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厚岸町議会 第４回定例会

平成21年12月17日

午前10時00分開会

●議長（南谷議員） ただいまより平成21年厚岸町議会第４回定例会を続会いたします。

●議長（南谷議員） 直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

●議長（南谷議員） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、２番、堀議員、３番、佐々

木議員を指名いたします。

●議長（南谷議員） 日程第２、議案第80号 厚岸町総合計画基本構想の策定についてを

議題といたします。

昨日、提案理由の説明が終わっておりますので、本日は質疑から行います。

審査の方法は、基本構想案の１、総論については、第１章から第４章まで一括して行

います。２、基本構想については、第１章を一括して行い、第２章については各節ごと

に審査を進めます。

それでは、１、総論について質疑を行います。

13番、室﨑議員。

●室﨑議員 総論、ちょっとページ数がたくさんあるもので、何点かお聞きいたします。

まず、一番最初に、きのう提案理由説明と、原案とそれから今回出てきたものの間でこう

いうふうに変えましたという説明がありました。その中で、担当課長さんのほうからの説明

のところで、ちょっとこの計画をつくる過程といいますか、手続というか、それについてち

らっと触れているところがあったので、まず、その点お聞きします。

それと、答申などを踏まえ、この計画を策定いたしましたという言い方をなさっておりま

した。そうすると、この計画は答申そのものではないわけですよね。それから、などを踏ま

えということですから、ほかにどんなものを踏まえているのか。それについて簡単で結構で

すから、ご説明いただきたい。

それから、４ページ、計画の位置づけというのがございます。そこで、総合計画はまちづ

くりの計画として最も上位に位置づけられる計画であるというお話をなさっています。そう

いうふうに書かれています。それでその下に、楕円形の中に総合計画というのがあって、そ

、 、 。れに基づいて個別計画があって そして事務・事業があると こういうふうになっています

その次のページに今度は、５ページに計画の構成と期間というところで、本計画は、基本構

想、行動計画、実施計画の３層で構成していますと、そういうふうに書いています。本計画

というのは、この厚岸町総合計画のことですよね。そうすると、この楕円形の総合計画とい
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うのは、右側の円錐形の３層になっているものを表していると、そういうことですね。そう

いうふうにここのところ、右のページと左のページの関連を読めばよろしいんだろうと思う

んですけども、それについてご説明いただきたい。

それから、次のページからの計画策定の背景という文章になっておりまして、時代の流れ

というのがまず書いています。これは、ざっと読ませていただいたんだけど、厚岸がこうな

っているということよりも、日本、場合によっては世界的なものがあるんだけども、そうい

う世の中の流れそのものを表しているわけですね。そして、それを受けて厚岸町の現況とい

うことになるんだろうと思うんですが、そこで書かれているのは、人口の推移程度の話しか

書いていない。そして、すぐまちづくりの課題というのに入っていく。読んでいて、時代の

流れから、まちづくりの課題にくるこの関連が、いま一つはっきりわからないんですよ。ど

ういう調査をなさっているのか。どういう分析をなさっているのか。これについても簡単に

結構ですから、お示しをいただきたいということでございます。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） お答え申し上げたいと思います。

いわゆる策定の経過という、一つ目のご質問はそのように理解をした上でお答えを申し上

げたいと思います。

計画策定の経過につきましては、これまでにも説明は申し上げてきておりますけれども、

この作業に入りましたのは昨年の２月からということで、まず、町民の意識調査という部分

を皮切りにこれがスタートしてございます。こうした結果については、既に公表をさせてい

ただいておりますので、ご存じいただいているものというふうに思いますけれども、この調

、 、査をもとに今度は地域懇談会の実施ということで これは昨年の６月から９月にかけまして

町内全域の地域を町長が回りまして、住民の声を直接聞くというような形をとらせていただ

いております。

その後、団体からの提言、それから各町民からの提案カードの提出、こういったような経

過を踏まえた中で、昨年の９月には厚岸町の総合計画の策定委員会、これは庁内の全体のい

わゆる調整会議でございますけれども、策定委員会を設けてございます。その策定委員会の

、 、中にそれぞれの部門別の検討を行うプロジェクトチーム 作業チームでございますけれども

こういったものを設けまして、それぞれ検討に入ったということでございます。

その後、各団体とも懇談会等も実施してきてございまして、本年に入りましてから事務局

素案をまとめ、さらに、先ほど申しましたプロジェクトチームによる協議、検討、さらには

総合計画の策定委員会によりますプロジェクト案をさらに検討、調整、こういったようなこ

とを踏まえまして原案を確定、これが10月でございます。その後、この原案をもとに策定審

議会のほうに諮問をいたしまして、審議を経まして、11月30日に答申をいただいたというこ

とでございます。

この答申、意見、それらをもとに最終的に案を決定しまして、それが今回上程している構

想ということになっております。それから、参考資料としてお配りしておりますけれども、

行動計画の案ということでお示しをしているものでございます。

それから、答申などを踏まえということの中で、原案は答申のみでということでございま
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すけれども、当然、答申を受けました意見、こういったようなものも含めておりますし、そ

のほかに、独自にさらに原案の中で再度協議をしまして、役場の中でもって理事者との調整

の中で原案を修正しているという部分も当然入ってきてございます。そういった形の中で今

回上程している構想という形になってございます。

それから、４ページの計画の位置づけの関係でございますけれども、おっしゃるとおり、

５ページの本計画は基本構想、行動計画、実施計画の３層で構成しております。この本計画

という部分につきましては、この総合計画、それからお配りしております行動計画案、さら

には、毎年実施段階で出しております３カ年の実施計画、この３セットを総合計画というふ

うに位置づけてございます。それから、それぞれの個別計画、こういったようなものに沿っ

た個別計画も当然出てくるという部分を体系的に表したものでございますので、ご理解をい

ただきたいというふうに思います。

、 、 、 。それから 基本構想のほうでございますけれども ６ページ ７ページの５でございます

時代の流れという部分、確かにおっしゃるように、これは厚岸町ということでなくて、都市

を取り巻く全体的な背景ということで表させていただいております。

その上で、厚岸町の現況ということで、第２節で表してございます。どんな分析をして、

厚岸町はどういう施策かという部分の考え方でございますけれども、こういった時代背景の

流れ、こういったようなものを踏まえながら、今の厚岸町の課題という部分で、課題処理と

いう形でさせていただいているわけでございますけれども、あと、そういった時代の流れに

ありますそれぞれの背景、こういったようなものも当然踏まえながら、まちづくりの課題と

いうふうに押さえさせていただき、そして、それを基本構想のまちづくりの方向性という中

で表させていただいたということでございまして、この計画の策定に当たっては、基本とい

たしましては、その時代の流れという部分について当然念頭に置きながら計画策定に当たっ

ているということでございますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 １点目はわかりました。答申がすべてではない。答申を受けて、もう一度、町長

、 。 、初め役場内においてもんで そして最終的にこの案をつくったのである そこだけなんです

聞いているのは。そこの前の話が延々となっていたけれど、それはもう前に聞いております

から、ご丁寧にありがとうございました。

それで、次にこの構造なんですが、私が簡単に言うと、この二つの図を合わせて、楕円形

の総合計画というのは、次のページの三角錐ですかね、それを表すんだと、そういうことに

なるわけですね。そうすると、個別計画というのは、恐らくこれを言うんだろうと思うんで

す。各種計画策定状況一覧という資料を前にいただいているんですが、ここに43、いろんな

計画があるんですよ。厚岸町地域防災計画から始まりまして、厚岸町公債費負担適正化計画

まで、こういうものがあるんですね。そういうものは総合計画によって動くんだと、こうい

うことだと思うんです。その総合計画というのは、基本構想と行動計画と実施計画を持って

いる。そうすると、ここのところに出てくる各種計画というのは、３カ年実施計画の下にあ

ると、そういう形になると思うんですが、それでよろしいですね。

それから、時代の流れ云々というところなんですが、るるご説明はいただいたんだけど、



- 77 -

よくわからないんですよ。私が危惧しているのは、前に議員協議会がございまして、そのと

きにも30分ぐらいで全体の概略説明をざっとやっていただいた。分厚い資料もいただいた。

そこでは十分に目を通して、こっちのほうがやるだけの能力がありませんでしたので、これ

という質問もできませんでした 私は ただ そのとき１点気になったのは 人口がこの後 10、 。 、 、 、

年たつとこのぐらいになるというようなのは、静的分析として一定の数字を掛けるというと

。 、 、出てくるというようなことはある それから 世の中がこんなふうになっているというのは

いろんなところでいろんなシンクタンクだとかそんなところで出しているから、それも簡単

に出てくるだろう。こっちが知りたいのは、そういうものを受けて、この10年間厚岸がどう

いうふうに変わってきたか。もっと言うならば、20年前から10年前までの10年間でどう動い

て、また10年前から今日まででどう動いてというところを分析すれば、そして、こういう時

代背景というものをそれに加味すれば、これから10年間厚岸がこういうふうになっていくで

あろうというものが出てくるであろう。そういうものがここには書かれていないんですよ。

当然やっていると思って、そのときに聞いたら、私ちょっと聞いたのは、例えば、松葉町

の大通り、真竜の大通りという言い方をしました、私が子供のころは。たくさんのお店が並

んでいた。だけど、今随分少なくなりました。これも世の中の流れです。小売店というのは

非常に少なくなってきている。これがこの後10年間どういうふうに動いていくだろうか。こ

ういう分析をしているのか。あるいは、その職種職種によって違いますけれども、この後、

後継ぎどういうふうになるんだろう。そのときも言いました。私自身のことをね。私のとこ

ろも子供が帰ってくる可能性ないんです、今のところ。そうすると、私のこの室﨑代書とい

うのも100年続いているそうだが、私の代で終わりだというような話が友達同士でよく出てく

る。こういうものがこの10年の中でどう動いていくのか、そういう分析をしているのかとい

う話もしました。

ほかにもいろいろあると思う。地区別に分けていって、この市街地、湖南、湖北の市街地

と、それから今度、周辺集落ですね。これは東から行くというと、海岸部でいうと末広、床

潭、筑紫恋、それから、苫多、門静とあるでしょう。そういうところではそれぞれに個別の

問題があると思う。動きがあると。どうなっているんだと。あるいは、農村部、内陸部でい

えば、トライベツ、若松、糸魚沢、太田、片無去、尾幌、上尾幌、それぞれに共通の要素と

固有の要素があると思う。そういうものがこの10年でどういうふうに動いてきて、今後どう

いうふうに動いていくのかというような分析が行われているのか。そういうことがやはりま

ちづくりの、だから、こういうまちづくりの課題になるんですよということが、少なくとも

私の頭ではこれ読んだだけでは出てこないんです。そのあたりのご説明をいただきたい。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） お答え申し上げたいと思います。

まず、総合計画の構成の関係でございますけれども、先ほど申しましたように、総合計画

そのものというのは、基本構想、行動計画、それから実施計画の３点という部分を総括とし

て総合計画になるというふうにお答えをさせていただきました。この考え方は、現在、これ

までもそういう考え方の中で進んできてございます。

ただ、個別計画と実施計画との関係でございますけれども、少なくとも基本構想、行動計
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画、これに沿ったものとして個別の計画がつくられてまいります。そうした個別の計画の中

で、この個別計画というのは総合計画そのもの、当然マクロのものでございますが、それを

補完するといいましょうか、それをどういうふうに実施していくんだという部分の計画にな

るわけでございますけれども、そういった個別の計画の中で現実の実施するような形が出て

くるという部分に沿った実施が行われるわけでございまして、そういったものをすべて要約

しますというか、３カ年の実施計画というものはその総合計画そのものを実施していく、当

然そこには個別計画でもまれたものが入ってまいります。そういった形の中で、それを全体

的に厚岸町全体の事業としてどういうふうに計画的に進めていくかという部分が３カ年の実

施計画で総括として表れてくる。そういう意味では、総合計画の構成する一つの位置づけで

あるというふうにとらえさせていただいてきてございます。

それから、分析の関係でございますけれども、おっしゃるとおり、厚岸町の現状、このよ

うな形で推移してきているから、だから、こういうような方向性に向かうんだというような

考え方は当然でございまして、私どものほうの総合計画策定に当たりましても、そのような

形で考えてとらえて計画の策定に当たってきてございます。

ただ、将来に向かっての、いわゆる数字推計といいましょうか、そういったようなことを

表していくときには非常に難しいと。前回も申し上げていますけれども、非常にいろんな要

因の関係で難しいということでございます。

ただ、そういったそれぞれの分野で置かれている現状、このような現状で来ていますよと

いう部分につきましては、行動計画のほうになりますけれども、それぞれの部門の中で現状

と課題、個々でそれぞれの項目に応じたといいましょうか、現状分析、課題という形の中で

表しておりますけれども、この中でとらえさせてきていただいているということでご理解を

いただければなと、このように思います。

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 そんなに長い時間やる気もありませんが。

４ページと５ページの関係ね。あなたのおっしゃるのだったら、こういうふうにならない

ですよ。総合計画って楕円で書いているんだもの。それが右側の円錐が全部入るとあなたお

っしゃった。その下に個別計画、３カ年実施計画の下に個別計画。でも、実際にやるときは

そんなんじゃないんですとあなたおっしゃった。そうしたら、やっていることと書いている

こと、別なんですね。

これから見たらそういう格好にならないかと聞いているんですよ。３カ年実施計画で決め

たことを個別計画にのせているでしょうなんて私言っていませんよ。実際にやっているとき

には、いろいろ個別計画としてここのところに48出しているのは、向こう５年間というのを

出したりしたら相当基本的なものをやっていますよね。だけども、この図でいうと、３カ年

実施計画の下になっちゃう。図がやっていることと違うんじゃないですかという。私言って

いるのは、表示の話ですから。やっていることが悪いなんて言っていませんから。もう一度

説明してください。

それから、時代背景については、今、時代背景と課題、その間の分析についてはきちんと

やっているんだ、動態分析を含めてきちんとやっているんだと。それはここには書かれてい
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ないけれども、各個別計画に書かれているというお話でした。個別計画でなくて、ごめんな

さい、行動計画ですな。いろんな計画があるので迷ってしまうんだけど。それで、その行動

計画に関しては、今回審議の対象ではありませんので、深入りはいたしませんが、この基本

構想の中でそれぞれ具体的に出てくるところがあると思いますので、そちらでもう一度お聞

きいたします。要するに分析はきちんとやっているということでしたよね。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） まず、総合計画の表記の関係でございますけれども、ま

ず、基本構想、行動計画、実施計画、この３本柱といいましょうか、総合計画を支えるとい

う部分では、その考え方（発言する者あり）いや、何といいましょう。総合計画と行動計画

と実施計画、３本柱という表現はちょっと不適切でございますので、訂正をさせていただき

。 。 、ます ３層ですね ３層で構成しているということについては表記のとおりでございまして

ただ、図表の関係でどうなんだということでございます。

個別計画というのは、総合計画をいわゆる補完する計画、支える計画ということが４ペー

ジの中段にも記載されてございますけれども、そういう位置づけでございます。それで、当

然この個別の計画も基本構想、それからそれに伴う行動計画、こういったようなものとの整

合性、これを進めていく上で個別の計画が立てられてくるものということでございます。

したがいまして、これの実施に当たっての３カ年のいわゆる実施計画、これらそのものも

当然この構想があって、行動計画があって、では、実際にどういうような形でやっていくの

かという部分をあらわすのが実施計画でございますので、そういう意味からすると、この３

層という部分は総合計画としての位置づけになるというふうに考えてございます。当然、事

務・事業の実施計画を策定するに当たっては、行動計画である内容を個別にさらに詳細にわ

たって検討、調整を行った個別計画というものがあらわれてきますから、そういった内容の

ものも反映されてまいりますけれども、実施計画そのものにつきましては、町全体的な施策

としての実施の計画ということで３カ年の計画の中にあらわしている内容のものでございま

すので、その点はご理解をいただきたいなと、このように思っております。

それから、現状と課題のとらえ方でございますけれども、これを策定するに当たりまして

は、現状の押さえ方につきましてはつかめる範囲の中でとらえながら、この策定に当たって

きているということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） 私から、あえて追加説明させていただきたいと思いますが、３層構造に

なっているということについては、先ほどの議論の中でご説明あったとおりであります。基

本構想、それと行動計画、一般的には基本計画と言っているんですが、さらには実施計画と

いうことに相なっているわけであります。

基本構想につきましては、今御提案をいたしております、地方自治法に基づいての議会の

議決を経なければならないということでございまして、今言った行動計画の関係と個別計画

の関係でありますが、厚岸町の発展のために立てられる各種の、お話ありました計画の
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すべての基本となるべきものが基本計画。それと実施計画といいますのは、我々は３カ

年計画と言っておりますが、毎年毎年どういうまちづくりをすべきか、また、その経済

状況を、また財政状況を見ながら、１年間の厚岸町の予算編成に伴う重要な実施計画で

ございます。そういう意味で３層構造ということになっておりますので、ご理解いただ

きたいと存じます。

●議長（南谷議員） 他に。

１番、音喜多議員。

●音喜多議員 ５ページの計画の構成と期間でございます。総合計画、10年間という長いスパ

ンというか、過去にこの議会の中でも、私も、またほかの議員さんも、この期間の中で見直

すことがないのかという質問があったということは重々承知のことかと思います。それで、

今回もこの10年なんですが、行動計画の中で５年間、いわゆる５年、５年で区切って前期と

後期と分けてやりますよと。今回は前期の行動計画を示しているわけですね。来年からつな

ぐわけですが、じゃ、後期は、この後何年にそういう想定をするのかなということなんです

が、まず一つは、この10年のスパンの中で見直しがあるのかどうなのかということ。それか

らもう一つは、後期、この考え方がいつ、それでは出てくるのかと。そういう見通しを持っ

ていらっしゃるのか、それをまずお示しいただきたいなと思います。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） お答え申し上げます。

構想の５ページでございますけれども、ここで行動計画、５年間、５年間、前期、後期と

いうことで出しております。当然、見直しという部分をここで明記させていただいておりま

す。

したがいまして、27年度からは後期の行動計画でまちづくりの方向性を示していくという

形になります。これをやるという形になりますと、やはり26年度中には後期の行動計画を策

定しておかなければならないという形になります。26年度での見直し完了が不可欠というふ

うに考えてございます。

それから、基本構想でございますけれども、基本構想につきましては、一応10年先を見通

しての構想であるということでつくらせていただいております。これを見直すのかというご

質問だったというふうにとらえさせていただきますけども、現在のところでは、この10年先

の構想という形でつくっておりますので、これが日本の社会なり政治なり、そういったもの

が大きく変わったときには、この構想が合わなくなるという部分も出てくるかなというふう

に思います。現時点ではどういうふうになるかというような部分はお答えができませんけれ

ども、そういった大きな社会環境の変化、こういったものがあらわれてきたときには見直さ

ざるを得ない場合もあり得るのかなと、このように思っておりますけれども、現時点では今

お答えしたようなことしかお答えできないというような状況でございますので、ご理解をい

ただきたいと思います。
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●議長（南谷議員） １番、音喜多議員。

●音喜多議員 ということは、前後しますけども、基本構想は見直さない。従前から議会で答

弁してきていることを踏襲するということなんだろうと思います。今の答弁では、基本構想

はよほどのことがない限りは見直ししないということですね。

二つ目の行動計画、27年からの構想については、前年の26年と。しかしながら、26年に見

直した時点では もう既に３カ年計画は頭出ししているわけですね いわゆる後半の部分の27、 。

年に逆算していくと、頭出しするということは、25年にもう示さなければ、27年に頭出しで

出ているわけです、３カ年計画で。ちょっと後期の部分というか、先のことはちょっと見通

しが立たないというのはわかるけれども、その辺のところ、ちょっと矛盾というか、私には

わかりかねるなというか、26年の年に後期の部分というか、それを出すよといったって、も

う既にあすからぼんと始まるというわけにはいかないような気がするんです。３カ年計画の

中では、３カ年計画でもう遡って頭出しするわけですから、すると25年の年に27年の頭出し

をされるわけですから、その辺のところ、５年後期のやつを見直しますよというのは、早く

出なければ、前の年だからいいということになるのかどうなのか。その辺がちょっと不可解

なところがあるんですが、その辺はどう考えましょうか。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えいたします。

これは新しい手法です。大変今までにない手法を厚岸はとりました。なぜとったかといい

ますと、私もいろいろな面での政策実行に当たって苦労いたしました。特に、選挙に当たっ

てのマニフェストをつくるときに、今、国会においても国会議員の選挙並びに知事選挙、い

ろいろと議論されております。しかしながら、議会の議決をいただいた基本構想というもの

が現実に存在しているんです。そうすると、選挙のたびにそれを超えたマニフェストをつく

。るということはいかがなものであろうかという私自体もふだんジレンマを持っておりました

これは、各自治体においてもそうではなかろうかと思っております。

そこで、このマニフェストと連動した一体的な運用を図る計画システムをつくるべきでは

なかろうかということで、北海道もこういう５カ年計画、前期、後期という計画を行動計画

としてつくりました。また、各自治体でもそういう方向にあります。釧路管内では厚岸町が

初めてその手法をとりましたが、そういうことで、私といたしましては、これはなぜかとい

いますと、まず、公職選挙法が変わったということです。平成19年に公職選挙法が改正され

まして、我々首長選挙、町議会議員選挙はまだそういう法律改正されておりませんが、マニ

フェスト、我々ローカルマニフェストと言っていますが、そういう選挙ができるようになっ

たんです。それで私も６月の選挙の際において、私のローカルマニフェストを全戸配布させ

ていただきました。私は５年間、こういう厚岸町のまちづくりをいたしたいというマニフェ

ストを発表させていただいたところであります。

、 。 。当然 そのマニフェストを今回の行動計画に反映をしなければならない 当然であります

そういうこともあって、しからば、この後の選挙において、まただれかがかわった。そうす

ると、町長の公約が果たしてこの行動計画に反映できるのかということになれば、10カ年計
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画でありますと縛られてしまう。そういう点を考えまして、私といたしましては、10カ年計

画の前期と後期に分けて、それぞれの経済、社会情勢、そしてまた、その人の、選挙に選ば

れた首長の公約もあるでしょう。マニフェストもあるでしょうから、そのときはそのときの

時代の趨勢の中で新しい後期の計画をつくるべきでないかと。それが最も将来の厚岸町の発

展を目指す姿にふさわしい手法ではなかろうかということで、前期と後期ということにいた

しましたことをご理解いただきたいと存じます。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） ご質問者の中では、３カ年実施計画との関係等のご質問

でございますけれども、実は第４期の総合計画、現に伴います10次の実施計画、これも同様

の状況になるわけでございますけれども、この実施計画の考え方といたしましては、当該年

度、要するに21年度、これは第４期の実施期間でございますから、これについては、いわゆ

、 、 、る今考えられている100％のものというような形の中で掲載しておりますし 22年度 23年度

これについての掲載につきましては、継続事業であるとか、それからどうしてもやらざるを

得ない緊急性のあるようなもの、こういうものに絞り込んで、参考という形の中で出させて

いただいているというふうにしてございます。

これはどうしても計画の変わり目という部分については、実施計画が３カ年であらわして

いるという形の中では、どうしてもこういう状況が生じてまいります。したがいまして、今

度は前期、後期、27年以降、いわゆる26年度に策定いたします実施計画、これについてはま

だ、いわゆる行動計画ができ上がっておりませんので、参考として出されていくというよう

な、そのつなぎ目といいましょうか、そういうような手法にならざるを得ないと、そういう

手法をとっていくというふうに考えてございます。

●議長（南谷議員） １番、音喜多議員。

●音喜多議員 町長の言われたことは、それは私もわかっておりますが、そのマニフェストを

、 、 、前面に打ち出してというか そのことを押し通すというか それを公約に掲げていますから

ぜひそれをやらなきゃいけないんだということになると、それはちょっと危険性も伴うとい

う、私は常々そう思ってはいるんですね。マニフェストというのは、町民からそういう意見

を聞いてやったかといったらば、そうではなくて、立候補される方がふだん思っていること

を含めてそういったことを出して、それが当選したからといって、自分の思いだからそれを

実際しなきゃいけないという、そういう反面、危険な面もあるということを、それは私も常

々考えていますし、そのことをぜひ含んでおいていただきたいなというふうに思います。

本題は、行動計画は前期、後期に分けますよと。そういう意味合いもあって町長は４年、

４年の任期の中では、そういう見直しもあり得るんだということを今言われたというふうに

理解します。

その行動計画の切れ目、前期、後期の切れ目、それをいかにスムーズに引き継いでいくの

かなという思いがあったからこそお尋ねなんですけども、そこでぼつんと、５年で一つ仕事

して、あとは後期に一仕事というか、一つの仕事、そういうことではちょっとまずいんでは
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ないのかと。いわゆる３年できちっと引き継いでいくというか。そういった意味では、逆に

前期、後期と分けていいのかという面もあるんだけれども、やはりその辺のところをきちっ

。とつないでいくということを意識してやっていただきたいということを申し添えておきます

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） 実施計画の策定に当たりましては、ただいま１番議員が

おっしゃったこと、大事なことでございますので、当然その辺を十分意に置きながら進める

という形になろうというふうに思っております。

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 今、お二人の方がそれぞれ質問されましたので、私は、この計画の今後について

お伺いしたいんですけれども、せっかく厚岸町の将来10年を見通した計画をつくっていくと

いうことで、今回の手法では、行動計画を５年、５年で区切るという手法をとられて、それ

を進めるに当たっては、３カ年の実施計画というふうになっているんですけれども、非常に

めまぐるしい情勢の変化といいますか、想像し得ないぐらいの社会的な変化もありますし、

政治的な変化もあるという中で、この実施計画が例えばどこかまで行った段階で、これが棚

の上に上がってしまって、ほこりにまみれてしまうような計画になってしまうのか。それと

も、それをやはり適当な時期にきちんともう一回分析をして、ただすものはただす、これは

もう不要だというようなところをきちんと見極めていくことが大事ではないのかなと。それ

を言っているのがこの５年、５年の行動計画というふうに考えているのかどうか、ちょっと

その辺が私としては見定まらないんですけれども、その辺についてどういうふうに考えてい

るのか、お尋ねをいたします。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） お答え申し上げたいと思います。

基本構想という理念、まちづくりの方向性の理念に基づいて、従来の基本計画であります

今回行動計画という部分で、これが５年ごとに分けさせていただいたということでございま

す。長期になりますと、ややもすると忘れ去られるんでないかというようなお話もあるとい

うことも伺っておりますけども、やはり私どものほうとしては５年間という一つのサイクル

の中で、次の後期に向かうときには、当然、前期、要するにこの行動計画に基づいて行われ

てきた事業、施策そのものがどうであったのか。効果的であったのかどうかというような点

検、こういったようなものも必要だというふうに考えてございます。

そういった点検を踏まえた上で、今度は後期をどうするのかというような形に相なってま

いります。そういう意味では、この行動計画という部分を常に意識しながら、施策の展開を

図っていかなければならない。そのサイクルが短くなってきておりますので、そういった部

分では、これの意識づけというような部分はより強まってくるものと、こういうふうに考え

てございます。
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●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 今の課長のお話でわかるんですけれども、ただ、10年間って短いようでもあり長

いですよね。その間の情勢の変化だとかそういうものがないとは言えませんし、日々、科学

だとかそういうものが進歩していますし、今思いつかないようなことがどんどん出てくる時

代ですよね。そうすると、それに対応していかなければならないときに、この基本構想があ

って、これに縛られてしまったり、その枠をはみ出してはだめだと。あるいは、今考えたこ

とが全く何年か後にはもう時代おくれで、そんなことまだ考えているのかというようなこと

になったときの整理の仕方なんですよ。

それで、今、少子高齢化だとかいろいろ、これを見ると少子高齢化が何回も出てきて、厚

岸町はますますどうなっていくのかなというようなことなんですけども、一つには、やっぱ

りこうやればこうなりますよというのを示していくには、やっぱり今の実態を、年齢別の人

口構成比みたいのも出されていますけども、今特に問題なのは、どの分野が少子高齢化で大

きな影響を受けているんだというあたりも、これが厚岸町の将来に問題があるし、ここの部

分を改善すれば厚岸の発展が目指していくことはできるよというものも示すべきではないの

かなというふうに思うんですよね。

それで、こっちの行動計画の中には、こうこうこうというのはあちこちありますけど、ま

たそれはこの後のほうでちょっと質問したいんですけども。この部分に、まちづくりの課題

に、やっぱりもう少し課題に対する夢みたいなものをのせていただいてもいいんではないの

かなというふうに思うんですが、その辺はどうなんでしょう。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からお答えをさせていただきたいと思いますが、先ほどから議論にな

っておりますとおり、３層構造になっているという関係の中で、今、行動計画、さらには実

、 、 、施計画のお話が出ておりますが やはり実施計画が３カ年計画の中で 我々細かく１年間の

３年になりますので毎年毎年の計画を立てておりますが、実施計画は行動計画を毎年実施し

ていくための事業実施計画なんです。それに基づいて若干のローリングはあります。ありま

すが、予算編成作業において、この実施計画が重要な判断材料ということになりますので、

この点についてはご理解をいただきたいと存じます。

●議長（南谷議員） 他にございませんか。

２番、堀議員。

●堀議員 私も、やはり計画の位置づけと計画の構成と期間というところでお聞きしたいんで

すけど、私は、総合計画というのが、別に10年の計画が自治体の最上位計画に位置するもの

じゃなくてもいいと思うんですね。もっともっと長いスパン、町の将来像というものはもっ

と別にあって、それを補完するために総合計画というのがあってもいいのかなというふうに

私は思う、私の持論を今ここで展開しても今の行政側がそういう考えでないというのわかり
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ますので、それについてはいいんですけれども。

ただ、先ほど言っていましたように、基本構想の見直しですね。やはりこれぐらいはもっ

とできるようにしていかなければならない。先ほど課長のほうで、社会事情の大きな変化と

いうものがあったときにはしていかなければならないだろうというふうに言っていたんです

けれども。そして、あと町長のほうも、４年の任期の中でのマニフェストの実施というもの

を考えたときに、前期、後期の行動計画というものをつくったというふうにしていかなけれ

ば、マニフェストの反映というものがなかなか難しいんだということでの説明があったんで

すけれども、町長の任期は５年じゃなくて当然４年ですし、実施計画とぴったり合うわけで

もないですから、そんな中で、この５年間というものが、先ほど言った町長の説明の中では

どうなのかなというものが一つ疑問には思います。

また、先ほど課長が言った社会事情の大きな変化のときの基本構想の見直し。厚岸町にと

っては、やはり町長がかわる、一つにはですね。それもやはり大きな社会事情の変化だろう

と、それは思います。また、国政においても、ことし自民党が大敗しまして民主党政権が生

まれた。これも本当に社会事情の大きな変化だろうと私はとらまえます。こういうことは、

特に政権交代などは今までだれも予想していなかったものが起きたわけですから、社会事情

の変化というのはこれから起こり得る要素であると。そういったときに、やはり見直しの道

筋を立てておかなければ、本当に柔軟に対応できるのかというふうに疑問に思うんです。そ

の点についてどうなんでしょうか。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からお答えをさせていただきます。

期間の問題等の質問がございました。堀議員、既に御承知のことと思いますが、この基本

構想は、昭和45年、地方自治法の改正によって地方自治体は義務づけられたんです。都道府

県にはございません。しかしながら、都道府県もつくっております。必至なんです、市町村

は。

そこで、期間の問題でありますが、10年という期間に限ってはおりません。５年のと

ころもあるし 20年の自治体のところもあります しかしながら 厚岸町においては 10、 。 、 、

カ年が妥当であろうということで、４期においても10カ年、今回も10カ年ということが

妥当であろうということで、10カ年計画にさせていただいておるところでございます。

それと行動計画の前期と後期の関係。堀議員の言うとおりです。私どもは４年の任期

です。若干のずれもこれは出てきます。そこにおいては、先ほど谷口議員からお話があ

りましたとおり、実施計画の中で当然変更も出てきます。いろいろな政策課題、または

今お話ありましたとおり、大きな政権交代という中での目に見えないこれからの国づく

り、地方づくりがどうなっていくのか。さらにはまた、一番我々、今、構想をつくるに

当たりまして頭の痛い課題がございます。それは何々制度なんです。仮に言いますと後

期高齢者、今、実施をいたしております。これを廃止しようという機運もあります。ま

た、その他のいろいろな政策的な変更が予定されておるわけであります。そういう点を

考えますと、当然、ローリングというものも必要であります。そういうことも踏まえな

がら、これからの将来の厚岸町を見据えていかなければいけない。夢のシナリオを実現
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していかなければならない。そのように考えている次第でございます。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） 基本的な考え方というのは、今町長が申し上げたところ

でございますけれども、御承知おき願いたいのは、この基本構想、これまでにも説明してき

ておりますけれども、将来にわたってのまちづくりの姿や理念という形の中で、ご覧いただ

いているとおり、いわゆる10年後の社会の変化、ある程度の部分を見越しながら、10年後の

姿や理念という部分をマクロ的に表現させていただいているということになります。

ですから、これが全く今後まちづくりの厚岸町の将来、個々向かっていく上に、この構想

では全然道が外れてしまうような形になってしまう、こういうような状況になった場合、こ

れはやはり厚岸町のまちづくりの方向性を示す指標としてはふさわしくないものになってく

るのかなと、こういうふうに思っておりますし、その時点では、当然この構想の変更という

ような事態、状況にもあり得るのかなというふうに思っておりますけれども、これを今の時

点でいつどのような形でというような部分については、そういう大きな変化に対応していか

ざるを得ないということで、時期については明確には申し上げられない、そういう性格のも

のであるというふうにご理解をいただきたいと思います。

●議長（南谷議員） ２番、堀議員。

、 、 。●堀議員 そうするとこの基本構想 先ほど町長が言ったのは 10年じゃなくてもいいんだと

５年でもいい。じゃ、もっと短く３年でもいいという話にもなってしまうんですけれども、

より小さいほうがより身近なものというふうにもなるので、そういう手法もそうしたらある

のかなというふうに思うんですけれども。

それでは、この基本構想というのは、見直しというものが比較的容易に、10年という

ふうにこの計画では縛っていますけれども、比較的容易な中で、新たに例えば３年後か

らまた10年間の計画をつくるということも可能だと、そういうふうに考えておいてよろ

しいんでしょうか。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） この総合計画の目的というのは、要するに町の将来構想

に向かっての総合的、計画的な行政運営を図るための基本構想だという位置づけでございま

す。ですから、ある程度のやはり長期的な視点に立ってまちづくりの方向性を示し、それに

基づいていろいろな実施の計画を行っていくというのがやはり考え方としては必要であろう

というふうに言われておりますし、そういった意味からも、法律的に総合計画の年数、何年

というふうには決まっておりませんけれども、基本的なそういうような考え方の中で10年１

サイクルという形の中でとられているというのがほとんどでございます。

それで、申しましたように、これが10年の計画だから、絶対10年たたなければ、縛られて

。変更なり計画の策定の見直しだとかというのもできないという性格のものではございません
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ですから、私も先にも答弁しておりますけれども、やはり10カ年という長期的なスパンの中

で考えていきますけれども、そういう中で、当然道が違う方向に行かざるを得なければなら

ない。構想と全然違う方向に進まざるを得ない状況が生じる。こういうような場合には、当

然、総合計画の基本構想、こういった部分も修正していかなければならないだろう、このよ

うに申し上げているところでございまして、その点のところ、ご理解をいただきたいという

ふうに思います。

●議長（南谷議員） ２番、堀議員。

●堀議員 こればかりで時間をかけてはあれなんですけども。

そうすると、例えば町長がかわりましたと。町長が自分の公約をつくるために、実行する

ために、新たな総合計画をつくると。そういうことで、そのときに総合計画を新たにつくっ

ても、それは全然問題がないというふうに考えておいていいというふうに理解していいです

よね。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） 私から。

３層構想になっているので、総合計画の行動計画を言っていますが、３層構想になってい

るんです。今回は地方自治法に決められておる構想をご提案いたしておるわけなんです。そ

れに付随して行動計画をつけております。本来は何もつけなくてもいいんです。構想だけで

いいんです。それと、今議論になっている３層構想。しからば、実施計画をそれじゃ出さな

いんだということになるかと思いますが、実施計画は内部資料なんです。というのは、今議

論いたしましたとおり、毎年毎年予算編成に伴うのが実施計画なんです。ですから、まだ予

算も決定しないうちに実施計画を出しては、議会無視ではないかと。行政が勝手に決められ

るのかというようなことになるものですから、公開をとっていないんです。ですから、構想

は法律で決まっていますと。それに伴う行動計画です。すなわち基本計画を出していますと

いうことでありますので、ご理解をいただきたいと思います。

町長かわったら変わるのかと、そういうことではございませんので、ご理解をいただきた

いと存じます。

●議長（南谷議員） 14番、竹田議員。

●竹田議員 ４ページのここの部分なんですけども。一番下のこの水平の線をまず取り除いた

んだという説明がここにあるんですけども、取り除いた本来の本当の意味というのをもう一

度聞きたいんですよね。

それと、個別計画の５つの部分。これって何のために５つなのか。

それと、基本構想の10年という部分。この10年がいいんだと。10年で見据えたほうがいい

んだという部分については、この中のどこを見れば、その10年がいいのかという部分がわか

りやすく説明されているのか。
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その３点、ちょっとお聞きしたいと思います。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） まず、４ページの図表の関係でお答え申し上げたいと思

います。

これは、個別計画というのは例示として挙げさせていただいております。５つあるから５

つだけということではなくて、たくさんのものがありますよという部分をまず表すというこ

とで、先ほど13番議員さんのほうから言われたように、数十の個別の計画がございます。こ

れが、総合計画というのがあって、それぞれのそれを補完する意味でもってこういう個別計

画がたくさんありますよと、こういう意味でございますので、その点ご理解をいただきたい

と思います。例示までとして５つだけ挙げさせていただいているということです。

それから、修正の中で、下にありました横線１本削ったということは、これは表す上では

ちょっと誤解を招くんでないかというような部分がありまして取らせていただきました。

といいますのは、個別計画でもまれたものが実施段階で全部集約して事務・事業というこ

とになってしまいます。訂正前のほう。そうではなくて、それぞれの個別計画に基づいて事

務・事業が行われていくんですよという部分を表すために、逆に横線を１本入れてしまうと

集約されるというふうに誤解がされるんではないかというようなこともありまして、取らせ

ていただきました。

流れといたしましては、総合計画があって、それぞれの個別計画でさらに総合計画を補完

する計画があって、そして、それらの計画に基づいてそれぞれ事務・事業が実施されていく

んだということを表したものであるということでご理解をいただきたいと思います。

それから、計画期間の10年というのは、先ほど申しましたように、法律的に10年間にしな

きゃならないというふうに明記がされているものではございません。ただ、ここでは考え方

といたしまして、この基本構想というのは、10年先の将来像という部分を見通した中で、こ

の構想計画を策定するんです、厚岸町の将来を描くんですという部分をここで明記したとい

うことでございまして、この基本構想そのものは10年間の厚岸町の姿、取り組むべき方向性

というものをマクロ的に理念として表しているんだということをここで明記しているという

ことでございますので、その点、ご理解をいただきたいと思います。

●議長（南谷議員） 14番、竹田議員。

、 。●竹田議員 この横線を取った理由というのは 誤解されるかもしれないということですよね

僕はここの横線があったほうが、この計画というのは個別かもしれないけど、最終的には総

体的な基本構想の中にすべてが入っているんだから、横線入ってもつながっているんだとい

う意味をあらわしたほうが逆にいいというふうに僕は思うんです。それは見解の違いだと思

うんですけど。まず、それ１点。

それから、誤解を招くというものであれば、そこまで気を遣っているんであれば、この個

別計画という言葉をただ５つ並べるんじゃなくて、ちゃんとした各種計画策定一覧というの

をつくられているんであれば、その中で５つに分かれているんですよ。だから、この個別計
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画というのが５つに分かれているから、５個用いてきているのかなと思ったんです。そうじ

ゃなくて、たくさんあるんだけども、５つだけ設けているんだというんであれば、これ、要

らないんじゃないか、こっちでいいんじゃないかというふうに思うんです。であれば、個別

計画の５つの中に分かれていて、５章に分かれていて、さらにその中にたくさんあるんだと

いうんであれば、ここに１章、２章、３章、４章、５章の個別計画というふうに書いてくれ

たほうが私はわかりやすい。

それから、10年の部分について私聞いたのは、何で10年なのかという、10年がいいという

ふうにされるのであれば、どこのページに10年がいいというふうに説明されているところが

あるんですかと聞いたんです。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） お答え申し上げたいと思います。

総合計画の位置づけといいましょうか、そういう部分をあらわす手法というのはいろいろ

あるのかなと思いますけれども、私ども検討していく中では、やはり総合計画があって、い

ろいろな個別の計画がある。たくさんの計画がそれぞれあるわけですけれども、それよりも

総合計画というのはそれを総括する、いわゆるもとになる計画なんだというふうに表すため

には、こういうような手法が適当であろうというふうに考えまして出たということです。

それから、アンダーラインの関係も、いろいろな考え方がありますけども、やはり個

別の計画からそれぞれの事業が行われているんだという部分を表記するんであれば、こ

ういう直接の事務・事業につながるという線が適当という判断が最終的にされて、この

ように表させていただいたということでございます。

ここにすべての個別の計画を、名前を列記するということは不可能でございますし、

例えば次の年に新しい計画、計画の見直し等々が出てくるかもしれませんので、それは

ちょっと不可能かと思いますけども、こういう形で表すのが適当かなということで表し

ているものでございます。

それから、10年間、どこに書かれているんだということですけれども、この計画その

ものが10年間を想定したと、10年間を見通した計画なんですということをここで表して

いるということなんです。この計画は、第３章の計画の構成と期間ということで表して

おります。

ですから、この基本構想というのは、10年スパンでとらえた10年間の計画ですよとい

うことをここで表させていただいているということでございますので、その点、ご理解

をいただきたいなというふうに思います。

●議長（南谷議員） 14番、竹田議員。

●竹田議員 たまたま、この各種計画策定一覧の中が５つあったから、私は５つだと思った。

これって、最終的に役場の職員と我々議会だけが見て終わりでないんですよね。町民も見る

んですよね。そうしたら、いちいち説明しなくてもわかるように、ここにたまたま５つ出て

きたんだから、各種計画策定一覧が５つあるんだから、ここに１章、２章、３章、４章、５
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章って書けばいいじゃないですか。だれも、羅列して全部書けなんて一言も言っていないと

いうか、どうしてそういう言い方するんですか。私はこう思ったんだと言うんだったら、私

もこう思った、それじゃ、理由がたくさん出てくるじゃないですか。案がたくさん。町民が

見るんであれば、町民の目線でいちいち説明しなくてもわかりやすく書いたほうがいいとい

う言い方をしているだけですよ、私は。

10年という数字が、10年見たほうがいいんだというその理由が、課長が今言ったんであれ

ば、その言葉をどこかに載せておけばいいじゃないですか。これ見たとき、町民が何で10年

なんだ。これ見れば10年なんだって。その言葉をどこかに書いてくださいよ、じゃ。これ見

たら10年なんだって。だから、10年にしたんだって。わかるわけないじゃないですか。10年

がいいんだという意味が。私はそこを言っているんですよ。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） 図のあらわし方についてのご質問がございました。竹田議員のような考

えもあるかと思いますが、先ほど室﨑議員からもご指摘がありましたとおり、厚岸町にはい

ろいろな個別の計画があるんです。たしか43でしたか （ 43」の声あり）という、あるんで。「

す。しからば、その計画期間が総合計画と同じかといえば、違う場合もあるんです。しかし

、 。 、ながら 総合性をとっていかなければならないことも当然なことなんです そういうことで

こういう図面になっております。竹田議員からそういう質問がありましたので、そういうこ

とも今後、町民等の説明の中でお話をしていかなければならないだろうと、そのように考え

ております。そういうことをご承知賜りたいと思いますので、43をそれぞれ記述するという

のもまた、こんなに細かいのを何だという議論も、竹田議員からはないと思いますがね、そ

ういうことであるということをご理解いただきたいと思います。

それともう一つは、今10年計画ですが、先ほど堀議員の質問の中で、ある自治体において

は５年計画、20年計画のところもあるというお話しいたしましたが、ほとんどの自治体は10

、 、カ年計画 それから厚岸町も歴代は10カ年計画という手法をとっておるわけでございまして

この中にも厚岸町は22年、来年から10カ年ですということで明確に10カ年計画の中でいろい

、 。ろな夢のシナリオを描いているということでありますので ご理解いただきたいと存じます

●議長（南谷議員） 他にございませんか。

（な し）

●議長（南谷議員） なければ、１、総論の質疑を終わります。

次に、２、基本構想。第１章、めざすまちの姿について、質疑を行います。

１番、音喜多議員。

●音喜多議員 第４次のときは、国にもいろんな考え方というか、21世紀の国土のグランドデ

ザインだとか、あるいは開発には第６次という北海道総合計画、道にも。あるいは、管内で

は第２次の釧路ふるさと市町村圏振興計画なるようなものがございました。今回はずっと姿
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を見ていますと、自前の計画というか、そういう考え方で進められているというふうに、そ

れは高く評価していいと私は思うんですが、時間も問題あります。これら上部というか、そ

ういった国含めてのこういった考え方を参考にしたのかどうなのか、ずっと見ている限りで

は、独自で厚岸町４期の総合計画の後を追って今回策定したわけですけども、そういったも

のについては、一応、４期のときはそういう大いに参考にされたというか、そういう意見が

出ていました。今回はそういったことは全く無視というか、考えを入れないで、町独自で計

画をされたというふうに考えていいのかどうなのか、その辺伺います。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） 確かに第４期のときには、主な関連計画の概要というこ

とで、そういう国の計画、道の計画等々を照会しておりました。今回の計画、厚岸町の総合

計画を策定する上におきましては、やはり国の動き、国の計画なり北海道の計画というよう

な部分については無視するというような形にはなりません。当然そういった動きをとらえな

がら、厚岸町のほうの将来構想を描いていくということが必要だというふうにとらえてござ

います。

ですから、ここの表現の中には、そういった関連計画との整合性をとりました云々という

言葉としてはありませんけれども、この策定に当たりましては、そういった計画、そういっ

た部分を当然注視しながら、厚岸町の進むべき道という部分を描いているということでご理

解をいただきたいというふうに思います。

●議長（南谷議員） 他にございませんか。

13番、室﨑議員。

●室﨑議員 ここで、総論とまた似たような話が出てきていますよね。それで、総論の中でも

まちづくりの課題というようなことで、こういうふうにしていかなきゃならないというよう

なこと、あるいは策定の背景というようなことがあって、ここではまたまちの姿、まちづく

りの基本的な考えがあって、将来像があって、将来指標、土地利用の方針というような形で

もうちょっと細かに出てきているわけです。

それで、さっきもちょっとお聞きしたんですが、こういうものをつくっていくためには、

結局、町が黙っているとこういうふうに動いていってしまうだろうと。それがいい方向であ

ればどんどん後押しすればいいし、うまくない方向であるならば、それをとめるような、支

えるような施策をとらなければならないだろうということだと思うんです。それでさっきも

ちょっとお聞きしたんですが、人口がこうなります、世帯がこうなりますという話は一つの

流れの説明としてはあるんです。だけども、もうちょっと具体的なところでもちろん調査し

ているでしょうから、できる限りやったという先ほど答弁があったので、もうちょっと具体

的にここのところを説明してほしいんですよ。

さっきも言ったように沿岸部、いわゆる水産業従事者が中心になっている地域ですね。そ

れも場所によってまた多少違いがあるでしょうけども、そういうところで、この10年どうい

うふうに推移してきて、この後どういうふうに推移していく、黙っているとですよ、思われ
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るのか。あるいは農業地域、これもまた西側と東側では大分違うと思うんです。そういうと

ころではどういうふうに推移してきて、今後どういうふうに推移していくと思われるか。そ

れで、それに対応してこういう施策をしたいということがここに出てくると。商工業ではど

うなのか。そういうことについてご説明いただきたい。どういう調査をして、どういう結果

が出ている。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） お答え申し上げたいと思います。

まず、これまでの推移という部分におきましては、各種の統計調査が行われてございまし

て、そういった中での厚岸町におきます経年推移という部分でのとらえ方はさせていただい

ておりますが、いわゆる地域別の調査、例えば事業者数において地域別のいわゆる推移とい

うようなところまで踏み込んだ調査というものはできなかったというのが実態でございまし

て、厚岸町全体的な流れという部分については、既に行われている統計調査、こういったよ

うなものを見ながら判断をさせていただいているということでございます。

地域ごとの分析という部分までは押さえてございません そういうことでございます 業。 。（「

種は」の声あり）

●議長（南谷議員） 本会議を休憩いたします。

午前11時27分休憩

午前11時29分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） 失礼いたしました。

いわゆるもとになる数値という部分、統計調査の部分ということでお答えをさせていただ

きましたけども、人口推計等については国勢調査という部分がございます。こういった部分

では、就業人口等の推移であるとか、こういったようなものは推計調査として出てくるとい

う形になってございますし、産業面でいきますと、漁業関係等でございますけれども、漁業

センサス等の統計調査がございます。農業におきましても、そういう形の中での統計調査が

行われている。林業についてもそうですし、鉱工業の関係ですと製造業、それから商業の関

係、運輸、通信の関係、それから教育の関係、こういったような種々の統計調査が行われて

おりまして、こういったデータというのは、この計画を作成する上での今までの経過、流れ

という意味では、ベースになってきているということでございます （ 議長、済みません。。「

答弁になっていないんだわ。ちょっと休憩して、質問の意味がちょっとわかっていないよう

だから、説明させてください」の声あり）
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●議長（南谷議員） 本会議を休憩いたします。

午前11時30分休憩

午前11時32分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

まちづくり推進課長。

（ ） 。 、●まちづくり推進課長 田辺課長 大変申しわけございません 意図する答弁になるのかな

どうかというような部分あるんですが、こういう統計数値をもとに将来推計、数値的に推計

したということまでは踏み込んでございません。

ただ、やはりそういった傾向の中にあって、このままで行けばこの地域は衰退していくだ

ろう、こういうような意識といいましょうか、その辺からは過去の流れから当然読み込めま

すので、そういうような形の中での現状のとらえ方、課題のとらえ方という部分で表させて

いただいているということでございまして、地域別にその分析がどこまで細かく行っている

のかということになってきますけれども、そういう個々の地域といいましょうか、物によっ

、 、ては必要なものもありますけれども できる限りそういうような考え方の中で現状分析なり

課題のとらえ方をさせていただいたということでございますので、ちょっと答弁になってい

るのかどうかあれなんですけども、考え方としてはそういうような形で進んできているとい

うことでございます （ 地域も業種もあるでしょう。そして、考えましたでなくて、こう考。「

えましたというところを聞きたいんですよ。分析したんですよ、そういうことは考えていま

すよというだけでは、こっちは何考えているかわからないでしょう。ごめんなさい。不規則

発言して。済みません」の声あり）

●議長（南谷議員） 本会議を休憩いたします。

午前11時34分休憩

午後１時00分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

13番、室﨑議員の１回目の質疑に対するまちづくり推進課長の答弁中であります。

まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） 質問の趣旨を取り違えまして、大変時間をいただきまし

てありがとうございます。おわび申し上げたいと思います。

いわゆる現状分析に基づいてこの基本構想のまちづくりの基本的方向、これを定めるに当

たって、どういう分析に基づいてその方向性を定めたのかと、こういうようなご質問という

ふうにお伺いをいたしました。それでたくさんの項目がございますので、４例ほどご紹介申
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し上げまして、その考え方をお示しさせていただきたい、このように思います。

ご質問の中にありました水産業等々の産業分野の関係でまず申し上げたいと思います。若

干時間をいただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。

基本構想の23ページ、こちらのほうには、第２節の中に産業にかかわる部分という形で触

れてございます。これを例としてお話をさせていただきたいと思います。

まず、水産業の関係でございますけれども、水産業につきましては、平成９年度では84億

4,200万円という水揚げがございました （発言する者あり）一つの考え方ということで例示。

ということでございますので、よろしくお願いします。それが19年には64億1,400万円という

ことで、この10年間で約20億円の減額というような状況になってございます。それから、漁

業経営体につきましても、正組合員、漁協の組合員の数で申しますと、平成10年では616人い

、 。たものが20年には530人まで経営体が減少している こういうような現状をとらえております

一方、近年の原油価格の高騰、漁業経費がかさむ一方で、消費者の魚離れというようなもの

がございます。また、輸入品との価格競争ということで、魚価も低迷している。こういうよ

うな現状を踏まえまして、やはりこういうような現状からまた就業者の減少、それから経営

体の高齢化というようなものがございます。これらはやはり地域経済に大きな影響をもたら

しているという認識に立ってございます。

その上で、この基本的方向という部分につきましては、今後はやはり漁業資源の管理、安

、 、 。定的な増養殖事業の推進 それから海域の環境保全 こういったものに努めることが必要だ

また、安定的な漁業経営が行えるように経営改善に努めるということも必要だ。さらには、

安全で安心な水産物、これが消費者に求められております。これを供給するための衛生管理

の高度化、あるいは漁協や流通の加工施設におきます環境整備、こういったようなことが必

要になってくる。これらをやはり上げるということが必要だということで、これを基本的な

方向というふうにとらえて、ここに掲げさせていただいているという内容になってございま

す。

一方、もう一つの基幹産業の大きな柱であります農業の関係でございますけれども、こち

らについても、生産者の高齢化と後継者不足、こういった部分がございます。厚岸町の乳牛

の飼養農家でございますけれども 平成16年に121戸あったものが 年々減少いたしまして 20、 、 、

年には108戸まで減少している。その反面で、生産コストの低減と労働力の省力化を図るため

に、経営規模の拡大、それから施設整備が行われ、大規模化が進んできているという状況に

ございます。このため、生乳の生産量と戸数が大幅に減少している中でも、20年、６万9,400

トン、ほぼ10年前と同量の量を確保しているという状況でございます。

しかし、やはり水産業と同様に消費者の食品に対する安全・安心、環境問題に対する関心

の高まりを受けまして、環境と調和して安全で良質な農畜産物の生産というものが重要にな

っているという認識でございます。

このため、生産性の高い農業経営を目指し、計画的な生産基盤整備を進める。それから、

農村地域における快適性、安全性の確保に向けた道路網の整備であるとか、あるいは後継者

や担い手の育成支援、また、環境や生態系に配慮した農村環境づくり、こういったものに向

けて環境負荷低減対策に努めていくという基本的な方向性、これで取り組むことが重要だと

いうような押さえ方で掲げさせていただいております。

もう一方、産業の関係で商工業の関係で申し上げたいと思います。



- 95 -

これも商工業の関係につきましては、人口減少イコール消費者の減少ということでござい

ます。また、大型店の町内進出、それから町外での大型ショッピングセンターにも関連して

まいりますけれども、消費者ニーズの変化もございまして、個人商店経営というのが厳しく

て、平成９年には268軒の商店があったわけでございますけれども、これが平成19年には225

軒まで減少しているということでございます。このような状況の中で、後継もままならず、

廃業による中心市街地の空洞化という部分は、これに結びついているという状況でございま

す。

また、製造業についても、本町の場合は水産加工業が主でございますけれども、輸入品と

の競争、長引く経済低迷によりやはり厳しい経営を強いられているということでございます

し、また、建設業についても、公共投資の縮減による影響を大きく受けている現状にあると

いうことの押さえでおります。

こうしたことから、やはり高齢社会や消費者ニーズに沿った商業活動を行っていくための

意識改革が必要というふうにとらえておりますし、そのためのリーダーの育成、また、商店

を利用しやすいように、商店街の身近に住居があるというような中心市街地における環境づ

くりを目指す必要があるというふうにとらえております。

また、製造業のほうでございますけれども、製品の付加価値を高めるための新技術の導入

である。あるいは製品開発に結びつけることを促進していくような施策展開を進める必要が

あるという認識でございます。

また、企業活動における新しい分野への進出、新産業への育成へ向かうということがこれ

からのまちづくりには必要だと。これを基本的な方向としてとらえさせていただいていると

いうことでございます。

もう１例申し上げたいと思います。実は福祉施策の関係でございます。この基本構想の中

、 、 、のページで言いますと 25ページの数字の５番目 子育て支援の関係でございますけれども

これは今回の中で新たに設けさせていただいておりますけれども（発言する者あり）これで

終わりますけども、よろしいでしょうか （ 続けてください」の声あり）。「

この子育て支援、新たに設けさせていただいておりますけれども、昨日の一般質問の中に

、 。 、もございましたけれども 厚岸町においても少子化が進行してございます 女性の社会進出

それから核家族化に伴って、子育てには多様な支援が求められているというようなニーズ、

これは高いものがあるという現状認識のもとで、これからのまちづくりに取り組むべき重要

なものというふうに位置づけました。その基本的な方向といたしましては、やはり安心して

子供を産み育てることができる環境を目指すということを挙げておりますし、また、幼児期

の育成の大切さから、家庭、地域、または保育所と幼稚園、こういった部分が連携して、そ

の育成環境の充実を図るということが方向性としては大事だということで、これを基本的な

方向性として位置づけられている。

このように分析をそれぞれいたしまして、それぞれの基本的な方向性というような部分を

表させていただいているということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 一部ちょっと次のところに書いている話にも入ったので、申しわけないとは思う
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んですが、そのように一つ一つの大きな問題を分析して、そして、それにこういう対策が必

要だということでできてきているんだということがわかりました。

、 、 。それで町長 あれなんですがね そういうことがここには書かれていないんですよね

直接的に、この構想の中にね。それで先ほど、14番議員もおっしゃっていたように、こ

れからこれを読むのは、読んでほしいのは、一般町民なんですよね。つくった人、それ

から、こういう説明を聞いた私たちは多少わかりますが、つくった人は一番よくわかり

ますが、全く文字づらしか見ない一般町民にもわかるようにするためには、これをまた

町民向けに発表するときに、このような作業を行って、こういう問題を抽出したからこ

うなっているんだというあたりを何か注釈をつけるとか、そういうようなことをやって

いただくと非常に立体的に浮かんでくるんでないかと、そのように思いましたので、こ

れはよろしくお願いしたいと。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えをさせていただきます。

具体的な基本計画、行動計画につきましては、議員の皆さん方にお配りのとおりでありま

す。先ほど、簡単に担当課長からお話ししましたが、町民向けの総合計画、これを十分今の

ご意見を踏まえながら、わかりやすく、当然、あっけし広報にも掲示をする予定にしており

ますので、そのように考えていきたいと思っておりますので、ご理解いただきたいと存じま

す。

●議長（南谷議員） よろしいですか。

他にございませんか。

（な し）

（ ） 、 、 、 、 。●議長 南谷議員 なければ ２ 基本構想 第１章 めざすまちの姿の質疑を終わります

次に、第２章、施策の大綱のうち、第１節、自然と調和を大切にした快適で安全なまちづ

くり、これは説明資料の総合計画、行動計画案の１ページから36ページに詳細に記載されて

おります。

それでは、第２章、第１節の質疑を行います。

13番、室﨑議員。

●室﨑議員 第１節は非常にボリュームがあるので、わからないところが幾つか出てきていま

すので、お聞かせをいただきたい。

まず、第１節の２、沿岸・流域管理という言葉がぽんと出てきます。これ、何なんでしょ

うか。沿岸・流域管理というような概念というものは、一般的なものなんでしょうか。ある

いは、学会だとか、そういうような専門家の間では当然の概念として使われているんでしょ

うか。私もちょっとネットやいろんなものを使って見たんですが、沿岸や流域や森林の管理

がどうのこうのというようなばらばらになっては出てくるんだけど、沿岸・流域管理として



- 97 -

この下に注釈がついているような概念というのはどこでも見つけれないんですよね。これ、

何を根拠にしてこういうような言葉を使っているのか、お聞かせいただきたい。

それと、ちょっと危惧を感じるのは、これは外に向かって出すものですから、職員の間で

は当然の常識になっていても、第三者がわからなければ意味ないんですよ。それで、この沿

岸・流域管理というのが厚岸町の環境保全というふうに直したときに、違うのか、違わない

のか。

それから、沿岸・流域管理として米印１としていろいろ書いているんですが、３の水質保

全・大気汚染云々とか、４の自然環境の保全・利用とかというものは、沿岸・流域管理には

含まれないのか。どうもいろいろ考えれば考えるほどわからなくなってくる。これについて

説明をしてください。

それから、次に３なんですが、ここで、公害の発生を防止すると。公害という言葉を使っ

。 、 。 、ているんです 今 ほとんどこの言葉は使われておりません これは1970年代といいますか

高度成長期に企業によっていろいろな問題が引き起こされたんですが、通常の不法行為は特

定人の利益を損害するという場合が多いわけですけども、そうじゃなくて、地域やその関連

するところ大多数の人に、一様にその利益を侵害するというような私対私でなくて、私対公

というような形になるので、公害という言葉が出てきたわけですね。ですから、基本的にこ

れは企業や私人や、場合によっては行政もありますが、そういうところの行為によって広範

な災害を起こしてしまうようなものというような部分が中心になっている概念なんですよ。

今は、環境問題という言葉に大体置きかえられています。これに対しては、一部の人から

公害という言葉をやめて環境問題にしたのは、公害に対する企業や行政の責任を回避するた

めに言葉を変えたんだというようなことまで言う人がいます。ということは、ひっくり返し

て言うと、この公害という言葉には企業や行政の責任を厳しく追及するという意味が含まれ

ているわけですよ。ここは、そういうメッセージを強く打ち出しているんだというふうに理

解してよろしいんですね。

それから、４番目として国定公園の問題がこの基本構想の中に明記されておりますので、

これは行動経過は５年ですけども、少なくとも５年ぐらいの間にはきちんと解決してしまい

たいんだという明確な意思を表現したものだというふうに理解してよろしいかと思いますの

で、その点もお答えをいただきたい。

それから、さっきの話を蒸し返すようで悪いんですが、３層構造の話が出ました。そのと

きは私も３回しかないから言わなかったんだけど、私なりの理解は、総合計画、個別計画、

事務・事業と書いているこれも３層構造になっているわけですよ。だから、結局、ここの総

合計画というのは、無意識に基本構想を考えているんじゃないのかと。そして、個別計画と

いうのは、ここでいう行動計画のそれぞれの分野で特化したものを考えているんじゃないの

か。それで事務・事業というのは、実施計画のところにも事務・事業と書いているわけです

から、いわば右から見たか、左から見たかの話でないのかと。それを今の楕円のところに総

合計画とそこのところにこだわってしまうと、実施計画の下に個別計画が来るんですかとい

うような妙な話になってしまうんじゃないかなと昼休み中にちょっと思っておりましたが、

見ていると、そうとも言えないのかなという記述があるんですよ。

少なくともこの基本構想というのは、厚岸町のすべての施策の大もとになるものだという

ことは基本中の基本だと。これは４ページに、総合計画はまちづくりの計画として最も上位
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に位置づけられる計画であると明記していますよね。ところが、21ページの９、10、ここに

は、厚岸町住宅マスタープランに基づきと書いているんです。そうすると、実は最も根元的

であった構想は、また何かに基づいてつくっている。

すべての世の中の物質は分子によってできている。いやいや、その分子は原子によってで

きている。原子は素粒子によってできているといったら、このごろはクオークというものが

素粒子を構成している。どんどんどんどん元の元の元のっていっちゃうんですが、似たよう

な話がここに出てくるんですな。そうすると、この基本構想というのは、実は最も上位にあ

るものではないということにも解釈できるんですが、このあたりどうなるんでしょうか。

それから、22ページの15番、ここで情報ネットワークという言葉が出てくるんですが、こ

の情報というのは、どこまでも電子媒体による情報、電子情報とでもいうんですか、そうい

うものを意味すると。それ以外の部分については、この15番には考えていないというふうに

解釈してよろしゅうございますか。

以上、お聞きいたします。

●議長（南谷議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） お答え申し上げたいと思います。

まず、１点目の沿岸・流域管理の関係でありますけども、20ページの下段にも注釈がつい

ておりますが、かいつまんで申し上げますと、厚岸湖、それから厚岸湾、そこに流れ込みま

、 、 、 、 、 、す循環する陸域 例えば山林 それから湿原 草地 排水などが排出されます市街地 河川

これについて、流域なんですけども、これを沿岸・流域といたしまして、生物学的多様性と

沿岸・流域生態系を維持して利用可能な生産物の永続的な生産と人々が健康で文化的な生活

を確保することを目標として、総合的な環境保全策を講じる過程を厚岸町における沿岸・流

域管理というふうに判断をしてございます （ 読んだだけでないか」の声あり）。「

それから、３と４につきまして、２に含めるのかというご質問でありますけども、これに

ついては、３と４は含めず、２が単独の表現というふうに解釈をしてございます。

公害の関係につきましては、大気汚染、それから水質汚濁、土壌汚染、すべて含むものを

公害ととらえ、これらの発生を防止するという考え方でございます。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） まず、４番の国定公園化の関係でございますけれども、

この国定公園化に向けましては、やはり町の考え方といたしましては、これの推進に向けて

取り組んでいくという方向性を表させていただいているということでございます。

それから９番、それから10番の関係でございますけれども、厚岸町住宅マスタープラン、

あるいは厚岸町都市計画マスタープランという言葉を挙げさせていただいております。これ

につきましては、当然、両方のマスタープランでございますけれども、これは総合計画に基

づき、あるいは総合計画を踏まえてつくられている内容のものでございますけれども、ここ

で表現させていただいたのは、こういう住宅施策、あるいは都市計画施策を進める上におい

ては、こういうマスタープラン、これを必ず設けた形の中で、この中で取り組んでいくんだ
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というような方向性、これをあらわすという考え方の中で、これに入れさせていただいたと

いうことで、決して総合計画の上位にあるというような位置づけではございません。そうい

うような考え方の中でここに表現しているということでございますので、ご理解をいただき

たいと思います。

●議長（南谷議員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） 私からは、情報ネットワークについてご説明させていただきます。

15番の情報ネットワークということで、国やというところから、３行目のまたというとこ

ろの区切りでございます。上２段につきましては、いろいろなメディアがあると承知してお

ります。例えば紙ベースであろうと何であろうと、情報化施策については、それぞれの高度

化が図られるということで、まず大くくりがあります。その上で、またというところから、

、 、 、 、光通信ブロードバンド等ということで いわゆるネットワークというのは ラジオ テレビ

コンピューター、それぞれの通信網についての高度化を図っていくという趣旨の内容で、こ

こにはそういう施策を講じるということで、大くくりの中で将来の10年の施策としてここに

記載させていただいているところでございます。

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 沿岸・流域管理と、それから公害の部分なんですけどね、国定公園はよくわかり

ました。聞いていること、何も答えていないんです。注釈は私も読んでいるんですよ。あな

た、それ朗読しただけなんです。答弁じゃなくて、それ、朗読ですよ。

それで、私聞いているのは、厚岸町の環境保全施策というふうに書いたときにどう違うん

ですかと聞いている。厚岸町の環境保全施策を進めますというふうに書いていれば、だれで

も意味がわかりますよ。沿岸・流域管理なんて言っても、だれもわからないんじゃないです

か。こうこうこういうことでございますと書いている中には、水質だとか、そんな話も出て

。 、 、 、くるんですよ だけども 水質は入りませんと言っているんだから 矛盾しているんですね

言っていることは。

、 、 。 、それで 沿岸・流域管理というのをちょっとけさ ネットで見てみましたよ そうしたら

。 。沿岸や流域の管理という意味になるというと５万1,000件出ているんですね 51万9,000件か

。 、 、沿岸・流域管理という特別の概念を持った言葉は出てきません それで やっていましたら

外国語にするとどうなるかというのをグーグルのほうが教えてくれました。これがコースタ

ルウオーターシェッドマネジメントと。こういう言葉があるんだと思ったら、実はこれは

コンピューターのほうが直訳したんですね。今度また、それでもって外国語のほうをや

るというと66万3,000件出てきます。それは、コースタルというのは流域だったり、沿岸

だったりという言葉が入っているのがみんな出てくるんです。要するに、こういう形の

単語としてはないということですね。だから、何を根拠に言っているのかと聞いた。そ

うしたら、あなたは、この注釈読んだだけだ。答えていないじゃないですか。

それから、その沿岸・流域管理ということが、こういう意味と押さえるんだと、もっ

と言うなら、こういう意味にするんだ、おれたちがつくるんだということだろうと思う
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んですけども、そこに書いていることは非常に包括的なんですよ。水の循環する陸域、

それから沿岸、しかも湖、湾、そういうのも全部沿岸流域だと考える。沿岸流域という

。言葉にそういうものを入れていいのかどうかということもちょっと私わかりませんがね

そして、生物学的多様性、あるいは沿岸流域の生態系を維持する。そして、永続的な生

産や、人々が健康で文化的生活を確保することを目標とした総合的な環境保全策だと書

いているんです。総合的な環境保全策なんです。そう言いながら、水質保全や大気汚染

や有害物質に関してはこれと別なんです。総合じゃないでしょう。自然環境の保全も別

なんです。総合じゃないでしょう。ちゃんと答えてください、聞いていることに。それ

がまず、２番の沿岸・流域管理です。

あのね、何か難しい言葉を使って、あいまいな話をしてしまったら、せっかくやろう

としていることが伝わらないんですよ。大変よくないと思う。それは一人や二人の学者

が何か特別な用語を使って論文を書いているかもしれない。でも、それが学会できちん

とみんな、少なくともそういう関係の学会だとかそういうところが納得して共通語にな

って、しかも、それが今度は世間の共通語になってきたとき、初めて使えるんじゃない

ですか。葦の髄から天井を覗いて拾ってきたようなものをこういうところに使うという

のは甚だよくない。私はそういうふうに思います。いかがでしょう。

それから、公害という言葉なんですがね、私は、そこに込められたメッセージを聞い

ているんです。大気汚染、水質保全、土壌汚染などを公害といいますと。それじゃ、そ

れ以外は公害と言わないんですか。騒音公害なんていうのもありますよ、世の中に。ビ

ルの陰でもって大きく日照権が奪われたときに、これを日照公害という言葉を使った人

たちもいました。そこで、公害という言葉は、さっきも言ったように、一つの企業だと

か団体だとかの行動によって多くの人の環境が傷つけられる、そういうようなものにつ

いて公害という言葉を、1970年ぐらいからですかね、使い出したんですよ。だから、こ

の言葉にはそういう要素が入っているんです。その要素を知っていてもちろん使ったん

でしょう。だから、厚岸町は、企業だとか、あるいは私人だとか行政だとかの行為によ

って環境保全に傷がつくようなことが起きたときには、断固たる措置をしますよという

メッセージがここに含まれているんでしょうねと聞いたんです。ここの文章を読んでく

れなんて頼んだ覚えありません。

それから、そうすると15番の情報ネットワークというのは、単に電子媒体によるもの

だけを考えているわけではないと。

前にホームページの予算のときにも私、これくどく言ったんだけども、50代の中ぐら

いのところに何か一つの断層があるんですよ。私はその断層の向こう側にいます。だか

ら、メールなんていってもおぼつきません。うまく使えません。ある程度の年齢以下の

人は自由自在に操ります。そのときに便利なものだからといって、情報ネットワーク、

あるいは町の出す情報がそういうものにばかりどんどん頼っていると、そこから阻害さ

れた人たちは、まさに情報過疎の中にほうり込まれるというあたりがちょっと心配だっ

たものだから聞いているんだけど、そういう点についてはきちんと考えているんだとい

うふうに理解していいんですね。

ただ、またというところからを見るというと、何かデジタルなんとかとか、そんなこ

とばかり書いているから、そういうことに危惧を持ったという点で、もう一度ちょっと
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そこの説明をしておいてください。

●議長（南谷議員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） 先に私のほうからご答弁させていただきます。

議員ご指摘のとおり、情報化には多種多様なメディアがございます。先ほど指摘されたお

年寄りの方等々で、これからどんどんどんどん高度化する情報化に対応するためには、単に

、 、 、電子媒体を活用した情報化ネットワークだけでは対応し切れない部分 それから ある意味

紙ベース、そういうもので残していかなければならないもの、これも情報化の中に入ると私

どもは考えております。

そういう意味で、２行でくくってはございますが、情報化にはそういう総体的なものも含

んだという考え方のもとにそういうことも考えて、紙ベースであっても高度化をしていくん

だということの行間を読み取っていただければと、このように考えますので、ご理解賜りた

いと存じます。

●議長（南谷議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 私のほうからは、沿岸管理につきまして、厚岸町としての考え

方についてもう一度ご答弁を申し上げたいと思います。

、 、 、 、この沿岸管理という考え方につきましては 厚岸町は地理的に森林 それから湿原 河川

それから湖、湾、そういうふうに連なる水循環を基本といたしまして、生物多様性と沿岸流

域生態系の連鎖の中に位置づけられる自然産業であります酪農と漁業が基幹産業の町でござ

います。この陸域を含めた一体的な水循環域を沿岸、それから流域と位置づけまして、その

保全対策を厚岸町における沿岸、それから流域管理ということといたしまして、上流の市町

村を含めた地域あるいは団体など、それらと協働いたしまして保全対策に取り組む、こうい

う考え方での沿岸管理という内容でございます。

それから、公害の関係につきましては、ちょっと時間をいただきたいと思います。

●議長（南谷議員） 本会議を休憩いたします。

午後１時36分休憩

午後１時50分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 大変時間を費やして申しわけございません。先ほどのご質問に

再度お答えを申し上げたいと思います。

この沿岸管理という表現でありますけども、実はこの表現につきましては、厚岸町独自の
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表現ということでございます。平成19年２月に環境審議会が行われまして、その際、環境基

本計画の策定の際に、当時の北大教授が環境審議会の中で、水管理を一体的にとらえたもの

、 。 、ということの中で 沿岸・流域管理という考え方を示したということでございます これは

先ほど申し上げたとおり、厚岸町独自の考えという内容であります。

詳細の内容につきましては、先ほど申し上げましたとおり、厚岸町は地理的に森林、それ

から湿原、河川、それから湖、湾と、これら連なります水環境を基本とした生物多様性と沿

岸流域生態系の連鎖の中に位置づけられる自然産業であると。その中で酪農と農業が基幹産

業でありますということで、この陸域を含めた一体的な水環境流域を沿岸・流域というふう

に位置づけまして、その保全対策を厚岸町における沿岸・流域管理として、上流の他市町村

を含めた地域や団体などと協働して保全対策に取り組むという内容でございますので、ご理

解をいただきたいと存じます。

それから、もう１点、公害の関係でありますけども、普通、公害につきましては、室

﨑議員がおっしゃるとおりの内容であります。しかしながら、今回、この表現を使いました

のは、国あるいは北海道でもまだ公害という表現をしているという内容でありますし、現在

も厚岸町とそれからゴルフ場の関係で公害防止協定に基づいて対応していると、そういった

施策もございます。ということで、公害という表現にしたという内容でございます。

それから、メッセージ性の関係につきましても、法に基づく規制もあるので、議員おっし

ゃるとおり、メッセージ性もあるという内容でございますので、ご理解をいただきたいと存

じます。

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 沿岸・流域管理については、わかりましたとは言えないんですけどね、どうも概

念がはっきりしない。厚岸町の独自の用語であるというなら、余計、概念をはっきりさせな

きゃならないんだけど、ちょっとどうもはっきりしないところがある。

ただ、ちょっと今気になったのは、ここの臨海実験所の所長だった向井教授がこの用語を

提唱したというふうに聞こえたんですが、そうですか。水循環の体系を一体的に考えなけれ

ばならないというのがあの人の研究テーマであるとは思うんだけど、沿岸・流域管理という

言葉を提唱したんですね。そのあたりちょっと何かあいまいな言い方だったので、明確にし

ておいてください。相手は学者ですからね。もし違った事実であるとすると大変になります

のでね、そこのところはきちんとお願いいたします。私もそれ、わからないから聞いている

んですよ。

それから、公害というのも、そういう形で、法律用語だし使ったんだというのはわか

りましたし、そういう強いメッセージというかな、厚岸町の毅然としたものを発信して

いきたいということであるというので、よくわかりました。

それから、さっき２回目でちょっと言い損なっちゃったんだけどね、忘れちゃったん

だけど、厚岸町住宅マスタープランに基づき、厚岸町都市計画マスタープランに基づい

たと、基づくという言葉が２つ使われていました。ところが、答弁では、そうじゃない

ですね。言っているのは、マスタープランを設置してということなんだと言っているわ

けでしょう。Ａに基づいてＢはこうなったといったら、ＡはＢの基礎になっているんで
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すよ。マスタープランに基づいて行いますといったら、これよりも上位というか、基礎

になるものがあって、それに基づいて行いますというのが日本語じゃないですか。とい

、 、 。 、うふうにお聞きしたら いや そうとらえられちゃ困ると こういうものは大事だから

マスタープランをつくって、それで行うんだとおっしゃったでしょう。そして、そのマ

スタープランは、この基本構想に基づいているんだと。これは言うまでもないことだと

いうふうにおっしゃったでしょう。そうしたら、日本語としては、設置してとか、つく

ってとか、置いてとか、そういう言葉であらわすことになるんじゃないですか。ここに

書いている言葉と答弁とは一致していませんよ。ましてや、ＡはＢに基づいて行われ、

ＢはＡに基づいて行われるといったら、トートロジーですよね。結局、どっちが何が何

だかわからなくなってしまう。これはやっぱりきちんとしてください。

それと、今のくどいようで申しわけないが、沿岸・流域管理とか、そういうだれも使

。っていないような言葉はなるべくこういうところでは使わないほうがいいと思うんです

それについてまた千言万句を費やして説明しなきゃならないようなものであるならば、

このわずかな文章の中で伝えたいことが伝わらなくなってしまう。そういう意味でちょ

っと危惧を持ちますね。そういう点でお答えをいただきたい。

●議長（南谷議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 沿岸・流域管理の関係でありますけども、環境審議会の答申の

中でも、この表現が使われているということでございますので、ご理解をいただきたいと存

じます （ それじゃ、答弁になっていない。相手学者だから、はっきりさせないと」の声あ。「

り）

向井教授から、この沿岸・流域管理という表現を使われてございます。沿岸・流域管理と

いう表現を使っているという内容でございます （ 提唱したんでしょう。向井先生がこうし。「

なさいとはっきり言ったんでしょう。ということですよね。受け取らせてもらいますよ。事

実関係だから。白か黒かだけだから。間違いないんだね」の声あり）ええ （ いや、それな。「

らそれでいいんだ」の声あり）

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） マスタープランの関係でございますけれども、ここに設

けた趣旨というのは、先ほど申したとおりでございまして、表現上の関係になりますけれど

も、ここでいう住宅施策を進める上では、このマスタープランに基づいた施策をしていくん

だということを明らかにすると。ということは、マスタープランをきちっと設けたと。定め

た中で行っていくんだと、こういうような解釈の中でここにうたい上げたということでござ

いまして、その点、ご理解をいただきたいなというふうに思うんですけども （ 日本語にな。「

っていないだろう」の声あり）

●議長（南谷議員） 本会議を休憩いたします。
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午後２時00分休憩

午後２時04分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） 紛らわしいということもあるんでしょうけども、考え方

、 、 、といたしましては 先ほどから申しましたとおり あくまでもこの施策を進めていく上では

この住宅マスタープランというものを設けて、これに基づいた施策を行っていきますよとい

う部分をここであらわしております。

実は、ここだけではなく、後のほうにもいろんなプランを、そういうようなプランに基づ

いた施策を行っていくというような表現をしている部分がございますけれども、特に、この

基本構想、これを進めていくという上では、そういうプランを設けるということを必須とし

て行っていくという方向性をあらわすために、こういう固有のプラン名を載せているという

部分がございますので、その点でご理解をいただければなと、このように思っております。

●議長（南谷議員） 他に。

１番、音喜多議員。

●音喜多議員 同じことを繰り返すわけじゃないんですが、私も沿岸・流域管理というのを見

たときに、下に注釈がついていて、ああ、厚岸町はこういう解釈をするんだなというふうに

自分なりに理解したわけです。

今から20年前に、森林管理流域という、森林の管理については森林管理流域という言い方

がされていたわけです。ですから、頭に森林であるか、沿岸であるか、そういう考え方から

すると、厚岸町は独自にこういう言葉をつくったんだなと、この注釈を含めてですね、沿岸

・ということ。流域管理というのは、今さら新しいわけではなくて、以前からそれぞれつい

ていたというか、つけていたというか、早くわかったのは、私も20年前からは森林流域管理

という表現の仕方で重々承知はしていたんです。

その沿岸・流域管理というのが問題ではなくて、私が言いたいのは、この言葉をそのまま

使っていくとするならば、厚岸町は１本の線というか、１つの川、今言われていたように、

線でもって、川でもってつながっているわけですね、太平洋まで。そのことからいくと、い

わゆる、ここにも書いていますが、保全対策を上流の他町村を含めたという、当然、厚岸町

はこういうことだから、このことでは力を入れてやっていくんですよということを強くアピ

ールしなきゃいけないんだけれども、他の町では、この沿岸・流域管理と言ってもわからな

いだろうと、私は思うんであります。

そういう意味では、もうちょっとというか、どういうアピールの仕方を強く打ち出そ

うとしているのか。その辺をやはりちょっと懸念するところというか、このまま使って

、 、 、 、も 自分たちは理解しても 他の町村ではというか 懸念するのは川の上流部に当たる

例えば標茶とか、別海とか、ほかの市町村にまたがるようなところに、自分のところで
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これでよしとしてそういう提案の仕方、提案というか、それを強く出していっても、理

解というか、二度手間になってしまうのではないのかという観点から、この沿岸・流域

管理というのは、ほかに市町村というか、ほかに与えるというか、そういう点ではどの

ように理解してこのような表記の仕方というか、出し方にしたのかと。

厚岸町が考えていることは重々わかります。１本の川というか、線でつながっている

途中であり、森林であり、湿原であり、湖沼であり、そして太平洋に注ぐまでのそのこ

とについての、それを大事にしていかなきゃいけないということはわかるんですが、こ

れがほかの町にこういう表現の仕方でわかるだろうかというふうに私はちょっと思うも

のですから、その点は提案するほうとしてはどのように考えていらっしゃるんでしょう

か。

●議長（南谷議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） ただいまのご質問でありますけども、厚岸町を事務局といたし

ます、ホマカイ川の流域保全協議会という組織がございます。これには、地元の厚岸町と、

それから標茶町を含めて、農協を含めた中で、そういった組織がございます。ですから、そ

ういったことで、昔からホマカイ川流域で、水源の関係でそういった団体をつくって、河川

の保全、それから河畔林に造成ということもやっておりますし、そういった関係では、この

上流の他町村を含めた流域、あるいは団体という表現にしたわけであります。

それから、ホマカイ川という河川、そういった流域につながってございますので、厚岸町

に注ぎ込んでいるホマカイ川の流域を含めた中で、関連する市町村とも調整しながら進めて

いきたいと、そういった趣旨で今回このような形の沿岸・流域管理という表現を使わせてい

ただいたと。もちろん向井教授の、先ほど答弁いたしましたけども、そういった表現を使っ

たということもございますけども、関連市町村とも調整しながら進めていきたいという、そ

、 。ういった趣旨を込めているという内容でございますので ご理解をいただきたいと存じます

●議長（南谷議員） １番、音喜多議員。

●音喜多議員 厚岸町は、やろうというか、大事にして、それをどう持っていくかという意図

は重々わかるんです。ですから、だめだと言っていることではないですし、これは大いに、

こういう考え方に徹してやっていくべきだというのは、私はそう思ってはいるんです。

ただ、ホマカイ川という、そういう地域をきちっとした形で言う分については理解できる

と思うんですね。ですけども、沿岸・流域管理、あれ、何だべと。そういう沿岸といえば、

、 、 、 、海岸縁を沿岸とよく それこそ湖とか あるいは海との境を沿岸と こう言いますけれども

そういう意味では、本当にほかの市町村というか、ほかの市町村のみでなくて、一般人とし

て、その沿岸・流域管理ということの理解度というものをどうやってこれから進めていくの

。 、 、かなというふうにちょっと疑問に思ったものですから 考え方というか 進め方というのは

私は否定しませんし、大いにやっていって。ただ、今何回もくどいように言いますけども、

この理解度というのをどうやってアピールというか、強烈に前面に出していくのかなという

ふうなことをちょっと私なりにも疑問に思ったものですから、その辺、しっかり考えてやっ
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ていただきたいということです。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からお答えをさせていただきます。

平成19年に制定されました厚岸町の環境基本条例、すなわち厚岸町豊かな環境を守り育て

る基本計画というものが既にできているわけであります。その中にも、今ご指摘されたとお

り、上流部、すなわち標茶町を含めて、協働で沿岸・流域管理、そして上流の他町村を含め

た地域や団体と協働して保全対策に取り組むんだという表現をいたしておりますので、今ご

指摘のように、さらに努力をしてまいりたいというふうに考えていますので、ご理解をいた

だきたいと存じます。

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 自然環境の保全についてお尋ねしたいんですけど、行動計画のほうにある内容で

お伺いをいたします。

自然環境の保全という項があります。それで(1)(2)というふうにあるんですけど、(2)の③

に、やちっこクラブの活動の支援に努めますとなっているんですね。ほかのほうもずっとい

ろんなのを見てきているんですけれども、なかなか特定の団体等がこうやって名前を挙げら

れているのはそうないような気がするんですよ。消費者協会だとかそういうのはありますけ

ど。例えば、目に見える活動をやられている団体もあるし、あるいはこぢんまりとやってい

る団体、それから、町の一部の担当が行っている事業と一体となってやっている事業、この

ものに対して、取り上げたり取り上げなかったりするというのは、そういうのはどういうふ

うになるのかなと。

特に、子供たちの活動というのは、ある意味重要なものがあると思うんですね。私たちの

活動はこうやって認められているけれども、片方では認めてもらえないというようなことに

なっていったのでは、私はまずいんではないのかなというふうに、この活動が悪いというこ

とを私は言っているわけではないんですね。その扱い方がこういう冊子になったものに取り

、 、上げられることになると もっと別な立場で一生懸命頑張っている子供たちがいるとすると

それにはちょっとどうするのか。

ですから、例えば、等とか、などだとかという言葉がつくんであれば、また別でしょうけ

れど、この団体だけの活動に支援を進めるということになると、やはり私は、この活動自体

がさらに、水鳥観察館がこのクラブの支援だけをやればいいのかと。違う活動をもっと違う

立場でやる人が水鳥観察館と一緒にやりませんかといったときには、そのときはどうするん

、だということになりかねない記述の仕方ではないのかなというふうに考えるんですけれども

いかがなものでしょうか。

それから、さっきから出ている沿岸・流域、申しわけないんですけど、この位置づけなん

ですけど、向井先生の理論なんでしょうか。それとも、そういう考え方を行政が推し進める

表題としてふさわしい言葉だというふうに向井先生が提示、何で提示したのかさっき一応言

われたんですけども、正確に覚えていないんですけど、厚岸の計画のどこかにそれを盛り込
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むように提示され、それを計画の中で取り入れて、何かを厚岸でつくってあるんですか。そ

の辺をどういうふうに理解をすればいいのかなということなんですけど。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えをさせていただきます。私からは、沿岸・流域管理という表現の

ことについてお話ししたいと思います。

先ほど音喜多議員にも説明いたしましたが、厚岸町で平成19年に制定をいたしました

厚岸町豊かな環境を守り育てる基本計画、これは10カ年計画でございますが、ございま

す。その中に、既に表現されておるんです。そういう点でご理解いただきたいと存じま

す。

●議長（南谷議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） やちっこクラブの関係でありますけども、注釈にも記載してご

ざいますけども、水鳥観察館が主催するクラブでありまして、町が主催するクラブでもござ

います。民間の他の団体、その他民間のクラブ等にも、どの団体にも属していないというク

ラブでございますので、ご理解をいただきたいと存じます （ そんなこと聞いていないよ」。「

の声あり）

●議長（南谷議員） 本会議を休憩いたします。

午後２時23分休憩

午後２時31分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

環境政策課長。

（ ） 、 。●環境政策課長 大崎課長 再度 やちっこクラブの関係でご答弁申し上げたいと思います

先ほども申し上げましたが、このやちっこクラブというのは、注釈に記載のとおり、水鳥

、 、 。観察館が主催するクラブでありまして 町が設立して 町が主催しているクラブであります

民間のクラブ、あるいは団体にも属していない組織でございます。

この組織の立ち上げに当たりましては、なかなか民間の団体が立ち上がらなかったという

ことでございまして、現在は、この組織がことし立ち上がったということでございます。ま

だ、ことし立ち上げたばかりでございますので、今後のその支援云々の表現を使ったという

ことでありますけども、今後については、今立ち上げたばかりでありますので、独自の活動

を展開していけるように、町として、この団体が軌道に乗るまで支援をしていくということ

でございまして、この支援という言葉を使った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。



- 108 -

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 活動自体、私は全く否定するものではありません。そういうことをやって、自然

環境の保全について勉強したり活動したりするということで、非常にいいことだと思うんで

す。ただ、そうすると、今の課長の説明からすると、町のある担当が新たに立ち上げたとこ

ろはこのように名前を載せて、大々的にやるけれども、みずから頑張っている団体、あるい

は個人、いろいろあると思うんですけれども、何十年も続けている団体等もあるわけです。

そうすると、たまたまことし立ち上がって目についたからぽっと、それだけを取り上げると

いうのは、やっぱり、この現状と課題かどこかにこういうことがありましたということを載

せておくんであればまだいいと思いますけれど、促進にこの団体だけの名前が載るというよ

うなことになったんでは、やっぱり私はまずいんではないのかなと。だから、こういう団体

もできて、さらに広げていきましょうというような記述がここに見えればいいんですよ。そ

れが一切見えないんですよ、これには。そういう記述が。

ですから、やっぱりこういう計画は、すべてが整合性を持っていなければならないと思う

んです。子供の活動だから思いっきり取り上げてという、そういう気持ちもわからないでは

ないけれども、やっぱり一定の他の活動しているグループだとかサークルだとか、そういう

ものをせめて評価でき得るような、そして、今後そういう団体も含めて活動を支援していけ

るような内容にしていかなければならないんではないのかなというふうに私は思うんですけ

ど、いかがでしょうか。

●議長（南谷議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） ただいまのご質問でありますけども、今、ほかの民間の団体が

あるのではないかということもおっしゃいましたけども、現在のところ、水鳥観察館の主催

、 、クラブにおきまして そのような団体はやちっこクラブしかないということでございまして

あくまでも町民の活動組織としての位置づけということで今回取り上げたという内容でござ

います。

それから、あくまでも現在立ち上げたばかりということでございますので、現在は独自の

活動をあくまでも展開するまでの間、支援をするという内容でございますので、ご理解をい

ただきたいと存じます。

●議長（南谷議員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 補足をさせていただきたいと思いますが、厚岸町は、１次産業

をベースとして発展してきた町であります。これからも１次産業がベースになっていく

だろうという意味では、自然とのかかわりというものが非常にまちづくりにとって大事

な要素であるというふうに認識をしておりまして、その中で、住民、あるいは住民でな

い方も含めて、自然と触れ合って、そのことによって自然のサイクル、あるいは環境保

全の必要性、これらを体得していただくという取り組みは非常に大事だろうというふう



- 109 -

。 、 、 、に思います その上で そういった取り組みを積極的に活動される組織 あるいは団体

あるいは個人、これについては、そういう理解を深めるような取り組みを、この前段で

うたっておりますとおり、推進するというふうにうたわせていただいております。

ここにうたった団体以外のものを排除するとかという意図でこの団体名を記したわけ

ではなくて、特にここに記載させていただいたのは、そういう自然との触れあいを通じ

てさまざまな学習をしていただこうという組織がなかなか民間組織の中で立ち上がって

こなかったという経過がありまして、それでは教育していただける方にお願いをし、行

、 、政が主導でもって 一定の組織が自主的に活動できるまではきちっと支援していこうと

そういう意味でこういう表現にさせていただいております。決して、ほかの団体、組織

等を排除するという意味合いではないということでご理解をいただきたいと思います。

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

、 、 、●谷口議員 今の副町長の説明でわかるんですけれどもね ただ 一担当の部署で行った事業

一生懸命やってきたのに、水鳥観察館ができて何年たつかちょっと私もわかっていませんけ

ども、もう10何年たつんだと思うんですけど、そうやってやってきて、やっと一つのサーク

ルが立ち上がったということで、それを大いに評価したいということはわかるんですよ。だ

けれども、私として言いたいのは、ただ１団体、こういうものができたから、これを一つの

起爆剤にして次につながるような事業を展開するんですよということを見せるべきではない

のかなということを私は言っているんですよ。何もこの団体を支援したらだめだというので

はなくて、さまざまな団体に結びつくような表現に、せっかくこれ自体、きょうのこれは議

決事項ではありませんけれど、そういうものを含めて考えていただきたいということを私は

言っているんですよね。

それでないと、今さまざまな環境問題をやっていく中で、私、最近わかったんですけど、

ジュースの空き缶のリングプルというんですか、あれを集めることがだめだというのが学校

のほうに通知されたと。白鳥か何かが飲み込んでしまうので。集めたリングプルを、集める

のがだめで、投げたらだめだというのはわかるけれども、集めたらだめだというのが環境問

題なのかなというふうに私は思うんですけど、それは別としても、やっぱりこういう環境問

題に取り組む団体を少しでもふやすような活動を進めていくような方向にするには、少し表

現を考えていただきたいなというお願いなんですが、いかがでしょうか。

●議長（南谷議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 議員おっしゃるとおりだと思います。あくまでも今回の場合に

つきましては、先駆的な団体という考えでございまして、また、今後同じような団体、そう

いった立ち上げ等ございますれば、同じような対応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。

●議長（南谷議員） ２番、堀議員。
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●堀議員 施策の大綱、第１節ですね、自然との調和を大切にした快適で安全なまちづくりと

いうことで、議決案件は基本構想ですけれども、やはりこれに付随する行動計画というもの

がないと、これだけでは当然厚岸町の５年後、10年後という姿というのが見えないわけなん

で、どうしても行動計画のほうにも入った中で将来のまちの姿というものを、私方はできる

だけこの文言から読み取ろうとはするんですけども、わからないものとか、そういうものが

ありますので、何点かお聞きしたいなと思います。そういった中で、いや、これは別なとこ

ろで書いているよとかというのであれば、そのとおりお知らせしてもらいたいと思うんです

けども。

まず、１点目の土地利用なんですけれども、中心市街地もそうですけれども、最近、空地

というものが目立ってきていると。この空地の利活用というものを一体行政はどのように考

えているのか。５年後、10年後、もっともっと空地が増える。また、きのうも一般質問であ

りましたけども、廃屋の撤去という問題ですね。そういうものも行政として一体どのように

なっているのか。このままでいくと、５年後、10年度にはもっともっと空地が増えるだろう

し、もっともっと廃屋も増えていく。それについて全然そういう記述というものが私のほう

ではなかったように思うので、やはり暮らしに豊かさを実感できるまちとまちの将来像をう

たっているわけですから、隣の家が空き地になっているとか、隣の家が廃屋になっていると

かというと、当然その地域で暮らしの豊かさをなかなか実感というものにはおぼつかないん

じゃないのかなということでお聞きしているんですよね。

それとあと、土地利用という中で、何年か前から不動産情報の一元化ですね、情報の提供

などを手がけていくべく検討するというものがあったと思うんですけれども、この総合計画

の中ではそういうものがないといった中で、これについてはどういうふうになっていくのか

なということを教えていただきたいと思います。

また、４番の自然環境の保全と利用ですね。先ほど、ほかの議員の方も言っていたんです

けども、道立自然公園の国定公園化ということで文言が載っているんですけども、これでち

ょっと私の勉強不足かもしれないんですけど、道立自然公園と周辺地域のということで載っ

ているんですね。周辺地域というのは、今の道立自然公園以外のどの部分というものを指す

、 。のかというのが ちょっと私も勉強不足なので教えていただきたいなというものがあります

また、行動計画にも、国定公園化の推進という文言が載っているんですけど、具体的な推

進方策というものが載っていないといった中では、どのようにして推進していくのかなとい

うものがあります。

そもそも住民理解のもとといった中で、国定公園化に対して厚岸町の住民の理解というの

がどれだけ得られているのかというのも私は甚だ疑問であります。私の接触する人方という

のは、漁業者の方が多いというものもあるのかもしれませんけども、国定公園なんかもって

のほかだと言う人から、いや、それはちょっとなというような首をかしげる人とかぐらいし

か、私の人脈の少なさもあるのかもしれませんけども、そういう人間としかなかなか国定公

園について話ができていません。そういった中では住民の理解というのが本当に得ているの

か、コンセンサスを得ているのかというものがあります。町長や厚岸町の強い思いというも

のはあるんですけれども。

この問題というのは、道立自然公園が厚岸町だけであればまだいいですけれども、当然、

隣、浜中町と釧路町があるわけですから、総合計画の中でも期限を区切って、いつまでにと
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いう、やはりいつまでもこの問題を引きずって、いつまでもいつまでも継続協議をしていく

んだというようなものじゃなくて、いつまでにしなければならないんだと。それで協議が調

わない場合はやはりあきらめるとかというような、そういう判断というものもの示すべきじ

ゃないのかなと私は思います。

また、６番の水道なんですけども、７番の下水道のほうでもそうなんですけども、水道料

金の見直しについて、住民の負担について水道のほうでは、適正な料金により経営基盤の強

化を図りということでなっているんですけど、当然そうなると、読み取るのは料金の見直し

になるんですけども、負担が増える、負担が減るでどちらでもいいんですけども、やはり町

民に対して負担を示すようなものというのは、しっかりとスケジュールをあらわすべきじゃ

ないのかなと。水道事業の健全経営で漏水調査などということで10年間ずっと長いスパンを

とっているだけで、いつまでに料金改定をするのかとか、そういうものが全然示されていな

い。町民にしてみたら、この10年間の中のいつになったらばなるのかというものが甚だ不安

になるという、いつになるのかわからない。その間にも水道事業会計もそうですけども、下

水道もそうですけども、どんどんどんどん赤字というものが増えていってしまうと。そうい

うような懸念というものも町民、私も含めて町民はやっぱり思うんじゃないのかなというこ

とで、そういった中ではスケジュールというものを示すべきだと私は思います。

７番の下水道ですね。基本計画の中で、市街地における浸水対策を進めというものがあり

ます。下水道事業は市街地の分というのはもう完了してしまうのかなというふうに思うんで

すけども、事業完了後でも、この浸水対策というのは下水道事業という別なメニューみたい

な感じでもやることが可能なのかということをお聞きしたいなと思います。

その一番最後のくだりには、健全な経営に努めますと。昨年度決算でも、一般会計のほう

、 、から特別会計のほうに２億2,000万円ほど繰り出しをしていますので つまり２億2,000万円

下水道会計自体では赤字だというような中では、その負担のあり方というものはやはりしっ

かりと見直すべきじゃないのかなと思います。

前段、先のほうでは、すべての町民がということで、今の下水道区域以外のところにも合

併浄化槽や個別集落排水や何かによって事業をしようというようなくだりというものがあり

ます。それは行動計画のほうにもあるんですけども、今現在でもこれだけ赤字の一般会計か

ら繰り出さなければならないものに対して、なおかつ、事業区域を広げ、赤字をもっともっ

と増やすというふうになるんじゃないのかなと私は思うんですよ。広げることによって黒字

化が図られるというんであれば、それはそれでいいんですけども、私はそうは思わない。今

の下水道事業会計の料金体系を見ても、負担金のあり方にしても、やはりそういった中では

もっともっと赤字が増えて、もっともっと将来負担というものが増えていってしまうんじゃ

ないか、そういうふうに思うんですよね。

やはりそこら辺は、まずは料金のほうの負担のあり方というものをやってから、新しい他

、地域のほうの下水道事業の拡大というものを図るべきじゃないのかなというふうに思うので

そこら辺についてお答えをしていただきたいと思います。

また、８番の道路・公共交通の中では、行動計画の中では来年度から２カ年で町道の整備

基本計画をつくることとなっております。この中で今後の道路整備というものがわかるよう

になっていくのかなと思うんですね。

先ほど来からいろんな話でもあるんですけども、この総合計画が最上位なんですから、来
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年度からとりかかろうというんであれば、今の段階から示せるものであれば示していただき

たいなと私は思うんですよね。当然、道路、街路も含んでの計画になるのかということをお

知らせいただきたいと思います。

９番の住宅についてなんですけども、町営住宅のほうというのは置いておきまして、一般

住宅の住宅施策というものをどのように考えているのかといったときに、これは防災とも絡

むんですけれども、将来的な海面の上昇というのが見込まれる、50年、100年スパンで１メー

ターとか何ぼとかというような、上がるというふうに予測する学者という者もおります。今

の町内の土地利用というか、土地、低い港町とかが50センチ上がったときに、どのようにな

るのかという懸念というものが町民のほうにはあります。

それで住宅と何関係あるんだという話なんですけども、例えば、建築指導の中で、今の基

礎高、それを建築確認申請が上がってきて建築指導する際に、一般住宅の基礎高を通常より

も50センチ高くつくるような指導というものをしていくんだと。まずは民のほう。行政が護

岸や何かをかさ上げしてやるというのはまた別ですけれども、民のほうでもやはりそういう

対策というものを低い地域においてはやっていく、そういう指導もしていくというものも住

宅施策の中では必要じゃないのかなと。防災のほうにも絡むということで、そういうことで

言わせていただきます。

あと消防・防災という中なんですけれども、従来の厚岸町の防災といった中で、被害

をいかに受けないようにするかというものに力点を置いていたと思います。各種防災施

設というものは、それを念頭に置いて整備されてきたわけですから。

ただ、どんなに想定して、どんなに防災設備をつくっても、それ以上の災害というも

のは起こり得るわけです。例えば、５メーターの津波を想定して、５メーターの防潮堤

をつくりました。じゃ、どこかで７メーターの津波が来たから、今度は７メーター以上

の防潮堤にしなければならないとか、そうやってやってしまうと、いつまでたっても防

災の設備というのは無尽蔵に大きくなっていってしまう。これは国もそうですし、町村

の財政負担というものができるわけじゃない。

これから何が必要かといった中では、いかに被災から早く復旧するかといったものの

。 、 、視点が必要じゃないのかなと そういった中では 特にライフラインの複線化というか

リカバリーですね。そういうものをしっかりと考えていく。水道のほうとかには応急給

水の確保というものがあるんですけれども、そういう観点というのは防災のほうでしっ

かりと見なければならない。これはむしろ、応急給水の確保というのは水道事業会計と

かがやるものじゃなくて、これは一般会計のほうでやるべきだと。防災という意識の中

でやるべきだというものの位置づけをやはりしていくべきだというふうに思います。そ

れについてどうでしょうか。

以上です。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からは、４番の自然環境の保全・利用についてのうち、国定公園化に

つきましての答弁をさせていただきます。

現在、厚岸道立自然公園となっているわけであります。その構成町につきましては３町で
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ございます。浜中町、釧路町、厚岸町でございます。

この道立自然公園を国定公園化にすべきであるということで、昭和59年から現在まで、期

成会を結成し、運動を展開いたしておるわけであります。その中で、釧路町、浜中町は、国

定化については町民挙げて合意をいただいております。厚岸町といたしましては、漁業者側

のほうから、将来、漁業の経営に支障を来すのではなかろうかと、規制等を含めてですね。

、 、 、 、そういう議論がございまして 私といたしましては やはり国定化については 町民挙げて

３町挙げて実現すべきものであるという認識に立っておるところでございます。

そこで、漁業協同組合と厚岸町で国定化に向けての協議会を設置いたし、鋭意、国定化に

向けての努力をさせていただいております。その原点は、漁業協同組合としては、国定公園

化に反対するものではないという考えのもとで協議をいただいておるわけであります。その

結果、厚岸湖を特別地域から普通地域にしていただきたいという行政と漁業協同組合で共通

認識を持ったところであります。それに基づいて、今、北海道にこの解決方法として要望を

いたしておるところでございます。

そこで、周辺地域といいますのは、国定公園化になりますと、別寒辺牛湿原もその区域に

入る予定になっております。これは、厚岸町と隣の標茶町まで含むわけでございます。

そういうことで、浜中町、釧路町、そして厚岸町、さらには標茶町ということが予想され

るわけでありますので、周辺地域という表現になっておりますことをご理解いただきたいと

存じます。

●議長（南谷議員） 本会議を休憩いたします。再開を３時半といたします。

午後３時00分休憩

午後３時30分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

２番堀議員の１回目の質疑に対する答弁を行います。

まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） 私のほうからは、土地利用の関係についてお答え申し上

げたいと思いますが、まず、冒頭に先立ちまして、この総合計画の位置づけ、内容について

ちょっと触れさせていただきたいと思います。

もう既にこれまでにもるるご説明等を申し上げてきているところでございますが、この総

、 、合計画といいますのは これからの将来に向かってのまちづくりの基本的な理念であるとか

その基本的な方向性を示す内容のものでございます。

、 。したがいまして 包括的な方向性という形の中であらわしているということでございます

内容によりましてはいろいろな個別のもの、これを挙げていきますと、逆に硬直化してしま

うというようなことでもございます。やはり環境に即応しながら、社会情勢等に柔軟に対応

していくというようなことも必要になってきております。そういう意味で、まちづくりの方

向性という部分を基本的なものとしてとらえていると。それを掲げているものだということ
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をご理解いただきたいと思います。

その上で、先ほどありました土地利用、いわゆる空地の利活用という部分でございますけ

れども、これはやはり施策の上において必要なものというふうにとらえさせていただいてお

ります。基本構想の20ページの土地利用の中におきましても、地域の実情に応じた自然的土

地利用と都市的土地利用における計画的な土地利用の誘導に努めます、非常にマクロな言い

方でございますけれども、そういった表現でさせていただいておりますし、一方、行動計画

の関係でございます。土地利用の関係に触れております３ページでございますけれども、１

の計画的な土地利用の推進、ここで②の中に、にぎわいのある中心市街地づくりやまちなか

居住に向け、空き地の効果的な利活用の検討と促進に努めます、こういうような表現をさせ

ていただいております。先ほど言われました内容等につきましては、私ども、ここに包括さ

れるものだというふうにとらえさせていただいておりますので、その点、ご理解をいただき

たいというふうに思います。

おっしゃっておりました不動産のいわゆる情報提供だとか、こういったような部分につき

ましても、不動産事業者との関係、こういったようなもろもろの検討すべきものがたくさん

ございます。これらにつきましては、今後、基本構想、それから行動計画、こういったよう

な基本的な方向に基づきまして、実際の個別の計画であるとか、それから実施計画であると

か、そういったような施策展開の中で明らかに取り組んでいくというような内容になるもの

であるということでご理解をいただきたいというふうに思います。

●議長（南谷議員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） 私からは、続けて空き地、それから廃屋の空洞化、こういったもの

に対する施策についてお答えをいたします。

今、１点目の土地利用の絡みでも、まちづくり推進課長のほうからもご説明があったとお

りでございます。そして、このほか、基本構想、この中で分野別の施策の推進につきまして

は、まず、９の住宅、この中では厚岸町住宅マスタープラン、それから10の都市計画マスタ

ープラン、こういった施策に基づいて推進をしていくといった構想を立ててございます。

その中で、空き地、空洞化に関することとしましての行動計画につきましては、まず、住

宅マスタープランの絡みでは、21ページになりますけども、住宅の施策の中で、この施策に

係る取り組み等、これの中で網羅をしているところでございますし、このほか23ページ、都

市計画、公園・緑地の中では、都市計画マスタープランの推進、こういった中で都市計画マ

スタープランの個別の計画の中では、この空洞化に対する問題等々、施策を練っているとこ

ろでございます。

それから、不動産利用の情報の一元化、これにつきましては、この施策、基本構想の９の

住宅、この中での厚岸町住宅マスタープランに基づく施策ということで、行動計画につきま

しては、21ページの施策の取り組みに関する絡みでは、まちづくり連携プロジェクト、こう

いった中での情報の一元化、こういったものが網羅されているものでございます。

それと町道の整備基本計画についてでございますけども、これにつきましては、道路整備

といいますのは、非常に町民からの要望が多いわけでございまして、効率的な道路整備を図

っていく必要があるというふうに考えているものでございます。それには、交通量の多い幹
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線道路、それから交通量の少ない生活道路、個々の道路をそれぞれの特徴に合わせて、道路

の幅員とか路盤構成、こういったものを計画しまして、適応する補助事業とか、それから大

まかな整備の順位等々を決めておくといった計画をつくるものでございます。

したがいまして、当然、町道であれば街路も町道でございますので、そういったものも含

めた中での計画となってくるものでございます。

それから、一般住宅の施策の中で、防災についての、町内の低地のところに建つ住宅につ

いての建築指導としまして、建てるときに高くするような指導ができないのかというような

ご質問でございました。これについても、住宅施策の中では住宅マスタープラン、こうした

中でその施策展開としましては、そういった低地の部分のところについては、建築指導とし

て高くしていくような指導をしていこうと。こういったものが網羅されているものでござい

ますので、ご理解をいただきたいと思います。

●議長（南谷議員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） 私からは、６番、水道、７番、下水道に関してお答えいたします。

まず、水道料金でございますが、この基本構想は、先ほどまちづくり推進課長のほうから

もご答弁ございましたように、今後の基本方向について示させていただいております。ご承

知のとおり、現在の水道料金は、昭和55年に設定して以来、変更してございません。この料

金が未来永劫続くということはあり得ないことでございまして、今回の第５期総合計画の中

でも見直しをしていかなければならないというのは当然でございます。

特に、現在ある施設を維持するだけではなくて、今後、老朽化施設が見込まれる改築更新

といったことも踏まえて、今後の水道料金の料金水準はどのようにすべきかということ、そ

れとあわせて、いつ改定すべきかということも検討していかなければならないという押さえ

でございます。

20年度決算でも既に1,400万円赤字が発生しております。今後これが黒字に転換する見込み

はございません。そういった意味でも、料金改定は必至でございますが、今回の総合計画の

基本構想、あるいは行動計画では具体的なスケジュールをお示しできませんが、現在、内部

で今後必要な施設整備の規模、経費、るる検討中でございますので、料金改定のスケジュー

ル等については、別な機会にできるだけ早くお示しできるよう努めてまいりたいと思います

ので、ご理解をいただきたいと思います。

それから、下水道について、浸水対策、いわゆる市街地の雨水排水の対策ですが、これは

現在も計画的に進めております。今年度は奔渡地区について進めておりますが、あと大きな

ところでは港町、それから宮園の旧開発と町営住宅の間の排水、これは宮園鉄北自治会から

の要望が出されております。ですから、こういったところが残っているということで、整備

が必要と考えてございます。

それから 下水道 料金の関係でございますが 現在 下水道の普及率 平成20年度末で64.3、 、 、 、 、

％。つまり、まだまだこれは設備投資の段階であるということで、水道のように完全な企業

として料金ですべてを賄うにはまだまだ至らない状況であります。ですので、下水道料金に

ついては、現状維持が望ましいと考えております。

、 、 、 、また 繰入金のお話ですが ２億2,000万円ほど繰り入れしていただいていますが これは
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このうち、いわゆる繰り入れ基準に基づく基準内繰り入れが約１億5,000万円ほどあります。

ですから、純然たる赤字の分は7,000万円ほどと考えておりまして、また、下水道整備につき

ましては、これもまた水道とは別な観点で、町民の皆さんの快適な生活環境をつくるという

。 、 、意味と公共水域を保全するという公共的な使命がございます ですから これも赤字だから

それを料金で補てんというわけには、すなわちそういった考えにはならないものと考えてお

ります。

それともう一つ、その他の地域ですね。すべての町民が衛生的で快適なくらしを享受でき

るよう整備を進めるということでございますが、これにつきましては、現在の下水道区域を

広げるという意味ではありませんで、その地域地域に合った、いわゆる整備手法を検討しな

がら、一つは合併浄化槽がふさわしいんではないかという現在は考えておりますが、そうい

った効率的な、現在の下水道の赤字をふやすという考えではなくて、ふさわしい整備手法で

市街地以外、下水道区域以外の皆さんにも下水道整備区域と同等程度のサービスを提供して

いかなければならないという基本的な方向は変わらないものだと考えますので、ご理解をい

ただきたいと思います。

●議長（南谷議員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） 私のほうからは、消防・防災の件についてお答えいたします。

災害が発生した場合のライフラインの件の企業会計によらず一般会計とのご指摘かと思い

ます。この点にお答えしたいと思います。

議員ご承知のとおり、当町は、災害基本法に基づき、厚岸町地域防災計画を策定してござ

います。現在、見直し中でございますが、その計画の中に第７章として、災害復旧計画とい

うものがございます。災害の規模にもよりますと思いますけれども、例えば記憶に新しいか

古いかあれですが、奥尻のような全滅するような災害、これについては、町のみならず、国

の激甚災害等の施策があるかと思います。それから比較的小規模な場合については、町単独

での災害復旧等になるかと思います。

、 、 。ただし ライフラインでございますので 即座に住民の生命にかかわることでございます

ご指摘のとおり、企業会計とか、そういう会計の区分けをすることなく、全会計をもって対

応するという姿勢があるべきだというように考えます。それによりましては、災害の規模に

よって判断されるべきものであると考えております。それもこの地域防災計画に基づいて行

うものであるというふうに承知してございますので、ご理解賜りたいと存じます。

●議長（南谷議員） ２番、堀議員。

●堀議員 一番最初にまちづくり推進課長のほうから言われたのは、それは重々わかるんです

ね。ただ、あくまでも前段の総論の話にも戻って申しわけないんですけども、基本構想とい

うのが最上位だという位置づけなものですから、それから漏れているんじゃないかなといっ

たもの、それはここに入っているんだよというものを確認しておかなければ、今後、いろん

な施策をこちらのほうから提案するにしても、いや、これは入っていないからとかっていう

ふうにもなってしまうと思ったものですから、聞いているので、ご容赦していただきたいな



- 117 -

と思います。

大体の質問の中ではわかったものというのはあるんですけども、水道については、なかな

か明示というのはできないということなんですけど、できれば、町民のことも思えば、ある

程度は行政に期限をかけるというのは、それはやっぱり必要なものだと思うんですね。足か

せと言ってもちょっと語弊があるのかもしれませんけども、やはりそうしなければ、なかな

かこういうものというのは進みようがないというものにもなり得てしまうと。えてすれば、

政治的な判断というものも、例えば選挙が近くなってしまうと政治的な判断で、今まで議論

していたのが一気に飛んでしまうとか、やはりそうあってはならないものだと私は思うんで

すよね。だからこそ、期限の明示というものはやはり必要なんじゃないかなというふうに思

うんですよね。

これについては、やはりその考え方というものもありますので、それについてはよろしい

です。

下水道ですね。都市計画区域を基本とする下水道事業というのは、もう何年間かで終わっ

てしまうんじゃなかったかなと私は思っていたんですけども、今後まだまだ10年間とかもこ

の中が事業として成り立っていくのかなというものの中で、浸水対策というものも10年とか

といったスパンの中でやることが可能なのかということでちょっとお聞きしたので、そこら

辺ちょっと理解できなかったので、もう一度お願いしたいなと思います。

基準内繰り入れが１億5,000万円あって、実質の赤字が7,000万円だと。7,000万円が多いか

少ないかというようなものにもなるんですけども、現状の普及率が64.3％というものを見た

ときに、じゃ、これが今後、目標値はあるんですけども、私は、悪いんですけども、そんな

に下水道の普及率というのは上がっていかないのかなと。もう大体下水道が通って水洗化を

図るところというものは、やはりやっているものだと思うんです。域外じゃなくて、区域外

でまだ下水道の管渠が通っていないところが35.7％あるんだといって、であればいいんです

けども、大体私の理解ではそろそろもう管渠自体はいいところまでいくんじゃないのかなと

いった中では、カバー率はどのぐらいなのかというものはちょっと私も勉強しなかったんで

すけども、そういった中では、管渠は来ているんだけども、水洗化を図らない家というもの

はどうしてもあってしまうと。例えば高齢者のひとり暮らしや２人暮らしのところの古い家

などではなかなか、法の中で５年間といった中の期限というものは決められてはおりますけ

れども、実際に負担するといった中では、うちはやっぱりとかっていった中ではなかなか、

法的拘束力はないですから、やらなければならないというものじゃないので、あくまでも本

人の自己負担もありますので、なかなかこういうものは進んでいかないのかなと。

7,000万円という赤字というものは、恒常的なものになり得るんじゃないのかなというふう

に私は危惧するわけであります。その上で、なおかつ、区域を広げるんじゃないというのは

私もわかるんですけども、だから、例えば太田とか床潭とか末広とかって各集落でやるんで

すけども、でも、やっぱりそれはすべて下水道会計の中で恐らく入っていくのかなと。どこ

か床潭地区の下水道会計というものを別につくるわけでもないですし、全部が下水道会計の

中に入ってくると思うので、そういった中でどんどんどんどん赤字というものが、一般会計

の繰入金というものが増えていくんじゃないのという懸念を覚えるものですから、聞いてい

るわけであります。

また、道路ですね。道路整備の基本計画、２年間でつくるんですけども、この計画期間と
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いうのは何年ぐらいを予定しているのかというものを教えていただきたい。この総合計画と

合致するような中で２年間でつくって、残りの８年間のスパンを事業計画とするのかという

ものを教えていただきたいなというふうに思います。

あと、１回目で聞けばよかったんですが、いろいろと項目があって飛んでしまったんです

けども、同じく水道なんですけれども、行動計画の中では水源涵養林の取得を今後もしてい

くというようなものがあるんですけども、今後の取得に伴う財政負担というものを考えたと

きに、一体どのぐらいの数量を購入していく予定なのか。どこまで購入するとこの水源涵養

林の取得というものは終わるのかと。そういったものを示すことはできないのかなと。とて

もじゃないけど、５年、10年で終わるものじゃないというんであれば、そういうふうに言っ

てもらいたいですし、10年間の中ではどのぐらいの取得を予定しているんだとか、区域とし

。てはどのぐらいのところを予定しているんだというものを教えていただきたいなと思います

お願いします。

●議長（南谷議員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） 下水道に関してですが、現在、国の認可を受けて整備を進めている

計画、認可計画というものが平成22年度で終了いたします。着手した当初に立てた全体計画

のもとに、おおむね10年、あるいは５年とか、そういった短い期間で認可申請をして、順次

整備を進めるというのが公共下水道の進め方でございまして、22年度で一たん終了します。

ただ、当初立てた全体計画ではまだまだ、ですから64.3％の普及率ですので、まだ到達して

いないということで、現在、今年度にあらあらの計画をまとめて、来年度、もう一度認可を

取るという予定でございます。

ですから、その次の認可計画の中で、本当に当初立てた計画がどうなのかという部分も含

めて見直しを図っていくということで、64.3％の割には確かに進んでいるように感じると思

います。市街地はほぼ、湖南地区もほぼ整備が終わっていますので、そのように感じられる

と思いますが、実は白浜のずっと奥、あるいは太田宏陽地区、そちらはまだ手がついていな

いということで、このような率になってございます。遠いというんですか、管の延長が長い

地区が残っているということでございます。

あと浄化槽を整備する中で会計との問題ですが、これは会計が下水道会計になるのかどう

かというのも、ちょっとまだ私の段階では、今後この会計をどのように処理していくのかも

、 、含めて検討してまいりたいという段階でございますので 答弁にならないかもしれませんが

そういった位置づけでございます。

水源涵養林につきましては、現在、私どもの計画を町長部局にお願いをして、一般会

計にお願いをして取得しているということでございます。

ただ、ご承知のとおり、水道水源の涵養のみではありませんで、いわゆる公共水域の

水源涵養という意味の水源涵養林でございまして、私たちの都合だけでは計画はならな

いとは思いますが、予定では、平成20年までで土地、立木合わせて、まだ予定の30％に

達しておりません。全体予定の27.6％ほどです。ですから、とてもあと10年とかの単位

ではすべての計画が終了するということにはならない規模であるということをご理解い

ただきたいと思います。
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現状は、年間100万円ほどの予算をお願いしながら進めておりますので、本当に少しず

つしか進まないといった現状でございますが、ご理解をいただきたいと思います。

●議長（南谷議員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） 町道整備の基本計画の策定でございますけども、これは今２年間の

計画の中で計画しているところでございます （ 何年なのか。何年のものをつくるのかと」。「

の声あり）

済みません。時間をとらせまして。整備計画のスパンといいますのは、まだ何年までとい

う具体的なものはございません。今、既存の町道を全部網羅して、どういった構造にするの

か、どういった幅員にするべきなのかというのを立てまして、そして、ある程度の優先順位

をつけていくと。何年にこれをやる、あれをやるといったまでのいけるものではなくて、そ

れは地域の要望等も含めながら計画を立てていくと。ですから、それを続けますと道路整備

は何年もかかる場合もございます。年度で攻めるというんでなくて、整備をする大まかな順

位を決めておくといったことの内容まででございます。

●議長（南谷議員） ２番、堀議員。

●堀議員 そうすると、水源涵養林については27.6％だということで、年間100万円というもの

が、事業進捗がどのぐらい図られるのかということなんですけども、とりあえずはこの総合

計画の中では完了しないと、100％には満たないという予定でいるというふうにとらまえてい

いのかどうかをお聞きしたいなと思います。

もう１点は、道路の計画なんですけど、あくまでも年度張りつけはしないというのはわか

るんですけども、ただ、基本計画をつくって、何年までにとかといったものを示す予定はな

いといった中では、例えば総合計画がそれこそ一番大事なものだというんであれば、総合計

画から延びても、それは生きる計画をつくってしまうのかというふうにも思うんですけれど

、 。も その辺についてはどうなのかというものをもう一度お答えしていただきたいと思います

●議長（南谷議員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） 私からは、町道整備基本計画の策定についてのご質問にお答えいた

しますけども、この整備計画をつくる目的といいますのは、効率的に道路整備を立てていこ

うといったことが、この総合計画の中では今後必要になってくるだろうということで、これ

をうたっているものでございます。

ですから、中では優先順位、こういったものは早く整備すべきではないか、そういったも

。 、 、のの優先順位を決めていくと 何年何年に張りつけするというのは 個々の３カ年実施計画

こういったものの中で検討していくというふうに考えているものでございます。

●議長（南谷議員） 水道課長。
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●水道課長（常谷課長） 水源涵養林に関してでございます。

おっしゃるとおりでございます。現在のペースで進んでも、半分行くかどうかという、今

回の総合計画の中ではその程度のものでございます。

●議長（南谷議員） 他にございませんか。

（な し）

●議長（南谷議員） なければ、第２章、第１節の質疑を終わります。

第２節、にぎわいに満ちた活力と魅力あるまちづくり。

１番、音喜多議員。

。 、●音喜多議員 これで終わらせていただきます この項でぜひともお話ししたいなというのは

３点ほどございます。そして、短時間にお話しします。

一つは、第２章、にぎわいに満ちた……。ごめんなさい。第２節でした。

●議長（南谷議員） ２章の２節。

●音喜多議員 23ページ、第２節、ここで３点ほど。各分野ごとというか、産業別になってい

ますので、２の農業についてです。

ここでは書かれてはいないんですが、総体的な感じなんですが、行動計画の中で、農業生

産法人というものが明確に打ち出されております。この農業に対する考え方の中で、私は現

在の厚岸町の状況というか、後継者が、あるいは高齢化しているとか、あるいは今一人で頑

、 、 、張っている 家族だけで頑張っているというそういう状況の中で 農家自身の皆さんたちで

地域の中で農業生産法人をこれからは研究していかなきゃいけないんではないか。その農業

生産法人といっても、これは他業種の企業を入れるという意味ではなくて、地元での現在や

っている方々、あるいはもう既に離農、あるいは耕地をやっていない方々、そういった方々

、 、の持っている財産というか土地 そういったものを有効活用するというふうな考え方の中で

これからも農業生産法人を追求していかなければならないのでないかと、そのように考えま

すので、その点を重々、強力に推し進めていただきたいなというふうに思う点が一つ。

それから二つ目には、林業であります。まちづくりの森林に対する考え方は、この産業別

の中で５行で描こうとしております。林業に関しては。この５行だけでは私は無理でもある

し、不十分だと。非常に不満があるんですが、ただ、森林の持つ機能、公益的機能の一言と

いうか、そういうことで片づけているんですが、さかのぼって総論の中で、第４章の計画策

、 、 、定の背景の中の第１節 時代の流れで 環境問題の深刻化と循環型社会の進展ということで

これをうたっているというふうに私は思います。

今の状況というか、地球温暖化問題を含めて二酸化炭素の排出を抑えなければならないと

言っているんですが、これは当然のことであります。これは排出するほうからすると、抑え

るというのは当然なんですが、経済活動はこれは停滞するわけにいかないというふうにも存

。 、 、 。じます そういう意味では それをいかに吸収させるか それが今言われているわけですね
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それとその吸収策は森林しかないよというか、当面の考え方は。

そういうことからすると、森林に対する価値観というのはぐっと上がってくる。これは私

も前からずっと何回も言っていることですが、そのことをきちっと認識していただいて、そ

、 。 。のことをこの前期の行動計画の中で 環境財という言い方をしておりますね 森林に対する

私はこれは妥当だと思うんですよ。ザイは木材のザイでなくて、財産、財政、そういったお

金になるザイです。財産というか、資産というか、そういう考え方であるということは、私

はそれは正しいと、いい考え方だと思います。

今、昨日も今日もというか、国際的なコップ何ぼだとかってやっていますけれども、やは

りこれは地球上というか、この惑星でお互いに生かしているものは、絶対このことは忘れて

はならない問題だというふうに私は思いますし、森林に対する環境財という位置づけ、これ

は非常に効果があるし、そもそも私どもがねらっている自然と共生に歩むまちづくりという

ものとは合致するわけですね。私はそのように理解します。

そういう意味では、私はこの森林というのが、お金になる財産。ですから、私はこのこと

をもうちょっとほかの市町村よりも私どもの町では森林を今まで頑張ってやってきたけれど

も、もっと違う視点でもこれは生かせるということで、そのことを考えるというよりも、一

、 、 、歩前に出て 他町村をリードするぐらいのやり方をしないと できるのではないかというか

そういうふうに考えますので、ぜひ、森林に対するというか、林業に対して進めていただき

たいという、そういう観点から進めていただきたいというのが２点目。

、 。 、 、それから ６点目に雇用がございます 前にも 定例会でも質問させていただきましたが

新たな産業の創出。働く者が先に来ていますけども、このままでは町が衰退するというか、

。 、 、町が崩壊すると 人口減やら 若者が流出してしまうということは言っているわけですから

雇用が先でなくて、私から言わせれば、新たな産業の創出のほうが重点的に来るんではない

のかなと思いますが、しかし、この前期行動計画の中にそういった考え方で出ておりますの

、 、 。 、で これは新たな産業の創出となると ここの地区で生かされている状況ですね ですから

全産業ですよね。漁業、あるいは農業だけではなくて、観光からいろんな分野。土地も空も

みんな活用した、そういったものの全分野で考えていただきたいと。そのためには、行政が

どのように関与して、支援して、これは民間が出てくればいいんですが、なかなかそうもい

かない。しかし、その考え方を民間にやらせるのもよし。それが今行政に求められていると

いうふうに私は思いますので、ぜひ、その成功するかどうか、そこはまだこれからの道の中

でいろいろ考えなきゃいけないでしょうけども、新たな産業の創出に向けて、ぜひ、その考

え方をやっていただきたいというか。このことは、これからの町を大きく左右することにな

るというふうに思いますので、その点について力を込めた考え方であるだろうと思うんです

が、ちょっと伺いたいと思います。

●議長（南谷議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 私のほうからは、農業生産法人の考え方、高齢化、少子化

が進んでいる中で、法人を研究してはどうかというご質問でございますけども、農業生

産法人というのは、現在農地を持っている、それから農地を借りて農業を経営している

という方の法人であります。昨今、特に酪農は、いろんな情勢の中で大規模化が図られ
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てきたりしていますけども、多様な酪農家を存続させるということで、大規模化を目指

す農業、それから放牧型の農業を目指す、多様な形態の酪農の経営の仕方があると思い

ます。町としましても、そういったいろんな酪農家を存続させるような政策を支援して

いきたいと。

それから、大規模化、少子化によって酪農の雇用者、労働者でも酪農を続けていきた

いといった方々のために、その人方は結局、農業生産法人をつくりながら、飼料だとか

牧草だとかは法人でやりましょうと。自分方は絞って酪農を経営しましょうというよう

なことが今進められてきていることだと思います。

私ども今、トライベツの未来を考える会ということに、農協と、それから普及所と、

それから厚岸町で委員になっていますけども、そういったところでトライベツ地区の農

業の今後のあり方、トライベツ地区の農業だけでなくて町のあり方ということを検討と

いうか、会をつくってやっております。その中でも、やはり後継者の問題、それから生

産、労働者の問題などがありまして、そういった生産法人化を図りながら、そこで飼料

をつくったり、賄ったりということで今は考えている最中でございます。そういった意

味で、農業生産法人というものは既存からある生産法人ですけども、そういうことを考

えて側面的な支援なりを考えていきたいと思います。

●議長（南谷議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 音喜多議員のご質問にお答えしたいと思います。

議員おっしゃるとおり、また、行動計画にも記載がありますとおり、厚岸町では、森林に

つきましては環境財であるというふうにとらえまして、前の総合計画から皆伐施業は行わな

いという基本方針と、あるいは針葉樹、広葉樹、それらの混交林、複層林の施業ということ

を進めてきてございます。今後もこれを管内の市町村の中心となって進めてまいりたいなと

いうふうに考えてございます。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） 雇用の関係の重要性につきましては、１番議員がおっし

、 、 。 、ゃったとおり 私どももそのように必要性 重要性という部分は考えております その上で

この基本方針の中に地場産業の育成、それから新産業の創出というものが、やはりこれが雇

用につながるという重要なものだという位置づけの中であらわさせていただいております。

当然、今後進めていく部分、この方針に沿って推進、あるいは促進していくという形にな

るわけでございますけども、行政のみではなし得ないものでございまして、これらにつきま

しては、実際の行動につきましては産業界と連携しながら取り組んでいくという考え方でお

ります。

●議長（南谷議員） １番、音喜多議員。

●音喜多議員 はしょってしゃべって、私、自分だけが理解しているのかなというふうに反省
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はしていますけれども、まず、農業問題というか、農業生産法人の関係について、これにつ

いては、行政が後押しできるところというか、入っていけない部分もあるわけです。大事な

ことは農協を中心にしていかなきゃいけないわけですけども、農協とよくタイアップをとっ

て、やろうとする人方がどう考えて、アドバイスしてほしいということに対しては、行政と

しては力を貸してあげていただきたいというのが大きなところでございますので、ぜひ、そ

の辺のところを酌み取っていただきたいということであります。

二つ目の森林に関する考え方。私も先ほどから言っているように、環境財として位置づけ

て、そのことがこの町の両方のというか、自然も守り、また財産にもなるというか、お金に

もなるというやり方をぜひ考えていただきたい。これはもう、そう遠くない時期に考えてい

るわけですから、ここで言えばちょっとまたあれですけども、別な問題に。

それから雇用の問題で、卵が先か鶏が先かのような感じですけども、いずれにしても、こ

の町がこのままではいいと思っていないわけですから、かれこれ、それこそ23年になります

けど、私もこの議会に置かせていただいて、それこそできたものはと考えたら、本当にコン

キリエしかないというか、そんなような状況の中で、やはりこれは真剣に考えていかないと

、 、大変な問題というか 総合計画そのものがひっくり返っちゃうかなという思いがしますので

ぜひ、そのことを込めてお願いしておきたいなというふうに思います。

いいです、答弁は。

●議長（南谷議員） 他にございませんか。

13番、室﨑議員。

●室﨑議員 基本構想が議決案件なので、これの文面についてお聞きします。

２節、１の水産業、それから農業、林業、商工業と各業種が並んでいます。農業には後継

。 。者や担い手の育成支援という言葉があります 林業には新しい林業の担い手が云々あります

商工業にも後継者の育成という言葉が入っています。水産業には、後継者も担い手も全く入

。 、 、っていないんです これは 厚岸町は農業の後継者や担い手については重大な関心を持って

これから向こう10年間一生懸命やるけれども、水産業の後継者や担い手については歯牙にも

かけない、問題になんかしていないという意味ではないと思うんですよね。どうして書いて

いないんですか。ほかのに書いてあるけど、なぜ水産業にだけ書かなかったんですか。今の

ような理由ですか。それとも、今、書けるようなことをやっていないから書かなかったんで

。 、 。 、すか ほかの理由はちょっと私思いつかないんだけど 何かありますかな いずれにしても

ご説明いただきたい。

●議長（南谷議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 今のご質問に対してご回答いたします。

この後継者、担い手の記述ですけども、決して水産業は後継者、担い手の育成支援と

いうものは必要ないんだといったことは考えておりません。基本構想、施策大綱の中に

はちょっと記載はしていませんですけども、行動計画の39ページに漁業経営の安定化と

担い手の育成ということを含んでおりますけども、本来であれば、行動計画の基本とな
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るべき基本構想の施策の体系に、その文言が漏れているというのはご指摘のとおりでご

ざいます。

それとここで３行目に、安定的な漁業経営をめざした経営改善に努めますという文言

を書いておりますけども、そこで安定的な漁業経営ということで、担い手、後継者とい

うものを含んでいるという解釈もございます。

以上でございます。

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 そうなんです、あなたの言うとおりなんです。書くのを忘れたんですとは言えな

いから、一生懸命理屈をつけたとしか思えないんですよ。だって、安定的に云々という言葉

を使っていないけど、似たようなことはどれにも書いているわけでしょう。２、３、４。な

おかつ、担い手とか後継者の育成とかということをきちんと挙げているんですよね。

それでね、私、行動計画について議論する気ありません。これ、議決要件じゃないから。

だから、どこまでも基本構想で話しています。基本構想に書いていないけど、あっちに書い

てありましたというのは、要するに基本構想に書いていないということです。基本構想が一

。 。 、番の大もとでしょう そこのところに書かれていないと 言葉の字面の裏を見ていただけば

裏のほうからすっと見えてくるんですというような話をされても、これはなかなか高等技術

が必要ですので、私にはそんな能力はありません。どこまでも２、３、４と１の対比でしか

見えません。

しかも、水産業のこの行動計画の中に、先ほど答弁の中にも、それぞれのところに問題点

は書いてある、行動計画のほうを見てもらうとここのところを補完するところがあるという

から、その意味で言うんだけども、ちゃんと現状と課題、38ページの真ん中あたりね。そこ

に経営体の高齢化が進んでいると。はっきり書いているんですよ。

それから、先ほど、前の章のところでお聞きしたときに、ここに大きな問題があるからと

いうような話をしたときに、漁業に関しては、漁業従事者が減ってきている。相当のスピー

ドで減ってきているという話がありましたよね。これね、私が知っている人たちだけで言っ

ていますから、全体からは外れるのかもしれないけれども、大体の地区で今、70代の中で昆

布採りをやっているような人、結構いるんですよ。そして、お子さんはというと、都会のほ

うに出ていると。後を継ぐ気もないし、継がせる気もないというような方、結構いるんです

よ。理由はそれぞれでしょうけどね。あと10年たったら、75の人は85ですよ。80過ぎて昆布

採りはできんでしょう。そうすると、あそこのうちも、ここのうちも、あと何年かしたら実

質的にやめるんじゃないのかなというような話をよく耳にするんですよ。そういう現状はあ

なたたちはとらえているでしょう。だから、経営体の高齢化が進んでいるというようなこと

を、基本構想には書いていなくても、行動計画のほうには書いているんでしょう。問題点を

つかんでいると思う。

なぜ、そういうことを基本構想の中に入れないのかなと。いやいや、安定的な漁業経営を

めざした経営改善というのは、後継者を育成することを意味するんだ、これはなかなか難し

い。もう一度ご答弁をいただきたい。
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●議長（南谷議員） 本会議を休憩いたします。

午後４時25分休憩

午後４時30分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

ここで、会議時間の延長を行います。

本日の会議時間は、議案第80号が終了するまで、あらかじめ会議時間の延長を行います。

まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） 総体的にかかわることでございますので、私のほうから

お答えを申し上げたいと思います。

水産業の関係の後継者の部分でございますけれども、基本構想の中、水産業の振興という

部分については、記載のとおりでございまして、やはり漁業生産の維持を図る、これの必要

性があるという中で、豊かで活力ある漁村の構築を図っていくんだと。そのためには安定的

な漁業経営をめざした経営改善に努めるという文言の中でございます。基本的には、やはり

漁業生産の維持を図るというような大きな目標を掲げているわけでございまして、これを実

際にどう施策展開していくのかという部分についてが行動計画の中で表させていただいてい

るということでございまして、当然、後継者の育成という部分については、この漁業生産の

維持を図るために必要という観点でございまして、行動計画の中に中身として後継者の育成

という部分をあらわしてきているということで、決してまちづくりの今後の方向性という部

分の中で後継者問題等々をなおざりにしているという意味ではございませんので、その点、

ご理解をいただきたいというふうに思います （ 私はどこまでもこれで聞いているんだから。「

ね。あなたたちのは、聞くとこっちの話ばかりするんだ。もう一回言うよ、だから」の声あ

り）

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 私はね、どこまでも基本構想になぜ書かなかったのかと聞いている。そうすると

あなたたちのほうは、すっと論点をすりかえる。そして、いやいやいや、行動計画のところ

に書いているんだ。それだって、何もほうというようなものじゃないですね。何ですか、総

合的な研修をやります、新規就業者の確保をやります、何だかまあ、具体性はほとんど見ら

れない。その程度のことしかやっていないから、現在。それで水産業にそこまで書けなかっ

たんじゃないのかというふうな妙な疑いを持たれると言っているんです。しかもだ、ほかも

全部書いていないならわかる。農業も書いている。林業も書いているし、商工業も書いてい

る。水産業だけ書いていない。ああ、そうすると農業だとか林業だとか商工業では後継者の

育成だとか、そういうことは大変重要なんだけども、水産業では重要でないんだと受け取ら

れてしまうでしょう。

私は、どこまでも基本構想の文面をお聞きしているんです。だから、まあ、一歩引きます
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よ。こんなことでもって書いている文言にいちいちちゃんつけて終わりだなんていうことは

したくない。それはあなたたちだってそう思っているだろうし、もちろん町長だってそう思

っているだろうし、私もそうなんだけど、今の厚岸町の水産業の中では、後継者の問題とい

うのは、大変重要な問題だと思っているんですよ。そんな他の言葉をもってかえられるよう

な簡単なものではない。あるいは、総合的に豊かな漁村をつくりますなんていうと入ってく

。 。 。るような簡単なものではないと そのように私は思っているんです その認識を聞いている

お答えいただきたい。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からお答えをさせていただきます。

極めて重要な、厚岸町においては重大な質問であると思っております。

今日、厚岸町の産業すべて、後継者問題は行政の大きな課題であります。これは当然人口

減少にもつながっていく課題でもあります。活力が失われます。そういう意味で、後継者の

育成、極めて重要な課題と認識をいたしております。

特に、水産業は厚岸町の基幹産業であります。そういう中で、漁業生産の減少、さらには

またご指摘ございましたように、漁業者の高齢化、さらにはまた漁村の人口減少等々、極め

て厳しい環境にあるわけでございます。

そういう意味において、第５期計画におきましても、ご承知のとおり、豊かで活力ある漁

村の構築を図り、安定的な漁業経営をめざした経営改善に努めますという文言になっており

ますが、その中身は、やはり後継者の育成というものも極めてウエートが大きいということ

でご理解をいただきたいと思っております。

●議長（南谷議員） 15番、石澤議員。

●石澤議員 さっき聞いていて思っていたんですけど、農業の部分なんですけど、生産法人の

話とかも出ていましたので、ちょっとあれっと思ったんですが、この方向性でいくというこ

とであれば、さっきの答弁の中にいろんな形態も含めて考えるということでしたので、それ

でいってもらえればいいなと思ったのですが。

あと、ここの基本構想でなくて、行動計画のときには、ここに書いていること以外でも町

民とか農民の声を取り入れていくということはこれからも可能なんですか。それだけ聞きた

いです。

●議長（南谷議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） ご質問にお答えします。

当然、農業協同組合、それから農業者、一般の方々、町民の方々の意見を聞きながら

進めなきゃならない。農業の振興でありますので、そういうことで進めさせていただき

ます。
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●議長（南谷議員） よろしいですか。

２番、堀議員。

●堀議員 私もちょっと水産業のことで。先ほど13番さんが質問されたとおりに、そして町長

のほうからも答弁ありましたとおり、水産業についてはやはり担い手対策というのが大変重

要だと。町長も大変重い、本当に重要な問題だというふうに認識しているということで答弁

されました。だからこそ、その具体的な対策を総合計画のほうに盛り込んでいくべきなんで

すよ。この総合計画というのが町民に対しての行政のメッセージなんですから。町民がこの

総合計画を見て、そして、もっと言ってしまえば、厚岸町に住み続けるのか、厚岸町を捨て

るのか、そういうような判断材料にもなり得てしまうような、要は契約書と言っても過言で

ないと思うんですね。

先ほど来、町長がそのように重大な施策だと言うんであれば、やはり具体的な施策を行動

計画の中にもっと盛り込んで、メッセージとして示すべきなんです。これは農業でもどこで

もそうです。全然そういうものが、問題の認識というものが非常に浅いとしか、浅いと言っ

たら語弊があるんですけども、危機感がやはり少ないんじゃないのかなというふうに思うん

ですよね。

そういった中では、なかなかこの行動計画を見ても全然姿は見えないし、将来的なものと

いうものが全然ないといった中では じゃ 水産業ってどうなるんだろう 行動計画の中で64、 、 、

億2,000万円の漁業生産額を10年後には88.5億円に上げるんだというふうになっているんで

す。それにしたって、どの業種を上げるんだとかという部分、自分方の今やっている昆布の

生産額が上がるのか、生産量が上がるのか、そういうものが全然わからない中では、今いる

漁業者、後継者がいない、これからもし生産力が上がって経営がよくなるんだといった中で

は、例えば今都会に出ている子供たちを呼んでやろうかとか、そういうような意欲さえもこ

れだと思い浮かばないんです。もっと行政のメッセージというものとして重要なものだとい

うことをとらまえてもらいたい。

担い手対策といった中では、一番の今の漁業経営の中での問題というのも、高齢化、そし

、 、て子供がいないというものは本当に大きな問題なんですけども これから新たにやろうとか

帰ってきてやろうとかといっても、設備投資にお金がかかってしまうと。農業だと担い手対

策事業とかといって国からの補助金とかがあって、例えば牛舎をつくるとか何とかというも

のにいろんな手厚い補助事業があってできるんですけども、漁業に関して言うと、無利子の

利子補給、無利子になる利子補給ぐらいしかないといった中では、これだけで後継者対策を

図れるんだというふうに、やはりこれじゃどうしようもないですよね。町独自で、例えば漁

船建造に対しての半額補助とか、あとは例えば省エネルギー化をするような昆布の乾燥機小

屋の建築に対しての助成とか、やはり認識として問題点を重く考えれば考えるほど、そうい

うような助成制度に行き着くしかなくなるんです。そういうものをぜひ考えて発信してもら

いたいと思うんですよね。ただ文言だけで、全然姿も見えない。各産業の将来像だけでは、

やはりこれからどんどんどんどん想定以上の人口減少、産業の空洞化というものが起こって

しまうというふうに私は思うんですよね。

それについて、先ほど来からも町長のほうから強い言葉で問題として認識しておられるの

で、それについては再度、町長のほうから聞くまでもありませんけれども、やはりそういう
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もののメッセージの発信としての大事なものだということで、できればもっともっと具体性

のあるものをつくってもらいたかったなというものが一つあります。

先ほどの話にも出たんですけれども、漁業生産額64億円から88億円。まず、これはどのよ

、 、うな計画 ここには厚岸地区マリンビジョン計画から設定されたとなっているんですけども

どういうような魚種が増える、はっきり言って、20億円の増産をするわけですから、大変な

増産です。生半可で10年間でできるのか。そして、行動計画というのは前期、後期の中で前

期の達成度というものを当然考えると思うんですね。そこにのってくるのがまちづくりの指

標だと思うんですよね。例えば、５年後の中では70億円だったと。じゃ、達成率は何ぼなん

だという話になってくる。じゃ、残りの、例えば、例えで悪いんですけども、18.5億円を残

りの５年間で上げるというのは相当な対策なりを持つのかと。じゃ、そもそもこの目標値と

いうものが高過ぎたんじゃないのかとか、そういうような議論にもなってしまう。こういう

目標値というものをもっともっと考えるべきじゃなかったのかなというふうに思うんです。

あとそれと、ちょっと行動計画の中で大変申しわけないんですけども、何点かちょっと疑

問というか、第１種床潭漁港の整備というものがあります。床潭漁港というものは、もう既

に完成港となるということで理解しているんですけども、その中での西防波堤における越波

防止とかというものもあります。地域水産物の供給基盤整備事業の中では、南防波堤のかさ

上げというものをやってきました。今度、新たに西防波堤も上げる。じゃ、これはどのよう

な中で、今終わろうとする事業の中でやっていて、足りないからというんであれば、この事

業は継続されるのか。それとも、いや、南防波堤が上がったら西防波堤のほうがちょっと波

が越えてくるんだよ。だから上げなければならない。先ほど私、防災のほうでも言ったんで

すけども、どんどんどんどん背比べのように競い合って上がっていってしまう、そんな事業

になってしまうんじゃないのかなと私は思うので、そこら辺はどうなのかなということでお

答え願いたいと思います。

また、漁船航路の確保に向けた対策というものがあります。これも同じく床潭漁港に新た

な事業を起こすのか。それとも北海道単独の漁港整備事業というものの中で、北海道の少な

い漁港利用料を活用した事業費の中で使うのか。はたまた、それ以外の事業だというものが

あるのかというものを教えていただきたいなと思います。

以上です。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） 私から、具体性がないということについて答弁をさせていただきます。

この第５期を作成するに当たりましては、ご承知のとおり２年かけました。私が冒頭に概

要説明を書き込んであります。各産業団体、さらには町民のアンケート調査、これは子供も

含めてです。等々の手法をとりながらまとめたつもりであります。

そういう中で、総合計画は、何回も言っていますが、厚岸町の将来像を明らかにし、それ

に至る戦略や手段を示し、開発振興、経済の計画なんです。これは行政だけでできるものと

各種団体、または民間団体、または国、道の支援を受けながら、厚岸町の未来像を実現して

いかなければならない。それが総合計画であり、また、先ほどから３層構造というお話をい

たしております。皆さんのお手元には２部の資料が行っております。もう１つは実施計画。
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毎年毎年、今、堀議員からご指摘があった課題については、その実施計画において予算等の

考慮をしながら考えて、議会に諮り、決定をいただくという手法でありますので、どうかこ

の点については、具体性がないということも言えるかもしれませんけども、我々はあらゆる

手法でこの第５期総合計画をつくり上げましたということについてご理解をいただければと

思いますので、よろしくお願いいたします。

●議長（南谷議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 先ほどの目標額が高いんじゃないかというご質問でござい

ますけども、先ほども議員おっしゃるとおり、マリンビジョン計画の中で目標額を88.5

億円に定めてきたわけですけども、これにつきましては、いろんな課題の整理の中で漁

、業の生産高をどう上げていったらいいんだろうかというような目標が定まっていまして

サンマの陸揚げ、外来船の誘致も含めて、静穏度だとか漁港の整備だとか、衛生管理型

の漁港の整備が今、まだ具体的にはなっていませんけども、考えられております。そこ

の中で、サンマの陸揚げ目標だとか、それからカキえもんのシェアを上げるだとか、ウ

ニの増産目標値を上げるだとか、それからアサリにおいても、今よりももう少し大きな

ものを生産して生産額を上げるだとか、それから生産の販売利益、今、大黒さんま、カ

キえもん、一部やってございますけども、そういった消費者に対する安心・安全を高め

ながら生産力を上げるということで、現状をとらえた中で、現状値と趨勢値をもとにし

まして、この88億5,000万円という数字目標ができております。

それから、第１種床潭漁港がもう終わっているじゃないかというご質問でございます

が、一応平成23年度までの、漁港計画の中では終了しております。次期の平成24年度か

らの新計画の中で、西防波堤を含めまして第１種床潭漁港の整備を考えていきたいとい

う内容でございます。

それから後継者対策、担い手の部分ですけども、具体的なメッセージがないというこ

とですけども、あくまでも具体的なことは行動計画の中でも示さなきゃならない部分も

ありますけども、具体的には実施計画の中で、そういった対策を今後考えていく必要が

あろうかと思っております。

それから、農業と違って助成が少ないと。設備投資が当然かかる。そういう設備投資

の助成などもこの中で示していったらどうかというご意見でございますけども、それに

ついても今後さらに検討していきたいと考えております。

以上でございます。

●議長（南谷議員） ２番、堀議員。

●堀議員 そうすると、各産業、厚岸の場合はサンマが一番多いのかな、30何％ぐらいあるの

かな、水揚げ量というのが。サンマを代表して、カキ、アサリ、いろいろ魚種はありますよ

ね。それぞれ10年後の目標数量というものが決まっているんだと。目標単価というものが決

まっていて、その積み上げが88.5億円なのだと。求めれば、10年後の漁獲高、また単価とい

うものも出していただけるということで理解していいのかなというふうに思いますので、そ
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れはまた別な機会のときに、私、要求したいと思います。

そうすると床潭漁港については、事業は完成港とするんじゃなくて、あくまでも継続とし

て、新規事業期間もやるんだというふうに私は理解いたしました。それであればすべて納得

いくのでいいんですけども。

あと、ちょっと申しわけないんですけども、林業のほうですね。余りにもちょっと水産業

で熱くなりましたので聞き忘れたんですけども。林業のほうで、きのこ産業の活性化という

ものが行動計画にあります。特用林産物ですね。林業の中でも、菌床しいたけ生産の安定化

と活性化を図るためということで、産地形成に協調した取り組みを進めますといって、行動

計画のほうにきのこ産業の活性化というものが載ってきているんですけれども、いつだった

かな、７番議員さんが言われていたんですけども、これから産地としての宣伝も含めて産地

化を図っていくといった中では、生産者組織というものがしっかりと確立しなければならな

いと。生産者組織と行政というものが一体になった中で、よりＰＲなりもどんどんどんどん

やっていけるようになるんじゃないのかなと。

そういった中で、いつだったか、質疑の中で、生産者組織というのはあるんだけれども、

それ以外に個別でやっている方々もいるんだと。ということで、非常に私方から見ると脆弱

な組織でしか今のところないのかなと。そこら辺の組織体制というものを強化するという、

そういうものをやはりうたっていく必要というものがあるんじゃないのか。その上で、７番

議員さんが言っていました産地化を図る上で、均一な品質での大量なロットの出荷というも

のが今大規模小売店などから求められているといった中で必要になる施策としては、共同選

果場なりというものを組合と協調してつくっていくとか、そういうようなものというのが必

要になると思うんですけども、基本計画、そして行動計画の中でもそこら辺というものが全

然見えていないので、産地化をするためにはここら辺は避けて通れないんじゃないのかなと

思うんですけども、その点についてはどうなんでしょうか。

●議長（南谷議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 産地形成に協調した取り組みということで、生産者組織の

体制強化を図るべきだというご指摘かと思いますが、生産者の製造希望に対応しながら

生産体制を見直すと。これも必要であろうと。それから、生産者の増産要因となる上尾

幌地区での生産団地となる敷地の確保を図りながら、生産者となる方々が定住すること

によって産地形成を強調して図るべきだというふうに考えます。

生産者組織の体制の強化ということにつきましては、今ある組織と我々行政もその辺

連携しながら、体制強化を考えていきたいと、このように考えております。

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 この第２節の水産業、農業について、担い手の問題が今盛んに議論されておりま

すけれども、私的に考えると、担い手が減りながらも生産額が伸びる、あるいは農家の戸数

も減りながらも生産飼養頭数が増えるということを見ていくと、非常に疑問を感じるんです

、 、 、 、けれども 実際 漁業系は多様なものがありますから これから厚岸でマグロでもとれれば
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生産額もぐっと上がるのかもしれないけれども、そうでない限りは少しきつい目標ではない

のかなというふうに私自身は思うんですけれども、その辺についてもう一度わかりやすく説

明していただきたいと。

それから、行動計画の中の新規就業者の確保に向けた情報提供というふうに言っています

けれども、今これを可能とする体制はどういうところにあるんでしょうか。例えば、この辺

は昆布だとかそういう漁業が中心ですけれど、そういうところに新たな就業者を見つけると

すると、どういう人を対象にした新規就業者を考えているのか、ちょっと教えていただきた

いと。

それから、農業のほうに移らせていただきます。

先ほどから生産法人等のことが盛んに言われておりました。それで、以前のように、農地

はどんどんどんどん開発して新たな農地をつくらないで、逆に今、下手をすると余っていく

と。使い切れない農地も出てきているというのが現状だと思います。そういうのを全部うま

く使えれば非常にいいんですけれど、そこを生産法人だとかそういうのでやろうとしている

のかどうかちょっとわかりませんけれど、それと新たな担い手の問題がありますよね。新規

就農の取り組みがあると思いますけど、農業もこれだけ見ると規模拡大の方針なんですね。

これだけを見ていると。新規就農者にいきなり150頭だとか200頭だとか、そういうことはと

てもとても無理な資金の面、いろんなことを考え、経営の経験も十分ない、そういう人たち

がやはりとりかかっていきたいものをきちんとつくっていく必要があるんではないのかとい

うことを考えたり、あるいは、一定の高齢に達してもまだ頑張ってやりたいと。自分たちの

土地をしっかり守って頑張っていきたい。あるいは、それなりの価値観を持って農業をやら

れている人たち、いろいろいると思うんですね。そういうことを考えると、多様な形態をき

ちんと認めていくということを明記することも必要ではないのかなというふうに私は思うん

ですね。

それで、言葉じりをつかまえて悪いですけれども、担い手という言葉が何回もあちこち出

てくるんですけど、担い手というのは、どういう人を指して担い手というのかね。担い手の

育成と書いているんですけど、そうすれば、その言葉だけで済みそうな気がするし、私は後

継者の問題をきちっと育成するということと、新たな担い手を確保するということをきちん

と区別をしていかないと、何か言葉だけがずらずらっと並んでいるから、それでいいんだと

、 。いうことになったんでは やっぱり私はまずいんでないのかなというふうに思うんですよね

そして、今回のこの総合計画の議論を聞いていますと、提案者のほうは、決めたものを出

してよこしたんだから、これはもう一歩も曲げられないというのに終始しているんですよ。

そうしたら、我々議論して、よく行政の両輪は町長と議会だというふうに言われるんですけ

ど、お互いやっぱり認めるときは認める、聞くときは聞く、そういうことがなければ、我々

何をすればいいのということになると思うんですよ。そういうことに対してお互いに、まず

いとは言いませんけど、そのあたりがやっぱり、議会の意向だって取り入れていくべきでは

ないのかなということが私は全然感じられないんですけれども、そういうあたりをどういう

ふうに考えているのか、お伺いいたします。

それからもう一つ、林業のところでちょっとお伺いしたいんですけど、行動計画の46ペー

ジの森林の整備・保全の推進というのがあります。そこの⑤に無立木地・未立木地の解消と

、 、 、いうところがありますけれど 今 農家もほとんど新たな開発等はなくなっていますけれど
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それから湿地の開拓だとか、そういうものもなくなっているんですけれど、湿地となってい

るんですけどね、私は厚岸の環境保全から考えると、湿地は湿地としての形態のままでいい

んではないのかなと。無理してそこに植林をしたり、逆に自然を破壊してしまうんでないの

かなというふうに考えるんですけど、私の考えが間違っていれば指摘をしていただきたいと

いうふうに思います。

●議長（南谷議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） お答えさせていただきます。

第１点目の生産額が伸びるだとか、頭数が減るだとか、かなり疑問である、きついの

ではないかというご質問でございますけども、水産業にかかわりましては、先ほど申し

上げたように、いろんな生産履歴管理だとか、品質の向上だとか、安心・安全型の漁港

の整備だとか、そういったものを取り入れることによって、漁業の生産高がアップする

という、あくまでも期待値、そういうことをすることによって外来船よりも多く厚岸漁

港に荷揚げしてくれるだろうということで示した金額が88億5,000万円ということになっ

ております。

それと農業の頭数が伸びているじゃないかといったご質問でございますけども、これ

、 、は太田農協の地域農業振興計画というものがありまして そのデータをもとにしまして

その目標値でいきますとまだまだ大きな数字になっておりますけども、平成20年度の乳

牛飼養頭数１万3,136頭、それからトライベツ地区、浜中農協分の877頭、１万4,013頭の

飼育頭数がありますけども、それの１割程度アップということで見させていただきまし

た。

それから、水産業の新規就業者の情報はどうなっているかということでございますけ

ども、今、大日本水産会という組織の中で研修事業がございます。漁協と連携してそう

いった情報をこれから発信しようということになっておりますので、それらも活用しな

がら考えていきたいと思います。

それと第３点目の農業生産法人等のお話でございますけども、農地を開発していって

、 、 、いるが 使い切れないのがあるのではというご質問でございますが 今の状況でいけば

耕作放棄地になるものはございません。

そういった縮小がかかっていくのにも、多種多様な酪農家を存続させるような状況が

この基本構想なりの中に明確に示されていないじゃないかというお話ですけども、ここ

、 、で自然環境と土地資源を生かした生産性の高い酪農経営を これは放牧型も含めまして

そういった環境に配慮しながら生産性が乳量、それから乳質のいいものが出てくれば、

当然付加価値が高まるわけですから、そういった意味で生産性の高い酪農経営ができる

んじゃないかという考えのもとに私どもは思っております。

それから、第４点目の担い手の育成が後継者の問題と違うのではないかと。その辺を

明確にというご質問でございますけども、担い手を育成するということ自体が後継者も

含めて育成をするということでご理解いただきたいと思います。

●議長（南谷議員） 環境政策課長。
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●環境政策課長（大崎課長） 私のほうからは、湿地の形態、湿地についてのご質問でござい

ます。お答えしたいと思います。

、 、これにつきましては あくまでもケース・バイ・ケースというふうに考えてございまして

同じ湿地でも、植栽可能な場所というふうに考えてございます。無理に生態系に影響が出る

ような場所については、あくまでも除くという考え方でございますので、ご理解いただきた

いと存じます。

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 産業振興課長は非常にお話が上手なものですから、私、さっぱり意味をのみ込む

ことができないんですけれど、ただ、聞いていて心配だなというのは、いろんな機関の情報

にちょっと頼り過ぎているんでないのかなという気がするんですよね。やっぱり厚岸町の実

情に基づいて、それから、さっきから出ていますけど、現在の担い手がこういう状況になっ

てきている。そしてさらに、今後あと５年、10年変わっていくわけですよね。そういうとき

に最終的な目標を定めて、そこに向かうのはいいんですけど、それともう一つは、生産者団

体とやっぱり役場は同じではだめだと思うんですね。やっぱりちょっと冷静に見れるところ

と頑張るところと、頑張っているぞというところが、何か両方とも猪突猛進では困ると思い

ます。ちょっと横のほうからしっかり見る、大丈夫だよなということを確認できるところも

なければならないと思うんですよ。そういうものの上にしっかり立って計画を立てていかな

いと、やっぱり生産するほうは絶対いい方向を目指すのが当たり前だと思うんですよ。それ

を冷静に見きわめながら、指導したり、助言したりしていくのが行政の役割ではないのかな

というふうに思うんですよね。そのあたりをしっかりしていないと、一緒に乗って一緒に走

ったけれども、とんでもないことになってしまうということではやっぱりだめだし、夢が大

き過ぎれば大き過ぎるほどいいというものでもないように私は思うんですよね。そういうの

をきちんと冷静に見ていただきたいと。

そして、その上に立って、例えば農業の場合は、さまざまな経営形態をきちんと認め合い

ながら、それに向かって努力をする、あるいは量がもし行かなかった場合でも、質だとか、

特質を生かしたものによって金額のほうでカバーをできるだとか、そういうことをやってい

かなければならないんではないのかなというふうに私は思うんですよ。そのあたりについて

の考え方をもう一度お聞きをしたいなというふうに思います。

それで、こちらの基本構想のほうの担い手の問題なんですけど、後継者や担い手の育成と

書いています。新たな担い手の育成とすべきではないのかなと思うんですよね。それでない

と文章的に変でないのかなというふうに思うんですけれど、後継者と担い手は違うのかとい

うことになると思うんですよね。同じだとすれば、同じ言葉を２回使うことになると。新た

な担い手ではないでしょうか。新規就農者なんかはそういうふうに見るのが本当ではないの

かなというふうに思います。

林業のほうはわかりました。

●議長（南谷議員） 町長。
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●町長（若狹町長） 私からは生産団体、漁組、農協、あるいは商工会等々の団体が厚岸町に

はございます。その団体と行政の関係、言いなりになるとか、いろいろとご意見ありました

が……（ 言いなりなんて言っていませんよ」の声あり）そうですか。失礼しました （ そん「 。「

なこと言ったらとんでもないことですよ」の声あり）我々といたしましては……（ 私、言っ「

。 」 ） 。 。ていませんよ 取り消してください の声あり わかりました そういうことにいたします

（ 議長ちょっと、確認して」の声あり）わかりました。それについては……（ ちょっと休「 「

憩」の声あり）はい。

●議長（南谷議員） 本会議を休憩いたします。

午後５時17分休憩

午後５時17分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

町長。

●町長（若狹町長） 今、私の答弁で不穏当の点があったようであります 「言いなり」という。

言葉については削除をいただきたいと思います。よろしく御配慮のほどお願いを申し上げま

す。

その団体と行政との……（ 議長、それでいいの」の声あり）「

●議長（南谷議員） ちょっと聞き取れなかったか （ 聞こえていないんだもの。いいの、局。「

長」の声あり）

本会議を休憩いたします。

午後５時18分休憩

午後５時23分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

ただいま町長から、答弁の中で「言いなり」という言葉についての発言の取り消しの

申し出がありました。申し出のとおり「言いなり」という発言を取り消し、会議録から

削除することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） ご異議なしと認めます。

よって、町長答弁にありました「言いなり」という言葉を取り消し、会議録から削除いた
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します。

町長。

●町長（若狹町長） 私の不穏当な発言で時間をとらせましたことを、まことに申しわけあり

ません。釈明するわけでありませんが、私の聞き間違いということになります。申しわけあ

りませんでした。

産業団体と行政の関係でありますが、やはりまちづくりというのは、行政だけでできるも

のではありません。私が常にお話しいたしておりますが、協働のまちづくり。その一例とし

て、産業団体でできるもの、また行政だけでできるもの。これは産業振興に関する関係であ

りますが、しかしながら、一緒になってできることもあろうかと思います。そういう中で、

互助精神でそれぞれの団体でまちづくりをしていかなければならない、そのように考えてお

りますので、ご理解をいただきたいと存じます。

●議長（南谷議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） いろんな機関の情報に頼り過ぎていないかというご質問で

ございましたけども、町の実情に合った情報発信も含めまして、今後考えていきたいと

思います。

それと、担い手のところで、後継者や担い手の育成という文言なんですが、後継者と

いうのは後継ぎでございまして、担い手というのは新しい人も含んで、地域の中心とな

って支える人、新規就農も含めてという意味でございますので、そこに新たなというこ

とでなくて、担い手の中に含まれているということで解釈しております。

●議長（南谷議員） よろしいですか。

他にございませんか。

９番、菊池議員。

●菊池議員 資源管理、漁場整備と漁業資源管理についてお伺いします。

町長、以前、知事にも要請したと思いますけれども、道東地方に貝毒に関する検査機関を

要請していましたね。もちろん厚岸にできるのにこしたことはないですけども、厚岸では時

々、ノロウイルス、アレキサンドリウム・タマレンセなどの貝に付着する菌のほか、二枚貝

独特の貝毒が発生します。そのために漁業者及び水産関係者が大変苦労します。漁場整備と

漁業資源管理で資源に入るのか、それともどこに入るのか。

我々は、白糠の議員、浜中の議員にも連携してお願いし、機関の要請を行っているが、そ

の返答が来たのかどうか、教えていただきたいと思います。

●議長（南谷議員） ９番さん、ちょっと済みません。どこで今質問されているのかがちょっ

と僕も。資料を確認しているんですが。

●菊池議員 41ページ。施策に係る取り組み （ 議長、休憩」の声あり）。「
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●議長（南谷議員） 本会議を休憩いたします。

午後５時28分休憩

午後５時32分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

９番、菊池議員さん、よろしいですか。

●菊池議員 わかりました。

●議長（南谷議員） 他にございませんか。

（な し）

●議長（南谷議員） なければ、以上で、第２節の質疑を終わります。

第３節、やさしさあふれ健やかに安心して暮らせるまちづくり。

13番、室﨑議員。

●室﨑議員 ここの１で保健・医療とありますよね。非常に大事なところです。ここで「みん

なすこやか厚岸21」に基づく事業を推進するとともにと書いているんですよ。基づく云々の

話はさっき、何かよくわからない答弁で終わったんだけども、もちろん蒸し返す気はないん

だが、どうも言わんとするところはこういうことなんでしょう。何とかというような計画を

つくって、それに基づくことをやりますということなんだ。ところが、つくってが抜けてい

る。それはほかの課長さんからのときにも当然でないかというふうな顔で私をにらみつけて

いた人もいるんだけども、今あるから、それに基づいてやっていくんだという頭に無意識に

なっているんじゃないんですかね。とすれば、法の上位、下位ということが全然わかってい

ないということになる。

だから、ここは百歩、千歩譲って、つくって、それに基づくという意味だというふうに今

理解させていただいて話進めますよ。先ほど谷口議員が言っていたように、一歩も引かない

という感じがあるというようなことを言っていたけども、私はそこまでは言わないから。

それでお聞きするんだが、この基づく「みんなすこやか厚岸21」というのは下でもって書

いているんだが、平成24年で終わっちゃうんですよ。そうすると、やみ夜でちょうちん取ら

れるようなことになりませんか。この基本構想は10年続くんですよ。31年かな。これ、24年

で終わるんです。これをどういうふうに理解すればいいんですか。それとも、24年になった

ら、またこういうのをつくりますと。設置していくんですということを宣言したと、基本構

想の中でね。という意味なんでしょうか。そのあたりお聞かせをいただきたい。

●議長（南谷議員） 保健介護課長。
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●保健介護課長（久保課長） お答えを申し上げます。

前段の指摘は、議員おっしゃるとおりでありまして、本来的にこういう計画をつくって、

それに基づいて進めるという意味でございます 「みんなすこやか厚岸21」の21は、21世紀と。

いう21でございまして、今現在、平成14年からの計画で進んでおります。

平成24年度で終わってしまうじゃないかというご指摘でございますが、今回の計画としま

しては、24年度で一度計画の最後を迎えるということになりますが、その前に、これは今の

計画がどうかという総括をしながら、次のプランをつくっていくという位置づけの中で進め

ていこうということでございますので、ご理解いただきたいと思います。

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 わかりました。それでくどくは言いませんが、この構造というのは一番最初のと

ころに書いているわけですよ。そうすると、いわゆる計画ですけども、何に基づいて何がで

きるかということでは、上位法、下位法と同じ仕組みなんですよ。だから、今あるいろいろ

な個別計画も、今これができ上がると、それともし矛盾しているものはカットしなきゃなら

ないという意味において、例えば何とかマスタープランなんて36年までずっと続いているで

しょうけども、最上位の基本構想がきちんとでき上がったときには、それに基づいてつくら

れた計画であるという性格を持つということをやはりきちんと認識してほしいんです。そう

すると、いやいや、今までありますから、それに基づいてやっているんですなんていうこと

にはならないということですよね。だから、ここのところで、ほかのところにもいろいろ書

いているけども、何々計画に基づいてという言葉があるけど、これはこの基本構想に基づい

てそういうものをつくるということを明言しますと。そして、それに従ってやっていきます

という意味を含んでいるということを確認させていただきたいんですが、よろしいですか。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） ここでの表現の意味合いというのは、今、13番議員さん

がおっしゃったとおりでございます。それぞれの計画、既にできているものもございます。

ありますけれども、この５期の総合計画の整合性というものに合わないとするならば、当然

直していかなきゃならない。それは当然のことでございまして、あくまでも５期の総合計画

に基づいたものとして、そういう個別の事業展開がされていくんだという位置づけについて

はおっしゃるとおりでございます。

●議長（南谷議員） 他にございませんか。

（な し）

●議長（南谷議員） なければ、第３節の質疑を終わります。

第４節、個性と感性がきらめくまちづくり。
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２番、堀議員。

●堀議員 学校教育のところで聞きたいんですけども、厚岸町の学校教育の実態を的確にとら

えながらという文言があるんですけども、学校教育の実態を的確にとらまえるといった中で

は、全国一斉の学力テストというものが非常に一つの有効な手段であったんでないのかなと

いうふうに私は思うんですよね。文科省は来年度、40％に減額、さらに事業仕分けではもっ

ともっと減額というような、抽出型になるということでは大変私はがっかりに思っているん

ですけども。少なくともこの総合計画をつくる段階で行動計画をつくっていく中では、過去

に行われてきた、ことしも行ったであろう全国一斉学力テスト、その結果に対しての対策と

いうか、そういうものというものがのっかってきているというふうに理解してよろしいんで

しょうか。

●議長（南谷議員） 指導室長。

●教委指導室長（辻川室長） ただいまの質問にお答えいたします。

全国学力・学習状況調査につきましては、平成19年から今年度を含めて３年間実施してき

ております。まだ確定しておりませんけども、次年度からは中止ということで、今のところ

４割程度を抽出するという形で実施の方向で動いている部分、まだ確定しておりませんけど

も、そういう予定になっているということで、次年度からは悉皆の調査ではなくなるという

ことの見通しでございます。

過去３年間、今年度も含めまして、それぞれ出てきた結果につきまして分析して、厚岸町

の児童生徒の状況等をつかまえてきておりますけども、３年間、ほぼ同傾向にあるというこ

とでとらえております。

、 、 、もちろんその部分におきましては その結果をこの計画の中に盛り込みまして その中で

、家庭へ帰ってからの学習時間が非常に全道と比べても少ないというような状況もありまして

その中で家庭との連携が非常に大事だということをとらえていますので、計画の中に盛り込

んでいる状況でございます。

そのほかにも、各学校の授業の充実ということもありますので、それにつきましては、教

職員の研修だとか、あるいは授業のスキルの向上ということの計画等もあわせて計画の中に

盛り込んでおりますので、これを今後具体的にどう学校経営の中に盛り込んで実施していく

かということになってきますが、その辺の結果を含めて、この計画の中に盛り込んでいる状

況でございます。

以上でございます。

●議長（南谷議員） よろしいですか。

他にございませんか。

10番、谷口議員。

●谷口議員 第４節の文化のところでお伺いしたいんですが、この文化 「さらに 」と、下段、 、

、 、 、のほうなんですが 食文化に対する意識を高め よりよい地場産品づくりをめざすとともに
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味覚ターミナルの機能と役割を十分発揮し、町内関連事業者と連携して食文化振興事業を積

極的に展開しますということで、行動計画のほうを見ますと３の食文化の振興という方向に

いけば、チャレンジ事業だとか、コンテストだとか、学校給食、コンキリエのことが出てい

るんですけど、酪農ふれあい館がありますよね。あそこには結構それなりの施設が整ってい

るというふうに思うんですよ。そういうことが、さっきの話ではないんですけど、片方だけ

名前を載せちゃうとどうしてもそっちが主なのかなと。だけど、よくよく見てみたら、そこ

。 、はこういうことしかできないよというようなことになっていけば困ると思ってね ですから

こういう場合の固有名詞の挙げ方、それから活用の仕方について明記する場合の考え方みた

いのを少し考えられたほうがいいんではないのかなというふうに私は思うんですね。

私、今回さっきも言ったけれども、いろいろ話していっても、結果的に受け入れてもらえ

ないような話ばかりしているのかなということなんですけど、考えるという話は全然そちら

から、皆さんいろいろ質問されているけど、聞こえてこないんですよね。それでは、本当に

進歩的な話し合いをしていく、そういう場には議会ってないのかと。ただ、そちらから言わ

れたことをただ聞いているだけかというように思うんですけど、そのあたりではどうなんで

しょうか。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） お答え申し上げたいと思います。

構想の中で食文化云々の中では、味覚ターミナルの機能と役割を十分に発揮しという表現

の中で、味覚ターミナルの部分の表現をさせていただいております。実はここの味覚ターミ

ナルの機能と役割という部分につきましては、特に味覚ターミナル・コンキリエの条例の中

にも位置づけがあるわけでございますけれども、情報発信機能というようなものを持ってご

ざいます。そういった中で、やはり町内の関連業者との連携によって、そういった情報発信

をしていくという大きな役割を持っている。こういう部分をとらえまして、ここに表現をさ

せていただいたということでございまして、いわゆる食文化の振興のために行う調理の場と

か、そういった部分ももちろん持ってございますけれども、そういった部分については、食

文化に対する意識を高めるというような一つの手段として、いろいろな施設を使いながら行

っていくというのは当然でございますけれども、この構想の中にとらえている味覚ターミナ

ルの機能と役割という部分については、そういう部分をとらえて表現しているということで

ご理解をいただきたいと思います。

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 わかりました。そうであれば、やはり私は、コンキリエの役割というのは発信だ

けではだめだと思うんです。収集が大事なんですよ。そして、収集して、それをきちんと分

析して発信をしていくと。そういう方向にやっぱりなっていかなければならないんではない

のかなというふうに思うんですね。

そういうことを考えれば、コンキリエが持っている役割は何なのかということであれ

、 、 、ば そういう町内にある業者のすぐれたもの あるいは町が持っている施設の有効活用
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そういうことをやっぱりきちんと把握された上で、これは情報として発信する場という

判断に立って発信をしていくというふうに思うんですけれども、寄せられる情報をやっ

ぱりきちんと集めていくというか、集める努力と受け入れる姿勢をきちんとしていかな

ければならないんではないのかなというふうに思うんですが、どうなんでしょうか。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） 情報発信の考え方というのは、当然、今の10番議員の質

問の中にありましたとおりでございます。ただ、情報発信するためには、やはり発信する情

報がなければ発信できません。当然、その情報の収集というのは大事なものというふうにと

、 、 、らえておりますので 施策の展開に当たりましては それをないがしろには決してできない

このように考えてございまして、それらの意味も含めた情報発信というふうにとらえてござ

います。

●議長（南谷議員） よろしいですか。

ただいま、９番、菊池議員から、第２節での質問について発言の取り消しと会議録から削

除の申し出がございました。申し出のとおり発言を取り消し、会議録から削除することにご

異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） ご異議なしと認めます。

よって、９番、菊池議員の第２節での質問について発言を取り消し、会議録から削除いた

します。

他に質疑ございませんか。

（な し）

●議長（南谷議員） なければ、以上で第４節の質疑を終わります。

第５節、みんなでつくる協働のまちづくり。

13番、室﨑議員。

●室﨑議員 ここで、１、町民参画によるまちづくりというのがあります。町長の言うところ

の協働のまちづくりという理念だと思うんです。そのためには、行政と町民の情報の共有化

を図るということがここに記載されています。それで、いささかひっかかるところがあった

ので申し上げます。

ある住民の方から、今、議会で何やるんだ、今回の議会で何やるんだと防災無線でも入り

ますよね。それで、この総合計画という話をしたら、今までの総合計画、ホームページに載

っていないよなと言われたんですよ。それでそんなばかなことあるかと。あんな大事なもの

と言って私も調べてみました。その結果をご報告申し上げます。
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まず、トップページを見ましたら、そこでわからんですよね。それで、らしいところを押

していって、政策や計画というところをクリックしてみました。そうしたら、次に行政とい

うのが出ました。そこには、厚岸町集中改革プランの一部見直しを行いました。平成21年度

教育行政執行方針、平成21年度町政執行方針、どうしてか知らんが、平成21年度町政執行方

針と３つ。それと見直しを行いましたという４つが青い文字で並んでいました。ないんです

よ。それで、今度、ここは恐らく私がある程度知っているからでしょうね。あ、ここのとこ

、 。ろの左のところにある中のまちづくりというのが怪しいなというんで それを押したんです

、 、 、 、そうしたら やっとまちづくりというページが出てきて その中には 21年度水質検査計画

、 、 、厚岸町耐震改修促進計画について 地域住宅計画について 新たな総合計画の策定に向けて

頑張る地域応援プログラム計画の実現、厚岸町都市計画マスタープラン、最後に第４期総合

計画というのがあったんです。青い字で。これを押しました。そうしたら、第４期厚岸町総

合計画というのに行き着いたわけです。トップページ、厚岸町のまちづくりというページ、

まちづくりというページ、そしてやっと行ったわけですね。４つ目ですよ。４段下に入って

いる。

ところが、これが全部入っていないんですよ。こういうふうに書いているんですね。第４

期厚岸町総合計画は平成12年度を初年度とする10年間の計画で、ここに記載した基本構想は

その抜粋です。計画の詳細を知りたい方は役場まちづくり推進課企画調整係、0153-52-3131､

内線242・243、またはメールでご連絡下さいとなっているんです。そして、資料請求はこち

らまでというのがそのわきにありました。今度これを押してみました。そうしたら、メール

。 、 、の画面に変わったんです へとへとになってたどり着いて やっと見れるのかなと思ったら

おれのところに来い、教えてやる。こういうのなんですね。

今、まともな企業でこんなホームページ出しているところありませんね。大体２段で終わ

りです。４段もやって初めて出てくるようなことやっていたら、相手にされないですよ。こ

れが予算1,000万円かけたホームページの実態ですわ。何が情報の共有ですか。と、私は思い

ました。

結局ね、ここではいいこと書いているんですよ。だけども、最も厚岸町のこの５期総合計

画ができるまでの基本的なその情報は、こういう形で町民に伝えられている。これが情報の

共有化を図るという実態だとはあえて言いませんけどね。やっぱりね、せっかく1,000万円の

予算かけて、実際幾らかかったかちょっと忘れたけども、つくったホームページなら、そん

なごてごてと何だか厚岸大橋の写真だとかそんなこと並べる前に、町民が欲しい情報がすぽ

んと出てくるようなものに変えてくださいよ。これ、お願いしますよ。

業者がつくれば、いろんな写真並べたり、花の絵並べたり、まあ、要するにコンクールに

出したとき、きれいになるようなものを並べれば、それをもってよしとするんだと思うんだ

けど、情報の共有という観点からいって大事なことは、担当者が見てほしいものを並べるこ

とではなくて、町民が見たいものを並べることなんですよ。

そういう点で、つくったばかりのに結構、結構と言わないで、こういうことを言うのはま

ことに申しわけないんだが、使いやすいものに変えていただきたいし、そういうことをして

いくことこそ、これから向こう10年間の町民との間で、一緒になってみんなでつくる協働の

まちづくりの実現の基礎だと思うんですが、いかがでしょう。
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●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えをさせていただきます。

大変重要なご質問をいただきまして、また、指摘をいただきました。まことにありがとう

ございました。

この第５期総合計画、先ほど来からお話しいたしておりますとおり、10年間の将来の厚岸

の未来像であります。これを町民が共有しなければならない。町民のみならず、各種団体、

並びに北海道、国においても、厚岸はどういうまちづくりをしようとしているのかと言うこ

とについて共有しないといけないわけであります。そういうことが第４期の中で指摘された

わけでございまして、第５期が議会の議決をいただいたとするならば、今後、そういうこと

も十分に、指摘があったことを踏まえて、第５期のホームページとしての載せ方はどうある

べきか、十分に研究しながら、今ご指摘されたことを踏まえてさせていただきたいと、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存じます。

●議長（南谷議員） よろしいですか。

他に。

14番、竹田議員。

●竹田議員 ２番のコミュニティの育成という言葉が載っています。私、育成という言葉を見

たときに、コミュニティという説明の中に、町内会のような地縁型の共同体や、地域での共

同の活動、暮らしを支える結びつき。地域社会、地域共同体のことと書いています。

言わせてもらえるならば、コミュニティの育成となると、町内会のような地縁型の共同体

を育成する、地域での共同の活動を育成する、暮らしを支える結びつきを育成する、地域社

会、地域共同体のことを育成すると。自治会のコミュニティを町自体が育成するというふう

にこれは勘違いしてしまうんでないかと。私は、そういう育成という言葉よりも、活動の応

援をするとか、そういう言葉に変えないと、自治会を町側が育成するというふうになってし

まうのでないかというふうに思うんですけど、いかがでしょうか。

●議長（南谷議員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） お答えさせていただきます。

今のご質問でございますけれども、育成強化という中の私どもの考え方としては、あくま

で支援強化を図っていくという意味が本筋でございます。当然、育成という中には広い意味

がありますから、私ども今現在の、例えば自治会組織の実態ですとか、そういったものを考

、 、 、えるときに やはり育てていく部分も必要であろうし 支援していく部分も必要であろうし

さまざまな部分での育成強化ということが考えられるという中で表現させていただいたもの

でございます。ご理解いただきたいと思います。

●議長（南谷議員） 14番、竹田議員。
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●竹田議員 育成する必要があるということであれば、このコミュニティに対して、どのよう

な育成を具体的にしようと思っているんですか。

私は、思うには、育成という言葉が適切なのかどうなのかということを考えたときに、違

う言葉のほうが、もっと町民にすんなりと心の中に入ってくるのではないかなというふうに

思うんですよ。これは町民に対して育成という言葉を使うということは、相当な覚悟でない

かなというふうに思うんですよ。ましてやコミュニティですよ。自治会をどういうふうに具

体的に育成していくんですかというふうになっちゃうと思うんですよ。それだけ力があるん

ですか。それだけ玉を持っていて育成に当たろうとしているのかというふうになっちゃうと

思うんですよ。だから、変えたほうがいいと思いますよ。

●議長（南谷議員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） お答えいたしますけれども、私ども、この育成という言葉の思い

の中には、そんな思い上がったような考えは実は持ってございません。あくまでも協働のま

ちづくりの中で、お互いにできること、できないことということで進めていく中では、当然

育成という言葉の広い意味の中で支援、それから、例えばその組織に必要な部分、これに対

して援助していくということの思いでございますので、それ以上の思いではないことをご理

解いただきたいと思います （ 議長、具体的にということを言っているので」の声あり）。「

●議長（南谷議員） 続けてください。

●町民課長（米内山課長） 育成の内容ということでございますけれども、これは当然、今現

在の自治会の組織実態、これらを分析する中で、どのような支援ができるかというようなこ

との中の研修ですとか、それから具体的に、例えば事務局の運営が困難であれば、例えば印

刷物にしても支援していく、自治会了解の事務局のほうで支援していくというようなこと。

それから、なかなか単体の組織では進んでいけないような実態になりつつありますから、前

にご質問者がご指摘あったように、複数の団体での結びつきに関しての指導をするとか、指

導と言ったらまた怒られますけども、助言していくとか。それから、当然自主的な活動の支

援の場となります、例えば集会施設の整備ですとか、そういったことを考えてございます。

●議長（南谷議員） 14番、竹田議員。

●竹田議員 育成という言葉が適当なのかどうなのかということになったら、支援、支援とい

う言葉に執着して言っているんだから、育成を外して、支援しますというふうに書いたほう

がいいんじゃないですか。そこまで頑張って反対するんですか。

●議長（南谷議員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） 先ほどから申し上げていますように、思いの中には思い上がった

部分はございませんし、それから、今現在、自治会のことに絞ってございますけども、ここ



- 144 -

にも書いてございますようにコミュニティの概念としましては、もう少し広い意味もござい

ます。その中には、自治会単位ではない、もう少し絞った中での活動も考えられるわけで、

その中には任意のボランティア団体ですとか、そういうものもこれからは考えていかなきゃ

ならない。それから、前にも言いましたように、自主防災組織が組織として成り立たない段

階では、やはり地域のそういう組織の援助ですとか、そういったこともやはり考えていく必

要が将来的には出てくるだろうというようなことも考えてございます。

●議長（南谷議員） ２番、堀議員。

●堀議員 私は、５番の人権尊重・男女共同参画ということでお聞きしたいんですけども、こ

の５番の中に女性の社会参加を促進するということで、審議会など行政の政策・方針決定過

程への女性の登用促進を進めというのがあります。行動計画のほうを見てみたら、まちづく

りの指標としてどうなっているのかといったらば、現状20.2％が10年後で30％というふうに

なっているんですよね。10年間で10％ぐらいしかふやせれないのかなというのが、私、今、

一つ疑問に思うんですよね。当然、男女の割合としては、男性よりも女性のほうが多いとい

う人口割合といったときに言えると思います。ただ、社会進出といった中では、確かにまだ

まだ女性の社会進出というのは低いのかもしれません。ただ、こういう町の行政審議会とか

何かというものに共同参画を求めようといったときには、何もフィフティー・フィフティー

。 、でも十分賄えると思うんですよね 声をかけてもなかなかやり手がいないんだというならば

場合によっては公募をしてもいいわけですから、町内在住の20歳以上の女性とかというよう

な条件をつけた中で。もっともっとこの目標値、10年間で10％しか上げられないというよう

なものでないと思うんですよね。もっともっと上げることができると思うんですけども、そ

の点についてはどうなんでしょう。

●議長（南谷議員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） 私のほうからご答弁申し上げたいと思います。

男女共同参画ということで、要するに各種委員等に女性の登用の目標値が行動計画の中で

示されているとおり、30％、いわゆる10ポイント程度しか10年間で上がらないというこの目

、 、 、 、標値の設定でございますが 目標値を設定しようとした際に 今 議員おっしゃったとおり

フィフティー・フィフティーでいいのではないかという議論も当然あります。ただし、現実

問題として、努力を怠るわけではございませんが、いろいろ過去にお願いしてきた事例がご

ざいまして、その際、実績値と申しますか、お願いに上がったり、そういうことの際に、実

際、ご快諾いただける率がかなり低うございます。それを勘案した際に、さて、10年間で本

当に半分半分にできるかと。余りにも目標達成ができないという数字が掲げていいのかとい

うところから、ある意味、達成可能な率として10ポイントということで、30％という数字を

上げさせていただいたということで、寛大なるご理解をお願い申し上げたいと、このように

存じます。

●議長（南谷議員） ２番さん、よろしいですか。
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●堀議員 はい。

●議長（南谷議員） 15番、石澤議員。

●石澤議員 聞こうと思っていたんですけど、先に堀さんが言ったので、ちょっと取られたな

という感じがしたんです。

みんなでつくる協働のまちづくりということで出ていたんですけど、これ、諮問審議会で

すか、諮問会議ですか、それは募集ではなくて、委託というか、お願いした形でやっている

んですよね。町の大きなものをつくるものの場合に、どうして一般公募というのはないんで

しょうか。それを聞きたいんです。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） お答え申し上げたいと思います。

この総合計画の審議会の関係でございますけれども、これも条例によって設置するわけで

ございますけど、考え方といたしまして、やはり全体的、要するに厚岸町のまちづくり全般

的にかかわる部分がございます。これにやはり各階各層から出ていただくという必要があろ

、 、 、 、うという形の中で それぞれ いわゆる産業界であるとか そういう民間の団体であるとか

こういったような部分を指定しながら委員を受けていただいたという経過でございます。

●議長（南谷議員） 15番、石澤議員。

●石澤議員 それは専門分というのはあるのかもしれないんですけども、こういうものがある

ということ自体も知らないし、町民にアンケートをとったとかって言っていましたけども、

みんなの声を集めてきて、代表者だけの声しか行かないと思うんですよ。さっき女の人の話

も出ていたんですけど、女性が公募したほうが出てくる場合もあるし、もっと幅を広く、そ

してこういう問題があるから、それぞれの団体の代表の人もあるだろうし、公募の枠という

のもつくって、もっとこれ審議したほうがよかったと思うんですよ。役場のあそこにこうい

う分厚いものがあって、これで意見を書いてくださいという箱がありましたよね、下に。来

たときにあったんですけど、こういう内容をきちっともっと知らせて戻してという回数を何

回も繰り返して、そして深めていったほうが、本当の意味でみんなでつくる協働のまちづく

りになるんでないのかなと今思ったんです。まだまだ足りない部分もあるし、聞いていて、

これはというのもありました。それはさっき聞いたときに、もっと中も、これは総論という

か、全体像だからということがありましたので聞きましたけども、何というのかな、女の人

の部分、フィフティー・フィフティーと堀さん言っていましたけど、確かにそういうのもも

っと、女の人だけでなくて、年齢の幅も広げて、お年寄りも、全体像を広げた上でもっと議

論してもよかったんでないかなと思ったんですけど、その辺はどうでしょうか。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。
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●まちづくり推進課長（田辺課長） 今回の総合計画の策定に当たりましては、そのプロセス

の中でいろいろな団体からご意見をいただくとか、そういったような手法をとってきたとい

うことはご理解をいただいているかなというふうに思います。

ただ、十分かどうかというのは別にいたしまして、一応、手法といたしましては、原案も

それぞれのところに置く、あるいはホームページにも載せるというような形の中で、ご意見

もいただくというようなプロセスも踏ませていただいているということでございます。

ただ、この審議会の組織という部分につきましては、実は、条例の中に構成する委員の20

名の中で、どういったところから選出するのかというような方向性が書かれてございます。

ちょっと参考までに申し上げますと、行政委員の委員で各種団体の役員及び職員、それから

識見を有する者、その他町長が適当と認める者というような形の中で、実は私どもも女性の

方３割、６名の方に参画をいただいてございます。それらには女性団体のもちろん代表の方

も含まってございますけども、そういった中でお願いしてきているわけですけども、なかな

かお願いするのも難しいというようなことがあったのも事実でございますけれども、そうい

ったいわゆる目的に沿った形の中で会っていただき、やはり団体のいろんな意見を集約した

形の中でその代表として参画していただくことも、この計画づくりの中にはそういったより

多くの意見も反映されてくるだろうというような思いもございまして、そういう委員の選考

になっているということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） 私から、関連いたしまして答弁させていただきたいと思います。堀議員

の答弁とも関係ありますので。

今後、厚岸町の審議会委員とか、女性の登用についてのご意見をいただいたわけでありま

す。実は、私も町長といたしましては、できるだけ女性を各審議会、委員会等に登用するよ

うにということで最善の努力をさせていただいております。しかしながら、現実は、先ほど

総務課長から答弁があったわけでありますが、今後、皆さん方のご意見を尊重しながら、さ

らに、目標は30％でございますが、これはあくまでも目標でございますので、超えればなお

いいことです。そういう努力をさせていただきたい、そういうふうに考えますので、ご理解

をいただきたいと存じます。

●議長（南谷議員） 他にございませんか。

（な し）

●議長（南谷議員） なければ、以上で第５節の質疑を終わります。

総体的にございませんか。

11番、大野議員。

●大野議員 細かく今まで議論してきたわけですけども、この５期の総合計画、４期と大した
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目新しいものがないなというのが実感で、と思うんですけど、細部にわたっては行動計画な

り、３カ年計画でもっともっと新しいことにチャレンジする、そういう気持ちを組み入れた

ほうがいいんじゃないかと思うんですけど、その点どうでしょうか。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からお答えをさせていただきます。

４期との違いということでありますが、先ほど来から皆さん方の計画についご判断いただ

いたし、また、いろいろなご意見を承ったわけであります。

そこで、４期と違うところはどういうところかといいますと、まず、可能なものは、目標

とする項目に対する過去の数値などをグラフで表示をしたということでございます。さらに

はまた、施策を展開する上での目標をわかりやすく示し、目標に対する達成度から、計画の

進捗状況や点検、評価を行うことができるよう、各節に可能な限り、総合計画の目標年であ

る平成31年の目標値を設定したということでございます。

次に、協働のまちづくりを一層推進するため、各政策ごとに町民ができること、町民と行

政が協働でできることとして幾つかの例示も記載をいたしたところでございます。

さらには、施策を展開していく上で、実施する主な事務・事業を具体的に記載し、実

、 。施する年度を矢印で示すとともに 担当課を明示させていただいたところでございます

さらには、先ほど来から答弁をいたしておりますが、行動計画については前期と後期

５年に分けたという点が４期と違う点でございますので、ご理解をいただきたいと存じ

ます。

●議長（南谷議員） 11番、大野議員。

●大野議員 ただいま町長から答弁をいただきましたけど、やはり現代社会は何でも公開の時

代になっています。行政改革ももちろんのこと、議会改革もすべて町民にわかりやすく伝え

るというのが役場の使命だと思っていますので、その辺を重々よろしく、町民にわかりやす

い形で、どんな情報でもやはり提供してほしいなと思いますので、よろしく。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） 町民への周知でございますが、私といたしましては、この計画すべてを

町民に記載するということになりますと大変なことであり、また、町民もわかりづらいだろ

うと思っております。そういう中で、簡素化をしながら、町民にわかりやすい総合計画とい

うものを周知しなければならない。それはどういう方法があるか、先ほど来から皆さん方か

ら質問があったとおりでございますので、この点も十分に踏まえながら、町民に周知をさせ

ていただきたいと、このように考えるわけであります。

●議長（南谷議員） よろしいですか。

他にございませんか。
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13番、室﨑議員。

、●室﨑議員 これは厚岸町のホームページから見せていただいた町民意識調査結果概要という

。 、 、わかりやすいグラフになっているものなんです これを見ますと 2,000票となっているけど

2,000アンケートを出したんですね。そうしたら651返ってきたんです。それで32.55％の回答

率であると書いているんだけど 見方を変えて言うと １万ちょっとの厚岸の町ですから 6.5、 、 、

％の人からとった回答なんですよ。これが多いのか少ないのかというのはいろんな議論があ

るでしょうけども、それでも一応の傾向は見えてくるでしょう。

それで、その９ページのところに住み続けたい理由というのと転出したい理由というのを

上下で書いています。住み続けたい理由の一番は、気候や自然環境がよいからなんです。こ

れが30.1％。次に、21.4％が近所づきあいや人間関係で安心できるからということになって

います。それから、転出したい理由というのを見ますと、一番が15.5％で医療や福祉で不安

だから。２番目が15.2％、ほとんど変わりませんね。自分に合う仕事、職場がないから。そ

して３番目が13.9％、似たような数字ですが、老後の生活が不安だから。こういうふうにな

っています。これは１万人のうちの6.5％なんだからといっても、まあまあ、一応の傾向が出

ていると私は思いますので、そこからこれをもうちょっと文章に直しますと、厚岸という町

で今私は暮らしていますけども、自分に合う職場がないし、医療や福祉では大変不安で、老

後の生活も心配だけど、何せ、気候や自然環境がよくて、近所づきあいや人間関係では安心

できるから暮らしているんですと、こういう文章にまとめることができると思うんです。

町長、これが一般町民の基本だということを考えていただきたい。そうすると、何から手

をつけるかということははっきり出てくると思う。それで、それは私が言うまでもなく町長

はよくわかっていると思うんですが、今、この５期の基本構想の文面を私はずっと聞いてき

たんですが、そのときの答弁の中に非常に強く感じるのは、どうも今やっている政策を一遍

砕いて粉にして、もう一遍文章にしたんじゃないかというようなところが非常に多い。これ

からの10年を見据えてこういうことをやっていくんですというよりは、今やっているものを

書いておこうと。だから、何か文章がおかしくなったり、この言葉とあの言葉と同じでなか

ったの、違ったのなんていう議論が出るんだが、ちょっと一歩引いて見るというと、そこに

使われている単語は現在の国のいろんな何とか事業に使われている単語だったりする場合が

すごく多い。ところが、町長からの答弁の中では、現状をきちんと分析して、10年を見据え

た、そういうものなんだということを何遍もおっしゃっている。ということは、町長の持っ

。ているこれから10年に向けての理念というものが十分に職員に浸透していないんじゃないか

だから、職員は何をやっていいかわからないから、出せと言われれば、今やっている事業を

一遍砕いて、抽象的な文章につくって出しておいたというような懸念が非常にあるんです。

それで、これは質問という形を借りてのお願いということになるんだけども、本心は。や

はり町長の持っているこれから10年に向けてこういうふうにやっていきたいんだというもの

を単なる抽象的な言葉ではなく、みんなが豊かになるまちとか、あるいはもう一遍来たくな

るまちとか、そういう抽象的ではなく、具体的な施策の中にこのように織り込んでいくんだ

ということをやはり相当に強く職員にも示し、また、それぞれの具体的施策展開の中で我々

にも示していただきたい。そのように思うんですが、いかがでしょうか。
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●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えをさせていただきます。

町民意識調査の結果に基づいてのご質問でございます。全くそのとおりの結果でございま

す。それに基づいて、この総合計画を作成したつもりでもおりますし、やはり夢のシナリオ

としての実現をしなければならない。これは当然のことであります。

しかしながら、一方、財政がどうなるであろうという心配もございます。最も私は将来を

案じておりますのは、人口減少でございます。先ほどもお話しいたしましたが、人口減少、

特に若者の流出ということは、まちの活力を失うわけであります。そういう意味において、

この厚岸に住んでいる人方が、先ほどお話しいたしましたが、豊かで、より豊かな厚岸町と

して生活できるようなまちづくりをしなければならない。当然でございます。そういう意味

において、この第５期総合計画においては、10年間の目標でありますので、これが完全に実

施されるように日々努力をしなければならない、そのように考えております。

また、職員との共有の関係でありますが、今では、課長を中心とする政策会議を開きなが

ら、それぞれの課題について課長と協議を重ね、また、その課題について共有をさせていた

だいております。それはあくまでも課長同士の話であります。

私といたしましては、ご承知のことと思いますが、さらに、町職員一人一人との懇談会も

予定いたしております。ただ、本年度につきましては、私の都合によりましてできなかった

ということもありますが、そういう点を通じながら、さらに第５期総合計画はどういうもの

であり、厚岸町の将来像はこうであるんだと、職員一緒に頑張っていこうと、共有していこ

うという考え方をともに持っていかなければならないと、そのように考えておりますので、

最善の努力をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

●議長（南谷議員） 他にございませんか。

14番、竹田議員。

●竹田議員 この第５期厚岸町総合計画、最終的に、総体的なかかった費用というのはどのぐ

らいになるんでしょう。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） 済みません。まだ細かな積み上げといいましょうか、押

さえをしておりませんので、概要で申し上げさせていただきたいというふうに思いますけれ

ども。

この総合計画につきまして、いわゆる外部からのサポート、こういったものを入れるとい

うことは行っておりません。自前で行ってきているということがまず一つございます。それ

と、そこでかかっている経費というのは、アンケート調査を行っておりますので、それの郵

送、通信費ですね。それから審議会にかかわります審議会委員さんの費用弁償、報酬。あと

は、こういう事務にかかわりますコピー、それから庁内での印刷ということでございます。

ただ、残っているのが、これが議決いただきまして、これを製本いたす印刷費が今後生じ
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、 、てくるということでございまして その金額が今ちょっと頭の中に思い浮かびませんけども

そういうような経費がこの総合計画の策定の中で要しているということでご理解をいただき

たいと思います。

●議長（南谷議員） 14番、竹田議員。

●竹田議員 あしたでいいんで、ざっとでいいですから、きょう時間も押し迫っているので、

よろしくお願いします。

●議長（南谷議員） 14番さん、議員の皆さんに、会期中に配付でよろしいですか。可能です

か。

●竹田議員 口頭でもいいよ。おれは自分のことがわかれば。

●議長 南谷議員 いやいや 自分のことだけど 質問中だから中途半端にできないので 発（ ） 、 、 。（

言する者あり）

本会議を休憩いたします。

午後６時31分休憩

午後６時32分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

まちづくり推進課長、資料の作成は可能ですか。

（ ） 。●まちづくり推進課長 田辺課長 趣旨に沿った資料を用意させていただきたいと思います

●議長（南谷議員） 14番さん、よろしいですか。

●竹田議員 はい。

●議長（南谷議員） 他にございませんか。

（な し）

●議長（南谷議員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は、原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「
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●議長（南谷議員） ご異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり決しました。

●議長（南谷議員） 本日の会議は、この程度にとどめ、あすに延会したいと思いますが、こ

れにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） ご異議なしと認めます。

よって、本日の会議はこの程度にとどめ、あすに延会いたします。

御苦労さまでした。

午後６時34分延会

以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。
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