって変動することになります。したがって、比率が下がれば比率

が上がるというおそれも出てくるので、そういう点にも十分配慮しながらやる必要があ

るというふうに考えます。

以上、簡単ですけれども、口頭報告といたします。

●議長（南谷議員） これより質疑を行います。

１番、音喜多議員。



- 21 -

●音喜多議員 まず、今回初めて19年度決算からこの４つの比率でもって財政状況を判断

するという物差しが出てきたわけですが、先ほど説明の中にもあったとおり、３年間の

経緯を見ればその町の財政状況というのが明確に出てくるんだろうと思います。

まず初めに、１つ聞いておきたいのは、初めてのことですから、ここで町長の財政的

な運営の考え方のもとになる今回出されました実質公債費比率の関係、19年度は16.4％

という厚岸町の単年度というか、19年度の決算から見ればこういう形で出ましたが、そ

の隣に早期健全化基準ということで25％になると その対象になりますよと なおかつ25、 。

％を超えていくと、財政再生基準の比率のほうに重い形になっていくわけですが、今回

のこの16.4％が重いのか、あるいはこれでいいとするのか、あるいはこんなところだろ

うというふうにするのかということに、そこを私はちょっとお聞きしたいところでござ

いますが、この早期健全化基準の前に、地方債の発行許可移行基準というのがあるわけ

ですね。

これは、厚岸町の場合は財政規模等によれば、市町村というか町村の場合は大体18％

という基準になっているわけですね、国の今回の財政健全化法案は。そうすると、私か

らすると16.4％ということは、18％のその地方債の許可移行基準に照らし合わせていく

と、あと1.6％しかないわけです。その名のとおり、これから地方債を発行して何か仕事

、 、 、をする 事業を行うということは 今もそれなりにこういうことをしたいんだけれども

お金、平たく言えばお金を借りたいんだと、こうしてこういう都合をつけてこうやりた

いんだということになるかと思いますが、この16.4％、今回はその地方債とか移行基準

というのは18％が対象になりますよということは示されておりませんが、これと比較し

てこの16.4％とはどのように町長は思われているのか。

それから、この16.4％、道内180町村、過去の16年当たりから調べてみても、道内でこ

の公債費の一番負担の少ないというのは幌加内町のようですね。4.何％か５％、本当に

正直言ってうらやましいなというか、足でけっ飛ばしてもいつでも解消できるのかなと

いうようなイメージの市町村がございますけれども、ほとんどの町がいわゆるそういう

許可というか、相談ごとの上で地方債というか、地方債、公債費の係るというか、負担

する財政を使って仕事をしなきゃならないということにはなるわけですが、この16.4％

について、町長はどのような考え方をお持ちなのか、まず初めての大事な決算に基づい

ての数値でございますので、その点伺っておきたいと思います。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えをさせていただきます。

ただいま実質公債費比率の件についてのご質問でございますが、連結決算は６つの指

標に基づいての決算でありますが、この実質公債費比率というのは新しいものじゃない

んです。これは平成18年から既に実施をさせていただいております。さきの議会でも示

、 。 。したとおりでありますが 平成18年度は18.9でございました 今回は16.4でございます

、 、 。そういう中で お話ございましたとおり 18％未満は地方債を借りる場合は協議制です

ですから、今説明いたしました16.4は協議制で借りられるということになります。それ
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と、18％以上は許可制になります。このことについては既にご承知のことと思うわけで

ございますので、あえて詳しくは説明いたしませんが、今回の16.4％につきましては、

私は前年度対比からしますと低くなっている現実、いわゆる連結決算の時代を迎えて財

政運営をしっかりと見据えた中で、これから運営をしていかなければならないという結

果であるという認識をさせていただいております。

今後とも、さらに努力をしながら、連結決算の中での健全運営を維持できる数字にも

っていきたいと、そのように考えております。

●議長（南谷議員） １番、音喜多議員。

●音喜多議員 今町長の気持ちはわかりました。低いば低いほど、あるいはゼロに近いは

近いほど、それほどこの町の健全さというか、うかがえるわけですが、それは不可能に

近いだろうと、今の仕組みの中では。この16.4、数字にこだわるわけじゃございません

が、努力していくとそれは当然のことだと私は常に思います。今までも協議されてきた

んだろうと、いわゆる許可をもらってというよりもお話し合いしてということのほうが

相談に乗っていただけるわけだから、むしろいろんなことをお話しして要望をなし遂げ

るというか、成果を求めるということになっていくんだろうけれども、今１回目の質問

でされたように、その16.4％というのは、私は高いのか低いのかというか、町長の判断

として、少なくしていくという努力はそれは認めるというか、わかりましたが、この結

果として前年度からすれば下がっていることは確かですが、もしこのことが16.4が高い

というか低いというか、その一つの節目として基準としてどのようにとらえますかとい

うふうにお尋ねしているわけですが、その点はいかがでしょう。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） このことは、先ほど担当課長から説明をいたしましたが、低いか高

いのか、これは地方財政法で決まっているんです。18％未満、以上、25％以上等々が決

まっているんです。そういう中での厚岸町の実質公債費比率はこのような数字になって

いるということでございますので、それが高いのか低いのかということについては、低

いほうがいいに決まっていると思います、私は。しかし、現実の数字としてはこういう

数字でありますので、地方財政法に基づいた数字の中で厚岸町の健全判断をしていると

いうことでご理解いただきたいと思います。

●議長（南谷議員） よろしいですか。

●音喜多議員 そこまででいいです。

●議長（南谷議員） 他にございませんか。

13番、室﨑議員。
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●室﨑議員 いつもこういう財政の問題をするときに、実質公債費比率とかいろんな難し

い言葉が出てくる。そしてこれ以上になると大変ですよという、それに近いような数字

というものがいろいろ出てくる。近いというのがどの程度近いかは別にして、ただこの

数字だけをよくしていこうとすれば、自治体というのは何もしなきゃいいですよね。何

もしなければ、いわゆる借金であるところの起債も何も必要ないですから、どんどん下

。 。 、 、がっていく 支出が少なくなるから下がっていく だから これ以上になったら危ない

黄色信号がついたり赤信号がついたりする直前でとめながら、住民サービスをきちっと

行っていくというのが、いわば行政の苦労するところではないかと、そういうふうに思

います。

それで、その上でちょっとお聞きするんですが、ちょっとその前に出された資料のご

説明を聞いているときに、ちょっと聞き漏らしたところがあるので、非常に細かな簡単

なところで申しわけないんですが、３ページのところで、こういうような数式によって

将来負担率を出すんですよというのがありました。その中で、①平成19年度末地方債残

高というのは、これは地方債の額面なわけですね。それでそれについて、いわゆる交付

税の裏打ちと俗に称されるいわゆる地方債を返還していくとき、借金を返していくとき

に、そのうちの何割は交付税で見ましょうという、特別交付税がありますよね。それは

ここでいうところの11番に出てくるということなんでしょうか、そこのところがちょっ

とわからない。

それから、下の計算式のところで、交付税算入公債費等の額というものが出ておりま

したが、これについてももうちょっと説明をお願いしたいということです。

その上で本題のほうに入りますけれども、先ほど監査委員の説明の 後の段のところ

でありましたように、この後、国の交付税の額が絞られてくれば、いわゆる歳入が落ち

てくるわけです。そうすると、その分だけ実質公債費比率だとかいうものが数字が悪く

なっていくのは当然ですよね。それから、この将来負担比率の計算のときにも過去３年

の平均値を出しているんでしょうけれども、この後移行していくときに、そういう特別

地方交付税とかいろいろなものが減ってくれば、数字は悪いほうに行くのは当然ですよ

ね。

それで、仄聞するところ、地方交付税については減ってもふえないというような話も

随分聞かされるんですが、中央のほうが今非常に流動的な状況もあるような新聞報道も

ありますので、この後の予測は大変難しいとは思いますが、この後どのように移行して

いくであろうというふうに予測していますでしょうか、それについて、これは一番予測

不可能だということにはなるでしょうけれども、町側としては 悪こういうようなもの

も考えられるというものを持っていなきゃならないと思いますので、その点をお聞きし

たいわけです。

それから、さっきのところで簡単なお話を聞いている中で、ちょっと言い忘れたんで

すが、新年度当初予算のときにどれだけだったか、今ちょっと資料を持っていないんで

大変申しわけないんですが、一般会計に入ってくる地方交付税というのは大体全収入の

半分ぐらいじゃなかったかなと思うんですが、今年 終的には地方交付税で入ってくる

厚岸町の収入は、全体収入の中の何％程度に落ちつくか、それも参考までにお知らせい

ただきたいということでございます。
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●議長（南谷議員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

まず、資料３ページ、①の平成19年度末地方債現在高117億3,000万円云々、この額に

つきましては、交付税算入の額は含まれてございません。

それから、２つ目の計算式の分母の交付税算入公債費等の額、これは交付税算入され

ている公債費の額でございます。交付税に算入される額には公債費という返すお金が算

入されるのと、それからいろいろな交付税の支給の中で算入される部分がありますが、

返すお金を単純にそのもの、現物の金額を算定してお返しするという交付税に算入され

る額の意味の数字でございます。

それから、今後の予想でございます。先ほど監査委員のほうからも後段ご意見がござ

いましたが、国の要するに動向、交付税を含めた地方に配分される地方交付税等々によ

りまして、標準財政規模、いわゆる分母になる大もとが大きく変わります。標準税収入

プラス交付税が標準財政規模と考えていただいて結構なんですが、この交付税が減るこ

、 。 、とによって例えば１億円減ると 当然１ポイントどんどん下がっていきます ですから

。 、この辺はやはり地方公共団体はすべて受け身の態勢でございます これにつきましては

今後の予想といたしましては、全く担当としても暗やみの中ではございますけれども、

急激な要するに交付税の減額が例えば10億円台ですとか、そういうことがない限り、10

ポイントとか、そういう急激な比率に影響するということは考えられないというふうに

思います。ただし、１億円、２億円の減額があれば、当然１ポイント、２ポイント下が

って比率は上がっていくということは当然あるということでございます。

それから、４つ目の交付税算入のおおむねの数字でございます。大変申しわけござい

ません。平成20年度につきましては算定してございません、まだ。昨年のちょっと定例

会の回数は忘れましたが、議員の質問に対しておしなべて45％程度というふうに私答弁

、 。した記憶がございますが おおむねこの比率ではないかというふうに考えてございます

今計算できるかちょっと時間をいただければ確認をとりますが、計算できなければ後ほ

どお伝えすることでお許しいただければと思いますが、ちょっとお時間いただければと

思いますが。

（発言する者あり）

●税財政課長（佐藤課長） はい。一応そういうことで。

（ 一つ答弁漏れなんですが、議長、充当可能特定収入の説明」の声「

あり）

●税財政課長（佐藤課長） はい、失礼いたしました。

充当可能特定収入の説明でございます。

これにつきましては、例えば町営住宅を建設する際に建設費、入居して、要するに使
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用料をいただくと、この場合、その使用料は一定程度の経費に充当した後、公債費、い

わゆる借金の返済、公債費に充てることができるということでございます。主にそうい

う収入の意味でございます。

以上でございます。

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 そうすると、この計算式として上に将来負担額と、それから充当可能財源等

というふうにして２列に枠が切ってありますよね。この充当可能財源の中には俗に言う

、 、 、 、特別地方交付税 特交とか あるいは起債償還裏打ちとか いろんな言い方をしますが

そういうものは計算には入っていないということになるわけですね。でも、実際にはも

うちょっと、実際のところは変わってくるんじゃないかと考えていいわけですね。８割

裏打ちします、いや、これは３割です、いや、これは６割ですとかいうけれども、あれ

は基準財政需要額の計算ですから、実際的には押しなべれば５割か６割ぐらいのものし

か入ってこないんだろうとは思うんだけれども、それでも償還に当たってはその程度の

ものは負担が軽減されるわけですよね、実質的に。そこの部分はこの将来負担比率の計

算のときには考えないということでよろしいんですね。その点についてお答えをいただ

きたい。これは小さな問題です。

それで、大きなほうなんですけれども、町長、毎回同じ話になるんですがね、結局国

のほうは自分のほうの財政に火がついているということもあるせいか、地方に対してし

わ寄せ、我々から見れば、これが非常に大きいわけですよね。そして、いろいろな難し

い話をして、そして結局実際には地方交付税で入ってくるお金がどんどん減っていると

いうのが現実です。その中で、自治体はどこでもそうですが、涙ぐましい努力をして何

とか実質公債費比率だとかこういうものを一生懸命下げているという、今の町長の話も

そうだったと思う。これはやはりあらゆる機会を通じて国に、こんなことをやっていた

ら、実際つぶれてしまうという実態を強く強く主張していただきたい。どうもいろいろ

な報道機関で出てくると、国の中枢部にいる方たちはわかっていないんじゃないかとい

う気がしてしようがないんですよ、この地方の苦労というものを。だから、これは強く

強くあらゆる機会を求めて主張をしていただきたいとお願いするところですが、いかが

でしょうか。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） 後段につきまして私から答弁をさせていただきたいと思います。

確かに地方交付税の歳入においての影響力、極めて厚岸町は大きいです。のみならず

これは全国自治体すべてなんです。厚岸町の場合を例にとりますと、平成12年の約50億

円がピークでした。今日では30億円台です。大変な減少になっております。そこで、厚

岸町の場合の財政の窮屈というものが実態としてあるわけであります。

もっと詳しくお話しいたしますと、厚岸町の財政構成は自主財源が３です。あと頼り

にしなければならない７です。そのうちの地方交付税、仮に7,000円とします。そうする
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と4,200円です。大変大きな支出になるんです。そういう点を考えるとご指摘のとおりで

ございます。構造改革の名のもとで国の赤字財政ということも理解できます。800兆円以

上の赤字があるという実態で、健全化をしなけりゃならんという理屈はわかりますが、

地方に対する極めて厳しい運営がされていることは実態として受けとめておりますし、

、 。 。我々といたしましては地方泣かせだと 極端に言いますと そういう考えでございます

我々といたしましては、さきの自由民主党の総裁選挙でもいろいろと地方・都市との

問題で議論されたようでありますが、私自体は新内閣に大変期待いたしております。と

いうことは、今ご指摘のとおりなんです。地方が困窮しているときに、やはり何といい

ましても国の財政支援なくして自立自主の町政はできません。これは明快です。そうい

う点を考えますならば、地方の声というものも国政に通じるように、さらに声を高くし

て、厚岸町のみならず全国の市町村会としてもさらに強力に運動を展開していかなけれ

ばならない大きな課題であると認識をいたしております。

●議長（南谷議員） よろしいですか。

（発言する者あり）

●議長（南谷議員） ああ、税財政、もう一個あった。すみません。

●税財政課長（佐藤課長） 一番の地方債現在高117億3,300万円につきましては、議員お

っしゃるとおり交付税算入の部分は除かれてございません。

●室﨑議員 結構です。

●議長（南谷議員） よろしいですか。

10番、谷口議員。

●谷口議員 皆さんご質問になりましたけれども、今回このような報告が義務づけられた

ということは、この財政健全化法が施行されるということで、実質的には来年度から必

要になってくるということなんですが、問題は、町長の今お話の中にあったと思うんで

すけれども、財政状況といいますか、財源構成だとかそういうものをきちんと踏まえた

上で基準が当てはめられていけばいいんですけれども、同じ全国一律の判断比率をもっ

て判断するということになると、財源が潤沢な自治体と、今、町長おっしゃったように

３割を確保するのが精いっぱいというところでは、大変な違いがあると思うんですよ。

そういう点では、この判断比率については、やはり少し今後改善検討していただかなけ

れば困るのではないのかなというふうに考えますけれども、その辺についてはどのよう

に考えているのかなということが１つ。

それから、事の発端は夕張の問題ではないのかなというふうに私は思うんですよ。そ

れに結果的には今さまざまな自治体がその対象になろうかということで、どう対応する

かと、北海道内でも一部の市ではその対象になって今どうするかということで、大変な
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状況にあるというふうに伺っておりますし、鳴り物入りで当選した大阪の橋本知事は、

あらゆる行政サービスにメスを入れるどころか、もうどんどん切り捨てていってしまう

というようなことになったのでは、本当に地方自治体の仕事を放棄してしまうことにな

ってしまうのではないのかなというふうに思うんですよ。

そういう点で、今朝の朝刊にも住民税の納入が大変滞っている人がいるというような

ことが記事にも、厚岸町ではありませんけれども、載っていましたけれども、そういう

状況が今後出てくることによって、さらに住民サービスを低下させるようなことになっ

ていったのでは、地域全体が崩壊してしまうことになっていくのではないのかなという

ふうに考えていますけれども、その辺については町長はどのように考えているか、お聞

かせをいただきたいというふうに思います。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） 具体的な数字が、基準についてのお話ですが、見直しをかけたらど

、 、うかというお話であろうかと思いますが 数字については担当課長から答弁させますが

、 、 、 、実は全国一律は確かですが 市町村と都道府県は違います 比率は これぐらいですが

数字は一律です。

しかしながら、今お話ありましたとおり、この新しい制度は夕張市の倒産が契機なん

です。全くそのとおりです。ですから、二度と夕張市を出さないという国の強行な地方

財政運営という根拠が今回の法律になっているという私も認識に立っております。そう

いう意味で、厚岸町といたしましても、その新法に基づく健全財政を維持しながら、こ

れからのまちづくりをしていかなければならないという決意を固めているところであり

ます。

●議長（南谷議員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） 私のほうからは制限比率等についてお答えをいたします。

全く議員おっしゃるとおり、この比率を国が制定したからといって、それを守れるか

どうかというのは、やはりそれぞれ地方のいわゆる財源のやりくりにかかってくるので

あります。したがいまして、受け身の態勢の大きな６割を占める交付税等、これは受け

身の態勢でございます。これらに注視しながら、国のほうから当然景気等、法人税等の

景気等もございます。これらを注視しながらやっていかなければならないことと、それ

から比率を余りにも注視することによって、行政サービスを低下させるというようなこ

とのないように、両方きちっと見きわめながら財政運営に努めてまいりたいと、このよ

うに考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。

●議長（南谷議員） よろしいですか。

他にございませんか。

（な し）
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●議長（南谷議員） なければ、質疑を終わります。

これをもって報告済みといたします。

●議長（南谷議員） 本会議を休憩いたします。

再開は１時といたします。

午前11時57分休憩

午後１時00分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

日程第10、これより一般質問を行います。

初めに、９番、菊池議員の一般質問を行います。

９番、菊池議員。

、 。●菊池議員 第３回定例会一般質問通告により 私は災害対策について質問をいたします

今回は波浪並びに満潮時高潮による冠水及び強風と、厚岸湾、厚岸湖特有の強力な潮

の干満状況、潮の満ち引きであります、これによる防氷対策について質問いたします。

奔渡港通り旧フェリー周辺は、季節を通して主に夏から秋にかけて低気圧による暴風

雨、これは台風接近による強風や低気圧であります。このとき旧フェリー周辺湖岸への

波浪による町道への冠水、そして冬から早春にかけては干潮時に自然凍結した氷の塊が

海氷盤となって解け出し、その流れ氷が沿岸に押し寄せ、氷の積み重ねにより漁業用桟

橋や係船用岸壁を破損する被害が発生しています。

これら自然の力により、この地域は大変な状況に陥るわけですが、役場の関係課、産

業振興課、建設課、総務課、水道課には、既にこのことに関し、夏冬の状況について現

場まで来ていただいて見聞し、現状を把握されたわけでありますが、その後、これらの

対策についてどのような検討が行われ、どのような対策を講じようとされているのか、

お示しをいただきたいのであります。

次に、湖北、湖南の旧フェリーボート発着場の係船用桟橋についてお尋ねします。

この桟橋はご承知のとおり老朽化が進んでさび朽ちている状況にあり、景観上からも

周辺環境を著しく損ねており、撤去について考える時期に来たのではないかと思います

が、今後の方向づけはどうお考えか、お伺いいたします。

以上で第１回目の質問といたします。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） ９番、菊池議員の一般質問にお答え申し上げます。

１点目の奔渡旧フェリー周辺の波浪及び流れ氷対策について、どのような検討が行わ

れ、どのような対策を講じようとしているのかとの質問であります。
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奔渡旧フェリー周辺は、低気圧等の高潮により町道奔渡町港通りの排水管から海水が

、 、 、 、逆流し 冠水による通行止めが発生しており また 春先には湖内で結氷した氷が緩み

低気圧や干満などの影響により流れ氷が岸へ押し寄せ、漁業用桟橋や係船用岸壁の破損

などの被害が発生している状況にあります。

まず、高潮時における冠水対策につきましては、平成19年に奔渡町港通り終点部の道

道別海厚岸線から奔渡側旧フェリーボート桟橋までの間において、道路の一番低い箇所

に雨水桝を設置して、路面の水はけをよくする措置を施し、これにより路面にたまった

水は以前より早く引くようになり、一定の効果は得られていると判断しております。し

かし、高潮が発生しているときは、雨水桝から海水が吹き上げてくる状況であり、次の

対策としては、道路と雨水桝のかさ上げを検討しておりますが、道路をかさ上げするこ

とで道路より低くなってしまう住宅などがあり、そこへ海水などが流れ込んでしまうこ

とが想定されることから、影響のある住宅などの所有者と話し合いを持ちながら、慎重

に対応していかねばならないと考えております。

次に、流れ氷の対策でありますが、現在奔渡側の旧フェリーボート桟橋があることに

より、奔渡一丁目側は流れ氷が接岸する影響は軽減されておりますが、二丁目側は逆に

旧フェリーボート桟橋によりせきとめられるため、流れ氷が岸へ押し寄せる影響が大き

くなる状況にあります。

このため恒久的な対策として、漁業用桟橋や係船用岸壁の前面に氷が接岸できないよ

う防氷堤を設置する方法が考えられますが、防氷堤が邪魔になり漁業活動に支障が出ま

すし、潮の流れが変わり湖内環境に影響を及ぼすことが考えられ、さらには被害の発生

頻度や費用対効果の面からも事業化は困難な状況であります。

また、漁協では船で氷を割る手法も行っておりますが、湖内奥までは水深が浅く、大

きな船が入ることができないため、この方法をとることにも限界があります。こうした

ことから、現在のところ恒久的な対策を見出せない状況にあり、漁協ともさらに協議を

行い、何か抜本的な方法がないか研究してまいりたいと思います。

次に、２点目の旧フェリーボート桟橋についての質問でありますが、旧フェリーボー

ト桟橋は、昭和47年に厚岸大橋が完成したことにより、日本道路公団から譲り受けたも

のでありますが、当時は海難救助船翔洋の係船及び発着所としての活用と、フェリー時

代があったということを後世に形として残していく考えがあったわけでありますが、塩

害等による腐食を防ぐことは難しく、老朽化が進み、子供たちの遊び場となっていたた

、 、め危険であることから一部撤去をし 護岸から切り離した形で存置している状況にあり

以前から存廃について議会でも議論されてきた経緯があります。

奔渡側の旧フェリーボート桟橋は、さきに流れ氷の対策で述べたとおり、漁業用桟橋

等が流れ氷から守られているという利点があるため、周辺漁業者からは残してほしいと

する意見も以前から出されておりました。今年の９月８日に周辺漁業者から聞き取り調

査をした中でも意見が分かれている状況にあります。

このため、まず周辺漁業者の意見が一本化となるよう話し合いの場を持ち、まとまっ

た意見を尊重し、存廃について判断してまいりたいと考えております。

また、港町側にある旧フェリーボート桟橋は、存置または撤去しても他への影響はな

く、景観等を考えますと撤去していくべきであると考えますが、撤去には費用がかかり
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ますので、老朽化の状況を見ながら、毎年行う３カ年実施計画策定の中で撤去の時期を

判断してまいりたいと思います。

以上でございます。

●議長（南谷議員） ９番、菊池議員。

●菊池議員 ただいま町長から災害対策について、私の質問事項に関しましてお答えがご

ざいました。ずばり言って、１回目の質問に対しては被害については全く触れていませ

ん。私の質問は、被害があるということを述べております。防氷堤には消極的、防氷堤

についても消極的な発言でございます。それと３番目の周辺漁業者から聞き取り調査を

、 、した中でも意見が分かれている 今後一本化となるよう話し合いの場を持ちたいという

これはいい方法だと思います。これはかねてから僕が言っておったことでございます。

このような状況の被害について、木製桟橋が破壊されたことにより、この桟橋の取り

かえ新設に数十万円、係船用岸壁の一部破壊箇所補修数十万円、合わせて100数十万円と

のことであります。すべて個人費用であります。この現実をどう受けとめになりますで

しょうか。お気の毒ですで済まされる問題でしょうか。

今漁業者は燃油高騰の問題、漁業資材の値上がりなどさまざまな経費負担増による不

安、そこにおいて後継者問題など、非常に心が重なっておられる状況にあります。

そこで、町長、厚岸は漁業の町であることは常々おっしゃっておられます。北海道は

日本の食料基地とも言っておられます。このような被害を見るにつけ、対策を考えるべ

きと思うのですが、いかがでしょうか。このほか、湖岸一帯、二丁目、七丁目にかけて

もところどころ桟橋の破損や冠水による被害が出ていたのであります。これらの状況を

見ても、漁業者の苦労しておられる現況がおわかりのことと思います。

ここ５年ほど前から地球温暖化現象によると思われるこの波浪や冠水といった状況が

、 、出てきましたのは 周辺住民の話では住んで50年近くになるということでございますが

こういった例はなく、初めてのケースだと言っています。秋には台風あるいは低気圧に

よる北風で波浪が起きて波が打ち寄せ、道路が冠水状態になり、車がつかったり床下浸

水したりして、役場の管理課が来て通行止め、通行注意の標識を立てている状況であり

ます。昨年は水道課が見えて下水道を若干工事していただきましたが、先ほど町長が言

っておりましたが、実際の効果は薄い状況であります。再び時化が発生したら現場を視

察してほしいと思います。

どうでしょうか、関係部局の国・開発局と協議して、旧フェリー桟橋の撤去という部

分を配慮して、一部防波堤設置の必要性とあわせ、ついでに以前にも一般質問で提言し

てありますが、奔渡港通りの交通安全のためのカーブ改修と絡め、当該周辺の災害対策

を含めた改善構想計画立案にぜひ取り組んでほしいと考えますが、いかがでしょうか。

近では、厚岸漁組本部前の沿岸防潮対策工が冠水対策として若干の効果が見られま

す。旧フェリー桟橋ですが、干潮時にはゴム藁やごみが堆積し、環境にもよろしくない

状況になりますし、冬には氷が流れてきて時化が起こると積み重なるし、撤去は必至の

状況と思います。 近の考え方として、仮に桟橋を撤去しても氷は逆にスムーズに湾の

ほうへ流れていくという見方、考え方、感覚状況になっています。また老朽化のために
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鉄さびが朽ち落ちていく状況は、環境を大事にする厚岸町の海をきれいにという方針に

逆行しているのではないかと思うのであります。

現在を含む町の将来へ向けて、都市と海と湖の環境の整備や、波浪、流れ氷などの災

害に強いまちづくりを進め、危機管理の意識を持って町民の安全・安心確保のため、奔

渡沿岸防波・防氷堤対策、力強い町長の取り組み姿勢、そういう考え方がおありかをこ

こでお尋ねいたします。

話をもとに戻しますが、参考点を申し上げますと、答えにもありますけれども、撤去

する考えの場合は検討してみたいということでございますが、撤去する考えの場合は、

その時期は６月の大潮の時期が撤去しやすいと思います 旧フェリー係船用桟橋は築後50。

年であります。昭和33年にできて、今昭和でいうと83年ですから50年経過し、フェリー

が終了したのは昭和47年でありますから、フェリー閉鎖後36年経過しました。波浪の時

期は11月から３月ころまで、流れ氷の時期は１月から４月、今ある交通ガードレールの

高さの若干高めの防波・防氷堤設置の計画を立ててはどうかということであります。

また、集まるごみを見てみると、ゴム藁や電気の球、発泡スチロールの箱、木くず、

ボトル、本、紙、網の浮き子など、１年に１度、海の清掃をすることがありますが、引

き潮の際、旧フェリーにこれらのごみがわんさかと集まります。これは現地の者でなけ

ればわからないと思います。ひどいごみなのです。

旧フェリー関係と厚岸湖内の流れ氷被害については、先ほど町長の答弁にもございま

したように数回質問しております。平成６年の予算審査の中で、これは湖内から流れ出

す氷や風波の防護的役割について、それから平成９年は、湖内の氷の移動によって牡蠣

島弁天神社が台座や鳥居に被害が出ている話。平成13年には、奔渡側旧フェリー桟橋の

保存か撤去かの考え方、平成15年には、旧フェリー桟橋の解体計画と奔渡港通りの急カ

ーブについて。予算委員会と一般質問で４回やっております。今回で５回目でございま

す。

一応、現在の経過まで述べましたけれども、私の今までの経過の中で４回目からは話

の内容が一部変わってきていることで、変化が起きていることはおわかりでしょうか。

先般までは防氷的役割であったが、時の流れとともに付近の住民の考え方にも相違があ

、 、 、り 桟橋周辺にごみが堆積することや 氷が重なって上ってくるなどの被害があるので

現地の地域の方々との話し合いが必要と考えると提言しましたが、このたび９月８日に

周辺漁業者から聞き取り調査をした結果でも、意見が分かれているということでござい

ます。この一本化にしていく話については、ぜひ早目にまた進めてほしいと思います。

今まで若干述べてまいりましたけれども、これに対しての２回目の質問にお答え願い

たいと思います。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） 主たることについて、私からお答えいたします。さらにまた細かい

点も出ておりますので、担当課からそれぞれ答弁をさせたいと思います。

まず、旧フェリーの関係でありますが、たびたび当議会において菊池議員から質問も

あり、その質問を重く受けとめ、私自体も現場に行って数回その実態を見ております。
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また、その事情もよくご承知をいたしておるわけでございます。

フェリーは厚岸の歴史の１ページでございます。特に湖北、湖南に別れておるかつて

の渡船から昭和34年から昭和47年までの13年間、フェリーボートが運航をいたした歴史

であります。そういう意味においての跡地の老朽化、私も現地に行きましてその老朽化

姿を見て、やはり美観的にもどうにかしなければならないという気持ちを持っておる私

であります。しかしながら、私自体も個々の地域住民からいろいろとお話を承りますと

ころ、防潮的な役割もあるというお話もあり、撤去をすることによってあの前浜にも流

氷等の影響がなしとは言えないんだという声もあるわけであります。

そういうことで、町長としては非常に判断に困っておるわけでありますが、しかしな

がら、私といたしましては将来の厚岸港の環境美化を考えた場合に、あの問題について

は重要なものと認識しておりますので、今後地域住民と十分に話し合う中で、どのよう

な対応が適切か考えていきたい、そのように考えますのでよろしくお願いいたします。

なお、やはり菊池議員は地元でもございます。十分現状等について認識を持っての質

問をいたしておるわけでありますもので、私といたしましては菊池議員のサゼスション

も承りたい、このように考えておりますので、よろしくお願いしたいと存じます。

●議長（南谷議員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） 私のほうからは被害について、１回目の町長の答弁から触れて

いないということに対して、まずお答えを申し上げたいと思います。

被害の状況でございますけれども、１回目の町長の答弁の中で、道路につきましては

冠水、それに伴う通行止め等が発生しているといったことを申し上げさせていただいて

おります。このほか、低気圧等によりまして近接した護岸から波が上がりまして道路が

一部破損している、そういったようなことも上がっております。

それで、これらの被害、それに対する対策等でございますけれども、まず奔渡一丁目

と二丁目の境になります奔渡町港通りとそれから道道別海厚岸線の交差点のところ、そ

れから旧フェリーボートに向かいまして80メートル地点、ちょうど菊池魚網店さんのと

ころが道路が一番低くなってございまして、道道の交差点との落差が１メートル16セン

チございます。それから、その菊池魚網店さんのところから旧フェリーボートのほうに

向かいまして、距離にして40メートルの区間、ここにつきましては逆に23センチ高くな

っている、こういった状況となっておりまして、ちょうどそこの道路が菊池魚網店さん

のところが一番低く、道路がだるんでいるような状態となっておるわけでございます。

そうしたことで、低気圧等により高潮によりまして道路に海水が上がり、この一番低い

ところに水がたまるといった状態になっておりまして、これが平成19年度にその一番低

いところに排水桝がなかったために水がなかなか引かないということから、まずそこに

排水桝を設置をしたものでございます。

それで、道路の縦断線形を見ますと、このだるみを解消するには、ちょうど菊池魚網

店さんの前あたりで約60センチメートル程度上げることができれば、だるみも解消され

まして水もたまることもなくなりますし、海水の逆流もかなり軽減されてくるというふ

うに考えているわけでございますけれども、この周辺の建物の高さが現在の道路の高さ
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と同じぐらいの高さとなっておりまして、道路を例えば60センチ程度上げますと、道路

は冠水しなくなりますけれども、建物が冠水するというふうになってしまいます。それ

と出入り等のことも問題が出てまいります。

こうしたことを周辺の皆様にご理解をいただかなければかさ上げは難しいというふう

に思っておりますし、検討には時間がかかりますけれども、そのぐらいの影響を 小限

に抑える方法等が、そういったことを模索した上で概略等の設計をしながら、周辺の皆

様等ご説明申し上げ、ご理解いただいた上で取り進めることができればというふうな考

えでもって今進めている状況ではございます。

それから、５年ぐらい前から厚岸港の冠水等は被害が出ていると、温暖化の影響等、

そういったことでありましたけれども、厚岸町全体的な冠水の状況といいますのは、厚

岸漁業協同組合製氷冷凍工場 これ港町のほうにございます こちらのほうの岸壁が66.3、 。

センチメートル下がっているといったことがございます。全体的に土地が下がってきて

いるといったこと、それから釧路沖地震、それから東方沖震等の影響も考えられるわけ

。 、 、でございます もう一つは 国土地理院の2000年度平均成果というものがございまして

300年ぶりに測量の高さの基準となる水準点をはかり直して、その高さを改定したもので

ございますけれども、その成果の全国的な傾向といたしまして、東京付近ではほとんど

差がなくて、北海道のほうではマイナス43センチ下がっていると。逆に九州、四国側で

はプラス傾向になっていると。では、この原因は何なのかといいますと、これはプレー

ト運動による沈み込みと思われるというような説明がされてございます。それから、海

面の上昇でございますけれども、地球温暖化により南極や北極の氷が解け、海面が上昇

するという話もございますけれども、これ以前釧路気象台にその辺のところを確認した

ところ、この地域の海面上昇の確たる要因は解明はされていないといったことでござい

ました。

それから、旧フェリーボートの近くの道路のカーブの改修、それをあわせて総体的な

改善計画ということでございますけれども、ここにつきましては、現在厚岸町の町道で

ございまして、岸壁のところ自体も町道の一部となっております。したがいまして今、

国・北海道等と協議した中で、岸壁の劣化対策、こういったものを含めて、それは厚岸

町がその部分はするべきというような形となってございますので、町のほうでこうした

ことを含めて検討しているといったところでございます。

私のほうからは以上でございます。

●議長（南谷議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） 私のほうからは、海岸保全対策につきましてご答弁をさせ

ていただきます。

防潮堤の対策については消極的というご意見でございますけれども、１回目の答弁に

もございますけれども、防氷堤については斜路から突き出すような形に仮につくったと

しますと、新たな潮の流れが変わって湖内にも影響があるということで、そのような事

業化については困難というご答弁を申し上げました。それと、湖内については漁港区域

には入っていますけれども、海岸保全区域には現在のところ入ってございません。その
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ために現在のところ、そういった防潮堤的なそういった施設については、現在のところ

まだスタートラインには立っていないという状況でございます。

それから、平成13年に流れ氷でカキの養殖施設がかなり大きな被害を受けたというこ

とがございまして、そういった流れ氷対策、カキの施設に関する総体的な流れ氷対策と

いうことで、組合のほうからは以前から正式ではございませんけれども、そういった対

応を何かとれないかというようなこともございましたけれども、今回菊池議員のほうか

らそういった防氷堤ということがございましたので、今回、組合のほうともそういった

ことで防氷堤についても協議をしてみたいなというふうに考えてございます。

それから、一本化の関係でございますけれども、今回９月８日にたまたまうちのほう

で、そういった地区の浜の声を聞いたわけでありますけれども、答弁でも申し上げてお

りますが、一本化について進めていきたいという答弁を申し上げましたが、産業振興課

としましても、それら一本化に向けて調整につきまして協力してまいりたいというふう

に考えてございます。

●議長（南谷議員） ９番、菊池議員。

●菊池議員 かさ上げの関係について説明いただきまして、建設課長からの答弁は非常に

わかりやすく理解いたしました。

それと、今一連の答えの中で防氷堤について前向きな姿勢がありましたけれども、ぜ

ひ漁協と相談しながら、この件についてやっていただきたいと思います。

それから、町長、前に13年９月の定例会において説明しましたけれども、私感、町長

自身の考えとしてのお話をしてくれましたけれども、それとほとんど同じ今答えがござ

いました。答弁でフェリーボートは昭和34年に開通をし、その前は渡船であったわけで

あります。13年間のフェリー、湖南と湖北を結ぶフェリーとして厚岸町の発展のための

歴史をつくった船でございますと。日本道路公団が運営をしておりまして厚岸丸、私自

体も今あの厚岸丸の姿をこの質疑応答の中で改めて思い出しておるわけであります。

そういう中で、私といたしましてはフェリーの時代というものを後世の時代とともに

残すことも大事でなかろうかと考えております。そういう意味において、湖南、湖北に

おけるフェリーボートの件につきましては、何らかの形で記念になるような形の方法で

残すことも大事でなかろうかと、そのように私からあえて考え方を申し上げておきます

ということをきちっと述べていまして、そうして、そのお話を私の質問を聞きながら、

地域の方々、そして関係者ともその実態をよく調べて速やかなる対応をさせていただき

たいと、かように答えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

でも、平成20年９月８日にようやくお話をし合っているようでございますけれども、

相当前から質問している事項でございます。この点については若干遅いと思います。

先日、旧フェリーボート発着場の湖北地区まで行ってみました。そこにはＢ＆Ｇの旧

建物と若干の芝生の緑と原っぱがきれいにありました。そこに真っ赤な厚岸大橋が湖南

に向かって渡っておりました。ちょうど天気もよく暖かい日だったせいもあって、その

場所がすばらしい厚岸観光の一つのポイントではないかと直感いたしました。さっき町

長が答えておりました旧渡船・フェリーの記念の海辺広場にはもってこいの場所だと思
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いました。そこで気づいたことなんですけれども、先ほど来言っています、そのすばら

しい眺めの中にさび朽ちている旧桟橋と、係船のためのロープをかけるさびた鉄製のロ

ープの舫い柱、それにところどころに割れて砕け落ちたコンクリートの岸壁片、これら

を撤去するものは撤去して、コンクリはきれいにし直して改良したなら、どんなに厚岸

の湖の玄関が湖北、湖南とも実際の場所を生かした、仮にお金をかけても価値がある拠

点になるのではないかと思うのですが、見解はいかがでしょうか。

湖南地区は防波堤と道路のカーブ解消に、湖北は記念碑場所と海辺広場に、不用施設

、 、物のない子供たちの安全なカヌー乗り場に そして来訪者の観光の拠点として再生する

、 。このような感じで町長は答弁していたと私は受けとめておりますが いかがでしょうか

そして、費用がかかるかかると言ってなかなか進まないわけでございますけれども、

平成20年８月29日に安心実現のための緊急総合対策に関する政府・与党会議、経済対策

閣僚会議合同会議が開催され、この中では、世界的な地球温暖化など長期にわたり予想

される問題を正面から受けとめ、我が国民生活の持続可能社会を実現し、防災対策関係

の推進に取り組むと、具体的には災害の復旧、防災、消防などの対策を行うと発表して

います。さらには、地方公共団体への配慮といたしまして、これらの対策に取り組むに

当たって地方財政の運営には支障のないように対応するとしています。さらにまたつけ

加えて申すならば、道路については道路特定財源の地方税収減の影響については、政府

において適切に対応すると述べています。

それから、環境の面について触れますが、今年３月27日の道新記事で、釧路支庁、釧

路支庁釧路地区水産技術普及指導所は厚岸湖、厚岸湾の湖底に、特に湖の奥や中央部で

は一時的であるが汚染例が認められ、環境が悪化しやすい状態にあるので注意が必要と

の見解を示しております。水質・底質環境の2007年の調査結果であります。この中で底

質に含まれている生物の生息阻害要因となる硫化物は、98年以降、湖内ではほぼ年間を

通じて水産用水基準の数値を超えており、ＣＯＤと硫化物の量に注意が必要とのことで

あります。若干専門語が入ってスポット説明で理解できると思いますが、これは底質の

汚濁を図る指標の一つで、水産用水基準において海域では乾泥で硫化物１グラム中0.2グ

ラム以下とされています。有機物などが沈降し、それが分解されて酸素が消費される際

に硫化水素が発生し、底質中の金属などと反応して硫化物を生成する。遊離硫化物と結

合硫化物を合わせ全硫化物とすることで、このため底質が悪化し、底生生物の生息に対

して影響を与えるとの警鐘を鳴らしています。

ここで一概に、旧フェリーの鉄製桟橋が自然溶解している鉄さびについての関連性を

示すものではありませんが、こういうことに関連しないわけでもないと考えますが、関

係課ではどうとらえ判断し、その対応について対策を練った経緯があるのか、お示しい

ただきたいと思います。私の質問している中ではこの点が一番気がかりでございます。

町長は水質汚濁防止対策協議会の会長もされております。その辺の環境の面についても

答弁を願います。

時間が来たようでございますが、３回目の質問を終わります。

●議長（南谷議員） 町長。
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●町長（若狹町長） お答えさせていただきます。

桟橋の老朽化における厚岸湖における影響については担当から答弁をさせます。

さきに既に答弁させていただいておりますが、湖北地区における桟橋については３カ

年計画で撤去をさせていただきます。湖南地区につきましては、先ほどお話しいたしま

したとおり、地域住民にそれぞれのご意見がありますので、一本化という前提がなけれ

ば整備は大変無理なことであります。そういうことを踏まえて、一本化に向けて努力す

る中で整備をさせていただきたい、かように考えますのでよろしくお願いしたいと存じ

ます。

●議長（南谷議員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） 私のほうから桟橋に関する質問についてお答えしたいと思いま

す。

以前から桟橋をどうするかということで話がしてあるけれども、遅いのではないかと

いうことでございますけれども、平成15年当時一般質問においてこういった議論が出さ

、 。れた折に 即その担当の者が現地に赴きまして漁業者等の話を聞いた経過がございます

そのときにはやはり景観がよくないので撤去するべきであるとした意見もおりましたけ

れども、流れ氷に対して役に立っているので撤去をしないでほしいといった意見のほう

が多くございまして、どうしても撤去するならば流れ氷対策を考えてほしい、こうした

意見の方が大半であったわけでございます。ならば、流れ氷対策をどうするのかといっ

たことになるわけでございますけれども、その当時から検討はしてみたものの方法が見

つかっていないという状況でございまして、結果的に現在の桟橋そのまま存置している

といった形となっているものでございます。

それから、桟橋を改造して残したらどうなのかということでございますけれども、質

問者も見てご存じのとおり、かなり老朽化してきてございます。もう主要部材が鋼材で

ございまして、もうかなり腐食しておりまして、それに手を加えてそこのところにコン

クリートを打つとか、こういったものは非常に構造的に耐えられない状況となっている

というふうに私見てございます。ただ、かなり頑固に当時昭和33年ですか、それがつく

られておりまして、そのもの自体は今すぐ破損して壊れてなくなるといったものではな

く、しばらくは原型の状態は保っていける状況ではあると、このように考えているとこ

ろでございます。

●議長（南谷議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） ３月27日の関係でございますけれども、あの記事に関して

は原因の特定まではたしか言及されてございません。報道に関してはいろんなふくそう

的、複合的な要因が重なってあのような一時的な現象になっているのではないかという

。 。ふうに思ってございます 原因の特定は難しいというふうに私どもも考えてございます

こういった原因をつかむためにも、今後とも現在やっておりますモニタリング調査、そ

れらの継続的な調査も必要というふうに考えてございますので、ご理解をいただきたい
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と存じます。

（ ちょっと１つだけ」の声あり）「

●議長（南谷議員） 答弁漏れありますか。

９番、答弁漏れあるなら答弁漏れと。

●菊池議員 環境の問題について底質の汚れの原因について、結局特定はしていないとい

うことなんですけれども、一応水産調査の結果について皆さん知っていると思うんです

けれども、これ沿岸水域等の水質状況について全部書いていますよね。図面かいて、そ

れから沿岸水域の水質調査結果、ＣＯＤ、ＳＳ、定期河川水質調査結果、いろいろ数字

出ていて、その中の水質調査……

●議長（南谷議員） 本会議を休憩いたします。

午後１時45分休憩

午後１時46分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） 厚岸湖の水質全般ということで、当初のご質問は底質に限

ったものとの判断で産業振興課長が答弁したということでございまして、水質全般に関

しましては私から答弁させていただきます。

厚岸湖につきましては、公共水域ということで北海道が定期的な調査、水質調査を行

ってございます。これにつきましては、もう数十年にわたる調査を継続している中で、

現在ご質問者は水産用基準という言葉を使っていました、底質のときに。我々は公共水

域の基準と別のものがございまして、それで判断するわけですが、その中ではこれは複

数の専門家の方がおっしゃっていますが、汚濁指標を見る限りでは現在厚岸湖に著しい

環境の汚染が進んでいるという状況にはないと。いわゆる産業としての養殖業、そうい

ったものを中心としたものも含めた中で大きな変化があると、汚染度が進んでいるとい

、 。う状況にはないと 安定した状況にあるという判断が示されているところでございます

●菊池議員 いいです。

●議長（南谷議員） 以上で菊池議員の一般質問を終わります。

次に、髙橋議員の一般質問を行います。

４番、髙橋議員。
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●髙橋議員 平成20年度の厚岸町議会第３回定例会に当たり、通告書に従いお尋ねをさせ

ていただきます。

まず、続発する食品偽装問題であります。

冷凍餃子事件など、食の安全が厳しく問われている中、今年になってウナギやリンゴ

の果汁、いまだに解決の見えない中、今度は我々国民にとって一番大切な主食であると

ころのお米の問題が発生したところであります。しかも、食用として販売をしてはいけ

ないカビ毒や農薬が基準を超えて残留した米を、大阪の会社が食用として転売をしてい

たことが発覚したところであります。 近では、農林水産大臣が消費者や国民がやかま

しいから対策を徹底していくと発言して、厳しく批判されたところでもあります。

皆さんご承知のように、食は人間の命の源であります。安心・安全なのは当然であり

ます。その当然が守られないことに多くの国民が怒っているのであります。特に正直に

一生懸命お仕事をしている漁業や農業を営む人や、食べ物を取り扱う人たちには我慢が

できないのであります。以上のように、食を取り巻くよくない話題が後を絶たないとこ

ろであり、皆さんもよくご承知のとおりであります。

そこで私は、食にかかわるところの安全予防対策について伺いたいと思います。

まず初めに、町が行うところの各種イベント事業などで保健所等への届け出の必要が

ない事業で、万が一誤って事故等が発生した場合の対応策はできているのかということ

であります。

次に、町立病院の患者給食や心和園の入所者への給食についてで、業者との委託契約

で行われていると言われていますが、調理から消費されるまでの時間はしっかり守られ

ているのかということであります。

次に、学校給食センター、保育所の給食あるいは第三セクターコンキリエの飲食部門

での魚介類で起こる食中毒、例えばＯ１５７、ノロウイルス、ウエルシュ菌を初めとす

る腸炎ビブリオ、サルモネラ、ブドウ球菌、カンピロバクター、ボツリヌス、アニサキ

ス、セレウス、エルシニア、以上のように多種多様な菌が我々住民の食生活を狙ってい

るところであります。

そこで、食を提供する事業所では、これらに対する予防対策としてどのようなマニュ

アル、つまり決まりをつくり取り組んでおられるのか、さらには給食等を提供する事業

所においては必ず検食の保管、記録をしなければならないが、適切に行われているのか

ということであります。また、食材の仕入れルートについては、しっかり確認をして取

引をしていただきたいと思います。

そこで私は、食の安全に対する基本的な取り組みについて、まず初めに町長からの答

弁を求めるものであります。

以上で１回目の質問を終わります。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） ４番、髙橋議員のご質問にお答えをいたします。

学校給食センターにかかわる答弁は教育長から答弁をさせます。

食の安全予防対策のイベントなどで保健所への届け出の必要がない事業で、万が一誤
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って事故等が発生した場合の対策はできているのか等のことですが、ご質問者ご承知の

とおり、イベントなどで飲食物を提供して営業する場合は、食品衛生法の規定により保

健所に届け出て営業許可を受けなければなりません。また、健康祭りや物産展のように

試食や無料提供の飲食物を提供する場合で、不特定多数の来場者が提供対象になる場合

は許可は不要ですが、届け出をして営業許可と同様の衛生管理のもとに行われることに

なります。

ご質問の保健所への届け出の必要のない事業としては、対象者が特定される各種料理

教室や調理実習などがそうでありますが、各種施設の調理室や事業者の衛生管理、食品

の取り扱いに十分注意を払うこと、検食の保管対応など、保健所と連携した食中毒の発

生防止マニュアルに沿った運営、指導に努めているところであります。

万が一事故が発生した場合には、速やかに医師の診察を受けるとともに、保健所に届

け出ることとなりますし、事故による法的損害賠償責任が発生した場合には、厚岸町と

してこれに対応する損害賠償保険に加入し救済をさせていただくことになり、ご心配い

ただいている事故発生の場合の対策にも留意しているところであります。

次に、町立病院患者給食や心和園の入所者給食は、業者との委託契約で行われている

が、調理から消費までの時間は守られているのかとのご質問ですが、町立病院と特別養

護老人ホーム心和園では、安定した調理内容の確保と長期契約による契約金額の抑制の

ため、平成18年度から３カ年の長期業務委託契約により、入院患者及び入所者に給食の

提供を行っているところでありますが、調理から消費までの時間は、厚生労働省が定め

る大量調理施設衛生管理マニュアルにおいて定められている調理後の食品は、調理終了

後から２時間以内に喫食することが望ましいという規定にのっとり対応をしています。

なお、両施設の調理から消費までの時間については、１時間以内に入院患者及び入所

者に喫食をさせるべく、内部指針をもって調理時間の記録を行い実施をしております。

次に、３点目の学校給食センター、保育所の給食、第三セクターコンキリエの飲食部

門での魚介類で起こる食中毒ウエルシュ菌予防対策はどのようなマニュアルで取り組ん

でいるのかとの質問ですが、まず保育所では、幼児児童が集団生活を営む場として食中

毒や伝染性の病気の流行の危険性が高いことから、平成11年に厚岸町認可保育所給食衛

生管理マニュアルを策定し、ウエルシュ菌のみならず感染性の高い病原性のウイルスな

どを含め予防対策を講じているところであります。

その主な作業基準として、調理前の生の魚介類、肉、野菜などの原材料を受け入れる

ときや下処理段階では、品質や鮮度の確認と１回で使用可能な分量の仕入れ、過熱調理

食品は中心温度が85℃で１分間以上となるよう十分な加熱処理、調理後の食品及び非加

、 、熱調理食品の２次汚染防止として手指の洗浄消毒 調理器具の用途別の使用と殺菌処理

原材料の速やかな下処理、調理食品の適切な温度での保存、喫食時間に合わせた調理時

間の管理、調理従事者の健康管理や調理室等の設備の衛生点検などの項目で管理し、重

要事項は点検記録表を整備して、衛生管理の統一化とマニュアルに基づく予防対策を常

に強化し取り組んでいるところであります。

第三セクターの味覚ターミナル・コンキリエでの取り組み状況でありますが、厚生労

働省や食品衛生協会等から示されている指針やマニュアルを参考に衛生管理の徹底に努

めているところであり、自主衛生管理記録表での毎日点検の実施をしておりますし、独
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自の衛生管理マニュアルによる取り組みを進めています。特に、カキ、アサリなどの貝

類は48時間以上の滅菌処理済みのものを仕入れており、ノロウイスルや細菌類に関する

１週間ごとの検査結果報告書も提出されています。また、これら活貝の保管・展示は、

紫外線殺菌及び自動温度管理の水槽にて行っており、その他生鮮食品も仕入れ後の速や

かな冷蔵、冷凍保管による温度管理を行っております。調理に当たっては、その都度の

手洗いや調理器具の洗浄等の徹底による消毒、殺菌処理を行っていますが、より効果的

な除菌を行うため除菌洗浄水の生成器を導入し活用しておりますし、食中毒にかかわる

各種細菌やウイルスの特性を認識したもとで、十分な加熱処理などの適切な処理に当た

っているところであります。

次に、検査等の記録保管は適切に行われているのかとの質問ですが、町立病院につき

ましては、診療報酬請求に際して検食は必須の要件となっており、医師または栄養士が

行うことになっておりますが、医師が交代で検食を行い、検食簿の記録をし、５年間保

存をしております。

心和園につきましては、北海道社会福祉施設給食管理運営指針において、調理完了後

は配膳までの間に、施設長等が検食を行うことと規定されていることから、施設の全職

員が交代で検食を行い、検食簿の記録をし、５年間保存しております。

また、保育所につきましても、心和園と同様の指針に基づいた検食の基準により、保

育士が交代で毎日検食し、実施時刻、検査者氏名及び味つけや分量に対する意見などを

記載し、給食日誌として５年間保存を行っております。

以上でございます。

●議長（南谷議員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 私からは、３点目の学校給食センターにおけるウエルシュ菌予

防対策はどのようなマニュアルで取り組んでいるのかとのお尋ねにお答えいたします。

ウエルシュ菌は海産類、魚介類のみならず、人や動物の腸管や土壌や水中など至ると

ころに分布し、ボツリヌス菌と同じ酸素を嫌う嫌気性菌です。この細菌は、熱に強い芽

胞をつくるため、100度で１から６時間の加熱にも耐える細菌で、加熱処理した食品でも

食中毒を起こします。こうしたことから、一度に大量の食事を扱う旅館、飲食店、仕出

し弁当屋等で多く発生しており、本年７月30日、釧路管内学校給食研究協議会主催の学

校給食調理従事者研修会には、臨時調理を含む全職員が出席し、各種食中毒菌とあわせ

てウエルシュ菌の特徴と食中毒予防について研修を受けております。当給食センターで

の対応といたしましては、他の食中毒と同様にウエルシュ菌につきましても細心の注意

を払いながら給食業務を行っております。

ウエルシュ菌は43度から47度で増殖が盛んなため、この増殖の予防には加熱処理食品

の保存方法が重要であり、小分けして急速に冷却し低温保存することであります。この

ことから、前日調理や室温放置は絶対避けなければならないことであります。

当給食センターでは、厚生労働省の大量調理施設衛生管理マニュアルとの整合を図る

ため作成された文部科学省の学校給食衛生管理の基準に従い、調理した食品を調理後２

時間以内に給食できるように配送体制を整え、日々学校給食を提供いたしております。
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こうしたことから、当給食センターではウエルシュ菌についての単独の対策マニュア

ルは策定しておりませんが、毎年度衛生管理マニュアルを策定し、食中毒等の事故を予

防するため各種の情報提供を含めて、職員及び調理従業員へ周知徹底を図るとともに、

日々の作業においても細心の注意を払い、安心・安全な給食の提供に努めております。

本年も、４月１日に原料受け入れ、下処理、調理、さらに搬送等についての衛生心得

と作業手順についてマニュアルを作成し 周知徹底を図ったところでありますが ６月18、 、

日付で厚生労働省より大量調理施設衛生管理マニュアル改定の通知があり、再度徹底を

図ったところであります。このたびのマニュアル改定の趣旨につきましては、集団給食

、 、施設等におけるノロウイルスによる食中毒を予防するために ハサップの概念に基づき

集団給食施設等における衛生管理体制を確立し、また、これらの重要管理事項について

点検、記録を行うことなどが改めて示されたところであります。

当給食センターでは、法的には実施規定が定められておりませんが、施設内の衛生環

境と安全の確保、さらには従事職員の資質向上を目的に、年１回ふき取りによる細菌検

査を実施しております。本年は７月２日にセンター内調理室の22カ所でふき取り検査を

実施いたしました。この検査結果につきましては、８月６日に書面での報告と同時に、

検査実施機関の調査員から、直接職員と調理従業員に対して専門的な立場からの適切な

指導と助言を受け、その後さらに、今後の現場における対応について、職員による協議

を行い安全対策の再確認を行ったところであります。

こうして、細心の注意を図るとともに、今回の厚生労働省通知を踏まえて、給食セン

ターにおける衛生管理体制を日常点検し、今後においても万全の体制で食中毒予防に努

めてまいります。

次に、４点目の検食等の記録保管は適切に行われているかとのご質問でありますが、

学校給食衛生管理の基準の中でも、検食と保存食について定められており、検食につい

ては、当給食センターでは、搬送前と児童生徒の給食時間と同じ時間帯での毎日２回検

食を行っております。検食を行った時間、検食者の意見及び検食結果を、その都度検食

記録簿に記録いたします。また各学校においても、毎日届けられた給食を配膳前に必ず

検食を行い、その結果を記録しております。これら給食センター及び各学校の検食記録

簿はすべて給食センターにおいて保管しております。

また、保存食についても、当日の給食原材料及び調理済み食料を50グラム程度、専用

冷凍庫でマイナス20度以下で２週間以上保存するという規定に基づき、日々記録すると

ともに適切に保存を行っておりますので、ご理解をお願いいたします。

●議長（南谷議員） ４番、髙橋議員。

●髙橋議員 いろいろと詳細にわたってのご説明、本当にありがとうございました。

まず、私はやはり食の安全からいろんな私どもの業界に入ってくる資料を一部皆さん

方にお渡しをしてあるように、ご承知のように昨年１年間で道内での事故の発生報告書

にもあるように、保健所に届け出のあった件数だけで45件ありますね。昨年１年間で45

件です。さらに今年６月22日までの件数が10件あります。毎年多発する季節が７月以降

から12月にかけて続発する時期を迎えるのであります。



- 42 -

厚岸は過去にも全国一ブランド商品として販売していたところの生ガキからノロウイ

ルスによる事故が発生し、基幹産業で貴重な経験をしているように、その経済的損失は

はかり知れないものがあったわけであります。さらには町のイメージが悪くなるばかり

でなく、その町全体に与えるところの経済的損失が二重三重に発生するのであります。

私はそういった意味で、食の安全に対してあらゆる面からやはりしっかりと取り組んで

もらいたいと。町立病院の入院患者や心和園の入所者への業務委託契約については、業

者の選定についての基準があるのかと言ったときに、先ほど町長からの答弁があったよ

うにしっかりとやっていると。

ただ、納入の商品の検査証明書についてでありますが、輸入食品であっても、その商

品を国内で販売する場合、国内の法令、食品衛生法に従って検査をし、その検査証を添

付し取引を行っていただきたい。もちろん食品添加物、残留農薬の証明書等も必ず必要

であります。これらについては一つ間違えないようにしっかりと取引の中で交わしてほ

しいというふうに考えております。

なお、また一昨日の22日ですか、朝刊では大丸食品、大阪府の高槻市の会社が輸入し

たところの有害物質メラミン混入のおそれがあるお菓子が約３万袋、30万個が給食大手

の日清医療食品、東京の会社などを通じて業務用として病院や老人保健施設など、全都

道府県3,054施設に納入されていたことが21日に判明したところであります。しかも、道

内には都道府県別の納入先では も多い208施設に1,390個が納入されたところでありま

す。

さらにまた、日清医療食品はジャスダック市場上場の給食委託会社で、国内 大手で

全国の施設に食事サービスを提供している会社であります。この会社は問題の菓子を購

入したのは７月から９月までの約３カ月間で、約30万個の大半が既に消費されたという

。 、 、 、ことであります 各施設に納められた数は北海道が一番多く 次に東京が186施設 埼玉

鹿児島と。それらのところからは健康被害の報告はないとする一方、その会社では立て

続けにお客様の信頼を揺るがせて申しわけないとしながらも、そのほかの施設名につい

ては他の会社にご迷惑をかけるので公表はできない、こんな勝手なことを言っているわ

けですね。

さらにまた、農薬などで汚染された事故米を使用して、米でんぷん、つまりメラミン

混入のおそれがあるという菓子などに入った、その商品が５品目、出荷総数が35万3,657

袋にも上がると公表されているところでありますが、これもまた当初の公表数の約7.7倍

で大量の商品がもう既に消費されていると。そうすると我々の口にも入っているんでは

ないかということが懸念されているわけです。

したがいまして、この大手の食材メーカーと取引する際には、国内法に基づいたとこ

ろの証明書を発行してもらって取引をするようにしたほうがよろしいのかと私は思って

おります。

また、お手元のほうに道内で昨年１年間で発生した事故の内容についても差し上げて

ありますように、何といってもやっぱりノロウイルスが一番多いんですね。次にカンピ

ロバクター、ブドウ球菌、シスタミンウイルス、植物性自然毒、腸炎ビブリオ、またあ

るいは酸除剤によって起きる場合もあります。いろんな面でそういったものが起きるも

のですから、何といってもやっぱり衛生管理、これには注意に注意を払って取り扱いを
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していただきたいと思うわけです。互いにそれぞれが法令をしっかり守り、作業に当た

っていただくことに期待をしております。そして、自分たちが働く職場からは絶対事故

を出さないためにも、互いに施設の清掃と防虫・防鼠対策、施設の清掃と防虫・防鼠対

策については、これが一番大事かなと思います。さらには健康管理と清潔で食中毒の予

防に努めていただきたいと思います。

そこで私は、現場で働く調理師さんを初めとする従業員教育は、先ほど一部教育長の

ほうからお話がありましたけれども、まださらに突っ込んでこのような対策をしている

んですよというようなマニュアルで行っているのかを伺いたいわけであります。

以上で２回目の質問を終わります。

●議長（南谷議員） 病院事務長。

●病院事務長（斉藤事務長） それでは、私のほうから検査証明関係含めてご質問があり

ましたのでお答えを申し上げたいと思います。

実は、町内の給食食材の安全検討連絡会議というのを、過去において遺伝子組み換え

食品の問題が上がったときに対策会議をつくっております。この対策委員会が基本とな

って遺伝子組み換えの食品の確認等々を当時行ってきたわけでございますけれども、現

在は今問題となっている中国産だとか、給食食材を提供するに当たっての連絡会議とな

っております。特に先般なんですけれども、９月10日にこの会議を開いたわけでござい

ますけれども、食品安全検査項目を統一しようじゃないかということで、遺伝子組み換

え食品の確認、農薬検査、細菌添加物の状況等について、基本的には検査証明書をきち

んと統一していただこうということで、今進めているところでありますけれども、いず

れにいたしましても、これは中国産に限ってこの対応を今までとってきているところで

あります。

、 、 、ただ それがすべてではありませんので この検査証明書自体は内容が非常に難解で

非常に難しいわけでございますけれども、基本的には今多く使用している製品名、添加

物、基本原料としている食品名11品目を含めて、食品の検査証明について統一を図ろう

ということで今進めている 中であります。

いずれにいたしましても、今まで中国産以前の取り組みといたしましては、各施設ご

とばらばらと言ったら語弊がありますけれども、そういう中で取り組んでまいりました

けれども、それを含めて食品の検査項目を統一して情報交換をしながら物事をしようと

いうことで考えているところであります。また、年に１度この食品安全検査項目につい

ては聴取をして、きちんとこの対応をしていくという考え方を持っているところであり

ます。

以上であります。

●議長（南谷議員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 私のほうから、質問者から健康管理の部分でご質問がござ

いました。
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それで、私ども町の体制としましては、副町長を座長にいたします食中毒予防連絡会

議、これは役場内の会議でございますが、先ほどから出ております町立病院、それから

給食センター、町が持っています各種福祉施設を含めて13の部署が集まって、毎年食中

毒の季節の前にもう一度、１年に１度の基本的な食中毒予防のマニュアルを確認をしよ

うということで対策会議をやってきております。

、 、 、そういう意味で 質問者言われるように 町の関係する施設あるいは給食を提供する

飲食物を提供する施設での予防対策を図っているということでありますし、町民の健康

、 、 。管理の部分で申し上げますと 今年も８月に２回 48時間の食中毒警報が出されました

その都度、防災無線を利用させていただいて、家庭における健康管理、衛生管理という

ものを啓発をさせていただいているということでありまして、こういう取り組みは今後

も継続してしっかり取り組んでいくということで考えております。

●議長（南谷議員） 福祉課長。

●福祉課長（土肥課長） 私からは保育所に限りの研修の体制ということで、さきに１回

目の答弁の中でマニュアルを整備し、その中で食材の扱い、調理の手法あるいは健康管

理、施設の点検といったものを示してございますが、それをマニュアルではなく、どう

生かしていくかということが大変重要と考えておりまして、毎月１回給食会議というも

のを設定してございまして、その中で調理員を含め所長の出席のもと、その衛生管理の

マニュアルをどう周知し徹底するかということで、毎月定期的にその時期その時期で必

要な衛生管理についての守るべき視点という形で、目標を定め会議を開いているところ

でございまして、その中で調理員に対しては種々の手入れや健康状態を毎日チェックす

る自主点検表、それから施設の点検表を毎日使用してチェックをかけ、マニュアルに基

、 。づいた作業や衛生管理ができるよう 毎月１回の確認を行っているところでございます

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） 私のほうからはコンキリエの関係でございますけれ

ども、コンキリエのほうにおきましても、営業という形の中で食品を取り扱っておりま

す。会社のほうといたしましても、この食中毒という部分については非常に慎重にとら

えて、重要なものとしてとらえておりまして、日々管理の中で進めているわけでござい

ます。今お話がそれぞれの施設であったように、コンキリエにおきましても、自主衛生

管理記録表なるものを用意いたしまして、日々のチェックを行っておりますし、それか

ら特に現場で働く従業員教育ということでございますけれども、基本的にはそれぞれの

部門、食品の部門でございますけれども、食品衛生責任者、これがそれぞれ決まってご

ざいます。そうした人方を中心に例えば手洗いの励行、手洗いの方法一つ、こういった

ような部分を含めまして従業員教育に当たっているという状況でございます。

●議長（南谷議員） 管理課長。
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●教委管理課長（須佐課長） 学校給食センターの関係につきまして、私のほうから述べ

させていただきます。

教育長の答弁にもありましたとおり、給食センターの運営につきましては、常に健康

管理に留意しながら、あるいは関係する法令を遵守しながら作業を進めておりますが、

ご質問のありました健康管理、従業員の健康管理についてでありますが、日々当然それ

ぞれの始業時の中でも確認をしておりますが、月２回の検便なども実施をしておりまし

て、万全な健康態勢での作業の従事に努めております。

さらに、ご質問の施設の衛生管理についても、答弁でなされておりますので、以上の

ような形で日々点検をさせていただいております。

国内法に基づいた証明ということでありましたが、給食センターの食品の取り扱いに

、 、つきましては それぞれ食品衛生法に基づいた証明書を徴収して確認をしておりますが

さらにこれから今言われております国外での製造の関係やら、国外で製造された製品が

使われている等々の状況につきましては、さらなるこれからまた証明書の内容について

検討していきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。

●議長（南谷議員） 特老ホーム施設長。

●特老人ホーム施設長兼デイサービスセンター施設長（桂川施設長） 私のほうから従業

員の教育についてお答えさせてもらいたいと思います。

これは町立病院のほうも一緒だと思いますが、毎月給食会議ということで職員が集ま

って勉強会を開いております。そして病院も心和園も委託業者だものですから、委託業

者につきましても専門の職員が来て、こちらのほうは年１回程度だと聞いておりますけ

れども、勉強会を開いてやっているようでございます。

以上でございます。

●議長（南谷議員） ４番、髙橋議員。

●髙橋議員 それぞれの部門でしっかりとやっておられるようにと、私は思いますけれど

も、まず従業員の衛生管理を確認するために従業員教育ですね。先ほど課長のほうから

検便につきましては月２回と言ったけれども、年に２回でいいと思います。年２回程度

の検便をしてもらいたいと。ただ衛生教育については、特にやっぱり身の回りの関係、

これはやっぱり重点的にやってほしいんです。例えば従業員の健康管理については、更

衣室は整備されているか、指定された場所で更衣しているか、また入浴、シャワー等で

身体は毎日清潔にしているか、体の異状、風邪や下痢、その他のことがあったら責任者

に必ず届けると。もちろん調理するわけですから、手袋等についても調理によって皆は

くものが違うわけです。これは私のほうからマニュアルを一応提出してありますので、

それに従って、この食品衛生法に恥じないような作業をしていただければ、まず間違い

はないと思います。

それと、第三セクターの関係でもってこの部分は、魚介類を非常に取り扱っているわ

けですが、魚介類、去年１年間に道内で起きた件数もかなりあるんですね。一応そちら
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のほうにお渡ししてあるのが52年から19年までの資料だと思いますが、行っていないか

もしれないな。これは後から持ってきたから行っていないかもしれないですけれども、

北海道もかなり多いんです。私どもはこういう資料が入りましたら、できるだけ皆さん

方のほうに提供をして勉強してもらいたいというふうに考えております。

町長は先ほども、具体的に食の安全についてしっかりと取り組むんだということで進

めているということであります。食を通して町の発展を考えるときに、また町の経済の

活性化を図るときに、産業の発展からも食の大切さについてしっかりと取り組んでいた

だきたいのであります。あの生ガキからのノロウイルス事故時、被害の大きさははかり

知れない大きな風評被害を受けた貴重な経験をしたところでもあります。食に携わると

ころの調理師さんを初め、従業員各位は高い知識と経験を生かして作業に従事をしても

らいたいと思います。とにかく法令をしっかり守り、消費者の目線に立ったお仕事をし

ていただきたい、こういうことをお願いして、質問を終わります。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） 答弁する前に、まずお礼を申し上げたいと存じます。

先ほど来から質問の中に出ておりましたけれども、平成20年度の釧路地方食品衛生協

会食品衛生講習会等の資料をみずからご提出いただき、我々職員にも配付いただいたと

ころでございます。この点について厚く御礼を申し上げる次第でございます。

何といいましても、やはり安全・安心なまちづくり、私の願いでございます。そうい

う中で公衆衛生というのは極めて重要なものとして認識をさせていただております。

まず１点目は、厚岸の産業は自然産業であるということでございます。そのためには

自然環境との共生を考える。すなわち生産者を含めて環境、きれいな海等々が含まれる

と思うわけでありますが、そういうことを十分に考えていかなければならない、そのよ

うに考えております。

それと２点目は、やはり安全重視の思想、これは個々人が持たなければならない課題

でもある、そのように考えております。それとやはり先ほどからお話ありますとおり、

監視体制の充実、これも も大事なことであると思っております。今日の議論を通じて

さらに安全・安心なまちづくりにしっかり取り組んでまいりたい、このように考えてお

ります。

●議長（南谷議員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 私のほうからは、給食従事者の観察記録の件についてお話しさ

せていただきたいと思います。

、 、 、給食センターにおきましては 毎日本人について７項目 例えば下痢をしていないか

発熱がないか、腹痛はないか、嘔吐はないか、手指顔面等に傷はないか、特に傷等可能

性のある場合についてはすぐに医師の精密検査を受けて、その指示を仰ぐ等の指示も行

っておりますし、それ以外に家族の状況、家族に下痢、発熱、腹痛、嘔吐、感染症等の

疑いがないかどうかというものも毎日確認をする中で、疑いのある者については作業に
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従事しないようにしておりますし、先ほどご指摘のあったように、職場内にはもちろん

汚染ゾーン、非汚染ゾーンという区分をして、その中で同じ人間が両方またいで作業を

しないような工程についてもきちっと確立しているということでございますので、ご理

解をいただきたいと思います。

●議長（南谷議員） 以上で高橋議員の一般質問を終わります。

次に、13番、室﨑議員の一般質問を行います。

13番、室﨑議員。

●室﨑議員 さきに提出いたしました一般質問通告書に従いましてご質問申し上げます。

１点目は、防災についてであります。

今回の防災訓練の内容と成果及び今後の課題についてご説明をいただきたい。

２番目としては、毎年避難訓練というのが行われていますが、この避難訓練以外の防

災訓練というのは、どういうものが行われているか、あるいは町民を巻き込んだ防災訓

練として他に考えられているものがあるかどうか。

３番目として、災害時における行政医療施設の南北の偏在ということがございます。

橋がもし使えなくなったときに非常に施設が偏在しております。これについての対策は

どのように考えておられるか。

なお、これにつきましては、昨年12月議会で一応この問題を出しまして、問題点の洗

い出しは終わっていると思いますので、その後どのように進んでいるかをお聞かせいた

だきたい。

これと関連しますが、このときにも話が出ていますが、行政ですべてができるわけで

はもちろんありませんので、行政と住民の役割分担というものも、きちっとしていかな

ければならないであろうと思われます。その点についてはどのように進んでいるか。

それから、これはもう大分前にも議会で出ていたかと思いますが、湖北地区、特に真

栄、宮園地域の避難路の確保の問題です。低いところから高いところへ至近距離を通っ

て上がるのが一番早いわけですが、この地域は鉄道線路によって分断されております。

また、厚岸駅のそばの袴線橋、これが避難訓練のときには使われておりますが、さあい

ざ地震になったというときに、こういうものが使えるかどうかということについては、

住民の不安も出ております。この点についてはどのような検討がされて、どのように進

められているのか、お聞かせをいただきたい。

また、これは12月議会の答弁の中へ出てきたわけですが、19年11月に立ち上げた検討

会議、支援プランプロジェクトチームというんだそうですが、において今日までどのよ

うなことを検討してきたのか、また、支援プラン作成の進捗状況、それらについてご説

明をいただきたいわけであります。これが１点目。

２点目は、まちづくり地域懇談会についてであります。

今年もまた、まちづくり地域懇談会が行われましたが、この概要についてお知らせを

いただきたい。また、この地域懇談会において出されました町民要望の主な内容、どん

なものがあったのか。そこで出された町民要望は今後の施策展開の中でどのように生か

され具体化されていくのか、この点についてもご説明をいただきたい。
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なお、この地域懇談会について今後の課題というものがありましたら、これについて

も端的にお示しをいただきたい。

以上でございます。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） 13番、室﨑議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の防災について、今回の防災訓練の内容と成果及び今後の課題についてのお尋

、 、 、 、ねでありますが 今年度の防災訓練は 去る９月１日防災の日に 地震と津波を想定し

当日は前線の通過によって天候が不安定な中でありましたが、昨年と同様に午前11時か

ら実施しております。

訓練の内容は、避難訓練を想定し、海岸部を中心に多くの町民に参加をいただいたと

ころでありますし、役場においては職員を避難場所へ配置し、公用車無線による情報伝

達訓練を継続して実施したところであります。今回の避難訓練への参加者数は合計1,861

人となっており、学校での取り組みがふえたことにより、全体では前年度比302人増加し

ているものの、成人階層で前年度比199人減少する結果となりました。参加者を初め多く

の町民には災害時にどのような避難行動をとるのか、自分にとって一番近い避難場所は

どこなのか、改めて再認識する機会になったと思いますし、訓練による避難行動によっ

て経験として蓄積したことが、いざというときの行動に生かされ、地域の方々の先頭に

立っていただけるであろうと期待もしているところであります。

今年度は当日の天候悪化の中、雨具の用意をしての参加を呼びかけたことから、避難

場所に足を運んでいただけなかった方々も相当おられるものと考えますが、過去５年間

の推移では成人階層で増減を繰り返しておりますし、参加者も毎年同じ方という傾向も

見受けられます。いざというときの備えとして訓練参加者の輪を広げるためにも、地域

が主体となっていただくような小規模の訓練の積み重ねも必要であり、今後地域の方々

と知恵を出し合いながら、企画、支援の具体化に努めてまいります。

次に、避難訓練以外の防災訓練についてのご質問でありますが、避難訓練と同時に公

用車無線と携帯無線による情報伝達訓練及び消防署の車両による広報訓練を実施してい

ます。また、午後からの防災訓練では関係機関から228人の参加で、老人クラブ松竹梅友

の会のご協力をいただき、陸上自衛隊、警察署、役場が連携して災害時要援護者を想定

しての搬送訓練を行ったのを初め、被害地区の警戒区域を想定しての交通規制訓練、パ

トカー及び消防車両の拡声器による船舶や釣り人への避難広報訓練、厚岸水難救済会に

よる乗り上げ船舶からの負傷者救出訓練、自衛隊と消防署の連携による倒壊家屋被災者

救出訓練、町立病院看護師と町保健師によるけが人のトリアージ判定、応急処置訓練、

消防団による車両火災消火訓練、赤十字奉仕団による非常食炊き出し訓練を実施してい

ます。大雨の中での訓練となりましたが、参加者は貴重な経験を蓄積されたものと考え

ております。

次に、災害時の行政、医療施設の湖南、湖北偏在対策についてのご質問であります。

地震、津波によって厚岸大橋が通行不可能に至る場合、大規模災害の渦中での行政サ

ービスの維持、継続、特に災害応急対策機能を果たす具体的な行政展開が求められるも
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のとの認識のもと、災害対策本部の判断により、湖南地域現地対策本部を設置できる旨

、を厚岸町地域防災計画の改定時に明記することとして検討を指示しているところであり

この場合、湖南地域居住職員や厚岸消防署職員による組織行動が展開できるよう、現地

本部員の役割分担などとともに、事前の準備として災害時の情報共有のために携帯無線

、 、を湖南地区へ増台配備する方策や 湖南地域の町有車両の結集による機動力確保策など

具体的な計画案の作成取りまとめにも着手させています。

また、医療サービスの維持、提供体制、特に初期救急対応についてであります。湖南

地区公共施設等に応急救護所を設置し、応急救護に当たる医療班を編成して対応するこ

ととなりますが、町立病院医師とも相談させていただきましたが、薬品の分散保管につ

いては管理上難しいとの見解をいただいており、現地での応急処置後医療機関医師によ

る治療へつなげるため、自衛隊には移送のための応援要請を行い、場合によってはドク

ターヘリや海上保安庁のヘリコプターの活用も視野に、災害時の救急救命体制を確立し

てまいります。

いずれにしても、厚岸町の南北を結ぶ厚岸大橋の遮断は、町民にとって非常事態であ

り、そのときの状況を見きわめつつ、職員が臨機応変に的確に行動しながら、近隣自治

体や各団体等関係機関連携のもと、強力に対策を推進してまいりたいと存じます。

次に、行政と住民の役割分担でありますが、町民の生命、身体及び財産を災害から保

護するため、行政においては総合的な機能を分担しつつ、公の実施体制を確立し推進す

ることでありますし、事例によっては行政と住民が連携して進めることはもちろん、住

民個々が自分の生命、財産はみずから守るためには、各自が参画し、行動していただく

ことも必要であり、これらの取り組み要素がお互いに作用し合って、総合的な防災体制

が構築されるものと考えております。

地震、津波から身を守る行動は、町民にとって特に重要であり、行政などが現地対応

する時間的余裕のない中での避難行動が必要となります。そのため、自力で避難するこ

とが困難な方々に対する安否確認や避難支援には、どうしても地域の力が必要になって

きます。これまでも、自主防災組織や自治会活動の中で、近隣の独居老人宅の安否を確

認するなど、自発的行為がとられている地域もありますが、こうした支援を必要とされ

ている方々への対応強化に向けては、行政と地域との連携が必要と考えています。

なお、地域での自主防災組織は現在15組織あり、町の防災訓練にあわせ自主的な訓練

を積み重ねているところでありますが、多くの組織が積極的な活動に取り組むことがで

きるよう、行政としてもさらに支援を強化していく必要があります。

中でも、災害時要援護者の安否確認が優先されますが、個人情報保護の問題などがあ

り進まない要因となっていますが、正しい個人情報の取り扱いについての情報提供や強

力も必要であると考えております。

また、各自治会における組織実態に沿った組織づくりや、日常的な隣近所の助け合い

の延長的なチームづくりから始めてもらうなど、組織づくりにこだわらない地域の防災

対応についても支援を進めたいと考えております。

次に、湖北地区、特に真栄、宮園地域の避難路の確保でありますが、住民の生命また

は身体を保護し、災害の拡大を防止するため緊急避難場所を指定していますが、質問者

がお話ありましたとおり、特に真栄、宮園地域については、厚岸町の地域的特長から、
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急傾斜地の中に、国と北海道の道路用地に挟まれたＪＲ北海道の線路敷地があることに

よって避難ルートが分断されており、直線的には高台へ避難できない状況にあります。

ＪＲ北海道に対し、避難路の設置について要請を行っておりますが、ＪＲ北海道は、

所有地内に新たな施設や構築物の設置を認めないとの立場であります。このことから、

現時点では具体的に避難路を確保するに至っておりませんが、傾斜地にある国と北海道

の用地の活用を含め、鉄道敷地の利用についてどのような状況が確保されれば避難路と

して活用が可能なのか、ＪＲ北海道釧路支社及び国と北海道の関係機関に対し、具体的

に相談してみたいと考えておりますし、この件につきましては、地元住民の意向も大切

な要素でありますことから、自治会とも協議させていただき、ご意見をいただきながら

方向性を見出したいと存じます。

次に、19年11月に立ち上げた検討会議における今日までの検討内容及び支援プラン作

成の進捗状況についてのお尋ねですが、災害時要援護者と言われる方々に対応した施策

については、昨年12月の第４回定例会でお尋ねがあり、その際に、北海道が策定した災

害時における高齢者・障害者等に対する支援対策マニュアルを踏まえて、厚岸町版の災

害時要援護者の支援プランを策定するため、昨年11月13日に関係課に検討会で作業をス

タートさせたこと、さらには、取り組む課題として幾つかのご提起もいただきながら、

プランの素案については平成20年度中に形になるものにしていきたいと説明させていた

だきました。

検討会の事務局を保健介護課としておりまして、検討会におけるプランのたたき台の

案を保健介護課で作成し、このたたき台の案のもとに、作成手順、スケジュール、各課

での取り組み課題の洗い出しなど、次の検討作業を進めることにしておりました。

ご質問の検討会議における今日までの検討内容についてでありますが、検討会議事務

局におけるたたき台の作成作業がおくれておりますことから、関係部局での検討会議が

開催されていない状況にあり、プランの素案を年度内にまとまるため、作業のスピード

アップを図るよう再度強く指示したところであります。

支援プラン作成に当たっての検討課題の大きな項目は、さきの一般質問でのご意見に

もありましたが、第１に、個人情報の取り扱いであり、第２に、厚岸町防災計画におけ

る支援プランの位置づけ、整合性の問題が出てまいります。ここでは仮に、要援護者台

帳とさせていただきますが、要援護者の個人情報の収集段階では、いかに行政機関とい

えども自由に集めることのできない情報であり、世帯情報、身体等の情報、高齢者や障

害者の保健福祉サービス情報など、必要な情報について厚岸町個人情報保護条例の規定

に基づき、審議会の意見をいただかなければなりません。

また、要援護者台帳の情報を利用する場合に、個人情報の外部提供についても同様で

、 、 、 、 、あり 消防 自主防災組織など 民生児童委員 地域の支援組織などに提供できるもの

できないものの選別について、台帳整備前の手続として条件整備が必要になります。

また、厚岸町防災計画との関係では、要援護者支援プランが、安否確認や避難誘導で

終結するものではなく、避難が長期化する場合の避難所における要援護者への支援まで

を想定しておりますことから、防災対策本部や医療機関、社会福祉関係団体・事業所、

地域防災組織等との関連が出てまいりますので、防災計画との整合性について、支援プ

ランがまとまった以降の作業も視野に整備していく必要があるところであります。
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災害時要援護者支援プランは、災害時において適切な防災行動をとることが特に困難

な方への支援を対象にして作成するものでありますが、それだけに、対象となる方みず

からの地域との交流や、地域において日常的な見守りやかかわりが重要であります。そ

れだけに、支援プランをよく理解していただくための周知も含め、支援プランの策定を

図ってまいります。

次に、２点目のまちづくり地域懇談会についてお答えいたします。

本年度実施したまちづくり地域懇談会の概要でありますが、町民参加のまちづくりを

進めるため、町が進めている計画内容を広くお知らせし、皆さんの意見を聞かせていた

だくとともに、将来のまちづくりに対する意見や提言を求め、町と町民とのよりよい関

係を築こうとするものであり、町からは私を初め副町長、教育長及びすべての課長が出

、 、 、席をし 直接対話を進める中から 地域の課題を把握しさらに認識を深めることとして

自治会ごとの開催により地域の集会施設29カ所で実施したところであります。

６月26日から９月16日までの実施期間中、会場へ足を運んでいただいた方々は全体で

339人であり、前回平成18年度に比較して37人減少しています。

懇談会はおおむね１時間30分程度で、町からの情報提供として第３次財政運営基本方

針と第５期厚岸町総合計画の２つのテーマを担当課長から説明させ、その内容について

質疑や意見をいただき、その後、地域から提出された要望や町政全般について意見交換

を行いました。

まちづくり地域懇談会の中でいただいた意見や質問の主な内容でありますが、職員及

び人件費の削減、収納率や町民負担など財政や財政運営基本方針関係で36件、雇用対策

や若者の定住など総合計画・まちづくり関係で32件、施設増床や患者輸送バスなど高齢

者・障害者福祉関係で25件、除雪、防犯灯、歩道、公園の整備など道路・河川関係で20

件、行政全般にわたる広範囲な分野において合計163件の課題で意見交換がされたところ

であります。

これらの要望については、役場が直営で行える案件や、緊急度の高い案件などについ

ては会場での即時対応に努め、確認や他の調整が必要な案件は持ち帰っての対応を指示

したところであります。また、財源対策を要する案件については、優先度を見きわめつ

つ財政確保策を講じながら、３カ年実施計画への位置づけの可能性について検討させた

いと考えています。

また、第５期厚岸町総合計画のテーマに関して、参加者からいただいた声につきまし

ては、今後のまちづくりに対する貴重な意見や提言ととらえているところであり、さき

に実施している町民意向調査や町民各団体等からの提言及び町民個々からいただいてい

るまちづくり提案カードでの意見と同じく、現在進めている総合計画の策定作業におい

て十分な検討を行い、計画づくりに生かしていきたいと考えています。

なお、まちづくり地域懇談会についての今後の課題でありますが、資料でお示しさせ

ていただいたとおり、全体では参加者数、参加率とも減少傾向を続けています。一人で

も多くの方々に会場へおいでをいただき、私や役場職員の考え方を聞いていただきたい

、 、と考えますし 直接意見交換を行うことによってまちづくりへ参加していただくことは

協働のまちづくりの一つでもあります。

今年度の実施過程では、産業活動の 盛期での開催であったり、話題の提供内容が難
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しいとの印象を与えたことなど、幾つかの要因が考えられるところでありますが、取り

組んでいただいた自治会からも率直なご意見を寄せてもらいながら、今後においての開

催のあり方を検討してまいりたいと存じます。

以上でございます。

●議長（南谷議員） 本会議を休憩いたします。

13番、室﨑委員の再質問は再開後、３時半とさせていただきます。

午後２時58分休憩

午後３時30分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

13番、室﨑議員。

●室﨑議員 １回目のご答弁をいただいたところで終わりまして、２回目の質問に入りま

す。

まず、この通告書の順番に沿って言っていこうと思いますが、海岸部を中心に多く人

が参加してくれたわけです。この人たちは経験を蓄積して、いざというときの行動に生

かされていくであろうといろいろ書いているんですけれども、資料として参加人数の状

況というものをいただいたら、学校とか消防とかいう団体はちょっと別にして、一般家

庭でいうと2.5％なんですよ。2.5％の参加をもっていろんなことを言って、この数字を

前にするとちょっとむなしいんじゃないかなというのが偽らざる印象なんです。

それで、こういう避難訓練については、町としてはどの程度の人が参加してくれるこ

とをもってよしと考えているのかということです。それよりも、いや、2.5％、２％もあ

ればいいんだと思っていれば2.5％の参加は大いに結構なんだけれども、そうでもないだ

、 、ろうなと思いますので そのいわばこのぐらいの人が参加してほしいというものよりも

うんと少なければどうやって参加者をふやしていったらいいのかという話に入っていく

と思いますので、その点についてをまずお聞かせをいただきたいと思います。

それから、避難訓練以外の防災訓練というものでもいろいろ当日に行われた避難訓練

。 。以外のメニューについていろいろとご答弁をいただいた これはこれで大いに結構です

それで、多分にこの防災の日というのは住民に対する啓蒙という意味を含んでおります

から、こういういろいろなことをやって見せる。そして、こういうふうにやるんですよ

ということを見せるという意味で、こういうことは非常に有意義だと思います。

ただ、それだけに限らず私が聞きたかったのは、ちょっと書き方がそこまでを読むこ

とができないような簡単な書き方で悪かったんだけれども、例えば一回一回山の上まで

、 、上がらなくても 家の中でできる訓練ではこんなことがありますよというようなことも

これからは考えていく必要があるんじゃないかということなんです。すなわち、私を初

めとして、今日はあそこまで行くのはおっくうだなと思っている人間でも、当日家族み

んなでこういう訓練をしましょうというようなメニューを提示してもらってできるとい



- 53 -

うようなことも、この2.5％の参加の中ではやっぱり工夫をしていく必要があるのではな

いかというふうに思われます。

後から話をする声がけとかいろいろなことが、その支援プランの中でも考えられるよ

うですが、そういうものを各自治会が考えてやるというようなことだってあり得るでし

ょう。あるいは、ぐらっと来たときにどうするのかということを一、二の三で家の中で

やってくださいというのもあるでしょう。いろいろなメニューが考えられるんじゃない

か。

当日、私は今回も行きました。山の手自治会の皆さんが非常に献身的に飲み物まで用

意してつくってくださった施設のところまで逃げて避難をいたしました。そこで冗談で

言ったんですが、いや、津波が来るのが速かったと見えて、うちの自治会ではこのわず

かな人しか逃げ延びられなかったんですねと、お互い無事でよかったですねと言って笑

ったんですけれども、その程度の人間しかいなかった、これは事実です。そういう中で

何かいろいろ考えられないかということです。

それから、南北偏在の問題については、12月に問題点の洗い出しというようなことで

この議会で言わせていただきまして、今回の答弁の中ではそのときにこういうことを検

討する取り組みを進めていく云々というような話を随分とおっしゃっていた。それらが

ここで非常に具体的に出てきているので、大変ありがたく心強く思っております。

ただその中で、ちょっと１点だけ、そのときに出てきていたものとの関係で申し上げ

ますと、この例えば橋が使えなくなったときには湖南地区在住の職員がそれぞれの持ち

場に走って、いわば第２本部が湖南地区に設置されて動くんだというお話をされている

のだが、例えば午後６時以降とか、朝８時前だったらいいんですよ。７時半前と言った

ほうがより正確かな。ところが日中、例えば今のような時間に来ますと、職員は数名し

、 。 。 、かいないんですね 湖南地区には 特別なイベントでもあれば別でしょう そうすると

その人数の中で何をするかということになると、これは大変厳しい状況が待っていると

思われる。そのことはこのときに申し上げた。それについて、当時の、当時というほど

前ではないな、去年の12月の議会では担当課長はお答えになっておりまして、数名の職

員のみということになる。それで、いろいろ今までも言ってきたけれども、いざという

ときにはそれぞれの地域がみずからの中で動いてもらわなきゃならないんだ。したがっ

て、そういう指導、啓蒙ということを徹底していくんだと、そういうような取り組みを

進めていくんだというふうに答弁なさっておりますが、どういうふうに取り組みを進め

てきたのかということが１回目の答弁の中にはなかったので、これについてもお答えを

いただきたいわけであります。この行政と住民の役割分担という部分は、それとも絡ん

でくるわけですね。

それから５番目、湖北地区、特に真栄、宮園の避難路の確保ということについては、

これは何回か議会で既に、この前の議会とか１年前とかというとちょっと私も記憶がな

いんですが、何回か既に議会にも出ておりまして、担当者の皆さんは十分に承知してい

らっしゃると思います。ただ、毎回同じ答弁なんですね。毎回同じです、この話を聞く

と。ＪＲ側が鉄道用地には何もつくっちゃならんと言って、もう話にならないんですと

いうところで終わりなんですよ。だけれども、その後、こういうことを言ってこうなっ

たというような具体的な話も聞いたこともない。
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それで今回、今までがどうのこうのという話をしても余り生産的ではないので、これ

からに向かっての話でお聞きしますが、これは私も二、三度、私自身も言っていると思

うんですがね、踏切をつくられちゃ困るというふうにＪＲは言うんですよ。何も踏切な

んかつくる必要はないんですよ。線路の向こう側から山に上がる道をつくっておいてく

れればいいんです。それだって、別に舗装道路でも何でもない、今だと人の背ぐらいな

ドンガイが、イタドリというのかな、それが入っていますからね。それをちゃんと刈っ

て通れるようにしておいてくれればいいんですよ。それで、なおかつ線路によって遮断

されているんならまだいいんですよ。鉄道用地の民地側にずっとフェンスが張られてい

まして、物理的に乗り越えることが不可能なんです。ですから、いざというときに、そ

のイタドリがえらく生えているところをかき分けてでも上がりたくても、線路の中に入

れないんです。だから、そういうときには、ふだん施錠してあるものをそれこそバット

のようなものでたたき壊してでも、そこのところを通れるような非常用の避難路、こう

いうものをつくることすらＪＲは一切まかりならんと、津波に飲まれて住民が死のうと

も、鉄道事故さえ起こらなきゃいいんだとは言わないと思うんですよ。そういう意味で

お願いしたい。このフェンスというのは、宮園からずっと真栄を通じていってますよ。

私の家の裏の所もずっと入っています。そういうものを現地を確認しながらどうするか

ということを考えてください。それから、駅のそばの陸橋がありますね。そこを通って

今回も私どもは山の手のやまびこ会館に行ったんですが、その時に一緒に階段を上がっ

ていく皆さんが、震度６とか７とかの時に、これ、もつんだろうかと言った。口々に。

私は思います。この、架橋そのものは壊れることはないと思っています。でも、地面と

の付け根のところは、揺れ方が違いますから、破壊される可能性は非常に高いですね。

そうすると、実質上その袴線橋に上がることは不可能になります。そういうときにどう

するかということです。

それから、この支援プランに関しては何ら中身のない答弁だと言わせていただく。

いや、こういう問題があって大変なんですよと、でも大事だからやらなきゃならない

とは思っています、これで終わりですね。でもね、こういう支援プランをつくってどう

とかしたらいかがですか、やってくださいと私言ったんじゃないんですよ、12月議会で

。 。 、は あなたたちのほうがこういうものを始めましたと言っているんですよ そうしたら

、 、個人情報保護法のどうのこうのというようなことを言っていますけれども 保護条例か

そんなことは当時からわかっていることでしょう。今になってえらくおくれていますと

いう話の理由にはなりませんよね。そんなこともわからないで、あのときに答弁したの

かということになってしまいますから。

、 、 、 。 、それから このときの答弁では 12月ですよ 前年の 今年度中にたたき台を作成し

来年度において支援プランをつくるんだというふうに明言していますよ。おくれており

ましてというような話を、３月議会で聞いたんならいざ知らず、今９月ですよ。どうい

うことなんですか。結局話だけですか。いつになったらまとまるんですか。

それから、ちょっとすみません、前後して。

、 、 、このＪＲに関してでも 一応のめどをいつごろまでにつけるのか この点についても

、 、相手のあることだからというのはわかりますが こちらの腹づもりとしてはどうなのか

その点についてもお聞かせいただきたい。
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それから、今回の中で、私も前回の議事録をもう一度読み返してみたんですが、前回

のときにやっぱり耳から入っていて、そこまで気がつかなかったんですが、この支援プ

ランなるものは、防災計画とどういう関係になっているのか、それから、防災会議とこ

のプロジェクトチームなるものはどういう関係にあるのか、どうもここの答弁を聞いて

いますと、防災会議との役割分担が出てくるのかなというふうに思っておりましてとい

うような言い方をしているんですね。そうすると、全く別個のもので、そしてなおかつ

連携が必要だと思っておりますというから、これ全然別個なんですね。そういう並列的

なものとして連携を要するものとして考えているのかどうか、この点を明確にお答えい

ただきたいんです。

、 、 、そして 後には これは質問というか提言というか よくわからないんですけれども

実はご存じのとおり私、社協の理事もしておるんですが、今社協の中でもこういういわ

ゆる要支援者というんですか、災害時要支援者というんですか、こういう人たちに対し

て、今まで阪神大震災から始まって大きな地震が本当に矢継ぎ早に来ていますよね。東

北地方にも幾つか来ました。そういうときの対応の中で、それぞれ現地の社協というの

、 。が そういう災害時要支援者のために非常に目覚しい働きをしている例があるんですね

それで、社協としてもそういう点もきちんとしていかなければならないものでどうしよ

うという話が理事会やあるいは、それ以外の会議でもぽつぽつ出ます。

それで、こういうものの中に、役場の中だけじゃなくて社協とかそういう外縁部とい

うか外郭団体というのか関係諸団体というのか、そういうものもオブザーバーでも何で

も結構ですから、入れて総合的に役割分担を考えてもらいたいなと、そうすることでよ

り充実するんじゃないかというふうに思いまして、これは想定外というか、思えないと

いうか、その程度のことにしておきます。

それから、まちづくり地域懇談会なんですが、これも先ほどの資料と同じように非常

に結構なお話が随分出ているんですけれども、結局は参加者なんですよ。参加者が３％

なんですね。３％を前にしていろいろな意見を出してもらった。そしてそれを町政に生

かしていくんだと言っても、余り説得力が見られないんじゃないかというふうに思うわ

けです。一方にはもちろん積極的に評価をしている声もあります。ただ、そういう話を

今並べてみても余り役には立たないと思いますので、大変失礼だが耳ざわりな話だけを

言いますと、結局参加者が少ないということは、町民のこのまちづくり懇談会に対する

評価そのものではないのかという厳しい意見が一方にございます。また、参加人員を集

めるためにへとへとだという自治会長さんの声は、一人や二人から聞いたものではござ

いません。そういうものをきちんと受けとめながらどうするかということを考えていく

ことが非常に大事でないかと思いますが、その点はいかがでしょうか。

個々具体的なところでは、実際に話し合っていろいろ出てきたものについて、１回目

の答弁で出たような形できちんと処理をされていくというふうに思いますので、その点

については評価した上で、よりよいものとしていくためにということで、この点をお聞

きします。

以上で２回目の質問を終わります。

●議長（南谷議員） 総務課長。
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●総務課長（豊原課長） お答えをさせていただきたいと存じます。

多岐にわたりましてご指摘をいただきましたが、防災訓練の参加目標の問題でござい

ます。どのぐらいに町は設定をするのかということでございますが、高ければ高いほど

よろしいわけなんですけれども、現状の中ではなかなか壁があるだろうなというふうに

感じているところでございます。今回の取り組みの中でも、いろいろな企業、そういう

ところから避難訓練には参加できない、だけれども、何か違うことをやってそれでもい

いのかというようなお問い合わせというのが何件かいただきました。例えば朝礼のとき

に、今日は町でこういうことが行われると、お客様がいらっしゃったときにどういう対

応をするのか、常々決めているけれども、それを再徹底したいんだと、そういうような

取り組みでも参加したというふうに見てもらえるかというような具体的なご相談をいた

だいた事例もございます。そういうことも一つの取り組みとしてカウントをすれば、そ

れぞれの企業あるいは家庭でいろんなことができるのかなというようなことを考えてい

たところでございまして、そういうような、よりきめの細かい取り組み、こちらからこ

ういうことも、こういうこともというようなメニューを提供する中で、その中から皆さ

んに選んでいただいて、うちはこういうことをやったよと、こういうことで参加したよ

というようなことでのご報告をいただければ、もっとその取り組み自体がユニークで、

そしてもっと広がるのかなというような感じを持っていたところでございまして、そこ

ら辺について、もう少し具体的にしてまいりたいと思いますし、現在やられていること

につきましても、これはこれでまた意味のあることでございますので、それも追求しな

がらという形で考えてまいりたいなというふうに思っております。

それから、南北問題の関係でございます。日中の対応状況、これにつきましてご指摘

のとおりでございまして、大変厳しい状況が考えられるところでございます。その中で

、 、役場が体制を組む前に地域の中でどうやっていただくか 実はこの部分につきましては

私どもいろいろ行政として、まずはどうしなければならないかというようなことに作業

の主力をとられておりまして、後ろのほうに行ってしまっているというのが現実でござ

。 。 、います この部分については重要な内容でございます 地域の皆さんができるだけ早く

できるだけ高いところへ移動していただいて、みずからの命を守る、これは重要なこと

でございますので、具体的に方向性を出していかなきゃならんというふうに思っており

ます。もう少しこの部分についてはお時間をいただければなというふうに思うところで

ございます。

それから、湖北地区の避難路の問題でございますけれども、実はフェンスの実態につ

いては、私も状況を見させていただきました。これは大変な状況になっているなという

ことで実感をいたしたところでございます。ＪＲの考え方、なかなか変えるということ

が大変な状況にあるわけでございますけれども、こちらのほうでこういう場合はどうな

のかという具体的なメニューを提示しながら、一つ一つ確認を積み上げていって、その

中からできることが何なのかというのをお互いに確認できれば、それはそれで一歩前進

なのかなというような立場をとっておりまして、そういうことで、もう少し具体的にし

ながら相手に交渉をしてみたいなというふうに思っているところでございます。めどは

いつなのかということでございますが、本当に相手のあることでございますし、これか
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ら具体的な内容を詰めながらということでいこうと思っておりますので、もう少しこの

部分についてはお時間をいただければなと考えているところでございます。

それから、袴線橋がもつかどうか、厚岸橋が落ちるご心配もあります。同様にあそこ

も落ちるか落ちないかというのは心配な部分でございます。そういうとき、そういうと

ころで破壊されたというようなことになりますとどうするか、線路に入る入り口がどこ

に設けることができるかということも重要なことでございますけれども、現在でもあい

ているところが多少は遠いですけれども、あることはあると。そういうところを利用し

ながら緊急避難的に警報が出たときは通行していただくというようなことも、場合によ

っては必要なのではないのかなと、その部分についてはＪＲとも十分詰めながら、地域

の皆さんにもそういう重要な情報でありますので、それについては共有するような方策

を考えながら対応していきたいなというふうに考えているところでございます。

それから、防災計画とそれから防災会議の関係でございますけれども、支援プランが

できたときには、この防災計画に載せていくというような方向になるわけでございます

けれども、その段階で防災会議のメンバーの方に提案をし、そして内容を吟味いただく

ということになってまいります。プロジェクトチームについては作業チームということ

でございまして、防災会議とプロジェクトが並列するという押さえではなくて、そうい

う押さえをしているところでございまして、事務局同士が連携をするということは重要

だなという認識でおるところでございます。

それから、社協の位置づけでございます。関係、町の取り組みを進める上で大変力強

い働きが期待できる団体でございます。そういう点では、例えば将来的に防災会議のメ

ンバーとしてどうなのかとか、あるいは具体的に個々の問題で、例えば先ほど提案ござ

いました湖南地区の対応の中でどうすべきなのかということを町と社協が具体的にお話

をして、例えば機動力の問題で車両を借りるというようなことも、場合によっては出て

くるのかもわからない。そういうときには、いざというときにそういうような対応がで

きるように、事前にいろいろ相談していく必要があるだろうというようなことで、一つ

一つ積み上げ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。

それから、町懇の参加者の関係でございます。いろいろご指摘をいただきました。そ

の中で私どもといたしましては、広報広聴というような立場で町民の皆さんに町が考え

ていることを知っていただく、そういう重要な役割を果たすものだなというふうに思っ

ているところではございます。ただ、本当に自治会役員のご苦労というのは私どもの耳

にも入っております。そういう点では、今回いろいろ懇談の中で出されました意見、ま

とめましてお返しする中で、実はアンケートをやってみようかなというふうに思ってお

りまして、その中でいろんなご意見をいただいて、それに基づいてどういう方向がいい

のか、そこら辺について検討を加えてみたいというふうに考えているところでございま

す。

●議長（南谷議員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 要援護者支援プランの関係でご指摘いただきました作業が

おくれていることについての中身についてお答えをさせていただきます。
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質問者おっしゃるとおり、昨年の12月の段階で事務局を担当しております保健介護課

のほうから、このプランについては19年度中にたたき台をつくって、20年度中に素案と

いうものをまとめていきたいというふうにお答えをしております。それで、現在事務局

を担当させていただいている私としまして、作業がおくれておりますこと、まことに遺

憾でございます。おわびを申し上げたいと思います。

今回も町長からの答弁をさせていただいたとおり、年度内にいわゆる20年度中にこの

プランの素案というものをまとめろということで、再度強い指示をいただいているとこ

ろでありまして、年度内にプランの素案というものを当初の予定のスケジュールとして

私ども頑張って、まずたたき台を作成をし、それによって関係部局の検討をさらに詰め

ていくという作業を、素案作成までの段階として年度内にまとめたいという予定で今お

ります。

おっしゃられたとおり個人情報の問題、非常に重たい部分もありますけれども、基本

的には行政が一方的に個人情報保護の審査会にすべてを託して、一方的に集める情報だ

けでもない。いわゆる対象となる方々から寄せていただく情報も、私どもとしては個人

の管理台帳の中に記載をしていく必要があるというようなこともあわせて考えておりま

す。そういう意味で、台帳に収集すべき情報は何と何ということを早い段階で明確にし

ながら、個人情報の審議会のほうにも意見をいただく作業を進めながら並行してたたき

台の作成、それから年度内の素案の完成というものを目指して今進めていきたいという

ことを申し上げさせていただきたいと思います。

●室﨑議員 あと何分ですか。

●議長（南谷議員） あと４分です。

13番、室﨑議員。

●室﨑議員 時間がないので１点だけお伺いしますが、ＪＲについては相手のあることだ

からめどと言われてもということですけれども、またこういうようなことをやってこう

いう回答があって、こういうふうに進んでいるということを、どこかでもって議会のほ

うにも示していただきたい。

それから、その支援プランなるものについても、完全確定じゃなくてある程度のまと

まったところで議会のほうに示していただきたいんです。せめて厚文に示していただき

たいと、そういうふうに思いますが、いかがでしょうか。

●議長（南谷議員） 総務課長。

●総務課長（豊原課長） ＪＲの関係につきましてお答えをいたします。

具体的にＪＲと相談をして、いただいた内容、回答等につきましては地元にお伝えす

ると同時に、やはり何らかの形で議会のほうにも中間報告をさせていただくというよう

なことを考えてまいりたいと存じます。
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●議長（南谷議員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） お話のありました支援プランの提示については、おっしゃ

られる対応を心がけてやってまいりますので、ご理解いただきたいと思います。

●議長（南谷議員） 以上で13番、室﨑議員の一般質問を終わります。

本会議を休憩いたします。

午後４時02分休憩

午後４時04分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

10番、谷口議員の一般質問を行います。

10番、谷口議員。

●谷口議員 本定例会一般質問に当たりまして、通告しておりました２件についてお伺い

をいたします。

まず初めに、燃油高騰についてお伺いをいたします。

原油や穀物の急騰が国民の暮らしと営業に大きな打撃を与えております。特に生産コ

ストに占める燃料代や飼料代などの割合が高い農業、漁業などは存亡の危機にさらされ

ていると思います。厚岸町は漁業、農業が中心産業であります。原油の異常な高騰によ

り燃油、飼料、生産資材など軒並み値上がりし、大きな打撃を受けておりますが、これ

に伴う地域産業の現状がどのようになっているのか、その対策はどのように行われてい

、 、 、るか 現在までの対策について また町としてどのような取り組みを行ってきているか

お伺いをいたします。

次に、矢臼別演習場における米海兵隊の実弾砲撃訓練と特定防衛施設周辺整備調整交

付金に伴う事業についてお伺いをいたします。

矢臼別における在沖縄米海兵隊の実弾砲撃訓練の日程は、11月中旬から12月中旬に行

われることが、去る７月２日に発表されておりますが、現在まで厚岸町にどのような情

報が入っているのか、今回も小火器の訓練を行うことになるのか、訓練内容の拡大など

とともに、米兵の規律の問題もあり、訓練地の町としての対応とこの訓練を引き続き容

認していくのか、住民の問題を考えますと中止を要請すべきと思いますが、お伺いをい

たします。

次に、特定防衛施設周辺整備調整交付金に伴う本年度の事業と今後の見通しはどうな

っているか、お伺いをいたしまして、私の１回目の質問といたします。よろしくご答弁

お願いいたします。

●議長（南谷議員） 町長。
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●町長（若狹町長） 10番、谷口議員のご質問にお答えいたします。

まず、１点目の燃油高騰に伴う地域産業の現状はどのようになっているのか、その対

、 、 、策はどのように行われているかのお尋ねで まず厚岸町は漁業 農業が中心産業であり

原油の異常な高騰により燃油、飼料、生産資材など、軒並み値上がりし大きな打撃を受

けているが、現在までにどのような対策がとられているのか、町としての取り組みにつ

いて伺うとのご質問でありますが、このたびの国際的な規模での燃油高騰は、漁業や農

業ばかりでなくあらゆる産業を直撃しております。まず漁業についてですが、漁業で使

用される燃料のうち、Ａ重油はサンマ漁船やコンブの乾燥機、軽油は５トンクラスのカ

ニかごなどの漁船、ガソリンはコンブ漁などの船外機船、灯油については倉庫や乾燥機

で使用されております。その中で も使用料の多いＡ重油は、昨年より４割上昇し３年

、 、前の価格の1.9倍となっており 漁協の協力により町内漁業者の影響度を試算したところ

平成19年の取り扱い金額を基本に、平成20年７月までの使用実績と８月以降は19年と同

じ量を使用するとして推計したところ、Ａ重油だけでも8,773万円の負担増となり、ガソ

リン、軽油、灯油を合わせた合計では１億3,700万円となり、このほか、漁協以外から個

、 、別に取引されていると思われる燃油も含めると 影響額はさらに膨らむものと考えられ

加えて漁網などの生産資材の高騰もあり、非常に厳しい経営状況に置かれているものと

認識しております。

一方、酪農情勢では、農協がまとめた町内酪農家の営農計画集計金額に対して、燃油

高騰のより経営費は2,655万円増額すると試算しましたが、直接的な燃油価格の高騰は、

牛のえさとなる配合飼料の高騰や、草地にまく肥料の価格、さらには農業資材の価格に

影響しており、猛烈な値上げ攻勢は酪農経営を一層圧迫している状況にあります。特に

配合飼料価格は平成18年７月にはトン当たり４万2,600円だったものが 本年７月には1.3、

倍の５万7,400円になっており、さらにトラクターなどの燃油高騰も平成17年度対比1.4

倍の価格となっております。また、農家の経営状況を示す指標である農業物価指数で、

平成17年を100とした場合 今年５月時点では配合飼料 軽油など光熱動力費いずれも136、 、

と大幅アップとなり、一方、乳価は今年４月道内で実質７％アップにとどまり、農家収

入減の１割を占める乳牛の雄の個体販売価格は89に下落している状況にあります。

次に、国の漁業対策でありますが、国は７月28日、燃油高騰水産業緊急対策を決定し

ました。事業の柱は６項目、総額745億円で、漁業者が求めていた燃油費上昇分を国が実

質的に補填する新たな支援策80億円が盛り込まれたところであります。これは省エネに

取り組む漁業者グループに対し、燃油価格の上昇分の９割を補填する制度で、現在漁協

では全組合員を対象に意向調査を行い、希望のあった約４グループ70経営体分について

既に申請を行い、残りの２グループ約100経営体分の申請準備を進めております。

また道では、この漁業用燃油の価格高騰などによる経営の悪化により、漁業近代化資

金の償還が困難となった漁業者に対し、１年以内の償還期限の延長を実施することを決

定いたしました。これを受けて漁協では、漁業近代化資金の償還の残高を有している漁

業者63軒に対して意向調査を行ったところ、希望者がおられず、この制度の活用は見送

ったとのことであります。

当町におきましても、道が行うこの漁業近代化基金の償還延長を希望する漁業者に対

し、町が独自に行っている利子補給についても、償還延長に伴う利子の増額支給対応が
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できないか検討を進めていたところですが、さきの漁協による意向調査の結果、需要が

ないということから検討を見送ったところであります。

一方、農業におきましては、経営に深刻な影響を与えているとして、国は例年より１

カ月早く本年２月に緊急対策を決定いたしました。しかし、引き続き予断を許さない状

況にあることから、本年６月にさらに総額738億円とする追加対策を決定したところであ

ります。

決定された追加対策の内容は １つ目として 加工原料乳生産者補給金単価を 昭和41、 、 、

年の法施行以来初めて期中改定され、キロ当たり30銭増額し11円85銭で７月から適用さ

れることになりました。２つ目には、配合飼料価格安定制度について、家畜のえさとな

る飼料価格の上昇分の一部を補填する制度を見直して、安定運営を確保することとなり

ました。３つ目は、経営安定対策の自立強化として酪農緊急経営強化対策が新規に創設

され、自給飼料の生産拡大や飼養管理の改善に取り組む搾乳農家に対して、経産牛１頭

当たり年5,700円が交付されることになりました。これらの対策は町内の搾乳農家が対象

となるもので、農協が窓口となって、各農家の経営状況に合わせた支援対策が取り組ま

れております。

管内市町村における支援対策の取り組み状況についてでありますが、漁業、農業とも

に、総じて既存の振興対策と助成措置を継続実施する状況であり、新たな振興策につい

ては、今後の情勢に応じて対策の必要性について検討するとのことであります。

当町におきましても、今後の推移を見きわめながら対応を検討してまいりたいと考え

ますので、ご理解いただきたいと存じます。

続きまして、２点目の矢臼別演習場における今年度の米海兵隊の実弾砲撃訓練と特定

防衛施設周辺整備調整交付金に伴う事業についてお答えいたします。

まず、今回の訓練日程と情報、訓練内容についてのお尋ねですが、矢臼別演習場にお

、 、いて本年度実施される訓練は 質問者ご承知のとおり７月２日に公表されておりますが

その内容は、11月中旬から12月中旬を部隊の展開期間として予定し、訓練の具体的な日

程等については、今後日米間において調整を行い決定するというものであります。その

後、具体的な情報は一切示されておらず、このたびの訓練部隊の規模や人員、車両数を

、 、 。初め 機関銃などの小火器の射撃訓練の実施についても 現在のところ不明であります

次に、訓練時の町としての対応についてのお尋ねですが、１つ目の対応としては、訓

練実施計画が明らかになった時点で、関係４町と北海道で構成する矢臼別演習場関係機

関連絡会議の行動に積極的に参加し、米海兵隊の高度の規律維持や、関係４町の共通の

課題解決に向けて、北海道防衛局への要請活動を行うこととしております。

２つ目の対応としては、訓練スケジュールが判明した段階で、役場内に厚岸町米海兵

隊実弾射撃訓練にかかわる庁内連絡会議を設置し、周辺自治会や町民へ情報をお知らせ

し、注意を喚起するととも連携を密にして、町民生活にとって必要な安全対策を講じて

まいりたいと存じます。

次に、訓練を引き続き容認するのかとのお尋ねでありますが、在沖縄米海兵隊の実弾

射撃訓練の本土への分散・実施については、国と国との約束事として、５つの演習場持

ち回りで訓練が行われており、沖縄県の負担軽減を図る観点から、平成９年に矢臼別演

習場を含む本土に分散・実施された経緯を踏まえるとき、受け入れざるを得ない状況で
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あります。今後においても、訓練が固定化されることのないよう、北海道と関係４町が

しっかりと連携し、対応してまいりたいと考えております。

次に、特定防衛施設周辺整備調整交付金にかかわる今年度の事業と今後の見通しにつ

いてのご質問ですが、事前に要求のありました資料を配付していますので、これをもと

に説明をさせていただきます。

まず、今年度の事業予定でありますが、平成20年度の欄をごらんください。当初予算

では、矢臼別演習場における米海兵隊の実弾射撃訓練が中隊規模で実施されるものと想

定される一方で、計画された訓練が中止となった場合も考慮して、ＳＡＣＯ関係特別交

付金を55％に当たる6,138万円と見込み、調整交付金の総額を１億7,310万8,000円と想定

した中で、特別養護老人ホーム増築事業ほか10事業の予算措置をしたところでございま

す。

その後、さきに申し述べましたように、11月中旬から12月中旬に米海兵隊による実弾

射撃訓練を予定している旨の通知を受けたところでありますが、今日までこの計画の変

更がされておりません。このため、当初に想定した中隊規模の訓練が計画どおりに実施

された場合の残り45％、5,022万円のＳＡＣＯ関係特別交付分の増額を見越し、太田線の

スクールバス購入を前倒し実施するとともに、町立病院の全身用エックス線ＣＴ装置の

更新を加えた医療機器購入を行う補正予算を今議会に提案した次第であります。

なお、米海兵隊の実弾射撃訓練が仮に大隊規模で実施されますと、ＳＡＣＯの関係特

別交付分がさらに2,970万円増額されることになりますが、その場合には次年度以降に予

定する事業を含め、さらに調整したいと考えています。

また 次年度以降の予定については 第９次実施計画でお示ししておりますが 平成21、 、 、

年度では米海兵隊による実弾射撃訓練が中隊規模で実施されるものと想定し、ＳＡＣＯ

関係特別交付分を100％の１億1,160万円と見込み、調整交付金の総額を２億2,166万5,000

円とした中で、資料にありますように全体で10事業の実施を予定しております。

なお、平成22年度については、策定作業を進めている第５期厚岸町総合計画の期間と

なることから、現在の第９次実施計画では継続事業に絞り込んだ８事業の登載となって

おり、調整交付金も総額で１億7,879万円と抑えた形での記載となっております。

以上でございます。

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

、 、 、●谷口議員 今 町長からご答弁いただいたんですが まず燃油高騰の問題ですけれども

この問題の一番の問題点は需要と供給の問題だけではないんですよね。これは一部の投

機マネーによってこれが一層増幅されてしまっているということで、これが価格を押し

上げて何の責任もない漁民や農民あるいはそれに関連する業者、消費者に責任を押しつ

けられてしまっているということだと思います。そういうことを考えると、この問題を

解決するには国際的に解決をしなければならないし、政治的な問題としてきちんと解決

をしていかなければならないというふうに思うんですよ。そういう点で、国にきちんと

した対策をとっていっていただくということをしなければ、漁業者や農業者が立ち行か

なくなるのは当然のことではないのかなというふうに私は思います。
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それで今、町長のほうからお話がございましたけれども、国が農業、漁業の対策をと

っているんですけれども、結果的にはこれを十分に対策を消化するような状況になって

いないと。今、町長が説明されたように、今回厚岸町で補填のための80億円、この事業

で利用されているのが４つのグループ、２グループと４グループ、この２つのグループ

ですよね。そして、道のほうで新たな事業をしようということになって支援の方向を出

したけれども、結果的に利用したいという人たちがいないという、やっぱり今何が必要

なのかということがきちんと、農業者、漁業者が本当に必要としている支援の事業はど

ういうものなのかきちんと把握した上で、それに見合った事業がされていかなければな

らないのではないのかなというふうに思うんですけれども、この辺については国あるい

は道の対応がどういうふうに町として感じているのか、あるいは産業団体がこれらの事

業に対してどのように押さえているのか、そしてどういう要望があるのかきちんと押さ

えていかなければならないのではないのかなというふうに思うんです。

それで、サンマの一斉休漁を行ってみたりしてきていますよね。ですけれども、実際

にはまだまだ国あるいは道の対応が、そういうところに行っていないし、非常に苦労し

ながら省エネ対策なども、ある意味限界に達しているのが今の状態ではないのかなとい

うふうに思うんですけれども、それらについてもう一度お尋ねをいたします。

矢臼別の演習場の問題、海兵隊の問題ですけれども、今年度は北富士の演習場と矢臼

別演習場と日出生台と３カ所、前は５カ所の演習場の中から１カ所は休んで４演習場で

行うというのが通例であったんですけれども、今年度は10月に北富士、11月から12月に

かけて矢臼別、日出生台は来年の１月中旬から２月というふうに決まって発表されてお

りますけれども、今、町長のほうからご答弁ございましたけれども、海兵隊の演習がだ

んだん当たり前というか、そういうことになってくる、もうきっと10回目ぐらいになる

んではないのかなというふうに思うんですけれども、初めはかなり慎重にやられていた

んですけれども、だんだん対応がある意味傲慢になってきているんではないのかなとい

うふうに思うんですよ。

それで、町長の答弁で沖縄の痛みを分散するんだということでありますけれども、沖

縄がそうした何か海兵隊の訓練等で痛みが減るような方向になっているのかということ

になると、県道104号線越えの実弾砲撃訓練がなくなった以外は、全部残っているんです

ね。そして新たな施設もつくられて人家に近いところで射撃訓練もさらに強められてき

ているということを考えると、非常にこの訓練がもう戦争に直結した訓練ですから、い

つどういうことが起こるかわからないというのが実情ではないのかなというふうに思い

ます。非常に結果的にはアメリカが始めた戦争でありますけれども、一向にアフガンに

してもイラクにしても安定するような方向が見えてこないと。そしてテロが逆に広がっ

てきている状況にあるというような状況だと思うんですよね。そうしたときに、この間

あたりも盛んにテレビでもやっておりましたけれども、戦地での体験から帰国後に大変

な状況になっている青年がたくさんいるというようなことがテレビ報道されておりまし

たけれども、そういうことが実際にこの矢臼別演習場で当初いただいた155ミリの銃弾砲

の砲撃訓練だけでなくて、小火器訓練がだんだん行われていくということになると、も

う戦争の訓練がここでやられるということになると、その影響は非常に大きなものがあ

るんではないのかなというふうに私は思うんです。
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そういうことを考えると、地域としても非常に不安な状況にあるというふうに思いま

す。そういう点で、この矢臼別の訓練についてはやはり縮小の方向で町長が前からおっ

しゃっていると思うんですけれども、そのあたりをきちんとやっぱりやっていかなけれ

ば、去年のように訓練が議会開会中の真っ 中にやられて、ほとんどの議会関係者は訓

練の状況を見ることができないと、公開をしていながらそういう状態になっているとい

うのも、非常に私は憤りを感じるわけでありますけれども、この点については今後どう

いうふうにしていくのか、もう一度お尋ねをいたします。

それから、この演習場にかかわっての事業が今資料としても示されているんですけれ

ども、結果的に演習場頼みの財政運営を余儀なくされてしまっているというのが、基地

周辺の町の残念ながら財政運営にかかわっての状況ではないのかなというふうに思うん

です。私はこういうものがなくても十分できるような財政運営をしていただきたいとい

うふうに考えておりますけれども、結果的にこういう状況になっているということで、

これも海兵隊の砲撃訓練次第で予算の規模も増減してしまうということになると、非常

に安定した状況ではないなというふうに私は思うんですよ。ですから、これについては

やはり訓練があろうがなかろうがやっぱりきちんと裏づけをしてもらわないと困るんで

はないのかな。

それから、前から言っているんですけれども、この受け入れをするときに地域の農家

等に対する事業で一部事業を導入することができなかった農家があるんですよ。ところ

が、これはもうその事業が終わってしまったということで、結果的には代替の事業はな

いんですよね。これについてはやっぱり私はきちんと救済策の道筋をつけるべきではな

いのかなというふうに思うんですけれども、これはどうなんでしょうか、もう一度お伺

いをしたいというふうに思います。

以上です。

●議長（南谷議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） まず、１点目の燃油高騰の関係のご質問でございます。

この関係につきましては、７月15日に漁業者がまず一斉休漁いたしまして、それに厚

岸の漁業者も参加をいたしまして、釧路で決起大会を行いました。これは全国一斉に決

起大会を行ったと、そういう行動をとったということでございまして、私も参加をしま

したけれども、厚岸からも多くの漁業者が参加をしまして、漁業者の切実な思いという

ものが伝わってきたということでございます。

これらの漁業者の決起大会につきましては、かつてないことでございます。私も初め

てでございましたけれども、マスコミもかなり大きく取り上げていただきまして、その

、 、かいあってか ７月末には政府としても先ほど１回目の答弁でも申し上げましたとおり

国もそういった政策をとったということでありまして、漁業者、それから産業団体、ど

のように感じ取ったということでありますけれども、総じてまず、今回初めてですが直

接補填というものが、金額的には80億円でございましたけれども、直接補填が今回政策

として盛り込まれたと。さらにその他の融資の枠が広がったと、そういったことでいろ

いろな政策がそれぞれ盛り込まれたわけですけれども、願わくば直接補填、そういった



- 65 -

ものがもう少し盛り込まれればというのが大方の産業団体あるいは漁業者もそういった

見方をしてございます。

それから、これからどういった要望をしていくのかということでありますが、町とし

ましても生産者、漁業者あるいは農業者を含めまして、今回生産者一人一人、個人の事

業主でございます。利潤があって初めて経営が成り立つ。現状では経営を続けるのが非

常に厳しいと、漁業あるいは農業も非常に厳しい状況にございます。ですから生産者、

抽象的な言い方になるかもしれませんけれども、生産者が生産を本当に続けられる、そ

ういった政策を国にとっていただきたいというふうに、私自身はそのように感じてござ

います。ただ、今回国の政策、そういうものにとっては一定の評価がありつつ、若干不

十分な点はありますけれども、一定の評価はできるのではないかというふうに思います

が、いろいろな今回燃油の高騰、それから飼料の高騰、農業者もいろいろ非常に厳しい

状況に置かれていることは事実でございますので、国が生産を続けられる、そういった

政策をとってほしいと私は思っております。

以上でございます。

●議長（南谷議員） 総務課長。

●総務課長（豊原課長） 矢臼別の海兵隊の問題でございます。

議員おっしゃられますように、米軍の対応がどうなのか、この部分につきましては４

町の関係者集まりましたときも話題になったわけでございますが、なかなか情報が出て

こない。小火器を使うのか使わないかも現在の段階でもわからないわけであります。そ

ういう点で早く情報をいただきたい、そういうような声は４町共通の声でございます。

そういう点で、町としても地域の不安を和らげるということになりますと、正確な情報

が必要でございます。そういう点についての情報の公開といいますか、そういうところ

では今後も引き続き求めていかなきゃならない、そういう内容だろうなというふうに思

っているところでございます。

いずれにいたしましても、この訓練が固定化されないよう関係４町と、それから北海

道とともに繰り返し繰り返し粘り強く要望してまいりたいというふうに考えているとこ

ろでございます。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） 私のほうからは防衛施設周辺整備調整交付金、これ

が厚岸町の３カ年実施計画の中で、いわゆる事業張りつけの上での財源対応になってい

る、これは紛れもない事実でございまして、お手元にお配りしましたような資料の実態

になっているというのが資料に記載のとおりでございます。

これに頼らない財政運営、そういうような財政という部分につきましては非常に望ま

しいかとは思いますけれども、実態としてはこのような形になって、これに基づいて厚

岸の事業が推進されているということはご理解をいただきたいというふうに思います。

それから、米海兵隊の訓練規模での交付金額の増減、これはこのＳＡＣＯの関係での
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交付金制度、始まってからもいわゆる大隊規模、それから中隊規模、もしくは訓練が実

施されない年度、こういった中で差が生じてきてございます。現在に至りまして、訓練

が年度当初に計画されていて、それが計画年度の途中で中止になってしまったといった

場合についても、その交付金が交付されないというような実は話が出まして、それはこ

の受け入れしている自治体にとっては非常に大きな問題だというような形の中から、こ

れは全国のこの５演習場関係市町村こぞって、防衛庁との折衝、交渉、要請行動に当た

ってきたという結果の中で、訓練中止になった場合についても一応55％、これも私ども

のほうの要請の100％要求ではないですけれども、55％のいわゆる補償というような形が

出てきているというようなことでございまして、こういった要請につきましては、全国

の関係町村との連携の中でこういった要請を進めてきておりますし、今後におきまして

もこういった交付金等にかかわる問題につきましては足並みをそろえる形で進めてまい

りたいと、このように考えているところでございます。

●議長（南谷議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） 私のほうからはトライベツ地区で、ＳＡＣＯの事業で取り

組めなかった方がおられて、その方の事業化といいますか、新しい施設の更新といいま

すか、が事業で取り組めないかというお話でございますけれども、前回この方について

は、当時取り組めなかったいろんな双方の事情等もお話をさせていただいて、こちらの

ほうからの文書という形で本人には通知をしてございます。

それで、この件については、もし今度新しい事業ということになりますと、新たな民

生安定事業地区としてトライベツ地区として起こさなければいけないというふうになり

ます。そうなりますと地域そのもので、トライベツ地区一体となって取り組む事業とい

うふうになる、そういったことになると採択がされますけれども、個人の施設として果

たしてその個人的なものが対象になるのかと、同じメニューで果たして事業として成り

立つのか、対象となるのかと、そういったことも含めて、農協等の協議ももちろん要り

ますし、それから地域との協議、それから地域で上がってくるものですから、地域とし

て取り組めるのかと、そういったこともありますので、この点についてこちらのほうで

研究をさせていただきたいなというふうに思いますので、とりあえずご理解をいただき

たいと存じます。

以上です。

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 今説明していただいてわかったんですけれども、やはり生産者は簡単に自分

みずからこの燃油高騰の問題では、自分が生産したものに燃油代の高騰分を上乗せする

ということはほとんど不可能ですよね。そうであれば、先ほど課長がおっしゃったよう

に、直接補填をきちんとやっていただくということにもっていかなければ、なかなか大

変ではないのかなというふうに思うんですよ。ですから、これについては粘り強くやっ

ていただきたいなというふうに思います。これはもう、農業、漁業あるいは地域の運送
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だとか、そういうものも含めて全部今悲鳴を上げているというのが状況ではないのかな

というふうに考えますので、そういう対応をぜひ強く国等に迫っていただきたいなとい

うふうに思うんですが、よろしくお願いをいたします。

それから、矢臼別の演習場の海兵隊の問題ですけれども、本当に沖縄の痛みを全国で

分かち合おうということで、この５つの演習場が選ばれて訓練が行われるようになった

んですけれども、分散実施がされたのはいいんですけれども、海兵隊が来る前はすごい

ですよね。このごろもう盛んに物すごい演習が行われていて、非常に初めは雷なのかな

と思っていたら、よくよく聞いていたら大砲の音であったということで、非常に海兵隊

が来る前の演習が非常に濃密になってきているんではないのかなと。そしてこの９月の

下旬の訓練情報が私たち議員のところにも送られてきていますけれども、さまざまな訓

練がこんなに行われているのかというように内容が濃密になってきている。海兵隊もや

るけれども、自衛隊も非常に訓練がだんだん激しさを増しているんではないのかなとい

うふうに思うんですよ。

そういうことで、非常に戦争の訓練というのは、やはり私たちはそれが平和憲法を持

つ国の国民でもありますから、こういうことに対してはしっかり対応していかないと、

後々60年代前に起きたようなことが、また私たちがそういう悲惨な目に遭わないために

もきちんとした対応をとっていかなければ困るんではないのかなというふうに思うんで

すよ。そういう点ではこういう訓練が固定化されないように、あるいはできますれば、

もうやらないというような方向にもっていくように対応していただきたいなというふう

に思います。

それから、施設周辺整備事業なんですけれども、結果的には訓練の規模あるいは訓練

をやるかやらないか、これによって右往左往しなければならないというような状況です

よね。それで結果的に大隊規模であろうが中隊規模であろうが、私たちの見えないとこ

ろでやる訓練に大隊規模も中隊規模もないと思うんですよ。やった迷惑料はきちんとし

てもらわないと私は困ると思うんですよ。そういうことに対して、中隊規模、毎年こん

な調子でいかれると、厚岸町としても困るんではないのかなと。それから、もし今年度

は３カ所ですよね。そうすると、訓練が縮小されていくことによって、結果的には厚岸

町にこの分のお金が来なくなるということになると、これは半分ですよね。今もらって

いる資料から見ても、それに占める割合が。そうすると、厚岸町自体も大変な状況にな

るんではないのかなというふうに思うんですよ。

こういうお金で残念ながら頼らざるを得ない状況にありますけれども、国がこういう

もので地方自治体を牛耳るようなやり方、その先例があの岩国ではなかったのかなとい

うふうに思うんですけれども、私はこういうものに頼らなくても財政運営ができるよう

に国に強く働きかけていただきたいなというふうに思うんですけれども、その点につい

てお伺いをいたしまして、私の質問を終わります。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） 矢臼別演習場における米海兵隊の演習でございますが、この議会で

たびたび質問もあり、同じような回答になるかと思いますが、町長といたしましては道
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と関係４町とともに将来にわたって固定化されないよう、国において 大限の努力を払

うことや、地元の意向を十分反映し、万全な対策を確実に履行されるよう引き続き要請

してまいりたいと存じます。

また、ＳＡＣＯの交付金の関係でありますが、ご承知のとおり自治体においては当初

予算に計上することが多いわけであります。そういうことを考えますと、速やかなる情

報というのも大変大事なことでございます。しかしながら、昨今のアメリカ等の事情に

よってその情報が極めて遅い、また不明確であるという実態が今日起きている状況であ

ります。

しかしながら、演習という中でのＳＡＣＯの交付金については速やかにＳＡＣＯ、北

海道防衛局との連携の中で情報を開示しながら予算に計上してまいりたいと、かように

考えますので、ご理解いただきたいと思います。

●議長（南谷議員） ここで会議時間の延長を行います。

本日の会議時間は、谷口議員の一般質問が終了するまで、あらかじめ会議時間の延長

を行います。

●議長（南谷議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） 谷口議員の３回目のご質問にお答えさせていただきます。

議員おっしゃるとおり、直接補填等については粘り強くやっていただきたいというお

話であります。確かに漁業も、それから農業も生産者が直接値段を決められないと、そ

ういった実態がございます。もちろん牛乳の乳価にしてもメーカーとそれから生産者団

体であるホクレンとが交渉して決まります。それから漁業の魚類についても市場で競り

にかけられるということで、生産者が値段を決められないという実態がございます。で

すから、国においてももっと漁業あるいは農業にそういった守る政策、漁業、農業を守

る政策をとっていただきたいというふうに私ども考えてございますので、そういった町

の声、浜の声、それから酪農をされている生産者の声を国のほうに申し上げたいという

ふうに考えてございますので、ご理解をいただきたいと存じます。

●議長（南谷議員） 以上で10番、谷口議員の一般質問を終わります。

本日の会議はこの程度にとどめ、あすに延会したいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） ご異議なしと認めます。

よって、本日はこの程度にとどめ、あすに延会いたします。

ご苦労さまでした。

午後４時59分延会



- 69 -

以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。
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