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厚岸町議会 第２回定例会

平成21年６月25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２回定例会を続会いたします。

●議長（南谷議員） 直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

●議長（南谷議員） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、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、議会運営委員会報告を議題といたします。

委員長の報告を求めます。

10番、谷口委員長。

●谷口議員 昨日、議会運営委員会を開催いたしましたので、報告いたします。

議件は、追加議案についてであります。

（１）議案第43号 工事請負契約の締結についてであります。審査方法は、本会議に

おいて審査をいたします。

（２）議案第44号 工事請負契約の締結について。この案件についても、本会議にお

いて審査をいたします。

以上であります。

●議長（南谷議員） 委員長に対する質疑を省略し、以上で報告を終わります。

●議長（南谷議員） 日程第３、これより一般質問を行います。

質問は、通告順によって行っていただきます。

なお、厚岸町議会会議運用内規64に規定のとおり、本定例会の一般質問の時間は、答弁を

含め60分以内となっておりますので、５分前に鈴を鳴らします。

質問者並びに理事者におかれましては、質問及び答弁が時間内におさまるよう努めてくだ

さい。

４番、髙橋議員の一般質問を行います。

４番、髙橋議員。

●髙橋議員 おはようございます。
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平成21年度の厚岸町議会第２回定例会に当たりまして、先般通告のとおり、質問をさ

せていただきます。

まず、質問に先立ちまして、去る９日、町長は３期目に向けて立候補し、多くの町民

の全幅の信頼のもとに、見事無投票にて３選を果たされ、まことにおめでとうございま

す。

ご案内のように、今般、町長が立候補に当たって、広く町民各位に対して数多くの公

約を掲げておりますが、これら多くの仕事を進めるためには、それなりの財源の見通し

を持っての公約なのかをまずお尋ねしたいところであります。

、 、 、福祉や医療を充実し 人々の心が触れ合う生き生きとしたまちづくりをしたい また

夢と希望が生まれる教育文化やスポーツのまちをつくりたい。そして、安全・安心、快

適に暮らせるまちを、人自然に優しい環境のまちづくりを目指したい。厚岸の経済の活

動を支える水産業、農林業振興のために商工業の活性化と魅力ある観光のまちづくりを

したいとのことであります。

町長は、国の地域活性化、公共投資臨時交付金、経済危機対策における公共事業及び

施設費の追加に伴う地方負担の軽減が図られ、地方公共団体が国の施策と歩調を合わせ

て公共事業等を実施できるようになった関係から、町長は思い切った多くの公約を掲げ

たものと思われます。

まず、順を追ってお尋ねしてまいります。

第三セクター、味覚ターミナルの運営の見直しについてであります。

「経営や施設のあり方を話し合う第三者機関を本年度中に立ち上げ、意見を踏まえて

施設の役割等を再定義し、運営計画を立てたい。経済観光に果たす役割は大きいので、

赤字だからといって廃止とはならない」としながら、どのように改善、改革するのかと

いうことであります。

平成８年５月29日に提出された改革計画は、全く生かされなかったのはなぜかという

ことをお伺いしたいんであります。

商工業の振興については、中小企業振興条例の制定に向けて、年内に条例の制定を図

りたいと。この関係については、大きな目的は何なのかをお伺いしたい。

また、定額給付金の支給による町内商店への経済波及効果は出ているのか、これにつ

いては、できる範囲でその資料があれば提出をしていただきたい。

観光の振興については、外来客が毎年減少する中で、どのような施策をもって誘致す

るのか、具体的にお示しを願いたいのであります。

漁業の振興については、水産関連５機関によるネットワークの設立を見たところであ

りますが、海域の環境データを持ち寄り、今後の漁業のあり方などについて意見の交換

をしたいということのようでありますが、行政はこれらのデータをしっかり踏まえ、さ

らに検証し、水産振興に役立てていただけるものと理解してよいのか。

環境対策についてであります。

これは何年も前からいろいろ指摘された問題でありましたけれども、今回は、特にカ

キの殻を活用したところの農排水浄化事業に取り組みたいとの新聞記事も出ておりまし

たけれども、この規模というか、事業費については、若干金額も載っておりましたけれ

ども、どの程度の事業費を見込んでいるのか、また、これらについては継続してやる事
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業なのか、こういったことについてもお尋ねをしてまいりたい。

さらに、町税等の収納率についてであります。

町道民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、さらには町営住宅の使用料で

あります。平成20年度の収納率については、窓口に行きますというと大体わかるんです

けれども、若干、お尋ねしたい部分があるもんですから、こういった収納については、

どのような対策をとってしっかりと収納に当てているのか、基本的な考えを求めるもの

であります。

さらには、ご案内のように新型インフルエンザ及び食中毒の予防対策についてであり

ます。

保育所を初めとする小中学校、特別養護老人ホーム心和園など、新型インフルエンザ

予防対策、さらには夏場に向かう折、食中毒予防対策について、適切に指導は行われて

いるのかということであります。

以上、７項目程度についてお尋ねをしたところであります。

なお、今回の質問については、項目がやや多いので、答弁については、私の持ち時間

、 、 、 。の関係から できる限り簡潔にお願いしたい こう思って １回目の質問を終わります

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） ４番、髙橋議員のご質問にお答えをいたします。

その前に、お話ありましたとおり、質問項目が多岐にわたっておりますので、早口で答弁

いたしますことをお許しいただきたいと存じます。

まず、１点目の第三セクター味覚ターミナルの運営見直しについてのうち 「経営や施設の、

、 、あり方を話し合う第三者機関を本年度中に立ち上げ 意見を踏まえて施設の役割を再定義し

。 」 、 、運営計画を立てたい 赤字だからといって廃止とはならない としながら どのように改善

改革をするのかとのお尋ねであります。

味覚ターミナルは、厚岸町の基幹産業の振興と他産業への波及効果による地域経済の活性

化を目的に設置されたものです。町への集客機能を充実させ、地場産品の消費拡大と販路拡

大及び観光振興を誘導する役割を持ったまちの中核施設であり、町の知名度を高めるための

町外へのアピール度も高く、その存在意義は大きなものがあります。

町全体への波及を考慮すると、通年営業によるこの施設の運営継続が求められるものであ

り、このための町補助金及び委託料の増額による運営支援にご理解をいただいたところであ

りますが、味覚ターミナル運営を安定的に継続するためには、さらなる経営改善の取り組み

が欠かせません。

味覚ターミナルの平成21年度の営業計画では、町外の物産展への参加をふやすとともに、

積極的なセールス活動による集客や新メニューの提供などで販売促進を図り、また、経費削

減をさらに進めながら、従業員の業務技術や能力の向上を進めるとしております。

しかし、現在の厳しい社会経済動向において集客や収益性をより高める効果的な改善を図

ることは容易ではないと思いますし、このため町内外の民間経営にたけた方々による第三者

機関を設けて経営のアドバイスを得ることが必要と思っています。

このことについては、さきの会社取締役会の同意を得たところであり、これを早期に立ち
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上げ、これまでの運営や営業形態を見直す取り組みを進めることにしております。

次に、平成８年５月29日に提出された改善計画が生かされなかったのはなぜかとのお尋ね

でありますが、この改善計画は平成８年５月29日に町議会議員協議会に提案しており、これ

を受けて町議会では、第三セクター調査特別委員会が設けられ、内容等の審議が行われてお

ります。

この改善計画では、資本強化のための増資、喫茶コーナーの移設、仕入れ単価の抑制、施

設の改修のほか、集客体制の構築や社員配置体制改善による人件費の削減など、会社の自助

努力を挙げております。

また、管理委託料を増額する算定方法の見直しも提案しておりましたが、特別委員会では

これを現行どおりと結論する一方で、冬期運営のための補助金支援が妥当との結果に至って

います。

このような経過の中でそれぞれ改善計画に沿った取り組みを行うなどによって、平成13年

度には累積赤字も解消し、同年度から補助金を打ち切る状況になっておりますし、決してこ

の改善計画が生かされなかったものではないと思っております。

しかし、その後の社会経済情勢の悪化による観光客等の減少によって、今日の厳しい経営

状況に至っているものであることをご理解願いたいと存じます。

次に、２点目の商工業振興についてのうち、まず、中小企業振興条例の制定目的について

お答えいたします。

日本の企業の９割は中小企業が占め、従業員の７割は中小企業で働いており、日本の経済・

雇用の担い手である中小企業の繁栄なくして地域経済の活性化はあり得ません。

このような現状を踏まえ、地方自治体が地域の雇用や経済を支える中小企業の振興を行政

運営の柱として、地域活性化に取り組むことを明確化するため、中小企業振興基本条例を制

定する動きが全国的にあらわれてきています。

道内におきましては、北海道中小企業家同友会が中心となって、この基本条例の制定に向

けた運動を展開してきており、平成19年３月の帯広市での条例制定を皮切りに、同年12月に

は札幌市、そして、本年３月には釧路市と別海町でこの基本条例の制定がなされています。

中小企業振興基本条例は、地方自治体が地域の中小企業を重視し、その振興を行政の柱と

していくことを明確にするために制定する条例であり、自治体の政策を具体的に示すもので

はなく、政策の方向性や自治体の政策に対する姿勢を理念として示すものであります。

条例に規定する内容は、中小企業に関する地方自治体の施策について、その基本理念や基

本方針その他基本となる事項を定め、行政と企業と町民の役割を明らかにするものであり、

また、ニーズに沿った具体的施策を実施するために、産業振興会議を設置し、中小企業関係

者を初めとする市民参加型の推進体制を築くことが主なものであります。

厚岸町内でも、昨年から北海道中小企業家同友会釧路支部厚岸地区会が勉強会を重ね、条

例の制定運動に取り組まれており、本年４月30日には厚岸町商工会と連名で厚岸町中小企業

振興基本条例制定への要望書が町へ提出されました。

私は、厚岸町においても地域経済活性化のために中小企業を核として明確に位置づけ、行

政や企業及び町民の役割を明らかにして、地域が一体となった取り組みを進めるための基本

条例の制定は必要との認識に立っており、この条例制定に向けて先進地の研究を初めとする

内容の検討を進めることにしております。
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なお、この条例の策定には、そのプロセスに十分時間をかけ、行政や中小企業団体などの

関係者の共通認識をつくる努力を丁寧に重ねることが条例制定後の効果的な施策展開を図る

ためにも必要と言われており、こうした取り組みを進めながら、来年度中の制定を目標にし

たいと考えています。

次に、定額給付金の支給による町内商店への経済波及効果は出ているのかとのお尋ねであ

りますが、まず、厚岸町における現在の定額給付金の申請状況ですが、給付対象となる4,523

世帯に対し4,359世帯が申請し、申請率は96.27％となっており、現在までに約１億7,000万円

が給付されております。

この定額給付金事業の目的は、生活者家計への緊急支援とあわせて消費拡大による経済効

果への波及をねらいとするものでありますが、厚岸町における給付に際しましても、地元消

費で町内経済の活性化を後押ししてほしいとのお願い文を給付振り込みの案内時に同封して

いるところであります。

町内商店への波及効果につきましては、現金での給付なので、その消費状況など効果の程

度を明確にあらわすことは困難でありますが、商工会や商店会関係者の感触では、給付を開

始した４月から５月中旬にかけては売り上げ増になっているとの声が全般的であるとのこと

であります。

また、相乗効果を期して、厚岸町商店会と湖北商業連合会が共同でプレミアムつき商品券

を発行し、町内老人クラブと連携して高齢者に優先販売する取り組みも行われていますが、

既に６割強が買い物に使われ、その効果も重なっているとの感触が持たれております。

このことから、地域経済へ波及効果はあらわれていると評価しているところであります。

次に、３点目の観光振興についての質問にお答えいたします。

外来客が毎年減少する中、どのような施策をもって誘致をするのか、具体的にお示し願い

たいとのことでありますが、釧路管内への観光客入り込み数が８年連続で減少を続けており

ますが、国内景気の低迷に加え、団体旅行からグループ、個人旅行への形態変化がますます

進んでおり、入り込み客数の劇的な増加は難しい状況となっております。

このような観光ニーズの変化に対応するには、個性豊かな地域の魅力を高め、経済波及効

果の高い滞在型観光づくりを進める必要があり、近隣地域と連携した広域的な観光ルートを

築き、売り込んでいくことが重要であります。

このため、釧路町、厚岸町、浜中町の自治体、観光協会及び商工会などで構成する３町の

広域観光推進協議会において、平成19年度から体験型観光の商品化に向け、旅行業者や一般

観光客を対象としたモニターツアーを実施してきており、本年度は、これをもとに都市圏旅

行業者等への観光客誘致ＰＲ活動を行うことになっています。

また、本年度、北海道観光振興機構が促進する、ゆとりツーリズム魅力増進事業の採択を

受け、釧路市根室市間の自治体及び旅行関係者で構成する「ねむろ・くしろゆとりツーリズ

ムネットワーク」を組織し、釧路根室間のシーサイドラインをめぐる３泊４日の滞在型コー

スの商品化と、これらの全国ＰＲ活動に向けて取り組んでおります。

観光客誘致に向けての施策の展開方向の一つには、このような体験観光の促進が求められ

ますし、町内における既存の体験メニューの充実に加え、地域資源を生かした新しい体験メ

ニューの開発、及びこれに携わる観光事業者等の育成やガイドの養成も重要な課題ととらえ

ております。
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このため、新たな視点での観光資源の発掘や開発を促進するとともに、ガイド養成講座の

開催などを進める考えでおります。

また、イベントの推進も重要な施策であります。今や、その知名度も高く、道内外からの

集客を得ている「さくら牡蠣まつり」や「牡蠣まつり」など町内各イベントの継続をすると

ともに、旬の味覚を生かした冬季イベントや天候に左右されない屋内型のイベントの促進が

必要と考えます。

昨年から商工会、漁協、農協が連携した「あっけし産業感謝祭」が始まりましたし、さら

に、商工会では今年度から「ご当地グルメ」の開発研究を進める新たな事業を立ち上げ、こ

の第１弾として、既に町内飲食店関係者による新メニュー試食会も開催されており、これら

の取り組みとの連携に努めたいと思います。

このほか、札幌大通公園で開かれる「さっぽろオータム・フェスト」などの町外物産イベ

ントへの積極的参加によるＰＲ活動を厚岸味覚ターミナルや関連団体と連携して進めていま

すし、また、今年度、観光協会では独自のホームページを立ち上げ、インターネットを通じ

た情報発信を行うべく準備作業に取り組まれています。

このような取り組みをより深め、少しでも観光客を誘致できるよう、さらに努力を重ねて

いきたいと思います。

なお、観光客の誘致には、町全体で観光客をもてなすという町民意識の向上が大切であり

ます。本年、新たに発刊した「厚岸町要覧」は、町の観光ガイドブックになり得るものとし

て作成し、観光ホスピタリティーの充実を期して全戸配布したものでありますので、町民皆

さんに有効に活用いただきたいと願っています。

、 、 、次に 第４点の漁業の振興について 水産関連５機関によるネットワークの設立を見たが

海域の環境データを持ち寄り、今後の漁業のあり方について意見の交換をしたいということ

のようですが、行政はこれらのデータをしっかりと踏まえ検証し、水産業の振興に役立てて

いただけるものと理解していいのかとのお尋ねでありますが、このネットワークは、正式に

は「厚岸海域環境等現場情報ネットワーク会議」という名称で、５月28日に設立された組織

であります。

参加機関は、厚岸栽培技術開発センター、釧路管内水産種苗生産センター、厚岸漁業協同

組合、釧路地区水産技術普及指導所、それとカキ種苗センターの５機関であり、それらの機

関に属する技術系職員が参加することになっております。

この会議の目的は、各機関が行っている調査、研究、指導の目的や概要について意見交換

を行い、相互理解を図ることや、厚岸海域の環境や生態系についての現状を把握、検討する

ことであります。

主な取り組みとして、当該海域の環境や生態系の現状等を検討するため、各機関が行った

調査結果を持ち寄り、意見交換を行う場をつくることや、各機関が行っている調査研究及び

指導普及活動をより有効なものとするため、各機関が所有しているデータ等を整理し、情報

の共有化を進めることであります。

こうした現場での作業に従事している職員が横断的に集まる組織が設立されたのは、町内

初のことであります。こうした取り組みは、緊急時における速やかな連携体制を構築する際

にも大いに役立つものと考えております。

既に第１回目の会議も開催され、北海道大学厚岸臨海実験所の仲岡教授を講師に招いて、
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厚岸海域のような閉鎖系海域における環境に関する勉強会を実施しております。

当面のところ、検討会は年２回のペースで開催し、緊急時にはその都度開催する予定であ

ります。また、当会議の取り決めとして、会議として試験や調査業務を行ったり、会議の名

義で外部に対して情報や見解等を発信するものではないということになっております。

こうしたことから、この会議による直接的な調査が行われたり、何らかの見解等が発信さ

れるものではありませんが、会議における情報の共有化や意見交換によって得られた知見な

どをそれぞれの技術者が自分が属する機関での取り組みに生かすことで、結果としては、当

町の水産業の振興に役立つものと期待しているところであります。

これまでカキ種苗センターでは、厚岸栽培技術開発センターと連携して研究を行ったり、

釧路地区水産技術普及指導所と共同調査を実施してきましたが、こうした協力関係をさらに

強化できるようなネットワークづくりは非常に意義のあることであり、当町としては、積極

的に参加し、今後の取り組みに生かしていきたいと考えております。

続いて、５点目の環境対策についてでありますが、今年度において厚岸町、標茶町、厚岸

漁業協同組合、釧路太田農業協同組合、標茶町農業協同組合で構成する別寒辺牛川・ホマカ

イ川流域環境保全協議会の事業として、カキ殻を活用した農地からの排水の浄化実証試験を

計画しております。

場所は、厚岸湖に注ぐ標茶町内のチャンベツ川に隣接する農地内明渠排水路で、約100メー

トルにカキ殻を入れた蛇篭を敷設し、浄化作用のある微生物を繁殖させ、農地等から流出す

る酪農排水の浄化にどの程度の効果があるか、水質の試験調査を行う内容であります。

カキ殻は厚岸漁協青年部から提供を受け、敷設作業も厚岸漁協青年部と標茶町農協青年部

の協力のもと来月に行います。

この事業予算は235万円で、財源は構成団体の各負担金と社団法人北海道市町村振興協会の

広域推進事業助成を予定しております。

この排水浄化方法は本州において浄化効果が確認されており、明渠排水路が冬期間に凍結

するなど、気象や地形など条件の違うこの地域においても同様の効果を発揮できるか、数年

にわたる試験調査が必要と考えております。

本協議会では、その後の事業展開につきましては、この試験事業の推移を勘案して、関係

機関とさまざまな協議検討の上、判断していく予定であります。

いずれにいたしましても、厚岸湖に注ぐ河川流域の保全に将来を担う農協、漁協の青年部

が広域的に参画し、厚岸湖での漁業活動の副産物であるカキ殻が上流域の廃水浄化に活用で

きる可能性を秘めた取り組みであり、厚岸町としても先導的な立場で取り組んでまいりたい

と考えておりますので、ご理解願いたいと存じます。

次に、６点目の町税等の収納率についてであります。

平成20年度における町道民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、町営住宅使用

料の収納率について、あわせて過去３年分についてお知らせ願いたいとのご質問ですが、平

成20年度における収納率につきましては、関係法令に基づく決算審査等、所要の手続を了と

していないことから暫定値として、また、各収納率につきましては、現年課税分及び滞納繰

越分を合わせた収納率でお答えさせていただきます。

初に 町道民税の収納率については 平成20年度86.9％ 平成19年度88％ 平成18年度87.2、 、 、 、

％、平成17年度88.6％となっております。
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、 、 、 、 、次に 固定資産税については 平成20年度83.3％ 平成19年度83.2％ 平成18年度82.4％

平成17年度82.3％。

都市計画税については 平成20年度81.1％ 平成19年度80.2％ 平成18年度79.1％ 平成17、 、 、 、

年度79.3％。

国民健康保険税については、平成20年度71.7％、平成19年度74.7％、平成18年度75％、平

成17年度78％となっております。

続きまして、町営住宅使用料の収納率ですが、平成20年度98.1％、平成19年度98.5％、平

成18年度98.5％、平成17年度98.1％となっております。

次に、新型インフルエンザ、食中毒予防対策について、保育所を初めとする小中学校、特

別養護老人ホーム心和園など、新型インフルエンザ予防対策や夏場における食中毒予防対策

について適切に指導は行われているのかとのご質問でありますが、小中学校を含め、私から

答弁をいたします。

新型インフルエンザの感染は、６月19日現在、北海道内３名を含め、32都道府県で729名に

達しています。

幸いにしてウイルスの毒性は弱く、季節性のインフルエンザに近い症状であり、タミフル

などの治療薬も有効であることから、冷静に対応をお願いすると同時に、手洗い、うがいや

マスクの着用など、日ごろからのインフルエンザ予防対策を呼びかけているところでありま

す。

ご質問の保育所や小中学校、特別養護老人ホーム心和園などにおける予防対策であります

が、厚岸町では、４月30日に厚岸町感染症対策会議を開催して、情報の共有、市町村対応業

、 、 、務の確認 学校 施設等における感染症予防対策マニュアルによる予防の徹底などを確認し

進めてきたところであります。

保育所、学校では、保護者に日ごろのインフルエンザ予防対策や、感染の疑いのある場合

には保健所などの電話相談を呼びかけるチラシやお便りを配付しておりますが、時を同じく

して、季節性インフルエンザの感染が見られたことから、保育所では、朝の登所時の健康状

態の確認を行うなど、通常の感染予防対策を徹底してきたところであります。学校において

も、家庭との連絡体制を密にしながら、感染予防対策を図ってきたところであります。

特別養護老人ホームやグループホームなど高齢者の入所・通所施設では、感染症予防対策

は通年で取り組まれている施設であり、新型インフルエンザの予防対策に当たっても、国か

、 。らの対応策通知の周知を徹底するなど 施設内感染予防対策に努めているところであります

新型インフルエンザ感染患者の発生は、現在も終息しているわけではありませんし、この

秋以降に予想される第２波到来に向けても、感染の予防と拡大防止を基本とし、住民の皆さ

んへの情報提供も含め、適切な指導に努めてまいります。

食中毒予防対策についてでありますが、町では、食中毒対策として、副町長を議長とする

厚岸町食中毒予防連絡会議を設置し、保育所、学校、給食センター、町立病院、心和園、デ

イサービスの部署のほか、施設管理等の部署も含めて食中毒の予防対策を図っているところ

であります。

ことしも６月８日に第１回目の連絡会議を開催し、食中毒予防に向け、施設内の調理従事

者の作業マニュアル遵守の徹底、食中毒警報発令中の食品衛生の自主点検や、一般家庭及び

食品関係営業者などに対する食品衛生に関する注意喚起の徹底を図っているところでありま
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す。

ことし１月以降の北海道内における食中毒の発生状況を見ましても ５月29日現在で既に13、

件の発生が報告されており、食中毒予防対策は年間通した対策が求められているとの認識で

ありますし、今後においても、関係部署における食中毒予防対策の徹底と適切な指導に努め

てまいります。

以上でございます。

●議長（南谷議員） ４番、髙橋議員。

●髙橋議員 大変それぞれ詳しくご説明をいただきましてありがとうございます。

まず、１点目の第三セクターの味覚ターミナルの関係でありますけれども、これは昨

日も各議員のほうから大変貴重な提言がなされまして、指摘と考えられれば困るのです

けれども、提言をいただきまして、やはりこの町を思うための提言であるということを

理事者側は理解をしてほしいと、こう思うわけであります。

、 、 、本年３月にも 繰り返すようですけれども 各議員からそれぞれ貴重な提言を受けて

、 、 、町長は何かしら ようやく第三者機関による改善計画を年内に立ち上げたいと そして

積極的に取り組んでいくんだというようなお話がありました。私としては、やはり平成

何年かのときに改善計画が出されていたもんですから、そのときに既にやらなきゃなら

ない、後手後手に回っているということはどういうことかということであります。

そして、改善計画を出すに当たっては、まず年度別に必ず事業経過報告なり、あるい

はまた決算報告がしっかりなされているわけですから、問題点の反省、あるいは業務の

改善であるとか、経営監視の機能の強化など、それぞれ協議され、検証されているもの

と私は思っていたわけなんですけれども、それが何かしら、しっかり目を通さないとい

うか、検証されなかったというか、残念でならないと、こう思います。

さらには、売り上げの関係のほうに言葉を変えますけれども、コンキリエはあれだけ

の客の収容施設を持ち、いろいろな整備をされていながら、外来客の入り込み数が年々

。 。 、少なくなる これはコンキリエだけの問題でないですね 北海道全体がそういった形で

特に道東は、先般の新聞にもありましたように、大幅に外来客の入り込み数がダウンし

ているということから、外来客の入り込み数が大幅に減ったということは事実でありま

す。

それと、やはり厚岸観光への魅力ですね。厚岸観光への魅力の売り込みについての取

り組みに私は問題はないのかと思うんですね。厚岸は、別に厚岸のコンキリエは、コン

キリエに行くとおいしいものがあるんだよと言わなくても、厚岸へ行くとおいしいカキ

を食べれるんだよというのが、大体道内、あるいは道外の一部の方々は、99％の方がそ

う思っております。

だから、商品を売り込むには、もっともっと売り込み方があるんじゃないかと。その

、 、売り込み方に問題はないのかということもあわせて検証して しっかりと営業に対する

真剣味みがないとは言わないんだけれども、何かしら公の一つのものにおんぶにだっこ

している関係上、個人経営でないから、動いていりゃいいんだよというような感じで仕

事をしているとは思わないんだけれども、はたから見るとそういうふうに見られてもや
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むを得ない。

ですから、現場の支配人や副支配人については、どんな形でこの問題をとらえて、今

後どのように対応していくのかというぐらいの考えを持っているのかということを聞き

たいわけですね。経営改善なんていう言葉は、言葉にして確かに格好はいいんですよ。

３月からずっと聞いておりますけれども、きのうも各議員からのそれぞれの提言をお

尋ねしておりますけれども、事業に対する危機感というものが全く見られない。何かし

ら、その場しのぎの通り一遍の答弁というか、それに尽きるのかなと私は残念に思いま

す。

事業というのは、ご案内のように日々進行しているのです。こういうことを考えた場

合には、もっともっと事業する、営業するんだということを心に引き締めて取り組んで

いただきたい、このように思うんです。

何でもいいからやれやれと走らせておいて、片っ方ではブレーキをかっていると。ブ

レーキとアクセル一緒に踏んだって、事業なんてうまくいくわけないわけですね。そん

なことがないように、やはりこの第三セクターについてはしっかりと取り組んでもらい

たい、こうお願いをしておきます。

２点目の中小企業振興基本条例ですか、これについては町長からいろいろるるありま

したけれども、この中で私は、振興条例の制定と同時に、町長が公約にうたっていると

ころから抜粋しますというと、市街地での高齢者住宅の建設も実現したい、同時に行政

と民間との役割を明確にして施策に取り組むんだと。さらには、今、国も道も取り組ん

でいますけれども、地方資源のブランド化についてというのもあるんですね。これは中

小企業振興基本条例の中でも恐らくうたわれるのかな、これは観光になるのかな、どち

らになるかわからないのですけれど、こういったことも含めながら、中小企業振興条例

を制定することによって、その効果がコンキリエの運営にもプラスになってくれれば大

変ありがたいことかなと、こう思っております。

３点目の観光振興についてであります。これはたまたまコンキリエの観光客の受け入

、 、れとも重なるところがありますけれども やはり厚岸のまちの観光のあり方については

もう少し考えを掘り下げて、原点に返った形で取り組む必要があるのかなと。

厚岸は、観光の目玉としてはカキと桜、確かに歴史のまちです。これだけでは客は来

ません。このためにはどうしたらいいかということをもう少し掘り下げて考える必要が

あるのでないかと私は思うのであります。

ご案内のように、町長も先ほどお話をしたように、平成20年度の釧路支庁管内の観光

客の入り込み数についても各年ごとにしっかり減っているわけです。これからどんどん

、 。人口が減るわけですから 観光客がふえるという要因は全く見当たらないんであります

私は、秋の牡蠣まつり、もちろん春の桜まつり等については、できるだけ近隣の町村

とイベント、つまりお祭り行事がかち合わないようにすることも一つの方策でないかと

思っております。

町長は、６月10日の新聞で、環境を大切にしながら観光の振興を図りたい。環境だけ

を大切にしながら観光の振興を図るということは、それはなかなか難しいですね。

この町の今後の観光については、まず、もっともっと町民がわかりやすいように、議

員各位がもっともっとわかりやすい、観光はこうなんだなと取り組めるような具体的な
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町長からの説明を求めたいのであります。

そして、外来客の誘致についてでもありますが、もう少し行政が観光に対する指導力

を発揮してもらいたい。観光協会なり商工会を通して観光客誘致等についてはどのよう

な指導をしているのか。まず、指導されているならば、その実態がどのように経過した

のか、しっかり踏まえた上で検証し、そして翌年の観光事業に役立てるような対策を講

じる必要があろうかと思いますけれども、町長はいかがお考えでしょうか。

道内各地では、春から秋にかけて商店街や漁業、農業団体などはみずからがイベント

を企画して実行している町村が随所に見られるところであります。やはり行政がしっか

りバックアップしてくれれば、こういった団体がみずからやるわけです。

厚岸町は食のまちであり、豊富な食材がある関係上、ちょっと行政が手を貸してくれ

るとかなりのイベントといいますか、いろんな事業が展開されることは間違いないと私

は思うんですが、この取り組みについては、町長は今後どのように取り組んでいくのか

をまずお尋ねしたいと思います。

漁業の振興についてであります。カキ殻を活用した農排水浄化事業については、先ほ

どお尋ねしたので、よく理解しました。

次に、町税等の収納率について、これも窓口に行くと大体わかるもんですから、町長

がしっかり答弁してくれましたんで。

ただ、ここで私は二、三点お尋ねしたいのは、固定資産税にかかわる問題です。例え

ば、湾月町に昔のミール工場がありますね。あの固定資産税については、所有者が二転

三転するもんですから、なかなか回収がスムーズにいっていないと。

それはそれとして、これからやっぱり一番困るのは、秋に向かって台風の時期になる

んですね。そうするとあの建物が、たまたま壁がはがれたり、屋根がはがれたり、現在

までも何回か聞いております。これによって被害をこうむった周辺の住民がどこに損害

請求をしたらいいのかと、こういう問題も出てきているわけです。

大変な問題だろうと思うけれども、これについては、ぜひ、しっかりと取り組んでい

ただきたい、こう思っております。

答弁の時間がないと思いますけれども、私のほうも一方的なおしゃべりになりますけ

れども、ひとつ理解をしていただきたい。

それから インフルエンザ対策なんですが これは大変だと思うんですね 町長もおっ、 、 。

しゃっていたように、先般、ＷＨＯでは、新型インフルエンザについては世界的大流行

を宣言したところであります。

ご案内のように、厚労省や保健所では、インフルエンザや食中毒の予防には、まず第

１に、マスクや消毒剤はもちろんだけども、手洗いが大事であると、これを大きく指導

しているわけです。

したがって、私は、保育所や小学校での手洗いについてお尋ねしたいわけです。

、 、 。現在 使用している手洗いはほとんど手動によるものでありまして 真小は別として

つまり私に言わすというと、昭和の宝物でありまして、大切に使うことはよいことだと

思いますけれども、インフルエンザや食中毒の予防には、やはり近代的技術から生まれ

た自動水栓手洗いを設置すべきではないかと思うのであります。

まず、どんな病気でも予防が大事であることは皆さんご承知のとおりであります。健
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康でなければ保育所や学校に行くことができません。また、給食センターについても同

様に、調理員、働く人の安全のために、手洗いについては至急整備を進めていただきた

いと思います。

給食センターについては、特に、手洗いや作業所への出入り口のドアなどは自動化に

すべきではないのかと思っております。

将来ある子供たちのために、また、厚岸町の今日をつくっていただいた高齢者のため

にも、町民全体の健康を守るためにも、一日も早いこういった器具の整備をしてもらい

たいものであります。

こういったことは、いずれにしても 終的な町長の決断に頼る以外にございませんの

で、ぜひともやっていただきたいと。

時間があと５分しかありませんので、なるべく、ひとつ簡潔な答弁をいただきたい。

お願いいたします。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） 私から答弁をさせていただきます。

まず、コンキリエの関係でございますが、私は、味覚ターミナル・コンキリエは、厚

岸町の経済並びに観光振興、産業振興には大きな役割を持っている施設であるという認

識に立っております。

、 、 。しかしながら 今日 赤字という経営の中でいろいろなご意見があるわけであります

そのことを肝に銘じながら、今後さらなる経費の節減と営業努力によりまして経営の安

定に努めてまいりたいと、そのように考えております。

続きまして、商工業振興の中小企業振興基本条例の関係でありますが、今、厚岸町に

は 事業所といたしまして 平成18年度の事業ですが 509事業あります 従業員は3,987、 、 、 。

人も勤務をいたしておるわけであります。極めて厚岸の経済のウエートも大きいわけで

ありますが、今日の中小企業を取り巻く諸情勢はごらんのとおりであります。大変厳し

いわけであります。

そういうことを考えますと、地域経済の活性化と雇用をふやす事業所として、今後、

行政と町の役割を踏まえた中で振興策を講じていくことが目的でありますので、ご理解

いただきたいと存じます。

観光振興でございますが、何といいましても、これから厚岸町は地域戦略の一つとし

て観光振興を私は考えております。しからば、どういう手法があるのか、今までのよう

な観光ではあってはならないというご指摘もありました。全くそのとおりであります。

しかしながら、厚岸町におきましては、素晴らしい景観、自然がございます。これを

大事にした観光。そして、今これから工事を行おうとしております北太平洋シーサイド

ライン、この床潭・末広間道路、バスを通すことによって、もちろん産業道路でありま

すが、観光効果も出てくるのではなかろうか、そのように考えますし、さらにはまた厚

岸町、釧路町、浜中町の広域観光をさらに促進をしていかなければならないと考えてお

ります。

それともう一つは、やはり今、漁業協同組合と協議をいたしておりますが、国定公園
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化でございます。私としては、できるだけ速やかに国定公園化を図っていきたい、その

ようにも考えておるわけであります。

また、税収の関係でありますが、今後とも収納率を高めるために、何といっても財政

の基盤であります。努めてまいりたいと、そのように考えておりますので、ご理解をい

ただきたいと思うわけでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。その他は担当から答弁をさせます。

●議長（南谷議員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 新型インフルエンザ対策、それから食中毒の予防対策で、保育

、 。所 それから学校給食センターにおけます自動手洗いの導入というご提言をいただきました

私ども、新型インフルエンザ対策につきましては、飛沫感染をいかに防ぐかということを

中心に、議員おっしゃいますように、日常生活における、これは家庭も含めてでございます

が、うがい、手洗い、マスクということを勧奨させていただいております。

それから、食中毒予防につきましても、所要の施設、それから給食提供の調理作業場にお

けます業務マニュアルというものを徹底していこうということでこれまで対応しているとこ

ろでありますが、議員ご承知のように、施設そのもの、建設年度の問題もございまして、手

で直接触れるというものがほとんどでございまして、そういう意味では、一度にそういった

整備をしていくことについて、非常に財政的に困難な部分もあるというところの検討をさせ

ていただいております。

しからばということになりますが、給食センターも建物自体古くなっているという状況も

ございますので、給食センターに限らず、それぞれの施設の中で改修、あるいは改築計画の

中でご提言いただいているような、より安全な対応ができる施設整備というものを検討して

いこうということで、内部的には検討をさせていただいているところでございますので、ご

理解をいただきたいと思います。

●議長（南谷議員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 若干、給食センターについて補足させていただきますが、今、答弁

申し上げたのは、自動ドアの設置について、建て替え計画もございますし、スペース的にも

難しいと。

ただ 自動手洗い機につきましては 給食センターの場合は 入出前に２カ所 ドアを入っ、 、 、 、

た入室後に３カ所。そしてもう１件、ボイラー室に、ボイラー故障等に入るもんですから、

ボイラー室に入る手前のところに１カ所ということで、計６カ所の自動手洗い機、消毒装置

を備えております。

●議長（南谷議員） ４番、髙橋議員。

●髙橋議員 それぞれ担当者から適切なご答弁をいただきました。

このインフルエンザ対策につきましては、道の厚生部であるとか、あるいはまた保健所の
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ほうから、業界を通しながら強く指導があるもんですから、ぜひともやはりやってもらいた

いということでありますので、できるだけ学校等につきましては、早めに対策を講じていた

だきたいと、このように思っております。

以上で質問を終わらせてもらいます。大変ありがとうございました。

●議長（南谷議員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 先ほど町長部局のほうから答弁もありましたけども、後から設置す

る部分については、学校については難しい面もありますので、いろいろな設備を取りかえる

時期において、ぜひ検討させていただきたいというふうに考えております。

●議長（南谷議員） 以上で、４番、髙橋議員の一般質問を終わります。

次に、２番、堀議員の一般質問を行います。

２番、堀議員。

●堀議員 私は、本定例会におきまして、さきに通告いたしました次の事項について質問する

ものであります。

質問事項といたしましては、厚岸町における企業、工場誘致についてであります。

質問の要旨といたしまして、１、企業誘致に対する税制上の優遇措置にはどのようなもの

があるのか。

２といたしまして、企業誘致に対する土地開発規制等の制度上の優遇措置にはどのような

ものがあるのか。

３といたしまして、若狹町政２期８年中の企業誘致はどのように行われてきたのか。

４といたしまして、若狹町政３期目に当たり、企業誘致というものをどのように進めてい

くのか。

以上について質問するものであります。

●議長（南谷議員） 町長。

●議長（南谷議員） ２番、堀議員の厚岸町における企業誘致についてのご質問にお答えをい

たします。

１点目には、企業誘致に対する税制上の優遇措置にはどのようなものがあるのかとのお尋

ねでありますが、まず、国税の関係では、企業立地促進法などによる特別償却があります。

これは設備投資を対象として、通常より減価償却の限度額を大きくして早期償却を認めると

、 、 、いう課税上の特別措置であり 厚岸町の場合は 過疎地域自立促進特別措置法の適用により

2,000万円を超える設備投資の場合において、機械装置で10％、建物等で６％までの特別償却

ができる地域になっています。

次に、道税の関係でありますが、地域振興における課税優遇措置として、事業税で３年間

の免除及び不動産取得税の課税免除の措置があり、過疎地域である厚岸町では、製造業、旅

館業、ソフトウエア業の業種で工場生産設備等の取得額が2,700万円を超えるものについて、
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この措置が受けられることになっています。

次に、町税の関係でありますが、厚岸町工業等振興条例の定めるところにより、製造業、

旅館業、ソフトウエア業の業種で事業所の新設または増設のための設備投資額が1,000万円を

超える場合は、固定資産税で３年間の課税免除をするものになっています。

次に、企業誘致に対する土地開発規制等の制度上の優遇措置にはどのようなものがあるの

かとのお尋ねでありますが、企業立地促進法に基づく基本計画で重点促進区域を設定した区

域については、工場立地法で定められている緑地等の面積率を市町村条例の規定で緩和する

ことが可能でありますが、これ以外の開発行為や土地取得、農地転用及び都市計画用途地域

などにおける手続や制限は、各法律や北海道条例に定めるところによらなければならず、企

業の立地に対するこれらの規制緩和措置は特にありません。

次に、３点目の若狹町政２期８年中の企業誘致はどのように行われてきたのかとのお尋ね

にお答えします。

町長就任時の厚岸経済の構造変化の中、私は、企業誘致をすることによる雇用創出と

税収の増加など、地域における経済効果を考えると、企業誘致も重要な行政課題である

と位置づけてまいりました。

このため、北海道産業立地推進局を通じた企業情報の入手や、私の人脈などを通じて

の企業進出を促してきていますが、これまで 終的な新しい企業誘致に結びつくものに

行き当たっていない状況にあります。

その要因には、まず、国内企業の海外への工場進出や景気の悪化により、国内での工

場立地が減退していることが挙げられます。

人件費の削減を求めて、我が国の製造業企業の海外への進出による国内産業の空洞化

が進展しており、バブル経済の崩壊による景気悪化も加わって、国内での工場立地が地

方部を中心に急激に減少している時期にありました。その後も一部地域を除き企業の立

地は低迷しており、工場団地の分譲に苦戦する多くの自治体が企業誘致にしのぎを削っ

てきている状況にあります。

また、工場等の立地を図る企業のニーズに対して、厚岸町へ誘致するための立地環境

が弱いという面があります。

工場等の立地に当たり企業側が示す条件は、まず、本社や自社工場への近接性や交通

アクセスの容易さが も多く、さらに工業団地であることや用地取得価格の安さ、労働

力確保の容易さが挙げられ、また、その地域の産業の集積度も重要な要件に挙げられて

いるとの調査結果も出ております。

このような企業のニーズに対して、厚岸町の現状では有効なセールスポイントを持っ

ておらず、工業団地などの企業立地環境を整えている自治体と同じ土俵で勝負すること

は極めて難しいものがあります。

このような状況の中で、企業誘致の施策展開において苦戦を強いられていることをご

理解願います。

次に、４点目の若狹町政３期目に当たり、企業誘致をどのように進めていくのかとの

お尋ねについてお答えします。

さきに申しましたとおり、私は、新たな企業立地は地域経済への波及効果が高いもの

と考えており、新たな企業立地により、地元に既存産業と連携した産業集積が構築され
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ることは大いに歓迎すべきことであり、町全体の発展のために推進すべきものと思って

います。

しかし、今日における企業誘致を取り巻く環境は大変に厳しいものがあります。世界

的な景気の後退や円高の影響により、それまで高水準で設備投資が続いてきた自動車や

電機、電子機器などの輸出型の加工組み立て産業では、業績の急激な悪化で設備投資が

大幅に低下しており、また、製造業を中心に在庫圧縮のための減産や雇用調整が進み、

経営効率化の動きが加速しています。

、 、このため 平成20年度の北海道における企業の立地件数は増築も含め47件にとどまり

前年度の83件に比べ大幅に減少しています。

このように企業の進出が鈍化し、その回復が見えない中で、企業立地を促進する条件

整備のための先行投資はリスクが大きいと思われますし、せっかく誘致しても短期間で

工場閉鎖、撤退する事態になると、不況時にこうむる地域のダメージはより大きなもの

になります。また、工場の立地による環境への影響も大事なことであります。

このような問題点を見据えつつ、地域の活性化への影響をしっかりとらえながら、企

業誘致に対応してまいりたいと考えています。

なお、町の経済活性化には、地域の既存産業や地元の企業が元気であることが何より

であります。厚岸町の現状を冷静に考察するとき、町の基幹産業である第１次産業の振

興と地元企業の育成、発展のための施策を優先すべきであると考えますし、既存の企業

を大事にしてこそ、次なる企業が出てくるものであると思います。

このことを重視して、これまで各種の産業振興策に取り組んできており、第３期目の

町政においてもこれを継続して取り組む考えでおりますので、ご理解をお願いいたしま

す。

以上でございます。

●議長（南谷議員） ２番、堀議員。

●堀議員 行政にとって企業誘致というのは、今まで常に受け入れるしかなかったというふう

に思うんですね。声高に企業誘致というものをうたってみても、選択権というのは常に企業

側にあるわけで、それがどんな時代になっても変わらないものだというのは、それはよく理

解できます。

でも、企業が選択するに当たってのファクターを行政側がいかに与えることができるのか

というものが、そして、その企業にとってのメリット性というものをいかに理解させること

。ができるのかということで企業誘致というものはうまくいくというふうに私は思うんですよ

そういうものを受けて初めて、企業が厚岸町に来たときに企業誘致が成功したというふうに

言えるんじゃないのかなと思うんです。

もちろんこの答弁の中にもありましたけども、来たはいいけども、短期で撤退してしまう

んであれば、そのダメージというものは大きいんで、やはりそれは永続的な事業展開がされ

るということが も望ましい形であるというふうには私も理解いたします。

さらに、今、第５期の厚岸町総合計画というものを策定中でありますけれども、この中で

町民意識調査の結果概要というものを既に出されているんですけれども、この中で現在の雇
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用や就労の場の確保について、現在の満足度で「不満 「やや不満」を合わせても61.1％もあ」

ると。加えるならば、今後の重要度といった設問に対しても、雇用や就労の場の確保という

のは「重要 「やや重要」と考えているというのが86.2％もあると。これは町民の意識調査で」

の町のほうから出されている結果概要ですけれども、これ、すなわち町民の切なる願い、行

。政への不満というものをあらわしているんじゃないのかなというふうに思うわけであります

そして、この意識調査というのは、これは第５期ですけども、第４期においてもアンケー

ト調査というものはやられてきました。この中でも、やはり雇用、就労の場の確保というも

のが町民の高い要望意識としてあるということはあったわけです。にもかかわらず、この第

５期のアンケート調査の中でもこれだけ高い数字になっていると。これがすなわち、町、行

政側が町民の要望、切なる願いというものにいかに応えてこれなかったのかというものをあ

らわしていると思うんですね。

そういった中では 第４期というものの中で企業誘致 若狹町政２期８年については重立っ、 、

た成果というものを出すことができなかったといった中では、この意識調査の数字の高さと

いうものをやはり真摯に受けとめていただきたいというふうに思うわけであります。

今、策定中の総合計画においては、人口の減少というものを見込んで策定をしているわけ

ですけれども、これは当然町民の現在の年齢構成、その他を考えたとき、現状維持ないしは

、増加を考えるということは余りにもあり得ないことだということは理解できるんですけども

でも、人口の減少というものをただ受けとめているだけでは、この厚岸町においても想定以

上の減少というものが起こってしまうと。そういうものを私は危惧するわけであります。

次代を担う子供たち、ことし３月卒業の中学生の地元高校への進学率というものが60％に

も満たない。これは管内他の高校を抱える町においても、厚岸町の地元進学率というのが一

番低いわけであるんですけれども、そういったときに、このことを考えても、要するに子供

たちにとっても地元での雇用、就労の場がないという、そういうものがやはり意識としてあ

ると。高校卒業後の就職に不安がある町内の高校に行かせるよりも、多少負担はふえるであ

ろうとは思うんですけども、より卒業後の選択肢がふえる、町外、釧路などの高校に行かせ

ることが多くなると。こういうように選択するようになるのは、至極当然といえば当然のこ

とだというふうに私は思うわけなんですよ。

いろいろと言ってはきたんですけども、企業、工場誘致というものがいかに重要なもので

あるのかというのは、行政側、そして町長を初めとする理事者側も十二分に理解していると

いうことはこの答弁の中でも理解いたしますし、また、チャンスがあれば、ぜひ企業誘致と

いうものに積極的に取り組んでいきたいというものの思いというものは私も感じることがで

きました。だからこそ、企業に対して行政側から明確なメッセージを送るという、そういう

ことが重要になるというふうに思うんですね。

初のほうにも言ったんですけども、企業にとってのメリット性というものに対して、今

の厚岸町で取り得る限りの政策というものを樹立し、それを公にし、そして、それをセール

スポイントとしてアピールしていくと。一般のセールスでも１件に当たって１件が契約でき

るというものじゃない。やはり50件、100件とコネを使って、足を使ってというものの中で、

そういうふうに当たっていった中でようやっと１件が成約できるかどうかという、そういう

厳しい時代。

これは答弁の中にもありましたけれども、他の地域、より経済性、そして交通の便がいい
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とかという中で、そういった町というものも多々あります。でも、その中で、この厚岸町に

来ることのメリット性を見出す企業というのも当然中にはあってしかるべきだというふうに

なると思うんですよね。そのためにやはり足を使っていただきたいというふうに私は思うわ

けであります。

企業のメリット性を高める政策としてはさまざまなものがあるとは思うんですけれども、

、 、 、例えるならば 水道料や占用料といった使用料等の減免や 取りつけ道路等インフラの整備

、 、これらは誘致する企業等の規模などによっても これについてはいろいろと影響されるので

ここでは触れませんけれども、それ以外で代表的なところでの考査効果としての税や主な土

地規制等についての優遇措置の樹立というものをメッセージとして立てることができないの

かなというふうに思うわけであります。

そういった中で、質問の要旨といたしまして１点目の税制上の優遇措置というものは、答

弁の中で、まず国に関しては特別償却というものがあってということであります。北海道に

ついても３年間というものもがあります。厚岸町についても固定資産税で３年間の課税免除

というものがあるというふうに。やはりこの３年間というものを10年間とか15年間とか、よ

り永続的な事業展開を求めるならば、やはりそういうことも必要じゃないのかなというふう

に思うわけであります。

そして、２点目ですね、企業誘致に対する土地開発規制等ということで、国においては企

業立地促進法に基づく基本計画での制定した区域、面積要件緩和というものがあるというこ

となんですけれども、それ以外では主な規制緩和措置というものはないということなんです

けれどもね。

それで企業、工場が立地されるといったときに、一番時間がかかってしまうといったもの

の中で開発行為というものが一つあると思うんですね。この開発行為というものは、実施計

画の事前審査というものが、まず審査申請から始まりまして、実施計画の事前審査というも

のを経た上で開発行為の許可の申請を受けて、そして許可をすると。その上で工事着手、そ

して、その後でなければ建築の確認申請も出せないとか、実際に企業が町に来ようとしても

そこに実現するまでにはえらい時間がかかってしまうんです。やはりタイムイズマネーとい

うわけじゃないですけれども、企業がこの町に、そしてここに商機を見出すといったものの

中では、やはり時間的なものというのも非常に大事になってくるわけであります。

そこで、土地開発規制は、その開発行為といったものをよりスムーズに進めることができ

るような政策というものがないのかというものを一つお尋ねしたいんですけれども、この開

発行為というのは、当然北海道が許認可権を持っているわけですけれども、この許認可権、

町村において権限移譲を受けて、そして厚岸町なら厚岸町が開発行為の許認可権を持ってい

る中でやるということの中では、それだけでもスピードはアップすることができます。まし

、 、 、 。てや 開発行為の中では 技術上の許可基準とか 立地上の許可基準というものがあります

技術上の許可基準というのは、ある程度全国一律でなければ、それは安全・安心上やはりで

きないんですけども、立地上の許可基準というものの中では、町村にとってのメリット性と

いうもの、そして周りの環境、そういったものも考慮した中での緩和というものが図られる

ことにもなり得るというふうに思うんですよね。

この開発行為の許認可権というものを実際に既に北海道のほうから権限移譲を受けている

道内の町というものも、たしか十勝のほうとか、ほかにもあったと思うんですけど、何町か
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あるとは思うんですけども、そういったものの中でいると。やはり厚岸町においてもそうい

、 、 、 、うもの 北海道からの権限移譲を受けた中で そして 企業が厚岸町に来るといったときに

諸手を挙げて、そして、時間の節約、経費の節減といったものに対してもいろいろなものが

待っているんだよと、そういうものをメッセージとして送れるような制度、体制というもの

はつくるべきじゃないのかなというふうに思うわけなんですけど。

この２点について、いろいろと 初のほうではしゃべったんですけども、税制について、

そしてまた土地開発規制等についての権限移譲等について、どのようにお考えになっている

のかということについて質問をいたしたいと思います。

●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） お答え申し上げたいと思います。

企業誘致に際して、いかに厚岸町に進出する、あるいは厚岸町に立地する上でのメリット

性を訴えていくかと、これは決め手になるということはおっしゃるとおりでございまして、

まさにそういう部分かなというふうに思います。

それで税制の関係でございますけれども、今、厚岸町のほうについては、工業振興条例の

中、これは過疎法の規定、これを基本に置いた形の中で、３年間の固定資産税の免除という

ことを規定させていただいております。

この期間を長くできないのかというご質問でございますけれども、この部分につきまして

は、いわゆる税法の問題だとか、それから過疎法との絡み、こういったような形の中でいろ

いろ制約等もあるというふうに聞いております。

なお、この辺の部分につきましては、企業誘致をこれから進める上でのメリット性という

部分を考える上で、さらに研究、検討をさせていただきたいなと、このように思います。

それから、もう一つ、開発行為等に伴う関係でございます。おっしゃるように企業側が企

業立地をそこの地域で新しくする場合に求めるのは、いろいろな手続があるんですが、こう

いったものにかかる労力というのが非常に大きいと。これをいかに軽減させてくれるかとい

うようなことも求めているという部分が企業誘致を進めていく上でのポイントとして挙げら

れているというのは、まさにおっしゃるとおりでございます。

そうした中で、開発行為だけにとどまらず、いろんな手続があるんですが、これをいかに

行政側のほうでサポートしていくか。いわゆる手続関係についてはこうこうこういうことで

すよ、あるいは行政のほうでもってそれ以上のものをサポートしながら手続関係をスムーズ

にさせるという体制をとっていくということも、これは重要なことかというふうに思ってお

ります。

ただ、規制の中身そのものについては、先ほど町長のほうから答えたように、一部を除い

ては法で決められている規制の中身でございますので、それを緩和していくということは、

これはちょっと難しいというふうにご理解をいただきたいんですが、そういった手続関係の

中で、例えば本州方面から来る場合については、北海道自体でいろいろな道の手続がある場

合については、それをワンストップサービスという表現をしておりますけれども、集約して

企業、産業立地促進のところでもってサポートしていくというような体制もつくられており

ます。
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町のほうにおいても、実際の進出の形が出てきますと、そういったものを進めなければな

らない、それは当然のことかというふうに思っております。

それで開発行為の部分について、これは道から町のほうに移して、それによってスムーズ

に、いわゆる権限移譲の関係でございますけれども、この権限移譲の関係については、まだ

厚岸町は受けておりません。これについてはもう少し研究をさせていただきたいというふう

に考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。

●議長（南谷議員） ２番、堀議員。

●堀議員 固定資産税、固定資産税だけでなく、都市計画区域内で工場誘致ですと都市計画税

というものもかかってくるので、これも当然入ってきますので、今後の研究としてしていた

だきたいと。研究された上では、できるだけ早い時期に制度化して、メッセージというもの

を出すというのを、コンセンサスを得た上で図っていただきたいなというものが一つお願い

としてあるわけであります。

開発行為もその他の規制等、本当に今北海道においても、町村に対してさまざまなものを

権限移譲しようとしております。そういった中で、こういったものをいち早く取り入れ、そ

して、それをいち早く発信することによって、企業側の受けるイメージというものも格段に

上がるわけであります そういったものを踏まえたときに 企業にとってもタイムイズマネー。 、

ですけれども、行政にとってもタイムイズマネーだというふうに考えて取り進んでいただき

たいというふうに思うわけであります。

そういった中で、これ以外については、本当にこれからのものというように私としても理

解できますんで、より研究した上での早期の実現性というものについて早い時期に示してい

ただければ 町民の意識調査の中でも不満に思うことの一番のものですから やはりそういっ、 、

たものに対して解消を図っていく上でも、ぜひとも取り組んでいただきたいというふうに思

うわけであります。

それで 後ということになるんですけれども、大分時間が余ってしまって済みませんけれ

ども、町長の３期目に当たっての企業誘致というものについて、町長のほうから、いま一度

答えというものを聞かせていただきたいなということで質問するんですけれども、町長がこ

の６月に３選を果たされまして、７月から３期目に無事入られるわけであります。

それについては、町民だれもがやはり町長に期待するし、そして私ども議会人といたしま

しても、だれもが町長の手腕、そして実績、人脈というものに期待するものであるというふ

うに思っているわけであります。

、 、そういったときに企業誘致というものに対して やはり町民がこれだけ不満に思っている

そういった中で選ばれている町長といったことで、そういう切なる願い、思いというものを

町長としても重く受けとめた中で、長く培ってきた政治手腕、そして豊富な人脈というもの

を活用した中で企業誘致というものに取り組んでもらいたいと。そして雇用の場、就労の場

の確保をしていただきたいというものが、やはり町民だれもが町長に期待をするところであ

ると思います。

町長には厚岸町のトップセールスマンとして、やはり今まで以上の足を使った営業活動を

もっともっとしていただきたいなというように思います。それについての町長の意気込みと
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いったらあれなんですけれども、そういう思いというものをいま一度聞かせていただきたい

と思いまして、私の質問を終わらせていただきます。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えをさせていただきます。

３期目の向けての施策の一つとしての企業誘致、すなわち企業誘致は経済政策でもござい

ます。

、 、 。そういう意味で 私は ３期目に向かって一番心配をいたしておりますことがございます

というのは、少子高齢化はもちろんでありますが、人口減少であります。堀議員もご承知の

ことと思いますが、厚労省の人口問題研究所が発表いたしました厚岸町の人口推計によりま

すと、現在、厚岸町は１万1,000人の人口があります。これが10年後には１万人を割るであろ

う、そのような推計を立てられておるわけであります。

私は、人口が減るということは、厚岸の経済にも産業にも大きな影響を受けるものである

という認識に立っているわけでございます。そういう中で、企業の進出というのは極めて行

政課題としての大事な位置づけをしていかなければならないということは当然なことであろ

うと思っております。

さらにはまた、若者が流出をするというのは厚岸町の将来にとっても大きな発展上の

影響がございます。でき得れば、若者の働く場所の拡大というものも大きな課題でもご

ざいます。

そういう意味におきましては、今、企業の進出に当たりましては、優遇策を初めとす

る助成制度の拡充、そしてまた、町長としてのトップセールスを含めた営業体制の強化

等のご意見がございました。私もそのように考えております。

しかしながら、現在の経済状況を勘案しますと、今までの企業進出はほとんどそうい

う制度で企業が進出してきておったわけでありますが、今では、企業といたしましても

そういう企業先の優遇措置が有意義だから行くという経営判断においては極めて薄く

なってきております。すなわち、もうけなければ行けない、行かないというのがどうし

ても企業上そういうことになってしまっておるわけであります。

そういう経済状況にある現実でありますが、しかしながら、厚岸町の将来のさらなる

発展を考えた場合においては、企業の誘致というのは極めて重要な行政課題であるとい

、 、 、う認識を持って 今後とも行政を推進してまいりたい このように思っておりますので

ご理解いただきたいと存じます。

●議長（南谷議員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） 私のほうから、開発行為の許認可事務の権限移譲についてでござい

ますけども、これにつきましては、企業へのメリット、それから、ほかに町の体制等もござ

います。これらを含めて検討してまいりたいというふうに思います。

●議長（南谷議員） 以上で、２番、堀議員の一般質問を終わります。
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本会議を休憩いたします。再開は、午後１時といたします。

午前11時40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、室﨑議員の一般質問を行います。

13番、室﨑議員。

●室﨑議員 さきに通告いたしました一般質問通告書に従いまして、質問を申し上げます。

質問事項、ホームページの作成についてであります。

３月議会で提案されておりますが、予算1,000万円でホームページシステムのつくり直しと

いうのが出ておりまして、それを聞いた町民の中にも非常に関心が強いので改めてお聞きす

るわけですが、１として、町のホームページシステムを新たにつくり直すことになると聞く

が、その内容。

２として、計画から発注までどのような方式で、どのような手順によってなされるのか、

ご説明をいただきたい。

３として、ホームページシステムを新たにつくり直さなければならない理由ないしその必

要性についてご説明をいただきたいのであります。

以上で、１回目の質問を終わります。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） 13番、室﨑議員のご質問にお答えします。

初めに、町のホームページシステムを新たにつくり直すことになる、その内容であります

が、現行ホームページは平成16年度に構築し、各担当課において作成、更新を行った後、広

報情報係が公開 管理を行っておりますが インターネットの急速な普及により ホームペー、 、 、

ジのデザインやコンテンツの見直しと、その管理運用方法の見直しが迫られております。

今回の更新は、ホームページの内容やシステム及び保守、運用面を含めて全面的な見直し

を図るものであり、時代に即したホームページを構築するとともに、職員が容易に情報発信

、 。を図られるような仕組みづくりを念頭に システム全体を構築しようとするものであります

詳細は、お手元に資料として配付させていただいた仕様書によっているところであります

が、第１に、基本的な機能については、インターネットを介してアクセスできるホームペー

ジ機能、問い合わせフォームから送信できる問い合わせ機能、 新のものから一定数をトッ

プページなど指定箇所に表示を行うお知らせ機能、情報を見つけることができる検索機能、

利用者が文字の大きさを大中小の中から選択し見やすくする文字サイズ変更機能、コンテン

ツの作成、更新、管理を一括で行うことができるＣＭＳ機能、そして、サーバー及びネット

ワークの保守管理体制についての条件を示しているものであります。

第２に、デザインとページの制作については、使いやすさに重点を置いたユーザビリティ
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の考え方や、高齢者、障害者を含めてだれもが支障なく利用できるアクセシビリティの考え

方を踏まえること、また、記述するための言語や使用する文字コードについて、それぞれ条

件を示しているものであります。

第３に、掲載コンテンツであります。現行ホームページに掲載されているコンテンツを例

示として掲げ、閲覧者が情報にアクセスしやすい視点でホームページの設計をすることを基

、 、 、 、本に 新たなコンテンツについては メールマガジン配信機能 厚岸町要覧デジタルブック

災害情報の発信機能の３点を例示するにとどめ、提案者の企画力や独創性により、厚岸町の

ポータルサイトとなるよう、閲覧者に届けたい情報を掲載しようとするものであります。

次に、計画から発注までどのような方式で、どのような手順によってなされるのかとのお

尋ねであります。

日進月歩で進化を続けるホームページにあっては、その分野における知識や情報を行政職

員がすべてを把握するのは容易ではなく、また、時代に即したホームページを公開していく

ためには、現状のみならず、将来を見据えた中で、デザインや提供コンテンツの見直しをそ

の都度図っていく必要があり、このことから、業者選定に当たっては 低限必要とされる仕

様を示し、管理運用も含めた総合的な判断及び提案業者の現状把握力や企画力までも判断材

料に含める必要があると考え、公募型プロポーザル方式を採用することとして作業を進めて

きたところであります。

５月に「厚岸町ホームページ更新・運用管理仕様書」及び「厚岸町ホームページ更新・運

用管理業務委託プロポーザル実施要領」を作成し、これらの配布期間を６月８日から６月18

日に設定、プロポーザル参加届提出期限を６月19日としたところであり、その後、提案書の

提出期限を７月３日に予定し、選考会での提案説明を７月７日前後に予定することとしてい

ます。選考会終了後、選定委員会を開催し、業者選定の後、契約手続を経て作業に着手し、

本年９月末までに公開する見込みであります。

次に、ホームページシステムを新たにつくり直さなければならない理由ないしその必要性

でありますが、現在のホームページシステムは平成16年度に構築されたもので、この５年間

でホームページを取り巻く環境は、インターネットの普及に伴い著しい技術革新を見せてお

り、現状システムの弱点も明らかになってきています。

一つは データを作成 更新するレイアウトが１種類しかなく 表や画像などを含めたペー、 、 、

ジを作成する場合、知識、技術、専用ソフトが必要となり、これがデータ更新の足かせとも

なっている現実があります。

また、庁内サーバーと公開サーバー間のデータ移行は、職員が手作業で行うことから、エ

ラーの発生頻度が高くなる傾向にありますし、画像や添付データはフロッピーディスクでの

更新となるため、データ容量に制限があります。

さらに、現在公開しているホームページのデザインは、５年前に作成したものであること

から、容易に職員によるデザイン変更はできない状況にあります。

加えて、現行ホームページシステムの機器類も５年を経過することから、障害の発生割合

が高まってきています。

このような現状から、現行ホームページシステムの弱点を解消し、日々技術革新される時

代に即した環境により、閲覧者へ知らせたい情報発信が行えるよう、全面的な見直しに努め

てまいります。
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私が掲げる協働のまちづくりにおいて、行政と町民が情報を共有し、ともにまちづくりを

進めていくためには、見やすくて、ためになる情報を発信することが求められているものと

認識をいたしておりますし、導入しようとするホームページには、町のポータルサイトとし

て、これまで以上に厚岸町の情報発信の主要な役割を担わせ、活用を図ってまいりたいと考

えております。

以上でございます。

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 こういう種類のもの、コンピューターが絡んだ話をするときに、今、町長の答弁

の中でも非常にカタカナ語が多くて、町長自身何か舌をかみそうになるような場面が何回も

あって、何で我々がわかるような言葉でしゃべられないのかなといつも思うんですが、これ

はその業界の特殊な用語を使わなければ話ができないような特殊な業界であるということの

一つのあらわれであろうと思いまして、ただ、こういうことには非常に効果がありまして、

何か「阿毘羅吽欠蘇婆訶」というような、聞いている方は呪文を聞かされているような心理

的雰囲気になってくるわけです。そうすると、中身がどうであろうかなかろうかなんていう

話はともかくとして、非常に立派ですてきなもののような催眠効果を生むわけですね。それ

で延々とそういう言葉で説明されると、ああ、なるほど立派だなということで終わってしま

いがちなので、私自身そういう催眠術にかからないように、中身をよく分析していきたいと

思いますので、よろしくお願いしたい。

それで、先ほど１回目でもちょっと申し上げたんですが、予算1,000万円でホームページを

つくり直すんだという言い方をされると、やっぱり町民の皆さんは一体どんなものができる

んだろうということをまず思うんですね。今の説明を聞いていて、果たして、ああ、こうい

うものができるのかというふうにわかる町民はこの厚岸町に何人ぐらいいるかなというふう

に私は思います。私自身はよくわかりませんでした。

それで、一番 後のほうに、協働のまちづくりに欠かせない、見やすくて、ためになる情

報発信で町のポータルサイト、ポータルサイトって、これ何ですかね、というような話が出

てくるんだけども、もっと簡単にわかりやすく言って、受け取る側にとってこれがつくり直

されるとどういうふうに便利になるのかということをおっしゃっていただきたい。

それで、そこにはどんな情報が盛り込まれ、だれがだれに対して何を発信するのかという

問題だと思うんですよね、言ってしまえば。そのあたりをまず簡単にわかりやすく、なかな

か難しい注文だと思いますが、お願いしたい。

●議長（南谷議員） 総務課長。

●総務課長（豊原課長） お答え申し上げます。

議員おっしゃいますように、カタカナ語が大変多いということでございます。そういう点

では、なかなかわかりづらい面もあろうかというふうに思っているところでございます。

ポータルサイト、これは玄関といいますか、入り口といいますか、そういうような意味で

ございまして、ホームページに訪れる入り口というようなイメージを持っていただければよ
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ろしいのかなというふうに思っております。

それで、受け取る側がどう便利になるのかというお尋ねでございます。この部分につきま

しては、現行のホームページについては、目次の部分にアクセスをして、そして必要な情報

を得ようというようなことになりますと、今のシステムでは次から次と画面展開を繰り返し

。ていかないとなかなか目的のところにたどり着きづらいというような状況になっております

これをできるだけわかりやすくといいますか、スピーディーにその情報にたどり着けるよう

な、そういう構成ができないだろうかというようなことで、この次に入れようと今考えてお

ります部分ではそういう部分を改善しようというふうに考えているところでございます。

そして、何が盛り込まれるかということでございますが、情報の固まりということで、現

在も15ほど目次の部分に掲載をさせていただいております。基本的には、この15を活用して

いく、そして、なおかつ新たな情報の固まりを付加しようというようなことで考えていると

ころであります。

まだトップページのイメージは確定ではないですけれども、今現在考えておりますのは、

基本的には14の固まり、現状から14に絞り込んでいって、そしてさらに８つぐらいの新たな

情報を載せれないかというようなことで、厚岸町要覧を見れる機能、デジタルブックといい

ますか、本をめくるような形で見れる機能をつけたいというようなこととか、あるいは携帯

電話でも情報を得ることができるような環境、それからメール配信、それから文字サイズを

任意で変更できるような内容、あるいは、地図情報との連動というのができないだろうか、

そうすることによって位置関係が見やすくなるのではないかというようなこと、それから外

国語の表記、英語や中国語での表記ということについても、これからの時代を考えますと検

討していかなければならないのではないのかなと。それから防災マップ情報、あるいは広告

の欄、こういうものを考えていきたいなというふうに思っております。

ただ、プロポーザルでいろいろ提案をされてくる中で、よりいいものがあれば、この情報

について差しかえていくというようなことも柔軟に対応していければなというふうに考えて

いるところでございます。

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 時間がないので、一つ一つのところを細かく聞いていたのではとてもとても、こ

れだけ大きなものですからね。

それでお聞きするんですが、まず、つくっていくときにですよね、こういうものはね、ま

ずはやっぱり、もうこのホームページをつくり直さなきゃならないよねという話が 初に出

るわけですね。これは３月議会のときにも答弁の中にあったんだけど、一つはリース期間が

切れる、もう一つは非常に使いづらいと、作り手のほうが使いづらいということで、これは

もう新しいものに変えなきゃならないんだということになったという話がありました。そう

だろうなと思います。

それで、まずつくりかえる、かえないという判断が決まりますね。その次に、どんな

ものにするか。そのときにコンピューターを知っているとか知っていないとか、ホーム

ページに自分で登載するだけの技術があるとかないとか、そんなことを抜きにして、こ

んなことができないかというような項目をつくっていくと思うんです。いわゆるひし形
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にしてイエスノーとやっていくフロー図というやつですね あれは 要するにコンピュー。 、

ター用語を知っているとか知っていないとかという以前の問題ですよね。それを技術的

にあとはそういういろいろなコンピューターソフトにつくっていくわけですから。その

フロー図をつくるときには、実際にこれを見ている人やいろんな人からの、これでは面

倒くさくて困るとか、もっとこういうふうにしてほしいとか、いろいろなものを調査し

て、そして、いわゆる受け手の要望にこたえたものをつくっていくというのが常道だと

思うんですが、そういう調査を行っていますか。

それから、そのフロー図をつくるのはだれがつくったんですか。いろいろなところか

らの調査はどういうふうにしたのか、それから、実際にそのフロー図は職員の手づくり

、 。なのかどうか それをちょっと疑わせるような答弁が議事録を見ているとあるんですよ

そういう意味で言ったのかどうかがわからないから聞くんですよ。

既にこのつくりかえに関して５社ほどから話が出ておりますというようなことがもう

答弁で出ている。そうすると、私が業者なら、そのフロー図なんかいいから、こんなこ

と今できるんですよというようなのをどんどんどんどん見本を持ってくる。それでそこ

でつばつけてしまえばいいわけですから、業者としては。つばつけられるような、そん

な厚岸町かどうかは別ですよ。

それで、もう既にそのひな形も相当あるでしょう。それから、こういうソフトという

のはほとんどパッケージになっていますからね。そういう意味で、全く手づくりの厚岸

町における必要性に基づいたフロー図の作成というふうに行いましたか。その必要性と

いうのはどういう調査をしていますか。この点についてお聞きしたい。

時間かかるなら休憩とってください、時間ないんだから。

●議長（南谷議員） 本会議を休憩いたします。

午後１時23分休憩

午後１時24分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

総務課長。

●総務課長（豊原課長） 時間をいただきまして申しわけございません。

フロー図の関係でございます。

フロー図そのものについては、作成はしておりません。しかしながら、フロー図にかわる

ものといたしまして、平成20年度、全国のホームページのコンクールというのが行われてい

るわけでございますけれども、そこで入選をした、そういう市町村のホームページを参考に

させていただきまして、その部分が厚岸町にとって導入可能なのかどうなのか、そういうよ

うな視点でもって分析をさせていただきました。

５社ほどから話が出ているということでございますけれども、これは私どものほうから、

、こういうような情報の固まりをつくるとすればどうなのかというようなことでお聞きをした
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アンケートをしたような状況でございまして、それに対しての回答を得ているということで

ございまして、業者から提案されっ放しというような状況ではないということについてはご

理解をいただきたいと存じます。

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 主体性を持ってやっているんですと、そういうことですね。

ただ、今のをお聞きしているというと、こういうようなふうにしたらどうだろうとい

う発案や、こういうようなものが必要でないのかという発案は、すべて町職員の頭の中

でやると、そういうことですね。実際に使っている人たちの要望だとかそういうものを

聞いて、厚岸町にとってはこんなものが特に必要なんだというようなものではないと。

どこまでも町職員が考えて行っていると、そういうことですね。

、 、 。そうしますと 1,000万円の予算請求をするには それなりの根拠があると思うんです

まあ、こんなもんだろうなんて出したら、きょうは座っていないけども、財政のほうで

すぽんとはねてしまうでしょうし、また、100万円ぐらいでできるだろうと思ったら500

万円かかったといったら大変なことになるし、逆に3,000万円ぐらいかかるだろうと思っ

てやったら500万円で済んだといったら不要額の山になってしまいますから、それらも大

体のところというのをきちっと合わせていくと思うんですね。そのためにはいろんな調

査をしていると思うんですよ。これはどんな形で調査していますか。簡単で結構です。

●議長（南谷議員） 総務課長。

●総務課長（豊原課長） お答えを申し上げます。

1,000万円という数字でございますけれども、これに到達する過程といいますか、そういう

、 、ような状況につきましては 今回導入しようとしますホームページについてのいろんな機能

町で考えますところのデザインだとかシステムの設計だとか、そういうような項目、それか

らサーバー関係の買い取り費用がどれぐらいなのかというようなこととか、そういう幾つか

、 、の項目を業者に示しまして 参考見積もりをいただくというような形の中で提示された金額

これを参考価格として、それに幾つかの数字を掛け合わせて、それで予算要求額とさせてい

ただいたというような流れでございます。

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 常識的なやり方ですね。わかりました。

何社ぐらいから、それ、とっているんですか。

●議長（南谷議員） 総務課長。

●総務課長（豊原課長） お答え申し上げます。

３社からいただいております。
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●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 当然、その３社は今回の企画書提出の中に入ってくるわけですね。

●議長（南谷議員） 総務課長。

●総務課長（豊原課長） プロポーザルの申し出があった業者、これについては先週金曜日で

締め切ってございますけれども、４社ございました。３社からいただきましたが、見積もり

をいただいた業者の出席率は、２社が説明させてくれというような状況でございます。

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 それで仕様書というのを出すわけですよね、こちらから。それが今回、参考資料

としてつけていただいているものですよね。

この中で、この仕様書をつくるに当たっては、今のお話を聞いていると、何かコンクール

で優勝だか入賞だかしたようなところを参考にしたりして、既存のものを参考にしてやって

いるということになると、大体その仕様書の基本はパッケージシステムだというふうに考え

られるわけですか。それとも、非常にオリジナルなものだということになるんですか。

●議長（南谷議員） 総務課長。

●総務課長（豊原課長） お答え申し上げます。

今回求めますのは、仕様書を示してございますけれども、プロポーザル終了後に厚岸町の

パートナーとなり得る業者と 終的にはさらに仕様書を詰めていくというようなことになっ

てまいります。それがプロポーザルの性格でもございますけれども。その中で、使われます

システム、いわゆる市販されているパッケージということではなくて、厚岸町仕様というこ

とでつくり上げていく、そういうイメージで考えているところでございます。

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 今、全国的には公募型プロポーザルというのかな、簡易型プロポーザルとか公募

型プロポーザルとかいろんな型がプロポーザルの中にもあるようですが 先ほど町長 ちょっ、 、

と舌かみそうになっていたけども、私も舌かみそうになっちゃうんだけど、全部こういうの

が英語なんですね、今。要するに、こんなことでこんなことをやりたいんだけども、あなた

のほうでこういう企画書を出してください、その企画書によってどこに発注するか決めます

からというような形ですよね、簡単に言うと。企画応募型とでもいうのかな。今、道路だと

か、そういうような公共事業でも、このプロポーザル方式というのが随分出ているようです

ね。それを今回とるわけですね。

そうすると、そういうような形で企画書が出てきたときの審査というのは、なるべく公開
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した、公明正大なところでやりなさいというようなことも、ネットで見るというと国交省と

かいろんなところが、それぞれの局がプロポーザル契約に関する何とかかんとかというよう

なものを幾つも出していますが、その中ではそういうことが書かれています。この審査とい

う部分では、審査段階でもって、例えば議会だとかそういうものが関与するというようなこ

とはありますか。それとも、全く役場内部でもって、ごく一部の担当課でもって行うという

ふうに考えているわけですか。

●議長（南谷議員） 総務課長。

●総務課長（豊原課長） お答え申し上げます。

今回考えていますプロポーザルの進め方、これにつきましては、議会の皆さんの関与とい

いますか、そこまでは考慮してはおりませんでした。

ただ、私ども総務課だけで進めるということではなく、このホームページをこれまで使っ

てきた、そしてなおかつ、更新の頻度、こういう部分が割と高いというような部署の課長10

、 、 、名でもって提案者の説明をお聞きし そして 質問をする中で業者の考え方を明らかにして

、 、 、厚岸町への貢献度といいますか そういう部分がより高い そういう業者を選んでいきたい

そんなような心づもりで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 わかりました。

それで、またちょっと次に移りますが、先ほどもちょっと言ったんだけど、現在のホーム

、 、 。ページではちょっと古くなってきたと 時代にそぐわなくなってきたと 使い勝手も悪いと

それで抜本的に取りかえましょうということだと。わかりました。これ、現在のを基礎にし

た改良というような形ではうまくいかないんだという判断をしたわけですね。

先ほどの答弁の中にもあったんだが、サーバーを買い取る。今まではリース契約だったん

でしょう。そのサーバーについてもそうなんですか。何か新しいサーバーを買い取る。そう

すると、今回のはソフトの問題だけじゃなくて、ハードの問題も全部入ってこれだけの予算

でもって行うと、そういうことなんですね。

●議長（南谷議員） 総務課長。

●総務課長（豊原課長） お答え申し上げます。

サーバーの部分につきましては、買い取りというようなことになりますけれども、業者に

サーバーとそれを動かす機器類、これを預けまして、インターネットの向こう側で管理をし

ていただく、そういうような手法を考えておりまして、それがいわゆるコンテンツマネジメ

ントシステム、ＣＭＳというような仕組みでございますけれども、これで動かしてもらうと

いうようなことを考えておりまして、365日業者の保守管理、厳しい体制下で保守管理してい

ただくと、こういうようなことを念頭に置いて準備をしているところでございます。
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●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 品物のよしあしによって決まりますから、高いのか安いのかというのは余り話に

はならないし、参考にはそんなにならないのかもしれないんだが、私、ネットで見ていった

んですよね。そうしたら、このＣＭＳを使って自治体のホームページをつくっている会社の

宣伝が出ておりました。

計算してみるというと、単純に割り返すと１ページで大体8,000円ぐらいが相場みたいです

ね。小規模の自治体向けというのが大体250万円。それで中規模でもって700万円。それから

大規模の自治体、これでもって2,000万円近かったかな。というような宣伝も出ておりました

んでね、それから見るというと、随分値が張るなと、それだけ立派なんだなと思いました。

それで、なるほど買い取りがあるから、ハードのお金が入るのかと思ったら、ＣＭＳだと

みんなそうなるわけですね。そうするとちょっとそういうところに出ているのとは大分値段

が違うなというのが印象です。ただ、これは、だから高いの安いのなんて一口には言えない

でしょうけどね。

厚岸町は、自治体数千前後規模で見れば、大規模の自治体とは思えないですしね、小規模

の部類に入るんじゃないかなと思うわけでして、そのあたりでも、ちょっとおやおやと思い

ましたが、それについてはいろいろなものがあるでしょう。

それで、仕様書を見ていきましたら、その前に今の答弁の中にも出てくるんですがね、先

ほど呪文というような話をしたんですが、まさにこういう部分なんですよね。ユーザビリテ

ィだとか、アクセシビリティだとか、そういうような言葉がぽんぽこぽんぽこ出てくる。何

だかすごくすてきなもんだなというふうに思う。要するに、使う人にとって使いやすいもの

をつくるんだというだけのことですよね。当たり前の話なんですよ、こんなものは。それを

必ずコンピューターの関係の業者はこういう物の言い方をするんです。ちょうど今、どこの

企業でも何でも、何かといったらエコでございます、環境に優しいんでございますと言って

いるのと似たような、これは一種の呪文ですわな。

それでお聞きするんですが、厚岸町の場合にも、このユーザビリティ、アクセシビリティ

を重視するということだと思うんです。高齢者や障害者を含んだ、だれもが支障なくという

ような言い方をしています。高齢者や障害者でも簡単に使えるようにするんだと、こういう

ふうに言うことだと思います。

そこでお聞きします。高齢者とは何歳以上の人を考えていますか。それで、その何歳以上

の厚岸町の町民のうちの何割が、このホームページを使って、なおかつ、いやいや、これで

は字が小さくて大変だなというふうに思うとお考えでしょうか。

それから、障害者が使いやすいとごく簡単におっしゃっていますが、障害者というのは健

常者に比べて非常に個性が強い、バラエティーに富んでいます。障害というものの部類分け

もいろんな分け方がありますが、精神、知能、四肢、それから目、耳、口、視力障害とか聴

。 、 、 、覚障害とかいろんな言い方しますよ それから今 法律が何か動いているようで 発達障害

難病、これが障害者の類型の中に入ってくるような動きが今出ているそうです。ここで考え

ている障害者というのは何でしょうか。

参考までに申し上げますが、私、目、耳、口、いわゆる他人とのコミュニケーションをと

る器官、それに障害のある人たちの会をこの厚岸町でつくっておりますが、現在、私どもの
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会員、それから会員の友達で同様の障害のある方で、コンピューターをいじってホームペー

ジを見れる人は一人もおりません。ここで考えられているのは具体的にどういう方を考えて

いるのか、この点についてもお聞かせをいただきたい。どういう調査をしたのか。

●議長（南谷議員） 本会議を休憩いたします。

午後１時41分休憩

午後１時43分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

総務課長。

●総務課長（豊原課長） お時間いただきまして申しわけございません。お答えを申し上げた

いと思います。

高齢者、障害者、この部分についての具体的な調査というものについては、行っていない

のが実態でございます。

ただ、私どもが考えました部分でございますけれども、高齢者という部分については、年

齢的な線引きはしておりません。現在の高齢者、あるいはこれから高齢者に入ろうとする方

々、機能として仕様書に書き込ませていただいたのは、携帯を使われている高齢者の部分が

対応可能なような仕組み、これがつくれないかというような発想でございます。

それから、障害者の部分でございますが、私ども考えておりまして仕様書に反映させてい

ただきましたのは、目の部分と耳の部分でございます。目の部分につきましては、視覚の部

分で文字が大きくなれば、あるいはすっきりと見えるような状態をどう確保できるのか、そ

のような視点での仕様を示しまして提案をいただこう、それから色の部分につきましても対

応できるようなシステムにしていきたい、この範囲を仕様書に書かせていただきました。

具体的にプロポーザル後の組み立ての作業の中では、この部分についてもっと広げられる

のかどうなのか、そのようなところについても提案の業者と十分な打ち合わせをして対応し

てまいりたいというようなスタンスでございます。

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 今いるかどうかわからんけど、これからそういう人も出てくるかもしらんと、そ

のときにも対応できるようにしておこうと、この程度の意味であるということですね。

それで、内容についての部分でまたお聞きしますが、この仕様書を見るとメールマガジン

というのが載っているんですよ。メールマガジンというのは何かいなと。名前は聞くことあ

るんだけど、具体的にどんなものかというのでちょっと私自身で調べてみたら、要するにコ

ンピューターを使ったお便りですよね、会員制の。会員制のコンピューターお便りをつくっ

て、何を載せるんですか。
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●議長（南谷議員） 総務課長。

●総務課長（豊原課長） メールマガジン配信機能ということでございますけれども、私ども

考えておりますのは、携帯のメールで確認をできる、そういう情報をつくって流そうと。そ

れについて見たい方がごらんいただく、こんなようなイメージを考えております。

具体的な本だとかというようなイメージではなくて、情報をこのメールマガジンに載せる

ということで、厚岸町が今何を考えているのかとか、あるいはどういう情報を発信したのか

とか、そういうようなとっかかりの情報を見に来てくださった方々にお知らせをするという

ような機能を使おうというふうに考えているところです。

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 先ほど答弁の中で、このホームページは携帯電話からもアクセスできますという

ような言い方していましたね。それは、このメールマガジンの部分だけなんですか。そうい

うふうには聞こえなかったんだけど。

そうしたら、それこそここの仕様書にずっといろいろ書いていますよね 「こんにちはわか。

さです」から始まって、これ、町長のページですよね。そこのところにもいろんなことが書

かれている どこかのページに書いておけば それを見たほうがずっとオープンでいいんじゃ。 、

。 、 、 。ないですか わざわざ会員制にして はい あなたにはＩＤナンバーだか何だかあげますと

それで会員にしか見られませんと、ほかの人が見る気になったらはじかれる。そんなもので

もって厚岸町が配信しなきゃならない情報って何になるんですか。

それからもっと言うならば、広報あっけしあたりをもっと充実させて、どんどんそういう

ところに書いていったらいいんじゃないですか。どういう意味があるんですか。

それから、今、情報を載せますとかなんか、すごく抽象的なことを言っているんですけど

も、私聞いているのは、情報なんていうのは何でも載れば情報ですよ。ざあという雑音なら

情報でないかもしれないけど。あいうえおと書けば、それで情報ですよ。何を載せるのかっ

て聞いているんです。もっと具体的に答えてください。それとも、何も考えていないんです

か。

●議長（南谷議員） 総務課長。

●総務課長（豊原課長） 携帯から見れる部分でございますけれども、メールだけではござい

ません。先ほどトップページで示しておりました「こんにちはわかさです」から「あっけし

はこんなまち 、そういうようなことにつきましても携帯でもってのぞくことは可能でござい」

ます。

それから、会員制をとるということは考えていないわけでございまして、一般的なメール

マガジン配信となりますと、登録者に提供者が配信するというイメージでございますけれど

も、この機能を登載するだけで、使い方の中ではそういう会員制ということは考えていない

ということでございます。

それから、情報の部分でございますけれども、今考えておりますのは、主にホームページ
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が更新されたということをこの機能を使って知らせると、こういうことを考えております。

私ども、このホームページをリニューアルした暁には、できるだけ頻繁に更新をしていきた

いということでございまして、例えば広報で一括、この部分、この部分が変わりましたとい

うようなお知らせをするのではなく、更新された後にはすぐそういう情報がこのメールマガ

ジンで配信といいますか、出ていくというイメージを考えているところでございます。

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 こういうのもあります、ああいうのもあります、これもあると便利ですというの

はたくさんあるんですよ。だから、いろんなものをくっつけていけばどんどん便利になりま

す。でも、厚岸町はそうお金のある団体じゃないんですよね。

メールマガジン機能というのをオプションというか、それを一つつけると結構なものがか

かるんでしょう。今、金銭について触れません。というのは、これから、いわゆるプロポー

ザルによる入札がありますから、ここの分が何ぼぐらいだなんていうことはここでもって議

論すべきじゃないと思いますので言いませんけども、メールマガジン機能というのは小さな

ホームページにはつけませんよね、高いから。そういうものでもってやったのが、更新しま

したよというお知らせだけに終始する。そんなもののためにわざわざメールマガジンをつく

る。

どうも聞いていると この際これもあると便利ですよ あれもいいですよ ないよりはあっ、 、 、

たほうがいいですよ、そうかそうかそうか、業者さんの口車に乗っているような気がしてし

ようがない。いや、その入選したやつはどこがどういうふうに選定したか知らんけど、なる

べくそれを参考にしてもらったほうが業者喜ぶようなところを優先させたのかどうか、それ

はわかりません。そんなことは全くわかりません。でも、今のお話を聞いていると、どの程

度必要性を厳密に考えたのかどうか、ちょっとひっかかってくるものがありますね。

それで もう一つ言いますよ そこのところに載っているいろんな情報が 例えば広報あっ、 。 、

けしだとか、町のパンフだとか、そういうものを充実させることによっては、到底かわるこ

とのできないようなものばかりなんですね。

●議長（南谷議員） 総務課長。

●総務課長（豊原課長） お答え申し上げます。

厚岸町と同程度の規模の自治体 そういうところでも私どもが今入れようとするようなホー、

ムページ、これの導入というのが進められておりまして、私どももいろいろ情報収集はさせ

ていただいているところでございます。

厚岸町がイメージするホームページシステムの導入市町村の状況を見ますと、例えば中札

内村だとか、それから池田町、こういうようなところについて、確かに1,000万円まではいっ

ていないけれども、800万円とか850万円とかの金額でもって導入がされているという実態も

ございます。

、 、したがいまして プロポーザルをやってみないと 終的な結果というのはわかりませんが

金額的な部分、それから機能の部分、こういう部分についてもそういう類似の先行している
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自治体と同程度のものができるのかなというような期待を持ちながら、プロポーザルの提案

を待っているという状況でございます。

必要性の部分でございますけれども、プロポーザルの後で業者からの具体的な提案といい

ますか、こういうものと私どもの考えていることとぶつけまして、より使い勝手がいいもの

をつくり上げていく、こういう視点は大事なんだろうなと思っております。

その過程の中で厚岸町が必要ないというふうに判断される部分も場合によっては出てくる

。 、 。 、だろうと そういうものは機能からカットしていく そういう方向もあるのかなと 私ども

このプロポーザルに当たりましては、柔軟に考えていきたいということで、仕様書について

も極めて限定的といいますか、そういう表現をさせていただいておりまして、これが固定的

だとかというふうには考えておりません。流動的に考えて、自由に組み立てをしていく、そ

ういうような方向でやっていきたいなというふうに考えております。

（ ちょっととめてください」の声あり）「

●議長（南谷議員） 本会議を休憩いたします。

午後１時59分休憩

午後１時59分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

総務課長。

●総務課長（豊原課長） 申しわけございません。答弁漏れがございました。

私ども今回入れようとしていますホームページ、できるだけ視覚に訴える形の中で厚岸の

状態を知っていただこうというような視点でもってデザインを構成していきたいなと。それ

、 、 、から 例えばトップページあたりについても 今は年じゅう同じ画面でございますけれども

春夏秋冬、あるいは月によっても……。

（ そんな話聞いているんじゃないよ」の声あり）「

（ ） 、 、●総務課長 豊原課長 内容が変わるというようなことで 広報でもってお出しするよりも

そういうホームページでの掲載のほうが今後の広報ということを考えた場合、広報誌、紙よ

りもそういうメディアのほうに需要が移っていくのかなと。例えば、今現在使われています

ホームページでも、平成17年には23万件のアクセスだったのが、今は30万件を超えるという

アクセス状況になっていますので、今後どんどんふえていくだろうということを視野にして

考えますと、ホームページのほうがいいのかなというふうに思っております。

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。
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●室﨑議員 時間もないので恐らく 後になるでしょうけども ホームページが充実して ホー、 、

ムページを利用するというと厚岸のことがいろいろよくわかる、情報も非常に盛り込まれて

いるし、わかりやすい。文字で見るよりも非常にビジュアル化しているのでやりやすい。広

報やそういうものにとってかえられないという話はよくわかりました。

そうなりますと、例えば年齢的に大体50代の後半から上と下ですぱんとこういうものにつ

いては利用者が分かれてしまうんだろうと思うんですが、そういう年齢的なものがという言

い方もおかしいんだけども、なかなかなじめない人たち、これは携帯だって同じです。かけ

て受けるだけの黒電話としての使い方ならできるけども、それ以外のことはできないという

のは私を初め、随分います。こういう人たちと、それからこういうものをどんどん駆使して

情報を収集することができる人の間の情報格差というものについてはどのようにお考えです

か。あるいは、経済的な問題があって、コンピューターどころか、コンピューター入れてい

る箱も買えないというような経済的な立場にあって、こういうところからの情報の享受を受

けることができない人たちとの間の情報格差はどのように埋めていこうと考えていらっしゃ

いますか。

それから、全体的な印象を申し上げて悪いんだが、今回の財源は、たしか緊急雇用対策何

。 。 、 。とかかんとかだろうというふうに思います 予期しない金がぼんと入った さあ 何やるか

。 。それならこれやろうかというような甘さを非常に感じる もっともっと絞れるんじゃないか

そのメールマガジンなんていうのはまさにいい例だ。そういうような批判を町民からもし受

けたときに、どのようにお答えになるか。これは厳選して厳選して必要なものなんだという

ことになっていないようですね。

それで、しかもだ。今の答弁を聞いていると、プロポーザルの陰に隠れて、いやいや、業

、 、 。 、者のほうから企画書が出て こんなもの要らないでしょうと言ったら 切るんです それじゃ

結局は、何のことない、仕様書というのは一応つくって出してみたけれども、結局は業者様

のご指導をいただいてつくっていくんだと言っているところとどう違うんですか。その点に

ついてお答えいただきたい。

●議長（南谷議員） 総務課長。

●総務課長（豊原課長） お答えを申し上げます。

ホームページと広報誌の情報格差という部分でございますけれども、ホームページに出し

て広報誌に出さない、あるいは広報誌に出してホームページに出さないというような情報の

偏りといいますか、こういう部分については極力ないようにしていかなければならないとい

うふうに思いますので、そこの部分につきましては、それぞれ目的は異にはいたしますけれ

ども、ホームページの編集、それから広報誌の編集の過程で、時期的なずれ等々はあるのか

もしれませんけれども、極力情報が共有できる、そういう形を考えて進めてまいりたいとい

うふうに思っているところであります。

それから、財源の使い方ということでのご質問でございましたけれども、私ども、現行の

ホームページについては５年間の期限が切れてしまう、そういう中で今のホームページにか

わる、より使いやすい、なおかつ情報も発信しやすい、それから、見る方にとっても見やす

い、そういうようなホームページをイメージしてつくってまいりたいというふうに思ってい
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るところでございますので……

●議長（南谷議員） 総務課長、時間なんですよ。

本会議を休憩いたします。

午後２時06分休憩

午後２時10分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

総務課長。

●総務課長（豊原課長） 申しわけございません。

今、予算の部分についてお話ししておりましたけれども、当初予算での計上というのが難

しい状況で、対策の前からいろいろ検討していた内容でございます。そういう点で、財源が

はっきりした時点で計上をさせていただいたというような流れでございますんで、よろしく

お願いしたいと思います。

メールマガジン等々の問題につきましては、仕様書を緩やかにつくっておりますので、今

後のプロポーザル、それからプロジェクト産業の中できちんとした対応をしてまいるように

心づもりして進めてまいりたいと思います。

●議長（南谷議員） 以上で、13番、室﨑議員の一般質問を終わります。

次に、９番、菊池議員の一般質問を行います。

９番、菊池議員。

●菊池議員 第２回の定例会に当たり、さきに通告しております２点について、第１回目の質

問をいたします。

初めに、第１点目の厚岸道立自然公園の国定公園化についてであります。

国定公園化につきましては、以前から一般質問、並びに予算委員会、あるいは漁業団体と

議員との懇談会等において質問や意見等、議論をしておりますが （１）として、厚岸湖は現、

在の第３種特別区域から普通地域にしても国定化は可能ではないか、前進するのではないか

というふうに受け取れる記事、つまり、先般の６月２日の国定公園化期成会の総会において

町長がお話をされたと新聞報道されておりましたが、その真意はどの辺にあるのか。規制を

緩やかにするためのことが示されていたが、そうなのかどうかをここでお示しいただきたい

ということであります。

次に（２）でありますが、道は、現段階において国定公園化についての見解はどのように

示しておられるのか、お教えいただきたいのであります。

次に（３）でありますが、広域隣接の釧路町と浜中町の２町は、国定公園の実現化に厚岸

町の早期解決に期待を寄せている状況にあります。公園の範囲として、厚岸、浜中、昆布森

ラインであるからであります。そこで厚岸町としても、町民、漁民が厚岸湖で漁業を行うこ
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とについて、将来を不安視していることもあり、町として町民、漁民とのコンセンサスを得

ようと努力しているわけでありますが、この際、さらなる町の努力を集中化し、 善策、ベ

ストで本件、国定公園化へ向けて臨んでほしいと思いますが、いかがでしょうか。その辺の

考え方をお聞きいたします。

次に、２点目の国道整備についてお伺いします。

（１）として、国道272号の高規格化整備の予定についてご説明をお願いします。

（２）として、国道44号についても現状と見込みについてご説明をお願いします。

以上で、第１回の質問といたします。町理事者のご回答をお願いいたします。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） ９番、菊池議員のご質問にお答えをいたします。

まず、１点目の国定公園化についてのうち、厚岸湖が普通地域であれば国定化する可能性

はあるのかとのお尋ねであります。

ご質問者もご承知のとおり、厚岸道立自然公園の国定公園化は、昭和59年に釧路町、厚岸

町、浜中町の関係機関で構成する厚岸道立自然公園国定化昇格促進期成会を設立して以来の

懸案事項でありますが、平成16年２月の北海道知事の国定公園指定に向けた方針表明から、

その実現化が本格化してきたものであります。

しかし、厚岸道立自然公園及びその周辺地域の国定公園指定に向けた計画素案において、

厚岸湖が第３種特別地域と位置づけられているため、漁業者から将来における漁業生産活動

への影響を不安視する声もあり、厚岸漁業協同組合と町の関係部署の職員による調整会議の

中で不安払拭に向けた協議を続けてまいりましたが、打開策を見出せず、膠着状態が続いて

いたところであります。

こうした中、昨年10月、厚岸湖を含めた国定公園化の推進には賛同するものの、生産現場

である厚岸湖を第３種特別地域から普通地域へ変更していただくことが必要不可欠であると

する要請書を厚岸漁業協同組合から受けたところであります。

その後、両者で協議を行い、町といたしましても、地種区分が設定された昭和39年当時と

比べ、牡蠣島における塩性植物群落の消滅、自生カキから垂下式施設による養殖方法への転

換、カキ礁からアサリ島への切りかえなど、指定当時の自然的風致景観とは大きく異なった

人工的に造作された様相を呈する変容状況から、現在の厚岸道立自然公園の段階で厚岸湖を

特別地域から普通地域へ変更願う要請活動を、厚岸漁業協同組合と連携して取り組むことに

したところであります。

このことによって、これまで漁業者の不安を払拭できず、厚岸町内の合意形成が進み切れ

なかった現状を打破し、厚岸町の総意として、国定公園化の取り組みが前進するよう働きか

けを行うものですので、ご理解願います。

次に、現段階での道の見解はとのお尋ねについてでありますが、厚岸道立自然公園におけ

る厚岸湖の地種区分変更を願う要請活動は、まず釧路支庁長に行った上で、北海道庁に対し

て展開することになりますが、日程調整の関係で要請行動は本会議終了後となります。この

、 、 、ため 現段階での北海道の正式見解はまだ得ておらず 今後の見通しは未知数でありますが

決してハードルは低いものではないとの認識をしております。
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しかし、国定公園化の実現に向け、地元の実情をきちんと説明しながら、精力的に、そし

て粘り強く働きかけを行い、北海道の理解を得たいと考えております。

次に、隣接の２町は実現化に期待を寄せているが、町民とのさらなるコンセンサスを図る

べきではないかとのお尋ねについてでありますが、釧路町と浜中町においては、国定公園化

、 、 、にかかわる町内の合意形成は整っているところであり 現在 厚岸町内の動向を注視しつつ

静観している状況にあります。

さきに行われた厚岸道立自然公園国定公園化促進期成会の総会において、厚岸町内におけ

る経過と今後の取り組み予定を説明し、理解を得ましたが、また、大きな期待も寄せられた

ところであります。

厚岸道立自然公園の国定公園化は、本町にとっても長年の悲願でありますが、恵まれた自

然環境の保護、保全とともに、自然と人と産業の共生、基幹産業の持続的発展を図るために

は、厚岸町民が一丸となった取り組みを展開していくことが極めて重要であるとの認識のも

と、このたびの行動を行うことをご理解願います。

続いて、２点目の国道整備について、国道272号の高規格化整備の予定、さらに国道44号に

ついても現状と見込みとのお尋ねについてであります。

いずれの事業も国道整備でありますので、釧路開発建設部に問い合わせ、知り得た範囲で

の答弁になりますことをご理解願います。また、参考図面として入手した道路網図を資料と

して添付させていただきました。

まず、地域高規格道路釧路中標津道路は、釧路町から標津町に至る100キロメートルの区間

で、平成15年度に事業化され、平成16年度から工事着手しております。

現在の整備状況では、上別保道路7.8キロメートルの事業区間において、昨年度は調査設計

や用地測量が行われ、本年度は用地買収と改良工事が計画されています。また、阿歴内道路

の5.4キロメートルの事業区間では、昨年度と同様に用地買収や改良、舗装、橋梁工事が計画

されております。

次に、北海道横断自動車道釧路・根室間の状況について説明申し上げます。

この路線は、釧路市鶴野から釧路町別保に至る釧路外環状道路16.8キロメートルと、釧路

町別保から根室市温根沼に至る別保・温根沼間110キロメートル、さらに、根室市の温根沼か

ら穂香に至る根室道路7.1キロメートルで構成されています。

釧路外環状道路は、平成７年度に事業化され、平成10年度から工事着手しており、本年度

も昨年度と同様に用地買収と改良、橋梁工事が行われる計画です。

また、根室道路については、平成11年度に事業化され、平成17年度から工事に着手してお

ります。昨年度は用地買収と改良工事が行われ、本年度は用地買収と改良、橋梁工事が計画

されています。

残る別保・温根沼間については、いまだ予定路線区間であるため、現在はルートや周辺環

境といった基礎調査が行われている段階とのことであります。

後に、国道44号の整備状況についてですが、昨年度は根室市の厚床から温根沼間の防雪

対策にかかわる調査設計協議や道路設計、さらに、釧路市阿雪裡橋と釧路町雪裡橋の高欄取

りかえや耐火防護が行われたほか、区間内の一部で防雪柵の設置や舗装補修、側溝補修など

が行われております。

今年度の予定では、昨年度に引き続き、厚床－温根沼間の防雪対策が行われるほか、厚岸
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町の白浜と釧路市入江の交差点の改良、舗装が行われ、このほか区間内の一部において橋梁

耐震補強や防護柵設置、舗装補修が計画されております。

なお、次年度以降の国道整備の見通しについては、現在のところ不透明とのことでありま

すが、これらの道路は地域の生活、産業、観光等を支え、成長力や競争力の強化を図る基盤

として重要であるとの認識のもと、事業区間の早期供用などに向け、必要な予算の確保に今

後も努めていくとのことですので、ご理解をいただきたいと存じます。

以上でございます。

●議長（南谷議員） ９番、菊池議員。

●菊池議員 ただいま答弁していただきましたが、資料もついております。厚岸道立自然公園

の国定公園化に向けた活動経過、これを見ますと国定化昇格促進期成会が平成59年の７月に

始めてから現在まで 平成20年の10月までで24回 国定化についての陳情を行っております 24、 、 。

年にわたり国定化の陳情が続いているわけでございます。

国定公園化について、網走国定公園で調べてきました。簡単に説明しますと、国定公園化

にする段階には役所のステップがあります。まず北海道保健環境部から、国定公園の管理指

針、つまり各般にわたる決まりが出されるわけであります。これは風致景観の管理に関する

事項、許可、届出等取り扱い方針、審査指針により指導及び関係機関との調整を図るという

ことであります。

ここでは、１つに工作物（建築物 、２つ目に電力・電話柱、３つ目にそのほかの工作物、）

４つ目に木竹の伐採、５つ目に鉱物の採掘、６つ目に土砂の採取及び水面の埋め立て、７つ

目に広告物、８つ目に公共的広告物など、以上の諸課題についていろいろと確認作業がある

わけであります。

今述べました中で厚岸湖で漁業に関する件で心配されることは、４の木竹の伐採、６の土

砂の採取及び水面の埋め立てが考えられます。しかし、この件につきましての決まりでは、

農林水産業として必要な行為以外は認めないものとするとなっており、逆に解釈をすると、

農林漁業が現在行っている行為に関しては認めてくれるということであります。

この件につきましては、社会福祉センターで開催されましたシンポジウムにおいても、支

庁の係の方が説明をされておりました。

そこで、先ほどの議論に戻るんでございますけれども、漁業者が不安と思われる４と６に

関しての合意と漁業をするに当たっての必要不安視していることのすべてを出し上げて、北

海道との確約をし、調印するなど、これらのものを町は組合との協議で 善策を模索してほ

しいと考えるのですが、いかがでしょうか。

もう一度言います。４の木竹の伐採、６、土砂の採取及び水面の埋め立てに関しての合意

と漁業をするに当たっての必要不安視していることのすべての事項を出し上げて、北海道の

確約を調印する方法など考えてはいかがでしょうか。

漁業者が不安視していることをこの際すべて出し上げて公表することによって、この件に

ついて、より前進するものと私は考えるのでありますが、いかがでしょうか。４、６に関し

そうしなければ、国定公園化は今のままで推移し、進展は足踏み状態に終わると思うのです

が、いかがでしょうか。
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根本は、国定公園化になることによって漁業が将来にわたって守られるということを私は

言いたいのであります。そして、この地域が国内的にも、さらには国際的にも知名度が高く

なるとともに、環境面や観光面、そして交流人口の増加に結びつくものと考えますが、その

辺のコメントもお願いいたします。

次に、国道の整備についてでございますが、非常に詳しく説明していただきました。開発

のほうからも資料をいただきまして、図面をつけていただきまして、ただ、この中で44号線

の整備状況についてでありますが、現在はまだ初歩段階のようでございます。

物流関係も、根室・厚岸・釧路間はサンマ等、あるいは魚介類の輸送機関が非常に物流関

係で必要な道路でもございますし、海岸の観光道路でもございます。安全で交通事故の少な

い、あるいはない、右側通行、追い越し車線、高規格道路とはいうものの、そんな高価な高

速道路ということでなくして、厚岸町にインターチェンジをつけ、誘客できる施設の道路と

して進めていただくよう要望していただきたいと思います。

以上、質問といたします。

●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。

まず、厚岸道立自然公園の国定化にかかわる関係でございますけれども、この関係につき

ましては、既にご案内のとおり、漁民のコンセンサスを得るための行動という形の中で、お

配りしました経過、ペーパーにもありますように、支庁長を交えながら、漁業協同組合のほ

うといろいろ接触も行ってきてございます。

それで、規制の関係をるるおっしゃっておりましたけれども、現在は道立公園の第３種特

別地域に厚岸湖が既に指定をされてございます。この第３種の特別地域、これが道がつくり

ました国定化に向けた素案の中では、厚岸湖はそのまま第３種の特別地域である。法律体系

上につきましては、国定か道立の違いはありますけれども、第３種の特別地域としての規制

の考え方は、法律体系の中では一緒でございまして、規制に当たっての変わりはございませ

ん。

そうした中で、この第３種特別地域における規制の関係でございますけれども、漁業活動

、 、 、においては 先ほどおっしゃっておりましたけれども いろいろな行為の関係の許可だとか

そういった部分がありますけれども、現在行われている漁業活動というのは、そのまま継続

できる、規制の対象にならない、このように言われてございます。

そういった中で、るるご説明を申し上げ、お話もしてきたわけですけれども、漁業者側の

ほうの見解といたしましては、将来にわたる漁法のあり方、あるいは漁業活動をやっていく

上で、代表的なのは漁法の変化、そういったものに伴って、それが認めてもらえるのかどう

かというような部分、それから、現在の漁業がずっと将来にわたってやっていけるんだろう

かという部分に対する不安、懸念がある。この懸念があるがゆえに、この規制の弱い普通地

域、第３種を外してほしい、普通地域にしてほしいという内容の要望でございます。

個々にどういったものが予想されるのかということでございますけれども、今言いますよ

うに、将来にわたっての漁法の変化、そういったようなものですから、具体的にこういうも

のだ、こういうものだというものは出てきてございません。これらについてもいろいろ議論
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したんですが、そういったものは出てこないんですけども、そういったような、いわゆる将

来漁業活動を続けていく上での規制が残ることへの不安というものがあるということの中で

ございます。

そういったような不安払拭の関係で、接触の中で、ちょっとさきに触れましたけれども、

この第３種特別地域、これを普通地域に下げるということは、許可行為が外れるわけでござ

います。例えば、それが許可が必要なものというようなものに仮になったとしても、普通地

域であれば許可行為ではなく、届け出行為になるというような形に相なります。そういうよ

うな中で現在これを普通地域にできないのかと。普通地域にするのであれば、漁民の不安払

拭も図られるというようなことから、道のほうへ、そういった考え方の中で改めて取り組ん

でもらえないかというような要請をしたいと、こう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。

それから、国道44号線の関係でございます。始まったばかりといいましょうか、ことしの

部分については、根室方面等々において行われておりまして、厚岸においても白浜の交差点

の改良という部分が出てきてございます。

まだそのほかにも、特に急ぐといいましょうか、厚岸町の要望といたしまして、門静の跨

線橋の拡幅、それから尾幌と上尾幌間の尾幌の直線道路ですね、国道の。ここの冬期路面凍

結防止対策、これは急ぎますよということの中で要望を続けてきてございます。

それだけではございませんけれども、全体的に国道44号線の補修、安全対策、こういった

ようなものに積極的に取り組んでほしいという部分の要望につきましては、地元で行われま

す開発建設部各事業所との懇談会でもお話しさせていただいておりますし、さらには釧路総

合開発促進期成会、これの要望の中にも国道44号線全体の整備計画という形の中で、毎年、

継続して要望活動を続けてきてございます。これらについては、少しでも早く整備を進める

よう要望活動を継続させていきたいと、このように考えてございます。

●議長（南谷議員） ９番、菊池議員。

●菊池議員 この資料の中で、３ページ、平成18年３月30日、下から３項目めに、環境省の意

、 。向では 第３種を下回る他種区分での国定公園指定の申し出の受領は困難と書いていますね

このため、道としては現行と同じ第３種特別地域としたい。

この件は、今の説明から追っていくと、また、今課長は述べていませんでしたけども、届

け出、あるいは許可、これらの問題についてどう判断したらいいんですか。

陳情については、国定化昇格促進期成会並びに根釧圏発展推進機構、釧路地方総合開発期

成会、それと地域づくり推進会議、これらの団体が陳情を重ねているわけでございますが、

若狹町長は、これらのトップとして、あるいはトップクラスとして陳情しているわけでござ

います。漁民とのコンセンサスを図るよう努力しておると思いますけれども、先ほど申しま

したとおり、漁業者が不安視していることをとことんまで話し合って、その調整を北海道に

働きかけ、 善策をもって詰めていただきたい、このように思うところでございます。

道路につきましては、これも国定公園化と関係してとれば、印象として、きれいな海のき

、 、 、れいな魚として 鮮度保持と価格安定プラス消費者還元という形 プラス厚岸といえばカキ

ブランド品のえもんシリーズで「カキえもん 、また、厚岸といえばサンマ、ネームバリュー」
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のある「大黒さんま 、これらを初め、根室、浜中、厚岸、釧路、根釧域の水産物、そして酪」

農品、これらの輸送関係の早期物流が望まれるわけでございますので、ぜひとも地元選出議

員とともに総力で運動してほしいと思います。釧路開発期成会でも、これらの件につきまし

ては、ただいまやってくれているということでございますけども、さらなる前進を望むとこ

ろでございます。

先般、町長が正式に普通地域化の要望について新聞に出されておりましたが、ただいま町

長の回答並びに課長の回答で、その意図がわかってまいりましたが、普通地域、第３種特別

地域の件についても、特に規則はそんなに変わるものではないという説明でございましたけ

ど、この辺をもう一度はっきり説明して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） お答えをさせていただきます。

ご承知のとおり、厚岸道立自然公園が指定されましたのは昭和30年でございます。その当

時はまだ地種区分というのがなかったわけであります。その後、昭和39年から厚岸湖は第３

種に地種区分されたわけであります。当時は、それと同時にアッケシソウを含めた牡蠣島付

近を特別地域として指定しておりましたが、ご承知のとおり、平成８年になってからアッケ

シソウ等の群落がなくなったという中で、特別地域がなくなりまして、厚岸湖は第３種に変

更、現行に至っておるわけでございます。

そういう中で、今ご指摘がございましたとおり、平成18年３月でございますが、国定公園

化に当たって 第３種で国定公園化をいたしたいという厚労省並びに北海道からのお話があっ、

たわけでありますが、それに対して漁民のほうから、今後の漁業活動への不安があるという

ことでございました。当然その前提には、国定公園化に反対するものではないが、第３種で

は漁業活動に影響があるというお話に相なったわけであります。

そこで、私と漁業協同組合とお話の結果、平成18年６月に厚岸道立自然公園国定公園化調

、 。整会議というものを設置いたしまして るるお話を続けてまいってきたところでございます

その結果、第１回目の答弁にありましたとおり、第３種を普通地域にしていただきたい、そ

の変遷については先ほどいろいろと理由を申し上げたとおりであります。私も今日の変遷を

考えますと、漁業協同組合と歩調を合わせながら、国定公園化に向けての速やかな道立公園

の中で普通地域にしながら、国定公園化に向けて進めていきたい、そういう合意を得たとい

うことで今後進めてまいりたい、そのように考えているわけであります。

それと国道の関係でありますが、我々期成会としても、重要案件として国に対して要請を

いたしておりますし、特に国道44号線における、厚岸区域におけるそれぞれの要望事項にお

きましても、今、強力に国に要請をいたしておるわけでございます。今後も続けて要請をし

てまいりたい。そして、産業道路であり、また、いろんな面の利用度の高まる道路にしてい

ただくようにこれからも頑張っていきたい、そのように考えておりますので、ご理解いただ

きたいと存じます。

●議長（南谷議員） ９番、菊池議員。
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●菊池議員 ただいま私の質問から今までの一連の回答の中では、町長は漁業関係に集中して

考え方を述べておられますが、今、海は漁業者ばかりのものではないのであります。

新しくとらえられる海の姿には 海と人間とのかかわり合い 海流と人間 資源エネルギー、 、 、

としての海、自然環境としての海、例えば、すみついた鳥たち、それに数々の渡り鳥、海洋

性動植物、海中あるいは海辺や湿原に近住する動物類、魚介類、人類は太古の時代から海に

対する認識というものが変化しつつ経過しています。

国定公園の意義、国立公園の意義、道立公園の意義、それぞれ共通点がありますが、大き

く言えば、海は地球上の全体を考えなければならないと思うのですが、いかがでしょうか。

人とのかかわりの中で、各分野で漁業、食はもちろんのこと、自然の維持、動に入るとマ

リンスポーツ、フィッシング、祭り、輸送、物流、観光、学習等、いろいろと利用されるの

であります。

これらの件も広い視野を持って国定公園化に対しての理解を持っていただきたいと、この

ように思うところでございます。もう一度、町長の判断をお願いいたします。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えをさせていただきます。

この国定公園化につきましては、期成会ができましたのは昭和59年であります。先ほど24

回の要請ということでありますが、もう25年たったわけであります。私といたしましては、

長年の、厚岸町のみならず、厚岸町を含めた３町の願いであると。でき得れば、厚岸町にお

いては、町民総意をもって国定公園化を喜びたい、実現させたい、そういう町長の願いがご

ざいます。

そういう中で、漁民が不安を持つという中で、何といいましても厚岸の基幹産業は漁業で

あります。厚岸の漁業振興なくして発展もございません。そういう意味において、私は、町

民の総意をもって実現をいたしたい、そういう願いを込めながら今日まで運動を展開してお

りますことをご理解いただきたいと思いますし 今後 速やかに国定公園化されることによっ、 、

て、先ほど菊池議員からお話がございましたとおり、知名度も高まりましょう、また、観光

の振興にも大きく結びつきます。さらにはまた、交流人口の増にもなるでありましょう。い

ろいろな大きな厚岸町にとってのプラスになる、そういう認識を持っておりますので、ご理

解をいただきたいと存じます。

●議長（南谷議員） ９番、菊池議員。

●菊池議員 国定公園化についてご説明をいただきました。厚岸湖が普通地域であれば国定化

、 、 。 、する可能性があるのか 現段階での道の見解 これらについて報告をいただきました また

国道整備についても、常に努力し、期成会を通じて運動していくということでございます。

さらなる努力を期待して、私の質問を終わります。

以上です。

●議長（南谷議員） 町長。
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●町長（若狹町長） 今お話にございましたとおり、厚岸町の懸案事項であり、３町の懸案事

項でございます。私も、今後、 善の努力をしながら、国定公園化に向けて努力をさせてい

ただきたい、そのように考えておりますので、ご理解いただきたいと存じます。

●議長（南谷議員） 以上で、９番、菊池議員の一般質問を終わります。

本会議を休憩いたします。

午後２時53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。

１番、音喜多議員の一般質問を行います。

１番、音喜多議員。

●音喜多議員 平成21年度第２回定例会に当たり、さきに通告してあります２点についてお伺

いしてまいります。

まず、本題に入る前に、このたびの町長選挙改選に当たりまして、三度当選されました町

長に、就任されました若狹町長に、お祝いとこれからのご活躍を祈念し、敬意を表するもの

であります。おめでとうございました。

さて、本題に入らせていただきますが、まず初めに、今後のまちづくりについてお伺いい

たします。

町長は、今回の選挙戦で各方面に地域主権型社会を目指すと訴えられました。町長が描く

地域主権型社会とはどのようなもので、それが町民や町にどのような影響やよい効果をもた

らすのか、お示しいただきたいと存じます。

次に、心改まった就任とともに第５期総合計画が大詰めを迎えようとしております。町長

の公約と町民の指針は別物と思うのでありますが、町長のリーダーシップを発揮してまちづ

くりを推し進めるとしたならば、いかにそれに取り入れ、町民一丸となって取り組んでいる

か、そのことにかかっているかと思います。そのプロセスをお示しいただきたいというふう

に存じます。

次に、今の厚岸町の産業や経済動向、税収や人口等、幅広く見るときに、その実態は、と

もに知り感じているところでありますが、その先頭にある町長はどのように受けとめている

かということであります。

私は、現状の今をよしとはしないと思っておりますが、ならば、何をするか、常にその解

、 。 、 、決策を求めているのですが 町長は私と同じ立場でないわけであります お金を握り 使う

生かすことができる１万1,000人のトップであります。就任後、まず手始めにまちづくり、ま

ちおこし、永遠のテーマであるこの課題に一番先にやりたい、形成できる施策は何か、お伺

いしたいというふうに存じます。

２点目に、道立施設の運営見直しについてお伺いいたします。
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さきの報道のとおり、各地区にある道立施設の見直しの件で、当町にある少年自然の家も

対象になっております。厚岸町はどのように対応しようとしているのか。

次に、道立釧路芸術館もその対象の一つであります。厚岸町にはないものの、釧根随一の

文化芸術の場として、そのかなめを有する施設かと存じます。厚岸町は、この施設の存在を

どのように評価しているか、まず初めにお伺い、その評価次第では、力の入れようが変わっ

てくるものと思います。

私は、人間のだれでもが心に宿る芸の基地として、この釧路にぜひ必要とも思います。存

続させたいと思うのでありますが、町が同感と思われるならば、その運動をぜひ広域的に取

り組む考えがないかお伺いし、１回目の質問といたします。

よろしくお願いいたします。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） １番、音喜多議員のご質問にお答えをする前に、先ほどは、このたびの

町長選挙に当たりまして、当選に対しまして温かいお言葉をいただきました。まことにあり

がとうございます。

町長としての自分自身の役割と責任の重さを改めて痛感いたし、議会議員の皆さん方と一

緒になって、すばらしい厚岸町を築いてまいりたい、そのように考えておりますので、今後

ともよろしくお願い申し上げます。

まず、１点目の今後のまちづくりについてのうち 「町長は、今次選挙戦で地域主権型社会、

を目指すという。町長が言われる地域主権型社会とはどのようなものなのか。それが町民や

厚岸町にどのような影響や効果をもたらすものなのか」とのお尋ねについてであります。

私が目指す地域主権型社会とは、これまでの国や北海道に頼った行政運営から脱皮し、私

たちが暮らす地域が主体となって築き上げる社会であり、厚岸町の抱える課題の解決や地域

資源を有効に生かす方法を町民の皆さんと行政が一緒になって考え、決断し、そして行動す

るということであります。

自分たちが住む地域のことはみずからの発想と責任のもとで、地域資源を生かしながら課

題を解決することにより、よりよい暮らしを築き上げていく社会であり、町長就任以来、私

が唱える協働のまちづくりによって実現する社会でもあります。

こうした地域主権型社会では、町民の責任も重くなりますが、地域が知恵を絞り、みんな

で議論しながらまちづくりを進めていくことで、やる気と元気が生まれ、まちの活性化にも

必ず結びつくものと考えています。

これまでの地方自治体は、国の制度設計を重視し、その施策に沿ったまちづくりを重点に

展開してきたため、金太郎あめと評されることも多かったわけでありますが、町民が求める

地域政策をいかに施策展開できるか、そのマネジメント能力が行政には求められますし、町

民の皆さんも、まちづくりは行政に任せればよい、我々は要望だけしていればという感覚か

らの転換が必要となり、これまでと違った創意工夫とチャレンジが生まれ、真に町民が望む

まちづくりが実現できるものと確信しております。

次に、第５期総合計画と今次選挙公約との相互関係について、総合計画と選挙公約は別物

と理解するが、お互いに融和、実現を目指すプロセスはどのようにとるのかとのお尋ねであ
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ります。

私は、町長としての３期目となるこのたびの選挙において、町民だれもが厚岸町に誇りと

希望の持てるまちづくりができれば、住みよい、住みたくなる、来たくなる、そして、子供

たちが夢を持ち続けることができる厚岸町にすることができると信じ、その実現のため、８

項目からなる約束を公約としてお示ししました。

一方の総合計画は、厚岸町の将来を見据えながら、10年後の目指す町の将来像を設定し、

その実現に向けた各分野の施策の展開方向や主要な取り組みを体系的に定める計画です。

公約は４年、総合計画は10年という期間の違いはあるものの、いずれも町民の皆さん

の幸せと活力ある魅力に満ちた厚岸町を築き上げるためという目的は同じであります。

ご承知のとおり、第５期厚岸町総合計画は現在策定作業中でありますが、この総合計

画は私が 終的に取りまとめて町議会に提案し、慎重な審議を経て議会の議決をいただ

き定めるものであります。

当然のことながら、町民の皆さんにお約束をしたこのたびの公約についても、新たな

総合計画の策定作業の中に反映させながら、実現に向けたプロセスなどを十分検討して

いきたいと考えております。

次に 「厚岸町内の現在の状況は、経済の低迷、交付税や町税収入の減収、人口の減少、

と高齢化など、全般的に低迷傾向が続き、このままでよしとは認識していない。これら

の状況を打破し、好転や希望の持てる機会をつくるのは行政の後押しが必要と考える。

まずは小さいことから、手の届く実現可能なことから始めるべきと思うが、その施策や

手段は考えていないのか」とのお尋ねについてであります。

厚岸町を取り巻く現況は、ご質問者言われるとおり、長引く経済不況の中で厳しい会

社経営や雇用情勢の悪化が続いており、また、人口減少や少子高齢化による先行きへの

不安、さらにこうした影響による町財政の逼迫などから町内での閉塞感が漂っているの

はうかがえるところであります。

行政といたしましても、現在の厚岸町に何が必要なのか、どうした施策に取りかから

なければいけないのか、それが厚岸町の将来にどう結びつくのか、限られた財源の中で

いかに効果を上げるにはどうしたらいいのかといったことを考えながら、施策の選択を

しているところであります。

まちの活性化には産業の振興が重要ですし、町民の暮らしの安全には医療、福祉の充

実が欠かせません。また、町民の暮らしの小さな問題や課題解決も必要です。行政がや

るべきこと、民間がやるべきこと、町民と行政が力を合わせて行うことなど、その手だ

ては多岐にわたります。

厚岸町を取り巻く厳しい環境を少しでも好転できるよう 私を先頭に職員と一丸となっ、

て取り組んでいるところでありますが、行政サイドの認識と町民ニーズの乖離が生じな

いよう、まちづくり地域懇談会や自治会との連携などといった取り組みを通じながら、

施策の展開を図ってきております。

ご質問者の言われるとおり、施策、事業の大小を問わず、今取り組まなければならな

いものは何かを考え、必要な行政の後押しも行いながら、実現可能なことから取り組ん

でいくことは当然のことであり、これまでもこのような考え方のもとで取り組んできて

いますし こうした考え方や取り組みをさらに推し進めるため 町民と行政が一体となっ、 、
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てともに行動していくことが大切であります。

このことは、さきにお答えした、私が目指すところの地域主権型社会の実現にも必要

なものと思っております。

私からは以上でありますが、２点目の道立施設の運営見直しについては、教育長から

答弁があります。

●議長（南谷議員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 次に、私からは、道立施設の運営見直しについてご説明申し上げま

す。

一つ目の質問であります道立厚岸少年自然の家の対応はどうするのかについてのうち、ア

の「道は、危機的財政から道立54の施設の見直しを進めている。厚岸少年自然の家も対象に

含まれ、町はどのように受けとめ、対策をとられようとしているのか」についてであります

、 、 、が 厚岸少年自然の家は 釧路管内の広域的な団体を含めた町内各団体からの要望を受けて

平成５年春にオープンし、今年で17年目を迎え、幼児から高齢者までが幅広く自然体験的学

習ができる施設として、毎年多くの方々が利用されている大変すばらしい施設であります。

現在、道内に設置されている少年自然の家は、厚岸少年自然の家を含めて７施設ございま

す。

昨今、北海道の財政状況が厳しい環境の中で、公共施設の見直しが検討されていることは

承知しており、このことは大変危惧しておりますが、現段階では、さらなる利用促進により

施設利用者が増加することで、施設の重要性が北海道において評価され、当面はこれまで同

様の運営が可能となるものと考えております。

このような状況の中、少年自然の家では、それぞれの事業内容の充実とホームページなど

によるＰＲを含めて、魅力ある施設としての展開がされており、事業への参加者の増加に努

められております。

また、教育委員会においては、厚岸町にとっても大切な施設であるネイパル厚岸が変わり

なく事業が進められることを強く望んでいるところであり、これまでも生涯学習課の事業や

ネイパル厚岸が行う事業の中で共催事業を実施するなど連携を十分とっておりますし、各小

中学校においても宿泊研修等を実施しており、今後も利用促進に向けて連携を一層推進して

まいります。

次に、イの「民間移管、もしくは市町村移管とも言われている。仮にそのような方向性に

なった場合、町の考え方を伺う」との質問でありますが、北海道の平成20年度公共施設評価

結果において、廃止、移管及び民営化ともに困難として示されているものの、現在、明確な

方向性が出されておりませんので、昨年の利用者数で年間３万2,000人を超える利用がある釧

路根室圏唯一の道立少年自然の家の施設が今後も存続されるよう、北海道に強く訴えてまい

りたいと考えております。

次に （２）道立釧路芸術館についてのうち、アの「釧根随一の芸術施設である。厚岸町か、

、 」 、ら見て この施設の重要性の認識はどのように評価されているのか との質問でありますが

さまざまな美術鑑賞に多くの方々が触れる上で、身近なところに美術館があり、気軽に利用

できる環境が理想ですが、その運営には相当の費用が必要となり困難であることから、釧路
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根室管内において、その役割を担っているのが道立釧路芸術館であり、随一設備が整った施

設であると認識しております。

また、本年度は、日本画名品100選を初め、年間を通じ５種類の展覧会が行われるほか、こ

れまでに近代西洋美術などの展覧会も実施され、美術鑑賞の機会が限られている釧路根室管

内において、多くの方々から親しまれる施設であり、その重要性は芸術を愛する方々からも

非常に高いと評価されておりますし、そのように考えております。

次に、イの「釧路市にあれど、釧路管内、ひいては根室管内含め、地域住民の芸術施設と

して存続させるということで広域的な対応を取り組めないか」とのご質問でありますが、文

化は長い歴史の中で地域に根づいていくものであり、芸術文化発展のために設置された道立

釧路芸術館がこれまで果たしてきた役割は非常に大きいと考えております。

また、今後も数々の絵画などの名作を身近で鑑賞できることは、多くの美術ファンをつく

るきっかけとなり、文化の向上に欠かせないもので、釧路芸術館の存続を強く願っておりま

す。

なお、北海道における平成20年度公共施設評価結果で、釧路芸術館の廃止及び民営化につ

いては不可能と検証されているほか、移管についても困難と示されておりますが、今後の推

移や芸術館所在地の釧路市の動向も見きわめた上で、広域的な対応もしてまいりたいと考え

ておりますので、ご理解願います。

私からは以上でございます。

●議長（南谷議員） １番、音喜多議員。

●音喜多議員 大先輩でもありまして、また、行政に長年携わっております町長に、ちょっと

口幅ったいような質問をさせていただきましたが、これも４年に一度のこういう改選期とい

う節目に、改まって町長の考え方をお伺いする次第でございます。

現在、いろんな国の動向から、地域においていろんなことが言われておりますが、地域主

権型とはということで、 近いろんな分野でも言われております。

この地域主権型ということはどういうことなのかと。国の今の政策の中からいろいろと出

、 、 、 、てきた中でありますが 中央集権から地方分権 ひいては そこの地域が地方主権になって

地域で物事を考え、解決していくというようなことのようでございますので、厚岸町が単独

でやるのか、あるいは釧根一緒になってやるのかなということをふと思ったわけでございま

すが、いろいろと調べてみるとというか、町長の公約というか、広報の中にも、マニフェス

トですか、その中にもそのように書かれておりますが、ただ、その枠の範疇をどのように考

えるのかなと疑問に思っておりました。

厚岸町だけでといっても、なかなかこれは現状の中では、国の交付税をいただいて権限事

項がいっぱいつながっているわけでして、厚岸町独自というのはなかなか難しいんだろうと

は思うんですが、目指す方向としては非常に私はいいと思います。

それこそ そういう方向でこれからは ただ それにはかなりの勇気というか 財源も伴っ、 、 、 、

、 、 、 、ていないわけですから 町民も辛抱するところは辛抱し あるいは そこを乗り越えたらば

トンネルの先に明るいものが見えるんだという、そういうものなのかなと。ただし、そのト

ンネルの先をやっぱり見せていただくというか、そういう過程を示していただくのが行政で
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ないのかなというふうに私は考えます。

、 、 、そこで このことを長く議論していたら お互いのそれぞれの持っている考え方というか

そういうことになってしまうわけですけども、いずれ、この地域主権型というのは、もう既

にいろんなことを言われているわけですね。地域主権型道州制とか、あるいは北海道をいろ

んなブロックに切って、オホーツク圏の分権型社会とか、あるいは釧根。今、道が始めまし

たというか、いわゆる支庁権限含めて振興局を持たせる持たせない、総合局にするとか、今

の北海道の支庁制度をそういう形にもっていこうというふうに感じるのかなというふうに

思っております。

私、以前に、道州制の問題で質問させていただきましたが、時代とともにそういう見方に

変わってきたのかなと。いずれ、今の中央というか、政府の大きな借金の問題から含めて、

こういう情勢の中では、それぞれの地方、全国が13に分かれる道州制というか、そういうこ

とが今議論されておりますから、そういった中では、大きな一つのパッチワークのような、

北海道は北海道なり、そして、そのパッチワークの中にブドウの房のような厚岸町がぶら下

がってい、浜中町があり、釧路町がありと。しかし、その中での一つの一体の行政を推し進

めていくという考え方なんだなというふうに私としては理解したんですが、そういった意味

、 、 、 、では その中で町長がリーダーシップをとって厚岸町を 今 答弁書の中にもありましたが

地域の資源を生かしながら、あるいは地域の人材を活用しながらと。そういった意味では、

私は大賛成する次第ですが、その点についてもう一度、具体的なものがあれば、示しながら

答えていただければなというふうに思います。

それから、町長の公約と、それから第５期総合計画、これはそういう形でこれからその中

に盛り込んでいくということを考えているようでございますけども、やはりそこには、何が

何でも町長の考え方と、そこに盛り込んでいいものがあるのかどうなのかというか、強引に

、 、 、変な考え方というか そういうことはないだろうと思うんですが そこを評価するというか

見分けをするという、そういうところはどこになるのかなというふうにちょっと疑問に思う

わけですね。ひとり歩きしないかなというか。でき上がったものについてご承認くださいと

いうことにならないか。議会として、やはりそのことをしっかりと見きわめておかなければ

いけないんではないかと私は思うんで、その点のプロセスをどういうふうに町長は考えてい

るのか、その点についてもお尋ねしたいと思います。

いずれにしても、今の厚岸町の状態というか、そのことは厚岸町だけでなくて、ほかの市

町村も同じ苦渋のもとでというか、諸手を挙げて喜ぶようなことは少ないだろうと思ってお

ります。

近、特に言われることは、町に期待してもと、こういう期待のないというか、そういう

言葉が返ってくるわけですね。やはりそこには、町の町民も何か閉塞感というか、持ってい

るものがあるんでないか。やっぱりそこを、何かこのきっかけをつくって、厚岸町はこうい

う方向に進んで目指すんだから、ぜひこれに協力してほしい、１万1,000人いるんだから、何

分の１の協力をしてほしいと。全部が全部ということにはならないでしょうけども、何分の

１のあなたにこういうことをするから、ぜひ、その一部でいいから協力してくれないか、あ

るいは一緒にまちづくりをやっていかないかと、そういう希望の持てるというか。

先ほどの答弁の中でも、そういう課題は常に私が議会に入ってこの20年間追い続けた課題

なんですが、答えはまだ出ないという、出ないと思います、これは。もう永遠の課題だと思
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うんですが、ただ、やはり１歩でも２歩でもというか、そういうたぐり寄せるような思いで

まちづくりをできないものなのかというふうに思うんですね それが何なのかといえば やっ。 、

ぱり理解のできる、入っていけるというか、そういう協力できるというか、持っている力を

使うというか協力していただくというかな、そういう行政の導きというか、そういうものが

必要ではないのかなというふうに思います。

町長は７月に、３期目に就任されるわけですけども、過去に２期８年間、この町に携わっ

てきたわけです。途中過程でありますが、その途中過程の中でも、もし胸を張ってこうして

、 、 。やってきたというものがあるならば この際 お示しいただければなというふうに思います

私なりには見てはいるんですが、私の見る目と町長の思っていることとはちょっとニュアン

ス的に違えば失礼に当たりますので、まず町長のお話を伺いたいと思います。

それから２点目ですが、道立の施設の関係ですね。その前に、高校がこういう状態になっ

たと。１つにして。

道の施設関係というか、そういった関係で町が翻弄されてしまっているというか、そうい

う傾向が非常に強いんですね。確かに道が裕福なときは、あっちこっちにいろんな施設をつ

くって今日に至っているわけですけども、少年自然の家をつくったときも、当時、若狹町長

は道議会議員でありまして、私とも議会からもこぞって厚岸町にこういう施設をという思い

で、道議会のほうにも陳情した経緯がございます。時あたかも17年たってこういうことが報

道されるということになっておりますけども、今の答弁書では、情勢をお聞きすると、道は

かなり思い切ったことをするのではないかというふうにうたっております。

指定管理者制度になってから、少年自然の家も20年度で３万人を超えたという実績、18年

度は２万8,560何がし、19年度には２万9,000人、もうまもなく３万人、昨年度は３万人と。

去年、私ども、大人のクラス会を道立少年自然の家でやらせていただきました。前から見

た施設の使い勝手が全然違うんですよね。実際に使ってみて、ああ、これならばという、ま

だまだ私地元に住んでいて、たまには出かけることがあるんですが、宿泊してまでとか、飲

食してまでというイメージとは 以前のイメージを持っているもんですから 全然 今変わっ、 、 、

ているんですよね。議員の中でも実際に行って利用されている方もいらっしゃると思うんで

すが、道立少年自然の家という言葉は言うけれど、全然イメージが違うというか。そういっ

た意味では、非常に大人の施設としても利用可能なところなんですよね。

特に、海もいいですけども、林の中で静かに自分の時間を考えるとか、そういったことで

は非常に便利な施設だなというふうにうかがって帰ってきたんですが、いずれにしても、み

んな一派、道内そういった７つの施設ですか、見た中で、必ずしも厚岸は、３万人は超えま

したけれども、砂川は別にして、常呂にしても、あるいは森にしても、足寄ですか、３万人

前後で低迷しているわけですね。

そんな意味では、これはやっぱり腹を据えて取り組みをしなくちゃいけないんでないかな

と私は考えるんですが、いま一度、お尋ねしたいというふうに思います。

それから、釧路の芸術館です。今、答弁書にありましたとおり、釧根随一のそういう施設

でございます。私のような浜育ちの芸術に余り縁のない人間なんですけども、やはり年とと

もに時間に余裕ができると 自分でお金を出してでも立ち寄って ２時間でも３時間でも寄っ、 、

、 、 、てみたくなる そういう年になったんですけども 私はなかなかああいうのを見るとなれば

１時間、往復２時間ですけども、見れないものだというふうに私は評価しますね。
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そういった意味では、ぜひ、行政挙げて取り組んでというか、厚岸町のみならず道東の財

産として、これは教育委員会サイドだけでなくて、町長サイドでも、ぜひそのことをやって

いただけないかというふうに改めてお尋ねしたいと思います。

●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。

まず、１点目の地域主権型社会に関連しての質問でございますが、私がなぜ今回の公約に

挙げたかといいますのは、２期８年間の町長としての経験、実績、そしてまた、今日の厳し

い社会経済情勢、また、我々地方自治体における行財政の厳しさを踏まえる中で、これから

は懸命に自分たちの地域のことを考えていかないと、だれも手を差し伸べてくれないという

覚悟を持って、町長としてリーダーシップを発揮していかなければならない、そういう気持

ちのあらわれであります。

すなわち、地域主権とは、一人一人の住民が、だれもが地方自治体を考え、地方自治体が

みずから主体的に決断、行動することが重要であるということであります。これが地域主権

と私は考えております。地域主権型社会とは、地域のことは地域で、しかも、できる限り住

民に近いところでまちづくりすべてを決めていくという、住民主体型の社会、私はそのよう

に考えておるわけでございます。

なぜかといいますと、私は過去２期８年間、協働のまちづくりを推進してまいりました。

おかげさまで、町民における協働のまちづくりということについては、ご理解をいただいて

いるものと私はそう思っております。その上に立っての地域主権型社会が現実の問題として

私は公約として挙げておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。

さらに、総合計画と公約との関係でありますが、総合計画といいますのは、ご承知のとお

り、地方自治法に定められております規定であります。今後いかなるまちづくりを行うつも

りであるかを広く町内外に表明するのが総合計画なんです。公約といいますのは、町長とし

て任期期間４年間、厚岸町のまちづくりについてどうしようとしているのか、町民に対する

約束でございます。

しかも、私は、新人ではなく、２期８年間の実績がございます。今までは第４期厚岸町総

合計画に基づいてのまちづくりがされました。これから新しくつくりますところの第５期総

、 、 。合計画については 第１回目の答弁で申し上げましたとおり ただいま策定中でございます

当然、第４期を踏まえてのまちづくりの実績を踏まえた中で、私は将来の厚岸町を見据えた

公約ということに相なっておるわけでございますので、私といたしましては、当然、第５期

の公約、すなわち第４期における実施計画等も含めて公約にしたつもりでおります。

そういう意味で、これからの策定中においては、私の公約も踏まえた中で、十分に意見を

申し上げ、町議会議員の皆さん方の基本構想における議決をいただいていきたい、そのよう

に考えておるわけでございます。

また、やってきたことは何かということでございますが、あれもこれも、箱物等について

は云々言うつもりはございませんけれども、私は、まず何といっても、まちづくりは健全な

行財政運営の基盤がなくしてまちづくりはできない、そのための健全財政を維持するという

ことが第一でございました。そのために、当選以来、財政運営基本方針というものをつくり



- 111 -

上げながら、それをもとにして健全財政を維持しながら、よりよい厚岸町の発展を期してき

たということでございます。

それと同時に、先ほどお話しいたしましたけれども、協働のまちづくり、すなわち行政だ

けではまちづくりができない時代になった。住民とともに、行政と一緒になってまちづくり

をする時代であるという協働のまちづくりが推進をされていたということが言えるかと思い

ます。

それと同時に、町職員の意識改革でございます。何といいましても、仕事をするのは町職

員でございます。若狹町政は何をしようとしているのか、その考え方を共生しながら、町職

員と一緒になって仕事ができた。それと同時に、町職員の意識改革ができた。信頼される役

場になった、そのように考えている次第でございます。

●議長（南谷議員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 私からは、道立施設の件につきまして、もう一度ご答弁申し上げま

す。

まず、１点目の自然の家の件でございますが、議員おっしゃるとおり、指定管理者になり

ましてから、利用方法もかなり幅広くなったというふうに考えております。指定管理を受け

ている者の団体のいろいろなネットワークを通じて、大人の研修等にもぜひ使ってくれとい

うふうなＰＲもしておりますし、実際にそのような利用をされてきているというふうに考え

ております。

その中で、実はことしで３年目、３年契約です。指定管理者の３年契約。そして、今の流

、 、 、れでいきますと ９月議会あたりに 道議会あたりに提案される見込みということもあって

この次の３期については、かなり濃厚ではないかというふうな情報もございます。

それとあわせて、例えば芸術館のほうにいたしますと、既に21年からの３年契約がＮＴＴ

の会社となされているはずでございますので、そういう意味では、23年までは契約が残って

いるという形でございますので、近々、廃止する、あるいは移管するという動きには、私自

身、ならないのではないかというふうな判断には立っております。

ただ、この次に向けてどういうふうな動きがあるかというのは、確かに危惧されるところ

でもございます。

そういう意味で、今まで以上に釧根の中での唯一の施設として、自然の家が絶対必要なん

だということについて、一番はまず実績を残すことであり、それを強くＰＲしていくという

ことが大切なのではないかなというふうに考えております。

また、芸術館のほうにいたしましても、釧路に釧路市芸術美術館というのがございます。

この２つの中で、前回の展覧会がそうでしたが、共通の鑑賞券を発行して、お互いに利用者

をふやそうというふうな動きもありますし、指定管理者になってから、その評価表を見ても

わかるとおり、かなり利用者もふえてきているというふうな状況もありますので、釧路市の

動きを見る中で、こちらのほうについても存続に向けて、動きがあるときには対応してまい

りたいというふうに考えております。

●議長（南谷議員） １番、音喜多議員。
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●音喜多議員 まず、町長の考え方の中で、これからの４年間の中で進めることについて、ま

ず、お願いしたいことが２点ございます。 後ですので、ぜひ、そのことを肝に銘じてとい

うか、心にとめていただきたいなと思います。

今回の町長の公約というか、マニフェストの中で見る部分では、従前はこういう粗筋とい

うことは、ハードを主体とした物の書き方をされておりました。ですが、今回は、お金もな

いせいなのかなという裏側から見れば、人間に対するというか、ソフト面での考え方に重視

しているなというふうにうかがえるんですね。

従前は、人間がというか、はっきり言えばお年寄りを大事にしますとか、いろんなことに

ついての部分は確かにあったけれども、そのことが前面のほうに出てきていると。これは時

代がそうさせているのかどうかわかりませんが、昔から、物か人かということになるわけで

すけども、やはり人に力というか、金を注がなければ、私はいい人間がというか、いいまち

づくりがということができないというふうに思うんでありますね。

自分でも おまえは狩猟民族か農耕民族かという 常に腹の中ではそういう問いかけを持っ、 、

ているんですが、私はそういう意味では、こつこつとという農耕民族のほうを求めるわけで

、 、 、すけれども やはり人間に対する豊かなもの そういった温かいやり方をしていかなければ

そこに住んでいる人間の心すら豊かになれないと、私は思っておりました。

そんな意味では、人に与えるソフト的な部分で、ぜひ、力を注いでいただきたいなという

ふうに思うのが一つと、それからもう一つは、先ほど２番議員さんも言われていましたが、

、 。 、厚岸町これから何するのというか やはり雇用問題だと思うんですね どんなものを見ても

若者のいないまちはという、これはもう本当に死んだようなまちというふうに言われるんで

すけれども、やはり先ほどからも議論されているように、若者が１人でも２人でもこの町に

残らなければ、本当にこの１万1,000人ある、去年の道が考えている市町村合併のあれでいけ

ば、7,000人台まで落ちるわけですね、厚岸町も。そういった意味では、毎年毎年のことにな

りますけれども、若者がというか、雇用の場というか、そういったものをぜひ、ずっとその

ことを言ってきているんですが、何か手の届くというか、そういうことをぜひ、私たちも考

える、そしてお互いに歩み寄ってやっていこうでないかと思うんです。

５年前に、ずっと思っていたんですけど、総務で芽室に寄せていただきました。芽室町の

まち。そのときに、行政もそういうふうに求めるならば、私たちも歩み寄るから。何を意味

するかといったら、例えば道路の角の草刈りですね。道路の角は草を刈っていなければ、視

界が悪い 交差点で そこの地域の人方はそのことを非常に言うんですが それを行政にばっ、 。 、

かり言ってもやってくれないと。そこで歩み寄って、その区間は我々がやると。それに対し

、て行政は何してくれるんだという歩み寄りでまちづくりをしているということを教えられて

、 、今でもそのことはしっかりと覚えているんですが そういったことから一歩足を踏み入れて

お互いにやっていくという。雇用の場も含めて、そういったことを行政はとっていただきた

いというふうにお願いしておきます。

それから、時間もないですけど、道立少年自然の家の関係。今お尋ねすると３年間は延長

になるだろうということですが、しからば、この３年間で、さらにその先続くことをやっぱ

りしっかり考えなきゃいけないですね。これを契機にして。

利用だけをふやせばいいのかどうなのかわかりませんけども、価値観というか、そういっ
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たものも含めて、やはり真剣になって考えていこうというふうに考えます。そのことを申し

添えて、私の質問を終わらせていただきます。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えをさせていただきます。

このたびの私の公約についての改めての質問でございます。

私は、このたびの公約の一つのキャッチフレーズとして、第１回目でも申し上げましたけ

ども 「住みよい、住みたくなる、来たくなるまち」をつくりたいということでございます。、

まず 「住みよい 、現在住んでいる方々が厚岸町に住んでいてよかったと思えるまちづく、 」

りであります 「住みたくなる 、よその人方が厚岸はいいまちだ、私は厚岸へ行って住みた。 」

いわ、そういうまちをつくりたいということであります 「来たくなるまち 、それは交流人。 」

口であります。私は先ほども申し上げましたけれども、その も大きなものは観光の振興で

あると思っております。厚岸に一度行ったらまた来たくなる、そういうまちづくりをすると

いうことでございます。

そういう面において、ハード・ソフトの話がありましたけれども、これはどちらも重要な

んです。例えば、今、少子高齢化時代を迎えております。そういう中での福祉というのは

も重要であります。また、医療も重要なんです。

それとハードの分といたしましては、やはり公共事業、これも重要です。また近くでは、

学校給食センターの老朽化に伴う改築の問題もあります。また、まもなく工事が行われると

ころの特別養護老人ホーム心和園の増床の問題。それぞれいろいろな課題があるわけであり

ますが、あれもこれもの時代ではない。これかあれかの時代である。それが今求められてい

る政策の選択の時代ではなかろうかと、そのように思っておるわけでございまして、私とい

たしましては、そういう面を考えながら、これからの施策を推進してまいりたいと思ってお

ります。

それと雇用の場の拡大。これは も大事です。確かにそうです。今お話しいたしましたと

おり、将来、厚岸町の人口は減少がより進んでまいります。また、若者が流出をする傾向に

もございます。そういう場において、雇用の場の拡大というのは、先ほどの堀議員の質問の

中でお答えしておきましたけれども、行政上の重要な課題として取り上げていかなければな

、 、 、 、らない そのように考えておりますが それと同時に やはり厚岸町の基幹産業である漁業

農業の振興、そしてまた、建設業の公共事業に対する減少の中での雇用というものも大変な

時代を迎えております。そういう面においては、景気浮揚対策を含めた、さらにはまた社会

資本整備を含めた公共事業の整備というものも進めていかなければならない。それぞれのい

ろんな課題があるかと思いますけれども、私といたしましては、内発型の経済発展を志向す

ることも大事な課題であると、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） 教育長。

●教育長（富澤教育長） もう一度お答えいたします。
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自然の家が指定管理者になりましてから、数字もそうなんですけども、事業展開もかなり

新しいものを取り入れてまいりました。というのは、長い距離を子供たちに歩いてもらうと

いうような、通算100キロ以上歩くというふうな事業を行ったり、ネイパルから学校に通う、

自炊をする、自分たちが親の手を借りないで生活をして学校に通ってみる、そのことによっ

て逆に親のありがたみ、家庭のありがたみ、いろんなことが家庭では必要なんだなというの

をわかっていただくとか、いろんな事業に今取り組んでいます。

こういうことが、一つには道のネイパルの可能性というか、今までの自然の家の事業だけ

じゃなくて、新たなものを生み出してきているというふうに思っておりますし、確かにこれ

から３年間がその後残っていく上での正念場になろうかと思います。

ただ、客観的な状況を見ると、平成５年建設で、足寄は平成９年ということですから、一

概に厚岸が存続に有利かどうかというのは難しい問題があると思います。ただ、そういう問

題だけではなくて、やっぱり地域的に、例えば道東に１つでは到底足りないし、根室、釧路

から例えば足寄、あるいは常呂へ行くというような状況は、宿泊研修としては非常に距離的

に厳しいと。これは厚岸だけではなく、足寄、常呂にも言えると思うんです。この道東圏域

を１つのものとして考えて、１つを残そうかと、いや、わかりませんよ、これは考えとして

１つを残すんであれば、これはちょっと無理があるんではないかというふうに私ども思って

いますし、ぜひ早い時期に、自然の家の必要性というのは、もちろん若狹町長ができるに当

たって町民とともに力を入れたと同時に、これから存続に向けても力を合わせて存続運動を

していかなければならないというふうに考えております。

（ よろしくお願いします」の声あり）「

●議長（南谷議員） 以上で、１番、音喜多議員の一般質問を終わります。

●議長（南谷議員） ここで、会議時間の延長を行います。

本日の会議時間は、10番、谷口議員の一般質問が終了するまで、あらかじめ会議時間の延

長を行います。

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員の一般質問を行います。

10番、谷口議員。

、 。●谷口議員 本定例会に当たりまして 通告しておりました２項目について質問をいたします

依然として厳しい雇用情勢が続いておりますが、そういう中で、子供たちの教育について

は、一刻の猶予もできない、そういう状況にあると思います。

そういう中で、子供たちの学校の教材費、備品の整備等についてお伺いをいたします。

小中学校の教材、備品の整備状況はどのようになっているのか。毎年度の各学校からの予

算要求と実際の年度予算とに乖離はないのか。あるとすれば、これがどのように行われて、

その対策はどうとってきたのかをお伺いいたします。

２つ目として、各学校の子供たちの机、いす等の更新についてでありますが、これがどの

ように行われてきているのか、修理等はどのように行っているのかをお伺いいたします。
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、 、 、次に 厚岸町は教材費の父母負担の軽減対策を行ってきておりますが その効果について

学校、児童生徒の保護者に徹底されているのか、それについてお伺いをいたします。

４つ目として、閉校されました学校の備品等は、その後どのようになっているのかをお伺

いいたします。

２つ目として、人口減少や高齢化が深刻な集落への支援についてであります。

総務省は、集落を巡回し、地域活性化などを助言する集落支援員制度を自治体に導入

するため、支援員を雇用する市町村に特別交付税を配分することを決めておりますが、

厚岸町もこの制度を活用し、事業を起こすべきではないかと考えますが、どのように考

えているか、お伺いをいたしまして、私の１回目の質問といたします。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） 10番、谷口議員の質問にお答えをいたします。

１点目については、教育長から答弁があります。私からは、２点目の人口減少や高齢化が

深刻な集落への支援についてのお尋ねにお答えをいたします。

国では、過疎地域などにおける集落の多くにおいて人口減少と高齢化が進展し、生活扶助

機能の低下、身近な生活交通手段の不足、空き家の増加、森林の荒廃、耕作放棄地の増加な

どの重大な問題が生じており、今後さらなる高齢化の進展により、これらの問題は一層深刻

化するおそれがあるとして、昨年８月の総務省通知「過疎地域等における集落対策の推進に

ついて」の中で、ご質問にあります集落支援員の設置が推奨されております。

これは、昨今、地域によっては市町村行政の集落への目配りが必ずしも十分に行われてい

ないのではないかという懸念もあり、市町村行政が集落の現状に絶えず目配りをし、住民の

声を幅広く吸い上げて施策に反映させる中で、住民と行政の強力なパートナーシップを形成

していくことが強く望まれているということが背景にあります。

、 、 、 、集落支援員は 市町村の職員と連携 協力し 集落への目配りとして集落の定期的な巡回

生活状況、農地、森林の状況などの把握を行うほか、きめ細かな集落点検を行い、集落の現

状把握を行うことや、集落のあり方の話し合いへの参加、集落の維持活性化に向けた取り組

みについて市町村と協働して取り組むこととなっています。

集落支援員としては、行政経験者、農業委員、普及指導員など農業関係業務の経験者、経

営指導員経験者、ＮＰＯ関係者など、地域の実情に詳しい身近な人材を活用することが望ま

しいとしておりますが、地域の実情に応じ、その市町村以外の人材を登用することも差し支

えないことになっております。

また、集落支援員の設置に要する経費や集落点検の実施に要する経費、さらには集落にお

、 、ける話し合いの実施に要する経費について 専任の集落支援員の場合には１人当たり220万円

兼任の支援員の場合には40万円を上限に特別交付税で措置するとされております。

総務省が取りまとめた平成20年度の集落支援員の設置状況では、都道府県で11府県、市町

村で66市町村にとどまっており、専任の集落支援員は199人、自治会長などとの兼務の集落支

援員は約2,000人とほとんどがかけ持ちで、専任の支援員は全体の１割も満たない状況です。

なお、道内では、宗谷管内の中頓別町で専任の支援員１名のみの設置になっております。

このように制度の普及が進まない要因として、集落が求める人材は千差万別で、的確な人
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を探すのは簡単なことじゃないこと、また、支援員を育てるには外部のサポートも必要なこ

となど、人材確保の難しさから導入を見送っているのが全国的な実態であります。

しかし、この制度は、集落が維持困難となる前の段階から課題の把握や解決を図っていこ

うとするものであり、制度の有効性や運用実態など先進的に取り組んでいる事例を参考に、

厚岸町における有効性などについて研究させていただきたいと存じますので、ご理解をいた

だきたいと思います。

私から以上でございます。

●議長（南谷議員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 私からは、教育委員会にかかわる１点目の小中学校の教材、備品の

整備状況と父母負担の軽減について答弁させていただきます。

１番目の小中学校の教材、備品の整備状況はどうなっているのか、毎年度の各学校からの

予算要求と実際の年度予算との乖離はないのか、あるとすればどのような対策をとっている

のかとのご質問でありますが、小中学校の教材、備品等の毎年度予算についての対応であり

ますが、毎年11月に教育委員会から各学校に対し連絡し、教材や備品のみならず、新年度予

算要求に必要な学校内の要望を取りまとめております。委員会では、それらを集約して、新

年度の教育予算要求として反映させております。

この当初予算要求に当たり、ご質問の教材、備品についての各学校からの要求と実際の予

算との乖離でありますが、町内大規模校の真小、真中、厚小、厚中の４校でご説明させてい

ただきますと、平成21年度予算計上額は、一般教材予算が345万7,000円、理科教材予算が64

万4,000円となっております。

これらに対する各学校からの予算要求額は、一般教材予算では377万8,000円で、要求額に

対する予算計上率は91.5％となっておりますし、理科教材の４校の予算要求額は148万8,000

円で、要求額に対する予算計上率は43.3％となっております。

平成21年度の理科教材予算計上額は、全11校分で150万円であり、各学校の理科教材整備状

況を勘案して、大規模中学校２校に64万4,000円、小規模小中学校に対して85万6,000円、率

にして57.1％の予算を配分しております。

予算要求と実際の予算との乖離についての対策でありますが、当初予算計上額は町全体予

算の中で組み立てられており、100％予算要求が認められるものではありません。このような

ことから、当初予算において計上できなかった場合でやむを得ず必要な予算は、これまでも

緊急性や必要性を総合的に判断し、別途、補正予算措置を行い、対応してまいりました。

教育委員会といたしましては、限られた教育予算を有効的かつ効果的に配分し、町内各学

校が均衡のとれた教育環境が図られるようにしていきたいと考えております。

次に、２番目の各学校の机、いすはいつ更新されたのか、修理等はどのように行われてい

るかとのご質問でありますが、各学校の机、いすの更新や修理につきましても、各学校から

新年度の予算要求取りまとめと同時に学校から提出されてまいります。これに基づき、更新

は施設用備品購入費、修理分は原材料費として新年度の予算要求に反映させ、予算確定後、

更新や修理等を実施しております。

近年は、閉校した学校の机やいすも利用できるものは再利用するようにしております。ま
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た、机の天板やいすの座板の交換修理は必要に応じ実施しておりますが、これらは各学校の

公務補が作業を行っております。

次に３番目の、厚岸町は教材費の父母負担の軽減を行っているが、その効果が学校、児童

生徒の保護者に徹底されているのかとのご質問ですが、各学校においては、毎年、何らかの

方法により、厚岸町が行っている教育に対する父母負担軽減対策について説明や周知を行っ

ております。

一例を申し上げますと、入学時の説明会や学級懇談会、さらには学級通信での周知、副教

、 、 。材費納入通知文書を発行するときに 金額を含めて町の軽減対策を説明 周知しております

このように、各学校においては厚岸町の父母負担軽減対策について理解をし、毎年、保護

者に対する説明や周知の取り組みを行っておりますので、ご理解を願います。

後に４番目の、閉校された学校の備品等はその後どのようになっているかとのご質問で

すが、閉校した学校の備品類につきましては、まず、ほかの学校で利用できる備品類は、調

整して各学校へ配置がえし、再利用しております。

３月で閉校しました尾幌小中学校の備品類につきましては、３月中に各学校への配置がえ

は終えましたが、日程等の都合で一部搬出が終了していない学校もあります。

また、上尾幌小中学校の備品類につきましては、夏休みごろまでには配置がえを終了させ

たいと考えております。

教育委員会といたしましては、利用できる備品類は再利用する考えでおり、各学校へ配置

がえを行ってまいりましたが、閉校した学校のすべての備品類が配置がえされたわけではな

く、まだ残っているものもありますが、これらについても、再利用できるものは再利用して

いきたいと考えておりますので、ご理解願います。

以上でございます。

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 今、町長が先に答弁されましたので、２番目から質問させていただきます。

人口減少、高齢化の深刻な集落への支援ということで、私は、この総務省の事業を厚岸町

でぜひ活用し、事業展開すべきではないのかなということで質問いたしましたけども、今、

町長からご説明がありましたように、困難な問題もあるかもしれないけれど、これが２年間

続けて事業を今のところは行っているわけですよね。それで、今年度もこの事業を使うとい

うことで、 高額350万円まで使えるんではないのかなというふうに私の知っている内容では

そういうふうになっているんですけれども、こういう事業があるにもかかわらず、厚岸町が

事業を導入しないということにはならないんではないのかな、今、非常に雇用情勢も厳しい

中でもありますし、あるいは、地域によってはいろいろ問題を抱えていて、その困難の一つ

でも取り除いてほしいというような状況にある地域がやはりあるんではないのかなというふ

うに思うんですよね。

非常に高齢化が進んでしまっている、あるいは公共的な施設が十分に使えるような状況に

なくなった地域だとか、あるいは日常的にいろんな問題があるけれども、相談するようなこ

とができない、あるいは行政との橋渡しをしてくれる、そういうことを望んでいる声がある

のではないのかなというふうに思いますけど、これについて、今年度何とか事業導入に結び
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つけていくという考えはないかどうか、もう一度お伺いいたします。

●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。

この特別交付税措置の関係が今後どうなっていくかというような部分については、実は私

どもも見通しといいましょうか、そういった部分、はっきりした部分はつかんでおりません

し、示されてもおりません。

ただ 現過疎法が ご案内のとおり 平成21年度 今年度いっぱいで 一応時限立法になっ、 、 、 、 、

てございます。現在、過疎法の継続というような部分での運動もしていることでございます

けれども、そういった動きとの関係が出てくるのかなと、このようにも思っております。

それで、いわゆる集落支援員、１回目のご答弁でも町長のほうから申し上げておりますけ

れども、やはり人材の確保、だれにやっていただくかという部分が一番ネックになってくる

のかなと、このようにも思っております。

それと厚岸町の場合、それぞれの地域において、現在、自治会組織というのがすべてつく

られてございまして、自治会の中でいろいろな活動がされているというようなことの実態が

ございます。こういった自治会の活動との連携、こういったようなことも十分押さえた上で

やっていかなければならない、そういうふうにも考えてございます。

そういった中で、この集落支援員、この方々が、どういった立場の方がなって、そして地

域での活動の有効性、これが有効に回っていくのかという部分、この辺を十分検討させてい

ただきたいなと、このように思っておりますので、ご理解をいただきたいなと思っておりま

す。

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

、 。 、●谷口議員 私はね 役場で考えていてもだめだと思うんですよ その地域にやっぱり行って

こういう制度があるんだと、それについてどう思うかということも積極的に提起しないと、

役場のほうは情報があるけれども、地域では情報がないというのはだめなんですよ。

大体、こういう制度を役場のためにつくっているわけでないでしょう。今、限界集落とい

うものができてきて、もう集落としての機能が果たせなくなることが予想されることを含め

て考えて、こういう制度をつくっているわけですよ。そうであれば、やっぱり厚岸町だって

今非常に高齢化が進んでしまって、交通の手段もだんだん奪われてくるというような状況の

中で暮らしていく、そういう住民のために何ができるのかということだと思うんですよ。そ

ういうときに、せっかくこういう制度があるのに、その制度を地域に持ち込まないで、厚岸

の役場の中だけで考えていたって、あれもだめでないか、これもだめでないか、だめでない

かから始まっているからだめなんですよ。やっぱり地域にそういうものを、こういうのがで

きたぞと、ちょっと考えてみませんかということが大事ではないのかなと思うんですが、い

かがでしょうか。

●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） 一つの目的には、行政が地域に対する目配りができてい

ないんでないかというような部分があります。これは大きな、いわゆるこの制度ができてき

た背景があるのかなと、こういうふうにとらえてございます。

ご案内のように厚岸の場合は、先ほども触れましたけれども、いわゆる自治会活動、地域

、 、によっては若干の差はあるかもしれませんけど 少なくとも自治会という組織が設けられて

自治会の中での行政との橋渡しが現在までされてきている。地域の実情については、地域の

町懇、これは２年の隔年で今やっておりますけども、それ以外にもいろいろ自治会長との懇

談だとか、こういったような形で行われてきている。

そういったことからすると、決して、厚岸町の場合は、地域の実態という、いわゆる地域

のコミュニティーの実態が行政のほうとして目配りがされていないとか、そういうような形

にはなっていないんではないかなと、このように実は思っております。

、 、 。 、ただ こういった中で 実際に行ってきている部分も出てきております そういった部分

どのようなことが効果として出てきているのかというような部分、今現在、私どものほうも

調べさせていただいておりますけれども、そういった部分も見ながら、厚岸町で果たしてこ

れが有効に、せっかくやるんであれば有効なものになるのかというようなことも見据えた上

で提案したいなと、このように考えておりますので、そのための検討をさせていただきたい

と、このようにご答弁申し上げたところでございます。

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 活用の方向で検討に入っているというふうに理解していいんですか。

●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） 厚岸町にとって、この制度が有効なのかどうか、取り入

れるべき制度かどうかという部分を踏まえて検討に入っているということでございます。

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 ぜひ、このことについては、きちんとした検討を行って、納得のいく結論を出し

ていただきたいなというふうにお願いをいたしまして、次のほうに移らせていただきます。

教育費の国の負担ですよね、教材費等の負担については、制度がどんどん変わってきて、

以前は国庫負担であったものが交付税措置に変わってしまったと。昭和60年からですか、教

材費等の交付税措置に変わったというようなことで、結果的に交付税措置ですから、実際に

入ってきているお金と、それから町が予算化するお金、あるいは学校が要望する予算要求と

実際の予算措置された金額、それぞれに違いがあって、教育委員会は非常に苦労されながら

予算措置をされているんではないのかなというふうに私は思うんですけど、実際、今、だん

だん経済状態が悪くなってきていますよね。そうすると、きのうも意見書がこの議会で通っ

ているわけですけども、子供たちが小学校、中学校は義務教育ですから、ある意味、一定の
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レベルでは行けるけれども、高校に、私学に目指すとかということになると授業料の問題で

大変な状況になるというふうになりますけど、それ以前に、今の状況で交付税措置されたこ

とによって、教材費等が厚岸町が考えている予算どおり交付税が交付されているのか、それ

とも、全国的なレベルあるいは全道的なレベルで見ると厚岸町の交付税措置された教材費等

は高いほうなのか、低いほうなのか、低いほうの低いほうなのか、その辺はどういうふうに

見たらいいんですか、まず。

●議長（南谷議員） 本会議を休憩いたします。

午後４時58分休憩

午後５時00分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） 交付税ということで、全般的に町長部局側のほうから説明させて

いただきます。

お手元に配付の資料ではわかりかねる部分でございます。なぜかと申しますと、お手元の

資料①につきまして、できれば学校別に等々ということで、私どもも交付税の単位費用等そ

れぞれ考慮しましたが、学校別等の区分によって算出することができませんでした。したが

いまして このような資料になったところでございますが 全体としての20年度の交付税と21、 、

年度の当初予算ベースの比較は、当方のほうで予算編成の際にやってございます。

20年度の交付税の、全体の小中学校の算入額につきましては、これは交付額と、いわゆる

交付税額そのものですね、現金そのものと、それから基準財政需要額等を按分させていただ

きまして、実際に幾ら学校の経費として交付されているんだという数字に算出しまして出て

いる数字が、３億9,036万9,000円という数字が算出されます。それに対しまして、平成21年

度の当初予算にかかわる教育費の一般財源でございます。これは公債費も入ってございます

、 、 、が そのうち公債費の学校の交付税分は除いて ６億8,265万4,000円の一般財源が教育費に

要するに予算として計上されているところでございます。

（ これ、21……」の声あり）「

●税財政課長（佐藤課長） 21年度の当初予算ベースで言っております。

これとの差額が△２億9,228万5,000円、すなわち交付税の、実際的な交付税が交付されて

いる額との差額としては、予算として計上した差額として超過負担的に、要するに予算のほ

うが多く一般財源としては計上されているという認識で財政担当のほうとしては予算編成を

行っているところでございますので、ご理解賜りたいと存じます。

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。
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●谷口議員 私の手元には 新の資料がないんですけど、平成18年度に文科省のほうでまとめ

た資料がありますよね。教材費の資料で、基準財政需要額との比較、決算の比較をあらわし

た全国の各市町村別の資料があるんですけども、これを見ますと、全国的には65.5％。とこ

ろが 北海道でいえば39.2％ですよね それで厚岸町は何％かなというふうに見ますと 29.2、 。 、

％ということになっていて、何でこんなに減額になっているんだと。理由は、厚岸町の財政

が厳しいのでというのが、厚岸町の財政というか、要するに何でこういうマイナスになって

いるのかということでは、財政事情のためという中に入るのが厚岸町のこの29.何％というの

が内容だというふうに理解しているんですね。教材費。

それで、今、交付税が交付になって、一般財源化されたことによって、交付税されたもの

がきちんと使われていないんでないのかと。教育費だけではないんですけれども、他の財源

に結果的に振り向けられてしまっているんではないのかということで、結構、あっちこっち

問題になってきていますよね。

これには、交付税が流用と言ったら言葉が悪くなってしまいますけれど、そういう一般財

源化されることによって国が予算措置をしているにもかかわらず、その予算どおり使われて

いないということになるとやはり困るんではないのかなということで、昭和60年に一般財源

、 。 、 、 、化されていますよね 交付税 それで そのときの通達・通知が出ていますし 年度ごとに

この予算措置に当たってはそういう方向でやるようにということになってきているんですけ

れども、何で北海道は低いし、さらにその中で厚岸町は低いほうで数えたほうが早いような

レベルになってしまっているのか 厚岸町の教材等は十分にもう満たされるような状況になっ。

ているから、こういうレベルであってもいいというようなことなのか、ところが、足りない

んだということなのか、その辺はどういうふうに理解したらいいんですか。

●議長（南谷議員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） お調べの資料ですけども、たしか教材費等に限っての調べの中でと

いう18年度の数字だったというふうに思うんですけども、ただ、私どもの実感として、先ほ

、 、 、 、ど申し上げましたとおり 一般備品につきましては 要望のこの中でも90何％ 逆に言うと

町の要望から見ると数倍高いような比率で実現しているというふうに考えますし、たまたま

ことしについては、理科備品はその４校の中で１校が飛び抜けていた。というのは、前の年

に要望なかったもんですから、配分を、先ほど言ったように４校と周辺校との比率の中でこ

としは下がっているということで、毎年150万円、理科備品の措置をしているという中では、

その理科備品についてもそれほど毎年買っても買っても足りないんだというふうな状況には

思っていないんですよ。というのは、今回の措置の中でも要望がすごく上がってくるという

ような状況ではありませんので ですから 私自身は 学校備品が交付税化されることによっ。 、 、

て非常困っているというような状況にあるというふうには受けとめてはおりません。

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 そうすると、小中学校における教材関係予算措置状況の調査結果が一応一覧表と
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しては載っているけれども、18年度のやつがね、載っているけれども、厚岸町は決して予算

を他に流用したり、学校の要望を抑えつけているというふうには考えていないと。潤沢では

ないかもしれないけれども、きちんとこたえてやってきているというふうに理解をしていい

んですね。そういうことですね。

それで父母負担の軽減についてお伺いをいたします。

今、教育長のほうからご答弁がありました。それで父母負担軽減については、入学時

の説明会、学級懇談会、あるいは学級通信で周知徹底をしているというふうな説明なん

ですけれども、教材費も含めてなんですけど、私、３月の議会で、例えば学校の教材費

等の配当予算等で不足が生じた場合はどうするんだという質問をしたら、管理課長のほ

うでは、きちんと年度内に予算措置をしますというようなご答弁をされていたと思うん

ですよね。

、 、 、それで 年間予算がきちんと回っているのかどうなのかも含めてなんですけど 案外

学校の先生方というのは、管内を大きく動きますよね。そうすると厚岸町がどんな制度

を持っているのか、浜中町がどうやっているのか、釧路町がどうしているのか、標茶が

どうしているのか、そういうことの実態をきちんと把握しないで学級運営等を行うこと

があるようにも聞いているんですよ。そして、 終的にお金がなくなってきたというと

きに、父母負担をというようなことを軽く考える先生も中にいるようにも伺っているん

です それがそうやられたかどうかはわかりませんよ ですけれど そういうことがあっ。 。 、

てはならないので、私は、どうしても足りないんであれば、その年度の中で予算措置を

すべきはないのかということに対して、課長はあのような答弁をされていると思うんで

す。

そういうことで、そういうことに対して学校から相談がありましたか、なかったです

か。それから、予算がもし足りない場合にはきちっとつけましたか。それとも、次年度

に繰り越すようなことはなかったでしょうね、支払い分、そういうのはないんでしょう

ね。ちょっとお伺いいたします。

管理課長。●議長（南谷議員）

●管理課長（須佐課長） ただいまお尋ねの20年度の予算執行の中で、３月の議会の中でそう

いうやりとりをしておりますが、３月の時点で学校のほうから予算が足りなくなりそうだと

いう話は、相談を受けておりましたが、結果的には、次年度に回したとかということではな

くて、予算の中でおさまったということで、結果的にはおさまっています。あのとき私は、

足りないときには委員会のほうで対応させてもらうということでご答弁させてもらっており

ますし、そんな父母負担を求める話は眼中にありませんでした。

予算の執行に当たりましては、毎年、ことしもそうですが、５月にそれぞれ教員の皆さん

が異動になりまして、学校が変わりますから、４月早々に我々は教育予算の説明をさせてい

ただいております。各学校ごとに配当予算が幾らで、父母負担軽減の金額はこういうことで

という明細を各学校別につけまして、資料としてお渡ししておりますので、それをもとに学

校ではそれぞれ運営をしてもらっておりますし、万が一その中で足りないとすれば、年度の

中での補正予算を組んだりしておりますので、今回の説明はそういうことで、20年度に限っ
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てはそういうことはなかったということであります。

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 そういうことでないと私は困るんですけど、きちっとやられていかないと困るん

ですが、ただ、父母負担の軽減については、やっぱりきちっと徹底、教職員も、あるいは保

護者の方々も含めてきちっとしていただかなければ困るんではないのかなというふうに思う

んですよ。それがわかっていないと、きょう、もう時間ないし、予算でもありませんから聞

きませんけど、やはり各学校がどう対応しているのかということが非常に大事だと思うんで

すよね。そして、厚岸町がこうやってくれているんだということが学校も親も実感できるも

のにしないとだめなんですよ。

ところが、厚岸町、詳しく聞いてもいいんですけど、各学校ごとにどうやっているかと調

べたら、きっとかなり問題があるように思うんですよ、この徹底の仕方について。今日まで

どうやってきているのか、４月から今までの間に。きちっと親まで連絡行っている学校もあ

るでしょうし、何かのときに言ったかもしれない程度しか言っていない学校もあるかもしれ

ないですよ。

ですから、このことについては、やっぱりきちっとした徹底の仕方、先生も父母も同じ認

識を持てるような対応にしてほしいというふうに思います。

それから、学校の机、いすなんですけど、私、余り自分たちの子供を育てているときに気

にはしていませんでしたけれども、あちこちのお母さん方に聞きますと、どうもうちの子供

のジャージのここが傷むんですよねと言うんですよ。それはなぜかというと、学校の机なん

ですね。

それで、これが今、資料をいただきましたけれども、きちんと実態を把握しながら、天板

の取りかえを行ってきているように見えるんですけど、ところが、依然として、親というの

はどんどん変わっていきますよね。今、子供さんが２人か３人しか大概いませんから、きの

うまでの親御さんはもう何年かすれば学校に子供がいなくなる。そうすると、そういうこと

というのはどんどん忘れることになってしまうわけですけど、だけど、昔あったことがまだ

そういうことがあるのかということがたまたま私のほうに耳に入りましたので、今回こうい

う質問をさせていただいたんですけど、やっぱり実態はきちんと把握してほしいと思うんで

すよね。そのときそのとき。

こうやって資料を見ても、相当以前に買われたものでしょう。そして、資料をいただいた

ときにちょっと説明を受けましたけれど、もう何年に入れたかわからないような机、いすで

今子供たちが勉強しているわけですね。そういう中で物を大事にしながら、天板等を取りか

えて使ってきていると。そうすれば、やはり新学期が始まるときにきっと先生方がきちんと

調べて、大丈夫かなということでやってきていると思うんですけども、学校ですから、たく

さんの子供たちの机を点検するというのはそれなりに大変だと思うんですけど、やっぱり春

によかったからというので、そのままにするんでなくて、一定の期間できちんと点検をして

いくということが大事だと思うんですよね。それがまた、今度ジャージがちょっと傷むぐら

いならいいんですけれども、とげになって体に刺さっただとか、そういうことになっても困

ると思うんですけれども、それらについて今後どういうふうにしようとしているか、お伺い
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をいたします。

管理課長。●議長（南谷議員）

●管理課長（須佐課長） 机、いすの更新等につきましては、先ほど教育長の答弁にもござい

、 、 、ましたとおり 年度予算の中での各学校から取りまとめする段階で それぞれ更新するもの

あるいは修理、交換して済むものなどを提出いただいておりまして、それに沿って進めてき

ておりますが、今言われましたとおり、そういった机がさらにないかどうかの確認でありま

すが、この夏休みなんかを利用しまして一斉に確認する作業をして、必要であれば交換等の

対応をさせていただくということで取り進めていきたいと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。

もう１点、父母負担軽減の、それぞれ父兄に対する連絡、あるいは周知の方法等について

の温度差の関係がご指摘ありましたが、私どもも実態を確認しましたら、何らかの形で学校

それぞれ取り組みをしているんでありますが、そのお知らせの仕方が、今言われましたよう

に、口頭できちっと新入学生の説明会のときに説明されている学校もあれば、文書で連絡し

ているところもあれば、あるいはそれぞれ学級の教材費の納入袋の中に今年度のそういった

詳細について記載しているところもあればというような違いがあります。

したがいまして、統一した形で厚岸町としてこういう形をしているんだということも委員

会から通知を出して 各父兄のほうにわたるような仕組みも考えていきたいというふうに思っ、

ていますので、よろしくお願いいたします。

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 教育長、父母負担は本来は無償でなければならないというふうに私は思うんです

。 、 。よね 納入が依然としてあるということに対しては 私は非常に残念に思うものであります

ですから、それが今まで積み重ねてきたものでありますから、これが毎年、始まって何年

たったかちょっと忘れましたけれども、これだけたってしまうと、ある意味空気みたいなも

んですから、もう町がやっているんだということ自体もみんな忘れてしまうことになると思

うんですね。

ですから、やっぱりこれについては、非常に厳しい財政の中でも厚岸町がやっていること

ですから、これについてはきちんとした徹底の仕方をしてほしいなというふうに思います。

それから 後ですけど、尾幌だとか、厚静小学校、糸魚沢、上尾幌とありますけど、この

学校の備品等について今教育長のほうからご説明がありましたけれど、現存の学校でその必

要なものは必要なところに運び出し等を行っているということなんですけれども 備品によっ、

ては、長く置いておくことが、ある意味、そのものをだめにする備品等もありますよね。精

密機器的なものなんかは特にきちんと管理しないと。そういう場合に、例えば各学校ではも

ういいと。だけれども、役場のほかの部署、あるいは教育委員会のある部署では、使えるん

ではないのかというようなもの等が出てくると思うんですよね。そうした場合には、そうい

う方向に配置をするのを変えていくというようなことで、一つも無駄にしないんだというよ

うな管理、あるいは使用ができるようにすべきではないのかということで私は今回質問した
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んですが、その点についてはどういうふうに考えているか、お伺いいたします。

●議長（南谷議員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） １回目にお答えしたとおり、まずは学校に希望を出して、それぞれ

がチェックをつけると。当然、複数の学校がチェックついた場合については、こちらの判断

で備品の薄いところに配置するような措置をとっております。

ただ 概して余るのは 理科の 例えば天秤だとか何とかの 比較的古くて 今ではちょっ、 、 、 、 、

と使いづらいなというようなものですとか、そういうものも多いんですよ。ですから、例え

ば役場で活用できるかというと、それも難しいのかなというふうなものもあったりしますん

で、ものによっては、学校が終わった後には役場の中でも活用できるものは当然配置がえし

て活用してまいりたいというふうに考えておりますし、できる限り活用してまいりたいと思

いますけども、中には一部、廃棄に値するものもあるんだろうというふうに思いますし、特

にはかり関係というのは、本来的には検査を重ねなければ何年間も置いておいて使えるとい

、 、うものでもないですし そういう部分もあるのかなというふうには考えておりますけれども

できる限り活用してまいりたいというふうに思います。

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 今、教育長のほうから説明あったんですけども、専門的なものはもうどうしよう

、 、もないといえば ある意味どうしようもないものもあるのかなというふうに思うんですけど

印刷機、コピー、そういうたぐいのものはどうなのかはちょっとわかりませんけれど、もう

ないのか。それから、パソコンはさっきも話ありましたけども、日進月歩の時代で、さらに

、 。どうしようなんていうことにならないものが多いのか そういうものがあると思うんですね

そういう中で、やはり私は、教育委員会の中で、学校の中でそういうものをやるだけやった

ら、役場のほうにも見てもらうというものがあれば、やっぱり活用するというようなことに

していくべきではないのかなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。

●議長（南谷議員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） まず、コンピューターの件なんですけども、これはあらかじめ耐用

年数が残っている部分には、閉校になる学校の部分は、次の学校をあらかじめ決めておりま

したので、この学校に配置しよう。ですから、これについては、どこが欲しいとかという問

題ではなくて、教育委員会として配置がえを実施しています。

そしてまた、リースの部分につきましては、当然、何年度でリースが切れる分ですとかあ

りますので、それについてはもう返しているということでございますので、残っておりませ

ん。

あと、ほかの部分で当然活用できる部分があれば、先ほども申し上げたとおり、学校内部

だけではなくて、ほかでも利用できるようなものについては、これからも見ていただいて配

置がえをしていきたいというふうに考えております。
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（ いいです」の声あり）「

●議長（南谷議員） 以上で、10番、谷口議員の一般質問を終わります。

●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。これに

ご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） ご異議なしと認めます。

よって、本日はこの程度にとどめ、あすに延会いたします。

ご苦労さまでした。

午後５時30分延会

以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。

平成２１年６月２５日

厚岸町議会

議 長

署名議員

署名議員


