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厚岸町議会 第２回定例会

平成20年６月18日

午前10時00分開会

●議長（南谷議員） ただいまより平成20年厚岸町議会第２回定例会を続会いたします。

●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、５番、中川議員、８番、中

屋議員を指名いたします。

●議長（南谷議員） 日程第２、昨日に引き続き一般質問を行います。

質問は通告順によって行っていただきます。

初めに、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より質問を行います。

１ 「協働のまちづくり」についてであります。、

町長の標榜する「協働のまちづくり」の理念、これは何なのか。それは町政執行の中

で具体的にどのような手法をもって生かされ具体化されているのか。

アとして、何が問題（ニーズ）かを見きわめ、どのような施策を必要とするかを判断

する過程において 「協働のまちづくり」の理念は具体的にどのような手法をもって生か、

され具体化されるのか。

イとして、個々の施策立案の過程において、同様に「協働のまちづくり」の理念は具

体的にどのような手法をもって生かされ具体化されているのか。

ウとして、個々の施策の遂行において 「協働のまちづくり」の理念は具体的にどのよ、

。うな手法をもって生かされ具体化されているのかという点についてお聞きをいたします

今年の町政執行方針においても、町長は、就任以来、協働のまちづくりということを

ずっと言い続けてきたというふうにおっしゃっています。私は若狹町政の基本理念がこ

こにあると、そのように考えております。したがいまして、基本理念ですから、例えが

いいか悪いかわかりませんが、俗に言う金太郎あめのように、どこを切ってもこの基本

的な物の考え方が出てこなければならないと、そのように思っております。

そういう意味から、この施策がどうだとか、あの施策がどうだとか個々の話をする前

に、まず、手法としてこのような基本理念がどのように具体化され生かされているのか

という点からお聞きをしてみたいと思いまして今回の質問をした次第ですので、よろし

くお願いいたします。
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以上、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） おはようございます。

13番、室﨑議員の質問にお答えをいたします。

「協働のまちづくり」について、町長の標榜する「協働のまちづくり」の理念とは何

か、それは町政執行の中で具体的にどのような手法をもって生かされ具体化されている

のかとのお尋ねでありますが、私が標榜する「協働のまちづくり」は、町民を初め、地

域で主体的に活動を行う団体、企業などの法人などと行政が相互の理解と信頼のもとに

目的を共有し、連携・協力して地域の公共的な問題の解決を目指すことです。

これは、近年、行政に対する住民ニーズが多様化・高度化していること、厳しい財政

状況により、これまでの公的サービスの継続や新たな課題に対応することが難しくなっ

ていること、地方分権時代における真の住民自治の充実が求められていることなどが背

景にあります。それぞれが得意の分野の活動に取り組むことが、サービスの質的向上や

コストの削減につながると考えられるからです。

この協働のまちづくりの取り組みについては、平成16年度に開催したまちづくり地域

懇談会の中で説明をし、意見交換を行ったところであります。その際にも大事な点とし

て説明しましたが、協働のまちづくりとは、地域の共通課題に住民が協力して取り組も

うとするときに行政が支援することであって、行政の活動に住民を協力させることでは

ないということです。

また、町の重要な政策などを決定する場合、その決定するまでの間、行政の持ってい

る情報と同じ情報を住民が持つことを前提に、物事を決めるさまざまな段階で住民が幅

広く参加できる機会と場づくりに行政は努めることが大切だと考えております。

こうした考えのもと、重要な事務事業の実施に至るまでの各段階で住民参加による協

働のまちづくりの実現に向けた取り組みに努めているところですが、各事務事業ごと施

策展開によって取り組み方やプロセスが異なるため、一様にこうだと示すことができな

いことをご理解願います。

、 、そこで これまでにない新しい形での協働のまちづくりの代表的な取り組み例として

２つほど紹介いたします。

１つの事例は、松葉町の憩いの広場の整備です。

疲弊する湖南地区の市街地における賑わいの創出や商店街の活性化に向けた施策の検

討に当たり、地域住民とのひざを交えた議論の末、中心部でのイベントなどの実施も可

能な多目的広場の整備を選択したものです。さらに、具体的な整備内容についても、機

能や配置などの町の作成した青写真をもとに何度も議論を重ねた上で決定させていただ

きました。また、供用開始後は施設管理を自ら受け持つとともに、利活用についても主

体的に取り組んでいただいております。

２つ目の事例は、山の手会館やまびこの建設に至る取り組みです。

山の手自治会から、避難所を兼ねた集会施設の建設要望が長年にわたって出されてい

たものの、厳しい町財政の状況から事業化が先送りされていたものです。こうした中、
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自分たちで何ができるかを考え、山の手自治会では住民アンケートを行い、集会所の維

持費を自治会が負担し管理運営を行う方針を決定した上で、改めて要望が出され、町と

しても建設を決断したものです。その後、集会所の間取りや外観などについて住民同士

で20回近くの会合を重ねて案をつくり、町との調整作業を行い、 終決定へと導く手法

をとっております。

現在、この集会施設は山の手自治会が指定管理者となり管理運営を行っており、かか

る経費の捻出に当たっては自治会会員からの負担金を徴収しておりますが、地域ではふ

れあいの拠点施設として愛着を持って利用されている事例であります。

室﨑議員がお尋ねのうち、１点目の、どのような施策を必要とするかを判断する過程

での具体的な手法についてでありますが、まず、町民が自分たちの地域やまちづくりに

関心を持ち、現状を認識することが大事であり、どこに問題や課題があり、どうすれば

解決できるかを話し合うことが必要です。

このため、住民への情報公開による情報の共有化を図るとともに、将来あるべき町の

姿への意見や町全体及び地域における問題点と住民ニーズの把握に努めてきており、具

体的には、広報紙やホームページなどでの周知、住民意識アンケート調査、自治会要望

の取りまとめ、地域懇談会の開催などを行っており、また、講演会やシンポジウムの開

催により関心度を高めるなどの手法も用いているところであります。

２点目の、個々の施策立案の過程での具体的な手法についてでありますが、具体的な

施策の策定に当たって、その計画案等の内容周知による共有化と意見や提案の把握及び

その反映を図るものでありますが、この施策における行政と住民等の役割分担の明確化

も必要であります。

このため、住民への情報提供、アンケートや懇談会・説明会での意見把握を行うもの

でありますが、施策の内容によっては、住民等をまじえての検討会・協議会の設置やパ

ブリックコメントなどの手法を用いているところであります。

３点目の、施策の遂行の過程での具体的な手法についてでありますが、施策の遂行段

、 、階では 立案の検討において見出した行政と住民等の役割分担や連携の方向性をもとに

住民参加の促進や自主的・主体的な住民活動への支援を行う必要があります。

具体的には、効果的な広報による住民理解のもとでのまちづくり参加を促すものです

が、まちおこし補助金制度などを活用した地域住民または団体等主導による事業化や、

さきの事例にもあるような施設管理の業務委託や指定管理者制度の活用などの手法を用

いることで住民等との連携を図り、パートナーシップを理念とするまちづくりを推進す

るものであります。

以上でございます。

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 協働のまちづくりという言葉は、日本で一番 初に言ったのは若狹町長では

もちろんないんですけれども、非常に早くから町長はこの言葉を使って、いわば行政の

基本的な姿勢を示している。その意味においては私は正しいと思っています。

それで、今回の町政執行方針でも、１回目で申し上げたように、町長就任以来、町民
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と行政がともに将来を見据えてお互いに協力していく「協働のまちづくり」というもの

、をやっていかなければならないんだということを言っているというふうにおっしゃって

そのとおりだと思います。

それで、今、協働のまちづくりという言葉は各地で言われてはいるんですが、これに

対する批判も当然あります。こういうもののときに批判のほうから見ていくと、案外、

物の本質が見えてくるということもあるので、ちょっとそういう意味で、こういう見解

、 、もあるんだなという意味で申し上げるが 住民主権とか主権在民とか言っているときに

行政と住民というのがそもそも対等になれるのか、対等の立場で協力するという言い方

に問題はないのかと。市民活動を結局行政に取り込むという意図なのか、あるいは行政

資源の不足を補うための代替をつくるにすぎないんじゃないか。もっと言うと、行政と

いうお上が、市民というところまでおりてきて対等にやりましょうと言っているだけじ

ゃないのかというようなことを言われています。

それで、言葉だけが先走ってしまうと結局はこんなことになってしまうんじゃないか

ということだと思います。私は、ここでも 後にパートナーシップという言葉が出てい

ましたけれども、結局のところは劇場型民主主義とか観客型民主主義という言葉があり

ますよね。住民は選挙で代表を選ぶと、あとはそっちでやってくれ、こっちは見物して

いるからというような形に旧来なりがちであった。あるいは、今度、行政のほうは、こ

っちで決めたんだからおまえたちは従えばいいというような物のやり方をともすればし

がちである。そういう中では、今の時代、行政の実を上げることはできない。だから、

主体はあなたなんですよと、だから一緒にやりましょうよというふうに行政から住民に

呼びかけていく、これがいわば「協働のまちづくり」という根本理念だというふうに思

います。そういうことがきちっと行われることによって、住民と行政が対等の立場でま

ちづくりをやっていく、パートナーとしてやっていきましうよということの意味が生き

るんだと思います。それで、今るるお話しいただいた部分についても、基本的にはそう

いう物の考え方で進めているんだろうと思うんです。

それで、ここでいろいろ話をされていますが、ただ、さきにも言いましたように、行

政を行っていく上の根本理念であるとすると、あの事例とこの事例は協働のまちづくり

ということが言えるんですで終わっていたのではだめで、どんな事例を、どんな施策を

取り上げても、この思想が中に生きているんだというふうにならなければなりませんよ

ね。そういう意味で、私は手法のほうから切り込んでみたということです。

それで、今回、ここにもいろいろ書かれていますが、具体的な例を挙げながら、そこ

でどのように生かされているのかという、今の理念が生かされているのかというのをお

聞きしたいんですが、協働のまちづくりということを考えるのに、まるで教科書の説明

のように非常に適当な事案が今回ありましたので、それを事例に挙げながらお聞きしよ

うと思います。

町民全部に直接かかわる、目に見える形での施策であって、なおかつ町民皆の理解、

納得、参加、行動がなければ実を上げることができないという、ここに挙げられている

具体的な事例、当初に２つほど挙げられていましたが、これはある意味では直接関係の

ある町民と余り直接関係のない町民に分かれるんですが、今回のこの事例は町民全員が

、 。関係するという意味でも ちょっとほかに例のないものだと思いますのでお聞きします
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それは、一般廃棄物の分別方法の変更というのが今回ありましたですね。これは全町

民にかかわります。なおかつ全町民がきちっとその意味、意図、なぜこうするか、こう

しなければならないかということを理解して納得して、そして行政と一緒に行っていか

なければ本当の意味での実は上がらないという意味において、非常にこういうものを考

えるときに適当な事案であると思いましたので一例として挙げます。ただし、これだけ

が協働のまちづくりということを考える事案であるというのではなくて、あらゆる事案

、 。が同じように考えていかなければならないという意味で 誤解をしないでいただきたい

、 。 、その意味でお聞きするんですが 今回の変更が今年度に入って出されました そして

こういうものが各家庭に配られました。これが、まず、何でここまでの細かい分別が必

要になったかのという点、これをきちんと町民との間で、協働のまちづくりという観点

から、どのようにこの必要性の判断についての過程において手法をとって町民と協働の

作業を行ってきたのか。これが第１点。

第２点は、この計画そのものでありますが、必要だよということになっても、５つに

分けるのか６つに分けるのかというようなところは具体的な手法の策定であります。こ

の策定の過程においては、だれがどのようにして決めていったのか。それは町民との協

働という、町長がいつもおっしゃっているこの理念をどのようにその場で生かしていっ

たのか。これが２点目。

そして、３点目は、その決めた政策をいつからどのように施行していくかという、そ

の決定ですね。これについて、町民との協働という観点から、どのようなこの理念を生

かすための方策がとられていたのか。これらについてのご説明をいただきたいわけであ

ります。

それで、さっきも、同じことを何遍も言いますが、すべての実は施策を展開していく

ときには、このような一つ一つの段階においての分析というものが必要だと思うんです

が、そういう意味において一例としてお聞きしたい、このように思っております。

●議長（南谷議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） 一般廃棄物の分別内容の見直しに伴う、協働のまちづくり

での視点ということのご質問にお答えいたしたいと思います。

まず、今回の分別の見直しの前提として、18年５月に、それまで燃えないごみの扱い

でありましたその他プラスチック系のごみ、これを資源ごみに移させていただいたとい

う前提がございます。これは家庭系のごみの中では容積比率では約６割を占めるという

ことで、大変その扱いについては厚岸町としても苦慮していたということで、 終処分

場に埋め立て処分していた経過からして、その延命化をぜひとも図らなければならない

ということでございました。この点につきましては、18年の夏から秋にかけて行いまし

たまちづくり地域懇談会、これは町内29カ所と記憶してございますが、その中で、行政

側の情報提供という形で、スクリーンを使って皆さんに詳しく説明をしてきたという前

提がございます。

それから、その年の冬にかけまして町民アンケートをとってございます。この中でも

分別についての一定の理解ということがあることがわかりました。その新しく分別した
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その他プラスチック系の分別についての理解が、これは約85％の人が理解されていると

いうことがわかったわけでございます。その段階では、まだ強制力を持った収集体制に

は持っていっておりませんでした。これは議会でも何度かご説明いたしましたが、いわ

ゆるリサイクルセンターという、集めた後の処理体制を確立しなければ、家庭から出る

容積６割も占めるその他プラスチック系のごみの 終的な処理は町側ではできないとい

うことでございました。それが19年度に完成する過程において、稼働する20年度の４月

を目指して、その他プラスチック系のごみの処理についての徹底化を図ろうということ

で準備をしてまいったわけでございます。

ただ、その検討の過程で、実はその他の、まだ資源ごみとして対象となるものがある

のではないかということでいろいろ検討を加えてまいりました。その検討の内容は、収

集する業務を委託しております業者、それから、処分もしているわけでございますが、

その業者、これは、会社としてではなくて、そこに従事されている方全員からも聞き取

った中で、どのような処理が正しいのかということを検討してまいりました。

それから、同じように一般廃棄物の処分については、全国共通、自治体の共通の課題

でございます。どのような状況で行っているのかということも調べた中で、その内容に

ついてるる詰めてきたわけでございます。その過程の中では、 終的な結論に至るまで

は時間がかかりました。いわゆる固形物ではありませんけれども、廃食用油など。

（ 端的にお願いします」の声あり）「

●環境政策課長（小島課長） そういった状況の中で、ご質問者が言われる、事前にそう

いった住民から聞くという手法については、懇談会、それからアンケートなどでその状

況を取ってきたということで、具体的な分別の内容についての了解を求めることについ

ては、まだ３月の段階までは行っていなかった。ただし、そういった業者等々、家庭の

皆さんにも聞いてくださいという形で行ってきたということでございます。

それと、手法としては、４月からすぐ強制力を持ったものにはしなかったということ

で、その後に５月に、４月からは注意書というものを入れて個人的には注意を喚起して

きた。理解を求める努力をしてきた。それから、広報紙でも２月号、３月号、４月号、

５月号ということで広報活動も展開してまいりました。それから、防災無線も使いまし

た。ホームページにも３月の段階で掲載してございます。そういったことで、あとは電

話の応対等々行ってきたところでございます。

私どもの、15カ所で270人ほどの参加をいただきましたが、その中での感触でも、資源

ごみの分別については、その目的とすることについての理解は得られたという感触を得

ております。決して、分別の種類が多くなって、こんなのには協力できないという意見

は１件もなかったということでございます。大変ではあるけれども、何とか協力してい

きたいという雰囲気がどの会場でもあったということは申し上げさせていただきたいと

思います。

それから、４月から注意書を入れましたが、かなり電話がございました。その中の内

容も、実は分別手法の中で、燃えるごみの区分をですね、区分しなければならないと誤

解されるような内容だったものですから、燃えるごみも区分するんですかという問い合
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わせが７割から８割近くを占めていた。それから、透明または半透明のごみ袋を使うと

いうことについて、黒いごみ袋はだめですかという内容が１割から１割５分ぐらいで、

分別の内容についての問い合わせは１割から１割５分ぐらいだったということからして

も、お知らせする手法については我々も反省する点はあるかと思いますけれども、今回

の進める内容については町民の皆さんの一定の理解は得ているのかなというふうに思っ

ています。

これからは徐々に分別の徹底を図る手法を使いながら、さらにご理解を深めていきた

いというふうに考えているところでございます。

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 答弁になっていないんですよ。すなわち、協働のまちづくりと、町長が標榜

している協働のまちづくりというのが何かが担当者は全然わかっていないんですよ。だ

から答弁できないんですね。結局、私はこうやってやってきましたという話を延々とや

っているだけなんですよ。悲しいですよ、町長。あなたがこれだけ言っていることが浸

透していない。

ここで、１回目の答弁で言っているでしょう。まず情報の共有化を図る、それから、

問題点や住民ニーズの把握に努める、これはいい。それから、計画立案の内容の周知と

共有化を行わなければならない。それから、住民参加の促進、主体的な住民活動への支

援というようなことも当然ある。もっと 初のほうでは、行政の活動に住民を協力させ

ることではないんだというふうに言っているんです。

今の話を聞いていると、全部自分たちで決めて、こうしなさいというところだけ何回

。 。も言いましたと言っているだけなんですね 全然町長の答弁とは相反しているんですよ

これは悲しいですよね。

今、厚岸町の町民は非常にレベル高いですから、ごみの分別というのが必要なんです

と言うと、そうかというのでみんな一生懸命協力しているんです。そういう状態なんで

すよ。相当にストレスはかかっていますよ。でも、みんな、こうしなきゃならない時代

なんだなと言っていますよ。でも、何のためにここまでプラごみとかそういうものをこ

ういう形で分別しなきゃならないんだと私が聞いてみても、満足に答えられる人いない

んです。

要するに、これは 終処分場の延命ということが町にとって非常に緊急課題なんだよ

と言うと、ああなるほどねと言うんです。地球温暖化がどうのこうのなんていう話では

ないんだよと、それよりも、もっともっと目の前の、厚岸町にとってこれは大事なこと

なんだよということは私は説明しています。聞いていないと言いますね。そういうこと

ですよ。

それから、今の聞いていると、平成18年に云々、プラごみを分けるということについ

ては、それは皆さん賛成だと言っています。でも、今回のこういう分別をどうしましょ

。 。 、うという話を前もっては聞いていませんよ 唐突に来ているんです 皆さんの印象では

唐突に来ている。

それで、今聞いていますと、まず第一に、必要性の判断のところで周知の問題があっ
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たろうというふうに思われます。その次に、では、どういうふうに分けるかというとき

に、こんなやり方はどうだろうとか、あなたのほうから案を出してくれとまで言えとは

、 。言いませんが こういうやり方でどうだろうとかという投げかけも一つもないですよね

担当者の間で決めていったんです。それは担当者は苦労していると思いますけどね。

だから、私が聞いているのは、どこまでも協働のまちづくりという理念を生かすため

の手法としてどうだったんだと聞いているんですよ。ああやりました、こうやりました

だけの話では答えになっていない。その意味において、協働のまちづくりという理念は

生かされていたのかどうか甚だ疑問だと言わざるを得ない。

それから、その次の、政策の施行という点でも非常に問題がある。例えば、今もちょ

っと出ていたけれども、燃やせるごみの分別の出し方という、ここのところについては

非常に皆さん戸惑いましたよ。この書き方がよくないんでしょうね。３人、人が集まっ

て解釈をすると３通りの解釈になってしまうんだそうです。それは要するにパンフに問

題があるということなんですよ。

ある町では、一つのこういうものをやるときに半年ぐらいかけていろんな人に見せて

反応を見る。 後には小学校４年生に、こっちと同じことをこれを見て考えるかどうか

というところまでとる。小学校の４年生がこういうものを見て、つくった人と同じ反応

を示してくれれば、まず町民の全部がと言っていい人にわかるものを出したと言えるで

しょうねと担当者は言っているのを聞いたことがあります。やっぱりそういうような作

業というのが、まさに町民との協働ということだと思うんです。

だから、行政の立場からいうと、町民との協働のまちづくりということをきちんと行

っていくのはすごい手間がかかるんです、ある意味で。そうでしょう、自分たちでぽっ

と決めて、あなたやりなさいなんていうことはできないわけだから。だけども、そうや

ってやることが急がば回れということで、実際に行う行政の実を上げるということなん

ですよね。それは町民が納得して自主的に参加して、一緒にやろうという機運ができる

からなんですよね。そういうものが、今回、一例として出しているので、何もこれだけ

がすべてというんじゃないんだけれども、特に必要な事案であったというふうに思われ

る。

そういう意味において、やはり町長が言っている協働のまちづくりって何なのか、こ

れは全職員はやはりもう一度胸に手を当ててきちんと考えてもらいたい。そして、自分

たちが担当している部署において行われる事案において、この理念がきちんと生かされ

ているのかどうか、例えば私のような切り口をとって、一つ一つの場面でどういうふう

になっているのかということをもう一度反省してもらいたいわけです。これがきちんと

行われなければ、せっかく町長のほうから幾ら言っても、それは単なる空論に終わって

、 。 。しまって 協働のまちづくりが空洞のまちづくりになってしまう これでは困るんです

そうなったら泣くに泣けません。そういうことなんです。

それで、どうも職員の中には、意識においてまだまだこういう協働のまちづくりとい

うようなものの何たるかがわかっていないという事案をもう１つ紹介しておきます。

それは、今回、主婦の人たちが何人か集まって、ああする、こうする、ごみ箱を幾つ

つくる、自分の家庭の台所のね、というようなことで相談をしたときに、やっぱりこの

解釈が随分、人によって全部違ったんだそうです。それで、中の１人が、そこの話し合
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い終わって、うちへ帰ってから役場に電話したんだそうです。そうしたら、役場の担当

者は、次から次と同じ電話が来るからいらいらもしていたんでしょうけれども、一通り

説明した後に、どうしてわからないんですか、見たんですか、こういう一言がついたそ

うです。

それで、その電話をかけた方は、その電話を切った後、物すごい勢いで私のところへ

きましたよ。これは厚文でも同じことを私言っていますが、町民の中には、議員も理事

者も職員もみんな一緒に「役場の人」というような言い方をする人がいるので、役場の

人にされたわけですね。そして、一体どうなっているんだというふうに言ったから、と

にかく私は謝っておきましたが、そのときに非常に厳しい一言がありました。役場の人

っていうのは、いつもこういう言い方しかしないんだ。いつも私たちを上から見おろし

ているんだ。こういうふうに言われましたよ。これは厳しいですね。これは町長が標榜

する理念と全く相反する、対極にあるものだと、そういう評価だと、そういうふうに思

います。役場の中に300人いる、この全員がそうだというんではないんですよ。１人そん

な人がいれば、そもそも役場の人は、こういうふうに言われてしまうんです。

それから、もう１つお聞きします。

町民との協働という理念の派生概念ということになるかもしれませんが、町の代表者

で、選挙で選ばれた人間で構成している議会ですね、議会と理事者というのもまた協働

関係に立って、緊張のある協働関係に立っていかなければなりませんよね。これも町長

おっしゃった。

それで、私は今、厚生文教常任委員会にいますが、厚生文教常任委員会ではこの問題

について、この問題というのは、協働のまちづくりじゃなくて、ごみの分別のどういう

ふうに進んでいるかということについてもお聞きしました。そのときに、今のような反

応もあるんだよということは言いました。それで、担当者は、厳粛に受けとめると、非

常に重々しい答弁をしたんですがね。厳粛に受けとめた後、何をやったのか。それにつ

いて、その後、厚文には何の報告もないんです。こっちから具体的に問題をつくって聞

きに行かないと何一つ出てこないというんでは困るんですね。

厚文は今、月に一遍ぐらいずつ大体やっています。その中で、担当課によっては、こ

ういうことが今行われようとしているから先に情報を提供しておくというような形で利

用してくれる方もいます。これは議会事務局長を通じて各課にもお願いしてあります。

しかし、大事なことは、聞きに来い、聞きに来たら教えてやるではなくて、協働のまち

づくりという理念は、町民に、そして議会に、行政から投げかけていかなければならな

い問題ですからね。一緒にやっていきましょうというメッセージを出しているわけです

から。そうすると、その中で、何月何日にはこういう厚文が行われていますよ、あるい

は議会がありますよというようなときに、厚文でなくてもいいんですが、そういう中に

も投げかけてくる積極姿勢はあってしかるべきだと思うんですが、そういうのが余り見

られないんです。これらすべて、どうも町長の言っている基本理念を、聞き流している

と言っては大変失礼だが、そういうものが見受けられる。これは大変残念です。

もう一度、これは多分にお願いを込めてなんだけれども、施策執行に当たって、きち

んとした、どこで、どの場面でどう聞かれても、こういう考えでこういうことをやって

、 、 。いるんだと言えるような そういう施策展開を行ってほしい このように思っています
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●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。

協働のまちづくりの一つの事例として、ごみの分別問題についてのご指摘がございま

した。るるご指摘される点についても、担当課としても認識を新たにしながら、やはり

今日の環境という問題に対しての大事な一つの手法であります。そういうものについて

は、私もしかと承りながら、今後の協働のまちづくりについての一つの事例として、さ

らに住民の理解をいただくよう努力していかなければならないと、そのように考えてい

ます。

それから、議会との関係でありますが、協働のまちづくりの理念からしますと、議会

との関係は大変難しいんです。なぜかといいますと、私も皆さんも選挙で選ばれていま

す。すなわち、町民のそれぞれ代表なんです。そういたしますと、町民の声を余りにも

主体的にいたしますと、議会側としては、何だと、議会論議が必要でないかという議論

もこれは中には出てくるものです。そういう点で、議会としての関係からすると大変難

しいこの協働のまちづくりの議論であります。

ただ、行政と議会においては、私は常にお話ししおりますが、車の両輪なんです。そ

ういう意味において、いいまちづくりをするという施策の問題については、お互いに共

有していかなければならない責任があります。

そういう中で、私も常に、議会が必要であれば、担当課長、また、それぞれの係が説

明に行く等々を積極的に進めておりますが、しかしながら、議会としても、行政で考え

ておらなかった施策、課題についてのぜひ聞きたいということもあるかもしれません。

ですから、そういうことについてはご遠慮しないで、この本会議だけでなく、ふだんの

議会活動の中においても、いろいろと注文したり問い合わせがあればと、私はそのよう

に思いますので、どうか車の両輪という認識の中で、ともども共有しながら、いいまち

づくりをするようによろしくお願いを申し上げたいと存じます。

また、協働のまちづくりについて町職員が認識していないんじゃないかというお話で

ありますが、私は、当選以来、まず、皆さん方にお訴えいたしました初当選の臨時議会

における執行方針でも、明らかに協働のまちづくりの姿勢についてお話しをしておりま

す。さらにはまた、毎年毎年の町の執行方針の中でもお話しをしております。さらには

、 、 。 、また 何といいましても これを進めるには町職員の意識改革が大事です そのために

。 。 、イの一番に町職員の意識改革を進めました まだまだやらなければなりません さらに

町職員が変わりましても、この協働のまちづくりについて町民が理解しなくてはいけま

せん。そういうことで、まちづくり地域懇談会等を通じて、私は、協働の時代である、

、 、 、協働というのはこういうものであるということで強く求めながら 私は どうにか今日

、町民の皆様も協働のまちづくりについてはご理解をいただきつつあるのではなかろうか

そのように認識をいたしておるわけであります。

そこで、行政運営に携わる者は、まちづくりにおける理念あるいは政策理念を市民と

共有の上で行政運営を行うという責任はますます重くなっております。町民と行政との

関係、町民と町政への参加、あるいは公共サービスにおける受益と負担の問題など、幾
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つかの視点においてその理念の明確化、制度的条件整備をしておく必要がある。そのよ

うに私は考えておりますので、今後、さらに協働のまちづくりを、より効果ある中でま

ちづくりをしてまいりたい、そのように考えておりますので、ご理解いただきたいと存

じます。

●議長（南谷議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） 私からは何点か細かな部分でお答えしたいと思いますが、

まず、 終処分場問題につきましては、18年度のまちづくり懇談会の段階で、前提とし

て、燃えないごみから資源ごみへ移すという前提の中で、 終処分場問題については説

明してきたつもりでございます。

それから、周知の仕方については議員ご指摘のとおりでございます。大いに反省して

おります。５月号でもすぐ気づきまして、特集を組んだ中で説明させていただきました

が、その後においてはそういった種のご質問はほとんどありません。

それから、分別を進める段階での意見聴取については、実はこの計画を進める段階で

は、そういった意見を聞くべきであるということで、私も課内ではそういうことで必要

であるということで進める予定ではあったんですけれども、作業の工程の中で、どうし

ても時間が切迫してしまってできなかったということがあると。これは言いわけにすぎ

ないわけでございますが、そこの点も、協働のまちづくりの理念ということは私自身は

持った上で進める前提はあったと、ただし、結果的にはそうならなかったということは

大いに反省しております。

それから、もっと子供たちにも理解が進むと大人向けにも理解が進むよという。

（ そんなことは言ってません」の声あり）「

●環境政策課長（小島課長） 申しわけございません。

今後、７月号の広報紙と同時に、約20ページぐらい、Ａ４判、写真をふんだんに使っ

て、それぞれごみの分別がわかりやすい冊子を全戸に配布する予定もしております。そ

れから、いわゆる注意書を張って、次のごみを出すときに分別し直して出していただく

という作業については、緩やかな対応で少しずつ進めていきたいというふうにも考えて

いるところでございます。

いろんな今回の見直しについては、私どもの考えと町民の側の考えについて一部そう

いった行き違いがあった部分は反省いたしまして、今後の業務の進行に気をつけて当た

っていきたいと考えます。

●議長（南谷議員） 以上で室﨑議員の一般質問を終わります。

次に、５番、中川議員の一般質問を行います。

５番、中川議員。

●中川議員 私は、今定例会に当たりまして、通告しておりました２件につきまして質問
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をさせていただきます。

まず、１点目といたしまして、シカの食害等対策についてであります。

例年に比べて非常に市街地への進出が多く、家庭菜園の被害や、それから交通事故等

の危険性があると思われますが、これらについて対策は考えられないかということでご

ざいます。

それから、２つ目といたしまして、避難場所についてであります。

避難場所の新計画や変更があればお聞きをしたいと思います。

以上で１回目の質問とさせていただきます。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） ５番、中川議員の質問にお答えをいたします。

初めに、シカの食害等対策についてであります。

市街地におけるエゾシカの出没は、今年になって従来よりも目につくようになってお

り、その原因は、市街地周辺の山林内での個体数が増加傾向にある中、人なれした個体

もふえ、市街地への侵入が頻繁になってきたものと考えております。

家庭菜園での被害につきましては、直接の食害のほかに、踏みつけによる生育不良の

問題もあると聞き及んでおります。対策としては、既に山間地域や一部市街地周辺でも

行われているように、家庭菜園をさくや網などで囲ってエゾシカの侵入を防ぐのが も

効果的な方法であり、まずは、みずから被害を防止する手だてを講じていただくよう理

解を求めていきたいと存じます。

交通事故の危険性についてでありますが、警察での事故扱いに限定して申し上げます

と、町内における交通事故に占めるエゾシカによる事故の割合は、過去２年のデータで

は20％前後で、件数にして70件弱であります。そのうち市街地での事故は、警察の事故

扱いとしてはありません。しかし、市街地でのエゾシカの出没の状況や危険な状況であ

ったとのお話は伺っており、市街地での交通事故の危険性については高くなっていると

思われます。

その対策としては、郊外の国道、道道などでは、柵の設置やシカの道路横断用の橋な

どの対策の例はあるものの、市街地用の物理的な対策は難しい状況にあります。したが

いまして、状況に応じた注意喚起を促す対応を実施してまいりたいと考えております。

また、さきに申し上げました年間70件ほどの主に国道、道道でのエゾシカとの事故につ

いても、警察と連携して事故を減らす手段等についての広報等を考えてまいりたいと存

じます。

個々の被害対応のほかに、市街地におけるエゾシカの個体数を減らす努力も行う必要

があると考えております。

市街地でのエゾシカの有害駆除につきましては、効果的な手段がなく、山間部で行っ

ている銃による駆除方法は、住宅や人の往来が多い市街地では、限定的ではありますが

。 、北海道の許可を受けて行うことができます 一昨年12月に奔渡町６丁目の御供山斜面で

、 、北海道猟友会厚岸支部に依頼し 厚岸警察署の安全確認のもと銃による有害駆除を試み

２日間で３頭を捕獲いたしました。



- 86 -

銃以外による安全で効果的な駆除方法がないか各関係機関に照会しておりますが、大

型獣で警戒心が強いため、有効な手だてが確立されていない現状にあり、今年度も同様

に銃による駆除を関係機関と協議の上行い、少しでも個体数を減らす努力を行っていき

たいと考えております。

いずれにいたしましても、同様の趣旨の自治会要望が松葉町、梅香町、湾月町の各自

治会から町に提出されており、今後開催予定のまちづくり地域懇談会でも地域の方々と

意見交換を行い、町が行おうとしていること、また、町民みずからが対処する必要があ

ることについて理解を求め、町民の皆さんのお知恵もいただきながら対処してまいりた

いと存じます。

次に、２点目の避難場所について、避難場所の新設計画や変更があればお聞きしたい

との質問であります。

厚岸町地域防災計画において、高潮、津波時の緊急避難場所については、町民が迅速

に避難し危険回避ができる場所として、それぞれの地域から健常者の足で30分以内に避

難可能な海抜10メートル以上の高台にある施設、駐車場広場等47カ所を指定しておりま

す。

これは平成14年１月10日現在のものでありますが、平成17年８月１日、床潭中央高台

において１カ所、約150メートル西側の町有地への緊急避難場所を変更しているところで

あります。この日以降の新たな緊急避難場所の指定計画については、現在のところ予定

しておりません。

なお、平成15年６月開催の第２回定例会において、議員からのご提案に答弁させてい

ただいたとおり、厚岸町の地形を考慮しますと、避難場所はおのずと限られるところか

ら、津波災害から身を守るには、各自が到達しやすい近くの高台へ速やかに避難するこ

とが肝要でありますので、ご理解を願いたいと存じます。

以上でございます。

●議長（南谷議員） ５番、中川議員。

●中川議員 今、私の１回目の質問に対する答弁を町長からいただいたんですけれども、

近余り聞かなくなったんですけれども、よく皆さん、議員の皆さんやら理事者の皆さ

、 、 、 、 、 、ん方も 44号線 国道を走っていて シカの死んだものとか それから 車にぶつけて

うちの女房も車にぶつけられて車を傷めたり何だりして。 近は余り聞かなくなったか

なと思うんですけれども、その反面、私が１回目で質問しているように、シカが本町、

真龍で私は余り聞かないんですけれども、本町はすごいんですね。本町から通っている

課長さんたち、余りいないようですけれども、耳にしていませんか。

買い物に私たち、孫なんかたまに来ると近くの商店なんかに行きます。そこへ行きま

したら、お客さんがいますと、私、こういう議員をやっているのわかっているものです

から、かなりの勢いで聞かれるんですね。それで、町民の皆さんも私が言っているよう

、 、 、 、に菜園やら何やらを食い荒らされていますので 皆さんすごいんですよ 柵つくり 今

一生懸命頑張ってやっていますけれども、そういうことで、どうしたらいいんでしょう

か。
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しかも交通事故ですよね。町のほうにも私たちも結構、これどうしてくれますか、ど

うしたらいいんでしょうと質問に何かするんだそうですけれども、返ってくる答えは、

どうしたらいいでしょうねという答えしか返ってこないんだそうです。それで、中川さ

ん、すぐ６月に議会ありますので、頑張ってひとつ町の考え方を聞いていただきたい、

こういうような話、要望があちこちからありますので、それで久しぶりに質問させてい

ただいたんですけれども、今ですと、さっぱり、私も期待して答弁書やら趣旨を見なが

ら聞いていたんですけれども、町民との話し合いで、協力願ってというようなことしか

返ってこないんですね。

そうしたら、交通事故も幾ら、70件、死亡者もいませんから、これから町民の協力を

願って。そうしたら、町民の皆さんが役場に来て、心配して来てくれると同じ考えしか

持てませんよね。それで、役場の、町民の皆さんも、もし私がシカにぶつかったり何だ

りして死んだら、交通事故に遭ったら重い腰を、腰が重いですけれども、そういう事故

があったら、死んだら何とかしてくれるんじゃないでしょうかね。いやいや、そんな殺

して、交通事故で死んでから対策どうの練ったってどうもならないでしょう奥さんと私

は言ってたんですけれども、今話聞いてもさっぱり何か、期待して質問したような、悪

いですけれども、答弁返ってこないんですね。

今なんかもうすごいですよ。今日も私４時に、冲に出るので行きましたら、うちらの

近所に五、六頭いまして、さすが車には何かおっかないみたいですけれども、石でも投

、 、げてもへっちゃらな顔して 何かばかにされたようなあれして腹立っていますけれども

逃げようともしません。

これが町の中、もし交通事故があったら、心配するのは私だけかなと思うんですけれ

ども、もし何かで、しかも、 近聞きませんけれども、ここにはいません、北海道には

いませんけれども、イノシシなんかがよくニュースに聞くんでないですか。自転車に乗

っている者を追っかけてけがさせたとか。今、シカは余り悪いことしないようですけれ

ども、でも、ああやって団体で歩かれて交通事故なんかなったら、国道なんかだったら

あれでないですか、夜なんか車の明かりで飛び込んできてとかと、さっき私が言ったよ

うに、車にぶつかって車をあれしたり、車がやられると乗車者もけがしたりしています

けれども、まだ町の中では余り、今、町長から答弁あったようにけがもないんですけれ

ども、そういう心配要りませんかね。交通事故に遭って死んだらどうのこうのとか、た

だ町民が騒いでいるだけでしょうか。それに対して、これから皆さんと話し合って、協

力願って、家庭菜園はみんなで柵をつくってもらって、食われないようにやってくださ

い。何か私ね。

それと、私、こういう質問、通告しましてから、通告の前の日でした、11日でした。

理事者の皆さんもテレビを見られた方がいるかと思うんですけれども、夕方の５時半こ

ろですから、まだ皆さんは家に帰られてないかもしれませんけれども、やっぱり厚岸と

同じで、羅臼がシカで大変やっぱり困っているようで。そうしたら、どうしているのか

なと思いましたら、町長、吹き矢なんですね。口でふっと吹いて、そして麻酔がそれに

ついているんですね。そして捕っているところ。そしてトラックに積んでいるところが

ニュースに出ていましたけれども、そのトラックに積んだシカをどうするのかはちょっ

と私見ませんでしたし、何か言わなかったのかなと思うんですけれども、これも一つの
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手かなと思うんですよね。

さっき、我々でも、だれでもかれでも町が吹き矢を与えてやってもらってどうのこう

のというのはできないでしょうけれども、先ほど町長が言った猟友会というんですか、

そういう方にお願いして、手が届くまでいても逃げないんですから、だから、何ぼでも

やる気になったらできると思うんですよね。これが一つのいい方法だな、今、羅臼が一

生懸命やっているんだそうで、それが11日の５時半、６時前だと思うんですけれども、

テレビで報道されていました。ああ、こっちもひどいんだなと思ったんですけれども。

だから、そういうのを見て、理事者の皆さんが何か関心持って、そういうふうにしま

すとか何とかという答弁もらえるのかなと思ったんですけれども、全然期待外れで、皆

、 、さんと話してみましょうというような話で ちょっとがっかりしたところですけれども

また何かいい、ありましたらお願いしたいんですけれども。

それから、２つ目の避難場所についてなんですけれども、私、これ、おかげさまで何

回も、５回も６回も質問させてもらっています。先ほど室﨑議員の質問に町長から答え

ていましたけれども、私が初当選して臨時会に云々という話をしていましたけれども、

、 、 、私 残念ながらそのときには私の席がありませんでしたので いませんでしたけれども

、 、 。若狹町長が誕生しまして 私が復帰させてもらってですね 質問させていただきました

これは沢田町政のときにも質問していたんですけれども、結局、要するに避難する、

、 、 、あるいは水やら乾パンやら あるいは毛布やら 当時支度していなかったものですから

支度したらどうですかと質問したら、もうやっていますよというような、ちゃんと用意

しています。さすがだなと思ったんです。やっぱり若狹町政だなと思って、びっくりし

て、ちょっと恥かいたなと思ったぐらいで感心したんですけれども。

それから、この避難場所、避難ですね、津波の防災訓練やっています。それで、私も

大きな訓練、自衛隊だとか、あるいは海上保安部だとか、それから、うちらの組合の水

難所だとか消防、これらを交えて大々的な訓練をやられたらどうかなと思っていました

ら、さすが、ちゃんともう若狹町長がやっているじゃないですか。これまたさすがだな

と思ったんです。

ところが、今、私この避難場所について質問しましたけれども、変更ありません、何

もありませんという答弁です。私これがっかりしたんです、今ね。今、腹立ってきまし

た。ふだん私声小さいんですけれども、本当に腹立ったんです。

これがね、皆さんも記憶あると思うんですけれども、去年、おととしです。私のとこ

ろに某代議士が、今、根室のほうで２つの避難道路を国費でつくっています。今度は厚

岸の番ですので、だから、私に来なくても行政に来ればよかったんでしょうけれども、

私のところへ来まして、ひとつよろしく頑張ってください、そして私のところへまた２

回も来たんです。そうしたら、今度、建設課にもその方が、交通事故で亡くなった方で

すけれども、そして、当時の補佐が、土現の所長さんもこのことについて理解を示して

いますので交渉してください、こういう話だったんです。そして、渋々、当時の補佐が

土現の所長さんに行ったらしいんです。それで、私もその話聞きましたら、いいえ、中

川さん、全然そんな話なんか所長さんしていませんというような話、ああそうか、それ

ならもういいですねという話だったんです。

それから、近くに、皆さんも町長なり担当の方々記憶あると思うんですけれども、10
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何名か20名ぐらいで連名で陳情がありましたよね、避難道路をつくっていただきたい。

。 、 、 、皆さん記憶があると思うんですけれども 私 その当時 総務に所属していましたので

即、議会で我々に付託されました。その場所を視察に行かせてもらったんです。担当課

も含めていろいろ説明を聞きながら。そうしたら、それがつくられない、こうなったん

です。ああそうですか、その答えは、ここにつくらなくても厚岸小学校と厚岸中学校が

あります。そこを避難場所にすればいいから、つくりませんという話だったんです。

ああそうですね、避難場所が、もしそこへつくって、津波やなんかはいつも暖かいと

きばかり来ればいいですけれども、梅雨に来るかもしれませんし、その点やっぱり中学

校や小学校だったら、１階のほうは津波で暖房機やなんかいかれても、中だったら暖か

くていいな、こう思っていたんです。いつそれをつくるのかどうなのか、一切その話が

出てこないんでないですか。

それから、去年、おととしですね、うちの若竹自治会で、私も体の余裕あれば自治会

が町にどういう要請があるのかということで私は行っています。そうしましたら、これ

はおととしの３月29日の総会のときでしたけれども、若竹町３・４丁目は避難場所は塚

田弘さんのところです。それで、お年寄りもいますので、あそこ、いつ被害があってあ

そこに登るかわかりませんので、雪が降っていた場合には除雪をしてほしい、こういう

要請を町にしていただきたい。そうだそうだ、役員の皆さん、町とそれから議会のほう

にも要請しなさい、私も及ばずながら頑張ってみますからということであったんですけ

れども、１年たっても全然その話が自治会のほうから出てこないんです。

それで、今年３月30日に総会がありまして、どうしたのよ、去年ああいう要望があっ

たんでないか、おまえら忘れたのか、こう言って、この調子で役員に言ったんです。そ

うしたら、役場のほうでは、今、消防庁舎が避難場所に計画していますので、もう少々

待ってくださいという役場からの返答だと。こういうことをこの３月30日の総会に私に

というか、皆さんにそういう話なんです。

だから、あえて、ここの小学校、中学校の計画、当時、道路をつけてくださいと陳情

上がったでしょう。皆さん記憶あるでしょう。数何ぼだったっけ、20名いたかな、20名

。 。 、近い陳情上がったでしょう それで私たちが当時総務で一生懸命やっています それは

そうしたらつくりません、小学校と中学校がありますから。それはそうでしょうね。私

いつも言うように、屋上についたら厚岸全滅だと思いますからね。そうしたら、いつま

でたったってそれやらないんじゃないですか。そうしたら、消防庁舎を、若竹３丁目・

４丁目、松葉町も加わっていますから松葉町もそうでしょうけれども、これも何も答え

ないんですよね。まさか若竹町の自治会の役員がうそを言っているわけでないと思うも

のですから、あえてここで質問をさせてもらったんですよ。そうしたら何もないんだと

いう、これどうなんですか。

だって、私だって前にね、若狹町政誕生してから、私が復帰してからですね、そうや

っていろいろ提言しているんじゃないですか、あそこがいいんじゃないかとかね。奔渡

だってあれでしょう、子野日公園まで避難場所ないわけですから、車で行くな、歩いて

行け。皆さん、津波というのをなめているんじゃないですか、おっかないですよ。私も

経験していますから。だから、あえて何回も言っているんだけれども、全然ぱっとしな

いもんな。
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それで、小学校と中学校を避難場所にしますから避難道路つくりません、そういう話

だったんでないですか。そうしたら、今度、若竹町の自治会の要望では、今度、消防庁

舎をしますから。一体何なんですか、これ。だから、せっかく、今私が言ったように、

ああいう大きな大々的な訓練やっているんじゃないですか。そして、今年の５月の消防

、 、 、 、 、のあれだって 消防車が 赤い車がチンチン鳴らしながら 町長 やっているでしょう

訓練というか、近いあれですけれども。だけど、肝心な避難場所がなかったらどうする

んですか。

そして、先ほどの室﨑議員の質問で協働のまちづくりという、私の質問にも町長も言

っていましたね、津波や何か来たら、職員が少ないので、職員も一生懸命やりますけれ

ども町民の皆さんもひとつ協力してやってください。私はやるつもりでいますよ、もち

ろん。私らは海のそばで、船も大事ですけれども、いざとなったらそんな道具なんかど

うでもいいわけですから、人の命がやっぱり優先にいかないと。どこに逃がしたらいい

かわからないんじゃないですかね。高台ありましたら高台へ逃げてください。そして、

せっかく訓練やっているわけですから、きちっと計画をつくって、そしてやりましょう

や。

何か、私何回も質問していたって、そして、ようやくあれですよ、汐見川、あれ危な

、 、 、 。いですよ 津波来たらあれでしょう だから 死にに行くようなものでしょうというの

それも一向に解決しない。だから、年寄りは行っていますよ、そっちへ向かっています

よ。だから私は呼びとめて、そっちじゃないですよ、松葉町の自治会のあそこですよ、

。 。避難場所はあっちですよと呼びとめてやっていますよ 死ににやるようなものでしょう

何回もこれ私言っていたって、一向に直そうとしないんだものな。何金かかるんだい。

何も金かからないでしょう。小学校にします、中学校の上をやりますたって何も金かか

らないでしょう。教育委員会やら学校長の関係だけでないですか。

そういって町民から要望が上がった、陳情が上がったものをけって、その後何もやっ

、 。 、 、 、てないでしょう これ おまけに今度真龍側ですよ 今 私本庁に行ってますけれども

本庁、この庁舎を避難場所にしろと言ったら、しません。危ないからできません。こん

な立派な庁舎が危ないかなと。私は、厚岸の建設協会の言う、大勢の皆さんに聞いてい

ますよ。中川さん、厚岸、この庁舎が 高の建物でしょうと。これが弱かったらどこが

一体あるんですか。そのかわり私が言ったということを言わないでくださいね。口どめ

されて聞いていますよ。なぜそれをしないの、こんな。ただ、私きちんと例を出して質

問しているでしょう。わざわざつくっているんですよと。だから、１階なんかには流れ

ものや何かでばんばん窓やなんか破けてくるかもしれません。ここまで水ついたら厚岸

全滅ですから。なぜそれをしないんだべな。

そして、今、真竜小学校だって改築なったでしょう。高い、あれだって加えたってい

いんじゃないですか。皆さん何かもう、だから、役場が考えている、行政が考えている

。 、 、 、ように来ないかもしれません いつでしたっけ 去年でしたっけ おととしでしたっけ

北海道のつくった500年に１回のあれを見せてもらいましたけれども、それまで来ないか

もしれません、500年。我々もとっくにいませんけれども、灰になっているでしょうけど

もね。だけど、私、津波や何かで厚岸の死亡者とか負傷者出したくないんですよ。だか

ら何回も言っているの。全然応えてくれないものな。
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だから、チリのだって、これは厚岸は被害なかったですけれども、これ前にも私言っ

ていますけれども、浜中で何人も殺しているでしょう。波だってそれこそ、昔、今の福

祉センター、田宮さんの前まで上がっていますよ。あのころに遭っている人は何人もい

ないと思うんですけれどもね、今。だから、ばかにしたらだめなんですって、やりまし

ょう、つくりましょう、何金かかるの。金かかるからと言うんなら、それは私もあれで

すけれども、金要らないでしょう、町長、要りますか。

だって、あるんだもの、施設がいろいろ。金かけなくたって。それで人命がね、そし

て訓練してさ、そして、私さっき、町長もやられている大きな訓練も２年に１回か３年

、 、 。に１回やるの これはもちろんですけれども ふだんやっぱりちゃんとやりましょうや

、 、 、そして 我々も生きている 元気で走ってあるけるときは協働のあれで頑張りますから

これで２回目の、ちょっとすみません、声が大きくなりましたが。

●議長（南谷議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） 私からは、まず、湖南地区におけるシカの件についてお答

え申し上げます。

私の立場は駆除するという立場でございますが、１回目の町長の答弁でもありました

とおり、市街地でのシカの駆除は非常に難しいということが、まず大前提にあります。

これは皆さんおわかりのとおり、銃の使用は極力制限されるということは皆さんおわか

りいただけると思います。

そういった中で、どのようにできるのかという問題がありますが、私も自治会の方に

お聞きしたところ、日中はそんなに見かけないと。

私の聞いた中では、夜から早朝にかけて出ると。ですから、朝早くまではいるという

ことですね。普通の方が活動し出す時間帯にはそんなに見かけないと、夜に比べればと

いう意味ですけれども。ということは、その時間帯は近くの山間部にいるというふうに

考えられます。

そこで、実は湖南地区は子野日公園とその背後地、それから愛冠地区が道設の鳥獣保

護区でございます。一般の狩猟、有害駆除も普通はできないわけですが、そういった事

情があれば特別の許可を出すということは、北海道からも口頭ではありますが伝えられ

ております。ということで、まずは山間部における、市街地に近い愛冠、それから御供

山については住宅地が近いということで、斜面に向かって銃を撃つということになりま

すが、これは警察と十分協議して、それから、警察立会のもとで行うということで、非

常に限定的ではありますが、その部分はまず試みてみたいというふうに考えます。

それから、羅臼町における吹き矢による駆除でありますが、羅臼町も非常にその対応

については苦慮していたということで、２年かけてその対応について検討してきたとい

うことで、テレビ報道になったのは初めて行った結果のようであります。その捕った後

のシカについては、中標津の、これはエゾシカを使用して食肉処理する業者が４人もか

けつけて協力していただけたと。これは、商売上そのシカを必要とするということで対

応してくれたということのようであります。

、 、この方法をとるには いわゆる猟具としての吹き矢としての許可が必要だということ
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それから、麻酔薬などの特殊な薬を使いますので、これは獣医師がその矢に適量を入れ

るという、特殊な作業は獣医師に依頼しなければならない。これはお金がかかります。

などなど、それから、根本的にはだれがその吹き矢を使うのかと。長い間の羅臼の担当

者も訓練してきたようです。なかなか真っすぐ飛ばない、当たらない。せいぜい５メー

トルぐらいの至近距離でないと真っすぐ当たらないと、斜めに撃つと、きちんと刺さっ

て液がシカの体内に入っていかない。いろいろ問題があるようです。

ただ、私どもも有効な手段の一つというふうに考えておりまして、これができないか

どうかというのをこれから検討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。まずは頭数を減らすという努力は今後続けていきたいというふうに考えておりま

すので、ご理解願いたいというふうに思います。

●議長（南谷議員） 総務課長。

●総務課長（豊原課長） お答えをさせていただきます。

避難場所につきましては、第１次的な避難場所につきましては、皆さんのお手元にこ

ういう、避難場所を覚えておきましょうというようなペーパーを配らせていただいてお

ります。この中には、ご指摘ございましたように、厚岸中学校、小学校等々については

入っておりません。しかしながら、まずは高台に逃げていただく、その後の２次的な避

難先といたしまして、指定避難場所というようなことでは厚岸小学校、中学校を使える

状況を考えているところでございます。警報等で避難の必要が生じたときにつきまして

は、場合によっては、そこがオープンになっておりますのでそこへ入っていただく、こ

ういうことは可能でございます。

また、この役場庁舎の利用の問題、それから真竜小学校の活用、こういうことにつき

、 、 、 、ましても ２次的な避難場所といたしましては 厚岸町役場 候補に入っておりますし

小学校につきましても、耐震性から考えますと候補として十分活用可能な部分でござい

ます。そういうところにつきましては、厚岸漁港津波対策検討会において、500年間隔地

震対応の中で、避難ビルというようなことで候補に上がって今検討されているところで

ございまして、その検討状況を厚岸町といたしましても十分尊重させていただいて、今

後の指定の中に組み込むというようなことは考えているところでございます。

また、500年間隔のシミュレーションで奔渡２丁目から３丁目の付近の道道から山側の

部分、あそこについては冠水しないというようなシミュレーションも出ているところで

ございまして、あそこにあります奔渡保育所、それから、その前庭といいますか空き地

については十分活用可能かなと。そういうところにつきましては、ほかにも幾つかその

津波検討委員会の中で場所が選定されてきておりますので、そういうところについて町

としても指定を図っていく方向で考えているところでございますが、今すぐどうこうす

るというような状況にはまだ具体的になっていませんが、将来的にはきちんと活用でき

るところは活用して、そして命を守っていくということが大事でございますので、そう

いう視点で考えさせていただきたいというふうに思っているところでございます。

、 。 、また 消防を避難場所にというようなお話がございました この部分につきましては

消防のあの建物につきましては、まさに救急、防災等々の指令所になる場所でございま
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す。そういう点で、そういうところは２階につきましても消防署のほうで使う、そうい

う可能性が極めて大きい部分がございますので、津波対策検討会においては候補として

いろいろ議論にはなっているようではございますけれども、実際に活用するということ

については難しいのかなというふうな判断をしているところでございますので、ご理解

をいただければなというふうに思います。

なお、２次避難場所につきましては、なかなか皆さんに広報して、この場所について

こうですよというようなことを十分お知らせしていなかった、そういう部分がございま

して、議論の行き違いといいますか、そういう部分が出てきておりますので、そこら辺

いかにお知らせできるのか、これが可能なのかどうなのか、そこら辺も含めまして、２

次避難場所といいますのは水が引いた後活用するというようなことが主になっておりま

すので、そこの役割分担を含めまして検討させていただきたいなというふうに思ってお

りますので、よろしくお願いしたいと思います。

●議長（南谷議員） ５番、中川議員。

●中川議員 何か力強い悪い言葉で質問させてもらったんですけれども、町長、このシカ

の関係ですけれども、町長初め、それから産業振興課長、厚岸の産業団体であります私

、たち厚岸漁業協同組合にいろいろと温かいご指導やらご協力をいただいておりますので

私から一々言うまでもないと思うんですけれども。

今、昆布、あと１日なんですけれども、たけなわでございますけれども、今ちょっと

昆布の話を若干させてもらえば、今まで釧路昆布というのは本当に安くてどうもならな

かったんですけれども、それは中国産の昆布が、町長なり産業振興課長もご理解いただ

いていると思うんですけれども。それで、中国産昆布、私たちも、去年、おととしです

か、中国まで行って見てきましたけれども、非常に汚いというかな、干し場というか、

昆布自体の、養殖昆布でつくっているところもそうなんですけれども、干し方も汚いん

ですけれども、大量に日本に入ってくるものですから価格が安く入ってくる。そうする

と、加工屋さんたちはそれを買って加工して、そして色をつけて、煮たりなんかしてで

すね、日本の国内の昆布は非常に、釧路昆布はそう高くないんですけれども、それより

もずっと中国が安いものですから、これに押されていたんですけれども。

そこで、町長もご案内だと思うんですけれども、道東に、釧路東部を初め、昆布森、

厚岸、散布、浜中、これ５単協と言いまして、我々漁連を窓口にして一生懸命やってい

るんですけれども、そこで、厚岸昆布、釧路昆布をＰＲするのにはどうしたらいいかと

いうことになったんですけれども、それで、今までは干場にも草がおがります。そうす

、 、 、ると そこに昆布を干しても乾きませんので 雑草を皆さん刈っているんですけれども

というより、除草剤をまいて草を殺していたんです。そうすると、我々は地下に雨やら

なんかで浸透していますから、公害というのか、そういうのもないんでないかというこ

、 、となんですけれども それが一つの昆布の安さのあれにもあるんでないかということで

それをちょうど私が役員になりましてから、大体４年ぐらい前から除草剤をまくのをや

めましょうと、それで、悪いんだけれども皆さんで草を取ってください。確実に昆布は

値段が上がりますからという、我々５単協の組合長の指導でそうやってきました。文句
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言いながら漁民は草を刈っています。そのおかげで去年も、町長もご案内のように、か

なり値段が上がっている、そればかりじゃないと思うんですけれども、やっています。

そこにですね、先ほどから言っていますようにシカが、町民に言わせると、山から塩

水を飲むのに海に下がってくるんでないかという、下がってくるんですけれども、お土

産を散らばしていくんですね。これには、せっかく今言ったように除草剤まかないよう

にして、そして草を刈って、そして、釧路昆布は衛生的な、そういうものをつくってい

ます。ですから皆さん食べてくださいというので宣伝しているものですから、一生懸命

草を取っています。そこにですね、先ほどの答弁で、朝と夜は海のほうに下がってくる

けれども日中は余り来ないなんて言ってますけれども、そうかもしれません、私、夜は

余りパトロールしていませんからよくわかりませんけれども、今日あたりも沖へ行くの

に行くと大体７頭から８頭ぐらい、二班か三班ぐらい干場におりました。それが散らば

していくんですよね。だから漁民も文句なり、頭の痛いところなんです。

そうすると、頭数を減らしてもらえば、お土産というか、散らばしていくものが減っ

ていくんでないのかなということもあるものですから、組合の役員の皆さんも、あなた

あれでしょう、一般質問でひとつやってくださいよ、町のほうに訴えてくださいよとい

う要望もあるんですよね。

だから、今、課長のほうから答弁いただきましたけれども、そういう意味で、私の質

問の羅臼の吹き矢の話もしましたら答弁いただきましたけれども、お金は少しかかって

でも、やっていただけないかなというような感じです。

それから、交通事故は遭ってしまっても後の祭りですしね、その分どのぐらい金かか

るのかあれですけれども、そうすると町民も納得するんでないのかな。これから懇談会

で、町長の答弁じゃないですけれども、よろしくお願いしますとか、協力してください

とか言っただけでは理解が求められるかなと思うんです。だから、そういう、我々漁師

の、お土産置いていくあれもありますから、少しでも頭数を減らしていただくように努

力していただきたいなと、このように思います。

、 、 、 。それから ２次避難場所ですね だから課長 これもっとＰＲしてほしいんですよね

まだＰＲできないと言いますけれども、小学校と中学校に逃げていったって構わないん

でしょう。そこで錠かって入れないわけでないんでしょう。だから、訓練から、訓練の

ときから言わなきゃだめだと私は思うんですよ。はい、津波来ましたから小学校、中学

校のあれに逃げましょう、それは私、訓練だと思うんですよね。犬だって何だって訓練

でしょうが。警察犬だって何だって、犯人の遺留物をかがしたら、ちゃんと捜してくる

んじゃないですか。訓練でしょうが、何だってね。

そして、この厚岸町の庁舎、あるいは真竜の小学校、２次にあるんだったら、ちゃん

と訓練してさ、そして高台に逃げるやつを間に合わなかったらここでもいいですよ、庁

舎でもいいですよ、学校でもいいですよ、そしてやりましょう。せっかくそうやってい

るんですから、考えがあるんであればやりましょうや。そして避難、死亡者出さないよ

うに。

だから私ね、14日ですか、岩手・宮城の大きな地震がありましたね。私、津波来ない

。 。でよかったなと思うんです 皆さんにこんなこと言ったらおしかり受けるかもしれない

逃げ場所がないでしょう、大体。みんな死んじゃいますよ。中川だけ残るかもしらんけ
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れども。だめなんだ、そんなんだったら。ちゃんとやりましょう。町長、どうですか。

せっかくあんな大きな訓練したって何もならないんじゃないですか。さすが若狹町政だ

な、若狹町長だなと思って感心していた、元も子もないじゃないですか、大体。

私たちが提言したって、さっきの話じゃないけど全然あれだ。私だってパトロールし

ていますよ、厚岸、奔渡からずっと、梅香町から。ああそうか、小学校と中学校あった

か、そうだなと思っていますけれども、パトロールしながら提言しているじゃないです

か。総務課長、もう少しね、本当に前の総務課長にもいろいろ何回もやっていますけれ

ども、明快な答弁をお願いして終わります。

●議長（南谷議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） シカの頭数を減らすという件でございますが、吹き矢の件

につきましても２回目の答弁で申し上げましたが、駆除をする手段として検討してまい

りたい。これについてはいろんな条件がございますので、すぐにはできません。ただ、

検討して、やるという前提で、結果的にやれるかどうかわかりませんけれども、できる

限りやれる方向で検討してまいりたいというふうに思います。

それから、銃による駆除は、私の感触ではできるというふうに思っていますから、こ

れは実施してまいりたいというふうに考えますので、ご理解いただきたいと思います。

●議長（南谷議員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 避難場所の件についてお答え申し上げます。

まず、皆さんに現在お知らせをしている津波を予測した場合の１次避難場所、これは

厚岸町の標高、海からの高さですね、これを参考にして、当時、平成14年、47カ所、そ

の前の計画を見直しをさせていただいて現在に至っているという状況であります。その

後、一部床潭で事情があって避難場所を移したということがあります。

どうして２次避難場所を皆さんにお知らせしないかということは、これは議会でかつ

て何人かの議員さんにお答えをしておりますけれども、奥尻島の地震があったときに、

津波の遡上高が30メートルを超えているという津波が襲来をしております。そうしたと

きに、海抜ほぼゼロメートル地帯に立っている建物を避難場所として指定をして、そこ

に逃げてくださいということは非常に危険であるというふうに考えております。したが

って、先ほども総務課長から答弁をさせていただいたとおり、こういう比較的堅牢な建

物については我々が既にリストアップをしておりまして、津波が去って、その建物の安

全性が確保された段階で避難場所として皆さんにお知らせをするほうが、皆さんの安全

のためにそういう考え方でいくべきであろうというふうに考えております。

さらには、先ほども500年間隔地震津波シミュレーションの話がございました。議員も

見ていただいたということでありまして、その１次避難場所は、今言いましたように海

抜10メートル以上を 低基準としている。それから、健常者の足で30分以内で到達でき

るということを一定の目安にして指定をさせていただきました。しかし、そのシミュレ

ーションをつくるに当たっては、そのコンタ、要するに等高線の問題だけではなくて、
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過去の津波のデータ等を取り入れてシミュレーションをつくっております。そのシミュ

レーションを見た結果、先ほども言いましたとおり、奔渡の道道から山側、これはほと

んど来ないであろうと、津波が遡上してこないだろうということがわかりましたので、

それらのことにつきましては早急に見直しをして地域の皆さんにお知らせをしたいと、

そのように考えております。

●議長（南谷議員） 以上で中川議員の一般質問を終わります。

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41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。

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財政運営について質

問いたします。

地域経済を支えております厚岸町の基幹産業であります漁業でも酪農でも、燃油、飼

料、穀物等の高騰により大きな影響が出ており、それぞれ経営を大きく圧迫しておりま

す。依然として明るい兆しの見えない経済情勢であり、とても消費に回るような状況で

はありません。その影響は大変大きなものがあります。

そのような中で、厚岸町の財政にも小泉内閣の三位一体の改革の影響で大変厳しい財

政状況が続いておりますが、そのような中で、厚岸町は第３次の厚岸町財政運営基本方

、 、 、針を示され 町職員 町民との懇談をしながらこれを進めることになると思われますが

現在までの取り組み等について説明をお願いし、また、ご意見がどのようになっている

のかもお伺いをいたします。

次に、地方交付税制度の堅持についてでありますが、地方交付税は、財源保障と財源

調整機能を果たしているものでありますが、年々縮小してきていますが今後の見通しは

どのようになるのか。それとともに、交付税算定額と決算の乖離はあるのか、あるとす

れば、それはどのようなものなのかお伺いいたします。また、町として交付税の堅持に

ついての取り組み、町村会などの取り組みについても説明をお願いいたしまして、私の

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） 10番、谷口議員の質問にお答えをいたします。

財政運営についてでありますが、１点目の、第３次厚岸町財政運営の基本方針を示さ

れておりますが、その内容と現在までどのような取り組みが行われたのかについてであ
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りますが、 初に、本町におけるこれまでの財政健全化への取り組みにつきましては、

内部経費改革を中心とした第１次厚岸町財政運営基本方針、さらなる内部経費改革や人

、 、件費改革 各種使用料・手数料の見直しを具体化させた第２次厚岸町財政運営基本方針

さらに、第２次の基本方針を補完する形となる財政自立シミュレーションを制定し、行

財政改革の実施による財政基盤の確立に向けた取り組みを実施してまいりました。

本年４月に策定しました第３次厚岸町財政運営基本方針は、これまでの行財政改革へ

の取り組みのほか、平成19年６月、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行に

より、一般会計、特別会計及び企業会計における実質収支等を連結させた新たな健全化

、 、 、 、判断比率の導入で 町財政の健全化を評価し 判定し 制限するとされていることから

それぞれの会計における財政健全化への具体的な取り組みやその方向性についてを明ら

かにし、収支均衡が図られた持続可能な財政構造の確立と自立的な行財政運営に資する

ことを目的として制定しました。

なお、基本方針に掲げる行財政改革事項につきましては、基本的にこれまで実施して

きました行財政改革事項を引き続き実施することを前提とし、特別会計及び企業会計に

ついては、それぞれの会計ごとに作成していた経営健全化計画等を反映させた内容とな

っております。

本方針における財政健全化への基本的な考え方としましては、町がこれまで行ってき

た仕事のやり方や町民サービスのあり方を抜本的に見直すという、町と町民の意識改革

が不可欠でありますので、町と町民とが、その内容を共有し協働で進めることが必要で

あるため、１つ、役場改革の推進、２つ、官から民への展開、３つ、町民協働のまちづ

くりの３本柱を基本理念として掲げ、これらに基づく具体的な行財政改革事項により収

支不足を解消し、磐石な財政基盤を築くこととしております。

次に、現在までどのような取り組みが行われたのかにつきましては、本方針制定後、

すべての町職員に対して説明をし、共通した認識とするよう周知徹底を図ったところで

あり、町民への対応といたしましては、町広報６月号に掲載のほか、町ホームページへ

も登載し常に閲覧できるよう対応しております。また、町民への今後における周知につ

きましては、本年６月下旬から実施予定のまちづくり地域懇談会のテーマとして取り上

げ、ご説明したいと考えております。

次に、２点目の、地方交付税制度の堅持について、アとして、財源保障と財源調整機

能を果たしている地方交付税が年々縮小してきているが、今後の見通しはについてであ

りますが、地方交付税は、これまで、毎年度制定される骨太の方針や、この方針に基づ

く地方財政計画により、その方向性が位置づけられ、国税５税の一定割合を原資とし、

多種多様な算定基準を経て全国の地方自治体へ交付されます。

議員ご指摘のとおり、本町における交付税、特に普通交付税は、人口減など本町独自

の削減要素もあり減少しているところでありますが、当時の小泉内閣が提唱した三位一

体の改革により、平成14年度からは大幅な減額となり、これによる地方の財政力格差が

顕著になってあらわれたことから、交付税制度の本来の財源の保障という観点にかんが

み、平成20年度における地方交付税総額は、地方財政計画上、前年度との比較で1.3％の

増とされたところであります。

本年度の本町の状況につきましては、特別枠の地方再生対策費として、総務省の試算



- 98 -

によると約１億800万円の追加交付がされるところでありますが、昨年度から導入されま

した包括算定方式、いわゆる新型交付税についても当該制度設計による算定がなされる

ところであり、大幅な増額は見込めない状況にあります。いずれにいたしましても、来

月上旬に行われる普通交付税本算定において明らかになるところであります。

今後につきましては、過日の報道等でご承知のとおり、財政力の弱い自治体に配慮し

た算定基準の導入や、次年度においても地方再生対策費は同額を確保するといった報道

がされていますが、いまだ不透明な部分が多く、見通しが立てづらい状況でありますの

で、現在、国において審議策定中であります骨太の方針2008を注視したいと考えます。

次に、交付税算定額と決算額の乖離はあるのかについてでありますが、過去５年の状

況は別紙資料のとおりとなっており、乖離部分、これは交付税交付基準額と交付額との

比較になりますが、平成15年度と平成19年度において乖離が生じております。

また、資料要求がありました地方交付税算定に係る意見の資料につきましては、北海

道町村会を通じ国に対して要望している交付税関連の抜粋を資料として提出いたしまし

たので、ご了承願います。

以上でございます。

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 ただいま町長からご説明をいただきましたけれども、第３次の厚岸町財政運

営基本方針のそれに至る経過については、方針の作成というところで述べられている内

容そのものだというふうに思うんですが、結果的には、それを進めるに当たっての財政

、 、健全化への取り組みというところでその内容を具体的に示されておりまして 役場改革

あるいは官から民への展開、町民協働のまちづくりという内容だとか、歳入の確保、あ

るいは歳出の削減の取り組み等、あるいは施設等の維持管理費の問題、広域行政及び市

町村合併の検討等がその内容だと。あと、企業会計を健全化する取り組みというような

内容になっているわけですけれども、非常に町財政が大変な状況になってきているとい

うことで、私は、やはり厚岸町の取り組みは、ある程度の段階では今は限界ではないの

かなというふうに思われます。

それで、 後のほうで町長が述べられておりましたけれども、新しい2009年度に向け

た骨太の方針を検討する財政諮問会議ですか、ここである程度の案ができつつあるよう

であります。それが今朝の朝刊などにも載っておりますし、報道されているところであ

りますけれども、緊急対策を進める、あるいは福祉や社会保障費の財源を今後どうする

のかということで、結果的には、その財源を消費税に求めようというような動きが非常

に今強く出ているように私は思うわけであります。

しかし、私は、国が決めたことをきちんとやっていただくということと、それと、も

う１つは、地方自治体が、きちんと決まっている中で、それが決められたとおりに財源

、 。 、を動かすことができない そういう２つの問題があるのではないのかなと 非常にこう

上から締めつけられた結果、多くの問題が出てきているというふうに思います。

それは、１つには、５月13日に新聞報道されておりますけれども、学校教材費も交付

税を流用しているというような記事が出ております。ほとんどの地域で流用があると。
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2007年度には、学校の図書購入費として交付税措置した200億円の22％が他の目的に使わ

れているというような内容が報道されております。あるいは、保育所が、結果的には、

厚岸町はまだ保育所運営は町独自で運営されておりますけれども、この一般財源化によ

って、多くの自治体がさまざまな対策を講じると。コスト削減に走ったり、民間に移管

しよう、あるいは公立を統廃合すると。厚岸町の今回の方針にもそのあたりも載ってお

、 、 、りますけれども 公立を民営化する あるいは保育料を引き上げるというようなことで

国庫負担が減ったのと交付税が削減されている、そういうことから、本来当然見込める

予算が、自治体がそれを確保することができないということで大変苦労されている現実

があるわけです。

今、地方財政の再建ということが非常に強く叫ばれている中で、厚岸町はまだ破産状

況までいっていませんから、大阪みたいな極端なことは言われておりませんけれども、

結果的に、これが地域の住民に大きな負担、あるいは行政サービスの低下、あるいは行

政サービスをやめてしまうというようなことになっていっては、やはり困ると思うんで

す。この厚岸町が成り立つということと、地域地域がきちんと守られていく、あるいは

子供たちの育てる環境がきちんと保障されていくということをやっていかないと、結果

的には、そのうちに住めない町になってしまっては私は困ると思うんです。

その辺では、現在の地方交付税が果たしている役割というものをこれ以上下げてはな

らないし、あるいは、今算定されている算定方式が、今回示されている資料では交付基

準と交付額の乖離について説明をされておりまして、15年度と19年度に、15年度は900万

円近く、19年度は7,500万円近くの差が出ているわけです。それで、果たしてこれだけが

問題なのかということだと思うんです。

それと、私はもう少し検討していただきたいなというふうに思うのは、この基準財政

需要額がきちんと検討されているのかどうなのか、これについては乖離はないのかなと

いうふうに思うんです。それで、町民税の所得割の納税義務者等が収入額の納税者と乖

離がないのかどうなのか、その辺はどういうふうに押さえているのかなというふうに思

うんですけれども、これらはきちんとなっているものなのかどうなのか、その辺につい

てもう一度説明をしていただきたいというふうに思います。

北海道でも小樽市あたりは５億7,800万円もこれによる差が出ているという経過があり

ますから、厚岸町のその辺の対応はどうなっているのか、その辺ももう少し詳しく説明

をしていただきたいし、それから、実際に交付税がこのような乖離が出る問題はどこに

あったのかも私たちにも示していただきたいなというふうに思うんですが、いかがでし

ょうか。それをお願いいたします。

それから、もう１つお伺いしたいのは、非常にこの交付税、あるいは負担金等の削減

が、小泉内閣の三位一体改革がある意味定着したと言っていいのかどうなのかわかりま

せんけれども、結果的に、それを前提にすべてを考えるようになってしまっているとい

うことから、やはりそれが前提なんだという考えではだめではないのかなというふうに

私は思うんです。

、 、 。 、それで 私 全国の町村会のホームページをちょっと見てみました そうしましたら

町村会では毎年のように提言や訴えを冊子にして発表しているようであります。それを

ずっと見ますと、ホームページに出ているのは13年度からなんですが、19年度はないん
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ですね。あるのかもしれないけれども、まだホームページに載っていないのかどうかわ

かりませんけれども、だんだん財政問題から、地域をどういうふうに何とか残すように

してほしいというような取り組みに変わってきているように思うんですけれども、やは

り財政問題は非常に重要な内容なので、今回、資料として提出していただきましたけれ

ども、交付税の算定の基礎等についても、もう少し明確にするように求めていくべきで

はないのかなというふうに思いますし、それらの問題については私たち議会にも積極的

にその内容をお示しをお願いしたいなというふうに思います。

後に、財政運営基本方針についてお伺いいたしますけれども、今回示されている内

容は、以前の第２次を踏襲してさらにそれを進めるという内容ですから、それと、連結

決算になっていくということを考えた方針ですから、内容的に大きく変わるものはない

と思うんですけれども、やはり行政サービスが低下する、あるいは役場改革もある意味

限界もあるのではないのかなというふうに思うんです。

それで、非常にスリムな組織体制を目指すということでやっていますし、今の職員を

補充も 小限に抑えるというようなことでやっているんですけれども、結果的に仕事の

量はどうなのかということだと思うんです。それで、問題は、サービス残業等がどんど

んふえるようなことがないのか、一定の今、時間外の枠を決めていますよね。そうする

と、それが結果的には職員の過重負担になって、サービス残業をやらざるを得ない、あ

るいは職場にはいなくても何らかの仕事の持ち帰りなんていうことも起きないのかどう

なのか、その辺についてはやっぱりきちんと見ていかなければならないのではないのか

なと。

それで、やはり労働行政等では指導的な立場にもある役所でありますから、そういう

中で、もしサービス残業等が続いて、職員の健康を害する、あるいは労働災害をそれに

よって引き起こすというようなことになってはまずいと思うんですけれども、その辺は

どのようになっているのか。それから、職員との話し合い、あるいは職員組合との話し

合い等はどのように行われているかお伺いをしたいというふうに思います。

それから、歳出の削減の問題ですけれども、先ほど言いましたけれども、時間外手当

の問題は先ほど述べましたけれども、給与の基本給の一律カットというようなことが載

っています。これは、もし大幅な給与カット等が考えられているというようなことにな

ると、地域の経済、あるいは地域の給与等に、他の職場のね、そういうものに与える影

響も非常に大きいのではないのかなというふうに思いますし、今の地域の消費動向等を

考えた上で、これがどうなっていくのかということもやっぱり真剣に考えていかなけれ

ばならないのではないのかなというふうに思います。

、 、 、 、それから 職員定数の見直し等なんですが 今 職員の補充を 小限に抑えていると

ここでも書かれておりますけれども、退職者の完全補充はしないんだということなんで

すけれども、職員の世代間のきちんとした交代といいますか、こういうものもやっぱり

役所としては必要ではないのかなというふうに思うんですけれども、それらがスムーズ

に世代交代が進んでいけるようなことも考えていかなければ困るのではないのかなとい

うふうに思うんですけれども、それらについてはどういうふうに考えているかお伺いを

したいというふうに思います。

以上、２回目の質問といたします。
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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。

一応13項目程度メモをさせていただきましたが、答弁漏れがもしありましたらご指摘

願いたいと思います。それと、30分ですので、できるだけ簡潔明瞭に答弁したいと思い

ますので、理解できない答弁があった場合にはご指摘を願いたいと思います。

まず、町民に大きな負担、サービスをやめる、これは大変困るということでございま

す。

去る５月15日に議員協議会において、ご参考として第３次方針を示させていただいた

際にも、この件に関しては触れさせていただきました。住民に対するサービス低下につ

いては、できるだけ避ける方向で３次の方針を策定している旨説明して、参考としてい

ただきたいというように説明させていただいたところでございます。

それから、15年と19年のいわゆる収入面に対する決算乖離、これにつきましては、厳

密に申し上げますと、要するに、交付税を算定する際に、いわゆる国税５税の一定割合

を交付するわけでございますが、その際に、基準財政需要額を一定の計算方式によって

算定されます。それから、基準財政収入額についてもそのとおりでございます。それの

、 、 、差し引きによって いわゆる不足する額 これについて交付されるものでございますが

その基準につきましては、毎年度、閣議決定される地方財政計画の交付税額、総額です

ね、日本全国の総額、これについてとの差が当然生じます、本算定をした際に。そのと

きにどのように調整するかというときに、調整率というものを用いて基準財政需要額を

圧縮します。そして基準財政収入額を差し引き、交付税額を決定し、交付額を、いわゆ

る決算となるということでございまして、平成15年度と19年度については、地方財政計

画といわゆる交付基準との差が生じ、調整率をもって同額としたということでございま

。 、 、 、 、す その額が 厚岸町の額にしますと 15年度 それから19年度に示されているとおり

差額の欄がその額でございます。

、 、 、それから 今 その件で基準財政需要額の乖離がないのかということでございますが

今申し上げたとおり、本算定と基準財政需要額については、当然、絶対的に一致するこ

とは、可能性としてゼロに近いというふうに思っていただきたいと思います。

それから、収入額についてでございます。これにつきましては、基本的に毎年度総務

省に報告しております課税状況調査、これによって各地方公共団体の税収入の額を算定

して報告するところでございます。これらをもって基準財政収入額として算定され、そ

れが各都道府県、市町村の団体の収入額として算定されると。その差し引きが、いわゆ

る不足額であれば交付される、超過すると不交付団体ということになるところでござい

ます。

それから、小樽市のほうでの乖離の新聞記事等があったということで、５億円程度の

ということでございますが、当町にとっては先ほどの資料のとおりの結果となっている

ところでございます。

それから、乖離がある原因はどこにあるのかということでございます。

これは先ほどもちょっと触れましたが、基準財政需要額・収入額を算定する際、特に
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基準財政需要額、これは一定のいわゆる測定単位、例えば人口ですとか道路の面積・延

長、それに対する一般的にかかる経費を算定して、考えられた計算式に当てはめて算定

されるわけでございますが、この乖離がある原因につきましては、考えられる一つの問

題としては、例えば、厚岸町で言いますと面積739.14あると。この面積につきまして、

その面積に占める道路の延長が非常に短いと。例えば、隣のある町は非常に長いという

、 。 、場合には その算定において需要額の出てくる額が当然変わってまいります それから

確実にそれが捕捉されているかどうか、それから、捕捉されるべきものなのかどうなの

か これらについてもきちっとした規則に当てはめて算定はしておりますが 必ずしも100、 、

％それが認められるものと認められないものというものがございます。これが乖離に反

映される可能性の一つとして考えられるかと思います。

それから、全国町村会においてホームページに冊子で出ているということでございま

すが、北海道町村会におきましては、私はちょっとこのホームページは確認してござい

ませんが、資料のとおり、冊子としてお配りしているとおりでございます。

それから、この全国町村会の関係は平成13年から出ておりまして、19年度は出ていな

いということでございますが、財政問題から、 近は地域を残す問題に変わってきてい

ると。せんだって、限界集落というような報道がなされております。厚岸も将来そのよ

うになる可能性はないとは言い切れないと思いますが、これは町の施策としてどのよう

な方法をとるかということで解決する問題だと財政担当としては考えておりません。あ

くまでもこれは国策としての問題ではないかと、このように考えております。したがい

まして、全国の市町村、都道府県におきまして、そのような地域を残す問題に発展して

変わってきているのではないかと、このように考えております。

それから、明確にするように求めていくようにするべきではないかということでござ

います。

これは、議員ご指摘のとおり明確に求めていく必要があると。例えば、具体的に単位

費用を、例えば学校１校につき100円の単位費用とした場合に、1,000円にしてください

とか、そのような具体的な要求にしていくことは当然していくべきではないかと。ただ

し、これが国として認めるかどうかにつきましては、また別な問題と考えております。

それから、第３次の方針でございます。

５月15日にご説明させていただきました、議員ご理解されているとおり、１次、２次

を踏襲し、なおかつ連結決算に対応した指標として策定、制定させていただいたもので

ございます。行政サービスの低下も可能性があるのではないかということでございます

が、５月15日に説明させていただいたとおり、条件設定の中では、町民に対する行政サ

ービスの低下につながるものは、具体的なものは要するに組み込んでございませんでし

た。ただし、企業会計の水道事業につきましては、料金改定について含まれているとい

う説明をさせていただいたところでございます。

それから、役場改革についても限界にあるのではないかということでございます。

まさに、絞っても水の出てこない雑巾のような状態であるという表現を使わせていた

だいたところでございますが、限界はあるところでございますが、やはり一人一人の職

員はそれぞれ知恵があると思います。その知恵によって、何もしないということではな

くて、できることを考えてやっていくことを前向きに進めていくべきではないかと、そ
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のように考えているところでございます。

それから、仕事の量はどうなのかということでございます。

議員はいろいろな情報を収集されているところと伺っております。仕事の量は、増え

ても減ることはございません。なおかつ、この現代、電算処理、電算のスピードが速く

なっている中において、それにも増して仕事の絶対量が増えていることが確かでござい

ます。せんだって、昨日の13番議員のご指摘にもあったとおり、担当者は、例えば後期

高齢等、国の施策の動きによって、いわゆる混乱、大混乱を来しているということは事

実でございます。

それから、この関係に基づきまして、いわゆる町内にどのような影響があるのかとい

う部分については私のほうから説明させていただきたいと思いますが、歳出削減の一つ

として、職員の給与カットによりまして、やはり消費の減少というか、これはないと言

えないというふうに感じております。それから、この給与カットに伴う、要するに役場

職員の給与の額の減額に伴う住民税の減額は当然出てくるところでございます。

以上、13項目については私のほうからご答弁させていただきました。

●議長（南谷議員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） まず、総体的なことからのお話でありますけれども、 初に三

位一体という改革が提唱されました。もともとはといいますか、その３つの柱でありま

すけれども、地方交付税の問題、補助金の問題、それから財源移譲の問題、この３つを

合わせて三位一体の改革と言われておりました。

当初は、これはある都道府県知事をされていた方もおっしゃっている話でありますけ

、 、 。 、れども 例えば 地方交付税の見直しというふうに 初は言っておりました ところが

ふたをあけてみれば、見直しどころではなくて減額、カット。これは三位一体のこれま

での改革の中で、補助金のカット、減額が5.1兆円実際にありました。それから、補助金

、 。 、 、のカット これは地方からお願いをしていたことであります といいますのは 補助金

国から交付されるという立場上の問題もあって、一々、手取り足取りでさまざまな制約

がされていた。これを自由にやらせてほしいというようなことが始まりであったように

記憶をしております。そのかわりに財源も、補助金をカットするかわりに財源もつけて

くれと、地方に自由に、地方の望む形でやらせてほしいということがはしりにあったは

ずでありまして、結果、補助金カットは４兆円、税源移譲は３兆円、これらを三位一体

の改革の名のもとになされた結果、6.1兆円の減額になっている。地方に来なくなったと

いうことであります。

そのもとはどこにあるかといいますと、国と地方合わせて800兆円、国家の一般会計の

約10年分借金が膨らんでしまった。そこにその改革をしなければならない理由があった

んだろうというふうに思います。

、 、 、 、ただ 我々地方にいる者としては 谷口議員がおっしゃるように 交付税の持つ性格

全国どこでも一律の行政サービスが受けられるようにという、その財源を保障するとい

う考え方、それから、財政力の不均衡を是正するという、その財政の調整機能というも

のを果たしておったわけでありますが、そういうふうに一方的にカットされている。あ
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る日突然という言い方は変かもしれませんけれども、普通交付税に関して言いますと平

成12年ころから、これまで10数億円厚岸町には入ってきておりません、カットされてお

ります。

、 、 、そうなると では厚岸町は その入ってこなくなったというのは事実でありますから

その入ってこなくなった収入を見て、歳出をどうするかということを考えなければなり

ません。そうしたときに、歳入も含めてでありますけれども、行政コストというのは、

税金、負担金、使用料、手数料、こういうことで自主財源で賄わざるを得ません。そう

なると一定のものについては町民のご負担もいただかなければならない、今、これまで

続けてきた行政サービスというものを維持存続するためには、そういう手法も必要であ

る。それから、これまでかけてきた歳出の抑制というものも図らなければならない。そ

うした中で、そういうもろもろの事情なり数値を示させていただいて、職員の理解をい

ただいて、大変残念ではありますけれども給与費に手をつけざるを得なかったというこ

とであります。

それらにかかわる地域経済への影響、それから他企業への波及、大変心配しておりま

すけれども、それをやらなければ、どこかの自治体みたいなことになって、もっとひど

いことになるというふうに考えておりますので、これは一定程度やむを得ないのかなと

いうふうに考えております。

それから、そういうようなことがあって役場職員の意識改革、町長は職員とよく話し

合いの機会を持って、その必要性を訴えてきて、役場職員個々の、あるいは職員組合と

も話し合ってそういう結論を出しているということであります。

それから、職員の数の問題でありますけれども、これは議員もご指摘のとおり、ある

近隣の町村では、退職者の補充をゼロと、一切しないということをした自治体もありま

す。しかし、厚岸町はそれをやっておりません。やっておらない理由は、議員ご指摘の

とおり、世代間の不均衡が生じる。これは将来さまざまな面で弊害が出てくるという考

え方もございまして、ゼロにはしない。しかし100％補充はできない。そうすると、当然

職員は減っていくわけであります。

税財政課長から話もありましたとおり、国はさまざまな制度改正を突然言い出してき

て、例えば介護保険の問題、後期高齢の問題、その実務的なものをどうするかというこ

とをぎりぎりになって説明する。あるいはインターネット等を通じて情報が入ってきま

すけれども、それをこういうふうに紙にするには１日がかり、機械でプリントアウトす

るだけで１日がかりの情報が入ってくるわけです。それを職員にもやれと、明日からや

れと。こういうのはいささか不満も持っておりますが、そういうこと等も踏まえて、職

員の研修、あるいはスキルアップというものも図りながら、今の情勢に対応してまいり

たいと、そのように考えています。

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 今、課長、それから副町長のほうから説明がありましたけれども、やはり、

税財政課長がおっしゃっておりましたけれども、厚岸町が限界集落にならないようにし

ていくにはどうするのかということがやっぱり大事だと思うんです。それで、結果的に
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は、町理事者、あるいは職員、そして町民の皆さんの知恵を結集していかなければなら

ないけれども、やはり国に言うべきことはきちんと言う、問題点は明らかにしていくと

いうことが大事だと思うんです。これをしないと、結果的には、厚岸町の中でそれに基

づいた方針を考えていかなければならない、それは結果的には、住民の、あるいは職員

への大きな負担や、あるいは行政サービスの低下、切り捨て、こういうものにつながっ

ていくのではないのかなというふうに私は思いますので、これについては、さらなる町

長初め財政獲得のための対応について頑張っていただきたいなというふうに思います。

それと、先ほど答弁なかったんですけれども、町長がおっしゃっておりますような、

あるいは税財政課長がおっしゃっているように、非常に職員が減らされているにもかか

わらず仕事量がふえている。こういうことに対する対応なんですけれども、サービス残

業にならないのかどうなのか、そういうことについては、やはりきちんと対応していた

だきたいし、そういうものがあるんだということになると、それはまた、ある意味異常

なことになっていくのではないのかなと。いわゆる労働行政等も町としてもつかさどっ

ていると思うんです。そうであれば、そういう立場にある役所がそういうことになって

いるというようなことがないようにしなければならないし、もしあったとしても、それ

はどうするのかという対応を検討して対応していただきたいなというふうに思うんです

が、いかがでしょうか。

●議長（南谷議員） 残り７分でございます。

町長。

●町長（若狹町長） 私からお答えさせていただきたいと思います。

、 。それぞれ財政についてのお話 さらにまた職員の体制等についてお話がございました

ご承知のとおり、私が町長に就任しましたのが平成13年です。その１年前に、平成12

年に地方分権一括法というものが国会で制定されたわけでございます。すなわち自主自

立、地方はそうあるべきであるということであります。

その後、三位一体改革が出てまいりました。私としては、やはり厚岸町の将来を見据

えた場合に、財政が健全でなければならないという考えのもとで行政運営を図ろうとい

たしました。そういうことで、ご承知のとおりの第１次財政運営基本方針、第２次財政

運営基本方針というものが平成20年度まで計画をいたしたところでございます。しかし

ながら、昨年の６月に地方財政健全化法という新たな法律ができまして、今回の第３次

財政運営基本方針、５年間でありますが、作成をいたしたところでございます。その方

針に従って、これから健全財政を維持しながら、この21世紀の厚岸町をすばらしいもの

にしていきたい、そのように考えておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。

それと同時に、サービス残業のお話であります。本来はあってはならないことであり

ます。しかしながら、現実に、お話ありましたとおり事務事業量がふえておることも事

実でございます。そこで、我々といたしましては、職員が減少する、事務事業量がふえ

るという中で、どうしたらいいかということで、一昨年、組織を再編いたしました。ス

タッフ制をしいたわけであります。そういうことで、今日に合った行政運営というもの

を考えながら、無理のない職員の仕事量にしていかなければならない。やはり均衡ある
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事務事業量を図りながら、職員がその職場に誇りを持ちながら仕事をできる環境をつく

っていかなければならない、そのように考えておりますので、ご理解いただきたいと存

じます。

●議長（南谷議員） 以上で谷口議員の一般質問を終わります。

次に、15番、石澤議員の一般質問を行います。

15番、石澤議員。

●石澤議員 定例会に当たって、さきに通告したとおり質問します。

１、後期高齢者医療制度について。

（１）４月から月額１万5,000円以上の年金から保険料が容赦なく天引きされるという

過酷な制度が始まりましたが、厚岸町では、年金天引きではなく窓口に支払いに来る人

数は何人ですか。

（ ） 、 、 。２ 法定軽減で７割 ５割 ２割の軽減を受ける人の人数と割合はどの程度ですか

（３）保険料の減免を受ける人数は何人ですか。

（４）現行の保険料による割高になる人は何人ですか。

（５）65歳以上の障害者の加入は何人ですか。

（６）国保では町独自の減免制度があると思いますが、福祉対策費として、町として

実質的な減免を行っていくことはできませんか。

（７）保険証をなくした人が何人かいると聞いていますが、一人世帯や老人世帯を訪

問して相談に乗ってやることができませんか。

（８）人間ドック（成人病検診）から切り捨てられ、基本健診に変わっていますが、

その内容はどうなっていますか。

２、火災報知器について。

消防法の改正によって設置が義務づけられた火災報知器について、低所得者への補助

制度ができませんか。

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） 15番、石澤議員のご質問にお答えをいたします。

まず初めに、後期高齢者医療制度について、１点目の、厚岸町では、年金天引きでは

なく窓口に支払いに来る人数は何人ですかとのご質問でございますが、年金受給額が月

額１万5,000円未満の方や、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の

２分の１を超える方が普通徴収となり、納付書で町内金融機関や役場の出張所などで納

める方々の人数としてお答えします。

平成20年度における後期高齢者の推定被保険者数は1,498人としており、そのうち、４

月からの特別徴収、いわゆる年金から天引きされた人数は1,067人となっています。した

がって、単純計算では400人強が普通徴収となるわけですが、その中には被用者保険から

移行された方のように10月から特別徴収となる方々がおられますので、 終的な推計で
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は300人程度と予測しております。

２点目の、法定軽減で７割、５割、２割の軽減を受ける人数と割合はどのくらいです

かとの質問ですが、平成19年度所得による保険料が確定しておりませんので、平成18年

度所得をもとにした保険料算定の推計値で申し上げますと、７割軽減の方は697人、５割

軽減の方は37人、２割軽減の方は88人となっております。

３点目の、保険料の減免を受ける人数は何人ですかとの質問ですが、保険料の減免に

つきましては、災害減免や所得激減減免など要件に該当する方が申請をして、広域連合

の判断により決定する仕組みであります。その申請受け付け窓口が厚岸町であることか

ら、申請があればその人数の把握ができます。しかし、現在のところ申請はありません

ので、今現在において減免を受けている方はおりません。

４点目の、現行保険料による割高になる人は何人ですかとのご質問ですが、この数字

を出すには不確定要素が多く、難しい状況にあります。１つには、被用者保険から後期

高齢者医療制度に移られた方々については前の保険料がわかりませんし、国保からの移

行者についても、後期高齢者医療保険料及び国民健康保険税の確定は７月になりますの

で現在は比較できません。また、数字は押さえられたとしても、その比較を手作業で行

わなければならず、事務作業上非常に難しい状況でありますことをご理解いただきたい

と存じます。

５点目ですが、65歳以上の障害者の加入は何人ですかとのことですが、厚岸町におけ

る65歳から74歳で一定の障害のある方で後期高齢者医療制度に加入されている方は、６

月12日現在、68人であります。

６点目の、国保では町独自の減免制度があると思うが、福祉対策費として、町として

実質的な減免を行っていくことはできませんかとの質問ですが、国保の独自減免とは、

今回、専決処分の報告をさせていただきました厚岸町国民健康保険税条例第23条の減免

のこととしてお答えいたしますが、第１項の災害などによる減免については、後期高齢

者医療制度においても規定されておりますし、第２項の被用者保険の被保険者が後期高

齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者が新たに国保に加入された場合の減

免内容についても、後期高齢者医療制度においては同じような減免を行う制度となって

おります。

また、福祉対策費として、町として実質的な減免を行えないかとのご質問につきまし

ては、町の財政が厳しい見通しである状況を考えますと、新たな減免施策が難しいこと

をご理解願いたいと存じます。

、 、７点目の 保険証をなくした人が何人いると聞いていますかとのことにつきましては

６月12日現在、27人の方に被保険者証を再交付しておりますので、現在とらえている紛

失等における数字としては27人であります。

次に、一人世帯や老人世帯を訪問して相談に乗ってやることができませんかとのご質

問ですが、ご質問の趣旨のとおり、町民の皆様、特にお年寄りの方には不安を持たれて

いる方も多いと考えます。私ども、説明会や広報等による制度のＰＲを行ってまいりま

したが、短時間では説明しきれない内容であることから、個別のご相談のほうが不安を

なくすためには有効であると考えており、窓口においでいただくか電話によるご相談で

もよろしいので、ぜひご相談をいただくよう、これからもあらゆる機会を利用して周知
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してまいりたいと考えております。

なお、本年度予定されております各地区ごとに開催されますまちづくり懇談会も、そ

の機会の一つとして活用してまいりたいと考えております。しかし、ご質問にある戸別

訪問による相談につきましては、現在の事務体制上難しい状況でありますことをご理解

願いたいと存じます。

８点目の、基本健診は変わっていますが、その内容はどうなっていますかとのことで

すが、昨年まで老人保健法の規定に基づき実施してきた基本健診は、平成20年度から高

齢者の医療の確保に関する法律の規定による健診となり、呼び方も生活習慣病健診と変

わりました。

従来の健診が、病気を発見することを主目的にしていたのに対し、新しい健診は、生

活習慣病対策を充実・強化することに視点を置き、高血圧、糖尿病等の生活習慣病の有

病者・予備軍を減少させていくという観点から、メタボリックシンドローム予防に特化

した標準的な健診プログラムにより実施されることになりました。

検査項目はおおむね変わりませんが、昨年までは本人の希望で受けることができた心

電図検査、眼底検査と全員に実施していた貧血検査については検査項目からなくなりま

した。ただし、生活機能評価の結果によって、医師の指示に基づく心電図等の詳細な検

査を受ける場合があります。また、既に高血圧、高脂血症、糖尿病などで医療機関で受

診し薬を服用している方は、生活習慣病を発見するためのこの健診を受ける必要のない

方であり、受診申し込みのときにその確認をさせていただくことにしています。

なお、生活習慣病健診と同時に行うがん検診は、これまでと変わりなく受診すること

ができますので、ご理解願いたいと存じます。

次に、２点目の、火災報知器についてであります。

消防法の改正により設置が義務づけられた火災報知器について、低所得者への補助制

度ができませんかとのお尋ねでありますが、厚岸町におきましては、消防法改正以前か

ら、低所得者世帯への経済的負担の軽減を図る目的で、65歳以上の所得税非課税の高齢

者世帯を対象とした厚岸町日常生活用具給付等事業実施規則の中で、火災報知器につい

ても給付の対象として実施してきております。

また、２級以上の身体障害者等で火災の感知や避難が著しく困難な障害者のみの世帯

には、厚岸町障害者等日常生活用具給付等事業実施規則を制度化して、それぞれの制度

において、１世帯に２台まで、金額１万5,500円を上限とした給付制度を実施しておりま

す。さらに、町営住宅につきましては、全400戸のうち132戸が設置済みで、現在閉鎖中

の32戸を除く未設置の236戸につきましては、今後、３カ年計画に基づき、計画的に町が

設置する予定となっております。

石澤議員が要望の補助制度ですが、低所得者を一般的に町民税非課税世帯と仮定しと

らえた場合には正確な数字の把握が容易ではありませんし、先ほど説明しました高齢者

世帯等も含めたものとなりますが、全体で約1,340世帯となり、助成内容により異なりま

すが、仮に１台の5,000円相当を助成したとしても約670万円の財源が必要とされます。

また、低所得者の方々には、これまでも保育料、介護・障害サービス、医療費などの

減額や助成を制度化し、経済負担の軽減に配慮した施策を実施していますことはご理解

いただいているとおりでございます。
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さらには、消防法改正当時から制度内容の十分な周知を図るとともに、既存住宅へは

平成23年５月31日までの５カ年間の期間内に設置できる経過期間が設けられたことで、

機器１台五、六千円から購入が可能であり、その資金準備が一定程度行える期間もある

との考えから、特別な助成制度は設けずに至っております。

こうした現状と経過を踏まえた上で、今日の厳しい財政状況では、新たな助成制度と

して優先して検討しなければならない事情にもないとの認識でおりますので、ご理解い

ただきたいと考えております。

以上でございます。

●議長（南谷議員） 15番、石澤議員。

●石澤議員 後期高齢者制度は国の制度ですので、町はとても大変なんだなとは思ってい

るんですけれども、国保から後期高齢者に移ってしまって、そこから外されることで起

こる不利益、それから、制度そのもののあること自体もテレビを見てわかったりとか、

こういう情報でわかる人たちはいいんですけれども、知らないことで受ける不利益って

結構あると思うんです。保険証というのが、私、ちょっと高齢者いないものですから、

訪ねていったところで聞いたんですけれども、こういうもとの保険証、厚岸町が出して

いる小さい保険証じゃなくて、もとの保険証と同じ大きさなんだけれども、薄くて２枚

折りなんだという話を聞きました。それで、出ているところも厚岸町でなくて広域連合

から出ているものですから 何だこれはという感じで捨ててしまった人が多い それで27、 、

人も捨てた人がいると思うんですけれども。

そういう中で、このものが来たことによって、保険料を納めないと自分は医療を受け

。られないんだということも理解していない方もいらっしゃるのではないかと思うんです

、 。 、ましてや 自分はすごく元気で病院も行ったことがないと 病院も行ったことないから

保険証なんか見たことないし、そんなこと自分たちは関係ないみたいな感じのことをお

っしゃっていた方もいたんです。

それで、私たちは町から来ているのを持っていくからいいんだよという言い方をされ

たものですから、ある程度の年齢で、ひとり暮らしだったり、それから老人世帯だけだ

った場合には全く理解していないということもあり得ると思うんです。そこはそんなに

何件もないと思うんですよね、厚岸の中でも。だから、そこに対して、多分調べたらす

ごくいろいろ大変だと思うんですけれども、そういうところに行ってちょっと話をして

くれるとか、そういうことをしてほしいなと思うんです。

娘さんがちょっといろんなことがあって心配して、何だかいろんな書類が来ているよ

うだけど母さん大丈夫かいと電話をかけたときに、何だか知らないけどいっぱいあるん

だわって。だけど、どうしたらいい。彼女はちょっと遠くなものですから、電話で、そ

れ全部持って役場へ行っといでというふうにして、娘さんでそういうこと気づいて声か

けしてくれるならいいんですけれども、それがたまたまできなかったり、全く二人だけ

だったり一人だけだったりする場合はあるので、そういう細かい、仕事忙しいのはわか

るんですけれども、一番大変なのは、やっぱりそれを受ける、これから受けなきゃなら

ない人たちだと思うんです。だから、その立場に立って考えてほしいと思うんです。
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それと、多分、広域連合から減免とかそういうことの説明があったのでないかと思う

んですけれども、高齢者の場合は、大抵は年金生活をしていますから、著しく収入が減

るということはないと思うんです。でも、それが減るとしたら、入院をしたときとか、

長期になったときとか、そういうときだと思うんですけれども、そのときに、どのくら

いの期間がなったときに助成の対象になるのかとか、それから、生活費のどの部分を、

減ったら、使えるお金が少なくなったらどういうふうに見てくれるのかという、そうい

う心配もあると思うので、広域連合といろいろ話をしながら、町としてもいろんなこと

を、広域連合任せにしないで、そういう小さなことかもしれないんですけれども、道に

対してもいろんな問題点を申し出ていってほしいなと思います。

それで、障害者医療助成の改善、道のほうで今回、65歳以上の人は全部強制的に後期

高齢のほうに回してしまったんですけれども、そうすることによって障害者の人たちに

対してもいろんな意味で差別が、医療を受けるために差別が出てくると思うんです。そ

れで、そのことに対しても、道に対して、障害者医療制度の確立というか、それを設け

るような町として申し入れをしてほしいなと思うんです。

以上、２回目を終わります。

●議長（南谷議員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） ご答弁申し上げます。

まず、国保から、ほかの保険からも含めてのお話だと思いますけれども、後期高齢者

へ移行することによって不利益という部分でございますけれども、これが不利益という

部分としては、まずとらえてはございませんけれども、質問者がおっしゃるとおり、制

、 、度がやはり十分理解されていない段階では 自然と新聞報道等に報じられているように

そのような状況になるということが考えられます。また、それは質問者がおっしゃいま

した減免措置ですとか、そういう制度も、実は職権でやっております軽減措置の７割、

５割、２割とかというのは問題ございませんけれども、やはり申請をしなければ減免を

受けられないというような制度もあります。そのような部分については、やはり周知を

十分にこれからも行っていかなければならないというふうには感じております。

１回目のご答弁で申し上げましたかもしれませんけれども、この制度、かなり担当者

も首をかしげるほど複雑な部分も中にはございます。そのような中で、個々別々にいろ

んな問題が実はあります。一朝一夕に、この制度の概略を説明しただけでは、なかなか

どんなことがわからないのかと。これは厚生文教常任委員会でも言われたんですが、わ

からないことがわからないんだというふうな部分がある、そのような制度でもあります

ので、実際は個別に、実際何が問題であるかというのは個別のご相談を受けた中で実は

いろんな問題が出てくる、収入の問題もありますし、減免の問題もありますし、その中

で、できればやはり個別にご相談を受けて、それらを一つ一つ解決していくことが必要

なんだというふうに思います。

それで、その中で、例えば高齢者の、特に単身の方に対して出かけていって説明でき

ないかということでございますけれども、高齢者のみの世帯につきましては６月１日現

在で1,100世帯、その中で単身者は616世帯ございます。その中では、やはりどの部分の
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人がそういう手当てが必要かどうかという判断は私どもではちょっと難しい状況であり

ますので、やはりいろんな機会をとらえまして、とにかくご相談に来ていただきたいと

いうことをお伝えしようというふうに考えているところでございます。

あと 障害者の不利益という部分でございますけれども 障害者の部分といいますと 65、 、 、

歳から74歳までの方で後期高齢に行きたくないのに行かざるを得ないということでとら

えてよろしかったでしょうか。

そういう部分でいけば、確かに重度心身障害者で北海道の福祉医療の中で、この議会

にも後ほど条例改正を提案させていただく予定でございますけれども、その制度の福祉

医療の中の制度が移行しなければ受けられないという部分のことだというふうに思って

答えさせていただきますと、確かに今まで保険料がかかっていなかった人がかかるとい

、 、 。う 反面 強制的に入れさせられてかかるのではないかということの制度でございます

いろんな部分で批判を受けてございますけれども、ただ、これも道の実は制度で、そ

ういうふうな判断をされたということの中では、町としてもそれに準じている状況であ

りますので、その辺のところはご理解いただきたいというふうに考えてございます。

●議長（南谷議員） 15番、石澤議員。

●石澤議員 今の、わかったんですけれども、本当に大変なんですよね、後期高齢という

のはね。全然わからないし。２月、３月になってから、いきなりいろんな制度で診療の

やり方から何から全部新しく出てきて、物すごい大変になっていると思います。

健康というか、診療報酬の改定というのも３月になってやっと出てきたという感じで

。 、 、 、 、すよね それで 定額制だったり それから さっき言っていた糖尿病とか高血圧とか

そういう人たちは、人間ドックでないですけれども、生活習慣病の検査は受けることが

、 、 、 、できないとか それから 75歳を超えたというだけで病気の予防から外れるとか 外来

それから入院でも、終末期と言われた場合には、あらゆる場面でいろんな差別医療が始

まっている。実際、病院の先生方とかいろんな、医師会なんかでも、こんな制度はやめ

てほしいという感じの声も上がっています。

それで、さっき、600世帯もあるので、すごく一戸一戸訪問は無理だという形でおっし

ゃいましたけれども、知らないことで、厚岸ってあれですよね、資格証明は国保のとき

出していませんよね、たしか。短期の保険証はあると思うんですけれども、資格証明は

出してなかったかなと思うんですけれども、そういう形で手厚くいろんな意味で保護し

てきた場合が、今度、全く知らないことで資格証明になってしまうということもあると

思うので、もし自分が行けないのでしたら、自治会の中の人たちを頼って、そういう人

たちからそういう説明をしてもらうとか、いろいろ方法ができると思うので、多分、自

分の置かれている状況がそれほど深刻だとは思っていないと思う。年金から天引きされ

る人でなくて、自分で行かなければならない人は思っていないので、その辺もちょっと

考えて対応してほしいと思います。

町長にお願いしたいんですけれども、国のやる制度だから仕方がない、そのまま受け

入れるというだけでなくて、こういういろんな問題が出てきているんですから。この日

本の国のすごくいいところは、子供とか年寄りを大事にするという国でしたよね、昔か
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。 。 、ら 古希とか米寿とかという形でお祝いもする そういう形をしてきているんですから

厚岸町のお年寄り、今まで私たちが大事にしているお年寄りの人たちが安心してできる

、 、 、 、 、ように いろんな意味で この問題点がある この問題点があるということは 道でも

それから国でも上げていってほしいなと思います。それをお願いして終わります。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） まず、後期高齢者についての町長の考え方、また、中央に対する要

請、質問がございました。

確かに私といたしましては、今回の運用に当たりましては、高齢者に配慮した説明や

準備が不足であったということは私もそのように思っております。徴収する町側といた

しましては、今大変困惑いたしております。さらに今、中央において、この後期高齢者

制度を改善しようという動き、また、廃止しようという動き、それぞれあるわけであり

ます。またこれがどうなるのか、そういう面では、窓口になっております厚岸町といた

しましては大変困惑いたしておりますし、もっと住民の声を聞いた中で、私も中央なり

、 、 、連合会に さらに問題点があれば要請をしていきたい そのように考えておりますので

ご理解いただきたいと存じます。

その他については、また担当から説明させます。

●議長（南谷議員） 町民課長。

（ ） 、●町民課長 米内山課長 資格証明書の話が出ましたのでお知らせいたしますけれども

確かに昨年まではいらっしゃいませんでしたけれども、今年４月に２名、資格証明書を

発行してございます。これは普通は容易なことでは出ません。規定に基づきまして処理

させていただきましたけれども、ご心配されている、そのままいけば資格証明書の部分

に行き着くのではないかというようなことにおいては、通常でいけば、先ほど言いまし

たように、いろんなご相談ですとか、事前にいろんな何段階もハードルがございますの

で、その中で制度を説明するなり、それから手当てするなりというようなことでは十分

対応していけるというようなことで思ってございます。

それで、私ども一切出かけていかないということではございません。物理的に役場に

も来られないというような方については、要請があれば当然参る用意もございますし、

そういった情報がやはりあれば、その部分部分においてぜひ対応していきたいという気

持ちは持ってございます。

●議長（南谷議員） 以上で石澤議員の一般質問を終わります。

次に、14番、竹田議員の一般質問を行います。

14番、竹田議員。

●竹田議員 さきに通達しておりました質問通告書に沿って質問をさせていただきます。

１として、町と自治会のあり方について。
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ア、自治会ごとにできること、できないことの役割分担の明確さはどこまで進んでい

るのか。

イ、自治会ごとにできないことがあれば、自治会連合会で自治会ごとに助け合えるよ

うに相互協力連携体制をつくることはいかがか。

以上です。よろしくお願いいたします。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） 14番、竹田議員の質問にお答えをいたします。

町と自治会のあり方についての１点目でありますが、自治会ごとにできること、でき

ないことの役割分担の明確さはどこまで進んでいるのかとのご質問ですが、平成19年９

月議会においてご質問をいただいておりますが、ご答弁のとおり、行政は行政のサービ

スとしてできる限界があり、今日的地方財政の状況下では、その提供するサービスを縮

小せざるを得ない状況にあることは、以前よりご質問者にはご理解いただいているとこ

ろであります。その上で、自治会の組織活動を初め、町民皆さんの自主的な活動と一体

となったまちづくりのご提言を受けているところであります。

一方、自治体ごとの規模、組織体制や地理的条件等により、それぞれできること、で

きないこととの差があることから、その部分を明確にして、協働のまちづくり、住民参

加のまちづくりを推進していくようにとの提言も受けていたところであります。

現在、自治会としても、自分たちの課題別の問題について、それぞれの地域が自主的

な取り組みをしていくということがどんどん進んでいることは以前もお話をさせていた

だきましたが、その自主的な活動の議論の中で、役場の下請だけでは自治会本来の目的

である近所の助け合いの精神が薄れているのではないかとの意見もあるように伺ってお

ります。そういう意味では、自治会においても自分たちが何ができるか、何をすべきか

という視点を持つ自治会がふえていると感じております。

このような状況の中で、自治会ごとにできること、できないことの役割分担というこ

とでは、自治会に対し、例えば、町行政執行上のさまざまな依頼や、修繕にしても材料

費は役場で提供し自治会で実施するとか、役場から各自治会に対して提案する中で分担

をお願いする場合と、自治会側から、ここまではとか、これは自治会でやるので、この

部分を役場でお願いしたいとの提案があり、集会所建設や修繕、健康づくりの事業など

について実施されているところであります。

また、特別養護老人ホームへの火災発生時の支援のため、２つの自治会が毎年避難訓

練に参加し、非常時の際の支援体制を構築している例もあります。

取り組み内容には各自治体ごとにその差がありますが、これは１つには、先ほど申し

上げました各自治会の組織的事情や行動力の差もありますが、もう１つには意識の差も

あると考えています。その意味では、もっと自治会個々との協議の機会をつくり、自治

会ごと、個別案件ごとの役割分担についてお話し合いをさせていただきたいと考えてお

ります。

今年度はまちづくり懇談会の実施年度でありますことから、この点につきましても各

自治会要望を基本にお話し合いをし、協働のまちづくりを念頭に置きながら、自治会の
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皆さんにもご提案をいただき、進めてまいりたいと考えております。

しかし、現実に自治会においてできること、できないことが存在することから、次に

考えられるのは、ご質問の２点目にあります自治会ごとに助け合う相互協力連携体制と

いうことになると思います。このこともまちづくりにおいては重要な部分と考えており

ます。

ご質問にあります自治会連合会での役割ですが、自治会連合会の目的として、自治会

相互の連携を密にし、相協力して共通する問題の研究、協議を行うということがあり、

連合会としての役割は、単位自治会が活動しやすいような環境整備を行うことと考えて

おります。

例えば、ごみ等の環境問題、福祉問題、交通安全、防犯、防災問題など地域に密着し

た自治会に共通する問題の情報交換や検討を行うため、例年、単位自治会が当番制によ

、 、 、り準備から進行まで行う自治会交流会を開催し 自治会活動の実例発表や研修 さらに

情報交換等を行い、相互の連携や共通認識を図っているところであります。既に、敬老

会の合同開催やお祭りなどにも２つの自治会が協力して参加するなど、相互の自治会の

信頼関係により協力している例もあります。これは町の指導というよりも、単位自治会

が自発的に協力関係を築いたものと考えます。町としても連合会に対しましては、あく

までも相互理解により協力できること、単位自治会にお願いすることなど、課題別に地

域の組織力を発揮していただく現在のあり方を広めていただけるよう、お願いをしてま

いりたいと考えております。

以上でございます。

●議長（南谷議員） 14番、竹田議員。

●竹田議員 町財政の安定、安泰、財政難を考えるということから、この質問を昨年の９

月においてさせていただきました。

１つには、協働のまちづくりの意味合いから、この早々の実行というのが必然的に必

要だというふうに考えるとしたならば、町民と町のこの苦しい部分から脱皮ができる一

つの要因というふうに考えられると思います。人や物の違い、必要性を考えてみれば、

この自治会を、町がどのような形で何を悩み、何をお願いしたいのか、人材不足、物不

足、環境の違いで自治会ごとに要望の違いはあると思います。自治会ごとに内容の把握

をきちんとすることが一番大事。

例をとってみれば、避難のときに避難場所が近い地域、遠い地域、行きやすい、行き

づらい、施設的に備蓄があるない、トイレがあるなどなど、きちっとした把握をすると

いうことが、欠点を見つけ、その欠点を解決するという部分では、非常に一つのものを

把握するということが大事になってくるわけだと思います。自治会に間に合っているも

の、不足しているもの、満足度や、逆に言えば、わがままが出ているのかどうなのか、

そういうことを調査していくことが必要だと思います。

ただいま１回目の答弁にありました、非常に自治会との連携がうまくいっているよう

に思います。このことをもっともっと先に進めていくことが厚岸町の財政難を解決して

いく一つの手段となれば、 高の厚岸町ができるのではないかというふうに思うわけで
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す。

19年度の自治会の要望についてということを、まとめていただいた資料をちょうだい

しました。この中には、道路や公共施設や河川、海岸、漁港、治山治水、財政、まちづ

くり、公園、除雪、防災、有害鳥獣、上下水道などさまざまな点からの要望がなされて

います。

近、非常にテレビとかで注目されている長野県の下條村の村長さんが、下條村自立

（ ） 。 （ ）律 宣言というのをテレビで放映されていました ホームページにも下條村自立 律

宣言というのが載っていました。この中に、国は「三位一体の改革」によって地方交付

税と補助金を大幅に削減し、地方へ財源移譲して、地方分権の推進と地方の自立を目指

しています。そのためには、市町村合併によって自治体規模を大きくし、行財政基盤を

強化することが も近道であると考えています。しかし 「変革期における市町村のあり、

方研究会」の報告にありましたように、全国でもまれに見る合併しても効果が出にくい

地域もある。下条村としても合併研究委員会において検討を重ねた結果、行財政改革と

資材支給や合併浄化槽等の村民参加の促進によって、仮に地方交付税が４割削減されて

も揺るぎない財務体質となっており、自律的な自治体構造が既に完成しているという認

識に至りました」というホームページが出ております。

本年２月、20歳以上のすべての村民3,279名の方に調査を実施したところ、自立（律）

、 、 。をして 要するに 村民の力を集合して頑張っていきたいという回答が87％もあったと

要するに、村民側も自立（律）をし、自分たちが何をし、何をやることによって財政の

難局を乗り越えていけるかという認識を持っていったというふうに思います。

町としても、答弁の中にもありましたけれども、もっともっと町民側の認識を深めて

いってもらうという対策の中で、どのようなことを町民に訴え、どんなやり方で町民に

訴えていったら町民は納得してくれるのか、ここが一番、納得するということが一番大

事なことだと思います。この部分について、町民により働きかけるように手法を考えて

やってもらいたいというふうに思います。

、 。 、また 職員側の意識改革も大事だというふうにも思います 町民側に納得してもらう

そして職員の意識改革もする、これが町と町民の要するに役割分担、つまり自治会の役

割分担というふうに考えることだと思います。

このホームページにもありますけれども、村民の皆様が自立（律）に村の未来を託し

ていることに改めて身が引き締まるとともに、右肩下がりの社会経済情勢の中にあって

自立（律）の道を歩むことは、今まで以上にご協力をいただかなければなりません。今

後は新しい地方自治確立の大きなうねりの中、広域連携等による行政効率化を模索しな

がら、村民の皆様のさらなるご理解とご協力によって、住みやすい魅力ある村づくりに

邁進する覚悟ですというふうにホームページは閉じられています。

、 、 、協働のまちづくりで一例を この下條村の中で 行政改革推進の重点事項という中に

公共工事関係等の中で、小規模な道路の建設、改修、舗装、圃場整備等について、地元

施工業者材料支給制度を活用し、建設事業費の削減を図る材料支給制度による削減額が

できたというふうな事例があります。この協働のまちづくりという理念から、町民に理

解をいただいて、このような形が取り組むことができたという一例であります。

さらなる町民の深い理解を得るために、行政側として自治会との連携を密にしていく
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ようお願いをして２回目の質問とさせていただきます。

●議長（南谷議員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） 自治会活動につきまして、いろいろとご提言をいただきまし

た。お答えさせていただきたいと思います。

まず、１つには、自治会と町との関係の中で、まず、自治会ごとの問題の把握が大事

だというお話でございます。まさにそのとおりだというふうに思います。

通常、私ども町民課と自治会との関係の中では、いろいろなご要望ですとかご意見を

いただく中で関係をしてございますけれども、なお、先ほど申し上げました今年度はま

ちづくり懇談会の年でございますし、それに限らず、毎年、自治会のほうからはご要望

をいただいているところでありまして、それぞれに回答させていただいておるところで

ございます。そのような今の状況ではございますけれども、さらに踏み込んだ把握とい

うものが必要なんだろうと、ますますこれからも必要になってくるんだろうということ

はご提言のとおりだというふうに思います。

そういう中で、よい関係を進めていくことが必要であるということでいけば、まず、

先ほどからご提言いただいています役割分担という面におきますと、先ほど１回目のご

、 、質問にもお答えしてございますとおり 自治会個々のいろんな条件の中でのできること

できないことというのがあるのがこれは現実でございます。そういう中では、各自治会

との認識を深めていく段階においても、役場のほうからだけの押しつけということでは

やはりうまくいかないんだろうというふうに思いますし、あくまで自治会との話し合い

の中で、そういう個々自治会ごと、それから個々案件ごとにお話し合いを進めていくこ

とが必要だろうというふうに思います。

そういう関係を維持していくためには、ご質問者のご提言を受けました職員の意識改

革、これも含めまして、やはりできるだけ役場の職員と自治会との関係が密になってい

く必要もあるのだろうというふうに、日常的に自分の自治会の問題を役場の職員がとら

えていくということも必要なんだろうというふうに思っていますし、今、そういう意識

改革が行われているところだというふうに認識はしてございます。

そういう町民の理解を求めるために、町としてそれではどういうことをしていくんだ

ということは、今るる申し上げましたとおり、やはり機会をできるだけつくっていくと

いうことに尽きるかというふうに思います。あらゆる機会を通じまして、まず、町民の

問題の把握ですとか、それから意識を理解を求めるためのお話し合いですとか、これは

先ほど言いましたように町民課だけでなく役場全体の中でさまざまな問題があるという

ふうに思います。自治会の協力の事例の中では、集会所関係ですとか自治会関係につい

ては町民課でございますけれども、学校関係にいきますと教育委員会であったり、それ

から、健康づくりであれば「あみか」の部分であったりという中で、いろんな関係の中

、 、で自治会との協力関係が今進んでいるところでありますので そういう大きい枠の中で

これからも町民の抱いている問題点、それから自治会が抱いている問題点の把握に努め

てまいりたいというふうに考えてございます。
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●議長（南谷議員） 14番、竹田議員。

●竹田議員 後に、意識革命というのは非常に大事だということで、この下條村の件を

とっても村民にアンケート調査をしたと。このアンケート調査の中身が問題になってく

ると思うんです。意識革命ができるような内容のアンケート調査、要するに、お願いの

仕方がアンケート調査によって変わってくる。そして、地域懇談会を町長よく本当にさ

れて、その部分については本当に感銘しているわけなんですけれども、６月号の町報に

も出ておりました。この中で、町民が、やはり自治会に余りふだん参加されない、仕事

上とかいろんな理由で懇談会に出られない、そういう方が、そこに行きたいんだけれど

も行けないということがありまして、懇談会のときにも同じような人がいつも来ている

状況があるというふうに私は聞いております。職員の方もそういうふうに認識しておる

のではないかと思います。その中で、下條村では、たくさんの方に、どういった気持ち

を持っているのかということを、町民懇談会の中に聞き入れることができない、調査し

たくてもなかなか皆さんの声が集約できないといった中から、このアンケート調査に踏

み入ったというふうに聞いております。

、 、 、自治会ごとにアンケートを配り たくさんの町民の声を これからの厚岸町のあり方

町民の意識革命、職員の意識革命を含めた中のアンケート調査をぜひやっていただきた

いというふうに思います。地域懇談会の中で、いつも同じような人のパターンが出てく

るということは余りよくはない。要するに、末端の声をたくさん集約した中で、町民の

一人一人の声が聞こえるようにしていただきたいというふうに思います。

下條村のことばかり言って大変申しわけないんですけれども、この中に、村民の一人

一人の声が聞こえるような、村民一人一人の顔が見れるような、そういう村づくりをし

ていきたいという理念が書かれていました。それに非常に私は感銘をしております。町

長もそのとおりだというふうに思っていると思います。そういうようなことで、ぜひア

ンケート調査のほどをよろしくお願いしたいというふうに思います。

３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） ３回目の質問にお答えをさせていただきます。

ただいま下條村の自立（律）宣言を参考にいろいろとお話しいただきました。私も大

変参考になりましたし、また、私が行政運営を推進するに当たって、そこにあるわけで

あります、協働のまちづくりの重要性ということについては、今朝からの議会論議の中

でも十分に私の考え方を申し上げたつもりでおるわけであります。

今後、自治会といいますのは、願わくば、私といたしましては、行政の補完、あるい

は下請としての自治会であってはならない、そのように考えております。これからます

ます協働のまちづくりの中では自治会の役割が大きくなってくるという認識を持ってい

るからでございます。そこで、やはり自治会と行政がお互いの知恵や力を出し合い、地

域の課題に取り組んでいくということが、これから強く望まれておるところでございま

す。
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さらにはまた、下條村のアンケート調査のお話もございましたが、実は厚岸町も、ご

。 。承知のとおり22年から新しい総合計画に変わります その策定作業を今進めております

その第一弾として、抽出でございますがアンケート調査をいたしました。ただいま集計

中でございますが、そういう中から当然ご指摘の問題も惹起されてくるのではなかろう

かなと、そのように考えておりますので、ちょうどこの策定の時期とも絡みますので、

十分に今の質問も心得てこれからの作業に当たってまいりたいと考えておりますので、

ご理解いただきたいと思います。

●議長（南谷議員） 以上で竹田議員の一般質問を終わります。

以上で本定例会に通告ありました７名の一般質問を終わります。

（ 議長」の声あり）「

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員、議事進行。

●谷口議員 すみません。議案が上程された段階で資料請求するとまずいというか、時間

かかっては皆さんにご迷惑をかけるので、できましたら議案第55号の町税条例の一部を

改正する条例の制定についてが議案としてあるんですけれども、この議案の資料は手元

にも配付されているんですけれども、今回のこの条例は個人住民税の公的年金等からの

特別徴収制度導入の条項だとかさまざまなものが入ってきて、いつからどう変わってい

くのかというのがあちこちにあるんですね。それで、それに示されているそれぞれの年

月日がこの条例改正案の中にあるんですけれども、それについてわかりやすく解説した

説明資料をお願いしたいというふうに思うんですけれども、できるでしょうか。

●議長（南谷議員） 本会議を休憩いたします。

午後２時56分休憩

午後２時58分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） 今、10番議員から要求のありました資料につきましては、明

日までに資料を用意して配付させていただきたいと、このように考えておりますので、

よろしくお願いします。

●議長（南谷議員） 10番さん、よろしいですか。

（ はい」の声あり）「



- 119 -

●議長（南谷議員） 本会議を休憩いたします。

午後２時59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。

ここで、会議録署名議員の追加を行います。

９番、菊池議員を会議録署名議員に指名いたします。

（ ） 、●議長 南谷議員 議案第55号の資料要求の件で税財政課長より申し出がありますので

これを許します。

税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） 資料の要求がございました件について、ご確認とご了承を願

いたいと思います。

議案第55号説明資料、町税条例の一部を改正する条例新旧対照表でございますが、先

ほど10番、谷口議員のほうから要求がありました件でございますが、この新旧対照表の

改正要旨欄に施行期日を追加するという資料をこれから作成し、それの加わった同じも

のを配付したいと考えておりますが、それでよろしいかどうかをお伺いしたいと思いま

す。

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 ちょっといい、休憩して。休憩してないのか。

●議長（南谷議員） 休憩してない、本会議ですよ。

●谷口議員 本会議でしょう、ちょっと休憩して。

●議長（南谷議員） 本会議を休憩いたします。

午後３時31分休憩

午後３時35分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

●議長（南谷議員） 日程第３、議案第49号 固定資産評価審査委員会の委員の選任に対
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する同意を求めること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。

町長。

●町長（若狹町長） ただいま上程いただきました議案第49号 固定資産評価審査委員会

、 。の委員の選任に対する同意を求めることについて その提案理由をご説明申し上げます

本町の固定資産評価審査委員会委員であります河村一雄氏は、本年９月18日をもって

任期満了となりますので、地方税法第423条第３項の規定によりまして、引き続き同氏を

選任しようとするものであり、議会の同意を求めたく提案するものであります。

住所 厚岸郡厚岸町太田２の通り87番地 氏名 河村一雄 生年月日 昭和５年１月29、 。 、 。 、

日。性別、男。職業、農業。

以上、簡単な説明でありますが、ご同意賜りますようお願い申し上げて説明とさせて

いただきます。

●議長（南谷議員） これより質疑を行います。

（な し）

●議長（南谷議員） なければ質疑を終わります。

お諮りいたします。

本案は人事案件であります。したがって、厚岸町議会会議規則運用内規54にあります

とおり、討論を省略し、本案は原案のとおり同意すること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、本案は原案のとおり同意することに決しました。

●議長（南谷議員） 日程第４、議案第50号 損害賠償の額を定めることについてを議題

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。

建設課長。

●建設課長（佐藤課長） ただいま上程いただきました議案第50号 損害賠償の額を定め

ることについて、その提案内容をご説明申し上げます。

議案書42ページをお開き願います。

自動車事故による損害を次のとおり賠償することについて、地方自治法第96条第１項

第13号の規定により、議会の議決を求めるものであります。

内容についてご説明申し上げます。

１、損害賠償の相手方でございますが、厚岸郡厚岸町有明町17番地１、佐々木八重子
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氏であります。

２、事故の概要でありますが、平成20年４月２日午後３時ごろ、厚岸町職員が職務上

町有自動車を運転中、厚岸町港町３丁目180番地先、町道港町東３の通りと町道港町２条

通りの交差点内に進入する際、積雪路面によりスリップし一時停止できず交差点内に進

入したため、港町２条通りをフクハラ方向に向かって直進してきた相手車両が町有自動

車の運転席ドア部に衝突した物損事故であります。過失割合は、町が80％であります。

３、損害賠償額でありますが、金11万40円であります。

安全運転を推進する立場の町職員がこのような事故を起こし、安全運転管理者として

、 。 、大変申しわけなく 反省しているところであります ４月１日から２日にかけましては

台風並みに発達した低気圧の影響で激しい風雪に見舞われたときであり、町有車両を運

転する職員には注意を呼びかけていたところでありますが、路面のスリップという典型

的な冬型事故であり、幸いにして両者けがはありませんでしたが、今後の再発防止に向

け、徹底した指導を行っていきたいというふうに存じます。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げ

ます。

●議長（南谷議員） これより質疑を行います。

９番、菊池議員。

●菊池議員 ちょっとここでお聞きします。

、 、一時停止の標識のあるところで いつも普段わかっている道路だと思いますけれども

当時の車の型、スノータイヤの減りぐあい、何キロで走行していたか。それから、夏タ

イヤの交換時期に入るのが４月から５月くらいなんですが、そのときのタイヤの状態、

ちょっと教えてください。

●議長（南谷議員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） お答えいたします。

当時の車のタイヤの状態でございますが、スタッドレスタイヤを履いてございます。

そのタイヤの減りぐあいにつきましては、３年未満のタイヤを履いている状態で、まだ

十分タイヤの山は、溝は残っているといった状態でございました。走行距離については

今確認をちょっとしますので、時間をいただきたいというふうに思います。

●議長（南谷議員） ９番、菊池議員。

●菊池議員 町の車はいつも夏タイヤの交換時期は一斉にやるんですか、それともそれぞ

れに任せているんですか、管理。

●議長（南谷議員） 建設課長。
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●建設課長（佐藤課長） 夏タイヤへの交換でございますけれども、おおむね５月連休明

けぐらいから、車両台数が結構ありますので一挙に１日ではできませんので、１週間か

ら２週間ぐらいに分けて随時交換をしているといった状況でございます。

●議長（南谷議員） ９番、菊池議員。

●菊池議員 先ほども聞いているんですけれども、当事者、当時のその車の型、普通車で

どんな形していましたか。

●議長（南谷議員） 休憩いたします。

午後３時42分休憩

午後３時43分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

建設課長。

●建設課長（佐藤課長） 当時の車の型式でございますけれども、ライトバンでございま

す。

●議長（南谷議員） 他にございませんか。

（な し）

●議長（南谷議員） なければ質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は原案のとおり決する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、本案は原案のとおり決しました。

●議長（南谷議員） 日程第５、議案第51号 公有水面埋立承認に関する意見についてを

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。

産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） ただいま上程をいただきました議案第51号 公有水面埋立
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承認に関する意見についての提案理由の説明を申し上げます。

公有水面埋立承認に関する意見について、厚岸漁港特定漁港漁場整備事業による第３

種厚岸漁港門静地区の建設工事を施工する上で、公有水面の埋め立てが必要なため、工

事の施行者である農林水産省より、北海道知事に対し埋立承認が出願され、公有水面埋

、立法第３条第１項の規定に基づき北海道知事より厚岸町長の意見が求められたことから

これに異議のないことを答申したいので、同法第４項の規定により、議会の議決を求め

るものでございます。

門静地区の漁港整備につきましては、昭和54年に簡易船入揚場建設促進期成会が、門

、 、 、静 苫多両地区の漁業者等により設立されて以来 陳情要望活動が進められてきた結果

今般、長年の悲願がかない、農林水産省、実際には釧路開発建設部釧路港湾事務所の手

により整備が進められるものでございます。

まず、今回埋め立てを要する門静地区の漁港整備の概要について、議案第51号説明資

料により説明させていただきますので、議案の51ページをお開きいただきたいと存じま

す。

整備の概要でありますけれども、門静海岸の西側、苫多寄りのコンクリート護岸部分

から沖に向かって313.54メートル先まで海上道路が設置をされます。その先端より苫多

側に護岸が202.3メートル、防波堤が150メートル設置をされます。その拡大図を次のペ

ージに添付をしてございますので、52ページをお開きいただきたいと存じます。

52ページですけれども、護岸の陸側に道路が設置をされ、そのさらに陸側、４－⑨と

記載をされている場所に船揚場が90メートル設置をされます。その背後に８－⑨、漁船

の保管施設用地が造成されます。さらに、この図面上の右側の下のほうに３－⑦と書か

れていますが、これが100メートルの物揚場と、右端縦方向、今度は沖に向かいまして70

メートルの物揚場が設置をされまして、真ん中の７－⑥の部分に野積場用地、22－②の

部分に駐車場用地が造成されるという内容でございます。

この事業によりまして、干潮時、あるいは、時化の際に大きな労力と危険を伴ってお

りました漁船の上下架の省力化、あるいは荷揚げの効率化が図られ、就労環境が改善さ

れるとともに、担い手確保、あるいは磯根漁場の集約化など、沿岸漁業の生産向上の強

化に資するものと期待をしているところでございます。

次に、公有水面埋立承認の出願の内容についてご説明をいたします。

議案の45ページをお開きいただきたいと思います。

45ページにつきましては、公有水面埋立承認願書の写しでございます。

出願者の農林水産大臣より、北海道知事に対し、公有水面埋立承認を出願しているも

ので、50ページまで、６ページ分がこの出願の内容となります。

前のページに戻りまして44ページをお開き願いたいと思います。

その出願を受けまして、北海道知事から厚岸町長に対する公有水面埋立承認の出願に

ついての諮問の写しでございます。

次のページ以降に添付しております平成20年５月14日付で農林水産大臣から北海道知

、 、事に対して出願のあったこのことについて 公有水面埋立法第３条第１項の規定により

厚岸町長の意見が求められてございます。また、この意見書は平成20年９月29日までに

提出することとされてございます。
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議案の46ページをお開きください。

46ページには、１、埋立区域でございます。

（１）は位置でありますが、この位置は２つの区域に分かれておりまして、Ａ区域は

厚岸郡厚岸町門静３丁目190番地先の公有水面、Ｂ区域は厚岸郡厚岸町門静３丁目５番及

び190番地先の公有水面でございます。

（２）の区域につきましては、次のページ、47ページにかけて、Ａ区域とＢ区域が丸

で囲った数字により区域と地点が示されてございますが、ここには縮尺1,000分の１の大

きな実測図面に区域と地点が示されておりますが、この実測平面図をこの議案書に添付

できるように縮小いたしますと数字が小さくて読みづらくなってしまいますので、大変

申しわけございませんが、別の図面に太線で区域を53ページに示させていただいており

ますので、ご理解をいただきたいと存じます。

53ページをお開きください。

、 。53ページで太線で区画をしております下のほう 縦長の区域がＡ区域ということです

それから、上のほうの横長の区域がＢ区域となってございます。海岸からの位置関係は

この図面でイメージをしていただきまして、さらに、拡大した図面を次の54ページに示

させていただいておりますので、お開きいただきたいと思います。

54ページにつきましては、このページの一番下にございます①から②、③と順番にた

どっていきまして、 後、 から①に戻った区域がＡの区域ということになります。上

の区域のＢ区域でありますけれども、次に、Ｂ区域は右側の右端の真ん中ほどにござい

ます という数字がございますが、 から順番にたどり、 から に戻った区域が埋め

立てのＢ区域ということになります。

このＡ区域とＢの区域が分かれてございますのは、その間に35メートルの潮通しが設

置されるということで、その通水部が設けられるためでございまして、その区域が埋め

立てから除外をされるということであります。

なお、この通水部につきましては、水中にコンクリートを敷きまして、その上に５メ

ートル間隔でボックスカルバートを置くという内容でございます。

議案の47ページにお戻りください。

47ページ （３）の面積であります。、

Ａ区域は2,704.17平方メートル、Ｂ区域は１万3,552.70平方メートルで、埋立面積の合

計が１万6,256.87平方メートルでございます。

48ページをお開きください。

48ページは、２、埋立てに関する工事の施行区域でございます。

（１）位置でございますけれども、厚岸郡厚岸町門静３丁目190番及び191番の地内並

びに５番、190番及び191番の地先であります。

（２）の区域でありますけれども、丸で囲った片仮名により区域と地点が示されてご

ざいますけれども、埋立区域と同様、ここには1,000分の１の大きな実測平面図に区域と

地点が示されてございますが、この実測平面図を議案に添付するように縮小をいたしま

、 、すと文字等が小さくて読みづらくなってしまいますので 大変申しわけございませんが

別の図面に点線で区域を示させていただきました。

53ページをお開きください。
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前段説明をいたしました太線で区画をしてございますのが埋立区域でありまして、そ

れを取り囲んでいる点線の区域が工事の施行区域ということでございますので、ご理解

をいただきたいと存じます。

議案の48ページにお戻りください。

（３）面積につきましては、10万6,531.73平方メートルでございます。

３、埋立地の用途については、漁港施設用地であります。

次のページ、49ページをお開きください。

４、設計の概要であります。

（１）埋立地の地盤の高さでありますけれども、埋立地の地盤の高さは、D.L.＋1.38

メートルからD.L.＋4.09メートルで、ただし、船揚場につきましてはD.L.＋1.38メート

ルからD.L.＋2.30メートルとなってございます。このD.L.と申しますのは、デイタムレ

ベルということでありまして、漁港事業や港湾事業の際に使用される潮位の略語の一つ

。 、 。でございます 漁港の平均干潮面をあらわしておりまして 工事用の基準面となります

例えば、D.L.＋1.38メートルとは、平均の干潮面から1.38メートルの高さになるという

ことでございますので、ご理解をいただきたいと存じます。

（２）護岸、堤防、岸壁その他これらに類する工作物の種類及び構造についてであり

ますけれども、それぞれの工作物の種類によりまして、捨石、コンクリート、ブロック

等の構造となっており、それぞれ記載のとおりでございますので、説明を省略させてい

ただきます。

なお、構造の欄に天端高とございますのは、それぞれの工作物の上部面の高さという

ことでございますので、ご理解をいただきたいと存じます。

50ページをお開きください。

（３）埋立てに関する工事の施行方法でございます。

①として、埋立工法は、各段階における外周の護岸及び物揚場を概成させ、この概成

と申しますのは、ある段階まで完成させること、そういう意味でございますけれども、

埋立区域と外海を遮断した後に埋立工事施工箇所から発生した床掘土砂及び浚渫土砂を

順次埋立地内に投入いたしまして、所定の地盤高まで埋め立てます。

②埋立てに関する工事の施行順序でございますけれども、一体的に陸上から施行する

もので、沖へ向かう護岸と道路を順次上部工まで概成させるとともに、既設離岸堤の支

障となる部分の撤去を行います。次に、護岸、それから－1.5メートル物揚場、－1.5メ

ートル物揚場取付護岸の順に、順次上部まで概成させます。続いて、船揚場を施行した

後に、埋立土砂を投入し、計画地盤高まで仕上げ、整地を行います。 後に、エプロン

及び水叩舗装を施工して工事を竣工させるという内容でございます。

③埋立てに用いる土砂等の種類につきましては、現地から排出された床掘土砂と浚渫

土砂であります。

（ ） 、 、４ 公共施設の配置及び規模の概要につきましては 先ほど説明いたしましたので

省略させていただきます。

５、埋立てに関する工事の施行に要する期間につきましては、３年３カ月でございま

す。

43ページ、議案第51号にお戻りください。
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公有水面埋立承認に関する意見について。

１、埋立出願者の住所及び氏名、東京都千代田区霞が関１の２の１、農林水産大臣、

若林正俊。

２、埋立の場所及び面積 （１）Ａ区域、厚岸郡厚岸町門静３丁目190番地先の公有水、

面2,704.17平方メートル （２）Ｂ区域、厚岸郡厚岸町門静３丁目５番及び190番地先の、

公有水面１万3,552.70平方メートル、合計１万6,256.87平方メートル。

３、埋立の目的、漁港施設用地。

４、埋立に関する工事の施行に要する期間、平成20年７月から平成23年10月まで、３

年３カ月。

以上、大変雑駁な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。

●議長（南谷議員） これより質疑を行います。

１番、音喜多議員。

●音喜多議員 質疑というか、質問ということではないんですが、ちょっとお尋ねしてお

きたいというふうに思います。

今、51ページの先ほどの説明の中で、護岸堤というか、沖合に横に150メートルの護岸

が道路を兼ねてつくられるわけですが、西防波堤のほうですね。この防波堤の高さが、

今 49ページの中で 一番 後の護岸の天端高というんですか 先ほどの説明の中でD.L.、 、 、

＋何メートル、これで4.5メートルなり3.9メートルと、いわゆる防波堤の部分がそれだ

けの高さになるよということなんだろうと思うのでありますが、そういうことでいいで

すね。

、 、 、 、この図面でいくと 平面 上から見た形で平面図でわかるんですが 縦にした場合に

その護岸の高さですね、沖合のほうの。沖合のほうの高さのレベルは幾らかというと、

先ほどの説明の中では 49ページにある設計の概要の中で 護岸の一番 後のほうでD.L.、 、

の4.5とか、あるいは3.9ですか、そういう高さでつくられますというか、護岸の高さに

なりますよという説明ですね。それで間違いないですね。

そこで、問題ということではないんです。当然、沖合の波を打ってきたときに、その

、 。護岸の前に波消しブロックを入れるというふうに書いていますから 当然そういう形で

これに類した床潭の港、やっぱりあれくらい高く、床潭の場合でしたら外海に等しいと

ころですから、あのくらいの高さにしなければ当然だめだろうと思うんです。今回の門

静の場合も、こういう高さに、外海に等しいところですから、そのくらいの高さにしな

くちゃいけないと、それは重々わかります。ただ、床潭の皆さんというか、あの岸壁の

近くに住む方々の意見としては、堤防が高くなったために船の寄港が見えないと。それ

は不満というか、そういう、不満ではないんですが、そのくらい高くしなければならな

いことは重々わかるけれども、俗に言えば、もうちょっと、欲を言えばですね、船が見

えるようであればよかったなという、港に船が帰ってくるというか、そういう状況であ

ればいいなということを耳にするわけです。

当然、これ門静も４メートルになると、人間が背伸びしただけでは見える状態ではな
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いわけですね。幸いにして門静のほうは、この辺は北側に家が張りついているわけじゃ

ありませんから、海岸縁の人方は、この防潮堤というか防波堤から外れていますから沖

合の船の出入りは見えると思うんですが、４メートル、５メートルとなると、ちょっと

首を長くしたり何だりしたって見える状況ではないと思うんです、この岸壁の中へ入っ

ちゃうと。

そこで、床潭の人方もちょっと話の中であったんですが、鉄の梯子みたいの、船が来

たかというふうに見えるくらいの細工が欲しかったなという話なんです。それで、この

工事に当たってそういうことができないかどうかということをちょっと要望しておきた

いんですが、その点はどのように。これから、まだ工事をするわけでもないし、地元の

人からどう言われるかわかりませんけれども、これは地元の人にこういう形でつくりま

すよということの説明はもうされたんですか。ということは、これで了解されているわ

けですね。

、 。床潭の例を引き合いにして今お話ししましたが そういった意見はあったのかどうか

床潭の人方も、でき上がってからそういう思いをされていらっしゃる方がいるものです

から、これからの工事の段階でそういう工作はできないものかというふうにお尋ねして

おきたいと思います。

●議長（南谷議員） 産業振興課長。

●産業振興課長 大崎課長 確かに防波堤の天端高 議員おっしゃるとおり４メートル50（ ） 、

の防波堤の高さがあるということでございます。

それから、今おっしゃられた鉄の梯子といいますか、そういったものについては、そ

れを設置する、しないというのは、ちょっと図面を詳しく見なかったものですからそこ

まで承知はしてございませんが、仮についていないとしますと、一応要望として港湾事

務所のほうに伝えてまいりたいというふうに考えてございます。それはあくまでも、今

後、地元の説明会等もまた何回か開かれるものというふうに思いますので、地元の意向

も含めて検討してまいりたいというふうに考えております。

●音喜多議員 ぜひそうしていただきたいと思います。

●議長（南谷議員） 他にございませんか。

２番、堀議員。

●堀議員 私のほうから、この公有水面埋立承認に関する異議のないことを答申というこ

とで、その答申の段階、前提としてですね、当然、ここは共同漁業権漁場であるわけで

すから、その漁場管理者である厚岸漁業協同組合、そちらのほうの同意関係というもの

がどのようになっているのかというのが１点。

あと、それとこの議案第51号の意見書の４番、工事の施行に要する期間、20年７月か

ら23年10月までとなっているんですけれども、こちらが北海道知事からの諮問が来てい

、 、る中で 開発建設部が出してきたものの中を見ても期間というものが載っていない中で



- 128 -

この20年７月から23年10月というのはどこで出したのかなと。

北海道から来ている諮問は９月29日までに当然出せということで、これが出てきた段

階で今度は道議会のほうにもかけるわけですから、実際の工事期間としては21年１月か

ら24年３月までの３年３カ月を想定してのものだと思うんですね、工事期間としては。

これがそれよりも約６カ月ほど早まってしまうと、後々、工事の竣工時期がずれたとき

の意見の変更や何かというようなことにもなると思うんですけれども、その辺はどうな

んでしょうか。

●議長（南谷議員） 本会議を休憩いたします。

午後４時08分休憩

午後４時09分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） まず、漁業協同組合の承認の件でございますけれども、平

成20年２月29日の総会において議決をいただいているということで、ご承認いただいて

おりますので、ご理解いただきたいと存じます。

それから、期間の関係でございますけれども、44ページの北海道のほうからの通知、

厚岸町長あての文書でございますけれども、これは平成20年９月29日までというのは、

そこからの日にちの起算ということではございませんで、あくまでも町の承認をいただ

いた後に、町のほうで直ちに北海道のほうに進達というか、結果について返事をしなけ

ればいけませんので、その返事を直ちにいたします。それから、北海道のほうで埋立承

認をするということでございますので、44ページの９月29日というのはあくまでも北海

道の希望で、それまでにと、今回６月議会ですけれども、９月議会のことも考えて 大

限幅を広げたということでございますので、ご理解をいただきたいと存じます。

●議長（南谷議員） ２番、堀議員。

●堀議員 漁業協同組合のほうの承認についてはわかりました。

そうすると、この町議会２定でこの意見書を出した場合、現在進めている道議会での

追加議案としての議決をすぐ得て、すぐに７月からの着工になるというふうに考えてい

いのかなと。また、地元漁民のほうにも、当然その工事がいつまでかかるんだというよ

うな説明の中で、23年10月には終わるんだというような説明をしていいというふうに解

釈してよろしいんですね。

●議長（南谷議員） 産業振興課長。
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●産業振興課長（大崎課長） 今回の案件につきましては、道議会の議決は要りません。

あくまでも厚岸町の意見を諮問するという内容でございます。

それから、地元のほうの説明会には、既にこの７月から行いたいと、期間については

３年３カ月を考えているということで説明をしてございますので、ご理解をいただきた

いと存じます。

なお、先ほどにもう一言加えますと、国のほうでは７月から施行したいというふうな

希望を持っておりますので、ご理解いただきたいと存じます。

●議長（南谷議員） 他にございませんか。

（な し）

●議長（南谷議員） なければ質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は原案のとおり決する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、本案は原案のとおり決しました。

●議長（南谷議員） 日程第６、議案第52号 辺地に係る総合整備計画の策定についてを

議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） ただいま上程いただきました議案第52号 辺地に係

る総合整備計画の策定について、その提案理由の説明をさせていただきます。

まず、末広辺地でありますが、当該辺地は、平成16年度以降、辺地としての要件を有

していたものの、総合整備計画を策定した上で整備する必要のある公共的施設がないも

のとして策定を見合わせていましたが、本年度から、床潭末広間道路整備事業が実施す

るのに合わせた新たな計画を策定しようとするものでございます。

また、糸魚沢辺地については、平成19年度をもって計画期間が終了したことから、平

成20年度を始期とする総合整備計画を策定しようとするものでございます。

なお、本議案の上程に当たりましては、第９次の実施計画との整合性を図りつつ、辺

地対策事業債の充当を見込む事業及び充当が考えられる事業を抽出し、各担当課との確

認を行った上で、平成20年度を始期とする５カ年の整備計画案を策定し、北海道と協議

を重ねてきたところでございますが、このたび北海道知事から異議のない旨の通知を受

けたところであります。

このため、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法
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律第３条第１項の規定に基づき、北海道知事との協議の調った末広及び糸魚沢辺地に係

る公共的施設を総合的かつ計画的に整備するため、平成20年度において新たに総合整備

計画を策定しようとするものでございます。

56ページをお開き願いたいと存じます。

まず、末広辺地に係る計画書でございます。

１の辺地の概況は、記載のとおりでございます。ただ （３）の辺地度点数188点とな、

ってございますが、これはへんぴな程度をあらわす数字でございまして、公共的施設か

らの距離あるいは交通機関の状況などの要因を点数方式で算出し、100点以上の点数であ

れば、この辺地の該当地域になるものでございます。

次の、２の公共的施設の整備を必要とする事情につきましては、道路を掲げており、

これは生活上欠くことのできない交通路を確保するための道路の整備をするもので、改

良舗装、延長2,000メートルを対象とするものでございます。

３の公共的施設の整備計画につきましては、計画期間を平成20年度から24年度までの

５カ年とし、表中にあります施設名、道路の床潭末広間道路整備ですが、事業主体は厚

岸町、事業費10億円、財源内訳につきましては特定財源、これは国の補助金になります

が６億円、一般財源は４億円で、このうち、一般財源のうちの辺地対策事業債の予定額

を３億8,000万円とする内容のものでございます。

続きまして、57ページでございます。

糸魚沢辺地に係る計画書でございます。

１の辺地の概況は、記載のとおりでございます。

２の公共的施設の整備を必要とする事情ですが、まず、道路につきましては、道路の

改良舗装とともに防雪柵の整備をするものとし、この改良舗装が延長1,293メートル、防

雪柵の設置が延長466メートルを掲げるものでございます。農道につきましては、農道の

整備ということで改良舗装、延長5,474メートルを掲げるものでございます。除雪機械に

つきましては、冬期間の交通路の安定確保を図るためのロータリー除雪車１台を掲げる

ものでございます。消防施設でございますが、消防水利の確保のため、消火栓２基を整

備するというものを掲げるものでございます。

３の公共的施設の整備計画、これにつきましては平成20年度から平成24年度までの５

カ年間です。

表に記載の事項になりますけれども、道路、別寒辺牛道路整備ほか１事業となってご

ざいますけれども、事業主体が厚岸町、事業費１億2,140万円、財源内訳、記載のとおり

でございます。辺地対策事業債の予定額につきましては１億1,530万円ということでござ

います。

、 。なお 次の58ページにこの道路の内訳ということで再掲をさせていただいております

別寒辺牛道路の改良舗装の関係、加えて、トライベツ道路の防雪柵の設置の関係、それ

ぞれ事業費、記載のとおりの内容となってございます。

57ページにお戻りいただきまして、次に、農道の整備の関係でございますけれども、

別寒辺牛地区の一般農道整備で、事業主体は北海道になります。事業費につきましては

７億円でございます。財源内訳、特定財源は道費の負担分が５億2,500万円、一般財源に

つきましては、町負担１億7,500万円のうち、辺地債の予定額が１億6,620万円となって
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ございます。

次の除雪機械、ロータリー除雪車の整備でございますが、事業主体は厚岸町、事業費

2,457万6,000円、財源内訳、記載のとおりでございまして、辺地債の予定額につきまし

ては610万円になってございます。

、 、 。次の消防施設 消火栓設置でございますが 事業主体は釧路東部消防組合になります

事業費が300万円、すべて一般財源で、このうち辺地債が280万円の充当ということにな

ってございます。

事業費の合計額につきましては、記載のとおりでございます。

以上が今回の提案いたしました整備計画の内容でございます。

以上、内容の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますよう

お願い申し上げます。

●議長（南谷議員） これより質疑を行います。

10番、谷口議員。

●谷口議員 末広辺地、床潭末広間道路、２キロの改良舗装ですけれども、これはこれで

全線末広まで改良になるのかどうなのかお尋ねをいたします。

それから、別寒辺牛、糸魚沢、若松、トライベツの辺地ですけれども、道路と農道に

ついてお伺いしたいんですが、この道路について、どの道路を指すのかわかりやすく説

明をお願いいたします。

●議長（南谷議員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） 私のほうからは床潭末広間道路の内容でございますけれども、

この事業費10億円の中でのものにつきましては、残り２キロメートル全線を整備する考

えでございます。

●まちづくり推進課長（田辺課長） すみません、別寒辺牛のほうは農道のほうですか。

●谷口議員 道路と農道と私言ったつもりでいるんですけれども。

●議長（南谷議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） 私のほうからは別寒辺牛地区の一般農道改良舗装の関係で

お答えしたいと思います。

この道路につきましては、若松の集会所の向かいに武隈さんというところがあります

が、武隈さんのところの道路から３キロほど東側に真っすぐ行きますと交差点がござい

ます。その交差点のほうから今度右に曲がりまして、宮本さん、千田さん、そして町道

へ抜ける道路、糸魚沢茶内原野間道路ですか、町道名で言いますと、そこに抜ける道路

が今回この整備計画にのせているということでございます。
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●議長（南谷議員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） 私のほうからは別寒辺牛道路整備ほかということで、あとトラ

イベツ道路のことでございますけれども、位置的には、糸魚沢地区を過ぎて国道44号過

ぎてから別寒のほうに入っていく道路でございますけれども、今年の３月の折に位置図

をお示ししてございますけれども、その中でご確認していただければというふうに。

（ 残っている分かい」の声あり）「

（ ） 、 。●建設課長 佐藤課長 この事業につきましては 平成15年から随時整備しております

それで、22年度完成予定で随時整備しておりまして、その分の残っている部分が今回こ

こに上がっているというふうになっております。

それから、トライベツ道路については、位置的にはおわかりになるかと思いますけれ

ども、この防雪柵、これは地域から要望が上がっておりまして、ちょうど水道のポンプ

場、それから、あそこの自治会長さんのお宅の間がちょうど吹きだまりになるところが

ございまして、そこの区間のところを防雪柵を検討しているというものでございます。

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 そうすると、別寒というか、高知と言ったらいいのか、あのあたりから町道

に抜ける道路、今まで未舗装ですね。そうすると、今回の事業で全線が舗装になるとい

うことなんでしょうか。まだ舗装になっていない道路ってあるんですか。

●議長（南谷議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） 主に農業といいますか、幹線道路につきましては本来町道

なんですけれども、より高い補助事業を使って、有利な制度を使って町道を整備すると

いうことであります。別寒辺牛地区の幹線道路については、今回の武隈さんのところの

道路と、それから宮本さん、千田さん、向山さんのところの道路というところで、今回

で幹線道路については大きいところは全部終わっているという内容でございます。

●議長（南谷議員） 他にございませんか。

（な し）

●議長（南谷議員） なければ質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は原案のとおり決する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、本案は原案のとおり決しました。

●議長（南谷議員） 日程第７、議案第53号 財産の取得についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

総務課長。

（ ） 、●総務課長 豊原課長 ただいま上程いただきました議案第53号 財産の取得について

その提案内容をご説明申し上げます。

議案書59ページをお開き願います。

平成20年度特定防衛施設周辺整備調整交付金事業によりまして、高規格救急自動車の

取得に当たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条

の規定によりまして、議会の議決を求めるものでございます。

内容についてご説明申し上げます。

１、財産の種類でございますが、物品であります。

２、名称及び数量でございますが、高規格救急自動車１台であります。

これにつきましては、現在、釧路東部消防組合厚岸消防署において運行管理している

高規格救急自動車については、平成９年度に導入配備されておりますが、既に11年を経

過し、車体及び積載資材・機材の消耗が著しいことから、町民が安心して暮らすことが

できるよう救急救命体制の充実を図ることとして、このたび救急車を更新し、あわせて

新の高度救急救命資機材に更新することによりまして、救命率の一層の向上を目指す

ものでございます。

３、契約の方法でございますが、地方自治法施行令第167条第１項第２号による指名競

争入札であります。

４、取得価格でございますが、金3,496万5,000円であります。

５、契約の相手方でございますが、釧路市鳥取大通６丁目４番３号、釧路トヨタ自動

車株式会社であります。

議案書60ページをごらんいただきたいと存じます。

参考として、１、高規格救急自動車仕様、２、高度救命処置用資機材、３、救急業務

実施基準資機材等、４、納入期日、平成21年１月30日、それぞれ概要記載のとおりでご

ざいます。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い

を申し上げます。

●議長（南谷議員） これより質疑を行います。

２番、堀議員。

●堀議員 今回、指名競争入札をかけたんですけれども、指名業者数、また指名業者名を
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教えていただきたいと思います。

●議長（南谷議員） 総務課長。

●総務課長（豊原課長） お答え申し上げます。

指名業者名でございますが、釧路トヨタ自動車株式会社、それから釧路日産自動車株

式会社、この２社の指名ということでございます。入札執行日は20年５月27日に実施を

いたしております。

以上でございます。

●議長（南谷議員） ２番、堀議員。

●堀議員 そうすると、２社での指名ということで、他には該当する車種がなかったのか

というものをまず１点目。

、 、 、 、それと トヨタと日産ということで 当然 会社もラインも違う車なんですけれども

定価というか、それをこの予定価格をつくる段階での釧路トヨタ並びに日産の価格表示

というものが幾らで出てきていたのかというものを教えていただけますでしょうか。

●議長（南谷議員） 総務課長。

●総務課長（豊原課長） お答え申し上げます。

２社の指名ということになりましたけれども、指名願が出ておりますほかの業者、３

社ほど地元にはございます。そのところにも案内しようというふうに考えたところでご

ざいますが、扱っていないというようなことで冒頭から辞退されるというような状況で

ございまして、消防庁が指定しております車を扱っている、先ほど申し上げました２社

を指名させていただいたという状況でございます。

それから、価格の数字でございますが、参考見積もりというようなことで徴してござ

います。その状況でございますけれども、釧路トヨタ自動車につきましては3,500万円、

それから、釧路日産自動車につきましては3,955万3,000円というふうな数字を把握して

いるところでございます。

●議長（南谷議員） ２番、堀議員。

●堀議員 そうすると、恐らく予定価格も3,500万円ぎりぎりになったのかなというふうに

思うんですけれども、そうするとあれですね、高規格救急車というのは、はっきり言っ

て日本中どこでもトヨタしか入らないようなことになるというふうに考えていいんです

ね。

表示されている見積もりというのがこれですから、そうすると、ほとんどの高規格救

急車はトヨタ製が全部と言っても、普通の一般自治体が購入する段階では全部が全部ト

ヨタになってしまうというふうに考えていいのかなというふうに思います。これは結果
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ですから、それ以上どうのこうのとは言いませんけれども、今後、各町村の高規格救急

車なりを検証していきたいなとは思いますけれども。

そうすると、恐らく釧路トヨタの当初の見積もりどおりという中での取得価格という

ことで、落札率は本当に99.何％とかというものでしかないんですけれども、何て言った

らいいのか難しいんですけれども、指名しても２社しかいない、そういった中で、しよ

うがないといえばしようがないところもなきにしもあらずだとは思うんですけれども、

やはりもう少し、これだけ価格差があるものであれば、なぜそれだけ価格差があるのか

といったものを、会社の仕様、車両の仕様的なものというのはある程度メーカーのほう

ではやっぱり抑えられるものがあると思うんです。といった中では、附属機械とか、そ

ういったものの中で差が出てきているんじゃないのかなといったときには、できるだけ

公正な競争を促すといった点では、できるだけ各社同じくらいのレベルになる仕様とい

うものをやはり心がけた発注というものをしていったほうがよろしいと思うんですけれ

ども、その辺についてはどうなんでしょうか。

●議長（南谷議員） 総務課長。

●総務課長（豊原課長） お答え申し上げます。

落札率につきましては99.9％という状況になってございます。昨今の原材料の高騰な

ども多少価格へ反映しているような部分もあるようでございますし、そういったような

事情で、実は２回の入札を行ったんですが、１社は１回目の入札で、その結果を見て２

回目を棄権するというような状況でございまして、競争原理が多少働かなかった嫌いが

あるのかなというような印象は持っております。

それから、この価格差の問題でございますが、確かにご指摘のとおり、こちらのほう

で仕様書を示しまして、それに合わせる形でいろいろと数字を提出いただくわけでござ

いますけれども、その中で比較をしてみますと車両本体の価格が大きな違いがあるよう

に見受けられました。

そのようなことで、どうしても作成をし引き渡すまでの経費の中身に多少差があるの

かなと、そのような印象を持っているところでございまして、しかしながら、消防庁指

定の消防車、これで業務に当たっていただくということになりますと納められるところ

が決まってくるというようなことで、現状ではいたし方ない部分があったのかなという

ような感じを持っているところでございます。

適正な入札行為の中で決まった数字でございますので、ご理解をいただければなとい

うふうに思っているところでございます。よろしくお願いいたします。

●議長（南谷議員） 他にございませんか。

（な し）

●議長（南谷議員） なければ質疑を終わります。

お諮りいたします。
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討論を省略し、本案は原案のとおり決する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、本案は原案のとおり決しました。

●議長（南谷議員） 日程第８、議案第54号 厚岸町役場出張所設置条例等の一部を改正

する条例の制定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。

建設課長。

●建設課長（佐藤課長） ただいま上程いただきました議案第54号 厚岸町役場出張所設

置条例等の一部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。

議案書61ページをお開き願います。

現在、厚岸町では、住民の利便性や行政の円滑な推進を図るため、平成14年度から字

名改正を年次的にとり進めております。今年度は、奔渡町、有明町、御供、愛冠、筑紫

恋地区を実施する予定でおり、このうち、奔渡町１丁目の一部、奔渡町２丁目から５丁

、 、 。 、目を全部 奔渡町６丁目の一部 御供の一部を６月に行う予定であります これに伴い

該当する町有施設の場所、所管区域及び事業区域の表記を改めるため、関係する４つの

条例の一部を改正するものであります。

今般、条例改正をしようとする条例でございますが、第１条、厚岸町役場出張所設置

条例では所管区域の表記の変更、第２条、厚岸町公共下水道設置条例では計画排水区域

及び計画処理区域の表記の変更、第３条、厚岸町防災行政無線施設の設置及び管理に関

する条例では施設の場所の表記の変更、62ページをお開き願います、第４条、厚岸町水

道事業給水条例では給水区域の表記の変更であります。いずれも今回の字名改正に伴う

変更であり、改正条例記載のとおりであります。

また、資料として条例新旧対照表及び位置図を配付させていただいておりますので、

ご参照願います。

、 、 、附則といたしまして この条例は 字名改正の地方自治法に定める告示行為に基づき

平成20年６月30日から施行しようとするものであります。

以上、簡単な説明でありますが、ご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上

げます。

●議長（南谷議員） これより質疑を行います。

13番、室﨑議員。

●室﨑議員 今回の字名改正によって、町名と言ったらいいのか字名と言ったらいいのか

よくわからないんだけれども、いわゆる、今まで奔渡町と言っていたところが、奔渡町

何丁目とまだ改正されないところと、それから、この後、奔渡何丁目というのと２つで
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きるわけですね。それで、どっちも奔渡町の全域だし奔渡の全域だから、奔渡町と奔渡

というのがこの所管区域の中に入るという意味なんですね。

●議長（南谷議員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） 今回の字名改正の中で奔渡町と奔渡が入るというのは、２つの

字名が出てくる。奔渡町１丁目と奔渡１丁目が出てくるということで、２つの字名が出

てくるというものでございます。

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 そうしますと、この後、旧と言ってもいい現行の奔渡町が全部奔渡何丁目に

変わりますね、何回かに分けて行われていく字名地番変更によって。そうした暁には、

今度はここに書かれている奔渡町というのが削られると、そういうことになるわけです

ね。というふうに考えていればいいと、そういう単純な問題であるということですね。

●議長（南谷議員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） お答えいたします。

質問者のおっしゃるとおりでございます。

●議長（南谷議員） ９番、菊池議員。

●菊池議員 今回のこの改正によって、奔渡の一部が松葉になるというところも聞いてい

ますけれども、その辺どのようになっていますか。

●議長（南谷議員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） お答えいたします。

お手元に配っております議案第54号の説明資料、位置図をごらんいただきたいと思い

ます。Ａ３判の図面でございます。

そこの一番上のほうでございますけれども、奔渡町１丁目と太く囲ってあるところが

ございます。そこが今回、奔渡１丁目というふうになるところでございまして、その隣

のほうに奔渡町１丁目というふうな表示がされておりますけれども、ちょうど奔渡町岩

の先道路、通称道道と、それから松葉町通りを結ぶ三角の地帯と言われているところで

ございますが、そこの部分が奔渡町１丁目のまま残る、ここが来年、松葉町４丁目とな

るところでございまして、この部分が残るというものでございます。

●議長（南谷議員） ９番、菊池議員。
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●菊池議員 これを見ると、６丁目と７丁目はどうなるのかな、まだかな、ちょっと教え

てください。

●議長（南谷議員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） 奔渡町６丁目のところでございますけれども、これは奔渡町６

丁目の部分については次回となります。ただ、今回のところで桜通りございます。桜通

りを挟んで町側と言いましょうか北側、そちらにつきましては奔渡町６丁目が奔渡５丁

目に変わるところで、５丁目になるところです。

●議長（南谷議員） 他にございませんか。

（な し）

●議長（南谷議員） なければ質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は原案のとおり決する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、本案は原案のとおり決しました。

●議長（南谷議員） 皆さんにお諮りいたします。

本日の会議は、資料の関係もございますので、この程度にとどめたいと思いますが、

いかがでしょうか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） それでは、本日の会議はこの程度にとどめ、明日に延会したいと思

います。

午後４時48分延会

以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。

平成２０年６月１８日
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