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厚岸町議会 平成２０年度各会計予算審査特別委員会会議録

平成20年３月14日

午前10時00分開会

●委員長（音喜多委員） おはようございます。

ただいまより平成20年度各会計予算審査特別委員会を開会いたします。

昨日に引き続き、議案第１号 平成20年度厚岸町一般会計予算を議題とし、審査を進

めてまいります。

予算書の187ページ、5款農林水産業費、１項農業費、８目農業水道費より進めてまい

ります。

８目農業水道費。

10番。

●谷口委員 以前にも聞いたことがあったんですけれども、太田で非常にこう良い水が、

有収が活用されたというような話を聞いているんですが、これは今どういうふうになっ

ているんですか。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） お答えいたします。

予算書では、182ページのほうに戻りますけれども、下から２つ目の事業、道営大別地

区畑地帯総合整備事業という事業がございます。この事業で現在進められております。

この事業費としましては、太田の農業用の水道施設を高い補助率の農業予算を使って更

新しようという内容であります。この事業が完成いたしますと、太田本線の１番から５

番、それから大別地区、それと片無去のパイロット施設、この地区のそれぞれの施設が

更新されるという内容でございます。

それと、３カ年実施計画で、皆さんのお手元に実施計画書が行っているかと思います

が、それの７ページをお開きいただきたいと思います。その７ページの一番後段に、道

営畑地帯総合整備事業（大別地区）ということで、平成23年までの事業年度で行う予定

であります 今年については総体事業費が１億9,039万円で起債と一般財源合わせて5,081。

万円が町の持ち出しという内容でございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 委員長、若干戻ってしまうみたいなんですけれども、いいですか。

（ 農業水道だからいいんじゃないですか」の声あり）「
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●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 ついでに、これまでの供用開始はどういうふうになっているんですか。今年

度の事業のところは供用開始になるのか、今年度は全然まだ供用開始にはならないで、

次年度以降になっていくのか、そういう意味ではどういうふうな。

●委員長（音喜多委員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） 私からお答えいたします。

その事業は太田、大別地区の水不足を解消するためにということで、道営でお願いし

ているところでございますが、事業の最終年度が平成23年度でございます。水道水の供

給につきましては、配水池、配水管、いわゆる水をお配りする施設が完了した時点で可

能となりまして、それが終わるのは、予算書にも書いています、平成21年度でこれらを

供給できる施設が終わります。ですから、その後道と協議ももちろんございますが、順

調にいって平成22年度当初からは供給できるのではないかと、今予定でございます。た

だ、道の財源が非常に厳しいということで、このとおり進むかどうかはまた別な問題と

いうことです。

●委員長（音喜多委員） ほかございませんか。

では進みます。

９目堆肥センター費。

２項林業費、１目林業総務費。

10番。

●谷口委員 ちょっとお尋ねしたいんですが、さきの臨時国会にて、鳥獣による農林水産

業等に係る被害の防止のための措置に関する法律というのが成立しているんですけれど

も、この内容はどういうことなんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） ご質問者おっしゃられる法律の趣旨でございますが、昨今

本州、それから北海道においては主にエゾシカということになりますが、本州ではイノ

シシだとか、それからニホンシカだとか、それから猿、そういったものがかなり山から

人里のほうに出てきて被害をもたらしている現状にあるということで、日常的な対策を

する必要が出てくるということで、この対策についての計画を都道府県、あるいは市町

村がつくることによって新たな対策、そして国から対策を支援するという内容が大まか

なものでございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。
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●谷口委員 今回の法律の、１つは許可権限が都道府県から市町村にかわったんではない

かと、違いますか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） そのあたりのことについては、我々のほうにはまだ情報が

来ておりません。具体的な説明はこれからということになっております。現段階では、

その許可権限については、ここまでおりてくるというふうには伺っていないところでご

ざいます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 それで今後、法律は結果的にそういう、本当に地域でいろいろな問題を抱え

ていて何とかしてほしいという強い要望があって、この法律が制定されていると思うん

。 、 、 、です そうすると 北海道 特に道東地域でエゾシカの被害が特に大きいわけですから

その中にこれも入っていると思うんです。そうすると、やはりこの法律の趣旨について

十分にとらえた上で、厚岸町としても対応し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、去年の12月14日に国会を通過しているわけです。そうすると、もう３カ月も

たっているわけですから、この情報が依然としてないというのではやはり不備ではない

のかなというふうに思うんです。そして、そういう法律が通っていながら、同じような

予算が前年と何の変わりもなく予算化されているということでは、私は納得はできない

というふうに思うんです。

それで、なぜ捕獲の権限が、都道府県から市町村に移ったのかということだと思うん

です。そうすると、市町村に移った場合には、市町村としてきちんと責任を持って対応

しなければならないということになってくると思うんです。そうしたときに、いろいろ

な問題がありますから、この被害の防止対策、そういうものをきちんと立てていかなけ

ればならないし、これに見合った体制をつくらなければならないと思うんです。

運用が、権限が移ったということで安易にそれを進めていくと、非常に問題になるん

ではないのかということで、さまざまな観点からやはり鳥獣保護の問題、あるいは被害

をどう防止していくのか、そういう計画が法の問題、そういった捕獲をどうするのかと

いうことをきちんと立てるということが、これからこの予算を実施していく中では、そ

れに基づいて行われていかなければならないということになると思うんです、法律がも

うできたんですから。

そうすると、厚岸町の責任はそれなりに大きくなると思うんです。今までは道の許可

権限だったのが、今度は厚岸町でもできますということになるわけですから、その辺は

どういうふうに考えているのか、再度お尋ねをいたします。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。
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●環境政策課長（小島課長） まず、その法律ができたということで、全体的な枠組みは

できたということでありますが、制度的な細部の設定についてはまだ煮詰まっていない

という状況でございます。

我々も、その法律ができたという情報はつかまえて、北海道のほうを通じて早く情報

をいただきたいということで、再三申し上げております。今の段階でもまだ我々のとこ

ろには到達していないということで、北海道自体がこの細部の情報をまだつかんでいな

いという状況でございます。ほかの市町村においても、そういったいい制度ができたの

であれば早く中身を知りたいということで、我々も情報交換しております。どこの町も

まだ当初予算には計上していないと。手続的にはかなり時間を要する内容になりそうだ

ということです。

ご質問者がおっしゃられるように、許可が市町村におりるとするならば、北海道もそ

れなりの準備がございます。それからエゾシカを例にとりますと、１つの町だけがその

対策を講じても、エゾシカはかなりの広範囲で移動します。釧路管内でも、例えば冬場

に、ねぐらとしてかなりの群落を持つところが管内に３カ所ほどあるようでございます

が、それが季節変動でもってかなりの移動を始めるという状況もありますから、北海道

としては北海道全体として総合対策を練るべきだという考えを持っていますから、そこ

は北海道と各市町村が連携をとった中で、これは進めるべきであろうということになっ

ております。これからも、その部分については我々も情報を迅速に得ながら、道と連携

をとって対応してまいりたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 あともう一つお伺いしたいんですが、この法律は海獣被害時には対応しない

ものなんですか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） 法律の趣旨からすると、対応するものというふうに考えて

ございます。

●委員長（音喜多委員） ほかございませんか。

13番。

●室﨑委員 森林管理という部分でお聞きしますが、森林というのはＣＯ の吸収が大きい2

ということです。京都議定書でも議論の中で1990年の総排出量として排出すると3.8％の

ＣＯ しか出していない。まずそれを１点確認しますが、それで日本の森林の場合に、こ2

の3.8％だったか3.9％だったか、ちょっとそのあたりだと思うんですが、それを認めて

もらうためには、更新の保育、間伐、取材という、いわゆる森林管理をきちんとやなら

ければだめです。

聞くところによると、現在の状況では2010年に20万ヘクタール程度の間伐が必要なっ
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てくるというふうに言われています。これは全体の話だから、厚岸町でもって20万ヘク

タール間伐せよというわけではないです。それで、これから間伐というものは、非常に

脚光を浴びてくるんではないかというふうに思いますが、それについてはどういうふう

に考えるか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） ご質問者がおっしゃられるように、京都議定書で日本のＣ

Ｏ 削減目標は全体では６％減、そのうち森林吸収源としては修正されて3.8％減という2

ふうに私も認識しているところであります。この森林吸収源の目標を達成するために、

国全体では現状の中では間伐施業が一番有効であろうというふうに考えているようでご

ざいます。国全体の話の中では本州では杉林が非常に荒廃していると、その荒廃の原因

、 、 。は間伐が進まないために 植栽本数が多いままに ひょろっと細長い木のままであると

中に日が差さないために、下層の植生も悪いという状況であります。

北海道においてはカラマツがそれに相当するわけでございますが、ご質問者がおっし

ゃられるように、間伐という施業の中で、その目標を達成する主要な施策というふうに

考えておるということです。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 それで、厚岸町としても当然その必要性はよくわかるというわけです。今の

話でそういうふうに出てきましたので、その点は心強いんですが、間伐がどうして進ま

ないかという理由の一つが間伐材の利用というものが図られない。そのために間伐して

そのままそこに捨ておかれるような状況がある。厚岸町内ではどうでしょう。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） 確かに材の価値というのがかなり高い時期に比べると、そ

れこそ経費倒れになるという状況にございます。厚岸町の町有林の間伐施業の中では、

材としてきちんと売り払いになってございます。これは民有林についても同様でござい

ます。その場に置かれるのは除伐と言いまして、第１回目の間引き作業のときにかなり

細い10センチ以下の立木を切ると。それについては、かなり広い山ですから、そこから

搬出するというのは経費のほうがかかってしまうという事情があります。これは民有林

も町有林も国有林の中でも同じ状況の中で、邪魔にならないような長さに玉切りして現

場に置くという状況の中で、第１回目の除伐する作業が行われると。ただ間伐に入りま

すと、材価としては低いんですが、何とか有効利用のほうには回っているという状況で

す。

●委員長（音喜多委員） 13番。
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●室﨑委員 委員長、ちょっと広がりますので、勘弁してください。それで、この間伐材

の用途で新しい動きが出てきています。それはつかんでいますか。

（発言する者あり）

●室﨑委員 つかんでいないなら、つかんでいないということでいいから、余り意地の悪

い言い方をするつもりはないから。

それでは、ちょっと次のところ続けてやります。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 何かつかんでいないようなので言いますか、グリーン購入法というのがあり

ます。それで去年の８月に、私はこれをそのときは見落としていたんだが、朝日新聞に

相当大きく記事が出ていたんですけれども、それで、例の古紙Ｒ100、あれの問題があっ

て浮上してきていたようですが、古紙の原料そのものが現在日本で足りなくなってきて

いるんです。

Ｒ100と言いながら、実は新パルプをまぜていましたというのには２つ意味があって、

１つはコピー機だとかいろいろなそういう機械のほうで、いわゆる古紙100％をやるとい

うと紙の粉が非常に出て機械を傷めるので、そういうメーカー側のほうからは紙質に対

。 。 、してすごいうるさい注文が出てくる それに製紙メーカーが追いつけない もう一つは

その古紙の材料そのものが劣化している。それは、古新聞、古雑誌と言われるものが、

実はお隣の中国の経済発展に伴ってどんどんそちらに行ってしまって、国内になくなっ

ているんです。そういう問題が恐らく厚岸町でも、そういういわゆる資源ごみの値段が

どんどん上がっているというような、余禄を受けているんではないかと思うんですが、

そういうことがあってＲ75なんとかかんとかというのか、ちょっと忘れましたが、グリ

ーン購入法の現在適用されているのが、いわゆるリサイクル100％の紙でなくてはだめで

すと言うんだが、その中には間伐材をパルプにしたものはそれを認めてもらいたいとい

う動きが出てきているというふうに聞いているんですが、そのあたりはつかんで、どの

ように考えていますか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） 今、ご質問者がおっしゃられた間伐材を使うことによって

古紙を使ったのと同じ条件と申しますか、今までと同じような再生紙ということで購入

を認めようという動きがあることは、情報としてはございました。新しい動きという中

では、それが私の中ではぴんと来なかったものですから、申しわけございません。

もう一つは、その中で新たな間伐材の利用ということですね。具体的には、それは間

伐材ですから、現在製材だとかチップだとか、いわゆる梱包材だとか、電化製品を梱包

するときに使うという材ですけれども、そういったものが紙のほうにも回るという動き

はこれからは進むものと思いますが、今現場に置かざるを得ない材まで、ここに持って
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いく状況が生まれるかどうかというのは、費用対効果の面、収支として見合うかどうか

ということを、もう少し見きわめる必要があるかなとは考えています。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 それで、厚岸町の紙の購入に関しては、こういう情報に関してはどのように

考えていらっしゃいますか。

●委員長（音喜多委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） 紙の購入ということで、いわゆるコピー用紙の購入というこ

とで、税財政課のほうで庁内、一日通して処理するのは庁舎内で使う紙のことと存じて

おりますが、ただ外でも使いますけれども、過去のその古紙の100％という場合にパルプ

がまざった紙が本当であるということが報道でされまして、厚岸町としても古紙100％と

いうことでやっておりましたが、現実には製紙会社は今後は古紙100％の用紙をつくるこ

とは困難であるということでございますので、今後は入手は不可能だというふうに考え

ております。したがいまして、何％の古紙になるかわかりませんが、今後のそれにつき

ましてはグリーン購入法等も視野に入れながら、できるだけそういうリサイクルにのっ

、 。とった用紙を購入するという方向で 進まざるを得ないというふうに考えてございます

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 今、現実に日本製紙はＲ100やめましたから、そういうお話なんですが、その

前段階でちょっとお聞きしたいんですが、北海道はグリーン購入法にかかわらず、間伐

材を15％入れる条件を盛り込んであるというふうに聞いているんですが、そういうよう

な立場から、こういうふうに買ったらいいんではないのかという、ほかの都府県は別で

す。だけれども、北海道では北海道産の間伐材が15％入っているものも、グリーン購入

法は完全な縛りではなくて心がけよということですから、そういうものを盛り込んでい

るというふうに言ってもいいんですが、それは今までの購入の中では問題にならなかっ

たんですか。

●委員長（音喜多委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

共同購入におきましての用紙に限って限定させてお答えさせていただきますが、いわ

ゆる現在ＥＭＳという中でグリーン購入法に則したＩＳＯの継続やってございます。そ

の中で厚岸町独自で、グリーン購入法に沿ったグリーン購入に係る方針というものを毎

年度定めてございます。その中に、要するに用紙につきましては100％の古紙を導入する

という趣旨、方針を毎年度、国の発令でＥＮＰで運用しているところでございます。そ

れに沿って、共同購入の際にそれに相当する用紙を、いわゆる指名競争入札等、そうい
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うような手続をとって購入しているところでございます。

したがいまして、今後につきましては、そのＥＭＳが今現段階、きょうは14日でござ

いますから、年度で４月1日には、新しいＥＭＳに伴いますグリーン購入に伴う方針が決

定されるところでございますけれども、その方針に沿って共同購入に対し、その用紙の

資格、基準のものを購入したいというふうに考えておりますので、ご理解賜りたいと思

います。

●委員長（音喜多委員） ほかございませんか。

進みます。

２目林業振興費。

７番。

●安達委員 今の13番さんの質問に重複しないように質問したいと思いますけれども、も

し重複した場合は答弁しなくて結構ですけれども、ここでお聞きしたいのは民有林の振

興対策事業とそれから森林担い手対策推進事業、それと森林整備地域活性化支援交付金

事業、３本あるんですけれども、ちょっとざっとでいいですけれども、中身をちょっと

伺いたい。

●委員長（音喜多委員） 環境対策課長。

●環境政策課長（小島課長） お答え申し上げます。

まず、民有林の振興対策事業の中身でございますが、これは森林組合が、その組合の

組合員が造林事業を行う場合には、国から直接68％の補助金が交付されます。その事業

に対して、北海道とそれから町が合わせて補助するという内容でございまして、北海道

が17％で、町が10％相当を持ってさらに補助という内容です。予算的には道の補助金は

一回町の会計で受けまして、道の負担分と町の負担分を合わせて、平成20年度について

は646万5,000円を交付するという内容でございます。これによりまして、所有者の負担

は標準的には６％相当になるという内容でございます。

それから、森林整備担い手対策推進事業でございます。これにつきましては、厚岸町

内の森林就業者の方々がいらっしゃいますが、この方々のために作業員本人の負担、そ

れから事業主の負担、それから町の負担、北海道の負担、それぞれ４分の１の掛金、正

確には掛金といいますか、負担金といいますか、そういったものを拠出し合ってその森

林作業員の方々に年１回一括して支給しようという制度でございまして、この分の町の

負担が平成20年度については51万5,000円ということでございます。厚岸町における現時

点での支給対象者は約30名ほどいるところでございます。

それから、森林整備地域活動支援交付金でございますが、これにつきましては平成14

年度から実は制度がありまして、一担平成18年度で制度が切れました。ただし、平成19

年度から新たに制度がまた５年間に継続されまして、いわゆる公益的な機能を発揮する

ための適切な森林整備に向けた地域活動をするという前提で、ヘクタール当たり年間

5,000円を交付するという内容でございまして、これにつきましても国が２分の１、それ
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から道が４分の１、それから町が４分の１を負担するという内容でございます。予算的

には道の補助金だけでございますが、北海道では一担国の分を道の会計で受けて道の補

助金として町に交付して、それを町で受けて一括して町のほうで交付するという内容で

ございます。

●委員長（音喜多委員） ７番。

●安達委員 そういう林業振興ですから、産業振興課長が計上していただくのは関係課長

ということで、森林を持つ目的というか、範囲が変わってきたなというふうに考えてい

るわけです。先ほどの13番さんとの議論の中にあったんですけれども、この森林が放つ

ＣＯ 削減、これはかなり大きいもので、それによって間伐をしないとその効果が薄いと2

いうことが言われております。間伐をすると１割、10％か12％ＣＯ 削減の効果が出ると2

いうことで二、三日前の道新の記事を見ますと、人工林、間伐林財政支援という見出し

で朝日新聞は載っかったんですけれども、これを見ますと、北海道の人工林、全国の13

％を占めておるようでございます。13％というと、北海道では151万ヘクタールあるそう

です。そのうち、毎年４万ヘクタールずつ森林整備、除伐を初め間伐ということになっ

、 。ているそうですけれども 大体目標の80％程度というふうに新聞報道はなっております

この100％到達しないこの理由が先ほどちょっと議論があったんですけれども、採算性が

合わないということも一つの原因のようです。

、 、それからもう一つは 山で働く方々の年齢が非常に今高齢化してしまったというのも

大きい原因のようでございますけれども、厚岸町はその辺どういうふうな森林整備とし

て進捗状況、そういった状況についてお伺いします。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） なかなか間伐が進まないというように、ご質問者がおっし

ゃられるとおりだと思います。厚岸町における林業に係る従事者ということで、どのよ

うになっているか、年齢構成どうなっているかということでございますが、大体20代か

ら70代までですが、細かに申し上げたほうがよろしいでしょうか。20代が４人、30代が

８人、40代が９人、50代が４人、60代が７人、60歳から64歳が７人です。今まで10代ず

つ申し上げてきました そうすると60代は11人です 申しわけございません それから70。 。 。

歳以上が２人ということで、私どもとしては、高齢化が進んでいるという側面があろう

かなというご質問の趣旨かもしれませんが、現状を見ると、申しわけございません。そ

ういう趣旨ではございません。申しわけございません。かなりバランスのいい年齢構成

になっているのかなというふうに思います。

林業に従事する、従事者というのはかなり年期の要る仕事でございます。現場的にも

例えば一番難しいのが木を切り倒す作業でございますが、私ども現場見てみますと、40

代の若手、前半ぐらいの方もそういう技術をもって進められているということで、現場

的には技術の継承が進んでいるのかなと思います。

また、70代の方がいるということはそういう年齢でもある程度行える仕事が山にはあ
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るんだということが一方である。それから最近20代の方が採用されております。ですか

らそういった意味では、次の世代にもちゃんとつながっていける状況に、厚岸町の中で

はあるというふうに考えているところでございます。

●委員長（音喜多委員） ７番。

●安達委員 今、山で働く方の年齢を聞かせていただいたんですけれども、お年寄りもそ

ういうふうで安心したんですけれども、今お教えいただく前にも私はちょっとある企業

の人のところへ行って聞いたんですけれども、そこの場合は50代１人と、50代もあと数

年で60歳になると。それから60代の後半が大半で70歳も仮に70歳代が３人という、そう

いう状況だということを聞きまして、これはちょっと大事な森林を守っていくために、

何とか早いうちに手を打たなければまずいのかなということで、これを質問させていた

だいたんですけれども、今これを調べた結果、そういうふうだったんだということで安

心しております。

それと、2008年の今まだ国会予算の審議中なんですけれども、300億円の人工林に対す

、 、 。る間伐を また森林の整備を実施する300億円 国が予算化するというようでございます

だけれども、これについてはまだ国会で審議中で具体的な話はしていないんだと思うん

ですけれども、それだけ国も環境ということを大きく取り上げているのかなと。昔は林

業というと、経済的な効果というか、その分野が大きかったんですけれども、今はこの

仕事内容を見ても、300億円の予算をつけるにしても、環境ということを一番大きく取り

上げての予算化のようでございます。

これからも、山で働くということは非常に大変なんです。夏は沢の中暑いですし、虫

はいますし、冬は深い雪の中越えて寒い。これは本当に今の若い人が、これだけよく就

業してくれているなというふうに、私も感心しているんですけれども、大変なんです。

これからこういう厚岸町の町有林、民有林抱えて、山づくりする上でこういう就業者に

対しての援助を怠らないでやっていただきたいと、そういうことです。

それと、町有林にしても民有林にしても、厚岸町というか全道的にそうなんですけれ

ども、カラマツの植林が非常に多いわけです、これはいかがかなと。私は何年か前に議

会では質問させていただいたことがあるんですけれども、厚岸町の場合、特に山、川、

海、これはもう絶対欠かせないというか、町民の生命線のようなものだと思うんです。

それで、落葉樹、特にカラマツ、それから針葉樹、これは落ち葉、これは余り何という

んですか、海にもたらす効果といいますか、プランクトンが食べるようなそういう栄養

素になる部分がほとんどない。そういうプランクトンが栄養とする、そういうものは一

般に言う雑木というか、そういう木だそうです。そういうことで、これからの植林につ

いて、カラマツが主体ですけれども、こういう広葉樹をもっと植えていく必要があると

思うんですけれども、いかがなものでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） まず、１点目の就業者の支援でございますが、これまでも
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道、国等の制度を活用しながら、そこは町もやってきたつもりでございますが、これか

らも引き続き、そういった方々への支援は継続してまいりたいというふうに存じます。

それから、後段の森林のもたらす効果ということで、広葉樹の植林というご意見でご

ざいますが、厚岸町におきましては、全道の中では早くから広葉樹の町有林への植林と

いうものを手がけてございます。平成20年度の予算におきましても約３万3,000本を町有

林の中に植林したいということでございます。

その内容は、昨年度、受光伐いたしました。受光伐というのは全体の山の中を40年生

の木なんですけれども、縦に８メータぐらいの筋刈りというのをします。８メーター切

って、８メーター残して８メーターまた切る。そのあいている部分に広葉樹を植えて広

葉樹と針葉樹の森、針広混合林と申しますが、そういった施業を早くから進めてござい

ます。それをまた、これからもこの部分については重要な施策と位置づけて、取り組ん

で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。

●委員長（音喜多委員） ７番。

●安達委員 広葉樹を前向きに植林しているということです。ただ、残念ながら広葉樹、

特に何というんですか、ナラ系統、ああいうミズナラ系統、ある程度大きくなったらみ

んなシカに食べられてしまうという、そういう被害があちこちあるんですけれども、厚

岸町の場合どうなんでしょう。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） これまで広葉樹を植えた場所の中では、立派にナラが成長

して、もう心配ないという大きさまで育っている木ももう既にございます。ただ、ご質

問者心配されるように、食害に全く遭っていないかというとそうでもないという状況に

ございます。これにつきましては場所によるという側面もございますが、これからも町

内にはもう森づくりセンターという技術指導していただける立派な機関がございます。

そことも今までもいろいろな連携の中で、この場所にはどういった広葉樹が合うのかと

いう相談もしながら、それからシカの食害に対してはどうやって対応したらいいのかと

いう会議も持ちながら、進めてきているわけでございますが、そういったことはこれか

らも大事なことでございますので、より連携をとった中で進めてまいりたいというふう

に考えてございます。

●委員長（音喜多委員） ７番。

●安達委員 山づくりという目的は、先ほど言ったように、環境問題、それから厚岸町の

場合、こういう基幹産業である海に対してのそういう効果、いろいろ考えまして混植と

いうんですか、針葉樹と雑木と混ぜて植林していくというような計画のようです。そう

いうことで、非常にいい状況かなと思っております。

ただし、シカの被害です。それからネズミの被害です。苗木を植えた場合はネズミは
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心配ないんですけれども、種で植えたというか、ドングリみたいなもので植えた場合、

これはネズミなんかに食べられてしまうという被害があります。シカなんかは特にそう

なんですけれども、これはこれだけの膨大な面積に植林するわけですから、厚岸町がシ

カ対策というのはなかなか不可能だと思うんです。例えば、防護柵するにしても、これ

は大変な費用がかかってなかなか大変だと思うんです。でもやはり何かそういう手を打

たないと、育っていかないということにもなるようです。

それで今後、北海道、それから国、こういうところときちんとした連携をとった中で

被害対策を考えていく必要があるのかなと、そのように思うんですけれども、いかがな

ものでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） 樹木を食べるという意味ではネズミのお話も出ましたが、

ネズミの対策については町では講じてはおりませんが、実は、被害的には目立った被害

は幸いにしてございません。それからシカの対策については、これはもうご質問者がお

っしゃられるように、総合的な対策を立てないと、厚岸町だけ行ってもこれは抜本的な

解決にはならないというふうに考えますから、北海道、国と連携した中で、厚岸町も対

応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。

●委員長（音喜多委員） いいですか。

10番。

●谷口委員 ここで、ちょっと教えていただきたいんですが、民有林振興対策事業、これ

は21世紀北の森づくりという事業ですね。この内容についてもう少し詳しく教えていた

だきたいというふうに思います。

それから、森林整備地域活動支援交付金事業とあります。これはどういう事業なんで

しょうか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） 民有林振興対策事業でございますが、これにつきましては

私有林の整備に対する補助制度でございますが、まず、国が68％の公共の補助金という

ものを交付いたします。これは直接その施業する受け皿としては森林組合が受けていま

すが、最終的には私有林の所有者のところに行くということでございますが、68％、そ

れから北海道が17％、それから町が10％でございます。ですから、この予算の中では北

海道の17％相当分を１回町の会計で受けて、町の10％と合わせて平成20年度においては

646万5,000円を交付するという内容でございます。結果的には森林所有者の負担は標準

的には6％になるという内容でございます。

それから、森林整備地域活動支援交付金につきましては、これにつきましては平成14

、 。年度から制度が始まったものでございますが ５カ年間の時限的なものでございました
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これが平成18年度に切れましたが、平成19年度からさらに５カ年の延長が認められまし

た。その中で、いわゆる森林の持つ公益的な機能を発揮するということで、積極的に森

林整備に向けた活動をする森林所有者に対しては、ヘクタール当たり5,000円を毎年交付

するという内容でございます。

その活動については、厚岸町においては森林組合がその所有者から委託を受けた中で

行ってございます。町の予算の中では北海道が993万7,000円という歳入を持っておりま

すが、この金額的にはこの中に国の持ち分が２分の１、北海道が４分の１、それと町が

４分の１ということでございまして、北海道の993万7,000円のうち国の分も含まれてご

ざいます。これは国からの交付が一たん北海道の会計に入って、町に道の補助金として

来るからでございます。これを町の会計で受けて、町の負担分と合わせて1,325万円を交

付するという内容でもって、今予算計上をさせていただいているところでございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 一般的に民有林の造林はこの21世紀北の森事業というか、今回の民有林振興

対策事業でやっていますね。これ以外の事業で何か民有林が造林しているというのはあ

るんですか。それから、交付金事業なんですが、この事業は何をやる事業なんですか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） 民有林の整備につきましては、基本的にはこの公共の補助

金、公共というのは国から交付される補助金を指しますが、公共の補助金を活用するの

が一般的でございます。なぜならば、これを活用することによって、21世紀北の森づく

、りの補助金を町が受けて民有林の振興対策事業としてさらに補助金を出すということで

、 。受益者負担は標準的には６％になるわけですから これが一番有利な制度でございます

そのほかに、この補助金を受けないで施業している例もあります。それは伐採した後に

その伐採した立木の売り払いをもって、次の植栽の経費に充てるということをやってい

る山持ちの方も、最近いらっしゃいました。これはその人の考え方でございますから、

そういう信念を持ってやられたんだと思いますが、基本的にはこの制度を活用するとい

うことでございます。

それから、森林整備地域活動支援交付金の中で、実際的な活動は何やっているのかと

いうことでことすが、これはその山の中でこれから森林整備に着手しますというところ

の区域の明確化作業です。それから中に作業道を皆さん持っていらっしゃいます。施業

するためにはその作業道の整備が不可欠でございますから、その前提となる作業道の整

備をするということで、ほとんどその経費に充てているのが実態でございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 この民有林の整備事業なんですけれども、６％の所有者負担ということでや

っています。それで、前にも話ししたことがありますけれども、これは森林組合が事業
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を行っているということです。そういう中で、標茶町なんかは結果的には標茶町の森林

組合の努力といいますか、によって、所有者負担がゼロで事業を行っているんです。厚

岸町は６％を負担をしなければならない。だけれども、標茶町の森林組合は企業努力に

よって、それを森林組合が負担をして事業をしているということなんですけれども、結

果的に、そういう隣町で片方の森林組合はそういう企業努力をしている。厚岸町はしっ

かりと６％取っているということで、非常に山林所有者の中にも不満を漏らす方がいら

っしゃるんですけれども、そういうところで現在の厚岸町の森林組合、一時非常に問題

を起こしたということもありまして、大変な状況にあったんですけれども、現在の森林

組合の運営状況はどういうふうになっていっているのか、そういうものを吸収する力は

、 。依然として厚岸町の森林組合はまだないのかどうなのか その辺はどうなんでしょうか

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） まず、所有者負担の件でございますが、この森林整備地域

活動支援交付金、第１期目の平成14年度から平成18年度までは、実は交付金を100％使わ

なくても森林所有者の臨時的な収入になると。表現は適切でないかもわかりませんけれ

ども、入る部分が認められておりました。その部分をプールした中で森林施業をする６

％相当に充てていたという状況があります。これは厚岸町の森林組合も行っておりまし

たし、標茶町の森林組合も同様に行っていたという状況でございます。ただ、制度が平

成19年度から変わりまして、これは100％そういった作業に充てなければならないという

制度に変わりました。その段階で所有者負担が生まれたということでございます。

標茶町が、切りかわった平成19年度も、森林組合がその６％に相当する部分を負担し

ているかどうかというのは、私も実は未確認でございますが、質問の趣旨としてはその

森林組合の経営がどうなのかということも一方でございますので、そちらのほうで答弁

させていただきますが、昨年度、平成18年度の収支決算においては単年度赤字でござい

ました。平成19年度になりまして、これが新しい新体制の中で事業計画をつくって１年

間、今進行中でございます。前回の平成18年度については旧体制の中で事業計画をつく

られて、体制が変わった中で引き継いで行っていたと、その段階では赤字でしたが、平

成19年度については、単年度は赤字にならない見通しであるというふうに伺っていると

ころでございます。

ただし、その中で森林所有者の６％分を持っているのかどうなのかという部分につい

ては、これはルール上、所有者が負担するという状況の中で進められているというふう

に、伺っているところでございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 問題は、所有者の負担を森林組合が一定部分吸収できれば、それが一番いい

わけけでしょう。ところが聞いてみれば、平成18年度赤字になってしまっているという

ような状況では、とてもそういう状況にはないのではないのかなというふうに思うんで

す。
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それで、森林組合の問題なんですけれども、厚岸町としては森林組合の越境伐採の問

題がありまして、その後対策をとってきていますね、厚岸町として。そういうことをや

っていてなおかつ赤字なんですか、それはもう終わったことなんですか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） 過去の負債についてはきれいに整理されてございます。

そういった中で、現状、森林組合を取り巻く状況の中での変化は、いわゆる公共事業

の補助金の削減という側面があります。それによって事業ベース自体が減少傾向にある

と。いわゆる負債を整理した中で、同じペースで事業を続けていけるんであれば、従前

どおりの状況になったんでしょうけれども、事業自体が縮小傾向にあるという状況であ

ります。そういった状況の中で、平成18年度については赤字を出してしまったと。その

要因は、実は計画の中に、事業をとても推進できないという部分を盛り込まれていたと

いう話を伺ってございます。それが平成18年度においては執行できなかったということ

で、結果的には赤字になったということでございます。

平成19年度については、きちんとした計画の中で進行してございますので、平成19年

度は単年度は黒字になるということでございます。決算についても累積の赤字はござい

ません。幾らかの積立金も持っているという状況にありますので、今のままであるなら

ば、安定した経営は続けていけるものというふうに考えているところでございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 その平成18年度の決算は、累積の問題は別にして、単年度だけが収支で赤字

になっているということですか。それとも、赤字のほうに平成18年度は踏み込んだとい

うことなんですか。その辺はどうなんですか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） 過去のいろいろなさまざまな要因でもって、残っていた負

債については整理されてございます。整理されているということは負債がないというこ

とでございます。ですから、平成18年度の赤字については単純な単年度の収支の中での

赤字ということでございまして、その穴埋めは累積の黒字分、いわゆる積立部分が留保

されてございましたので、その部分で穴埋めされたと。穴埋めしてもなおかつ内部留保

資金は現在も持ってございます。そういった状況の中で、平成19年度は単年度の黒字見

通しであるということは、累積も含めて黒字を確保できるという状況になります。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 森林組合については過去にああいう事件といいますか、事態を引き起こして

いたわけです。そういう中で町としてはそれに対応してきているし、町もそれなりの出
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資をしているわけですから、そういう立場からすると、森林組合の経営というのは非常

に厚岸町にとっても責任のある問題です。

それで、一応過去の問題には決着をつけてきたということで、暗に優先的な事業の発

注等を行ってきましたね、その間には。今も同じようなことをやっているんですか、そ

れとも一定の段階でそれはなくなって、ほかの業者も含めて対等に扱うようになってき

ているんですか。その辺はどうなんですか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） 町の対応といたしましては、過去の負債部分を持っていた

時期は、ご質問者がおっしゃられるように、かなりの部分を森林組合に発注したと。そ

、 。の事業利益をもって その負債の解消に当たってきたという側面はあろうかと思います

現状は、段階的にその部分を減らしてまいりまして、約５割相当部分ぐらいが森林組合

に発注されていると。残りの５割相当分ぐらいが、いわゆる民間の業者さんへの発注の

ほうに回っているという状況にございます。この状況は最近の傾向でございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 わかりました。

それで、この事業なんですが、結果的にさらに民有林の造林等進めていかなければな

らないと思うんです。それで力のある人は、あるいは自分の考えで自己資金等でやって

いるということも説明の中ありましたけれども、この事業が該当する最低面積というの

はどのぐらいなんですか。

（ 民有林、北の森」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） お答え申し上げます。

基本的には、森林の施業計画を立てられた森林すべてが対象になります。ですから、

面積的には制限はされるものではございません。基本的には町有林、例えば苗木を植え

るその面積が大きい、広いという部分では制限はございません。森林の施業計画を立て

られて、それにのっとって事業を進行されるすべてが対象になるということでございま

す。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 それで、前にも聞いたことがあるんですけれども、今の農家は非常に農業機

械が大きくなっています。そうすると、以前、馬なんかを使っていた時代には有効に使

えた畑も、今の機械ではもう入っていくことができないと。余りにも効率が悪過ぎて使
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えない畑があちこちにあるわけです。結果的に、そこが放置されてしまっているという

のがあります。そういうのを、例えばこの事業で整備を進めるということは可能なんで

すか。

それと、ただそうは言っても農地でありますから、農地をきちんと農地でなくしてい

くということも当然大事なことですけれども、そういう手続がきちんと行われれば、そ

ういうことは可能なものなんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） この補助事業の基本的な考え方は、もともと山林であった

。 、 、ところに事業を行うというのが建前でございます 今 ご質問者がおっしゃられるのは

いわゆる使わなくなった農地に、この補助事業を充てて造林できるかということでござ

いますが、これがもし農地の転用になって農地でないということになったとしても、そ

れ自体はまだ山林でないと、農地が外れても山林ではないと、今の制度の中ではそうい

う扱いにどうしてもなってしまいます。ですから、この公共の補助金は今の制度の中で

は充てられないということでございまして、この部分については今、厚岸町も要望して

いるんですが、そういった制度の見直しをしてほしいということで、強く申し上げてい

ます。

北海道でも、今は道財政が厳しいという状況の中でその対応には苦慮していますが、

必要性については強く感じているということで、実は私どもも、林業サイドとそれから

農業サイドの打ち合わせを道のほうでこれからセットしていただいて、ここの関連をど

うやって制度的につなげて、いわゆる最終的には造林に持っていけるかということをこ

れから考えていきたいというふうになってございます。厚岸町としてもそこは強く申し

上げて、それを推進していきたいという立場で動いていきたいというふうに考えている

ところでございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 その耕作を放棄した土地がありますね。それで結果的にはもうそこは農地で

ないということになってきて、何年かすればあちこちから木が生えてきます、黙ってい

ても。そうしたときに、山林と見るのはどういうのを言うんですか。一般的には切った

跡があればそれは山林だけれども、木が植わっているのは山林ではないんですか。その

辺はどういうふうに見るんですか、その山林の定義なんですけれども。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） 基本的には、北海道で持っている森林基本図というのがご

ざいます。この中に森林と位置づけられているのが森林という定義であります。これは

かたい定義でございますが、ということはもともと森林であったところが森林というこ

とにどうしてもなってしまいます、申しわけございませんが。ですから、全く木のない
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ところでも山林と、いわゆる無立木地です。無立木地であるけれども、山林という位置

づけになっているところも当然ございます。ですから、そこの部分はもっと柔軟性を持

った対応にしていただきたいというのが厚岸町の主張でございまして、そこを何とか風

穴をあけたいというふうに考えているところでございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 そうすると、結果的に、以前に襟裳岬のほうで風が吹いて何もないとかとい

う歌があったけれども、ああいうところは山林としてそうしたら認めてくれるというこ

となんですか。

それと、町内でも以前に炭焼きと言ったら怒られるかもしれないけれども、そういう

人たちがずっと切ってしまったところがありますね。そして、ほとんど木がなくなって

いる、そういうところも含めて森林というふうに言うんでしょうか。

それと、今、課長が先ほどからおっしゃっているように、今の状況からすると森林を

ふやしていくということが非常に大事なことです。そうすれば、農家がせっかく土地を

持っていながら利用できない土地も必ずあるわけですから、そういう土地の有効活用も

やはりきちんとしていかなければならないということになると思うんです。ですから、

その辺の対応は国、あるいは道にきちんと働きかけていってほしいというふうに思うん

ですが、いかがでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） 襟裳岬の事例が出ましたが、ああいった場所にも植林でき

るのかということでございますが、あそこはもともと国有林として管理されていたとこ

ろだと。それが強風によって砂漠化のような状態になったということで、もともとあそ

こは暴風保安林という位置づけの中であった場所というふうに記憶してございます。で

すから、植林自体は国有林の事業で行ったと。その作業員として地元の人たちが、沿岸

からの雑海藻だとかそういうものを、少しずつ砂が飛ばないようにまず土地の改良から

始めて、地道な努力によって見事な森によみがえったという事例でございまして、あそ

こはもともと位置づけ的には森林という位置づけであったというふうに記憶してござい

ます。

それから、炭焼きで切られた場所ということでございますが、それはもともと森林で

あっただろうというふうに推測できます。そういった場所は多分森林基本図の中でも森

林としての位置づけはあるんだと思います。ただし、今は木がない場所だというふうに

おっしゃられますが、無立木地という扱いの中で森林ということになっているんだと思

います。

それから、最後のご質問でございますが、遊休農地の部分をどうするかという部分に

ついては、北海道でもそのＣＯ の削減に向けて、森林の果たす役割というのはかなり重2

要であるという認識のもとで、専門委員会を立ち上げた中で、今後北海道の森林をどの

ようにしていくのかという議論を、かなり幅広い階層から集めて議論をしてきたようで
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ございます。先日、その最終答申がありましたが、その中にもいわゆる河畔林、今まで

この制度が適用されなかった、公共の補助金が適用されなかったところにでも植林でき

るような制度に見直すべきだという提言が、その中に入っているという情報も伝わって

きてございます。そういった、厚岸町が主張してきたことが形になってこれから一定い

けるのかなと期待感も込めながら、その推移を見守るだけでなくて強く要望もしていく

という状況の中で、進めてまいりたいというふうに考えます。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 今までの議論を聞いていた中で、今、北海道では森林環境税を導入しようとい

う、道議会でも盛んにやっているんですけれども、今までの議論の中で民有林振興対策

事業、森林整備地域活動支援交付金事業、これらで今までやってきたものと、今、道が

森林環境税を導入してやろうとしているものというのは、何ら変わっていないのかなと

いうような思いをしたんですけれども、最後の河畔林についてはまた別だとは思うんで

すけれども、そうしたときに、今、北海道が森林環境税を導入しようとしたときに、要

するにここで言う道財、そういったところにただ充当されるだけなのか、それとも森林

環境税を使った新たな林業施策というものが、これらの事業以外でも出てくるのかとい

うものを教えていただきたいんですけれども。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） 北海道自身は、森林環境税という言葉は現在まだ公式には

。 、 、 、使ってございません 先ほど 私が10番委員さんのご質問に答えた 専門委員を集めて

今後の北海道の森林をどうするかという議論がされているというお話をさせていただき

ましたが、その中でそういった新たな財源を求めた中で新たな制度を創出すると。です

から、既存の制度の中に新たな財源は盛り込まないというふうな答申になっていると、

その専門委員会がです。ですから、新たな財源を求めて今までできなかったこと、新た

な制度をつくって北海道の森林を整備していこうと、ＣＯ の削減に貢献していこうと、2

そういう内容であるというふうに伺っているところでございます。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 それであれば、今までの道財、民有林振興対策事業費、それらについては、例

えば平成20年度予算というものがある程度道財としても同じく確保されていった中で、

また新たな事業がここに加わってくるというふうに、理解してよろしいということなん

ですね。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） 北海道の中での動きは、平成20年度の施策の中には入らな
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いというふうに承知しております。ですから、この辺は非常にデリケートな問題でござ

います。私が北海道の施策を申し上げるのは軽々かなと思いますんで、ただし既存の制

度とは別のものになるというふうに承知しているところでございます。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 これについては新たなものがふえてこちらのほうが減ってしまえば、結果的に

何も変わらないというか、北海道も財源的な充当、その一部を市町村のほうにも交付金

として交付するとかというような話も聞いていますので、そういうようなところにただ

向けられるんであれば、大変遺憾だという、新たな事業としてやられるということに強

く望みたいと思います。それについてはわかりました。

話というか、全然変わるんですけれども、ここで一番上のほうに奔渡町地区の小規模

治山事業というのがあるんですけれども、中島の沢という去年の工事名の場所でよろし

かったでしょうか。それをちょっと教えていただきたいんですけれども。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） 奔渡町地区小規模治山事業でございますが、これにつきま

しては、ご質問者がおっしゃられるとおり、去年から継続事業でやっている事業で、平

成20年度でもって完了するという内容でございます。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 それで、地区名というか工事名は中島の沢と、私もすっかり覚えてしまってい

、 、 。るんで そうやって言ってしまうんですけれども 小規模治山で治水施設をつくったと

出てくる水といったものは既存の道路排水につなげているんですけれども、昨年の大雨

のときなどでも、その道路排水が飲み込めなくて、道路が冠水してしまったというよう

な状況というのがあったんです。私のほうでも建設課のほうにもちょっと行って、小規

模治山の中では流末というものはできないといった中で、ただ現状として、大雨が降っ

たときにあふれてしまうといったときに、今後どうするんだというような話をしたんで

すけれども、それについてはどのような対策というか、そういうものを考えているんで

しょうか。

●委員長（音喜多委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） お答えをいたします。

中島の沢のほうの工事の流末の関係でございますけれども、確かに今質問者がおっし

ゃいましたとおり、あそこにちょうど横断管が入っておりまして、横断管の断面が非常

に小さくなっているということで、昨年もこの沢から来た水がそこでのみ切れないで、

溢れたといった原因となっております。そこの対策でございますけれども、今、雨水対
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策とした中で、今下水道の雨水整備、この中で今検討をこれもしていこうと。今年度事

業の中で、下水道の中で検討していくというようなことで進めているところでございま

す。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 検討するというのは、つまり雨水対策として実施をすると。解消を図るという

ふうに考えてよろしいんでしょうか。それとも、計画を持って、例えば来年度にやると

いうふうに考えてよろしいんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） 私からお答えします。

ご質問の箇所につきましては、平成20年度予算で調査設計、この後平成21年度、22年

度の中で雨水対策に取り組んでまいりたいという計画でございます。

●委員長（音喜多委員） ２番。

、 。 、●堀委員 そうすると 最長で３年間はまだ対策がとられない 雨が降ったときには当然

現状通りの冠水をしてしまうようになるといったときに、維持としては道路維持管理と

いうか、雨水管理としてはどのような対策を、大雨のときにとろうというようなことで

考えているんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） 道路管理者の立場とした中でお答えをいたしますけれども、昨

年も大雨降ったときに冠水をした経緯がございますし、その後も雨が降る、こういった

情報を得ながら、あそこの周りに事前に土のうを張る。土のうを積んで奥の干場のほう

に行かないような措置、それと横断管、あれも土が流れてきて閉塞ぎみになっておりま

。 、 。す 昨年も手前の前後の排水 それとます等の清掃をして断面の確保を図っております

ただ、横断管自体がまたすぐに閉塞をしている部分もありましたので、それは常時点検

をして、管の中で100％断面を確保してスムーズな水が流れるように、こういった措置を

してまいりたいというふうに考えております。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 課長は横断管、横断管と言うんですけれども、中島の沢の小規模治山事業の流

末対策としては、そもそも横断管の計画というのはもともと入れていなかったというふ

うに、私は担当者のほうから聞いていたんですけれども、そういう中で、本来は道路の

両端の側溝に散らすというふうに私は聞いていたんです。あの横断管は全然考えとして
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は入れていなかったというふうに聞いているんで、そこら辺はどうなのかなとは思うん

ですけれども。

、 、 、そもそも 小規模治山事業でこういう治水砂防施設というものをやったときに 従来

ほかのところでもそうですけれども、流末の整備というものを全然考えていないと、既

存の排水までつないだ中でそれで事業が終わってしまうと。それが終わった後に今度は

実際に治水施設ができて、水が一遍に出てくるようなときになったときにでも、下流の

、 。ほうで逆に被害が出てしまうというのは 往々にして起こっていることだと思うんです

そのたびに町のほうで、さまざまな施策の中で対策というものをとっていっているんで

すけれども。

こういう治水作業とか何かをやるときには、そういう流末のほうまでも一体的になっ

て、小規模治山事業でやれるところ、なおかつ町のほうの別な事業でやれる法というの

を、一体的になって治水砂防計画というものをつくらないと、地域にとってみてはやら

れるだけかえって影響が出てしまって、迷惑だというような意見にもなりかねないわけ

ですから、そこら辺は今後の治水砂防といった中では、十分な検討を加えた中で、しっ

かりとした流末対策というものを考えた上での事業実施というものをしていただきたい

と思うんですが、どうでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） お答えいたします。

まず今、中島の沢のところの横断管と申しましたのは、まず現状的には道路管理者と

してなるべく関係しないような、対策としてはあそこに横断管の維持管理を徹底してや

るしかない。前後の排水時に散らばらせるということを、それは前後の排水を入れかえ

しなければならないということになります。そうしたことがありますから、今、そうい

った解消についてはどういうふうにするかというのは、公共下水道で治水対策を今検討

しているということでございます。

それと、全体的な砂防施設、そういったものを計画する折には、確かに流末、例えば

道路排水につなぐならば道路排水の断面、大きさ、こういったものをすべて詰めた中で

長期計画を立てていくことは必要だと思います。今後こうしたもの、事業に当たりまし

、 、 、 、てはそこの施設を 砂防施設をつくる折には当然 道路の排水 ましてや下水道の排水

雨水排水に接続されてくる組織までとなりますので、まずそういった総体なものを決め

、 、 。た中で検討しまして 計画を立てていくようにしてまいりたいと このように考えます

●委員長（音喜多委員） ほかございませんか。

進みます。

３目造林事業費。

13番。

●室﨑委員 厚岸町が町有林を造林して、そしてつくっていくわけですけれども、その森

林経営というものは非常に施業費が要ります。そのいわば基本的な考え方について説明
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をしていただきたい。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） 厚岸町の森林経営の基本的な考え方ということで、昔と大

きく変わっている点は皆伐をしないということです。皆伐というのは一斉に山を丸裸に

はしないということです。それから、長伐期施業といいまして、できるだけ立っている

、 、 、木の成長を見きわめた 最後まで見きわめて生かしていくということ そういった方針

それと針葉樹だけでなくて、広葉樹を混ぜた針広混交林化、それと次の世代をきちんと

つくっていくということで複層林化と言いまして、成長のある木の下木には次の世代の

木を必ず植えていくと、こういった基本方針の中で進めているところでございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 大変に進んだ今の最先端の考え方だと、そういうふうに思います。

それで、聞くんですが、先ほどから広針混交の話がいろいろ出てきているんですが、

厚岸町の山もいろいろな地質のところがあります。古い人で詳しい人に聞くと、あの山

がナラの山だった。この山はアオキの山だったというふうに色分けするんです。それが

ある機会に地質学者、ここの公立大だったか、教育大だったか、当時の先生なんかも一

緒にいる中で出たら驚いてまして、それは地質分布図とぴたっと一致するんです、樹種

の分布が。すなわち、その場所、その場所にきちんと適した木が生えているんです。粘

土質の山にはこういう僕ら素人で下手です。粘土質の山にはこうだし、それから砂気の

多いところではこういう木がよく育つというようなものがあるらしいんです。まず一つ

は、そういうようなことも考えていかなければならないだろうと思います。

それからもう一つは、歳入のところで今回は立木売払代450万円というふうに出ていた

んですが、どうなんでしょう。今は材木の値段が非常に安いので、いわゆる建築材なん

かを今植えてもまたこれはサイクルが非常に長いですから、今日植えたものが３年後に

お金になるような性質のものではありませんので、ずっと先にはなるとは思うんだけれ

ども、いわゆる森林経営とかそうい部分からいうと、そういう山の性質やいろいろなも

、 、 、のを見ながら ここが何というのか そういう用材をとるような形の植林にしていくし

ここのところはいわゆる水質保全とか、あるいはそういう川や海との直接のかかわりの

中で広葉樹のほうがいいとか、いろいろなものがあると思うんですけれども、そういう

ような色分けとか、そういうことは今の、非常にまず基本的な考えをおっしゃったんだ

と思います、その上に立って、考えていらっしゃるんですか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） 基本的に植える樹種の選定に当たっては、釧路森づくりセ

ンターの普及課という立派な組織があります。ここには、森林の技術的な知見を有した

専門家の方々が主に集結されている部門でございますが、ここに相談しながら決めてい
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る。その進めている内容は、いわゆる広葉樹を植える場合でも、郷土樹種、その地域に

合った樹種を選定すべきである。それから、ご質問者がおっしゃられましたように、南

向きなのか、北向きなのか、川なのかとか、さまざまな要因が山の中にあります。そう

、 。いったものも現場を確認しながら 樹種の選定に当たっていくということでございます

それから、この用材向けにするか、それから環境林的なことにするかという問題でご

ざいますが、昔の植林はほとんどカラマツの一斉林という形でございます。今の中では

そのカラマツ一斉林を、針広混交林化と複層林化に持っていきたいという状況の中で進

めてございます。そういった中で、この部分は用材向けだとか、この部分は環境林だと

かというきちんとした何というんですか、色分けという部分は持ってございませんが、

基本的には広葉樹であっても用材向けには立派な用材にもなります。そういう土向けに

もなります。それからカラマツであっても、立っていること自体が環境にもよろしいと

いう側面がございますから、その辺は場所場所の選定の中で基本的には考えているとい

うことでございます。全体の計画の中では、最初に申し上げた方針の中で計画を持つと

いうことでございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 総論は非常によくわかるんだけれども、各論になると、何かその場所場所に

向けてというような話だけで終わってしまっているんだけれども、まさにおっしゃった

ように、カラマツ林だから環境林としての様相はないなんていうことは私は言っており

ません。はげ山になっているよりは何十倍もいいわけですから、だから今、例えばパイ

、 。ロットフォレストとか ああいうものについても批判的な物の言い方をする人もいます

それは単層林で、あれではというようなことを簡単に言う人もいるんです。

だけれども、戦後の山を、荒廃したはげ山の中でまず木を植えて山をつくれというと

きに、最も効率がよくて、まずやらなければならなかったそのときに、樹種の選定とい

、 。う周りの状況を考えたときに そんな軽々な話はできないというふうに思っております

そして、あれがはげ山からあれだけ見事な森林になったことによって、どれだけの地域

が恩恵をこうむったかということを考えると、それは町有林だって同じ考えを持つべき

だと思うんです。

その上で、やはり先ほど言ったように、地味や地層やいろいろなものを考えると、こ

。の地域はやはり用材林としての役目を十分に果たすようなものとしても活用できないか

それからここはもっともっと環境林的な要素を強くしていったほうがいいんではないか

というような、それぞれの地域にやはりどの特色を強く考えるかというような検討は、

今言った総論を崩せというのでは決してないですから、その総論の上に立ってやはり一

つ一つやっていく、そういういわばきめ細かな施業計画というか、森林経営の計画とい

うものがこれからは求められてくるんではないか、そういうふうに思うんですが。

それで、今、立木売払代というのは450万円程度です。これはほとんど間伐材のものな

んですか。そこのところもちょっと聞いておきますが、いずれにしても、今はそんなに

いわゆる運び出す費用を除くと、幾らにもならないというのが材木の今の相場らしいん

だけれども、これがこの後、何十年もそういう状況でいくかどうかというのは、これも
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またわからないです。外用材というものが、果たしていつまでこんな状況で入ってくる

かというのに対してはいろいろな声もありますし。

ですから、そういうところを見越しながら、厚岸町有林の中でもこういうふうな色彩

を強く持ったところ、こういうところの色彩を強く持ったところというような検討を、

やはりやっていく必要があるんではないかと思うんですが、いかがでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） 町における町有林の管理の計画の中では、団地ごとの役割

というのを大まかな位置づけはしてございます。ご質問者がおっしゃられるように、先

ほどは地質に合った樹種をということでございますが、我々も周りの山を見て、天然林

を見てここはナラが育っている場所であるとか。ここはカバが育っている場所だとか、

それからトドが育っている場所だとか、そうした現状を、ある木がここにあるというこ

とはそれに合った土地であろうということも確認しながら、樹種の選定に当たっている

という状況にございます。ご質問者がおっしゃられるように、用材に向ける場所か、そ

れから環境的な位置づけで保全すべき山かということは、さらに現在でも団地の中では

位置づけはしておりますが、さらにそういった意識を持った中で、これからも管理して

いきたいというふうに考えます。

それから立木、平成20年度における立木の売り払いは、これはすべて間伐の売り払い

という状況でございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 前にも一度こんな話はしたことがあるんです、議会で。そのときあなたのほ

うは非常に大ざっぱな話をして、厚岸町の町有林というのはほとんど水道保全林で、用

材経営とかそういうことは考えていないんだというような言い方をしたんだけれども、

議事録には書いてあります。それだけれども、そうではなくて、今のような発想でこれ

からは進んでいくというふうにとらえればいいわけでしょう。

いや、あのときこう言ったなんていう言葉じりの話をしているんではなくて、一つの

方向として、全体的に言うと厚岸町の町有林については、環境保全林的な色彩は非常に

強いんです。それを前提にした上の中でなおかつ、将来を見据えての用材とかそういう

ようなものについては一切考えないなんていうことではなくて、今言ったように、地味

というのは私は一例ですから、そういう何というのか、この地域、この地域と区域分け

、 。をした図面というものをきちんと検討しながらつくっていくと そういう方向であると

そういうふうに理解すればよろしいんですね。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） ご質問者がおっしゃられるとおりでございます。

例えば、用材を持ってくる場合についても、カラマツであれば何年目に１回の除伐を
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して、何年目には２回目間伐、３回目の間伐、次にはその前段としては枝打ちというの

をしないと、きちんとした用材にはなっていかないということも計画の中にはきちんと

位置づけて、標準的な方法を設けた中で、その団地ごとの性格を立案して進めておると

ころでございますので、そういった趣旨の中で植えていくということでございます。

ご質問者おっしゃられるとおりでございますので、ご理解願いたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 進みます。

４目林業施設費。

５目特用林産振興費。

13番。

●室﨑委員 昨日か一昨日か忘れましたが、キノコ住宅の話をお聞きしまして、そのとき

に、本論については後でやりますといった部分なんですが、あのときに、キノコ施業者

が入ってこないために、キノコ住宅に３戸空きが出てそのまま埋まらないと。それで窮

余の一策として、１年間という限定つきながら、一般に資格開放をするという話につい

てはるるお話を伺いました。これはいわば緊急対策的なものであって、いわゆる技法策

に過ぎないということは関係者もよくわかっていると思います。

、 、 。それで 本質的な問題は ３戸空いているのが埋まればいいという話ではないんです

問題は、厚岸町でキノコ栽培というものにかかわりたい、厚岸町の中でキノコ産業を育

てていきたいという人が次から次とあらわれて、10戸なんかの住宅ではとても足りない

と、20戸にしようか30戸にしようかという、うれしい悲鳴が聞こえるような状況にして

いかなければならないわけです。その意味で、現在、厚岸町でキノコ産業に携わりたい

という人をどんどん連れてくるというか、そういうふうに応募させるような、そういう

施策というものはどのようにとってきているか。そして、これからどんなことをやって

いこうとしているか。その点についてお聞かせをいただきたい。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） キノコ菌床センター、キノコ菌床のシイタケ栽培生産者募

集の関係でございます。この関係につきましては、平成８年にこの施設が供用を開始し

たときに、実は公募をしたところであります。その公募で既存の上尾幌での生産者の方

を含め、それから新規の方を含め、23件です。新規の方が10戸ということで、それぞれ

入所されてキノコ住宅が始まったということでございます。その後、これまで、そうい

った平成８年で一度募集して以来、これまで募集はしてはございません。既存の生産者

で、あと例えば住宅が空き家になったわけでありますけれども、全体的な生産者の数が

これまでほとんど落ちていないということもございまして、これまで公に当初１回目に

行った公募以外に実はやっておりません。

しかし、これまで年に数度、こちらのほうにキノコを栽培をしたいという方が、全国

からそういった方々の問い合わせ、そういうものが過去にはこれまでもございます。

以上です。
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●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 １回公募して30人から来たと。そしてそのうち10人が定着したと。だからも

ういいんではないかと、こういうふうに聞こえるんですが、今キノコの総売上、もう既

に厚岸町のキノコ産業というのは１億円産業に育ちました。これ、それでもういいとい

うことなんですか。これをどんどん大きなものにしていって、安達委員さんなんか何回

も議会で言っているが、ロットをとるという言葉があるそうで、厚岸町が相場をつくる

というような形に入っていくことで随分違うんです。そういうような力を持った厚岸町

に、キノコ産業を育てていこうというような腹構えでの施策展開ではないんですか。こ

れはちょっと甚だもって奇異なんです。そして、キノコ住宅が空いてしまった、どうし

ようという。仕方ないからそれではキノコ住宅だけれども、一般の町営住宅と同じよう

な扱いにしようか。そんな話に終始しているわけですか。これはちょっと私としてはあ

けてびっくり何とやらですね。

それから、今いいものをつくると、大変高く評価されて売れる時代に入ってきている

わけです。それは、まさに産業課長に向かってそんなことを言うのは、釈迦に説法なん

だけれども、ほかの厚岸町の産品でも全部そうです。一時足を引っ張るような外国物が

あって、どうも値段が出ないという話もありました。だけれども、やはり品質のいいも

は高く評価されて、いわゆる市場で一番値をとるわけです。そうすると、いい値段で引

き取られていきます。信用がつけば名前だけでいい値段が入る、札が入っていくと、こ

ういうものだそうです。

そういうときに、やはり１軒か２軒だけがあの地域で頑張っているというようなとこ

ろと、それからあの地域挙げての産地だというふうに、全国に名前が通っていくところ

では信用度合も変わります。そういう意味で、まだまだキノコ産業に関しては、全国的

規模の大きなところから見ればよちよち歩きです。もっともっと成長させるためにやっ

。 、ていかなければならない そのためにキノコ菌床センターなどというものまでつくって

町は一生懸命やっているわけでしょう。当初の意気込みはどこへ行ったんですか。今の

答弁では甚だ不満です。

それから年に何件か照会があります。照会のあった人に対してはどのような対処をし

て、その照会があった人はどのようにその後なっているんですか。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） ただいまのご質問でありますけれども、私自身も決してこ

のままでいいという考えは毛頭持ってございません。

とりあえず、平成17年に１団地を造成してございますので、新規に入りたいという方

については１団地空いているというふうにお答えをいたしまして、その後にその希望者

について内容をいろいろと相談するわけです。そうしますと、初期投資に、幾ら団地が

あるとはいえ何もない状態なんで、それぞれ生産ハウスとかバイオハウスとか、そうい

った初期投資がかかるわけであります。いろいろ相談されていく中で、やはりもう一度
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考えてみるとか、そういった方がこれまでほとんどでございました。それでいいのかと

いうことになると、私どもも先日、安達議員のご指摘もございましたので、前回の募集

方法をベースにして、課題とか、あるいはよかった点とか、そういったことをいろいろ

勘案をしながら、募集方法を内部で協議してみたいというふうにご答弁をしてございま

す。

したがいまして、今後内部協議をしながら、このままどういった効果的な募集方法が

いいかと、とりあえず１団地空いているわけでありますから、その１団地をまず埋める

べく対応をしたいというふうに考えています。

それから、ここで今やっておられる生産者おられるわけですけれども、たまたま、数

年後にはその生産者が高齢でやめられると。そういった方々がおられると思いますが、

そういった方々の、空いてしまうと当然地域としても影響がありますので、当町として

も非常に困ります。そういったところの有効活用も考えながら、そういったことで募集

、 。も考えていきたいというふうに考えておりますので ご理解をいただきたいと思います

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 今のお話を聞いていると、今整備した団地と、それから先ほど、前にやった

というかキノコ住宅のそういう施設と、そこが埋まるか埋まらないかという範囲で考え

ているということなんですか。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） まず、とりあえずは１団地をＰＲをしたいというふうに思

っています。あとの関係ですけれども、実は、もう余地が住戸がございません。あと、

そういった新規に入りたいと、そういったニーズにこたえるためには造成をしなければ

ならない。新たに土地を求めて何らかの造成、条件を整えなければならない。そういっ

たこともございまして、とりあえず、既存に造成しております団地のＰＲということで

ございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 今、あるものの満足な活用もできない段階の中で、大きな口はとてもたたけ

ません。したがいまして、とりあえずのところを何とかやるので精いっぱいでございま

すというのは、大変誠実なご答弁だとは思うんですけれども、そういう誠実さだけで行

政が行われることは甚だ不満であります。今後、どういうふうに、例えば５年、10年と

いう先を見据えながら、この厚岸町に根づいたキノコ産業をどのように育てていくのか

という、そういう視点、ビジョンというのか、そういうのはないんですか。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。
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●産業振興課長（大崎課長） せっかく、ご説のとおり、上尾幌を推進させるキノコの里

、 。 、には これまでも町としても大きな投資をしてまいったわけであります 産業も支えて

それから地域もこれまで支えてまいったところであります。それで、シイタケのほうも

億単位の収穫を、生産量を誇るまでになったということであります。今後といたしまし

ても、町のこれまでの生産を維持しなければならないし、当然これまでどおりというふ

うには思ってございません。地域と協議をして、地域の声も聞きながら、あと生産者の

声も聞きながら、今後ともキノコ菌床事業を進めてまいって地域を支え、そして産業を

支えてまいりたいというふうに考えてございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 具体的な内容が何もないです。そんな歌を歌っているような答弁をしないで

ください。どうするんですか、この後。かつては、50戸一遍に入れようとする計画があ

る程度まで進んだこともあるんです。上尾幌地区ではないけれども、入れようとしたと

ころは。これは菌床の種屋さんと相談をして、そういう着業したいという人たちの団体

をつくって、厚岸町に持ってこようではないかというようなことも、相当程度進んでい

た時期もあるんです。どこでどういうふうになって、どういうふうに消えたのか知りま

せんが。そういういろいろなやり方があるんです。

そうすると、要は、今のキノコ産業というのはこの程度でいいというふうにして、あ

とはご自由にと考えるのか、町としてはこれを倍、４倍というふうに持っていきたいの

か。まず、その基本方針を出してください。その上で、今のこの財政難の折ですから、

町として金をかけるのは大変だとは思うんだけれども、いろいろ引っ張ってくるものは

あるかもしれない。そういうものをどうしようかといって、具体的な３年計画なり５年

計画なり、出していかなければならないんではないですか。

どうも聞いていると、後ろ向きの話ばかりなんだ。いや、もう住宅は余ってしまって

空き家になっているから困ってしまったと。だから何とかそこのところに人を入れなけ

ればならないから、キノコ以外の人も入れよう。それを悪いとは言わないんだ。差し当

、 、たって今空いているところでもって 大きなことばかり言っていてもしようがないから

それはわかる。だけれども、そういう話をするときには、必ず何年先にはこういうふう

にするんだというものがついていなかったら、単なる消極論に過ぎないんです。そんな

ことをやっていたら、地域の産業なんていうのはしぼんだって膨らみません。そういう

ことなんです。どうなんですか。

●委員長（音喜多委員） 午後からの答弁にしたいと思います。いいですか。

●室﨑委員 いいです。ゆっくり考えてもらいましょう。

●委員長（音喜多委員） では、昼食のため休憩します。

13時再開です。
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午後12時00分休憩

午後１時00分再開

●委員長（音喜多委員） 再開いたします。

特用林産振興費の答弁から始めたいと思います。

産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） 当面の対応はということで、今後の方向性について一緒に

目標を持ってきたというお尋ねであります。

この点につきましては、これまでなぜできなかったのかということで、ふえないその

原因についていろいろ町としても調べた経緯もございます。問い合わせが来ましても、

初期投資のほかにいろいろな原因もございました。実際に入った方でもすぐやめられた

り、あるいは病気、それから高齢、それから気候面で合わないと、そういった方で労働

をやめて定着がされなかった経緯がございます。

酪農の場合は、新規就農者の場合は農協さんなり、はたまた農業開発公社という、こ

ういう条例化補助がございまして、そういったところが間に入って就農者をいろいろ支

援する制度もあります。町の支援制度もありますが、このキノコについては残念ながら

生産し切るしかないというような状況でございます。そういった定着できない原因を把

握しながら、就農支援方法につきまして、これらについてどうすれば定着をしていける

か。町としても産業振興課を中心に協議をしてまいりたいというふうに思います。

また、今後新たな振興策につきまして、今後地元の生産者あるいは地域、町が協議を

しながら、今後進めさせていただきたいというふうに思います。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 さっきと同じ話です。だから、町としてふやしたいのかどうかということな

んです。今の話を聞いていると、これからどうするか協議したいと思います。それで全

部終わりです、もう。それで全部済むんだったら、全部の答弁それでいいんです。そう

ではなくて、町としてここまでやった、このキノコ産業の育成というものを、この後ど

うしていくのかという基本方針です、聞いているのは。

●委員長（音喜多委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） かつては炭鉱で栄えた地域であります。その後、閉山後大きく

疲弊してしまったこの地域をいかにして活性化していくか、人口もふやしていくか、産

業を興していくかということを考えて、当時キノコの里という基盤があったことを活用

して、その地域を何とかして活性化できないかということで、このキノコの菌床センタ

ーを設置して産業の振興策を講じてきたという経緯がございます。

今、ご質問がありましたけれども、まだまだといいますか、地域に入ってみますと高
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齢化が進んでおりますし、ああよくなったということは決して言えない状況だというふ

うに認識をしております。先ほども、質問者のほうからご案内がありましたけれども、

キノコ菌床センターを立ち上げるときには、そういうことをやって市場価格、それから

外国産の輸入物等々を考えたときに、やっていけるのかというご心配も議員の皆さんか

ら多数寄せられておりました。ところがここにきて、外国産のものの何といいますか、

品質、安全性等々を消費者のほうがよく理解をされて、この地域のキノコが大変市場で

高い評価を受けてきている。

一例を申し上げますと、私はこれは直接生産者、あるいは現場で仕事に携わっている

町の職員から聞いた話でありますけれども、市場に出荷しているもののほかに、いわゆ

るはねものといいますか、きちんとした整形のキノコになっていないものも、直接ホテ

ルですとか飲食店から引き合いが来て、とんでもない値段で引き取ってもらっているん

だというような話も、聞かせていただいております。

これまで、産業振興課長のほうは１回やったきりというような表現で言ってしまいま

したけれども、着業者の募集というのは何度も続けてきているわけであります。ただ、

当初のように積極的にできなかった理由といいますのは、町有地を活用してのキノコ生

産団地というのが残り今１区画しかございません。それは今ある団地以外につくるとし

たらまだまだ町有地もありますし、周辺に農家の皆さんのお持ちの土地もあるわけであ

ります。その辺の利活用というものは、やはり地域にきちんと置いて、皆さんのお知恵

を拝借して、意見をお聞きしてという作業が、まだまだ足りないのではないかというふ

うに考えます。それらは町長もキノコの生産者の皆さんからぜひ現場に来てくれと、生

産者の話も聞いてくれという要請といいますか、そういう声がありまして、町長みずか

らも地元に出向いて行って、そういう皆さんのお話も聞かせていただいております。

ただ、町独自で団地を造成する。あるいは今、町で考えていた土地を造成してやりた

いんだけれども、どうですかという話をするときに、いやいや日陰で、どうもあそこを

整備してもいい環境にはないというような話も過去にございました。そういうことで、

担当現場としては、当初行ったような、積極的な募集ということができない状況がしば

らく続いております。現在もまだ、今いろいろなそういうジレンマに陥って、どうした

らいいのかという抜本策を見出せてはいない状況だというふうに、私は認識をしており

ます。

ただ、このまま放置して、せっかくあそこでこれだけの投資をしてきて、それから市

場でも高く評価をされてきて、それからこの産業を支えているそこの当初から知見、技

術的な指導をいただいた会社の方にもお話を伺って、本当にもっともっと頑張ってほし

いんだという話も伺っておりますので、今すぐ直ちに、具体的にでは明日から何をやり

ます、こうしますというお答えができないのは非常に申しわけないんでありますけれど

も、きちんとそういうようなことを踏まえて、さらに地域の活性化、産業の振興という

ことを考えながら方策を見出していきたいと、そのように考えておりますので、ご理解

をいただきたいということです。

●室﨑委員 わかりました。また機会を改めて聞きます。
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●委員長（音喜多委員） ７番。

●安達委員 先ほどから、非常にありがたい議論というふうに聞かせていただいておりま

した。本当は私、今ここで立つのをやめようかなと思ったんですけれども、ちょっと気

になることがありましてね。

これはあくまでも産業振興なんです。産業振興の、先ほどから13番委員から言われて

いたように積極性がないんです。黙って担当課長なんかのお話聞いていますと、何かキ

ノコ産業については自信なくしているのかなと。

何か、例えばだれかがキノコをやりたいということで、役場に来られたのかどうかわ

かりませんけれども、そのときに先ほどの答弁を聞いていますと、農業にはいろいろな

支援策があるけれども、キノコにはないというお話もしています。農業そのものの支援

はありません。ただし、林業にもいろいろな制度があります。特に、新規就業者、これ

に対しての融資制度、これは無利子で７年返還であります。10年返還もあって、金額に

よっていろいろあるんですけれども、いろいろそういう制度はあります。そういうこと

を十分説明していただいて、何か、いやキノコは大変ですと、お金かかりますというよ

うなお話ばかりではなくて、もう少し自信持って。

ちょうど菌床センターが稼働を始めた当時から、シイタケ、中国物がどっと入りまし

て、市場価格が３割、４割ともう下がったんです。これは事実なんです。やっと３年ぐ

らい前、中国のホウレンソウのほうが非常に基準を30倍か300倍かだったですか、日本の

基準の、新聞に出まして、あれからガラッと変わりまして、それでなおかつ昨今、中国

物の食品に対しての不信感といいますか、これが功を奏しているのかわかりませんけれ

、 。 、ども シイタケの需要はふえています 中国物は札幌市場あたりにも聞いてみましたら

何とか有名業者が買ってくれということで置いていくらしいんですけれども、全然売れ

ないと。店頭ではもう全く売れないんだということを、国産のシイタケが非常に今おか

げさまをもって売れているということでございます。

それと、先ほどちょっとロットの話が出ましたけれども、このロットは大きければ大

きいほど、非常に有利な商売ができるんです。例えば、今は上尾幌ではなくて、厚岸町

の生産量が大体200トン弱切ってしまっている、ちょっと残念ながら切ったようですけれ

。 、 。ども これが500トン1,000トンになりますと 取引する相手が全然変わってくるんです

例えば、１日100キロ200キロの取引であれば、地元周辺、釧路管内、この辺の業者との

。 、 、取引しか出ない それが例えば１日に1,000トンだとか 500トン1,000トンとなりますと

これは今、去年もこういう話が来ているんですけれども、横浜市あたりのコープから１

日500箱欲しいとか1,000箱欲しいとか、これはもう全然けた違いのそういう話が来てい

るんです。これも、来ているということも今情報化時代ですから、厚岸町のシイタケは

非常に物がいいと、棚持ちがいいという評判のもとにそういうお話もありがたく来てい

るんです。

そういう状況の中で、もう少し自信持って新規就業者、これを誘致していただきたい

と、そのように思います。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。
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●産業振興課長（大崎課長） 今、安達委員の非常に心温まるご意見をちょうだいいたし

ました。本当にありがとうございます。

私もただいまのお話を聞きまして、産業として、きちんと地域として根づいている、

キノコが根づいているというふうに力強く思ったところであります。おっしゃられた提

言につきましては、先ほど既存の制度のお話もされていました。今までの答弁の内容を

踏まえまして、今後地域のため、産業のため、引き続き頑張っていきたいというふうに

思ってございますので、ご理解いただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 次に進みます。

３項水産業費、１目水産業総務費。

２目水産振興費。

４番。

●髙橋委員 ここで若干お尋ねをしたいと思います。

水産振興費でいいですか。

（ はい」の声あり）「

●髙橋委員 地域ハサップの推進についてということなんですけれども、地域ハサップと

いうのはどういうことを意味をしているのかということを、まずお尋ねをしたいと思う

んですが、この関係については、恐らく厚岸町の名産でありますところのカキを中心と

したところの、衛生管理システムを指すのではないかと思うんですけれども、まずこの

辺からお尋ねをしたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） 地域ハサップの関係につきましては、ハサップというのは

考え方であり手法でありまして、考え方につきましてはアメリカの宇宙衛星の、食品の

衛生管理の考え方をもとにつくられているというふうに思ってございます。ただ、この

地域ハサップというのは、そういった多額のお金をかけて食品の衛生管理をすることで

はなくて、地域に根差した、お金をかけないで地域に合った食品の衛生管理の手法、そ

れをハサップの考え方に基づいた方法を行うというものでございます。

委員ご指摘がありました、カキなのかというご指摘でございますけれども、これらに

、 、 、ついては現在 平成15年から地域ハサップとして取り組んでおりまて それについては

主に水産業対策協議会という組織がございまして、そこでとりあえずサンマのマニュア

ル化をしようということで実態調査を始め、マニュアルづくりに年数をかけて、昨年マ

ニュアルづくりにこぎつけたという内容でございます。

●委員長（音喜多委員） ４番。
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●髙橋委員 厚岸町内に、ハサップを採用して食品を加工している工場というのは何社あ

るんですか。

それから、ハサップという意味を余りよく理解していないと思うんだけれども、ハサ

ップというのは、新しい衛生管理技術を言うんです。今あなたがおっしゃっているのと

大分違うんです。そこで、何といいますか、地域ハサップなんていうおもしろい言葉を

、 。挙げているんだけれども これは我々食品衛生業界ではこんな言葉は使っておりません

、 、 、だから これについての どこでこういう言葉をつくったものかよくわからないですが

それと今言う、町内にハサップを採用して運営しているところの食品工場、何社あるん

ですか。ちょっと教えてください。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） ハサップの認証を受けている会社ということでありますけ

れども、私つかんでいる数字では３社というふうに認識をしてございます。

それから、ハサップの関係ですけれども、確かに委員おっしゃるとおり、ハサップと

いうのは、もともと認証を受けるとすると、膨大な設備とか、それから資金ももちろん

伴います。私どもが言っている地域ハサップというのは、平成の代になりまして、標津

町でたまたまイクラの全国的に問題があった食中毒事件がございまして、そういった事

件を教訓に標津町の秋のサケマス漁にその漁業者、あるいは漁業協同組合、それから加

工業者さんが一体となって、ハサップの考え方を取り入れて、お金をたくさんかけない

までもハサップの考え方に基づいた食品の衛生管理の手法を行って、付加価値を高めよ

うという考えをもとに行っている事業というふうに、私は記憶をしてございます。

●委員長（音喜多委員） ４番。

●髙橋委員 このハサップを推進しようという中で衛生管理講習会をやると、こういった

ことを言っているんですけれども、民間団体で私どもは年２回やっております。先般も

総会がありまして、町長初め議長さんもおいでになり、民間団体がやっている事業に対

して、あの場できちんと報告をしております。よくおわかりのことかと思って、理解し

ていただければ大変ありがたいと思っておりますけれども、やはりこのハサップを推進

するに当たって、二枚貝を養殖産業としているカキ業者に対して、やはり少なくともい

ろいろな意味で、例えば施設を整備する。ミニハサップとはいえども、相当な設備投資

がかかるわけです。そこで、私はお願いをしたいのは、低金利でそういった施設の改善

を図った場合には、町としてどのような取り組みをするか、どのような対策を講じて今

後この業者に対する育成を図っていくか。そういうお考えがあるならば、ひとつお聞か

せをいただければ大変ありがたいと思うのであります。その点についてお尋ねをしてま

いりますので。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。
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●産業振興課長（大崎課長） 私どもの考えている地域ハサップというのは、水産加工、

漁業協同組合を中心とした水産業対策協議会、それはもちろん町も入っていますけれど

も、そこにハサップ専門部会という部会をつくりまして、主にサンマの衛生管理等々協

議していく中で、ハサップの推進について進めているという内容であります。

ハサップには、一般的な衛生管理と、それから工程あるいは工程の衛生管理、さらに

は工場設備、これらが一体となった段階で認証に持っていくと、そういうことでありま

す。非常にこれらについては、その３点セットをきちんと認証まで持っていくためには

相当なお金がかかります。

当町で進めているものは、そういったお金をかけないで、一般的な衛生管理と、まず

。 、そこを中心に持っていこうと それから次に工程の衛生管理をしましょうということで

工場設備については、今のところそういう地域で取り組むということでは考えてござい

。 、 、ません したがいまして そういった例えば設備をするには膨大な資金もかかりますし

町がそういった資金云々と、そういったことは今のところ考えてございませんので、ひ

とつご理解をいただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） ４番。

●髙橋委員 今、答弁をちょうだいしたんですけれども、やはりこの対策については、町

としてももう少し積極的に営業者に対する、そういった低金利の運転資金であるとか、

設備資金であるとか、あるいはまた設備をした暁には、それぞれいろいろな減免対策を

講じるとか、そういった対策を今後進めてもらいたいと、このように思って質問を終わ

ります。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） 食品の衛生管理のハサップについては、あくまでも食品の

衛生管理の手法と考え方でありますので、部分的あるいは段階的にも導入が可能という

ふうに思っています。ですから、できるところからやっていくということであります。

したがいまして、一番の一義的な考え方というのは、被害の防止、予防がこのハサップ

の考え方ということであります。したがいまして、健康に悪影響を及ぼす要因を取り除

くと、食品の衛生管理で対応できれば、この施設等の改修は要らないということであり

ます。ですから、あくまでもハードでなくてソフトという考え方であります。

●委員長（音喜多委員） ほかはございませんか。

10番。

●谷口委員 ウニの養殖試験事業、これ新規なんですけれども、漁協でウニの養殖事業を

やっていたんではないのかなというふうに思うんですが、それとこの事業はどういうふ

うに違うのか。それから、漁協、栽培公社となっていますけれども、栽培公社というの
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は栽培センターのことですか。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） ただいまのご質問ですけれども、委員おっしゃるとおり、

平成17年からこの試験事業を始めております。この事業については北海道の補助事業で

平成17年、18年、19年３カ年やっていたものです。今回、町のほうに北海道でもう補助

制度が終わりましたので、町のほうに漁協の単独補助事業ということで申請がございま

した。この調査について、まだ養殖方法が確立されていない。非常にデータが不足して

、 、いるということで 今後新たな漁業の創出ということにはまだ相当結びついていなくて

まだ時間もかかるということで、何とかこの養殖技術の確立まで、町の支援をお願いを

したいという内容でございますので、ご理解をいただきたいと思います。

それから、栽培公社というのは日本栽培漁業公社でございます、あの北日本。

●谷口委員 前、栽培センターと言っていたのがそう。

●産業振興課長（大崎課長） はい。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 そうすると、これは以前は道が行っていた事業を３年間やったけれども、事

業として確定しなかったので、まだ、確立させるために、さらに厚岸町が今度事業主体

としてやってほしいということなんですか。これはどこかからの要請なんですか、それ

とも、その辺がちょっとわからないんですけれども。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） あくまでも漁業協同組合が事業主体の事業でございます。

ですから、ここに記載しております肉食性巻き貝の駆除事業、それからニシン中間育成

事業、その前のページのヒトデ駆除、昆布魚場、アサリはさみ、これらすべて漁業協同

組合が事業主体の事業でございます。

事業の継続の件でありますけれども、先ほど言いました、データ的に非常に不足して

いて養殖技術がまだ確立していないということであります。平成17年に苫多、門静、そ

れから真竜、筑紫恋、その４カ所を継続して行っています。それから、平成18年からさ

らに大黒島、小島、末広その３カ所をふやしまして、現在７カ所で行っております。そ

れらについても継続調査で、平成20年度もこれら７地区で事業展開を行うという内容で

ございますので、ご理解いただきたいと存じます。

●委員長（音喜多委員） 10番。
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●谷口委員 今、漁協の事業がこうだ、こうだ、こうだというのはわかります。それでヒ

、 、 、 、トデ駆除だとか 肉食性巻き貝の駆除事業だとか ニシンの中間育成だとか ある意味

必要な事業、それから事業を進めることによって効果が期待できる事業、そういうのは

わかります、当然行っていくのは。だけれども、このウニの養殖試験事業というのは、

厚岸町では新規の事業としてやっていくわけでしょう。それで平成17年から19年度まで

は道の事業としてやってきたと。だけれども、これで事業として確立するめどがまだつ

かないので、町がそれを引き受けてやっていこうという理解でいいんですね。そういう

理解でいいんでしょう、まず。どうなんですか。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） あくまでも町は支援という形になります。事業主体はあく

までも漁業協同組合ということになります。事業費が全部で500万円の総体の事業費で平

成20年度は行うということで、町はその15％を補助するという形で、今回75万円を予算

化しているという内容でございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 それはわかっているの、私は。したって、これ説明書に書いてあるんです、

そういうふうに。だから私が、試験となっているわけでしょう、試験事業なわけでしょ

う。試験事業というのは、どこかへ行って事業が確立しなかったら、やる必要がないわ

け。それを目指してやるわけでしょう、試験事業というのは。だから、3年間やってどう

いうめどがついたのか。さらに町がこういうことをやれば、この支援を行って試験事業

をやれば、何年か後には、完全に自立したウニの養殖事業が確立するんだというめども

見せていただかなければ、ただ試験、試験、試験では困ると思うんです。その辺はいつ

ごろ、どういうふうになるのか、そういうものをきちんと教えてください。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） これまでやってきて、場所の問題、それからえさの問題、

それから水深、それから病気、それから水温の関係、いろいろなデータがまだ足りない

ということであります。離岸堤の内側を活用して、この養殖方法について確立しようと

いうことで、離岸堤の今使用していない新たな魚場を活用しながらこの事業に今取り組

んでおります。ただ、先ほど言ったいろいろなまだデータが不足しているというお話さ

せていただきましたが、さらに生残率それがまだ場所によって20％、生残率、残ってい

る数がまだ20％程度だと。ただし、だんだんその生残率が当初平成17年では20％でした

けれども、今現在は50％に回復をしてきているということであります。それから、ウニ

のかごの材質、それから小型化といいますか、波を受けると、波に弱くてすぐ壊れると

かそういった問題も出てきます。そういった材質がどのような材質が丈夫な材質だった

らいいかとか、あるいはかごの網の目とか、そういった、あとえさの方法が、まだえさ
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の給餌の方法がまだ確立していないと。それから一番大きい問題が育成場所と、そうい

。 、ったものが一番問題になる 今後こういったことで養殖を今後続けていくということで

１年、２年実施して確認されて見通しが立てば、当然、この養殖試験事業は終わりにな

りますし、それは今後の成果といいますか、今後の試験の方法次第といいますか、そう

いったことでございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 課長が事細かく説明されるのはいいと思うんです。ただ、聞いているほうに

すると、その現場を知らないわけだしね。そうではなくて、もっとわかりやすい説明の

仕方があってもいいんではないのかと、私は思うんです。

ですから、今、課長おっしゃっているように、何十％の生存率だったら、これは事業

として見通しが持てますとか、この地域だったら大丈夫ですとか、そういうものが要す

るにわからないわけでしょう。えさをどのぐらい食べたとか、何かどうのこうのとずっ

、 。 、とごちゃごちゃ言われても こちらはウニの専門家ではないわけですから だけれども

行政効果が出るように予算づけをしているわけでしょう。そうであれば、こういうこと

、 、 、をめどにして あと２年後にはこのぐらいにして この事業を終えるようにしたいとか

そういうめどを示していただかなければ困るのではないのかなと。それで、もう新規で

ぽこっと出てきてみたり、いつの間にか消えてしまったりというのでは、私は困るとい

うふうに思うんです。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） まず、今のご指摘でありますけれども、この試験事業に協

力していただける漁業者の方も必要になってくるわけであります。それから、そういっ

たことで、従事していただける漁業者の選択、それから。

（発言する者あり）

●委員長（音喜多委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） すみません、私のほうから補足的に説明させていただきます。

この試験事業は、もともとはウニの養殖というのは、天然海に筑紫恋で生産をしたウ

ニの種苗を、表現悪いんですが、要するにばらまいてというか、放流をして、そして潜

水夫さんを潜らせて捕獲してきて出荷してきたという、そういうでかいスパンで、大変

作業効率や経費等々がものすごいかかる。それで、何か別のいい方法がないかというふ

うにして漁業協同組合では模索していたところ、ほかのところでも一部大きなかごの中

に稚貝を入れて、そしてえさを投入してやれば、潜水夫さんも要らないし、どこにいる

、 、かというふうにして大きな海域を探す必要もないしということで 作業効率は良くなる

生産率もよくなる。
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ただ、そういうことをするために、適地の魚場というものをもうちょっと探さなけれ

ばならない。それから適切な給餌方法、ウニは雑食ですから何でも食うんですが、どの

時期にどれだけのえさを投入してやれば、もっともっと成長が速くなるだとかという研

究が必要ですということがあって、ただ北海道はこの事業に対して補助をするのは３年

間だけですというふうにして、最初から決められてやってきたけれども、その作業がや

はりまだまだきちんとした確立したものに行っていないと。もう少し試験研究をする、

あるいは適地の魚場を探してみるというようなことを実際にやってみないと、本当に効

率の高い、生産性の高い、コストを縮減できるというところまでまだいっていないとい

うことなものですから、はっきり明示、では歩どまりが、生残率が幾らになれば我々試

験という段階を超えたんだから、もうやめますというところまでは、そういう目標設定

というかはしたいんでありますけれども、今の段階ではまだそこまで至っていないと。

とりあえず、これまでやってきた試験というものをもう少し継続してデータを蓄積した

いということで、この補助をさせていただくという内容でございます。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午後１時41分休憩

午後１時42分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

ほかございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） では進みます。

３目漁港管理費。

４目漁港建設費。

２番。

●堀委員 地域水産物供給基盤整備事業（床潭漁港 、３カ年等を見ても平成20年度、船揚）

場整備と用地確定測量で、その後平成21年度以降というのがないというふうになってい

るんで、一応この床潭漁港の地域水産物供給基盤整備事業というのは、完成するという

ふうに思ってよろしいんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） 床潭漁港につきましては、平成20年の船揚場改良と、それ

から調査測量で完成となるという考え方でございます。
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●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 地元として、例えばまだ漁港整備の中で、不足しているものとかという、そう

いう要望というのはなかったんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） 物揚場の説明会を昨年11月に行いました。その際に、漁港

内の静穏度の確保の要望がございました。そこで、当時、その説明会には土現の担当者

も来ておりましたので、その担当者は平成23年までこの床潭漁港の計画はあるというこ

とがわかっておりましたので、要望を上げてほしいと、採択になるかどうかはわからな

いんですけれども、要望を上げてほしいという内容であります。したがいまして、まだ

この完成港ということでなくて、若干流動的なのかというふうに思います。それには、

採択を受けて漁港の計画を変更という手続があるわけでありますけれども、現段階とし

てはまだその要望が通っていない段階でありますので、したがいまして、平成21年、22

年にはまだ空欄ということでございます。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 そうすると、町としては計画変更の要望というのは既に上げているというふう

に、あとは道の採択待ちというふうに考えてよろしいんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） そのとおりであります。

ただ、この床潭の静穏度対策については、そこに静穏度の施設をつくりますと、たま

たま、現在そこはホッキの魚場であるということであります。したがいまして魚場の喪

、 、 。失ということも考えられますので 当然 地元の協議がなされていなければならないと

地元の理解が、皆さんの理解が得られなければいけないというふうなことも前提の一つ

ということでありますので、地元とも最終的にそういった考え方を聞きながら、北海道

のほうは北海道のほうで要望を上げていますけれども、地元の声としてそういった地元

の総意ということが条件でございますので、ご理解いただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 町としても、北海道のほうにそういう要望をする以上、当然地元との調整とい

うのはもうついているのかなというふうに私は思うんですけれども、それとは別に、仮

に計画変更というのがあったにしても、平成23年でこの床潭漁港については終わってし

まうと。始まりが何年だったのかと言われると、ちょっと私も記憶が全然ないんですけ

れども、かなり昔から、漁港建設事業から地域水産物供給基盤整備事業に変わった中で
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整備というものがされてきている。

そういった中で、漁港の施設機能というものを考えたときに、今までは漁港建設事業

とか、今の事業名の中で絶えず計画変更というものもしながら機能増進、機能維持とい

うものを北海道の事業主体の中で、町が負担金を払った中でやってこられたんですけれ

ども、今回こうやって実際にもう完成というものが、事業の先がもう見えてしまってい

ると。そういったときに、今までだと事業の中で見られたものが、今度は見られなくな

るといったときに、今度は町単独とかで機能維持というものを考えていかなければなら

ないんではないのかと思うんですけれども、その点についての計画とかというものは持

っているんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

（ ） 。●産業振興課長 大崎課長 平成23年までは床潭漁港については計画期間がございます

したがいまして、先ほど申し上げましたけれども、地元の要望が通った暁には、計画変

更の手続と、それから事業年度がさらに伸びてくるということもあります。したがいま

して、現在、特別町として平成23年以降、現在まだそういった計画は特別は持っており

ませんけれども、この静穏度の対策が承認されれば、この事業年度そのものも変わって

きますから、町の対応もその後変わってくるという内容でございます。

●委員長（音喜多委員） ２番。

。 、 、 、●堀委員 計画変更の分というのはいいんです ただ 例えば今ある施設 外郭施設とか

係留施設というのは、よほどそれらについては壊れると言えば大きな台風とか、地震と

かといったときに壊れるんでしょうから、そういうものは公共の災害復旧とかというも

のでも確かにみれる。ただ、漁港の主要な機能としての水域施設、それを今後はどのよ

うにして維持していくのかというものが必要ではないのかなと思うんです。

床潭漁港という、特殊的な形の中で、一度例えば砂とかが入ってももう二度と出るよ

うな形にはなっていないと。となれば、何年間かに一回は維持浚渫とかというものを、

しっかりとした計画を持っていかなければならないんではないのかと思うんです。維持

浚渫で当然安いものではない。立米当たり幾らぐらいになるのかというのはちょっと私

にはわからないんですけれども、相当の事業費がかかるというような中では、やはり機

能維持というものを考えたときには、計画性というものをしっかりと持っていかなけれ

ば、地元としても、やはり安心して完成というもので、大手を振って喜べるというふう

にはならないんではないかなと思うんですけれども、そこら辺はどうでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） 当然、もし完成港であっても、北海道の単独事業で浚渫に

ついては要望できるということになってございます。当然、管理が引き続き北海道であ

ります。財政厳しいということもありますけれども、そういった町のほうで有利な公共
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債での事業要望とか、そういったことも今後可能かと思います。完成港であっても、地

元に不安が残らないような形で、町のほうも対応していきたいというふうに考えてござ

いますので、ご理解いただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 例えば、３年に１回とか、５年に１回とかの深浅測量とかというようなものも

含めて、そういう計画性というものをしっかりと持って、それらをきちんと地元にも伝

えた中で、この床潭漁港というのが、今後もその機能というものが維持し続けられると

いうものをしっかりと示していただきたいと思いますけれども。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） 委員がおっしゃるとおり。地元の要望を聞く、あるいは地

元、床潭漁港の普段の管理状況等も把握をしながら、要望事項があれば、北海道土木現

業所のほうに定期的にお伝えをしたいというふうに考えてございますので、ご理解いた

だきたいと存じます。

●委員長（音喜多委員） 次、ありませんか。

（発言する者なし）

●委員長（音喜多委員） ５目養殖事業。

ここで13番委員さんの質問の中で資料が出ておりますので、そこから進めていきたい

と思います。

産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） 12日でありますけれども、飼料販売につきましての答弁で

、 。説明不足の点がございましたので 再度答弁をさせていただきたいというふうに思います

町におきます飼料販売の考え方について説明させていただきたいと思います。

なお、お手元に配付してございます資料については、後ほど説明をさせていただきた

いというふうに思います。

少し時間をおかりをいたしまして、カキ種苗センターの運営について、開設から現在

までの流れについても含めまして、説明をさせていただきたいというふうに存じますの

で、ご理解いただきたいと思います。

まず、カキセンターにつきましては、平成10年度沿岸漁業活性化総合事業によりまし

て、事業費１億円をかけて創設をされました。

設置目的については、沿岸漁業の振興に寄与するため、地場産カキ種苗を生産して漁

業者へ供給することによりまして、周辺の状態及び漁業経営の安定を図ることでありま

して、施設の種苗能力は３ミリの大きさの種苗を1,200万個生産できます。
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センターの開設以来、カキ種苗の安定生産、餌料藻類の大量培養、それから種苗飼育

方法の改良、餌料藻類の保存技術の開発、各種調査研究によるデータの蓄積などを行っ

てまいりました。

平成17年以降の種苗出荷状況でありますけれども、開設当初３年間は無料で800万個程

度の種苗の配布を行いましたが、平成14年に有償になりまして600万個程度の種苗の出荷

を行ってまいりました。開所当初は３ミリ種苗を春に出荷してございましたが、漁業者

の希望によりまして、出荷時期を春と秋の２回にふやしまして、さらに種苗サイズのい

ろいろな型を提供したところであります。こうしたことに対応することに加え、センタ

ーの老朽化によりまして、修繕箇所がふえた結果、センターの運営経費が年々増加する

に至ったところです。

餌料販売に至った経緯でありますけれども、種苗生産はすべて皆さんには評価されま

したけれども、カキ業者がふえる状況にございました。しかし、当初の計画を満たすま

での種苗購入希望数は伸びませんでした。そこでセンターの運営を支えるために新たな

収入源として、平成15年度から餌料の販売に至ったものでございます。

餌料藻類については、初め１リッター当たり１億細胞の濃度のものを15リッターで３

万1,500円で販売をしてございました。販売を開始した平成15年度につきましては、650

、 。 、万円の収入を得られましたが 平成16年以降に減少に転じました その理由については

民間企業の参入によりまして競争が激化をいたしまして、販売競争にさらされる状況に

陥ったものであります。そこで売り先に対しまして消費動向調査を行いましたところ、

大量販売及び値下げの要望が多く出されました。そこで、内部協議を行いまして、新た

な価格の設定及び価格の改定を行ったところであります。

お手元の資料に基づきまして、説明させていただきますが、このお手元の資料は各種

苗センターの収支状況でございます。

なお、この資料には人件費、公債費は含んでございません。また、カキの飼料生産と

飼料販売に係る経費については個別には出せませんので、センターの総体として見てい

ただきたいというふうに思います。

左側から、平成14年までが飼料販売はしておりませんことから、経常収支については

1,000万円を超える赤字でありましたけれども、平成15年度からは変動はありますけれど

も、500万円から850万円の間で推移をしてございます。飼料販売が貴重な収入源の一部

になっていることがおわかりいただけるというふうに思ってございます。

カキ種苗センターの位置づけでありますが、当センターでは地域の産業振興に貢献す

るために擁してございますので、単年度の収支で運営の可否を判断するものではないと

考えてございます。

事業効果といたしまして、この取り組みに関する効果といたしましては、なかなか評

価しにくいものでございますけれども、2007年の市場の取り扱いでシングルシードカキ

「カキえもん」については1,200万円ほど水揚げをされてございます。少しずつでありま

すけれども効果があらわれてきていると認識をしてございます。また、把握はしてござ

いませんけれども、直販分についても相当量あるものというふうに考えてございます。

その他の取り組みとして、カキセンターでは魚場の環境調査、あるいは各種調査研究

を行いながら、有益な情報を提供できる体制を整えつつあります。また、ニシンの中間
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育成事業に協力するなど、カキ以外の水産物に関しても関与してございます。

カキセンターについては、厚岸町におきます水産振興の拠点施設でございまして、安

定運営が最大の事業課題でございます。カキ種苗センターの運営を考える上で、餌料藻

類の売上収入については貴重な財源でございます。町といたしましては、カキ種苗の売

り払い代金がふえて「カキえもん」の占める市場の取り扱いがふえますように、今後積

極的に支援をしていきたいというふうに考えてございます。

こういった状況のもとで餌料販売に取り組んでおりますけれども、あくまでも当施設

につきましてはカキ種苗の生産が中心でございまして、この余力で餌料の販売を行って

いるものでございます。餌料の販売に係る経費につきましては、カキ種苗の生産と重複

する部分が多々ありまして、純粋に餌料販売にかかった経費を抽出をいたすことが困難

でございますので、何とぞご理解をいただきたいと存じます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 何日も徹夜してそれだけの文書をつくったんでしょう。大変でしたね。

今の答弁をちょっとほかに置きかえて例えて言うならば、矢臼別で米軍が入ってきて

大砲の音がうるさいんですと言ったら、ペリーが日本に黒船で入ってきて以来アメリカ

とはこういうおつき合いがありましてと、延々と話しているようなものです。答弁にな

っていないです。私が聞いているのはそんなことではないんです。それから、そんな難

しいことを聞いたんではないんだ。何遍もそれを言っているんだけれども、何でそんな

ふうに真意を理解してもらえないのかな。

私が聞いているのは、カキセンターというものが産業振興の施設であるというのをよ

くわかっているし、そして言ったでしょう、最初のときから。カキセンターが餌料藻類

の販売なんていうのをやる前から、厚岸町のカキセンターでの餌料というのはすごくい

いから、例えばうちではウニの栽培をしているんだけれども、なかなかいいえさがない

けれども、ここのはとてもいいので、すまんがこの程度分けてくれないかなんていうの

が幾つもあったんです。だから、そのたびにこちらの仕事に支障を来さない範囲でもっ

て、武士は相身互いといいますか、そういう同じような仕事をしている人の苦労がわか

るから、実費程度で分けてあげますというようなことをやっていると、向こうも肩身が

狭い。だから、では売ってあげましょう、きちんとした制度をつくりましょうというと

ころから始まったものでしょう。そして、それによって幾らかでもお金になるならば、

それはいわゆるもうけ仕事ではなくて、厚岸町のカキを初めとしたもろもろの水産業の

下支えをするカキセンターの、いわば運営というか回転の余力をつけることができるで

あろうということで始まって、それなりの成果を上げている。わかっているんです、そ

んなことは。

その上で、では厳密な経常利益を出せなんて言ったら確かに難しいんです、だって片

手間でやっている仕事なんだから。これをやるために特別何人かを雇って、これをやる

ために特別の電気のメーターつけてやっているわけではないのはわかる。だから、本当

の粗利とでもいうのか。と言ったらあなたたちは企業会計原則の粗利でも一生懸命見て

歩いたんですか、そんな難しいことを言っているんではないんだ。やはりだんご１つつ
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くるんなら、見本は要るでしょう。たれをつけるのにしょうゆも要るでしょう。そうい

う本当の大ざっぱなこの程度の原料代をかけて、八百何十万円というものの売り上げが

出てきたんだということになるわけでしょう。ゼロから八百何十万円つくっているわけ

ではないんです。それを出しておかなかったら、そもそも予算の請求なんかできないで

しょう。どうなんですか。そんな大ざっぱというよりはむやみやたらな話をしているん

ですか。そうではないでしょう。だから、880万円といっても、この中からこれとこれだ

けは言える、この程度のものは原料代になって、この程度のものは実収入ということま

、 。で厳密には言えないにしても 入っていますという話がどうなんですかと聞いたんです

そうしたら今回出てきたのは、カキ種苗センターの決算状況、そんなもの聞いていませ

ん、私。そんな難しい話、私勉強不足でもってとても質問なんかできません。

それから、人件費を含んでいないというのはわかります。でも人件費が100％なんです

か、この飼料藻類というのは。そうではないでしょう。そういうつかみでもってこの程

度というような話すらできないんですか。

、 。 、すみません もうちょっと足します それで全く出ないんですというんであるならば

あなた１回目というのは、これは３回目ですね、機会を与えた、チャンスです。その１

回目のチャンスのときだったか、２回目の歳入のときだった。あなたのほうで１袋幾ら

のものはこれは何と何と何を計算すると31％の何とかで、まるで企業秘密みたいな細か

な話をしていましたね。今度は一切出ませんと言った。これは何なんですか。

●委員長（音喜多委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 餌料の粗利というお話が先日ありましたけれども、当時といい

、 、ますか 産業振興課長のほうは人件費を除いて餌料を生産するためには試薬代ですとか

資材代ですとか、炭酸ガス代ですとか、いろいろもろもろの諸経費がかかる。それで超

大ざっぱに今計算をしましたら、資材代として考えられるものは収入の約42％ほどにな

ろうかというふうに思います。ただこれは、そんなこと知っているわいとおっしゃるか

もしれませんが、例えば厳密に水道代が、飼料代が幾らでというような、そこまでの計

算をして出したものではないということを、ご理解をいただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 そういう話をしてほしいんです、それでいいんだって。私、だから最初から

言っているでしょう。経常利益のような細かなきちんとしたものなんか出せっこないの

はわかっているから、粗利とでもいうのかと言っているんです。私そんな企業会計原則

における粗利がどうのこうのでもって、それをこうやって計算して出せなんて言った覚

えはないんだ。

だから、今言ったような大ざっぱでいうと、４割程度は資材代というか、それにかか

っていて、そうすると800万円もうけましたと、売り上げがありましたというと、八六、

四十八ですか、500万円程度のものはこの餌料販売ということによってカキセンターの運

営を、金に色はないですから、一たん一般財源のほうに入ってしまえばどこに行ったか
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わからないとは言うものの、やはりそれが潤しているということです。というところか

ら質問を始めようと思って最初に聞いたら、ここまでかかってしまったんです。私もだ

から、最初に何聞こうと思っていたのか、もう半分忘れてしまったんだ、せっかくの話

が。そういうことです。

それで、ですから、もう少しそういう何って言うのか、町長がよく民間企業の感覚と

いうことをおっしゃるけれども、こういうのが民間企業の感覚です。細かなそろばんを

はじいてみないと、幾らこの売り上げに対して、差し当たってのもうけというのがある

のかななんていうことができなくても、大づかみの話ができなかったら営業なんていう

ものはできませんよね。そうすると、大づかみなところで６割は、この売上の中からも

うけと考えていいだろうと。その中からまたいろいろな人件費とか何とかというのを、

今度は時間割か何かでもって切っていくというと、経常利益としてはこれの半分ぐらい

には落ちるんではないかとは思うけれども、そこいらが、いわゆる営業に置きかえてい

けば、もうけということになるのかなというようなつかみの計算は、常にそういう感覚

をそいでいなかったら、下手したら経費のほうがかかっていたというようなことになっ

てしまいますから、そういう感覚はきちんと磨いていただきたいんです。というような

苦言を呈するために、私、今回、本当はここでもって聞いたんではないんです。

それで、今思い出しながら、大分タイムスリップさせて質問しますけれども、餌料藻

類に関しては、平成19年度も補正で大きく伸ばしています。当初に思っていたよりもは

るかに出ました。厚岸町のカキセンターでの餌料藻類というものが非常に好評で、それ

で引き合いが多いというふうに押さえておいていいんですか。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） 委員ご指摘のとおり評価を受けてございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 ただ、どんどん引き合いが来て天井知らずに上ったといっても、こちらには

生産の限度というものがあります。ある程度以上になったら片手間の仕事でもなくなる

し、そのためにまた人間を入れてそしてほれやれ、ほれやれでフル回転なんかさせたら

今度は機械の耐用年数にも来るだろうし、そうすると大体800万円から900万円の売り上

げという去年あたりが一つのめどと考えられるんですか、それともまだまだ余力はある

と考えますか。余りここらが限度です。1,300万円ぐらいで400万円まではいきませんな

んていうような式の話ではないですから、大体こちら側のめどとしてどの程度に考えて

いるのかということです。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） どんどん引き合いが来て伸びているという状況ではござい

ません。あくまでも余力として行っているわけでありまして、したがいまして、当然、
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販売にも一定程度の限度があると思います。大体、今の状況で推移していくのかなとい

うふうに考えてございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 ちょっと何か今の答弁の趣旨がわからないんで、もう一度聞きます。こちら

。 。側の事情で今の程度に推移させるんですか 注文がもう伸びないということなんですか

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） あくまでもこちら側の事情です。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 今程度の生産であれば、本業に対して何というかストレスをかけるというよ

うなものではないんですね。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） おっしゃるとおりでございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 その上で申し上げるんだけれども、餌料藻類というのは食べ物なんです。そ

うすると、万が一相手側に着くまでの間に、こちらで生産したときから相手側の完全に

支配内に入るまでの間に何かがあったときは、責任はこちらが持たなければならないで

すね。そういう部分ではどういう保険というか担保というか、それを考えて進めている

んですか。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） 以前に、委員のご指摘がございました保険の関係でござい

ます。昨年から保険会社にお願いをして、いろいろそういった商品があるかどうか、い

ろいろ餌料販売の保険について検討をしておりました。それで、私どももいろいろな保

険会社とか当たっておりましたけれども、残念ながらＰＬ保険とかそういったものも含

めて、そういった各事例に関する商品はないというご返事をいただいております。

ただ、保険会社としてアドバイス、基本的に餌料というのは保険の対象になりません

けれども、損害賠償問題については、こちら側から提示をしてございます取り扱いの説

明書に明示をすると、ある程度回避ができるのではないかというような、アドバイス的

なものもいただいておりますけれども、この点についてまだ詳細なところを詰めてござ
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いませんので、ご理解いただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 一番恐れるのは、品質が何かの関係で傷んで、そしてその買い受けたところ

では何かを育てていますから、それに入ったことによってみんな死んでしまったなんて

いうようなことになったときに、こちらのほうでもって損害賠償責任の出る可能性があ

るわけです。必ずそうなると言っているわけではないです。ですから、そこでどのよう

にこちらが、いわゆる実質的に大変なことにならないようにするか、担保しておかなけ

。 、 、ればならない これは物を売っていれば必ず出てくる話なんだけれども これはもう私

１年か２年か忘れましたが、前に指摘しているんです。いまだにそれについては暗中模

索の域を出ないということなんですか。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） えさとしています、提供します植物性プランクトンと育成

される生産物がだめになった、その因果関係の立証が非常に難しいということでござい

まして、それらについて当ＰＬ法の対象外という見解をいただいてございます。

あくまでも保険の対象にならないということです。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 私、別にＰＬ保険にせよと言ったわけではないわけで、保険の品目もいろい

ろあると思うんだけれども、ただ、これですね、きちんと町のほうとしては考えなけれ

ばなりませんよ。こんな言い方したら悪いけれども、400万円か500万円程度のもうけの

ために、1,000万円も2,000万円もの損害賠償をしなければならなくなったんでは、苦労

して苦労して、さあ何をやっているんだということになるわけです。それについて今の

話を聞いていても、担当課でそんなに積極的に見たようなふうには当然もう見えないん

だけれども、いや、本当は随分やったのかもしれないけれども、だからこれは問題提起

を改めてしておきますので、そのように言っておきます。

それから、せっかく種苗センター全体のを出してくださっていますから、ここで基本

的な考え方を聞いておきますが、キノコ菌床センターというのは、収支をその時期によ

、 、 、ってはいろいろな経済的な問題があって 生産者を何というんですか 支援するために

あえて予定している価格よりもキノコの菌床というんですか、それへ種を落として、そ

して販売したこともあります。だけれども、基本的にはあの計画は最終的に収支をとん

とんにして、そしてなおかつ地域のキノコ生産業者を支援するという仕組みです、もと

もと。だから、大赤字を出しながらいいんですということにはならない。そういう施設

として立ち上げているはずです。

だけれども、このカキ種苗センターの場合には、それは論外な数字が出たら別です。

ある程度のところは、これはもともと厚岸町の産業振興にかかる経費として考えている
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のではないかと。したがって、800万円から850万円ぐらい、今ここにマイナスといって

出てくるんだけれども、このぐらいなものは、ひところは500万円なんていう時期もあっ

たようですけれども、七、八百万円ぐらいのものは、これは今このカキセンターを運営

してやっていく上では、必要な経費であるというふうにお考えになって進めていらっし

ゃるのかどうか、その点についてお聞かせ。

それと、将来これが余りがちがちのところでもってやっていって、どこかでがちゃん

といってしまったらかえって大変なわけです。早く言うと、営繕とは言わない、こうい

うのは何という、メンテナンスというんですか、そういうものにもまたいろいろかかる

でしょうし、あるいはいろいろな計器も、この前ＰＣＲなんてものが3,000万円もするよ

うなものを入れています。ああいうふうに、いろいろと技術の革新に伴って入れていか

。 、なければならないだろう そういうものを継ぎ足しながら永続的にやっていくためには

そして効果を上げるためには、このぐらいの、いわゆる産業下支えの経費というのは、

厚岸町はこれからも続けていかなければならないんだというふうに、考えていらっしゃ

るかどうか。ここのところに出てきたこの経常収支という数字は、どういうふうに我々

はとらえておけばいいのかということです。

●委員長（音喜多委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） まず、前段の品質保証といいますか、相手方に対する考え方、

これは私の記憶では、昨年の第１回の定例会で、例えばという前提で保険等の加入を検

討してみたらどうだというお話をいただいて、担当課で今、課長が答弁したような勉強

をさせていただいたということでございます。

基本的には、損害を受けた側が、もし仮にそういう、万が一そういうことがあった場

合には、損害を受けた相手方が損害の内容、原因というものも、立証責任を負わなけれ

ばならないというふうに認識はしておりますけれども、ただ、お金をいただいて販売を

、 、 、させていただいている以上は その品質に関するきちんとした明示 明示といいますか

品質、どういうものであると。どういうふうに取り扱わなければならないという程度の

ものは、きちんと最初から明示をして、それを理解した上で購入をしていただくという

ことが、最も大事な手だてだろうと思います。そのことに対して、どういう消費の仕方

がいいのかということは、今、作業を急がせている最中でございます。

これまで、購入をしていただいた相手先もほとんど全部と言って過言でありませんけ

れども、調査研究機関、それから漁業協同組合という組織に販売をさせていただいてい

るということであります。しかもなおかつ、その引き合いがあるところのそういう漁業

協同組合でありますとか、試験研究機関というのは、厚岸町のこのカキ種苗センターの

実情を視察いただいて、中身をよく御存じのところがほとんどであります。そういう関

係からおつき合いをさせていただいているということでありますので、その辺の説明は

きちんとさせていただいて、相手方の了解の上に引き取っていただくと。ただ、輸送の

段階で生ものですから、生き物でありますから、どういう取り扱いでこういうふうに送

っていますということは、きちんと説明をして相手方にもそのことを理解していただく

ということが、大事ではないかというふうに考えております。
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それから、カキ種苗センターの経営状況でありますけれども、これはこれでお示しを

させていただいているのは決算ベースで、それから平成19年度の決算見込み、それから

平成20年度の当初の予算ベースで説明をさせていただいております。

町の財政状況は大変厳しいというのは、既に説明をさせていただいておりますし、こ

の経常経費というのは青天井であってはこれは大変影響があるところでありますが、し

、 、かしながら カキの種苗販売を主たる目的としてあのセンターは運営をしておりますが

そこで行われている事務事業というのはそれだけではなくて、子貝の調査、環境調査等

を、単年度で終わるというようなしろものではなくて、長くデータを積み重ねることに

よって、産業振興に役立つ情報提供をできる機関としてそういう事務作業をしてもらっ

ています。

そのためには、必要な機械の導入でありますとか、それからもう既にこのセンターを

設置して10年が経過しております。したがって、ポンプでありますとか、電気設備であ

りますとかというのが、もう既にそういう補修を要する期間に来ております。それらの

ことも頭に入れながら、ただ、今の段階では直ちに将来的にどうするとか、こうすると

かということを考えるよりも、まずきちんとした使命を果たして、産業振興に役立つと

いう作業を継続していくということが、大事だろうというふうに考えております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 まず先に、カキ種苗センターの決算の話から言いますと、そういう基本的な

考えのもとに運営なさっているということがよくわかりましたので、これはこのような

形でお願いしたいと。

どうしても、こういうような形で一つの単位のものを出しますと、赤なのか黒なのか

というほうに走ってしまって、結局一日1個しか卵を産まなかったニワトリの頭をたたい

て２つになったら２つ産んだ。３つたたいたら３つ産んだ。４つたたいたら死んでしま

ったという話がありますけれども、そういうようなことに、特に財政状況が大変なとき

は、そういうほうにばかり目が行きがちなんですけれども、最終的に数字にあらわれな

い効果というものもたくさんありますので、そういうことを含めて進めていらっしゃる

という今力強いお言葉がありましたので、どうかそれはよろしくお願いしたいと、そう

いうことです。

それから、保険の話は、ちょっと私の言っていることのニュアンスが、ちゃんと伝わ

っていないのかなと思うんですけれども、今、副町長おっしゃったようなことは、これ

はやっていて当たり前のことなんです。今、きちんとするようにというような話があっ

て、ちょっと私はそこはびっくりしたんです。これはやっていて当たり前。それから因

果関係、立証責任が相手方にある、これは当たり前なんです。

その上で、可能性としてそういうものが全部出てきてしまった。早い話が、何かの事

故で生ものの輸送中にあいたのか、こちらであけたのか知らないけれども、針の穴のよ

うなものがあいていて、そこのところから変質してしまったなんていうことが、絶対に

あり得ないということは言えない。そういう万が一の事態のときにどう対処するかとい

うあたりも、今聞いていると、保険をかけようにもちょっと今メニューがないというの
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であるならば、それは仕方がないんだけれども、やはりそういうような危険性というも

のは持っている行為なんですから、常に物を売るということは。

それですから、そういういわゆる何というんですか、製造物責任であるとか、瑕疵担

保責任であるとか、いろいろな製造物責任法に当たるとか当たらないではないです、理

論的に言うと。そういうものが常にあるわけですから、そういう感覚も研ぎ澄ませて、

何かそういうところの手当てもないかどうかはこれからも進めてもらいたい。そういう

ふうに思うわけです。

●委員長（音喜多委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 後段のほうは引き続き研究をさせていただきたいと思います。

それから、カキ種苗センターの経営のこと、これは実はカキの着業者の方からの心配

をいただいておるというのは、現場のほうから、あるいは担当のほうからは聞いていま

す。カキの種苗単価の設定に際しましても、奨励期間ということで当時計算していた単

価よりも安く提供してきた。奨励期間が過ぎたけれども、いろいろな災害等が起きてそ

れを継続してきた。では今後どうするんだというのは、我々の腹の中では今こういう経

営状況ですから、少しでも漁業者にきちんと負担をしていただきたいという考え方を持

っています。

それと、そのことによって、安く入るから、これはちょっと言葉が乱暴かもしれませ

んけれども、扱いが今までどおりでいいのかという疑問は提供者の我々の側で持ってい

る。それをきちんとした正規の値段で引き取っていただくことによって、もっと違った

種苗の扱い方をしていただけるんではないか。これは適切かどうかわかりませんけれど

も、漁業者のそういう意識を、コスト感覚を持って、それから大事に育てるというよう

な経営感覚も、あわせて持っていただくことが大事であろうというふうに考えておりま

す。

そういうようなこともあわせて、このカキのセンターの使命というものをきちんと果

たしていきたい、そういうふうに考えております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 副町長の言うことはよくわかりました。

それでちょっと１点、副町長、言いながら、言葉が過ぎるかもしれないけれどもとい

うような言い方をおっしゃっていたので、今ので誤解されると困るので、私のほうから

、 。質問と言いながら補足というのは変な話ですが ちょっと一例挙げさせていただきます

、 、 「 」そのコスト感覚なんですが 実は 私の友人もいわゆるシングルシード カキえもん

に携わっていますが、今年、私のところに来て、相談というんではないでしょう、向こ

、 。 、うでもう決めているんでしょうけれども 買う種苗の数を落とすと言うんです それは

種苗が１個幾らで高いからということではないらしいんです。その自分できちんとした

やり方を恐らく指導してくれるお仲間や、あるいは町のほうのもあるんでしょう、受け

、 。 、 、ながら進めてきた結果 残存率を上げてきている それで 例えば今まで１万粒買って
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そして半分死んだら5,000粒が製品になりますよね。それが今度６割残存したら6,000個

のカキができる。そしていいものをつくればいい値段で売れる。だから、要は買った一

粒幾らの値段ではなくて、でき上がったとき幾らで売れるか。さっきの原料代の話では

ないけれども、資材代だとか、何代だとかというものを引けば、全部で幾らで売れたも

のの実質幾ら懐に入ったという話になる。その中の一つに過ぎない。そうすると、残存

、 。 、率が上がってくることによって そんなに買う必要がなくなってきた こういうような

私は聞いていて非常にうれしかったんですけれども。

それともう一つは、安くしてくれ、安くしてくれ、あるいは３ミリで出すのを５ミリ

にしてくれというようなことをやって、カキセンターに負担をかけてつぶしてしまった

ら大変だからと。これはもっともっと永続的に、こちらのもうけの金をつくってくれな

いと困るからというようなことを、うちで一杯飲みながら冗談半分に言っていましたけ

れども。

そういう意識が現場にも出てきているということで、副町長のほうではうんというよ

うなお話をなさっていたけれども、決してお互いに手をとっていい話だけをして喜ぶと

いう意味ではなくて、全員がそうなのかどうかはわかりません。ただ、これだけ生まず

たゆまずこういう事業を続けていくことによって、双方にいい芽が出てくるんではない

かという気がいたしましたので、そういう明るい話もあるということをどうかみんなに

語りながら、なおかつカキセンターのあるべき運営を進めていっていただきたいと、そ

ういうふうに思うんですが、再度よろしくお願いします。

●委員長（音喜多委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 今のお話は私も伺っておりました。ただ、その逆の例もありま

して、今カキの業者さん、生産者が漁業協同組合の中で140戸ほど、それでシングルシー

ドを扱っておられるのが40戸弱ということで、37戸ほどです。その中でも何といいます

か、手間暇をかけて生残率を高めてという、きちんと情報を集めて魚場を移したりとい

う作業をされている方もおられるし、残念ながらそうではない方もいらっしゃると。そ

れは、これはちょっと厳しい言い方かもしれませんけれども、淘汰されていくんだろう

というふうに思っています。

それはもういたし方がないことで、我々はよく、先日も話をしたんですが、カキを一

生懸命やっている着業者の方は、これまでは自然環境を体験的に、経験的に養殖作業に

携わってきた。ところがここ四、五年の間、いろいろな水温ですとか、気温ですとか、

植物プランクトンの生息状況ですとか、その内容ですとかということを、シングルシー

ドカキの研究会というものを組織して、そういう情報提供をしていったことによって、

自分の経験則と、その科学的なデータというのは本当だなということをよく理解をして

いただくようになって、むしろ、我々が担当者の話を聞くと、さあこれから情報を出そ

うかなと思っている矢先に、一生懸命の人は先に聞いてくるというような、そういう関

係もカキセンターと漁業者の間の中でできてきている。それはある意味、口幅ったいよ

、 。うですけれども 我々は信用されてきているのではないかというふうに思っております

そういうことも踏まえて、きちんとした我々も試験研究というものをもうちょっと精
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度を高めるとか、蓄積をしていこうとかということによって、もっともっといい情報が

相手方に伝わっていく。そのことが結局は淘汰されるかもしれませんけれども、残った

人たち、あるいはこれからやってみようという人たちの、大きな材料になってくるんだ

ろうというふうに考えておりますので、そういう方向でカキセンターを運営していかな

ければならないだろうと、そういうふうに考えております。

●委員長（音喜多委員） ほか。

２番。

●堀委員 今の議論で、ちょっと気になったところがあったんですけれども、副町長が言

った淘汰、それではカキセンターとしては、今後生産者の淘汰というものをある程度頭

に入れて、振興策をとっていくというふうなことなんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 私の言っているのは自然淘汰です。我々があなたはこっちに来

、 、 。 、なさい こっちに行きなさいというそういう淘汰ではなくて 自然淘汰 つまり今カキ

特にシングルシードに限定して申し上げますと、数十万粒という単位で引き取っていた

だく方と、数千粒という単位で引き取って試験的にやってみようという、十倍以上の差

がもう既にあります。そういうことで自分でやってみたけれども、とても手間暇がかか

って無理だと。やはり従来方式の方法でいくんだというのは、それは我々がこうしなさ

い、ああしなさいという話ではなくて、自然的にみずから判断をされていくだろう、そ

ういうふうに考えております。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 種苗センターの設立当初というのは、当然そういうようなものではなかったと

思うんです。カキの生産者のだれもがシングルシードというものを扱った中で、振興を

図っていくんだというものが大きな目標だったと思うんです。淘汰淘汰と言ってしまえ

ば、それではほかの水産振興策とか何とかというものも一切成り立たない。弱いという

か、低い人というのは当然淘汰されていくだという、ある程度切り捨て的な考え方にな

ってしまうというのは、振興策としてどうなのかなというふうに私は思うんです。その

辺はどうなんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） もともと、ご質問者がご案内のとおり、このカキセンターを立

ち上げた理由というのは、昭和五十七、八年ごろ自前のカキというのがもう変死してし

まって、そこで漁業者の皆さんが当時の北海道知事に対して、厚岸では厚岸育ちのカキ

を育てたいんだと。そのためにはこういう手法がある。勉強させてくれということもあ
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ってオーストラリアに行って勉強をしてきて、厚岸町に北海道から職員に来ていただい

てというような、作業手順をきちんと踏まえてやってきた話であります。

それは、そういう厚岸生まれで厚岸育ちの、しかも厚岸町でやったことのない手法で

もってカキの種苗を生産して、それを漁業協同組合に買っていただくことによって地域

産業の振興に役立てたいと、そういう目的でやった話でありまして、では、次にそれを

受けた漁業協同組合がみずからの組合員に対するどういう施策、支援対策をとっていく

かということは、これは町役場自体で考えられる話ではなくて、漁業協同組合とその辺

のところはきちんと連携を図りながら、やっていかなければならない話だろうというふ

うに思っております。

その上で、自然淘汰をされるのは、これは仕方がないというふうには私は思っていま

す。その理由というのは、もろもろあるはずですし、本人の選択の意思というものもあ

るわけですから、そこまで我々が何というんですか、強制的に、質問者はそういう話は

していませんけれども、そこまで入っていくというのは、ちょっと入っていき過ぎでは

ないかというふうに私は考えております。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 酪農にしてもそうです。後継者がいなくて離農していく。では、それを町とし

てそのまま指を加えておいていいのかという話と同じなんです。当然そうやって減って

、 、いく人もいるけれども やはり振興策としては新たな人というものも常に確保しながら

産業として維持するためには戸数の維持、増大というものを図っていかなければならな

いと思うんです。自然的に減るから、それはしようがないんだというのであれば、産業

振興策というものがすべてが成り立たなくなると思うんです。その辺についてはちょっ

と私は考え方が違うんですけれども、どうなんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 例えばの話をさせていただきます。

十数年前までは漁業協同組合の組合員が八百数十名おりました。現在500台に落ち込ん

でおります。それは漁業協同組合の方針として、当時私は水産課を担当しておりました

けれども、漁業協同組合の方針としても、きちんとした何といいますか、みずから努力

していく人にはきちんと施業をしていくという方針で来たから、300戸ほども減った組合

員で今運営していると、そのように私は理解をしております。漁業者みずから、それは

漁業者だけではなくて酪農者もそう、商業者もそう、土木建築業者もそう、みずからの

経営努力というのがあって初めて生き残れるということではないでしょうか。そういう

ふうに私は考えます。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 そこを下支えするのが行政だと思うんです、産業振興だと思うんです。
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●委員長（音喜多委員） 町長。

●町長（若狹町長） 町長として、お答えをさせていただきたいと思いますが、私から説

明するまでもなく、厚岸町のカキ生産業者というのはシングルシードだけ着業している

わけではないんです。ご承知のとおり、通称、丸とか長とか、さらにシングルシードと

いうものを扱っているわけであります。そういう中で、生産者は利益を追求しなければ

ならない。やはりシングルシードをやったけれどももうからなかったと。生育が悪かっ

たと。だからおれは丸と長をやるんだという人も出てくるかもしれない。ただそれを、

いや、何とかシングルシードやれとかいう、もちろん町としては強制力もございません

けれども、しかしながら新たな着業者、シングルシードに対しての振興策を含めた人方

をふやしていかなければならない。

先ほど、お話しいたしましたけれども、10年たって、140戸いるカキ生産者がシングル

シード扱っている人が37戸しかいない。しかもシングルシードだけを扱っている人はい

ないんです。長、丸、シングルシードを扱っている人なんです。ですからそういう面を

考えますと、結果的には、シングルシードをやったけれども、手間かかる、商売になら

、 、んという人も中には出てくるのではなかろうかという そういう推定といいましょうか

今後の漁業経営としてはそういう人も出てくるのではなかろうかなと。しかしながら一

方、今まで３種類やったけれども、シングルシードはもうかると、自信を持ったという

人も出てくるであろうという情勢を、副町長は話したわけでありまして、淘汰という言

葉に対しまして 「おめえ、やめれ」とかいうことではございませんので。、

そういう自然産業を扱う立場ですから、変死も出てくるだろうし、そのときによって

大変な事態が生じてくる。そして、俺はそれではやめた、とかいう人も中には出てくる

。 、 、 、であろうと しかしながら 私どもといたしましては 平成10年に構造改革でつくった

所期の目的に達するように、やはりカキ業者のためにつくった施設でありますので、振

、 、興策を講じながら頑張っていかなければならないと そんなように思っておりますので

ご理解いただきたいと存じます。

●委員長（音喜多委員） ほかございませんね。

進みます。

６目水産施設費。

217ページ。

６款商工費、１項商工費、１目商工総務費。

ございませんか。

（発言する者なし）

●委員長（音喜多委員） ２目商工振興費。

13番。
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●室﨑委員 商工会補助金というのが1,676万2,000円というふうになっておりますが、こ

の補助金というのは、例えば国が何分の１、道が何分の１、町が何分の１とかというよ

。 、うな形なんでしょうか あるいは全体経費の中のこの部門についての補助金であるとか

そのちょっと中身について教えていただきたい。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（北村課長） お答え申し上げます。

商工会の助成に当たっては、小規模経営というか、経営指導に伴って事業を行う関係

の、人件費関係の道の補助金の残り分を厚岸町のほうとしては要綱を定めて、要綱的に

、 、は厚岸町商工業振興事業補助金交付要綱と定めて 指導員には人件費のうちの何％とか

記帳指導員には何％とか、そういう形の中で一応要綱をつくったその中で、予算の範囲

内でという形で計算されているものでございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 そうすると、総事業費の何％とかそんなものではなくて、それぞれの同じ人

件費の中でもまた個別にということになっているわけですね。はい、わかりました。

それで、今、例えば厚岸町も町長以下、それから職員も我々も１割前後の、いわゆる

給与カットをやっていますね。商工会も何かそういうようなことはやっているわけです

ね。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（北村課長） 商工会は、職員の給与については北海道商工会連合

会のほうで一応給与基準というのが決められておりまして、その中でも平成20年度につ

いては９％の給与本俸の減額という形で計算されてきています。

●委員長（音喜多委員） 13番。

。 、 、 、●室﨑委員 お互いつらい話ですね それで 例えば職員や あるいは役員の視察だとか

あるいはいろいろな仕事で外へ出ますね。いわゆる旅費といいますか、厚岸町の場合に

は旅費規程が議会もそれから町長初め理事者、職員全部実費主義をとっています。商工

会はどうなっていますか。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（北村課長） 商工会についても先ほど申し上げました、商工会連

合会のほうで一応モデル基準というのもつくっておりまして、厚岸町の商工会では道内

でございますけれども、役員の日当については3,000円と、宿泊費は1万1,300円という形
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で計算されておる次第です。町と同じような精算事務手続はございません。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 非常に回りくどいおっしゃり方をしたけれども、要するに定額主義をとって

いるんですね。実費主義をとっていないんですね。やはりいわゆる補助金を出している

ほうは定額主義から実費主義に変えてきているんです。しかも1,600何がしが大きいか小

さいかというような話は別にして、乾いた雑巾を絞るような努力をしているわけです。

そうすると受けた側のほうも、少しでもやはり経費を削っていくというようなことはし

ていくべきではないかと。少なくとも出しているほうの論理としてはそういうことを思

います。ただ、それは団体の自主性もありますから、こうせいなんていうことが私ども

に言える立場ではないかもしれないけれども、助言程度はできるでしょう。そういう意

味で助言なさったらいかがかと思うんですが、いかがでしょうか。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（北村課長） 基本的には、当然旅費そのものは補助の対象ではな

いにしても、そういう団体ですから、今こういう厳しい財政事情でそれぞれ町村が行っ

ていることも含めて、お互いにそういう形では経費の節減に努力してもらうよう努めて

いきたいというふうに考えます。

●委員長（音喜多委員） ほかは。

14番。

●竹田委員 平成18年のときに、商工会の振興費、一般計上が1,408万1,000円で平成19年

度が1,685万1,000円、約270万円ほどの増をしたわけですけれども、多少の議論がここの

年にあったんですけれども、私が聞きたいのは、この270万円の増をするに至った経緯、

それと270万円を、例えば増をして出さなかったらどういう状態が起きてきたのか、どう

いう状態になっていかなければならなくなったのか、それをちょっとお聞きしたい。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（北村課長） お答え申し上げます。

平成18年からの対比の中での差額でございます。先ほど13番議員にもお答えいたしま

したが、基本的には商工会に対する補助をするための要綱がございます。例えば、すべ

て人件費という形で計算されるものでございます。したがいまして、今は管内だけでは

なく、道内いろいろな形で指導員の人事も行われます。そういうことによって人件費が

大幅に変わることもございまして、あくまでも基本的には補助金の根拠そのものが人件

費でございますので、その人件費の積算、人事異動に伴って変わってきたりなんかして

変わってきているということで、ご理解いただきたいと思います。
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●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 270万円の増になったという、例えば今言った人件費、何がどのようになって

270万円ふえたのか。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（北村課長） お答え申し上げます。

基本的には、人件費の対象物は変わりません。それで、先ほど言いましたように、最

終的には予算の範囲内という形の中で設定させていただいておりまして、当然平成18年

度に町財政も厳しい中においては、以内の中でかなり切らせていただいたという形の中

で、かなり下がっていたという形でございます。その後、平成19年、18年要望に対して

さらに私どものほうも人件費を精査した上で、基本的にはそういうふうに、それでも私

どものほうである程度精査して落としてきているんですけれども、ちょうど平成18年の

査定の段階ではかなり町財政も厳しい中においては、以内の中でかなり切らせていただ

いた。それが大きな開きになっているという形であると思います。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 平成18年から19年にかけて増額した。その増額せざるを得なかった理由とい

うのは、対象は変わらなかったけれども相当無理させてきたんだと、人件費に対して。

だから270万円上げたんだというふうに受けとめてもいいんですか。そういうふうに今聞

こえたんです。

私が言っているのは、例えば相当無理させてきたんだ。それで人件費を上げさせてい

ただいた。財政もゆるくないけれども仕方なく上げたんだと、無理させてきたのでとい

うことであれば、もしその人件費が上がらなかったという事態になったときに、どうい

うふうに変わってきたんでしょうかということを質問しているんです。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（北村課長） お答えになるかどうか。

基本的には補助金の交付要綱の中で、経営改良普及事業という形の中で、指導員、補

助員人件費という形の中で道から交付されてくる補助金を除いた額のその範囲の中で、

補助残を100分の100以内で予算の範囲内、さらには記帳専任指導職員を100分の80以内、

福利厚生費とか福利環境整備費については100分の50以内、小規模事業対策特別推進事業

費に対して100分の80以内、指導事業費として100分の60以内、その上に一般事業費とし

て地域振興対策事業として3分の1、もしくは２分の１以内、予算の範囲内という形で基

本的には要綱に定められております。

それで、その以内という形の中で、私どものほうとすると、管内の同じような規模で
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の管内に対する補助金とか、いろいろなものも当然参考に見せていただきながら決めて

きていると。確かにその中では平成18年度当初、それ以内でかなり下げ幅がちょっと大

きかったのかなという感じでは思いますけれども、ただいずれにしても、それによって

どういう影響がという形は、やはりその中で、あとは商工会組織の中で会員さんの負担

がそれなりに厳しかったり、足りない分はどこかでフォローしなければならないという

と、当然商工会自体がその分フォローしなければならないわけですから、そういう形で

は影響があったのかな。

ただ、平成19年度以降は、やはり商工会という一つの組織としてもっともっと地域産

業を活性化していくためにも、組織として頑張っていただきたいという私どもの思いも

ありまして、一応人件費の出てきているものの一部精査はさせていただきましたけれど

も、予算の範囲内という形の中で計上させていただいたという形でございますので、ご

理解いただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 例えば、精神的に緊張という言葉があります。精神的に緊張という言葉、緊

張がピークに達したときに、ピーク、これ以上持たないとなったときに、例えば自律神

経失調症とかそういう病気になります。病気というのは限界があると思うんです。

私の聞いているのは、270万円を出さなかったときに限界に達していたのか。270万円

を出さなかったらどうにもこうにもならなかったのか。そういう限界、ピーク時に来て

いたのですか。それでしようがなく出したんですか。どちらなんですかということなん

です。

その100分の何とかかんとかというのは、それは数字的には確かに言っていることはわ

かります。だけれども、その数字の範囲で今まで無理してきてやってきたことが耐えら

。 、 。れないからくださいと言ったことなのか 僕の言っているのは 極論かもしれないです

270万円を差し上げなかったら本当にもうピークに来ていたんですか。厚岸町全体で職員

がこれだけ下げて頑張ってきてやっているにもかかわらず、それと逆行して商工会だけ

がふえたんだというふうに、町民はそういう理解をしているんです。だから、それを答

。 、 。えてほしいということです なぜ 今ここに至って上げなければいけなかったんですか

それが職員もずっと下げてきているにもかかわらず、平成18年度から平成19年度に270

万円上げて、今年の予算もそのまま平成19年度1,685万1,000円が本年度1,682万円になっ

ている。そのまま上げてきているんです。だからその上げた理由というのは。

数字的に認められている範囲の100分の100とか、100分の80とか、100分の50と言って

いるのは、それは意味はわかります。だから上げてもいいんだということにならないで

しょう。だってそれを言うんだったら、厚岸町の職員だって全員、だってもらえる権利

あるではないですか。僕ら議員だってもらえる権利があるではないですか、その数字だ

け上げたら。でも現実的に、厚岸町の財政難を考えたときにということで下げてきたん

だから、それを上げないで耐えることはできなかったんですかと。耐えられないからそ

れを、ピークを迎えてどうしようもなくなったんですかということなんです。
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●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（北村課長） 先ほど言いましたが、基本的には要綱に基づいて積

算しているという形でございます。ただ平成18年度の当初はかなり厳しく精査した上で

商工会のほうに提示し、調整してきています。ただ平成19年度、その段階でも当然私た

ちと同じように、率は違いますけれども、向こうもきちんと人件費をカットしてきまし

た。したがってそういう形の中で、商工会みずからもそういうふうに、自分たちもやは

り地域の今の経済情勢に合わせながら人件費もカットしてきている。そういう情勢の中

で積算していった段階では、要綱にある程度基づいて、それでも一応精査させてもらっ

ていますけれども、そういう形で調整している。

そして、今年度についても同じように、先ほど言いましたけれども、９％の給与の減

額をして町のほうに補助要請が来ているという形でございまして、それをうちらのほう

とすれば要綱に倣って精査して出している。ただ、それは商工会も現実的に厳しい情勢

の中で、それぞれみずからも給与を減らして、そしてやってきていると。そういう情勢

はわかりますから、当然うちらのほうとしては、出た数値に基づいて調整しているとい

う形でございますので、当然商工会から要請、厳しい厳しいという形の中でやっていま

すけれども、基本的には先ほど言いましたように、要綱に倣って支給しているという形

でございますので、ご理解いただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 わかってもらえないんで、今これでやめます。

それで、例えば生活困窮者というのわかりますか、そうしたら。限界に来ている人た

ちのことを生活困窮者と言うんでしょう。いろいろな国保の制度、身障者、そういう保

険の制度、いろいろなのかぶってきています。困窮者だと言われている人たちにも、低

所得の人たちにも、そういう困窮されている中でも、そういうものがどんどん国で与え

られている。本当に生活ゆるくない。そういう人たちがこういうものを見ると、当然言

い出すんです。だから困窮者という人たちがこれを見ると、当然物を言ってくる。

だから、限界だったんですかということになってくるんです、商工会の状態が。なぜ

今のときにというふうになるんです。去年は予算を通ってしまいました。だから何も言

いませんでした、今回予算審議ですから。それまで困窮者に対していろいろな保険制度

で困窮に困窮をさせるような、限界を与えるようなそういう国の施策もしています。ま

ちづくり推進課長が困窮者を与えているわけではないです、それは。でも、そういう人

たちが多い中で、なぜ今商工会だけがということなんです。だから計算どおりいくとい

う話になれば、それで終わりでしょう、ちゃんちゃんですよ。そうではないでしょう。

だから僕が言っているのは、予算を増減しなければどういう状態になっていたんです

かと。もしやらなかったとしたら、ふやさなかったとしたらどういう状態に陥っている

んですかと。その中身を知りたいと言うんです。要綱の数字はいいんです。商工会も減

らしてきて大変な状況をしいたげられてきた。だから、平成18年度から平成19年度に向

けて予算をふやさせていただきましたと。ではその中身は数字的ではなくて、どういう
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ような形なんですかと今言ったことなんです。

●委員長（音喜多委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） ご答弁申し上げます。

平成18年から19年にかけて270万円の増、それから平成19年，20年については約同じと

いうことでのご質問でございますが、平成18年、19年、20年、町職員の10％カット、平

成19年は9.7％、本年度は7.5％、これについては基本的に変わりはございません。商工

会のほうの経費についてはほとんど人件費でございますので、このカット率については

全く変わりません。ただし、平成18年度につきましては、人件費の10％カットに加えて

５％のマイナスシーリングをかけての補助金とさせていただいています。

●竹田委員 いやいいです。聞いていることが全然違う答えが返ってきているからいいで

す。要らないです。

●委員長（音喜多委員） 要らないといったらいいんですか、いいですか。

●竹田委員 いいですも、要らないですも一緒です。

●委員長（音喜多委員） ほかありますか。

休憩します。

再開は３時35分。15時35分から。

午後３時７分休憩

午後３時35分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

２目商工振興費でございませんか。

（発言する者なし）

●委員長（音喜多委員） なければ進みます。

３目食文化振興費。

４目観光振興費。

４番。

●髙橋委員 ここでお尋ねをします。

観光協会に対する補助金の関係でお尋ねをしてまいります。

観光協会は、これは独自でもって協会の業務を行っていると思いますけれども、協会
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として観光に対する、例えば観光誘致等々にかかわる事業でどのような取り組みをして

きたのか、具体的にお知らせをいただきたい。そして、施設管理委託料、この内訳もお

知らせ願いたいと思います。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（北村課長） ご質問にお答え申し上げます。

観光協会というのは任意団体でございまして、観光協会として観光客の誘致にどう携

わってきたのかという形のご質問でございますが、観光協会としてはイベント等による

ポスター、チラシ等も作成しながらイベントのまず誘致、基本的には町と観光協会とし

ての名前を入れながら、ポスターとかパンフレットの増刷を図りながら、各地区のほう

に置く場所もございましてそこに置いたり、さらには道外・道内観光客の方々からパン

フレットを欲しいというご案内も来ます。そういうところに対してきちんと時期、時期

のものを、言われたものの資料を、また聞かれることに答えながら観光客に対して一応

ご案内申し上げているところでございます。観光協会の業務として一番多くはイベント

が主体の事業を行ってございます。春の桜・牡蠣まつりに始まり、アヤメ、さらには秋

の牡蠣まつりという形でイベントが主な内容でございます。

次に、観光施設の関係のことです。観光宣伝のあれについてはコンキリエにある、入

ってすぐ左手のほうにある観光総合案内窓口、そこに係る経費でございます。そこに人

が張りついてございますので、その方の人件費が主なものでございます。

●委員長（音喜多委員） ４番。

●髙橋委員 そうすると、この補助金は観光協会の事業に丸々使えないということなんで

すか。そこで、観光協会というのは、やはり町長がいつもおっしゃっているように、厚

岸町のいわば町の水産、農業に続く事業であると。だからこそ観光には、これだけ力を

入れるんだというようなご発言もあったかのように記憶しておりますけれども、観光協

会そのものに450万円余り補助金を出していながら協会そのものが使えない。ポスター等

の発注については厚岸町と、これは出し合って厚岸町の予算でポスター等もつくり、あ

るいはまた協会だけが出しているわけではないんですか、これは。その辺がどうもあや

ふやなんです。それと、今申し上げた施設管理委託料というのは、これはコンキリエ。

（ そうです。コンキリエの案内業務です」の声あり）「

●髙橋委員 それでこれは100何万円かあるの。そうすると、この金は観光協会の宣伝の中

。から出るわけだから協会費の一部を使っているとこういうふうに理解していいんですか

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（北村課長） 説明がちょっと下手で申しわけございません。
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観光協会に対する助成金については、観光協会が行うイベントであるとか、それから

観光協会の職員の人件費とか、すべて入っておりますし、観光協会そのものはそれ以外

に会員さんの会費等の中で運営されているということでございます。観光協会独自にそ

の中で運営されているという形でございますので、ご理解いただきたいと。

さらには、先ほどちょっと舌足らずだったんですけれども、あやめが原と愛冠のほう

に観光サービスセンターという形の中でも利用者の方々にサービス、さらにコースの案

内等も行ってございますので、ご理解いただきたいと思います。

それから、施設の管理委託料関係については、先ほど言いましたように、105万3,000

円でございますけれども、これは施設、味覚ターミナル・コンキリエにある施設の中の

総合案内窓口に係る分の一部人件費といいますか、大部分はこちらのほうなんですけれ

ども、残る分についてはコンキリエのほうでも一部負担してございまして、それらの人

件費に係る分を施設管理委託料として助成している関係でございますので、ご理解いた

だきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） ほかございませんか。

９番。

●菊池委員 ３町広域観光推進協議会、この協議会の最近の具体的会合の協議内容をお知

らせください。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（北村課長） この組織については、釧路町、厚岸町、浜中町の３

町で観光にかかわる事業を展開してございまして、特に近年は、今は体験型観光という

形の中でいろいろ言われてきております。それらのことを道の事業ともあわせながら、

地域連携を図るための会議であるとか、さらには売り物の、例えば旅行エージェントと

の研修であるとか、そういう事業を３町で計画して実施しているという内容でございま

す。

●委員長（音喜多委員） ９番。

●菊池委員 厚岸道立自然公園の国定化公園促進運動はどうなんですか。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（北村課長） 国定公園化の期成会等については、厚岸道立自然公

園を国定公園化という形の目的のもとに関係機関が集まって、それらの運動展開を図っ

てきているところでございますが、町長の執行方針にも書かれたとおり、今漁業者の理

解を得るために、ちょっとそれぞれ期成会そのものは組織してあるものの、それらの調

整等に時間がかかって、具体的な事業展開というのは図られていない今状況でございま
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す。

●委員長（音喜多委員） ９番。

●菊池委員 ただいま漁業者のことを今お話しなさいましたけれども、今までの流れの中

で、漁業者は国定公園化には反対はしないけれども、厚岸港を除外してほしいというこ

とを常々述べております。それは将来の漁業活動に支障が出てくるのではないかという

不安感からと思われます。

本件については最近の報道で、オホーツク海のサロマ湖をラムサール条約の登録湿地

にしたいという環境省の推進に対して、このオホーツクの地元の漁業者から漁業活動に

支障が出るのではということで、今ストップ状態と言います。全く類似、似たような、

同様の状態と言えます。片や国定公園化、片やラムサール登録湿地化、これに対して漁

業者の不安感から話が進んでいないというのが実態であります。それに対して環境省の

お役人、あるいはそれぞれの市町村のほうでは、既存の漁業や農業活動には決して影響

はないので、ご心配なくというような説明があったようでありますが、そういう説明が

あっても進展しないようであります。

町長は３町広域観光協議会の会長であります。どうかその辺、政治力、説得力を持っ

てこの問題を、常々お願いはしてはおりますが、そういう理解を得られないところがあ

りますけれども、ぜひ解決に向かって最大限のご努力をお願いするものであります。

町長の見解を求めます。

●委員長（音喜多委員） 町長。

●町長（若狹町長） 厚岸道立自然公園の国定化の問題につきましては、ただいま担当課

、 、長からお話しいたしましたとおり さらにまた地域住民からお話がございましたとおり

漁業生産に支障を来すので、厚岸町から取り除いていただきたいという漁民からの要請

であります。私は、そのことを真摯に受けながら対応をいたしております。しかしなが

ら、ここを指定する環境省においては、こういう支障を来すようなことはありませんと

いうことでありますので、私といたしましては、国定公園を指定するに当たっては、町

民挙げてその雰囲気の中で指定すべきものであるという、町長としての認識に立ってお

るわけでございます。

そういう意味において、一昨年から事業者といろいろとお話ししているところでござ

いますが、いまだに解決を見ていないという現状でありますが、なお一層国定化の理解

に向けて、事業者と積極的なお話しをさせていただきたい、こういうふうに思っており

ます。特に、環境関連から申しますと、釧路町、浜中町は既に町民の合意をいただいて

おるわけであります。厚岸町だけがそういう状態にあるということでありますが、私と

いたしましては、誠意を持って対応していきたいと考えておりますので、ご理解いただ

きたいと思います。

●委員長（音喜多委員） ９番。
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●菊池委員 私が質問するたびに全く同じ答えしか返ってきません。

私たち有志議員９名は、既に３年前の平成17年６月、道立公園の先進地でありますサ

ロマ湖のある常呂町を訪れて研修してまいりました。研修課題は既存の農業、漁業に与

える影響はないかであります。先方の受け入れは常呂町役場でありまして、常呂町議会

議長、議会事務局、産業振興課長等５名ほどが対応してくださいました。目的は国定公

園化による一次産業である漁業や農業に与える影響はないか。国定公園化によるメリッ

ト・デメリット、国定公園化による経済的効果と観光面においての進展状況。４つ目に

国定公園化による地域の人々の住民感情、受けとめ方、常にそのほか国定公園に関する

こと、これらについて研修、勉強してまいりました。本題である事業活動には支障は全

くありませんでした。

そのような中にあって、最近の常呂町の住民の皆様は、ただ最近不安を感じていると

いうことはご承知のとおり、最近知床が世界遺産になったということから、その周辺漁

民の周辺漁業がやりづらくなったということが発端であると思われます。世界遺産とラ

、 。 、ムサール 国定公園化は公園管理指針内容が異なるからであります 世界遺産となれば

例えば共生する動植物の維持、保持の決まりが強く、海の海獣でありますトド、あるい

はオオワシ、これらの鳥獣たちのえさとなるスケソウダラの捕獲、これらの制限、共存

共栄の意味からこれらの制限などから起きる、既存の漁業者たちが自然に窮屈になるか

らであります。そういうお役所の説明、そしてまた、実際に網走国定公園は厚岸町の先

進地でありまして、先に国定公園になったところでありますが、実際にその町に行って

研究してきて、そういうような状態でありましたから、一応そこで質疑のやりとりがあ

るわけでございます。

私たちは、例えば厚岸湖の島、牡蠣島、アサリ島に関して、漁業の皆さんが、貝の生

育のために山砂とかそういうものを埋めたりすることがあります。それで、そういうこ

とがサロマ湖ではないのかということを聞きましたら、サロマ湖ではないけれども、サ

ロマ湖の入り口周辺でたて網をやるということでございます。魚をとるたて網を設置す

るためには、土俵というものが必要であります。その土俵を海に設置します。そして漁

期が終了します。終了したらそれはそのまま置いてくるというような状態が、これと厚

岸の湖の関係は用途は違うとはいうものの、似たようなことではないでしょうかという

先方のお話でした。

それでも、そういう既存の漁業の行為については別に制限するとか、そういうことは

ないということであります。いろいろと相手側と問い合わせ、質疑、さきに申し上げま

した目的を質疑応答したわけでございますけれども、大変勉強になったわけでございま

すけれども、そういう点についてもその協議会で意見交換がなされているのかどうか。

その点について一応お聞きしたいと思います。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（北村課長） お答え申し上げます。

前にもこの議会の中で委員にお答えしておりますが、基本的には前回、具体的な漁業
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者の反対、何を一番自分たちが心配するんだと。そういうことを確認するために調整会

議で、役場の関係課とさらには漁業協同組合の関係課の方々と問題を協議してきており

ます。それから得る問題について具体的に対策を調整会議の中で、さらにそこには今度

支庁の指導も受けながらやっていこうという形で、とり進めてきております。

しかし今、委員も言われましたが、自然公園法に基づく規制の中では、現状の漁農村

の活動そのものは一切支障ないですよということは、すべて組合もわかっていることで

す。しかし、将来にわたって、今やっていることがだめになるかもしれないということ

もあります。したがって、漁業協同組合としては、今営々と続けている漁業が将来にわ

たってもできるようなことを考えていったときには、やはり納得できないと。

もっと具体的に何か出してくれと。今言われたように、深く漁業権を牡蠣島に入れる

ことであるとか、例えば砂を入れることがどうなのかとか、もっと具体的に話をやろう

という形でやっていたんですけれども、やはり組合としても各部会に話を持っていった

、 、 、ときには もう既に嫌なものは嫌な方向になって 具体的なものが出てこないというか

やはり将来にわたって不安なんだ、不安なんだという形の声が大部分で、一番大きくは

、 。具体的に言うと島の造成であるとか 今後においても規制が変わってくるかもしれない

場所によってはカキ殻、むき殻のカキを粉砕して島に戻す行為自体も廃棄物の清掃に関

する法律に抵触するんではないかとか、そういう議論とかいろいろなものが当時の中で

ありました。

しかし、そういうことを含めて将来にわたって不安なんで、まだ今の段階では理解を

得るに至っていないという形でございまして、当然、今まで進めてきた中では、何とか

、 、漁業者の理解を得るためにという形の中で問題意識を出そうという形で さらには町長

組合とのトップ会談も進めながら何とか、何か道を探ったんですけれども、今の段階で

はまだ了解を得るに至っていないと。

、 、 、しかし 今後時間もかけながら無理強いして了解を得るんではなく やるんではなく

やはり町長が言われたように、町民の方々のすべての理解を得た上の中で国定化を進め

ていきたいという形の中で、すぐというのは無理かもしれませんけれども、やはり時間

をかけて漁業者の理解を得るという形の方向の中で今進めておりますので、ご理解いた

だきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） ９番。

●菊池委員 私が聞いているのは、細かいこともきちんと話し合いながらやっていると思

いますけれども、例えば、現在の漁業、農業におけるメリット・デメリットなど、細か

いことについてお話しし合っているかどうかの問題があります。

例えば、北海道保健環境部から国定公園の管理指針、決まりが出されます。風致景観

、 、 、 、 、 、 、の管理に関する事項とか 工作物 建築物 規模の制限 デザイン 色彩 屋根の形状

屋根の色彩、外壁の色彩、修景緑化、それから電力・電話の柱など、そのほか工作物、

木竹の伐採、鉱物の掘削、土石の採取及び水面の埋め立て、広告物設置場所、要件、高

さ、色彩、表示内容、公共的広告物、いろいろあるんです。例えば、関連あるものは木

竹の伐採、あるいは土石の採取及び水面の埋め立てという項目がありますが、土石の採
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取及び水面の埋め立てについては、原則として漁港整備など、公共事業及び農林水産業

として必要な行為以外は認めないものとするということになっていますが、ここが大事

なところでございます。原則として漁港整備など公共事業及び農林水産業として必要な

行為は認めるということです、逆に考えれば。その辺の問題と木竹の伐採、利用拠点の

周辺、公園車道及び歩道から望見される地域においては、風致に影響が少ない施業方法

にするよう指導するものとする。第三種特別地域においても車道や利用拠点から望見さ

れる林床班については極力択伐扱いとする。

なお、湖畔及び山の自然林については風致の維持のため車道沿いは極力保全するよう

関係者と調整を図るものとする。話し合いをするとできるということでございます。こ

ういうような細かいことがたくさん資料として出されまして、関係のあることについて

一応お話を聞きましたが、一応全部厚岸町に当てはめてみますと、本当に似たような点

がたくさんありました。

その中で一番注目しました、先ほども申しました漁業に支障があるかということにつ

いては一切支障がないんです、既存のことについては。だからその辺の説得力、そうい

う資料も公開していると思いますけれども、そういう説得力まで進んでやっているかど

うかという問題を、今お聞きしているわけでございます。

町長、どうなんですか。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（北村課長） お答え申し上げます。

今、菊池委員言われたことは既に北海道道立自然公営条例、今現在の中でもそういう

許可行為とか届け出行為というのは今全部載ってございます。当然漁業協同組合もわか

っている行為でございます。基本は自然公園法に倣っていっていますから、その問題は

当然理解の上で協議してきていますし、既存の今の区画漁業点の漁場に物を入れるとい

うのは、公有水面埋め立てということになると、ハイウォーターより上に行かないと埋

め立てという行為になりません。それにはまた違う話になりまして、あくまでも魚場と

して維持保全の中で今入れている行為や何かは問題ないですという形で、漁業管理者で

ある道からもそういう形で受けております。

したがって、既存漁業で今、自然公園法に基づいて抵触を受けるということは一切な

いですということは、組合も理解しております。ただ、将来にわたってどうなるかわか

らないというのがその不安なんだという形の中で、なかなかそこの理解というのを得る

のがちょっと大変だという形で、ただ少なくとも自然公園法だけではなく、先ほど言い

ました廃棄物の清掃に関する法だとか、それから海に物を入れることによる海洋何々と

かで、いろいろなものが関連してきます。そういう中で、自然公園法だけではなくいろ

いろなものが来るんで、それらの辺の理解を十分、道からの指導を受けながら、今じっ

くり組合の理解を得るための努力をしているところでございまして、基本的には、自然

、 。 、公園法だけでの問題では支障ないのは 組合としてはもう理解しているんだと しかし

ほかの制約とかいろいろ受けるんではないかという心配があって、その心配を払拭する

までに至っていないというのが現在の経過でございますので、ご理解いただきたいと思
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います。

●委員長（音喜多委員） ９番。

●菊池委員 厚岸道立自然公園、そしてまた国定公園化につきましては、３町で進めてい

るわけでございます。名称は一応厚岸町になっておりますけれども、両隣、浜中町、釧

路町、この２つの町も一生懸命になってこの海岸線の美しさ、それから湿地の問題、湿

地の自然共生、風景、これらも含めて国定公園化を促進しているわけでございます。浜

中町も釧路町もこういう会議があるたびに、本家本元の厚岸町を支援するという温かい

言葉が出ておりますが、やはり国定公園化への努力、若狹町長の不退転の決意のほどを

ここでもう一度お願いしまして、質問を終わりたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 町長。

●町長（若狹町長） 私から答弁させていただきます。

私も今日まで、また以前国定公園化の期成会ができましたのが昭和59年です。それ以

来道立厚岸公園を国定化にしていただきたいという３町の並々ならぬ運動が24年ぶりに

して、実ろうとする今日であります。そういう中で、先ほど来からお話しいたしました

とおりの問題が出ておるわけでありますが、私といたしましては、現行の漁業生産活動

は阻害されない。今までどおりであるという確信は持っております。これは私が持つわ

けでありますが、漁業者においては担当課長からお話しいたしましたとおり、非常な不

安があるというわけでありますので、私としては、そういう町長として、厚岸町長とし

て、町民の命と暮らしを守る、そしてまたよりよい厚岸町の発展を願う私といたしまし

ては、国定公園化については真摯に生産者、漁業生産者と、と言いますのは、漁業協同

組合と十分にこれからも話をしながら方向づけをさせていただきたいと思っております

ので、ご理解いただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） ９番。

●菊池委員 ただいま述べました町長のお話をしっかりと受けとめております。ご努力を

お願いいたします。

●委員長（音喜多委員） 町長。

●町長（若狹町長） 再度にわたる質問でありますが、そのような気持ちで取り組んでま

いりたいと思っております。

●委員長（音喜多委員） ほかはございませんか。

14番。
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●竹田委員 アヤメの保護育成についてお聞きしたいんですが、いろいろなボランティア

を養成しながら、アヤメの育成というか保護に対して草取りなどが何年もずっと行われ

てきていると思います。私も別な形で草取り、草むしり、何回か参加させていただきま

した。非常に広大で大変な場所で、馬も使っての人力、馬力で草むしりをしている現状

でありますけれども、保護の状態というんですか、それらについてはどのような状況に

なっていっているんでしょうか。よくなっていっているのか、草がふえていってアヤメ

が草の中に潜っていってしまって、何かしぼんでいった何とかみたいに探すの大変だみ

たいな形になってきているのか、状況はどうなんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（北村課長） 町民の方々、いろいろな団体の方々、当然ボランテ

ィアの方々も含めて、一生懸命あの広大なあやめが原の雑草といいますか、草の除去と

いう形の中でご協力いただいて、昨年は非常にいいアヤメの状況でございました。

ただ、当然、観光時期にも馬も入れながら、そういう雑草と言ったら何か問題あるん

です。要はそういう除去をしながら進めてきておりますけれども、ただ時期によって変

な虫がついて小さくなるとか、そういう時期も過去にもありますし、いつ起きるかとい

うのはなかなかわからない状況です。ただ、最近は非常にアヤメの時期も期間長く、最

近伸びてきて、前は本当に小さくて草むらに隠れるという時期もありましたけれども、

最近は非常にいい状況になってきている。

ただ、絶対量からいくと、あれだけの広大な面積に馬の数とかふやすにしても、当然

相手の方、協力していただく方々も含めての持ち馬のこともございますし、それからあ

る程度あの面積を除去するための人員も含めて、協力いただく方を含めていくと、ちょ

っとまだまだ地道にやっていかなければならないのかなというふうに。それを継続して

いくことが一番大事なことかなというふうに思っております。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 あれだけ多いのを、ぱっと見た状況でしかよくなってきているとか、悪くな

ってきているとか、そういう状況しか判断できません。毎年毎年１本ずつ数を数えてい

るわけではないです。ですから、育ちとぱっと見たときの紫色にぱあっとなっている状

況、満開になっているときの状況を見て、いいなとか悪いとかという判断をしていると

いうことですね。草むしり、あやめが原にも草があって当然、草ですからどちらも共存

共栄いろいろあるんだろうけれども、ただアヤメが雑草に負けないように、草の中に埋

もれてしまって雑草に栄養をとられてしまって、アヤメが育ちにくくなるからというそ

。 、ういう意味で雑草駆除をしているということです 本当にたくさんの町民に呼びかけて

雑草駆除をずっとしていかないと大変な状況になっています。雑草駆除の、観光協会さ

ん初めいろいろな町民の方々、自治会とかそれからいろいろな学校の生徒から初め、い

ろいろ組織団体にボランティアを養成してお願いしています。

近年の参加状況なんですけれども、ふえていっているのか、減っていっているのか、
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厳しい状況にあるのか、満足している状態なのか、その辺教えてもらいたいんです。

それから、商工会のほうの職員さんの活動というんですか、参加というのはどの程度

なんでしょうか。

はい、職員さん。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（北村課長） 最近のあやめが原での草むしりというか、原生のま

まなものですからとりあえず草むしりという形の中で、いろいろな草花があるものです

から、勝手にぼんぼん機械的に抜けないから、どうしても手間暇がかかるという形でご

ざいます。先ほども言いましたけれども、全体的には今いい傾向にあるのかなという形

では判断はしておりますけれども、ただ全体量からいきますとだんだんと人数、例えば

学校の方々とかに協力いただいているんですけれども、減ってきている。それから、民

間の方々も今ちょっと減ってきているという状況です、たしかそういう状況でございま

す。

あと、商工会の職員も当然観光協会の役員というか、なっていますので、去年の場合

は私も一緒に行ったんですけれども、２人は参加いただいております。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 民間が減っていくのは完全なボランティアです。休み返上してやるわけです

から、どんな人もボランティアになってしまうんですけれども、先ほどの続きになって

しまうような形になるんですけれども、公費を使って、税金を投与している、人件費の

補助をしている、そういう商工会の人たちが参加２名ということであれば、これはちょ

っと町民に対して失礼な行動ではないかというふうに、私が人道的に受けとめるのは、

これは仕方ないんではないかなと。これはまちづくり推進課長として、商工会に補助金

を出しているという、そういうことが町民にはっきりわかっているわけですから、厚岸

町の観光の大イベントになっているあやめが原を維持していく草むしり、あれに２人し

か参加していないと、仕方がないからおまえだれか行けというふうに思われてもこれは

しようがないでしょう。これは人間の思い、人格というか、そういうことに触れていく

と大変失礼な話だと。ですから、こういうところにも細かく出てくるわけです。

だから、お金を出してあげたというふうに聞いても、こういうところに顕著な姿が出

てこない。それは参加するしないは自由です、確かに。だれも文句言えない。でも、厚

岸町として、財政難の中において一生懸命に商工会のためにと思ってやっているところ

が、こういう厚岸町のアヤメの草むしりに全員が参加できるかできないかというのは、

それは個々のおのおのの気持ちの問題です。でも、支え合えるということはこれから非

常に大事なことではないでしょうか。

私も一般質問の中で、町の財政難を助けるために自治会にお願いをできることはお願

いをして、そして厚岸町の協働のまちづくりという町長の意思を尊重して、やっていか

なければならないのではないかということも提案しました。それも一つの財政難を乗り
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越えていく手段として提案をしたわけであります。この草むしりのことただ一つとって

も、やはり商工会の職員一人一人の思いというんですか、町に対する、それは局長おる

と思いますけれども、それらもきちんとやはり言ってほしいと思うんです。町民みんな

見ているわけです。その辺よろしくお願いします。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（北村課長） 商工会とのまた問題がちょっと違うんであれですけ

れども、基本的に商工会の職員の方々も年間通じての大きなイベント、観光協会のイベ

ント等に対しても、ずっと土日含めてずっと協力いただいております。さらに、２名と

いう形かもしれませんけれども、意識を持ちながらそういう行事に参加協力をいただい

ているところでございます。いずれにしても、アヤメの保護育成という形の中で、やは

り地道にやっていかなければならないというふうに考えておりますし、町内のいろいろ

な方々の協力をいただきながら、続けていく必要があると認識してございますので、ご

理解いただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 減ってきている人数を、今後、どのように復活してやっていこうかなと、す

ごく悩んでいると思うんです。１つは企業という、各個人の家にお願いするということ

は大変ですけれども、自治会を通じてやるのが一番、団体向けにお願いするのが一番効

率がいいだろうと。その次は企業にお願いするのがいいだろうと。もしできるんであれ

ば、何月何日から何月何日、この時間帯に草むしりをやっていますと、何とかお願いで

きませんかと企業に対してのアピールというものは、私が申すのは恥ずかしいんですけ

れども、一企業としてそういう伝言はお受けしたことがありません。ですから、私のと

ころだけ来なかったというのはそれは絶対ないと思うんですけれども、それは少し努力

の中として企業にも何人か集まっているところにお願いをして、それでたくさんの人数

を集めるという方法論をとっていただけるようにはできないんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（北村課長） 今、委員のご提言そのものも含めて、当然新聞等と

かそういう形ではご案内、協力のお願いをしているんですけれども、個別要件でどうし

、 、 、ても協会の役員とか 一日というかボランティアでやる日にちとか 団体でやる日にち

それぞれ変えてうちらの担当者が行って、むやみやたらに何でもとるわけにいかないん

で、そういう形でやっていますので、今後の中において口利き、人海戦術みたいなもの

ですから、そういう協力の要請等も検討していきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） ほかはございませんか。

進みます。
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５目観光施設費。

４番。

●髙橋委員 観光施設費の中でお尋ねしたいのは、厚岸道立自然公園を美しくする会、こ

れはどんな事業をしているのかまずお尋ねをします。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（北村課長） このものについては、道からの間接補助という形で

受けておりまして、この事業そのものは望洋台の駐車場、トイレの清掃に関する委託と

いうか、その料金を団体が負担してそれで行われているという感じでございます。

●委員長（音喜多委員） ４番。

●髙橋委員 ちょっと余り意味がわからないんだけれども、会を運営するための負担金な

のに、何か今聞くというと望洋台の清掃料とかそういうものですか。これはこういった

形で運営されるのか適切なのかな、余り好ましくないと思うんだけれども、いかがなも

のでしょうか。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（北村課長） 道からの助成は、役場とかそういう形ではその補助

金は受けられない。民を含めて、そういう団体が道からの受け皿となってそういう清掃

する業務に対して何といいますか、助成を受けるという形で、役場が直接北海道からも

らうようなシステムの補助金でないために、道立自然公園を美しくする会というものを

組織して、それが補助金を受けて清掃を行っているという形になっていますので、ご理

解をいただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） ４番。

●髙橋委員 そうしたら、この道立自然公園を美しくする会というのは、実質的に何も事

業をやっていないわけだね。要するに補助金をもらうための団体、窓口、そういうふう

に理解すればいいんだ、そうですね。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（北村課長） 補助金の受け皿もそうなんですけれども、そこから

委託された業者さんが清掃を行っている。ただ名前の組織がそこに抱え込んで掃除する

という意味ではなく、補助金の受け皿となって、その受け皿が業者さんに委託して清掃

が行われているという形でございますので、ご理解いただきたいと思います。
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●委員長（音喜多委員） ほかございませんか。

進みます。

７款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費。

２目土木車両管理費。

３目土木用地費。

４目地籍調査費。

10番。

●谷口委員 ここでお伺いしたいんですが、字名改正事業なんですけれども、これはどこ

までやるんですか。

●委員長（音喜多委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） 字名改正事業どこまでやるのかということですね。

平成14年度から字名改正事業を進めてきております。それで、大別方面等から若松方

面、向こうのほうからやってきております。それでどこまでやるのかと言いますと、今

年からは湖南地区のほうに入ってまいりまして、今年やるのは奔渡町、それから筑紫恋

。 、 、 、のほうの一部に入ってまいります あと来年残すところは松葉町 湾月町 若竹町地区

大きなところですけれども、そういったところを来年、平成21年度やりまして、とりあ

えずそこで字名改正事業は終了するといったものでございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 この問題に手をつけたのは、私ではないのかなというふうに思っているんで

す、一番初めに。これはなぜかというと、宮園町が、あるいは白浜町だとかあちらのほ

うがどんどん開発が進むに従って、宮園町の194番地と言いながらもあの一体全部が194

番地では変ではないかと。そういうのをきちんと整理していくべきではないのかという

のから始まったはずだったんです。それで、実際にこの仕事が始まってみれば、その当

時、審議会ができた当時には、言いだした私には全然一声も声がかからないで、事業だ

けはどんどん進んでしまって、そして一定の方向が出たときにこういうものですという

ものが示されているんです。

それで、実情からすると、一定の問題を抱えていたのは湖北地区ではなかったのかな

というふうに思うんです。今財政的にも非常に厳しい時期に、なぜこれが果てしなく続

いていくのか。そして、湖南地区に相当不都合な問題があったのかどうなのか。そうい

う点は何なのか。そういうものを示しながら進めていっていただかなければ、私は到底

これは納得のできる事業ではないというふうに思うんです。その辺はどうなんですか。

●委員長（音喜多委員） 建設課長。
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（ ） 、 、●建設課長 佐藤課長 字名改正事業でございますけれども これらの事業確かに議員

当議会等でいろいろな問題点が上がりまして、これは平成10年８月以降も字名地番改正

に取り組むということを町が方針を決めたわけでございます。

その後に こういった字名改正の趣旨を町民の皆様に理解していただくために 平成12、 、

年度の地域まちづくり懇談会、こういったときに皆さんにご説明申し上げたり、それか

ら町内全世帯を対象にこれはアンケート調査そういったものもしてきております。

それから、平成13年度末には字名等の改正基本計画、こういったものをまとめまして

ある程度案としてつくりまして、それからその中で各関係機関の代表者、それから有識

者、こういった方を20名の委員で構成する厚岸町字名等改正審議会、こういったものを

立ち上げた中でそちらのほうに諮問をいたしまして そしてさらにその次からの 平成13、 、

年８月から14年の５月までの間はまた町内各地で懇談会を開いてきて、意見を聞いたり

説明会を開いてきているわけでございます。当然、委員、こういう説明会そういった中

にもご参加されて内容等はご承知されていたかというふうに感じます。

そして、こういった審議会の中で最終的に町民の意見を聞いた中で、審議会のほうか

ら町のほうに答申されたのが平成14年７月、それでこの平成14年７月に町のほうに答申

されました後、８月には厚岸町議会議員協議会、この中で皆様に内容等のご説明を申し

上げてございます。さらに９月の厚岸町定例議会において、この字名改正事業のことを

行うために新地名とか、新区域というのを定めるために議会に上程をいたしまして議決

を得てございます。そういったことをやってきた中で今進めてきていると。

そこで、湖南地区、当時そのときにもすべてその問題点、こういったものを審議会の

中でも議論をいたしまして、アンケート調査とかその地区からの問題点、こういったも

のを聞いた中で、湖南地区であれば、例えば、ちょっと離れていますけれども、筑紫恋

がちょっと出てきているものですから筑紫恋であれば、筑紫恋に隣接する４つの字名が

ございまして、字名として有明町、奔渡六町目、奔渡七丁目、床潭というのもありまし

た。そして道有林もあってその中で字界がすごく複雑になっていたと、すごくわかりづ

らくなっていたと、こういうことでそこをちゃんと見直していこうとそういったことが

ございます。

から、奔渡町のほうにつきましては奔渡一丁目からずっと七丁目までございますけれ

ども、あそこは奥のほうが、手前側より奥のほうの敷地が造成されたりしてきまして、

地番がそこから分筆されたり、そういうことで地番がすごく複雑になってきておりまし

た。地番が並んでいないということがございました。そういった問題点がありまして、

あそこはどちらかというと地番をちゃんと整理していこうといったことが強くございま

した。

それと松葉町地区、若竹町地区、湾月町の一部でございますけれども、これは字界が

道路で分かれていなくて、地区の背割りといいまして、道路と道路の真ん中で中の土地

の間で字界の線が引かれている。そういったことによって家が建っているところに字界

が入っているとか、こういった問題があったわけでございます。ただ、そこの松葉町に

つきましては、そういった中でまた地区の方とお話をしましたんですけれども、なかな

かそこが解決には至っていない部分は確かに今でもございます。そういったところがご

ざいますけれども、問題点としてはそういう一つの問題点もある。
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それから、松葉町、まだちょっとこれも検討しなければならないんですけれども、松

葉集会所のあたり、ここもまだ御供といったところも残っています。それはちょっと今

後、来年に向けて検討していかなければならない部分ではございますけれども、そうい

った問題点、御供町地区がまだ残ってしまっている。そういったところの整理もしてい

かなければならない。主にこういったものがございます。

基本的には地番を整理していく、そういった問題点が奔渡町にもありますし、松葉町

にもあります。それと字界の整備も複雑になっているところがある。そういったのがア

ンケート、こういったものの中で寄せられておりまして、それを踏まえて整理をしてい

くといったものでございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 私が言っているのは、問題のあるところはそれは解決しなければならないと

思うんです。それで今、課長いみじくも言っているように、住民の合意が得られていな

いところもあるわけでしょう。そうであれば、今みたいに本当にお金を大事に使ってい

、 、かなければならない時期を そういうときにちょっととまることも考えていかなければ

だめではないのかというふうに思うんです。道路特定財源と同じなんです。事業計画し

、 。 。てしまえば 何だかんだ走らなければならないと ゴールが先にあったらだめなんです

問題のあるところをきちんと解決するということは、私は大事だと思います。ところが

そうではなくて、もう聞いているだろうと、議会にも報告しているではないかと、今さ

ら何を言うんだというような言い方では、変ではないのかなというふうに思うんです。

奔渡町地域の人からそういう声がありましたか、今まで。地域を変えてくれと、そう

いう要望ありましたか、今まで。何とかしてくれというのが、あったらいつあったんで

すか、言ってください。この事業が始まる前にそういう要望があったんなら、こういう

要望がありましたということを教えてください。

●建設課長（佐藤課長） 休憩します。

午後４時32分休憩

午後４時41分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

建設課長。

●建設課長（佐藤課長） 時間をとらせて申しわけございません。

湖南地区の要望、意見、アンケート調査等の出された内容、問題点の出された内容で

す。たくさんございます。

（「 、 」いやいや そういうことは字名改正をする前のことを言っている
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の声あり）

●谷口委員 わかる、おれ言ったの。そんなこのごろの。

（ 再開しているのか」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 再開しているよ。

（「 、 」 、そうしたら不規則発言だろう 整理しないとだめだよ [いいよ

しゃべらせて」の声あり）

●委員長（音喜多委員） 答弁して。

建設課長。

●建設課長（佐藤課長） 数多くございます。そこでちょっと代表的なものをまず申し上

げていきたいと思います。

まず、湾月町、それから有明町、こちらの地区から出ている問題点、それから要望で

ございます。現在の湾月町の地番は一から三丁目の区域で地番がつながっているが、広

域でわかりづらく道路の整備等もあり、細分化しわかりやすくしてほしいという要望が

ございます。それから、大字、字は不要ですという意見がございます。それから、字の

下に町がつくのが変です。例えば、有明町、有明17の何でいいんではないでしょうかと

いったことでございます。

、 、 、 、 、それから 松葉町 若竹町 梅香町 こちらの地区からの要望でございますけれども

郵便物が間違えて届くことが多くある。それから、字名、地番について非常に不便を感

じている。これは違いますね。すみません。厚岸町梅香町となっておりますが、厚岸町

梅香でよいと思います。それから、番地の配列をわかりやすくしてほしい。それから、

松葉町と思われるところが奔渡町であったりするので整理したほうがよいと。それと松

葉町、梅香町、湾月町の区切りがわかりづらいと。この部分が代表的なものでございま

す。

それから奔渡町、それから奔渡町南という地区のほうからのご意見、ご要望でござい

ますけれども、厚岸町奔渡町等の町が２回つくのは不便。奔渡町六丁目57番地と同じ字

名の郵便物の間違いが多くあると、区分けをすることができないものかと。それから、

奔渡町に住んでいるんですけれども、五丁目と六丁目の区別がわかりにくいということ

を言われております。それから、厚岸町奔渡何丁目何番地、厚岸町松葉何丁目何番地の

ように町が重複しないように改正してほしい。こういった数、27点ぐらいまでそういっ

た要望が並んでいるというようなものでございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 それはいつの要望ですか。
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●委員長（音喜多委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） これは、平成12年に行ったときの町民全世帯を対象としました

アンケート調査。

（ 12年に何をやったの」の声あり）「

●建設課長（佐藤課長） 平成12年に全世帯を対象にしましたアンケート調査でございま

す。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 今説明されましたけれども、郵便物の間違いなんていうのは、私のところだ

、 、って谷口という名前に 私のところでない谷口さんの郵便物が何回も配達されるんです

はるかに離れていたところでも。きっと町長のところにだって親戚がたくさんございま

すから、お互い間違ったりすることだってあるんではないのかなというふうに思うんで

す。

それで、今私が言いましたけれども、要望があったり、あるいは非常に問題がいろい

ろ大変な状態にあったのが、湖北地区ではなかったのかなというふうに思うんです。そ

うであれば、やはり湖北地区で一定のめどがついたら、その次はどうするのかというふ

うに進めてくるのが、本当は筋ではないのかなというふうに思うんです。それが、ずっ

と続いていくということになったり、あるいは問題点があるところは特にそこを抽出し

てやるだとか、行政効率というのはそういうものではないのかなというふうに思うんで

す。何かこの際だから、この際だからとやるというのは、私はちょっと変ではないのか

なというふうに思うんですが、その辺ではどういうふうに考えていますか。

●委員長（音喜多委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） この字名改正の作業手続は、議会での議論を踏まえて、どこを

どういうふうに字名の改正をすべきかということについては、町民の皆さんの意見をお

聞きして、そしてその結果をまとめて、まとめたものを地方自治法第260条の規定に基づ

いて議会の議決を得て、そして作業を進めております。今、私の手元のところにありま

すが、その議決書の後には、きちんと何年度にどこの区域をやっていくかということも

資料でお示しをしております。カラー刷りをして、この平成14年から平成21年までの作

業について、トライベツから始まって松葉町、梅香町で終わるという作業工程というん

ですか、そこまで示して議会の議決を得て、この仕事をさせていただいているというこ

とでございます。この作業をしていく過程において、いやいや当初のそういう計画をや

めてくれというような話は、私どものほうには届いておりません。したがって、議会で

議決を得た手順に従って作業を進めているということでございます。
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●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 今、副町長おっしゃったとおりで、私もその資料をいただいていますから、

それについて議会でかかわってもいますから、当然だというふうに思いますけれども、

財政的に非常に大変な時期です、今。だけれども、湖南地区については、それほど急が

なければならない事案がたくさんあるのかなということを考えたときに、始まったとき

の財政状況と今の財政状況はやはり違うわけです。ですから、それを無理無理やってい

かなければ、私は反対だとかではなくて、やはり少し待つべきものはあってもいいので

はないかというふうに思うんです。これをやらないと、非常に地域の人が生活で不便を

こうむる、道路がでこぼこでだめだから早くやってくれというのとは、ちょっと内容が

違うんではないのかなということなんです。だから、こういう事業は少し待ってもいい

のではないのかなというふうに思うんです。これをもしやらないと、奔渡町の人や、あ

るいは湾月町の人、有明町の人、松葉町や若竹町の人が、すごく生活に不便をこうむる

というようなことになってしまうか、どうなのかということを聞いているんです。

●委員長（音喜多委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） この字名改正の作業をするに当たって、私も谷口委員の当初の

発言といいますかは、すべてを記憶しているわけではありませんけれども、例えば大字

、 。苫多村字どこどこといって手紙を書くにも とんでもない長いというようなこともある

それから、先ほど言われましたように、宮園町なんて194番地１というとどこからどこま

でなのだと。それから、そういう枝番を振って、特に外から来た人にはもうわかりづら

い状況になっている。それを何とかすることができないかというご発言をいただいて、

それでこの作業に取りかかったというふうに私は認識をしております。

今、ご心配をいただいている財政状況が厳しいから、この平成14年度議決した作業に

ついて一時ストップをしてということも、ご心配をいただいているのはよくわかります

、 。けれども ここに来て積極的にとめるという理由はどうも理解をしがたいんであります

これはこの予定で進んでいくという考え方を持って走っておりますし、これにかかわる

必要な財源というものも当然考えてやっている話でありまして、積極的にいやいや、こ

の計画が、計画として北海道知事に認めてもらって、北海道が告示してやってきたもの

を、いやいやストップしなさいと。ここにこの作業をそのまま進めていけば、とんでも

ないことになるというような重大な問題がない限り、私はこの作業は粛々と当時の計画

どおり進めていくべきものだと、そのように考えています。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 副町長がおっしゃったことわかりますけれども、私は、やはり今まで半分以

上行ったわけですから、そうするとその実績等もやはりきちんと、どうだったのかとい

うことも押さえながら、この仕事を進めていくべきではないのかなと。それがもう歯ど
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めなくずっと進むということになると、検証というのはそうしたらいつ行うのかという

ことになってしまうような気がするんです。

ですから、そういう点では、地域の人たちの要望等も入れながら進められているとい

うことに対しては、私は理解できますけれども、そうは言ってもやはり限られた財政を

効率よく使っていくということと、片方では、そうしたらそれが今度もし進められたら

、 、どうなるんだろうということもきちんと 実際ここらでこういうふうに進んだけれども

この案ではどうなるんだろうという声もないとは言えないと思うんです。その辺を十分

に調査しながら進めていただきたいというふうに思うんです。

、 、 、だから 私が言っているのは ただただ計画どおり進めればいいというものでなくて

その辺の検証は、どういうふうに行って次に進むのかということで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けれども、その辺の見解をお願いいたします。

●委員長（音喜多委員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えをさせていただきます。

予算編成に当たっての町長としての政策決定のあり方のことではなかろうかと思いま

す。大変厳しい財政の中で、この予算を組んだというのはいかがなものかというご意見

を承っておるわけでありますが、町長といたしましては、確かに財政が厳しいことは事

実であります。しかしながら、この問題については先ほど副町長から答弁がございまし

たとおり、私といたしましては、今年度予算の中でも執行すべき予算であるということ

で決断をさせていただきましたので、ご理解いただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 10番、いいですか。13番さん、来週で。

（発言する者あり）

●委員長（音喜多委員） 本日の会議はこの程度にとどめ、17日、月曜日に延会したいと

思いますが、ご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ご異議なしと認めます。

よって、本日はこの程度にとどめ、17日月曜日に延会いたします。

17日は午前10時より７款１項４目地籍調査費より審査してまいります。

午後４時57分延会
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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３月１４日

平成20年度各会計予算審査特別委員会

委員長


