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厚岸町議会 第３回定例会

平成22年９月15日

午前10時00分開会

●議長（南谷議員） ただいまから平成22年厚岸町議会第３回定例会を開会いたします。

●議長（南谷議員） 直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

●議長（南谷議員） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、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書を議題といたします。

委員長の報告を求めます。

10番、谷口委員長。

●谷口委員長 昨日、９月14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。

協議内容についてであります。

第３回定例会の議事運営について。

１、報告について。

①議会側より、ア、諸般報告、イ、例月出納検査報告があります。

②理事者側より、行政報告が１件ございます。

（２）議会提出の議案についてであります。

①意見書案第５号 森林・林業政策の早急かつ確実な推進に関する意見書。審査方法

は、本会議において審査することといたします。

②発議案第２号 厚岸町議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条例の制定に

ついて。審査方法は、本会議において審査を行います。

③厚生文教常任委員会所管事務調査報告書。審査方法は、本会議において審査をいた

します。

④各委員会閉会中の継続調査申入書。３常任委員会及び議会運営委員会より申し入れ

があります。審査方法は、本会議において審査をいたします。

⑤議員の派遣について。審査方法は、本会議において審査をいたします。

(３)町長提出の議案等についてであります。

①認定第１号から第10号、決算の認定10件であります。一般会計、特別会計、企業会

計であります。審査方法は、各会計決算審査特別委員会を設置し、それに付託し、閉会

中の審査といたします。



- 5 -

②報告第７号、１件であります。平成21年度厚岸町一般会計等における健全化判断比

率及び公営企業会計における資金不足比率の報告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。

③諮問第１号及び第２号、２件であります。人権擁護委員候補者の推薦についてであ

ります。審査方法は、本会議において審査をいたします。

④議案第65号から第70号、補正予算６件であります。一般会計、特別会計、企業会計

であります。審査方法は、平成22年度各会計補正予算審査特別委員会を設置し、それに

付託し、会期中に審査を行います。

⑤議案第71号及び第72号、人事案件２件であります。副町長の選任に対しての同意を

求めることについて外１件であります。審査方法は、本会議において審査を行います。

⑥議案第73号から第75号、一般議案３件であります。厚岸町過疎地域自立促進市町村

計画について外２件で、審査方法は、第73号から第75号のうち73号と75号については本

会議において審査し、第74号については議案審査特別委員会を設置し、それに付託し、

会期中に審査を行います。

⑦議案第76号、条例１件であります。厚岸町手数料条例の一部を改正する条例の制定

についてであります。審査方法は、本会議において審査を行います。

（４）一般質問は、８人であります。

（５）会期の決定についてでありますが、９月15日から17日までの３日間、休会日な

しといたします。

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、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。

本定例会の会期は、ただいまの議会運営委員会報告にありましたとおり、本日から17

日までの３日間といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） 異議なしと認めます。

よって、本定例会の会期は、本日から17日までの３日間に決定しました。

なお、会期中の会議予定は、お手元に配付いたしました予定表のとおりでありますの

で、ご了承願います。

●議長（南谷議員） 日程第４、諸般の報告を行います。

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

ご了承を願います。

次に、平成22年６月23日開会の第２回定例会終了時から本日までの議会の動向は、お

おむね別紙報告書のとおりであります。ご了承を願います。
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なお、釧路東部消防組合議会報告書が提出されております。関係資料は別途議員控室

に備えておりますので、ご了承をいただき、閲覧の上、ご参考に供してください。

以上、諸般報告といたします。

●議長（南谷議員） 日程第５、例月出納検査報告を議題といたします。

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

してください。

●議長（南谷議員） 日程第６、教育長から行政報告を求められておりますので、これを

許したいと思います。

教育長。

●教育長（富澤教育長） おはようございます。

私から、上尾幌中学校で発生した女子中学生に対するわいせつ行為に係る損害賠償請

求事件の裁判経過について報告いたします。

平成19年４月11日に、北海道知事、厚岸町長、当時の校長及び当事者である教諭の４

者に対し、総額１億561万4,046円及び平成18年２月18日から支払い済みまでの利息並び

に訴訟費用の支払いを求めた損害賠償請求の訴状が札幌地方裁判所へ提出されておりま

した件について、これまでの経過を報告いたします。

、 。この裁判の第１回口頭弁論は 平成19年５月11日に札幌地方裁判所で開催されました

原告側は、当事者である教諭の不法行為により心的外傷後ストレス障害、ＰＴＳＤの後

遺障害を負い、損害を被ったと主張するのに対し、北海道及び厚岸町は、当事者である

教諭の不法行為は認めるものの、心的外傷後ストレス障害、ＰＴＳＤの後遺障害を負っ

たとの点は否認すると答弁してきました。

第１回口頭弁論は札幌地方裁判所で開催されましたが、被告側は、この裁判に関係す

る者の多くは釧路近郊であり、釧路裁判所で行われるのが合理的であると、釧路地方裁

判所への裁判の移送を申し出て、平成19年９月３日、釧路地方裁判所への移送が決定し

ました。

同年11月30日、釧路地裁で初めての口頭弁論が開かれましたが、このときは原告側が

欠席し、休止となりました。

この損害賠償請求事件には、道教委の顧問弁護士と町の顧問弁護士が連携をとりなが

ら、原告側が主張している心的外傷後ストレス障害、ＰＴＳＤの後遺障害の発症につい

て、全面的に否定した主張を続けてきました。

、 、 、 。なお 当事者である教諭については 服役中のため 分離裁判が進められてきました

また、当初、被告となっていた当時の校長の代理人弁護士は、最高裁判決で、公務員

の損害賠償責任は、任命権者がその責を負うとの判決が出されており、校長には賠償責

任はないと主張し、裁判官の勧告を原告側も受け入れ、平成20年12月17日に行われた審

議の際に、裁判官から、原告側より当時の校長についての訴訟は取り下げとなったと報

告がありました。

平成21年９月30日には、原告側、法定代理人と証人の２名と被告側証人２名への尋問
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が行われました。

その後も審理は継続し、これまで17回開催されましたが、先月、８月９日開催の口頭

弁論が最終回となったところであります。

最後に裁判長から、これで審理を終了し、平成22年10月26日午後１時10分より判決を

言い渡すと告げられました。

これにより、10月26日に釧路地裁で判決を迎えることとなりますが、原告側は、訴状

において賠償金を強制執行することができる仮執行制限を求めており、仮執行を認める

判決が言い渡された場合、町の財産である公金等への強制執行を避けるため、速やかに

法務局への供託を了する補償金などの準備が必要となることから、本定例会へ補正予算

を提出させていただきました。

さらに、10月26日の判決後、顧問弁護士と今後の対応について協議を行い、控訴期限

までに適切な対応を図ってまいりたいと考えておりますので、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） これより、行政報告に対する質疑を行います。

なお、報告に対する質疑は、厚岸町議会会議運用内規22にありますとおり、内容の疑

義をただす程度にとどめていただきます。

質疑ございませんか。

（な し）

●議長（南谷議員） なければ、以上で行政報告を終わります。

●議長（南谷議員） 日程第７、認定第１号 平成21年度厚岸町一般会計歳入歳出決算の

認定について、認定第２号 平成21年度厚岸町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認

定について、認定第３号 平成21年度厚岸町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について、認定第４号 平成21年度厚岸町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、認定第５号 平成21年度厚岸町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

認定第６号 平成21年度厚岸町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第

７号 平成21年度厚岸町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定

第８号 平成21年度厚岸町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、認定

第９号 平成21年度厚岸町水道事業会計決算の認定について、認定第10号 平成21年度

厚岸町病院事業会計決算の認定について、以上10件を一括議題といたします。

職員の朗読を省略し、本10件の提案理由の説明を求めます。

町長。

●町長（若狹町長） おはようございます。

平成21年度各会計決算書提出に際し、その執行状況等について説明いたします。

当年度は、特別養護老人ホーム心和園の入所施設18床、短期入所施設10床の増築事業
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の完成により、介護サービス施設が拡充し、また、高齢者、障害者、子育て家庭の保護

者などが活動し、交流を深める拠点施設として、旧奔渡保育所施設を改修して多機能共

生型地域交流センターとする事業も完成するなど、福祉施設を充実させることができま

した。

また、厚岸小学校耐震補強事業の実施や各小学校における屋外運動場遊戯など教育施

設の整備、さらに、町道の改良舗装や公共下水道などの町民要望の多い生活基盤整備及

び農林水産業の振興を中心とした諸事業を実施し、予算執行したのが主な施策成果の特

徴となっております。

当該年度の当初予算では、一般会計が76億6,070万5,000円、各特別会計、国民健康保

険、簡易水道事業、老人保健、下水道事業、介護保険、介護サービス事業、後期高齢者

医療を合算しますと、114億966万3,000円の総体規模でありました。これに、年度内に必

要に応じてそれぞれ所要額の補正を行い、最終予算は、一般会計においては、平成20年

度繰越明許費３億5,059万7,000円を含め117億3,120万円、各特別会計では37億4,073万

2,000円となり、総体においては154億7,193万2,000円となりました。

これらの内容は、次の表のとおりとなっておりますので、ご理解いただきたいと存じ

ます。

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

は、歳入で94億2,984万2,444円、執行率で80.4％、歳出では89億5,457万8,030円、76.3％

の執行率となり、歳入歳出差し引きで４億7,526万4,414円の残額となりました。このう

ち、繰越明許費繰越額として1,616万3,000円、財政調整基金に３億円を積み立て、実質

４億5,910万1,414円が翌年度繰り越しとなったところであります。

一方 特別会計でありますが 国民健康保険特別会計については 一般会計から１億821、 、 、

万8,057円を繰り入れ、歳入歳出差し引きで１億104万7,065円の残額となり、これについ

ては翌年度に繰り越し、精算の上、国庫負担金等の返還金に充てるほか、同会計の収支

均衡を保つ財源に充てるものであります。

簡易水道事業特別会計については、歳入不足となった297万8,422円を一般会計から繰

り入れ、収支の均衡を図りました。

老人保健特別会計については、平成20年度精算による医療給付費、道負担金の追加交

付、及び前年度繰越金1,380万8,873円により、歳入歳出差し引きで896万4,560円の残額と

なり、この残額はすべて翌年度へ繰り越すものであります。

下水道事業特別会計については、歳入不足となった１億9,479万3,358円を一般会計か

ら繰り入れ、収支の均衡を図りました。

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

り１億2,533万3,874円を繰り入れ、歳入歳出差し引きで1,733万8,683円の残額となり、こ

れについては翌年度に繰り越し、精算の上、国庫負担金等の返還金1,055万1,351円、介

護給付費準備基金積立金に678万7,332円を充てるものであります。

介護サービス事業特別会計については、歳入不足となった5,625万5,650円を一般会計

より繰り入れ、収支の均衡を図りました。

後期高齢者医療特別会計については、歳入で保険基盤安定分等として一般会計から

3,295万5,647円を繰り入れ、歳入歳出差し引きで29万8,200円の残額となり、これについ
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ては翌年度に繰り越し、広域連合納付金に充てるものであります。

以上が平成21年度決算報告による計数面での概要でありますが、より具体的な成果と

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

ただくこととして、内容説明を省略させていただき、順次、ご質問等に応じて各担当課

等より詳細なご説明をいたしたいと存じます。

ご理解よろしくお願いいたします。

●議長（南谷議員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） 続きまして、認定第９号 平成21年度厚岸町水道事業会計決算に

ついて説明申し上げます。

決算書の１ページをお開き願います。

１ページと２ページは、平成21年度厚岸町水道事業会計決算報告書でございます。

１ページの収益的収入及び支出から説明いたします。

初めに収入でございます。

１款水道事業収益は 予算２億3,161万6,000円に対しまして 決算では２億3,048万3,229、 、

円となり、予算に比べ113万2,771円、率にして0.5％減となりました。内訳は、１項営業

収益が、予算２億2,860万2,000円に対し決算では２億2,745万7,020円となり、予算に比べ

114万4,980円の減、２項営業外収益は、予算301万4,000円に対し決算では302万6,209円と

なり、予算に比べ１万2,209円の増でございます。

次に、支出であります。１款水道事業費用は、予算２億4,722万7,000円に対し決算で

は２億4,357万6,818円の執行で、365万182円、率にして1.4％の不用額となりました。内

訳は、１項営業費用が、予算２億1.208万4,841円に対し決算では２億863万4,774円の執行

で、345万67円の不用額となりました。２項営業外費用は、予算3,385万5,159円に対し決

算も同額で、不用額はありませんでした。３項特別損失は、予算108万7,000円に対し決

算は108万6,885円の執行で 115円の不用額となりました ４項予備費については 予算20、 。 、

万円に対し決算はゼロ円で、全額不用額となりました。

２ページをお開き願います。資本的収入及び支出でございます。

初めに収入でございますが、１款資本的収入は、予算9,046万9,000円に対し決算では

9,046万8,050円で、予算に比べ950円、率にして0.001％減でございました。内訳は、１項

企業債が、予算8,460万円に対し決算も同額でございます。５項工事負担金が、予算418

万2,000円に対し決算では418万300円で 1,700円の減でございます ６項補償金は 予算168、 。 、

万7,000円に対し決算では168万7,750円で、750円の増でございました。

次に、支出でございます。

１款資本的支出では 予算１億9,325万4,000円に対し決算では１億9,290万3,252円で 35、 、

万748円、0.2％不用額となりました。内訳は、１項建設改良費が、予算8,218万4,000円に

対し決算では8,183万3,757円で 35万243円の不用額 ２項企業債償還金が 予算１億1,107、 。 、

万円に対し決算では１億1,106万9,495円で、505円の不用額となりました。資本的収入額

が資本的支出額に対し不足する額１億243万5,202円は、過年度分損益勘定留保資金9,853

万8,359円と、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額389万6,843円で補てんす
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るものであります。

３ページは、損益計算書でございます。

営業収益から営業費用を差し引いた営業利益は1,067万5,061円となりましたが、これ

に営業外収益を加え、営業外費用を差し引くと、1,639万1,623円の経常損失となりまし

た。特別損失の108万6,885円を加えた当年度の純損失は、1,747万8,508円であります。前

年度繰越決算金はございませんので、当年度の未処理欠損金も同額であります。

４ページと５ページは、剰余金計算書でございます。

４ページの利益剰余金の部では、減債積立金と建設改良積立金を合わせた積立金の合

計が１億5,386万1,545円、当年度未処理欠損金が1,747万8,508円であります。

５ページの資本剰余金の部は記載のとおりでございますので、省略させていただきま

す。

６ページをお開き願います。欠損金処理計算書(案)でございます。

当年度未処理欠損金1,747万8,508円につきまして、利益剰余金のうち利益積立金以外

の利益剰余金をもって処理し、その結果、翌年度繰越欠損金をゼロ円とするものでござ

います。

７ページと８ページは、貸借対照表であります。

７ページ、資産の部では、平成22年３月31日現在の資産の合計が24億5,114万160円、

このうち固定資産が21億6,304万7,754円、流動資産が２億8,809万2,406円でございます。

８ページは、負債と資本でございます。負債の合計は805万7,542円で、すべて流動負

債でございます 資本の合計は24億4,308万2,618円で このうち資本金が17億1,296万2,458。 、

円、剰余金が７億3,012万160円でございます。負債と資本の合計は24億5,114万160円で、

資産合計と同額でございます。

次に、９ページからは事業報告書でございます。

９ページ、10ページに概況について記載してございます。(１)総括事項として業務の

状況及び経営の状況を記載しております。内容は、記載のとおりでございます。

11ページに移りまして、(２)議会議決事項、(３)行政官庁認可事項、(４)職員に関す

る事項でございますが、内容は記載のとおりであります。

12ページの工事につきましては、(１)建設改良工事では、住の江町通り配水管と白浜

町海岸通り送水管の布設がえを行ったほか、老朽化した仕切り弁の更新や配水池流量計

の更新など８件の工事を行いました (２)メーター設備工事では 新規に35個のメーター。 、

を設置し、有効期間が満了した602個の取りかえを行っております。

13ページに移りまして、(３)の工事負担金につきましては、白浜町海岸通り送水管布

設がえ工事におきまして施工したＪＲ花咲線門静厚岸間の線路下横断工事に係る負担金

１件でございます。

３、業務。(１)業務量では、給水人口は9,882人で、前年度に比べ82人減少いたしまし

た。給水戸数は5,103戸で、前年度に比べ745戸の減、配水量は133万7,992㎥で、前年度に

比べ3,651㎥増加しましたが、有収水量は99万4,040㎥で、前年度に比べ１万3,761㎥の減

少となりました。この結果、有収率は74.3％で、前年度に比べ1.2ポイント減となりまし

た。これは、大口需要者の漏水があったため、配水量に比べ有収水量が少なくなったこ

とによるものですが、引き続き漏水対策を講じ、有収率の向上を図ってまいります。
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一日の平均配水量は3,665㎥で、前年度に比べ10㎥の増、一日の最大配水量は4,424㎥

で、前年度に比べ127㎥減となりました。

(２)事業収入に関する事項と、14ページの事業費に関する事項につきましては、本日

配付いたしております認定第９号説明資料、Ａ４、１枚物でございます。平成21年度厚

。岸町水道事業会計決算に係る収益的収支説明書(消費税抜き)によって説明をいたします

まず、収入でございます。

１款水道事業収益、１項営業収益、１目給水収益は２億1,606万5,732円で、前年度に

比べ1.6％減となりました 一般用は77万2,438円の増となりましたが 団体用で132万9,104。 、

円 工業用で206万2,239円の減収となったほか 各用途で減収となり 給水収益全体で353、 、 、

万4,619円の減収となったものでございます。２目受託工事収益は56万円で、前年度に比

べ6.2％減。これは、給水工事手数料の減でございます。

２項営業外収益、１目受取利息及び配当金では61万882円で、前年度に比べ0.4％増、

これは、貸付金利息の増でございます。２目他会計補助金は201万1,760円で、前年度に

比べ69.3％減ですが、これは、一般会計から所管がえとなった給水施設の維持管理経費

の減少による補助金の減額でございます ４目雑収益は40万3,233円で 前年度に比べ43.5。 、

％増、配水管等破損補償費などが主なものでございます。

次に、支出でございます。

１款水道事業費用、１項営業費用、１目原水及び浄水費では4,589万188円で、前年度

に比べ3.2％減でありますが、修繕費116万2,500円の減、動力費107万4,538円の減などが

主なもので、これは、前年度に実施いたしました愛冠地区ポンプ場の改修費や取水ポン

プ修繕費の減、それから電気料金の単価調整による減額などが主な理由でございます。

２目配水及び給水費では756万9,488円で、前年度に比べ9.4％減でございます。委託料24

、 。 、万905円 修繕費53万7,900円の減などが主なものでございます 戸別漏水調査件数の減

それから小島海底管修繕費の減などが主な理由でございます。４目総掛かり費では4,776

万8,763円で、前年度に比べ6.7％減。前年度に実施いたしました施設更新計画等に係る

調査委託料の減などによる委託料が484万4,884円の減などが主なものでございます。５

目減価償却費では9,710万1,876円で、前年度に比べ3.3％増、構築物71万741円の増、機械

及び装置で221万3,086円の増などが主なものでございます。６目資産減耗費では762万356

円で、前年度に比べ119.4％増、配水管除却401万3,220円の増が主なものでございます。

次に、２項営業外費用、１目支払利息及び企業債取扱諸費では3,009万2,559円で、前

年度に比べ19.9％減。これは、企業債利息の減でございます。３目消費税及び地方消費

税、４目雑支出ともにございません。

３項特別損失は108万6,885円の増でありますが、これは、過年度未収金のうち倒産や

死亡、居所不明など徴収不能なものについて損失処理したものでございます。

以上により 水道事業収益から水道事業費用を差し引いた当年度純損失は1,747万8,508、

円で、前年度に比べると21.3％増となりました。

ここで、決算書の15ページにお戻り願います。

(４)給水装置工事の状況 (５)委託調査業務 ４ 会計 それから(１)企業債の概況 (２)、 、 、 、 、

議会の議決を経なければ流用できない経費の決算については、記載のとおりでございま

すので省略させていただきます。
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16ページをお開き願います。

16ページから18ページまで、収益費用明細書でございます。

19ページは固定資産明細書でございます。(１)有形固定資産の明細書、(２)が無形固

定資産の明細書、ともに記載のとおりでございますが、(１)有形固定資産明細書の括弧

書きの金額につきましては、尾幌地区から所管がえとなった既存財産の受入額を記載し

ております。下段が当年度における実際の増減額でございます。

20ページは企業債明細書でございます。記載のとおりでありますので、説明は省略さ

せていただきます。

以上が平成21年度厚岸町水道事業会計決算書の内容でございます。ご審議の上、認定

賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

●議長（南谷議員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 続きまして、認定第10号 平成21年度厚岸町病院事業会計決

算の認定について、その内容をご説明申し上げます。

平成21年度厚岸町病院事業会計決算書１ページをお開きください。

まず、収益的収入及び支出から説明を申し上げます。

収入でありますが、１款病院事業収益では、予算12億8,501万円に対し決算では12億

8,435万3,648円となり、予算に対し65万6,352円、0.1％の減となっております。これは、

１項医業収益、予算８億2,979万2,000円に対し決算では８億2,824万812円となり、予算に

対し155万1,188円、0.2％の減となったものであります。２項医業外収益では、予算４億

5,521万8,000円に対し決算では４億5,611万2,836円となり、予算に対し89万4,836円、0.2

％の増となったものでございます。

次に 支出でありますが １款病院事業費用では 予算12億8,363万円に対し決算では12、 、 、

、 、 。 、億7,300万8,579円の執行で 1,062万1,421円 0.8％の不用額となっております これは

１項医業費用で、予算11億8,478万2,000円に対し決算では11億8,340万4,451円の執行で、

137万7,549円、0.1％の不用額であります。２項医業外費用では、予算9,854万8,000円に

、 、 。対し決算では8,960万4,128円の執行で 894万3,872円 9.1％の不用額となっております

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

２ページをお開き願います。

資本的収入及び支出でございます。

収入では、１款資本的収入、予算１億6,952万6,000円に対し決算では１億6,937万4,852

円で、予算に対し15万1,148円、0.1％の減であります。これは、１項補助金で一般会計

補助金及び防衛施設周辺整備調整交付金がその内訳となっております。

次に、支出であります。

１款資本的支出では、予算１億6,952万6,000円に対し決算では１億6,937万4,852円で、

収入と同額の15万1,148円の不用額となっております。内訳では、１項建設改良費、予算

7,177万1,000円に対し7,162万500円の決算額、２項では企業債償還金、予算9,775万5,000

円に対し9,775万4,352円の決算の内容となっております。

３ページは、平成21年度厚岸町病院事業損益計算書であります。収益から費用を差し
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引いた額、下から３行目にあります当年度純利益が370万8,969円となったものでありま

す。

４ページをお開き願います。

４ページ、５ページは、平成21年度厚岸町病院事業剰余金計算書、５ページ下段は平

成21年度厚岸町病院事業欠損金処理計算書でありますが、平成21年度末の累積欠損金は

９億4,509万8,599円となって、次年度へ繰り越す内容であります。

６ページをお開き願います。

６ページ、７ページは、平成21年度厚岸町病院事業貸借対照表であります。平成22年

３月31日現在の財産状況を示すものであります。内容につきましては記載のとおりであ

りますが、記載のうち未収金の内訳につきましては、別用紙で認定第10号補足資料、平

成21年度厚岸町病院事業会計決算に係る未収金内訳を配付してございますので、参考と

していただきます。

続きまして、８ページをお開き願います。

８ページからは平成21年度厚岸町病院事業報告書であります。１として概況、(１)で

は統括事項を、９ページの(２)議会議決事項、(３)行政官庁認可事項、(４)職員に関す

る事項についてそれぞれ記載しております。正職員数で年度末65人で、前年度末と同数

であります。臨時職員の11名増につきましては、看護補助者の派遣委託から直接雇用に

変更したことによる増でございます。その他の内訳につきましては、記載のとおりでご

ざいます。

10ページをお開き願います。

10ページは、２の工事、(１)では資産取得の概況でありますが、医療器械、台数で12

台を取得しております。

次に、３、業務の内容でありますが、患者数を前年度と比較いたしますと、入院患者

数では延べ人数で2,645人、１日平均で7.2人のそれぞれの減、外来患者数では延べ人数

で3,590人、１日平均で12.7人のそれぞれの減となっております。また、前年度に比べて

外来診療日数で２日間少ない242日となったものでございます。

次に 病床利用状況でありますが 一般病床が58.2％で3.2％ 療養病床では46.1％で13、 、 、

％、それぞれの減になっております。全体では53.0％で、7.4％の減となったところでご

ざいます。

11、12ページは事業収入及び事業費に関する事項でありますが、損益計算書の項目ご

とに前年度との比較となっております。この内容につきましては、別にお手元に配付さ

せていただいております認定第10号説明資料、平成21年度厚岸町病院事業会計決算に係

る収益的収支説明書（消費税抜き）により説明をさせていただきます。

款、項、目により説明いたします。

まず、収入であります。

１款、１項、１目入院収益では３億5,734万6,556円の決算額で、前年度対比15.9％の

減となっております 患者数で2,645人の減 １人１日当たりの金額では824円の減となっ。 、

ております。２目外来収益では４億2.088万1,439円で、前年度対比8.2％の減、患者数で

は3,590人、１人１日当たりの金額では189円、それぞれ減となっております。３目その

他医業収益では4,773万9,434円で、前年度対比9.0％の減、特別室の差額収益、一般健
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診……（発言する者あり）

●議長（南谷議員） 休憩いたします。

午前10時53分休憩

午前10時54分再開

●議長（南谷議員） 再開いたします。

●病院事務長（土肥事務長） ３目から、それでは。

、 、 、３目その他医業収益では4,773万9,434円で 前年度対比9.0％の減 特別室の差額収益

一般健診などの減に伴う公衆衛生活動収益の減少が主な内容であります。

次に、２項医業外収益の１目受取利息及び配当金では３万2,554円で、前年度対比21.6

％の増。２目患者外収益では192万9,962円で、前年度対比14.9％の増。職員用給食の利

用増によるものでございます ３目その他医業外収益では729万1,764円で 前年度対比5.6。 、

％の減。主に入院患者の病衣貸与料などの減が内容となっております。４目他会計補助

金では４億4,616万1,148円で、前年度対比31.5％増、内容として、僻地医療対策経費、救

急医療対策経費などが主な増額内容となっております。５目雑収益では133円、消費税計

算の過程における端数処理の数値計上となっております。６目道補助金では32万9,000円

であります。前年度同額で、院内保育所運営補助金を受けております。

次に、支出であります。

１款、１項、１目給与費では７億7,079万527円で、前年度対比8.9％の増。法定福利費

の増、臨時常勤医師短期応援費の賃金増によるものでございます。２目材料費では１億

3,416万8,418円、前年度対比12.2％の減で、医業収益減に伴う材料費減が大きな要因であ

ります。３目経費では２億1,024万4,492円で、前年度対比16.3％の減であります。内容に

つきましては、光熱水費で約200万3,000円の減、燃料費で約312万9,000円の減、修繕費で

約506万5,000円の減、使用料で約554万4,000円の減、委託料で約2,478万7,000円の減が主

な要因となったものであります。４目減価償却費では5,409万50円で、前年度対比2.2％

の減、５目資産減耗費では1,069万6,158円で、前年度対比39.1％の増であります。内容に

つきましては、医療器械の処分に伴う除却費の増でございます。６目研究研修費では281

万5,504円で、前年度対比19.5％の減、前年度における医師の資格研修の修了に伴い、今

年度においては研修参加旅費の減となったものでございます。

次に、２項に移ります。１目支払利息及び企業債取扱諸費では7,653万3,480円で、前

年度対比5.3％の減であります。２目医療技術員確保対策費では79万4,088円で、前年度

対比29.6％の減です。３目雑損費では1,354万2,304円で、前年度対比9.0％の増でありま

す。内容につきましては、各説明欄記載のとおりであります。４目繰延勘定償却では432

万8,000円、前年度同額であります。

以上で資料の説明を終わらせていただきます。

それでは、決算書に戻り、13ページをお開きください。

４、会計の(１)では企業債の概況、(２)では一時借入金の概況、(３)は議会の議決を
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経なければ流用することのできない経費の決算について、14ページから17ページは収益

費用明細書です。18ページは固定資産明細書になってございます。19ページは企業債明

細書です。いずれも記載のとおりでございますので、説明は省略させていただきます。

以上、大変雑駁な説明でありますが、認定第10号 平成21年度厚岸町病院事業会計決

算の認定について、説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

●議長（南谷議員） ここで、監査委員に対し、審査結果の意見を求めます。

監査委員。

●監査委員（ 監査委員） ただいま上程されました平成21年度厚岸町一般会計及び各今村

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

て、決算審査の概要を申し上げます。

まず最初に、平成21年度一般会計並びに各特別会計の決算状況について、千円単位で

申し上げますと、総額で、歳入が132億4,412万円、歳出は126億4,120万7,000円となり、

歳入歳出差し引き額６億291万2,000円の収入増の決算となっております。各会計ごとの

決算状況につきましては、ただいま町長から報告があったとおりの内容であります。

、 。次に 決算審査の中で今後特に努力を望みたい事項について申し上げたいと存じます

まず、歳入関係についてでありますが、自主財源の根幹をなす町税については、決算

額が予算額を上回り、約1,524万円の増収となり、収納努力が見られますが、その反面、

決算額が予算額に達しない科目も見受けられます。これは、予算編成上好ましいことで

はないので、改善が必要であります。

また、税収と税外収入を合わせた収入未済額、これは、繰越事業にかかわる未収入充

当財源を除いて１億7,205万2,000円となり、前年度よりわずかながら約70万円増加して

おります。補助金など依存財源の減少が危惧される厳しい状況のもと、自主財源である

町税等の確保は大変重要なことであるので、こうした収入未済額の解消について、負担

の公平を欠くことにならないよう、さらに一層の努力を望むものであります。

次に、歳出関係でありますが、一般会計における不用額は１億5,772万9,000円で、昨

年度と比べ約1,920万7,000円減少しており、予算額に対する割合も1.34％と低くなってい

ますが、特別会計に対する繰出金の不用額については多額にわたるものも見受けられま

すので、より一層、事務事業の実態を的確に把握した上で適切な予算措置を行うことを

望むものであります。

さらに、流用関係についてでありますが、昨年度と比較して増加しており、１件当た

り流用金額の多いものがありますが、できる限り補正予算で措置することが望ましいと

考えます。

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

ただきたいと存じますが、地方自治法の規定により、町長から審査に付された平成21年

度一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算書に表示された計数につきましては、誤りが

ないものと認められたものであります。

国は今、無駄の削減に重点を置いた大胆な予算改革を目指しており、当町の財政運営
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は依然厳しい実施が続いておりますが、第３次財政運営基本方針に基づいて、効果的か

つ効率的な行財政運営を心がけるよう希望するものであります。

次に、平成21年度厚岸町水道事業会計及び病院事業会計について申し上げます。

なお、金額は消費税込みの額で申し上げます。

初めに、水道事業会計より申し上げます。

第３条予算の収益的収入及び支出でありますが、収入では２億3,048万3,229円に対し

まして支出は２億4,357万6,818円となり、差し引き1,309万3,589円が当年度の純欠損と

なっております。

次に、第４条予算の資本的収入及び支出でありますが、収入の9,046万8,050円に対し

まして支出は１億9,290万3,252円となり、差し引き１億243万5,202円の収入不足となる額

については、過年度分損益勘定留保資金と当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調

整額で補てん処理を行っております。

続きまして、病院事業会計について申し上げます。

第３条予算の収益的収入及び支出でありますが、収入では12億8,435万3,648円に対し

まして支出は12億7,300万8,579円となり、差し引き1,134万5,069円が当年度の純利益と

なっております。

次に、第４条予算の資本的収入及び支出でありますが、収入の１億6,937万4,850円に

対しまして支出も同額の１億6,937万4,852円で、差引額ゼロ円となっております。

以上、平成21年度の水道事業会計及び病院事業会計の決算について概要を述べました

が 地方公営企業法第30条第２項の規定に基づいて 町長より審査に付されました平成21、 、

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

関係法令に準拠して作成され、また、表示された計数についても誤りがないものと認め

られました。

なお、水道事業につきましては、給水人口や事業所の減少等により給水収益の増収に

期待できない状況のもとで、将来を見据えた健全化計画の策定が急務と思われます。老

朽化した施設の更新、機器設備の改修など、水の安定供給と効率的な事業運営に鋭意努

力されることを期待するものであります。

また、病院事業につきましては、病院事業経営改革プランに沿って経営改善に努めら

れた結果、単年度の収支改善が図られ、未処理欠損金は暫減しつつありますが、いまだ

９億4,500万円余り残っているので、今後も引き続き健全な事業経営に向け、関係者の一

層の努力を望みたいと思います。そして、町民が安心して医療を受けられるよう、他の

医療機関との連携を密にし、診療体制と内容の充実を図り、町民の命と健康を守る公的

、 。病院として事業運営に鋭意努力されんことを期待いたしまして 口頭報告といたします

●議長（南谷議員） 本10件の審査方法についてお諮りいたします。

本10件の審査については、議長及び議会選出監査委員を除く14名の委員をもって構成

する平成21年度各会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託し、閉会中に審査する

ことにいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「
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●議長（南谷議員） ご異議なしと認めます。

よって 本10件の審査については 議長及び議会選出監査委員を除く14名の委員をもっ、 、

て構成する平成21年度各会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託し、閉会中に審

査することに決定しました。

本会議を休憩いたします。

午前11時09分休憩

午前11時16分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

●議長（南谷議員） 日程第８、報告第７号 平成21年度厚岸町一般会計等における健全化

判断比率及び公営企業会計における資金不足比率の報告についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

税財政課長。

●税財政課長（小島課長） ただいま上程いただきました報告第７号 平成21年度厚岸町一

般会計等における健全化判断比率及び公営企業会計における資金不足比率の報告につい

て、その内容をご説明申し上げます。

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

により、平成21年度厚岸町一般会計等におる健全化判断比率及び公営企業会計における

資金不足比率について、別紙監査委員の意見をつけて報告するものでございます。

議案書の12ページをお開き願います。

平成21年度厚岸町一般会計等における健全化判断比率につきましては、実質赤字比率

は黒字でありますので、比率なしでございます。

連結実質赤字比率は、同じく黒字でありますので、比率なしでございます。

実質公債費比率15.0％、将来負担比率162.0％でございます。

厚岸町に適用される早期健全化基準比率は右欄のとおりであり、いずれもその基準を

下回っております。

次に、平成21年度厚岸町公営企業会計における資金不足比率であります。

水道事業会計、黒字でありますので、比率なしでございます。

病院事業会計、2.9％。

簡易水道事業特別会計及び下水道事業特別会計、いずれも収支ゼロでありますので、

比率なしでございます。

厚岸町に適用される経営健全化基準比率は右欄のとおりであり、いずれもその基準を

下回っております。

各比率の概要につきまして、お手元に配付しております報告第７号説明資料によりご

説明させていただきます。
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初めに、実質赤字比率であります。この比率は、一般会計の歳入歳出差引額から翌年

。度繰り越し財源を除いた実質収支額を標準財政規模に対する割合で示す比率であります

表の上段右側、太枠で網かけしているところですが、比率はマイナス9.05％、前年度

はマイナス7.52％でしたので、前年度との比較では1.53ポイント黒字の比率が増加して

おります。この表記につきましては、実質赤字比率であることから赤字ではなく、黒字

のときはマイナスで表記され、公表する場合は、黒字でありますので比率なしとなりま

す。

次に、連結実質赤字比率でございます。厚岸町の一般会計と公営企業会計以外の特別

会計の実質収支額と、公営企業法が適用されない公営企業会計である特別会計と法が適

用される公営企業会計の資金不足、剰余額の合計額を標準財政規模に対する割合で示す

比率であります。

表の右下、下段のとおり、マイナス16.50％、前年度との比較では2.56ポイント黒字の

比率が増加しております。この表記も、実質赤字ではなく黒字であることからマイナス

と表記され、公表する場合は比率なしとなります。

次に、２ページをごらんください。

。 、 、実質公債費比率でございます この比率は 一般会計の公債費と債務負担行為支払額

特別会計等公営企業会計の公債費のうち一般会計負担額など標準財政規模に対する割合

で示す比率で、過去３カ年の平均値で表記いたします。項目ごとの詳細説明は省略させ

ていただきますが、下段に計算式を記載してございます。過去３カ年の単年度の比率の

平均値として算出した額、本年度の比率は15.0％で、前年度との比較では0.6ポイント減

少しております。

３ページをごらんください。

将来負担比率でございます。この比率は、一般会計が、今後、将来にわたって負担し

。なければならない実質的な負債額を標準財政規模に対する割合で示す比率でございます

各項目ごとの詳細説明は省略させていただきますが、下段に計算式を表記してございま

す。本年度の比率は162.0％で、前年度との比較では21.9ポイント減少しております。

次ページをお開きください。４ページ、資金不足比率でございます。

この比率は、公営企業会計ごとに資金不足額の事業規模に対する割合を示す比率でご

ざいます。この比率の対象となる会計につきましては、記載のとおり４会計となってお

ります。

水道事業会計は、マイナス129.6％。このマイナス表記は、資金不足額はなく、資金剰

余額、黒字であることからマイナス表記となり、前年度との比較では3.1ポイント減と、

ほぼ横ばいの状況であります。

次に、病院事業会計は2.9％。前年度との比較では6.7ポイント減少しております。

次に、簡易水道事業及び下水道事業会計でありますが、収支ゼロのため比率はゼロ％

であり、公表する場合は比率なしとなります。

以上で資料の説明を終わらせていただきます。

議案書11ページへお戻りください。

以上をもちまして、報告第７号の内容説明を終わります。

ご審議の上、ご承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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●議長（南谷議員） ここで、監査委員に対し、審査結果の意見を求めます。

監査委員。

●監査委員（ 監査委員） ただいま議題となりました、報告第７号 平成21年度厚岸今村

町一般会計等における健全化判断比率及び公営企業会計における資金不足比率の報告に

ついて、厚岸町財政経営健全化審査の概要について申し上げます。

審査の結果につきましては、お手元に配付した別紙意見書のとおりでありますが、健

全化判断比率として示された４項目とも早期健全化基準以下となり、また、病院会計の

資金不足比率についても同様に、基準内におさまり、おおむね良好な財政運営がなされ

ているものと思います。さらに、次年度以降におきましても、財政健全化の方針に沿っ

た堅実な財政運営が行われることを期待するものであります。

なお、標準財政規模の数値については、交付税の減額により変動すれば比率が上がる

おそれも出てまいりますので、その動向については十分配慮する必要があろうかと考え

ます。

財政健全化法第３条第１項の規定に基づいて、町長から審査に付されました健全化比

率の算定と、その算定の基礎となる事項を記載した書類の作成は、いずれも適正に行わ

れており、誤りがないものと認められたことを申し上げ、口頭報告といたします。

●議長（南谷議員） これより、質疑を行います。

（な し）

●議長（南谷議員） なければ、質疑を終わります。

これをもって、報告済みといたします。

●議長（南谷議員） 日程第９、一般質問を行います。

質問は、通告順に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。５分前に予告の鈴を鳴らします。

初めに、９番、菊池議員の一般質問を行います。

９番、菊池議員。

●菊池議員 第３回定例会一般質問通告により、第２回目の質問を行います。

私は、さきに提出いたしました４項目についてお伺いいたします。

１点目は、厚岸湖牡蠣島弁天神社内町有形文化財弁財天座像、市杵島命を守っている

社殿が、塩害、あるいは年月の流れによる老朽化により痛んでまいりました。日ごろ牡

蠣島弁天神社保存会では、姫命を守っている社殿の維持管理には努力を傾注しておりま

すが、最近においても壁柱及び壁の一部を保存会が臨時的に維持補修を図ったところで

ありますが、これらの維持補修の支援について、町としての考え方をお聞かせいただき
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たいと存じます。

２点目は、衛生管理型厚岸魚揚げ施設の施工予定時期についてお伺いいたします。

厚岸魚揚げ卸売市場が、行く末衛生管理型魚揚げ施設としての計画について、現段階

での具体的事業内容についてお示しいただきたいのであります。

３点目は、エコツーリズムについてであります。

環境省は、エコツーリズム推進の動きがあるようにお聞きしますが、この事業の厚岸

町としての取り組み姿勢について、お考えをお示しいただきたいのであります。

また、厚岸道立自然公園という美しい環境に恵まれた特色ある釧路町、厚岸町、浜中

町、霧多布の３町広域エリアでもあるこの自然公園を、いつまでも環境を守っていくこ

ととあわせ、エコツーリズムの導入で相乗効果を図り、地域の振興につないでいくべき

と思いますが、お考えをお示しいただきたいのであります。

４点目は、宮園運動公園パークゴルフ場における新駐車場の設置について、町民から

ぜひという声が上がっております。町はこの要望に対し、いかがお考えになるか、お聞

きいたします。

以上４項目を質問し、第１回目の質問といたします。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） ９番、菊池議員のご質問にお答えをいたします。

４点のご質問をいただいておりますが、１点目と４点目のご質問につきましては、教

育長から答弁をいたします。

まず、２点目の衛生管理型厚岸魚揚げ施設の施工予定時期について、現段階での具体

的事業内容を示されたいとのお尋ねでありますが、厚岸漁港につきましては、湖北地区

が水揚げ岸壁となっており、その背後に荷さばき施設が設置され、厚岸漁協の地方卸売

市場が開設されておりますが、この水揚げ岸壁は老朽化が進み、天端が低くなっている

ため頻繁に越波するようになり、さらには荷さばき施設も老朽化が進んでおります。ま

た、消費者の食の安全・安心に対する関心が高まってきたこともあり、平成18年に策定

された厚岸地域マリンビジョン計画に衛生管理型漁港施設の整備が位置づけされたもの

であります。

これを受け、平成19年度には岸壁と荷さばき施設を一体とした衛生管理型漁港施設の

マスタープランが策定され、さらに、平成21年度には衛生管理施設の基本構造策定にか

かわる衛生管理のあり方について検討が行われており、それらの検討結果を踏まえ、厚

岸漁協及び北海道開発局の釧路港湾事務所において、施設規模や工法等について検討が

進められているところであります。

しかし、この整備に当たりましては、水産物を水揚げしながら並行して施工しなけれ

ばならないなど困難な課題が山積しており、具体的な施設規模や工法等についてはまだ

固まっていないため、当町に対しても具体的な内容は示されておりません。

したがいまして、現時点では具体的な施工予定や事業内容をお答えすることができま

せんので、ご理解お願いいたします。

続いて、３点目の環境省が推進するエコツーリズムの導入について、道立自然公園と
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の相乗効果で地域振興計画を図るべきと思うがどう考えるかとのお尋ねですが エコツー、

リズムとは、自然環境や歴史文化を対象とし、それらを損なうことがなく、それらを体

験し、学ぶ環境のあり方であり、地域固有の魅力を観光客に伝えることにより、その価

値や大切さが理解され、保全につながっていくことを目指していく仕組みです。

最近では、これまでのパッケージ、通過型の観光とは異なり、地域の自然環境の保全

に配慮しながら、時間をかけて自然と触れ合うエコツーリズムが推進される事例が見ら

れる一方、地域の環境への配慮を欠いた単なる自然体験ツアーがエコツアーと呼ばれた

り、観光活動の過剰な利用により自然環境が劣化する事例も見られるようになっていま

す。

このような状況を踏まえて、国では適切なエコツーリズムを推進するための総合的な

枠組みを定めたエコツーリズム推進法を制定するとともに、推進に関する基本的な方針

の作成も行ったところであります。

しかし、エコツーリズムの推進に当たっては、ツアーのプログラムやルールづくり、

ガイドの育成のほか、エコツーリズムに取り組む体制づくりなども必要不可欠であり、

このため、環境省では、来年度からエコツーリズムに関する知識やノウハウを持つ旅行

会社の関係者や自然環境に詳しい有識者などをコーディネーター、業務の管理、総括、

調整をする人でありますが、地方に派遣し、ツアーのプログラムづくりやツアーガイド

などの育成を推進する方針を固めたとする報道もあったところであります。

人口減少が進む本町としても、交流人口の増加による地域経済の活性化において、す

そ野の広い観光産業の育成は極めて重要であり、厚岸道立自然公園やラムサール登録湿

地などというすぐれた自然環境を有し、北海道の中では長い歴史を持つ本町にとって、

エコツーリズムの導入は大変有意義な取り組みであるとの認識を持ちつつ、厚岸観光協

会や厚岸味覚ターミナルなど関係機関と連携しながら検討を図ってまいりたいと存じま

す。

私からは以上であります。

●議長（南谷議員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） ９番、菊池議員のご質問にお答えいたします。

まず、１点目の町有形文化財弁財天座像の保護について。

１、老朽化と塩害で一部補修が必要であると思うがいかがかとのご質問であります。

ご質問の趣旨は、社殿の修復についてのことであると思いますが、この弁財天座像を

守っている弁天神社が自然の猛威を受け、これまでにたびたび被害を受けてまいりまし

た。

大きな修復工事といたしましては、平成９年に社殿土台改修工事を行う際に、牡蠣島

弁天神社保存会の陳情を受けまして 町も改修費の一部を補助し 大がかりな改修を行っ、 、

た経緯がありますが、基本的には牡蠣島弁天神社保存会が維持管理に努めてきていると

ころであります。

この牡蠣島弁天神社保存会とは、奔渡町自治会を中心に活動を続けている団体で、現

在も継続的に活動を行っており、過日、保存会の会長にお話を伺ったところによると、
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、 、 、現在の活動方針として 弁天のお札を発行し それを販売することによって得る収入と

弁天島を会場にアサリ掘りを数年間開催し、その売り上げ等が主な活動資金となってい

るとのことであります。

また、今年度実施した補修工事につきましては、平成９年に修復工事を行った社殿の

柱が鉄骨にモルタル被覆をしているもので、このモルタルの被覆が剥離し、鉄骨が傷ん

できているので、モルタルでの覆いをし直す工事を行い、当面修復が必要な工事につい

ては終了しているとの話を聞いております。

現在、牡蠣島弁天神社修復に関する陳情等は具体的にはありませんが、将来的に何ら

かの要望等が出てきた場合には、基本的には厚岸町文化財保護条例に基づき対応してま

いりたいと考えておりますので、ご理解願います。

次に、四つ目の宮園運動公園パークゴルフ場の新駐車場設置について、１、パークゴ

ルフ場に駐車場を設置してはどうかとの要望があるがどう考えるかについてお答えいた

します。

まず、ご質問のパークゴルフ場に係る駐車場の設置については、町内外のパークゴル

フ愛好者の一部から設置要望がございます。

現在の宮園公園パークゴルフ場の利用者の駐車状況を申し上げますと、主に勤労者体

育センター前駐車場に駐車してプレーを行っておりますが、この駐車場の駐車容量につ

いては17台と少ないため、特にパークゴルフ大会の開催時では、駐車場に接続する町有

地に40台ほど駐車している状況です。

このようなことから、ご要望のパークゴルフ場付近の駐車場の設置について、勤労者

体育センター利用者の駐車スペースの確保とパークゴルフ愛好者の利便性の向上を図る

ため、建設場所や財源等について十分検討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） ９番、菊池議員。

●菊池議員 一つ目の弁財天座像から質問してまいります。

弁財天座像の管理の方法は、町文化財保護条例第17条にありまして、本尊は弁財天座

像、すなわち弁財天と称され、今日まで営々として厚岸湖の漁業生産を初め人々の生活

を見守ってきたのであります。このたび自治会の会合において、この文化財をお守りす

るために、今後においても歴史あるこの座像をお守りする社殿をしっかりと整備・促進

を図りながら後世へと継承してまいりたいと考えを新たにしておりました。

社殿は全体的に基礎が沈下してきており、先ほど申したとおり、平成９年ごろ経費を

かけたときは骨組みを鉄骨で行いました。鉄骨がはげてきているために腐食し、それと

ともにモルタルが同様にはげかけてきている状況にあり、今後、木造に変えていくのが

よいのではないかという保存会の役員会でのお話もありました。

また、今後において社殿を修復するようになった場合、おかで組み立てをしてから島

に運び、設置を施そうという案もあります。近いうちにこれらの計画書並びに見積もり

書などを整理し、役場関係部署様へ牡蠣島弁天神社保存会として陳情申し上げたいとの
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方向でいるのが現状であります。

さきに説明のように、厚岸湖牡蠣島弁天神社内町有形文化財弁財天座像を守っている

社殿の維持については、牡蠣島弁天神社保存会である奔渡町自治会が備荒積み立ての浄

財において支出をし、維持・補修を図っているところであります。これは、町文化財保

護条例第11条の管理義務に当たりますが、自主的に保存対応をして、その経費をも捻出

し、それには保存会名義の牡蠣島、アサリ島区分からのアサリ水揚げなどで弁財天市杵

島命を守ってまいりました。

そして、海に浮かぶこの神社においては、将来においても気候と自然の流れの中で、

いつ何時、嵐、あるいは荒天、流れ氷などに見舞われるかわからない中で、その時々の

状況被害対応のために積立財源を充当して、その維持・補修を図ってきたのが実情であ

ります。したがって、保存会としては最低限の財源は確保していなければなりません。

このたびの臨時補修には５万円ほどかかりましたということであります。

町からの補助は、平成９年以来お願いはいたしておりませんが、９年以降現在までに

４回ほど修復工事をしております。平成15年、流氷被害修復工事、平成16年、社殿屋根

ふきかえ工事、平成18年、社殿土台補修工事、平成22年、先ほどの臨時修復工事など、

累計で162万6,492円ほど保存会では浄財を捻出し、第11条の管理義務を果たしてまいり

ました どうか第17条の適用にご理解をいただきたいと思いますが いかがでありましょ。 、

うか。

これからの見積金額については、後日、保存会から報告にお伺いしたいと話しており

ます。

まず、お願いいたします。

●議長（南谷議員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（稲垣課長） 私からは弁天神社についてお答えしたいと思います。

厚岸湖上にある弁天神社で、町民の間では弁天さんの愛称で、また、漁業の安全を守

る神様として広く親しまれております。弁天神社保存会では、弁財天座像という町指定

の有形文化財をお祭りしている神社でもございます。

、 、先ほど教育長の答弁でも少し触れましたが 弁天神社保存会の会長さんからの話では

、 、 、 、３年前に約70万円をかけ 塩害による社殿 屋根のふきかえ工事を実施しており また

社殿の柱、鳥居は金属でつくられており、今直ちに補修しなければならないことではあ

りませんが、将来的に社殿の柱が腐食し、直すことになった場合には、一度社殿を、議

員さんもさっきおっしゃいましたが、おかに揚げ、柱を木でつくり直した上で海上の土

台に乗せることも考えているお話もされておりました。また、社殿が乗っております土

台のかさ上げ、土台も波返し構造のものも考えているお話もされておりました。鳥居に

ついても、将来、木でつくり直す時期が来ると考えており、その際には町及び関係機関

にはさまざまな相談に乗ってもらいたい旨のお話もされておりました。

私どもとしては、文化財保護法でも地方公共団体の任務として、将来の文化向上・発

展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が適切に行われるよう周到の注意を

持って法律の趣旨徹底に努めるとともに、文化財保護の指導、助言を行い、こうした文
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化遺産に対して一層の理解と愛着を深め、保護・保存し、後世に伝えることは、現代に

生きる我々の責務と考えておりますので、必要に応じて関係機関とも連携を密にし、対

応していきたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。

●議長（南谷議員） ９番、菊池議員。

●菊池議員 弁財天座像維持・保護の件でありますが、1997年、平成９年の春、低気圧通

過による湖内の流れ氷によって、牡蠣島弁天神社に被害があった経緯がございます。有

形文化財の関係で教育委員会担当となることと思いますが、今回は一部塩害と老朽化が

要因と思われますが、弁天神社修復工事の経過を見ますと、自来、いろいろと工事を重

ねて、今まで保存会としても対応して今日に至っているわけでございますので、前例に

のっとり、十分ご賢察、判断をいただきまして、善処方要望いたす次第でございます。

もちろん、厚岸町並びに教育委員会、そして町文化財専門委員会及び厚岸漁業協同組

合、それに牡蠣島弁天神社保存会も参加して、各般皆様の意見などをいただきながら会

議で諮り、決定するものと思いますが、よろしくご検討くださいますよう要望いたしま

す。

●議長（南谷議員） 生涯学習課長。

（ ） 、 、 、●生涯学習課長 稲垣課長 弁天神社の被害におきましては 以前 昔なんですけれども

、 、 、何年かおきに湖内の流氷が接岸し 土台を壊す被害が多々見受けられましたが 近年は

温暖化のせいか流氷の被害はほとんどない状況でありますが、昔からたび重なる地震の

影響で地盤沈下が著しく、保存会では、将来的には社殿、土台のかさ上げ等もろもろの

考えを持っている様子でございます。

委員会としては、文化財は貴重な国民的財産であることを自覚し、それを公共のため

に保存することになっておりますので、関係機関とも協議することはもちろんのこと、

、 、 、今までに考えられる方策の中でどの方策が一番いいのか また 町の職員の中には建築

土木、学芸員等さまざまな職種の職員がそろっておりますので、それらの技術、ノウハ

。 、 、 、ウを提供することもできます 今後 関係機関が十分連携をとりまして 文化財の保護

管理のあり方について検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたい

と思います。

●議長（南谷議員） ９番、菊池議員。

●菊池議員 次に、衛生管理型漁港についてであります。

第５期厚岸町総合計画、2010年から2019年によりますと、第２章第１節の水産業部門

において、基本方向としては水揚げから加工に至る品質や衛生管理の高度化と漁港流通

加工施設の整備に努めるほか、地域特性を生かしたブランドづくりを進め、地域水産物

の特性を生かした製品づくりに全力を尽くしますとなっています。衛生管理の高度化と

いうキャッチフレーズは、漁業生産基盤の整備とともに衛生管理型漁港の早目の施工に
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期待を寄せているものと理解してございます。

厚岸マリンビジョンによると 漁業生産額について 目標値を88億5,000万円に見積もっ、 、

ておりますが、平成19年度は64億2,000万円であり、その差が24億3,000万円で、37.85％

の伸びを示しております。これはやはり、新漁港における生産規模を期待しているもの

と確信するものであります。外来船の増加や出入港の伸び率も上昇するものと期待して

いる計画と思います。

、 。 、 、厚岸漁港に関しましては 最近では静穏度漁港が若竹埠頭にできました また 現在

門静漁港が23年度完成に向けて工事中でありますが、本港の新衛生管理型漁港への期待

も大変大きいものがあります。

北海道開発予算も、新政府のもと厳しい状態ではありますが、総合開発促進期成会を

通じて水産基盤の整備と地域水産業の安定・振興にさらに努力をしてほしいところでご

ざいます。

町長の意気込みをここでお願い申し上げます。

また、水産庁が行う港勢調査について、どのようなことをするのか、ご説明いただき

たいと思います。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からは前段について答弁をいたします。後段については担当課長か

ら答弁をさせます。

ただいま菊池議員からお話ございましたとおり、今日の厚岸町の基幹産業であります

漁業を取り巻く諸情勢、ますますと厳しくなっております。その実態として、今、ご指

摘されましたように、水産物の減少も見てわかるとおりでございます。

そういう中で、我々といたしましては、より漁業の振興対策というものに対しては、

行政側としても真剣に取り組んでいかなければならない、そのように考えております。

その懸案事項の一つといたしましての衛生管理施設整備でもございます。

実は、私もこの課題については早期に実現できるように最善の努力をさせていただい

ております。釧路地方開発期成会の中でも、また厚岸町単独の懸案事項の運動において

も、私は町長として強力に、北海道並びに国の関係者に要請をいたしておるわけであり

ます。極めて温かいご検討をいただいておるところであり、道においても国においても

前向きに対応をいただいております。

しかしながら、先ほど第１回目の答弁でいたしましたとおり、しからばどのようなも

のを厚岸町は望み、そしてまたどういう衛生型管理施設を考えているのか。すなわち衛

生管理型の岸壁の施設のあり方、さらにはまた荷さばき所の施設の具体化等々がまだ明

解ではございません。そういう中でも道、国は、ぜひ厚岸町にはそういう施設は必要で

あるという理解をいただいておるところでございますので、私といたしましても、漁組

と連携を図りながら、この衛生管理型施設が早期に実現できるように最善の努力をさせ

ていただきたい、そのように考えておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。

●議長（南谷議員） 産業振興課長。



- 26 -

●産業振興課長（高谷課長） ただいま町長からもご答弁させていただきましたけれども、

厚岸荷さばき所の衛生管理型の推進につきましては、私どもも含めまして、厚岸町も含

めまして、早期着工に向け、漁組、それから開発局ともに働きかけていってございます

ので、漁組の内部で今検討しておりますので、具体化のために何とか早く実現させてい

ただきたいということでございます。それから、施工予定時期につきましても、今この

ような状況でありますので、時期についてはまだお示しできる段階ではございません。

それから、２点目の港勢調査の内容でございますけれども、端的に言いまして、厚岸

町の船の数だとか漁獲量、水揚げ量を総体的にまとめた資料でございまして、厚岸のこ

れからの水産業の概要を取りまとめた資料というものが港勢資料ということでございま

す。

以上でございます。

●議長（南谷議員） ９番さん、９番、菊池議員の質問の続きは、再開後といたします。

再開を午後１時とし、本会議を休憩いたします。

午前11時59分休憩

午後１時00分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

日程第９、一般質問、９番、菊池議員の質問を再開いたします。

９番、菊池議員。

●菊池議員 ２点目の衛生管理型の魚揚げ漁港施設でありますが、私ども数人の有志議員

が集まりまして、最近の近代的耐震設備も含めた衛生管理型漁港施設である第４種の羅

臼漁港に行って研修してまいりました。先方では羅臼町役場の関係課長様、羅臼漁協の

関係課長様５名ほどが応対していただきました。

羅臼の場合、港を出ますと、すぐ沖合は急深になっておりまして、海洋深層水も港内

施設に導入できるため、深層水の研究も行われており、感心してその状況を見てまいり

ました。置きかえて、厚岸の場合は、海水及び汽水湖であるため、半かん水の検査・研

究も可能ではないかとの検証をしてまいりました。

そのような近代的で、これからの厚岸湾、厚岸湖の水環境の研究にも役立ち、水揚げ

される新鮮な魚介類を全国へ発送できる衛生管理型魚揚げ施設となるよう期待するとこ

ろでもございます。

ちなみに、メーンとするところは、紫外線冷却殺菌海水装置によるサンマの鮮度と衛

生を保つ装置の管理対策でありますが、これが早期に着工されることにより、雇用体制

が若干でもふえるため、町の活性化と振興に役立つものであると期待しているものであ

ります。

このためにも、厚岸町理事者としては釧路地方総合開発促進期成会などで要望を出し
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ていると思いますが、状況についていま一度、答弁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。時間が20分程度になっているようであ

りますので、私から端的に答弁をさせていただきます。

私も羅臼を見てまいりました。すばらしい衛生管理型の市場になっておるわけであり

ます。それと似たような形で厚岸町がつくれるというわけではありませんが、今ご指摘

されましたように、清浄海水導入施設、この考えも当然持っております。そういう施設

、 、 、等におきまして 今後 衛生管理の高度化と厚岸水産物の付加価値の向上を図るために

岸壁と荷さばき施設が一体となった施設整備を早急に図っていかなければならない。そ

、れが今後の厚岸町の基幹産業である漁業の振興にも大きく結びついてくるものであると

そのように理解をし、釧路地方開発期成会においても先ほど答弁をいたしたとおりであ

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 次に、エコツーリズムでございますが、報道によりますと、環境省はこの８

月24日、地域の環境保全に留意しつつ、そのときの自然や文化に触れるという観光、旅

行の考え方であるエコツーリズムの地方への普及を本格化させる方針を固めたとありま

すが まず一つ 本件について 厚岸町への打診など 最近の中で自治体要請などがあっ、 、 、 、

たのかどうか。あったとすれば、どのように来ているのかお尋ねします。

二つ目に、以前の観光協会の総会前の懇談会において、私は、本件についての事務局

の考え方について伺ったことでもありますし、第５期総合計画にも基本方向と現状と課

題の中でエコツーリズムについて取り上げているわけですが ここではエコツー グリー、 、

ンツー、ヘルスツー、いやしツーリズムなどについての文言は記載、登載されています

が、ここで国の方針と町の観光方針と合致した今日、このときをグッドタイミングとと

らえ、じっくりと方針づけを練ってみてはどうかと。今、机上の計画を実行へと提言し

たく考えますが、いかが受けとめますか、具体的な回答を求めます。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） ただいまご質問のありました２点の件につきまして答

弁させていただきます。

まず１点目、国が８月の24日で、環境省のほうでございますけれども、グリーンツー

リズムに対する本格的な普及を図るための予算要求をする方針を固めたという報道がな

されたところでございます。あくまでも環境省におきましては、来年の概算要求、こち

らのほうに、エコツーリズムを地方へ本格的に普及させるために、さまざまなノウハウ

を持った方々を地方に反映する取り組みを関連予算のほうに盛り込んだという内容と

なってございます。
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こういったことから、厚岸町のほうには、いまだ何の照会も来てはございません。

なお、来年度予算の中でそういった、環境省が示したこういった関連予算が盛り込ま

れる見通しになった場合には、北海道等を通してということになるかと思いますけれど

も、各自治体のほうにも照会はあるのかなというふうに思っております。

それと、２点目の第５期厚岸町総合計画策定に際して、観光協会のほうでは各団体と

の懇談会を行ってございます。今、ご質問者は、その中の観光協会との懇談会の中で、

エコツーリズムの必要性について伝えて、それが結果として総合計画のほうにもきちん

と位置づけをされていると。質問者言われるとおり、現況と課題の中でもエコツーリズ

ムの必要性もうたっておりますし、施策の展開方向という中では、自然ガイドの養成、

観光ガイドの養成、さらには体制づくりだとかメニューの構築、事業者の育成等々、総

合計画のほうにも位置づけさせていただいております。

ただ、先ほど町長からの答弁の中にありましたけれども、単に体験型のツアーをする

のがエコツーリズムということではなくて、環境であるだとか、あるいはその地域の固

有の文化、生活といったものに配慮をしながら行っていくという部分では、これからそ

うしたエコツーリズムのプログラムだとか、受け入れ体制であるだとか、そういう受け

皿づくりがまず最初に大事ではないのかなというふうに考えてございます。

それと、行政主導でこういったエコツーリズムを進めるということではなくて、でき

れば民間が主体になって行っていただくのが重要であるというふうにも考えてございま

すので、今後、観光協会を初めとした関係機関との連携、調整を図りながら、厚岸町に

おける導入について検討をしていきたいなというふうに考えてございます。

●議長（南谷議員） ９番、菊池議員。

●菊池議員 エコツーリズムについてでありますが、釧路地域活性化協議会の計画案にお

いても、観光振興の取り組みの中で、釧路総合振興局、前の釧路支庁でございますが、

ここにおいてはエコツーリズム推進法の施行に対応し、個性豊かな魅力あるエコツーリ

ズムによる滞在型の観光地づくりを進めるため、森や湖、湿原を舞台とし、水と大地に

親しむ広域的な体験観光ゾーン、エコツーリズムゾーンの形成を目指すとしています。

、 。その辺を具体的にどう考えていくのか わかりやすく説明をいただきたいのであります

私たちは、研修先の志津川町、宮城県でございますが、志津川町の具体的対策を聞い

てまいりましたが、厚岸町に非常に似た地区でございまして、湾がございまして、いろ

いろな魚介類の養殖を進めておりました。また、とれる魚は若干違いますが、似たよう

な漁法でありました。

厚岸で体験事業を考えられるもの、例えば漁業、農業、林業別に分けてみましたけれ

ども、一般の人が来て、手伝える体験をできるのではないかと思われるものに、一つに

は昆布干し、アサリ掘り、カキの若干の仕事、小型の定置網起こし、五目釣り、氷下待

ち網漁、サンマの箱詰め、ホタテ沖の手伝い、アサリはさみ、サケの定置網起こしの手

伝い。農業では、乳搾り、牛の世話、草干し、そのほか酪農の仕事、牛舎のお掃除。林

業では、植林、枝打ち、植林地の手入れ、苗運び。身近なわかりやすい、できやすいも

のについては、こういう体験はできるのではないかと思われます。
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エコツーリズムは、自然、歴史、文化などの地域特有の資源を生かした観光を成立さ

せるとともに、それらの資源が損なわれないように今後保全を図り、その地域の持続的

な活性化を目的とする資源保護、観光振興、地域振興の融合を言います。つまり、環境

、 、 、に配慮しつつ 旅を通じて自然や歴史文化を体験し その地域のことも考えようという

今、世界中が注目している事業であります。

先般、厚岸町が行った、新たな総合計画策定のための住民アンケート調査結果による

、 、 、と 観光交流の振興に向けてどのようなことが重要と思いますかとの問いに対し 農業

漁業と結びついた体験観光の場や企画の充実 美しい自然景観の保全等が高い割合となっ、

ており、小中学生のアンケートにおいても、今後の厚岸町はどのようになってほしいか

との質問に対する答えは、自然とともに暮らす美しい町が圧倒的に多く、このように町

民の多くが厚岸の自然との調和を希望しているのであります。これ、すなわち、まさに

エコツーリズムに近い感覚を示しているのではないかと言っても過言ではないと思うの

であります。いかがでしょうか。その辺で回答を願います。

●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。

第５期厚岸町総合計画、観光協会のご意見も聞く中で議会の議決をいただいたわけで

、 、ありますが エコツーリズムのお話について先ほど担当課長からお話しいたしましたが

今の質問については、具体的に言いますと、第５期でうたっておりますグリーンツーリ

ズムの部類に入るのではなかろうかと、私はそのように認識をいたしておるわけであり

ます。

そういうことにつきましては、第５期にも位置づけをされておりますので、地域振興

のために、特に私は、地域戦略として、観光振興は自由なこれからの施策であると、そ

のように考えておりますので、進めてまいりたい。また、皆さん方のご意見、そしてま

た民間の人方の活用を期待しながら施策として進めていきたいと、そのように考えてい

るところでございます。

●議長（南谷議員） ９番、菊池議員。

、 、 。●菊池議員 終わりに パーク駐車場設置の件でありますが 要望は非常に強い状況です

。 。パークゴルフ愛好町民の要望意見であります 町長の前向きな姿勢をお願いいたします

●議長（南谷議員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） パークゴルフ場の駐車場の件でございますけれども、担当のほう

といたしましても、現地調査等をし、財源あるいは工法等も協議した中で、これからの

計画の中に登載できるか検討していきたいというふうに考えておりますので、ご理解を

いただきたいというふうに存じます。
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●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。

次に、13番、室﨑議員の一般質問を行います。

13番、室﨑議員。

●室﨑議員 さきに提出いたしました一般質問通告書に従いましてご質問申し上げます。

１番は、定住自立圏形成協定であります。

さきの臨時会で、この協定を結ぶに当たっては議決を必要とするという条例もできま

した。この定住自立圏協定につきましてご質問をいたします。

まず、１番は、定住自立圏協定そのものでありますが、この定住自立圏構想を推進す

る国の意図はどこにあるのか。また、この定住自立圏協定を締結する町の意図、目的は

どこにあるのか。

２番としては、この協定を結ぶことによらなければ推進できない施策というのはどう

いうものなのか。あるいは協定を締結することで推進できる施策というのはどういうも

のなのか。

現在、釧路市との間では種々の分野でいろいろな協定が結ばれております。それを超

えて、この協定を結んで施策を展開していくということですので、現在展開されている

施策、これは変わるのか、これらについてお聞きいたします。

、 、３番目に 協定締結によって財政措置があるという説明も議員協議会でありましたが

予想される厚岸町への財政措置、これについてお答えをいただきたい。

次に、２番目として、定住自立圏共生ビジョンというのがございます。これは一体ど

ういうものなのか。その作成主体、それから作成手続、このものについてはどのように

なっているのか。そして、この作成ビジョンの形成について、厚岸町や厚岸町議会はど

のような形で関与するのか、できるのか。

３番目として、厚岸町の施策なんですが、この定住自立圏形成協定、定住自立圏共生

。ビジョンを踏まえて厚岸町のまちづくりをどのように展開していこうと考えているのか

また、将来の厚岸町の自立・発展のため、定住自立圏形成協定、定住自立圏共生ビジョ

ンにどうしても盛り込まなければならないと考えられるものは何なのか。そういうこと

についてお答えをいただきたい。

２番目として、犯罪人名簿についてであります。

これは、今年の８月３日の朝日新聞の一面のトップ記事になりました。犯罪人名簿と

いうのが、これは全国レベルの話なんですが、各市町村に犯罪人名簿というのがあるそ

うです。そして、これは大正の６年かな、内務省の通達でつくられたものが、戦後、内

務省通達は無効になって、それから変わってといいますか、できた地方自治法でもこの

ようなものはないんだけども、法的根拠のないままに、各市町村に検察庁から、犯罪が

確定したその内容について、何とか通知書というものが送られてきて、それを綴って犯

罪人名簿として各市町村がこれを管理運用していると。これについて、いろいろなとこ

ろから照会があるというと、それに答えることになっていると、こういう話があるわけ

です。

厚岸町では、この犯罪人名簿というのはどのように作成され、どのように管理運用さ

れているか。また、その公開といいますか、情報提供を含めて、その基準、それはどの
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ような名称のどこに記載をされているのか、どのように規定されているのか。

それから、厚岸町の犯罪人名簿の法的根拠というのは何に基づいているのか。

それから、３番目として、厚岸町の犯罪人名簿の管理運用と個人情報保護法及び厚岸

町個人情報保護条例の関係はどのようにとらえられるのか。また、厚岸町個人情報保護

条例の制定趣旨とどのような関係があるというふうに考えているのか。これらの点につ

いてお答えをいただきたいわけであります。

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をいたします。

１点目の定住自立圏形成協定について、アとして、定住自立圏形成協定を推進する国

の意図についてのお尋ねでありますが、国では、我が国の総人口は、今後、急速な減少

が進み、日本の将来推計人口によれば、今後30年間で年少人口は約40％減少し、高齢者

人口が約45％増加するという人口推計を踏まえ、特に地方圏では大幅な人口減少が予測

されることから、三大都市圏への人口流出を食いとめ、地方圏への人の流れを創出する

ことで人口の定住を図り、都市は都市らしく、農山漁村は農山漁村らしい地域振興を進

、 。め 地域が自立できるようにすることをねらいとして定住自立圏構想を立ち上げました

具体的には、中心市と周辺市町村が締結する協定の積み重ねの結果として定住自立圏

が形成され、この圏域ごとに、集約とネットワークの考え方に基づき、中心市において

圏域全体の暮らしに必要な都市機能を集約的に整備するとともに、周辺市町村において

は、命と暮らしを守るために必要な生活機能を確保し、農林水産業の振興や豊かな自然

環境の保全等を図るなど、互いに連携・協力することにより圏域全体の活性化を図るこ

とで地方への民間投資を促進し、内需を振興し、地域経済を活性化させるとともに、分

。権型社会にふさわしい安定した社会空間を地方圏につくり出そうとするものであります

また、定住自立圏形成協定締結を推進する町の意図、目的についてのお尋ねでありま

すが、さきにも述べたとおり、本町にとって、人口減少が進み、少子化、高齢化が進ん

でいる現状の中で、先行き不透明な財政環境のもと、町民の命と暮らしを守るために必

要とされる生活機能を町単独で維持、確保し、充実、発展させていくには限界があるも

のと認識しております。

こうした状況を踏まえ、国が進める定住自立圏構想を活用し、都市機能を有する釧路

市との相互連携によるまちづくりを推進することにより、本町における基礎的自治体と

しての機能を確保しつつ、釧路市が持つ都市機能を厚岸町民も利活用でき、町民の命と

、 。暮らしに必要な生活機能をより一層充実 発展させていくことが必要と考えております

次に、イとして、協定によらなければ推進できない施策、協定を締結することで推進

できる施策、現在、釧路市とは種々の分野で個々の協定が結ばれ、施策展開されている

、 、 、が 現状はどう変わるのかについてのお尋ねですが 広域行政の取り組みに当たっては

この構想制定以前から実施している事務事業もあり、必ずしもこの構想による協定締結

が必要になるといった制約を受けるものではありません。現時点においては協定によら

なければ推進できない施策はないと認識しておりますが、釧路市との相互連携が必要と
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なる場合には、双方の合意形成を基本に取り組んでまいりたいと存じます。

また、協定を締結することで推進できる施策については、今議会に提出している釧路

市との定住自立圏形成協定(案)では、これまで取り組んでいる広域行政の取り組みや相

互連携することにより、これまでの事務事業の発展が見込まれる取り組みにかかわる協

定内容となっておりまして、今後のまちづくりを進める中で新たに求められる住民ニー

ズにこたえていくには本町単独では実施不可能と思われる施策も、都市機能を有する釧

路市との連携により補うといったように、今後は、その時代に即したまちづくりを広域

行政という形の中で展開することも必要で、こうした場合には、この構想の定めるとこ

ろによる手順を踏まえ、取り組んでまいりたいと存じます。

なお、現状はどう変わるのかのお尋ねにつきましては、定住自立圏形成協定締結の有

無にかかわらず、変更となる施策はございません。

次に、ウとして、協定締結により財政措置があるとされるが、予想される厚岸町への

財政措置についてのお尋ねですが、この制度に対する地方財政措置については、特別交

付税や地方債による財政措置などがあり、本町への財政措置につきましては、特別交付

税として、定住自立圏形成協定及び定住自立圏共生ビジョンに掲げる具体的取り組みに

かかわる需要額に対して1,000万円を上限に特殊財政需要額として算定されるところであ

ります。

また、地方債措置に関する財政措置につきましては、現時点では対象となる事案はご

ざいませんが、今後の取り組みや民間事業者からの要望等があった場合には、協定及び

共生ビジョンの見直し時において、地方債の活用について検討してまいりたいと存じま

す。

続いて、定住自立圏共生ビジョンについてのお尋ねのうち、アとして内容についてで

すが、定住自立圏共生ビジョンの内容は、定住自立圏の名称と市町村名、定住自立圏の

将来像、定住自立圏形成協定に基づき推進する具体取り組み内容とその事業費、共生ビ

ジョンの計画期間を記載するものとされています。

また、イとして、作成主体及び手続につきましては、中心市が医療、福祉、教育、産

業振興等定住自立圏形成協定に関連する分野の代表者や関係者などによっと構成される

定住自立圏共生ビジョン懇談会を組織し、この懇談会による協議、検討と周辺市町村と

の個別協議を経た上で策定するものと定められ、毎年度、所要の変更をするものとされ

ております。

策定した当該共生ビジョンについて、中心市は周辺市町村にその写しを送付するとと

もに、公表することも定められております。その後、中心市は当該共生ビジョンの写し

を道府県と総務省に送付し、周辺市町村もその写しを都道府県に送付することで手続の

すべてが完了となります。

次に、ウとして、厚岸町並びに厚岸町議会はどのような形で関与するのかについての

お尋ねですが、定住自立圏共生ビジョンについて、厚岸町に関係する部分につきまして

は、今議会に釧路市との定住自立圏形成協定の締結に関する議会の議決を求める議案を

提出しておりますが、この議決をいただいた後に定住自立圏形成協定の締結をし、既に

組織されている釧路定住自立圏共生ビジョン懇談会に正式に参加し、本町の協定項目に

かかわる具体的取り組みを共生ビジョンに反映させ、当該ビジョンが決定されたときに
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は、推進要綱の定めるところにより、町民への公表のほか議員の皆さんにもお示しして

いきたいと考えております。

続いて、厚岸町の施策、アとして、定住自立圏形成協定、定住自立圏共生ビジョンを

、 。 、踏まえ 厚岸町のまちづくりをどのように展開していこうと考えているのか イとして

将来の厚岸町の自立発展のため、定住自立圏形成協定、定住自立圏共生ビジョンにどう

しても盛り込まなければならないとされているものは何かとのお尋ねですが、まちづく

りにおける基本姿勢としては、町の将来やまちづくりの方向性、そしてそれを実現する

ための方策を示し、総合的、計画的なまちづくりを推進させることを目的に策定した第

５期厚岸町総合計画がまちづくりの基本であります。

定住自立圏構想に基づくまちづくりにつきましても、この総合計画において位置づけ

た一つの施策として展開しようとするもので、定住自立圏形成協定の内容につきまして

も、総合計画に基づく各種施策で広域行政の取り組みとして実施可能なものについてを

。 、協定項目として掲げているところであります 定住自立圏形成協定の締結にあたっても

釧路市、厚岸町双方において合意形成された取り組みがあくまでも基本となるところか

、 。ら どうしても取り組まなければならないといった制約を受けるものではございません

いずれにいたしましても、本町のまちづくりを進める上で必要となる新たな広域行政

の取り組みにつきましては、定住自立圏形成協定での取り組みを問わず、従来どおり議

会での審議を得る手続をしてまいりますので、ご理解願います。

続いて、２点目の犯罪人名簿についてのご質問にお答えいたします。

まず、厚岸町において犯罪人名簿はどのように作成され、どのように管理運営されて

いるのか。その基準はどのような名称でどこに規定されているのかとのご質問ですが、

犯罪人名簿は、厚岸町行政組織規則第２条による別表の中の規定において、町民課窓口

サービス係の分担事務として、法務省訓令の犯歴係事務規程に基づき、裁判を受けた者

の本籍地を管轄する地方検察庁の犯歴係事務官から送付される既決犯罪通知書及び刑執

行状況通知書をもとに調製を行っているところであります。

また、町民課窓口サービス係の分担事務としては規定していますが、犯罪人名簿に関

する取り扱いを定める基準としての規則または規程を制定しておりません。ただし、登

録されている事項が人権に重大な影響を与えるおそれのある個人情報でありますので、

、 、その取り扱いについては極めて厳重にして 担当職員以外には閲覧させないこととして

使用時以外は、戸籍原本同様、重要書類を保管する耐火書庫に施錠の上、慎重な管理を

行っているところであります。

この犯罪人名簿は、公職選挙法に定める選挙権及び被選挙権の調査のためと、その他

の法令等で定める欠格事由に関する調査の回答など身分証明事務に活用しています。

次に、厚岸町の犯罪人名簿の法的根拠は何かについてでありますが、市区町村では長

い間、国からの訓令等に基づき、いわば受動的に犯罪人名簿の調製整備を行ってきまし

たが、大正６年、内務省訓令第１号により、有罪の確定裁判を受けた者の戸籍事務を管

掌する市区町村長は、犯罪人名簿を整備することが義務づけられました。

昭和22年に地方自治法が施行され 「普通地方公共団体は、その公共事務並びに従来法、

令により及び将来法律又は法令により普通地方公共団体に属する事務を処理する」と規

定されました。犯罪人名簿の調製に関する事務は、従来法令により地方公共団体が処理
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する事務であるとして地方自治法上の位置づけがなされていました。

その後、昭和27年に地方自治法の一部改正が行われ 「従来法令により及び将来法律又、

」 「 」 。は制令 と規定されていたものが 及び法律又はこれに基づく制令 と改められました

このため、その後は犯罪人名簿の調製に関する事務の法律上の位置づけは、必ずしも明

らかではありませんでした。

沿革的に見れば、内務省訓令などにより市町村に義務づけられていたものですが、直

接義務づけた法律、制令はないことから、機関委任事務ではなく、固有事務と考えざる

を得ないとされてきました。

その後、平成12年に、地方分権一括法により地方自治法の一部改正法が施行されまし

たが、犯罪人名簿の調製及びこれに基づく証明事務については、法定受託事務として義

務づけた法律、制令がないことから、それ以外の自治事務とされたところであります。

このことは、本年３月における衆議院議員の犯罪人名簿に関する質問趣意書に対する国

の答弁書において、犯罪人名簿について、その調製に関する事務は、地方公共団体の自

治事務として地方自治法第２条第８項に基づき実施されているものであり、法律または

これに基づく政令の根拠を必要とするものではなく、各地方公共団体において、個人情

報の保護に関する法律の趣旨を踏まえて制定した個人情報保護条例等に基づき、個人情

報の適切な取り扱いを確保すべきものと考えているとしていることからも、市区町村に

おける犯罪人名簿の調製に関する事務は、市区町村が自治事務としての身分証明を行う

ための付随事務と解するものが事務処理の実情に合致した一般的な解釈と考えておりま

す。

次に、厚岸町の犯罪人名簿の管理運営と個人情報保護法及び厚岸町個人情報保護条例

の関係はどうとらえるか。また、厚岸町個人情報保護条例制定の趣旨から見てどうかに

ついてでありますが、厚岸町個人情報保護条例第６条は、個人情報の取り扱いの制限を

定めており、第２項本文には「実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並び

に社会的差別の原因となるおそれのある個人情報の取り扱いをしてはならない」と規定

しています。同項の解釈では、この取り扱ってはならない個人情報のうち、社会的差別

「 、 」の原因となるおそれのある個人情報として 犯罪 受刑の事実及び逮捕歴に関すること

が含まれており、この例からすると、犯罪人名簿は取り扱ってはならない個人情報と解

されますが、同項には、ただし書きとしてその例外規定が設けられており、その例外と

して、厚岸町個人情報保護審議会の意見を聞いて、正当な行政執行のため必要かつ欠く

ことができないと認められたものとして、公職選挙法第11条第３項の本籍地の市町村か

らの欠格事項等の通知や地方公務員法第16条第５項の職員採用に係る欠格条項、さらに

は正当な行政執行のため必要欠くことができないと認められる各種叙勲手続における本

人の経歴記録が認められており、これらの取り扱いに際しては、犯罪歴に関する個人情

報が必要であることから、犯罪人名簿によりそれらの事務を行っております。

また、同条例第８条第２項は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集すべき

とする原則を定めるとともに、その例外として本人以外から収集できる場合を定めてい

ますが、犯罪人名簿については、同項第５条の規定に基づき、審議会の意見を聞いて承

認を得た本人以外収集による個人情報となっています。

さらに、同条例第９条第１項は、実施機関が収集した個人情報を取り扱いの目的を超
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えて利用したり、外部へ提供したりすることを原則として禁止するとともに、例外とし

て目的外利用または外部提供できる場合について定めており、同項第４号には「実施機

関が審議会の意見を聞いて正当な行政執行のため又は公益上必要と認めたとき」と規定

しています。

これによって認められた外部提供のうち犯罪人名簿によるものは、国、道、公益的な

活動を行う団体等が、褒章、叙位、叙勲、表彰等の推薦のため、候補者の戸籍、刑罰、

経歴等に関する情報の提供や、国または他の地方公共団体が職員の任用に関し、地方公

務員法第16条に規定する欠格事由の有無を確認するために戸籍、刑罰等に関する情報の

提供、弁護士会、税理士会、司法書士会、行政書士会等が、その登録に関する欠陥自由

。の有無を確認するために行う照会に応ずる必要があると認められるときなどがあります

以上のことから、犯罪人名簿については、厚岸町個人情報保護条例に抵触する事務で

はないと解釈しております。

しかし、厚岸町個人情報保護条例の目的の中にあります「個人の権利利益の保護と公

正で民主的な町政の実現を図り、もって基本的人権の擁護に資する」という趣旨に対し

ては、犯罪人名簿の利用においては、他に証明する手段がないときやプライバシーに優

越する利益が存在するものでなければならず、その場合でも必要最小限に限って使用す

べきと考えております。

以上でございます。

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 あと、ちょうど30分ですね。時間も余りないし、定住自立圏構想に関しては、

この後、議案として出てまいりますので、細かな話には触れません。基本的な姿勢につ

いてお聞きします。

ずっと見ていきますと、要するに今、現状で決まっているもの、書かれているもの、

協定があるもの、そういうものだけ載せたんだと。結局、この協定が今結ばれることに

よって、現状は何一つ変わりませんよと。これは、私が解釈で言ってるんじゃなくて、

この前の議員協議会での担当課長の説明でもありました。今の答弁を聞いていると、ま

さにそのとおりだというふうに思われます。

それで、私も定住自立圏構想についての説明を、国のほうからいろいろ出ているもの

の資料について、この前の議員協議会では実に当を得た資料の提出をしていただきまし

て、それを一通り読むことによって国の意図というのはよくわかりました。それは今回

の町長の答弁の中でもおっしゃっているように、国は今、非常に日本の将来を憂いてい

る、こういうことを考えた担当者はね。そもそもこれの原形のようなのは福田赳夫内閣

のときに出てきたようですね。だから、当時からもうそういう話はあったんですね。

それで、要するに大都市圏。都市が栄えて国が滅ぶというような状況に今どんどん落

ち込んでいるのがこの日本なので、地方をきちんとしないとこの国はもたないと。だか

らこういうような形でというのが国の意図であろうと、簡単に言ってしまいますと。そ

れで、それぞれの地区、地区に中心都市がある。そして、そこの中心都市の持っている

いろいろな機能というのは、何だか説明書きではえらい難しい言葉、外国語を使ってい
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るんだけど、早く言うと、電波が必要とするところ以外にもずっと漏れていくのと同じ

ように、都市機能が、釧路市で言うなれば釧路市という行政範囲を超えて実際には機能

している。これを利用しない手はないと。だから厚岸町は釧路市と協定を結んで、釧路

市のそういう都市効果を利用しながら地域をつくっていきなさいということだろうとい

うふうに思います。また、厚岸町が協定を結ぶのも、そういう意図ではないかというふ

うに思うんです。

ところが、現状は非常に消極的です。今、釧路市の力を利用して、これからのまちづ

くりをつくっていこうというような雰囲気は見られない。国のほうでもってやれよやれ

よと言うから、おつき合いで、この際、今あるものを協定として載せて、この後あるで

あろういろいろな交付金やそういうものに不作為の不利益を得ないようにしようという

範囲でないかという気がするんですが、そういうお考えであれば、それはそれで一つの

考え方だと思いますが、そのように受け取らざるを得ない。

それで、こういうことは考えてみなかったのかという、一、二、私のほうから具体的

な例を挙げながらお聞きする。

例えば、釧路に今一番近い集落は上尾幌です。上尾幌は、厚岸町の高齢化のいわば先

取りをしている地域です。小一年前に新聞記事が出まして、限界集落だというような見

出しがついておりました。私は、厚岸町民の１人として非常に感情的反発を覚えたんで

すが、客観的に見ればそういうことなのかもしれない。

、 、 、この上尾幌地域の振興というものは 厚岸町にとっては これは正味の問題であると

そのように考えております。今回のこういう定住自立圏構想というようなものにうまく

乗っかって、釧路市の力を上手に利用しながら、また、産炭総合地域発展基金などとい

う制度もあるわけでしょう。そういうような、いわば原資もうまく利用できるんじゃな

いか。そういうことを考えて、こういうことをやろうと。いや、それが今回にはなかな

か、ここの段階ではまだ表に出ていないんだなというような検討もなさっているのかど

うか。まず、これについてお聞きしたい。

、 。 、 。 、それから 福祉の問題です 今 サンマ大不漁ですね このまま終わってしまったら

厚岸の中に回る金というのは例年から比べてがたんと落ちますよね。これまた生活に大

きく響く人たちはたくさんいます。そういう声はもう、あちこちから聞こえてくる。厚

岸町の生活保護受給者が何人いるか それは私はわかりませんが ふえても減らんでしょ、 、

う、今の状況は。

それで、釧路市は生活保護受給者が非常に多い町だというふうに言われています。た

だ、釧路市の場合には全国に誇るプロジェクトを持っています。生保自立プロジェクト

というように略されていますが、この前、日曜日に釧路公立大の学長の小磯という方も

講演でこの話をしておりましたが、要するに切り捨てない、すべてを受け入れて、そこ

からまた自立していく支援をする町であると。そんなプロジェクトがあるんだという話

をしていました。そういうものを、釧路市のそういう非常に全国に誇るそういう一つの

プロジェクトというようなものを 厚岸町もまた 一緒に借りて あるいは力を得てやっ、 、 、

ていこうというようなことは、今回のこういう定住自立圏協定と、形成協定というよう

。 。なものの際には検討されてなかったんでしょうか これについてもお答えいただきたい

それから、どの町の例を見ても、地域医療に終始しています。病診連携、いわゆる医
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療連携がね。それで、これを単なる病診連携ではなくて、現在、最先端を走っている地

域では地域連携パスというようなものをやっていますよね。こういうようなことについ

ても、今すぐできなくても将来そこまで進んでいくような形での、協定形成に当たって

の検討というのはなされてますでしょうか。

時間もないので端的にお答えいただきたい。延々とこれの概念の説明をされたりする

と、もう時間がなくなりますから、よろしく。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 私のほうから簡単に説明させていただきます。

定住自立圏の形成協定を結ぶ検討に当たりまして、ご質問者言われるとおりの趣旨で

ございます。国も町もです。そこで、これからのまちづくり、厚岸町は厚岸町で独自で

進めなければいけません。その中で、厚岸町のある施設だけでまちづくりができればい

いんですけれども、例えば釧路にある施設、これを利用することによって、厚岸独自で

それを持たなくてもいいものもあるだろうと。そういった部分では、この形成協定を結

ぶことによって、厚岸町のプラスになるような形でのまちづくりをどんどん進めていき

たいということで、こういったものを進めていこうというものでございます。

それと、例示ということで、いろんな３点ほどの例示もありました。今回、この協定

案を結ぶに当たりましては、釧路市と厚岸町のほうの意向だけでは進まないという部分

もありまして、厚岸町では、当然、協定を結ぶ前につきましては22年度からという方向

。 、 、 、になります そういう部分では 今回結ぶに当たりましては 既にもう予算措置だとか

従来行われているものを基本にしながら、各原課のほうで釧路市と結ぶことによってど

うなるかと 発展的なものを望めるものを取捨選択をさせていただいたという内容になっ、

てございます。

今、ご質問者が言われたような、さまざまな釧路市の今持っているよいものというの

は、厚岸が持っていない部分、釧路市と連携を図ることによって、まだまだ厚岸町が発

展できる可能性というのはあると思います。そういったものにつきましては、この形成

協定の変更という部分でどんどんこの定住自立圏の部分を発展させていこうと、その足

がかりをまずは結ばせていただいて、厚岸町、それと釧路市のほうとの合意を得たもの

から順次進めていくという方針でございます。ただ、今言われたような具体的な、新し

いもの、何か検討してこなかったのかという部分では、具体的には、実は検討はしてご

ざいません。

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 向こうの物をこっちが利用するという、一方的になればやらずぼったくりだ

という言葉もあるんだが、それだけではないんですよ。こっちからだって提供できるも

のはあるんです。ぱっと思いついても、例えば図書館サービスのノウハウなんていうの

、 。 。は 厚岸町日本一なんですよ 文科省は日本一の図書館だって折り紙つけてるんですよ

こういうようなものだって提供できるんですよ。金かかりません、こんなものは。今、
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予算がどうのこうのと言ったけど。施設がどうのこうのと言えば、それは金かかるかも

しらんけどね、ノウハウっていうのは金かかんないんですよ。

それから、例えば上尾幌についてちょっとしつこいですが言うと、上尾幌町民農園な

んていうのがあるでしょう。現にあるわけですよ。休憩所まであるわけですよね。ああ

いうようなものをどんどんもっと拡張して、そして厚岸町から提供するよと、釧路のほ

うからだって来てくださいというような、これは何も上尾幌にせいという意味じゃない

んですよ。一例ですよ。そういうようなことだってどんどん考えていけばいい。だけど

も、なんか見ていると、足がかりにしようと思います、非常に便利な言葉ですよね。だ

けど現実には何もそんなことは検討してなかったんでしょう、考えてなかったんでしょ

う。だから消極的過ぎるんじゃないかというふうに思ったんです。

消極的なのがなぜよくないかという話をこれからします。

実は、こういう協定や共生ビジョンの話は一言も、内容についてお答えがなかったか

ら、私も聞きようがないんだけども、こういうものがどんどんできてくると、バキュー

ム効果が出るんですよ。すなわち、協定で決めた問題じゃないか。中心市のほうで言う

んだから、おまえ黙ってろ。何とかビジョンでもって打ち上げたじゃないかと、そのと

き反対しなかったんだから、違うことは言わんでくれ。こういう話が出てこないのかと

いうことです。

ちょっと一例を挙げますね。実は昨日、議会運営委員会が行われました。そこで、正

式協議ではないんですけども、私のこれから言う内容は、その正式協議の中の一部なん

ですが、毎年のように議会には議長会から、道路の整備を行ってくれという、意見書を

出してくれという話が議長会を通じて来ます。これについても、前は厚岸町出してて、

ある時期からそのままの文言ではというような議論もありました。今回についても、議

運に、これが議員協議会であのときは付託されたのかな。それで、議員協議会のほうで

もってちょっと考えてくれやというようなお話でやりましたよね。その中でいろんな話

、 、 、 、が出まして それで 原案で出てくる要望書についている意見書は 中心は高規格道路

、 。 。高速道路の整備なんですよ はっきり言って それにいろんなものがついてますけども

それで もう一度ここでもってちょっと一歩立ちどまって どうだろうと 議員だけじゃ、 、 、

なくて町民の皆さんの声も聞きながら、厚岸町にとって一番大事な道路整備というのは

何なのか、きちんと考えてみようと。そのときに、高規格道路というのが出てくるだろ

うか。それよりも国道44号の拡幅と直線化を図ることのほうが大事でないかというよう

な議論になるかもしらんよと。その何になる、かんになるはちょっとこっちへ置いて、

そこんところでもう一遍、きちんとした議論をやってみようじゃないかと。私の隣にい

る産建の委員長あたりが中心になって、それで、そういうようなことをやってみたらど

うだろうというような話もございました。

、 、 、それで この議案で今出ていますから言いますと 例えばここのところにありますね

道路の交通インフラの整備というのが。これは、あれでしょう。第５期厚岸総合計画の

中の行動計画の文面をそのまま使っているわけですね。そうですね。そうすると、行動

計画ですから議決案件じゃないんで、私どもはそれに対して意見を言ったわけではない

んですけども、それがぽんと使われていると。そうすると、もしこの後、議会でもって

いろいろな調査をした結果、ここに書いてるのと違う話になったときに、どうなるんで
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すか。こういうような、これは一例ですよ、ことが出てこないのかなということです。

それから、私はトラウマがあるんですよ。それは、法務局が合同庁舎に入りました。

そのときに、当初、厚岸町に言っていた話は、合同庁舎をつくるというんだから、管内

みんなでもって一緒にやろうやというんで、はいはいと言っていた。いざふたをあけた

ら、合同庁舎ができるから厚岸の出張所はいらないということになった。そんな話は聞

いてないと言ったときには、いやいや、厚岸町さんだって、これ、合同庁舎つくってく

れって一緒になって陳情したじゃないか。結局はその中に入っている話なんで、今ごろ

そんな矛盾した話されても困る。それで押し切られたというふうに聞いています。

こういうようなことが定住圏構想や共生ビジョンの名のもとに行われたのでは大変だ

ということです。しかも、共生ビジョンに至っては、今、手続的なことを聞いたら、議

会の関与する場所はないですね、議会にもお示ししますというだけですから。そういう

ようなことについての懸念というものには、きちんとお答えをいただきたい。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からは総体的なお話をさせていただいて、個々の問題については担

当課長から答弁をさせます。

定住自立圏構想の協定締結につきましては、後ほど議案第74号で提案することになっ

ておりますので、詳細におきましては省かせていただきます。この中でまたいろんな議

論があるかと思うわけであります。

今、いろいろなご意見がございました。釧路市の言いなりになるおそれもあると。ま

たは対等な関係が結ばれるのではないかということであろうかと思いますが、あくまで

も１対１、対等の条件。情報館の話もありましたが、これも後ほどの協定の中にも入っ

ております。お互いに利用しようという計画にもなっており、また、個々の問題につい

ても、あくまでも対等であるという点についてはご理解をいただきたい。

そして、厚岸町にはそれぞれ、今、ご指摘がありましたとおり、すばらしい資源があ

ります。これについても、釧路市民にも利用していただき、また、釧路市にもすばらし

い資源がございます。資源といいますのは、施設その他いろいろなことを指して言いま

、 。すが それも釧路市民と対等に厚岸町民が利用していこうというような対等であります

１対１でありますので、この点はよろしくお願い申し上げたいと存じます。

さらにはまた、自立圏構想の協定に当たりましては、ご承知のとおり、第５期厚岸町

総合計画にもうたわれております。今回の締結については、もう既に釧路管内におきま

しても、白糠町、さらには隣の浜中町等が結ばれておるわけであります。

私といたしましては、今回、厚岸町が今日を迎えてようやく協定を結ぶに当たりまし

ては、慎重にこの自立圏構想について、担当を含めて協議をさせていただきました。そ

の結果、財政も含めて、財政支援等もある中で、この自立する厚岸町をつくるためには

必要なものであるという認識の中で、さきの臨時議会においても条例に対しましての議

決をいただき、さらに今議会、協定締結に対しての議案を提出をいたしておるところで

ありますので、この点についてはご理解をいただきたいと存じます。
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●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） それでは、私のほうから、議会の関与の部分というと

ころでございますけれども、ビジョンの中に具体的な取り組み方法が示されるような形

になります。それで、議会の関与という部分では、できたものについては報告という形

になりますが、実際に、そのビジョンに基づいて事業を行う、あるいは事務を行うとい

う部分につきましては、当然、予算のかかるものにつきましては予算審議ということも

ありますし、厚岸町として関与する部分には厚岸町側の議会の関与という部分が当然反

映されるというふうに思ってございます。

それと、中心市の言いなりになりかねないかという部分につきましては、今のところ

はそのような形では、当然、私どもはそのようには考えておりませんので、結ぶわけで

ございますけれども、仮にそのような状況がこの協定を結ぶことによってなるようなこ

とが生じた場合には、当然、厚岸町としては議会の手続等を踏みながら、釧路市とも連

携を図りながら、そういった協定項目の変更等々を検討しなければならないということ

もあるかもしれないとは思います。

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 時間がないので、１問目はちょっとこのぐらいにして、２問目に移ります。

まだまだあるんですけどね。まあ、これは後の機会にして。

犯罪者名簿なんですが、これ、一番端的な話をしますと、全国連合戸籍事務協議会と

いうのがあるんですよ。そこが、犯罪者名簿というのは法的根拠が何もないと。それを

やらされているので、これは個人情報保護法に抵触するおそれがある。善処を求めると

いう声明を出しているんですね。もう、わかりやすく俗な言葉で言えば、犯罪人名簿の

仕事をさせられて自分が犯罪者になったんじゃたまったもんでない。これは違法行為で

しょう。こうやって言っているんですよ。

、 、今回の答弁の中に一言も出てこないんだけども 厚岸町の戸籍事務取り扱い担当者は

この協議会に入っていないんですか。わからないわけないですよね。公的な立場で言う

となれば、いやいや、おまえの言うとおりで、これは違法行為なんだよとは言えないか

ら、苦しいいろんな話をしたんだろうなとは思うんだけども、まずこれが１点。

、 。 、 。それから 今度は厚岸町の問題に入ります 厚岸町行政組織規則第２条 規則ですね

その別表中に犯罪者名簿という言葉が入っています。窓口サービス業務の中の一つです

ね。だけど、今のを聞いていると、そこんところに書いてるから、法務省訓令の犯歴規

定に基づき、裁判を受けた者の本籍地を管轄する地方検察庁の犯歴事務官から送付され

。る既決犯罪通知書及び刑執行状況通知書をもとに調製を行うとどうして言えるんですか

何に基づいて言ってるんですか。厚岸町の条例ですか、規則ですか、要綱ですか。お答

えいただきたい。

それから、もうどうせ一遍しかできんだろうから言いますね。

ここで、あそこで言ってくれと言えば答えます、ここで言ってくれというのは答えま

す。それは、それぞれのところに規定がありますと言うけれども、そのどこにも犯罪者
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名簿に従って答えなければならないと書いている法律ないでしょう。ここも非常にあい

まいな答弁ですね。そして最後に、個人情報については慎重にしたいと思いますと言う

から、これじゃ吹き出しますよ。

それで、これを見ていると、こういうもの以外にはというところには全部、厚岸町の

個人情報保護条例では審議会の意見を聞いてとなっていますね。１回１回聞いてるんで

すね。それについてもお答えいただきたい。

まだいろいろあるんですけど時間がないですから、そのぐらいにしておきます。

それで、一番よろしくないのは厚岸町じゃないんですよ。国なんです。これは、いわ

ゆる自治事務だから、法令による整備は必要ないと鳩山内閣は答えてるんですよ。その

前には、片山さんが総務大臣のときには民主党の議員がこれは違法だと言っているんで

すよ。そのときのまた答弁も生煮えなんですね。事実に基づいてやっていて支障ないか

らいいじゃないかと。でも、まあ、この後、法的整備は必要になるでしょうねという程

度の答えで終わっている。そして今度、民主党が政権をとったら、途端にこれは市町村

の自治事務だと言い出したと。答えているのは政治家でなくて役人だろうというふうに

言っているネットの記載もありました。

いずれにしても、そういう中でやっているから大変なのはよくわかります。しかし、

厚岸町としては固有事務と言われたんなら、自治事務と言われたんなら、条例からきち

んと整備してやればいいんじゃないですか。いかがでしょう。

●議長（南谷議員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） お答えさせていただきます。

まず、最初のご質問でございます。全国連合戸籍住民基本台帳事務協議会、毎年総会

を行っております。もちろん私ども、事務担当者としてこの中に組みされているのは間

違いございません。その中で、これは、もう何十年にもなりますけれども、やはりご質

問者おっしゃるとおりの趣旨といいますか、現行法上、根拠法令がないというような趣

旨で国の法の整備を求めるというような要望書を長い間出してございます。ただ、これ

に関する答弁としては、最近におけます、先ほど答弁の中にも述べていますけれども、

自治事務であるというような回答の中でおさまってございます。

また、次に、厚岸町の組織規則の２条におけるものが必ずしも検察庁から送られてい

る既決犯罪通知書によって調製するということになるのかということでございますが、

規定は規定として、私ども事務を行うためのときの規定としてとらえておりますが、た

だ、現実問題として、この通知書が来るのは、基本的には、答弁書にも書いてあります

けれども 公職選挙法の11条の関係で通知があるわけでして それをもとに名簿をつくっ、 、

ていると。それをもとに証明事務を行っている部分につきましては、いろいろな通達で

すとか質疑応答の中で、国の判断の中でとり行われているのが実態でございます。

それから、個人情報の関係の審議会に個々の部分について審議されているのかという

ご質問でございますが、個人情報保護条例制定の際に、審議会の中でこれらの部分につ

いて一つ一つうたわれてきたものがございます。その運用の手引きの中で規定されてい

るものについて、私ども先ほど答弁させていただいた内容となっております。
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それから、最後に国の関係でございます。国につきましては、この見解は変わること

はございませんので、質問者がおっしゃるとおり、この事務取り扱いについての規定に

ついて、早急にやはり準備を進めてまいりたい。それから、個々具体的な取り扱いにつ

いても、まだ各例はございませんけれども、検討してまいりたいというふうに考えてご

ざいます。

●議長（南谷議員） 以上で、13番、室﨑議員の一般質問を終わります。

次に、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22年第３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

伺いいたします。

まず初めに、地方の再生と雇用対策についてお伺いしてまいります。

依然として都市部と地方との間に経済不況や就業難などで地方の活力が失われている

と言われております。国は、これらに対応すべく、交付税の中で財政的支援をし、地方

の各市町村創意施策展開を期待しているところであります。そこで、厚岸町はどのよう

に対応してきたか伺う次第であります。

まず初めに、平成20年度から毎年１億円以上の地方再生対策費として、また、21年度

は地域雇用創出推進費として6,500万円以上、そして、今年度は雇用対策地域支援活用臨

時特例費として9,400万円が、総額、今日まで４億5,000万円以上が普通交付税の基準財

。 、 、政需要額に算出されております これは 交付税の中で現在の地方の経済の情勢を受け

国が各市町村や地域的元気を取り戻す起爆剤としての使命もあり、期待もされているも

のであります。町として、これらの情勢を受けて、どのような視点で、どのような事業

を展開してきたかお伺いするものであります。

次に、総体的に地方が不況と言われていますが、地方においてもまちまちかと思いま

す。厚岸町は、産業的には１次で、変動は少なく、そう変化はないものと思いますが、

産業や経済、雇用等などの面で、その動向はどのように判断されているのでしょうか、

お伺いいたします。

２点目に、給食センターの建設地について伺います。

３月議会で建設地については議決しました。しかし、そのときも意見がありまして、

安心できる場所なのかと不安の意見があったのは記憶に新しいところです。

その後、４月に宮崎県内で牛、豚等に口蹄疫が発生し、終息までに長時間を要してお

ります。その対応に、行政も町民も大変な様子が連日報道されました。日常生活やお金

も相当な犠牲を払っております。

あのような状況を報道で知るとき、一度議決したものの、給食、これからの食育と人

の口に入るものをつくるとき、その場所が本当に最適地なのかと改めて考えさせられる

のであります。給食センターの建設場所を改める考えがないか、お伺いします。

そして、この事業を行うに当たり、予算や関係部門に相談し、事業の了承を得たとお

聞きしますが、その後、このような事態が発生しており、厚岸町は、この状況を見て懸

念されることを払拭する意味でも、改めて道教委や保健所等の関係機関との協議や相談
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をされたのかお伺いし、初めての質問とさせていただきます。

よろしくご答弁のほど、お願い申し上げます。

●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いたします。

１点目の地方再生雇用対策について、アとして、平成20年度からは地方再生対策とし

て、平成21年度は地域雇用創出など、今年度は雇用対策地域資源活用として、これまで

に４億5,000万円以上の額が交付税算定に算入されている。この交付税算定のねらいは、

従来と違い現在の地方の経済情勢を受け、各市町村の地域や町おこしの起爆剤としての

使命もある。町として、これらの情勢を受け、どのような視点で事業を展開してきたか

、 、 、についてのお尋ねですが 本町における地方再生 雇用対策に関する取り組みとしては

平成20年度からの国における緊急経済対策として創出され、地域活性化・生活対策臨時

交付金による地域活性化事業として13事業、総額２億4,423万4,000円の事業を、地域活

性化・経済危機対策臨時交付金による地域活性化事業として、現在も一部事務執行中の

ものもありますが、20事業、総額２億9,609万7,000円の事業を、地域活性化・きめ細か

な臨時交付金による地域活性化事業として、現在も事業実施中でありますが、20事業、

総額１億4,873万9,000円の事業を実施しております。

いずれの交付金事業につきましても、事業の選択に当たっては町内事業者の受注など

にも十分配慮しながら事業を選定し、地域活性化の取り組みを行っております。

次に、雇用対策にかかわる取り組みとして、平成21年度では地域活性化・経済危機対

策臨時交付金の活用による失業者対策事業として６名の直接雇用、緊急雇用創出事業と

して14名の直接雇用と、ふるさと雇用再生対策事業として３名の合計23名の雇用創出を

図ってまいりました。

平成22年度におきましては、緊急雇用創出事業として12名、重点分野雇用創造事業と

して６名、ふるさと雇用再生特別事業として２名、計20名の雇用創出の取り組みを現在

実施しているところであります。

また、町独自による雇用対策といたしましては、近年の雇用情勢の悪化を受けて、町

内にある高校２校の就職希望者に対する支援として、私も含め雇用対策連絡会議におい

て町内企業を訪問し、地元採用の協力要請などを行ったところであり、平成21年度実績

としては、就職希望者41名に対し就職決定者は40名となっております。

なお、ご質問にありました地方再生雇用対策に関し、普通交付税の基準財政需要額に

算入されているとの件につきましては、普通交付税という性格上、地方再生雇用対策に

かかわる特定財源として扱っていないことを理解願います。

次に、イとして、総体的に地方が不況と言われる中で、厚岸町は産業や経済雇用など

の動向をどのように判断しているのかについてのお尋ねですが、農業につきましては、

平成22年度の生乳の販売価格は１キロ当たり４円程度下がる見通しとなっており、これ

、 。を搾乳農家１戸当たりに換算しますと 約260万円程度の減収となると言われております

また、本年は異常気象と言われるように気温の高い日が続き、搾乳牛の乳量や乳質に

も影響を与えておりますので、酪農経営の不安定要素として心配されております。しか
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しながら、牧草やデントコーンなどの農作物については順調な生育状況にあります。

次に、水産業につきましては、昆布は近年にないペースで順調に出漁しており、今後

も期待される状況にありますが、生昆布の価格決定がどの程度になるか心配していると

ころであります。

また、サンマ漁については、前年同期と比較して水揚げ量が２割程度にとどまってお

り、金額も５割程度となっております。今後の漁の模様の好転に期待しているところで

ありますが、このままの状態が続くならば、関連する水産加工や運輸関係、各商店など

の町内産業への経済的影響も甚大であります。

このような基幹産業の状況に加え、建設業における公共投資の減少、新築住宅着工戸

数の減少などから、雇用情勢は引き続き厳しい状況にあります。企業存続のために義務

的経費の圧縮に努める中で、人件費の削減策として非正規職員への切りかえなどが今後

ますますふえるのではないかと懸念しているところであります。

このことから、総体的に厚岸町の産業、経済、雇用の置かれている状況は、依然とし

て厳しい状況が続いているものと認識いたしているところでございます。

私からは以上でございます。

●議長（南谷議員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 私からは２番目の給食センターの建設地についての質問にお答え

させていただきます。

１点目は、今年は宮崎で、また、過去には北海道や国の内外各地で口蹄疫の発生を見

るとき、給食センターの建設場所を改める考えはないかとのお尋ねでありますが、既に

ご承知のことと存じますが、口蹄疫は人にはほとんど影響がないと言われており、今回

の宮崎県での発生についても、人への感染は報告されておりません。

このご質問は、建設予定地の近くにある家畜診療施設についての懸念かと推測されま

すが、以前に釧路保健所からいただいた回答では、給食センターの隣が総合病院や一般

の病院であっても全く問題はなく、それが家畜診療施設であっても、それぞれが関係法

令等の施設基準に基づき設置されている施設であることから、給食センターとしては、

給食センターの設置基準に基づき建設するため問題はないとの回答でした。

今回の口蹄疫の発生により、何らかの不安を抱く上での給食センター建設の予定地の

変更についてのお尋ねでありますが、給食センター建設場所については改める考えはな

く、本年度計画に沿って建設予定地での給食センター実施設計業務委託を既に発注し、

作業が進められているところでありますので、ご理解願います。

次に、２点目の、既に建設場所は決定しているが、その後、口蹄疫問題が発生した段

階で、改めて道教委、保健所等を交えた協議をされたかとの質問でありますが、建設予

定地として選定する際に釧路保健所へ照会いたしましたが、先月下旬に改めて保健所へ

家畜診療施設の近くに給食センターの建設を行うことについて相談をしましたが、家畜

診療施設には感染を防止するため必要な設備を設けるよう明確な基準があり、町民の皆

様が心配するような施設ではない。さらに、そこに従事する獣医師らは家畜伝染病予防

法等を十分理解し、適切な対応をしておりますとの回答であり、建設予定地の変更は考
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えてはいませんので、ご理解願います。

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 まず、基本的なことをお尋ねしたいと思います。

、 、 、 、今回 過去３年ほどにさかのぼりまして 現下の経済情勢を受けて 国はこういった

今、３点の科目をつくって地方交付税の中に、お金の算出というか、交付税の根拠とし

て出して、厚岸町の人口面積、あるいはいろんなものを加味しながら、今、私が質問し

たような金額が厚岸町に算出根拠として示されていて、それぞれ自治体で仕事をされて

いると。その仕事が、現在、こういったことで回答いただきました。これは、今回の20

年度、21年度、そして22年度と、地方再生対策費、連続３年、こうして１億円以上入っ

。 、 、てきてますね そして21年度には地域雇用創出推進費 そして今年度は雇用対策云々と

今、いずれにしてもそういう地方の経済情勢を少しでも応援しようという意味で、そう

いう科目を設けてやってきております。

ここで、そのためのとして、厚岸町も今回、事業を行ってきておりますが、主にこれ

らはハード事業 土木関係だと思いますが 20年度 21年度 そして今回はどういう 20、 、 、 、 、

事業だとか、あるいは13事業だとか言っておりますが、主にどんな事業をされたか。そ

の年に特徴ある事業をご回答いただきたいと思います。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） それでは、私のほうから、20年度からの主な事業でご

ざいますけれども、20年度につきましては、緊急経済対策として創設された生活対策臨

時交付金を用いて行った事業ということで、20事業でございます。その主な内容でござ

いますけれども、保育所の整備事業というところで大きくなってございます。これにつ

、 。 、 、きましては 事業費2,000万円ほどということになってございます また 大きなもので

重立ったものでいきますと、港町の冠水対策、道路ですね、これは。道路という部分で

の事業費4,300万円。それから、町営住宅の施設整備ということで5,390万円ほど。さら

には、町有施設、老朽施設の部分の解体整備ということで4,090万円ほど。それと、温水

プールのほうの暖房設備の改修ということで1,145万円ほどと、こういったものが20年度

の生活対策臨時交付金の中では行ってございます。

済みません 先ほど私 20事業と言いましたが 13事業ですね 13事業で総額２億4,423。 、 、 。

万円相当でございます。

それから、経済危機対策の部分で行った事業、これにつきましては、全体で20事業、

２億9,609万円ほどの事業となってございますけれども、この部分では、重立ったもので

いきますと、これもまた町営住宅の施設整備という部分で2,831万8,000円ほど。さらに、

保育所施設整備ということで、これも1,690万円。さらに、町有施設の、またこのときも

。 。解体ですけれども1,272万6,000円 尾幌研修センターの解体整備ということで1,113万円

それから、町道の整備ということで4,914万円ほどでございます。それから、繰越事業と
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もなりますけれども、戸籍の電算化ということで6,600万円ほどと。それと、カキ種苗セ

ンターの施設整備ということで2,600万円ほどと。それと、防災施設整備ということで

1,648万5,000円と。こういった内容で、全体で２億9,609万円ほどという事業を行ってご

ざいます。

さらに、きめ細かな臨時交付金ということでございます。これにつきましては、今年

度も行っている部分でございますが、この部分では20事業、全体で１億4,873万円ほどで

、 、 。ございますが この中で大きなものにつきましては 漁村センターの整備事業1,288万円

さらに、町道側溝整備ということで、これは宮園丘陵地区になりますが1,598万円。さら

に、望洋台のほうの町道の整備でございますが、合わせて2,500万円程度です。教員住宅

整備ということで1,550万円、温水プールの整備で1,350万円。こういったものが主な内

容というふうになってございます。これで１億4,873万円ということでございます。

それと 雇用対策という部分で 緊急雇用対策並びにふるさと雇用等々でございますが 21、 、 、

年度につきましてはどういった事業を行ったのかというと、道路や河川等の改修整備に

、 、 、 、 、 、伴う作業に当たる方 そういった方を雇用しながら 道路 側溝 河川 公園等の清掃

草刈り等々を行ってきてございます。さらに、道路、公園、観光施設等の整備というこ

とで、これにつきましても、道路や観光施設の景観衛生、安全面等を点検する作業に当

。 、 、たる方ということで２名を雇用してございます また 文化財の整備事業ということで

各種の郷土資料台帳のデータ整理に当たる作業ということで１名の雇用。それと、固定

資産台帳の整備に当たる職員ということで４名、さらにはインフルエンザワクチン、そ

れから河川台帳等々の整備に当たるということで２名、これが21年度の緊急雇用という

ことで、計14名の雇用を行ってございます。

一方、ふるさと雇用につきましては、地域福祉サポーター事業ということで、３名の

方の雇用を、民間でございますけれども行っているということでございます。

また、先ほど申し上げました経済危機対策の中で、雇用創出事業というものを厚岸町

。 、 、独自で行ってございます その中では６名の方々に従事していただきまして 字名改正

あるいは水道のほうの台帳整理等々、それから、災害時の要援護者の情報調査でありま

すとか公共施設の修繕等に当たっていただいたという内容になってございます これが21。

年度でございます。

22年度の緊急雇用でございますけれども 戸籍電算化に伴いまして その作業に当たっ、 、

ていただく方２名、道路、公園、観光施設の整備に当たっていただく方６名、学校支援

員の配置事業ということで２名、文化財整備ということで２名、合わせて12名の方に働

いていただいております。

また、今年度につきましては、北海道のほうも重点分野ということで特別の枠を設け

まして、そちらのほうでは厚岸町のほうから６名の方々に働いていただいている状況で

ございます。

さらに、ふるさと雇用でございますが、これも前年の21年度で引き続きということに

なりますが、民間の行うふるさと雇用に対しまして２名の雇用があるという内容になっ

てございます。

以上でございます。
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●議長（南谷議員） １番、音喜多議員。

●音喜多議員 今、３年の状況についてお話しいただきましたが、国からおりてくるお金

のほかに、町は相当つぎ込んでいるというふうに見るわけですね。それが一つの大きな

、 。 、広がりを見せているのではないかと思いますが お金の使い道としてはですね それで

この３年間の中で、そういった町有施設、公住から始まって、いろんなソフト事業もし

ていますけれども、金額的にどのくらい、割り増しというかつぎ込んで今日までやって

きたというか、どの程度の金額を投資したかと。

それから、今日まで３年間で、大分、町のそういう施設については整備されてきたと

いうふうに思います。これからも、まだやるべきところがあるのかどうなのか。今の時

点では、こういったことを続けてやっていかなければならないというか、まだまだ町と

してはどういうところがあるのか、それはどのくらい予算しているのかというか、そう

いった見通しというか、そういうのはあるものなのかどうなのか。その辺、伺いたい。

●議長（南谷議員） 本会議を休憩いたします。

午後２時42分休憩

午後２時44分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 済みません、貴重な時間をおとりしまして。

公共事業ということで、20年から22年度に至る、22年度につきましては、今年はまだ

事業着手中でございますので、実績ということにはなりませんが、ことしについては予

算も含めまして、総体で、大くくりで６億8,900万円ほどの事業投下ということになろう

かと思います。

、 、 、また 来年度以降という部分の計画という部分でございますが それにつきましては

第１次の実施計画、これに盛り込まれた部分を来年度以降の予算の中に反映していくよ

うな形で取り組んでいくということになるかと思います。

●議長（南谷議員） １番、音喜多議員。

●音喜多議員 とすると まだ この町有施設 あるいは町のそういったものを続けてやっ、 、 、

ていかんきゃならないということになるわけですね。今の時点では、何が出てくるかと

いうか、年計画の中に載っている、それを着実に実施していくということですね。

今回のような、国が特別にというか、今までやってきている仕事については、仮にそ

ういう特別な扱いがなくてもやらなくちゃいけない事業ではないのかなというか、ふだ

ん、ある程度、耐用年数が来れば取りかえなきゃいけないし、古くなれば改善していか
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。 、 、んきゃならない こういう予算が来るから一気にやるとか そういうことではなくして

ふだんからやっていかんきゃならない仕事ではなかったのかなという思いもします。そ

ういう意味では、まだほかに使い道というか考え方というか、視点がちょっと違うやり

方があるのではないのかなと思ってはいるんですが、まだそういう、町の公共工事中心

、 。にした事業を進めていくという考え方であるのかどうなのか その点について伺いたい

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） ３カ年の実施計画に基づきながらその実現を図ってい

くというのが基本でございます。また、３カ年につきましても、来年度以降の第２次の

実施計画策定作業に入るわけでございますけれども、当然、厚岸町には限られた財源と

いうこともあります。そういった財源等を見合わせながら、緊急性等々効果とか見なが

ら実施計画というのを組み立てていくわけでございますので、そういった中で、可能な

ものから、あるいは効果的なものから、取り組んでいくような部分に配慮しながら進め

ていきたいというふうに思っております。

●議長（南谷議員） １番、音喜多議員。

●音喜多議員 そういうハード事業もさることながら、これからのことを少し考えていく

と、少しソフト事業のほうにも力点を置いてやっていけないのかなというふうに思うん

ですね。確かに直すものは直さなきゃいけないけれども、これから先続くというか、あ

る程度、厚岸町を引っ張っていくような仕事というか、そういったものが生み出せない

のかと、この機会に。私はそのように考えるんですが、今、当面はそういう公共事業を

中心としたハード事業でいくという考え方でいくのか、その辺、もう一度お尋ねしたい

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（湊谷課長） お答えをいたします。

特に雇用対策の部分でございますけれども、それに関連しますと、町内の企業、どこ

。 。 、も厳しい中で経営を続けていると 新たな投資の部分にも向かっていかないと それと

先ほどのお話にもありましたが、質問の中でも答えてございますけれども、企業のほう

は、こういった厳しい状況の中でいかに雇用を確保するかという部分に取り組んでいた

だいていますけれども、どんどんこういう厳しい状況になってくると、非正規化という

心配も出てくるような状況にもあります。そういった部分では、雇用の確保ということ

で、新規の部分で増員がされれば、これは町にとって大変好ましいことでございますけ

れども、現状の企業の形からいきますと、いかに確保していくかという部分で苦慮して

いると。そういう中では、ソフト事業も当然必要だとは思います。

それと、先ほども町長の１回目の答弁でもありましたけれども、こういった20年から

の取り組みの中では、できるだけ町内企業のほうが受注できるようなことに配慮しなが
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ら、そういったことで雇用にも結びつけられるようなことを考えながら進めてきたとい

うこともありますので、そういった点、ご理解いただきたいと思います。

●議長（南谷議員） １番、音喜多議員。

●音喜多議員 ２点目に伺っております厚岸町の、今お話しした状況も関連してくるわけ

ですけれども、厚岸町がどういう状況にあるかということを、経済的にも、今回の答弁

書の中では依然として厳しい状況が続くであろうという言い方をしておりますが、以前

はそれほど厳しいというほどではないという言い方をされていたやに私は記憶がありま

す。そういった意味では、ここ二、三年の間に急に悪くなってきたのかなというわけで

はないと思うんですが、単年度で見れば、今ここの答弁書に書かれているとおり、今年

の異常気象が幸か不幸か左右している部分もあると思います。そういった中では、この

厚岸町の経済状況というか、そういった面では依然と厳しい状況が続くというふうに認

識されているのかどうなのか、改めてそこをお尋ねしたいと思います。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 私ども今回、この経済状況という部分では現状をとら

まえた形で答弁をさせていただいております。農業につきましては、こういった暑い日

が続いたということでの状況も出てきております。あるいは乳価の部分もございます。

そして、水産の部分につきましては、サンマのこういった不漁ということを受けて、基

幹産業がこういった状況でありますために、町の全体に及ぼすこの悪い方向での循環と

いいましょうか、特にサンマのほうにつきましては、すそ野の広いといいましょうか、

関連する業種が多ございますので、そういった部分ではすごく危惧されているところで

ございます。

こういった状況を見ますと、現状としては例年にはない厳しさが増しているというふ

。うな考えを持っているということでご答弁をさせていただいたということでございます

●議長（南谷議員） １番、音喜多議員。

●音喜多議員 今の答弁の中にもありますように、そういう認識であれば、どう町として

は、町民を守るというか、町民のそういう経済状況から、町も守るという意味ではどう

対応していかなきゃいけないかということはもう、過去に何回もそういうことを繰り返

してきているとするならば、ある程度の心構えというか準備というか、そういう用意は

できているかと思うんですけれども、今日の状況から見て、特別な対策というか対応と

いうか、そういったものをとるという状況にはあるのかないのか、その辺、もう一度改

めてお聞きしたいと思います。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。
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●まちづくり推進課長（湊谷課長） 関連業種含めて厳しい状況であるということは押さえ

てございます。そういった部分の町の対応としましては、町の既存のいろんなそういう

融資制度等もございます。それと、北海道のほうのそういった制度もあるという部分で

は、一義的にはそういった部分を関連業者のほうにも広くご説明をする、あるいは相談

に乗るということを考えながら、商工会等々と、あるいは金融機関等とも連携をしなが

ら、地域の雇用を守る、あるいは企業を守るということで対応を今後検討しながら進め

ていきたいなというふうに思っています。今、現状では、これという新しいものを考え

ているのかという部分では、今のところはまだそこに至っておりません。

●議長（南谷議員） １番、音喜多議員。

●音喜多議員 次に、給食センターの建設場所についてお伺いしたいというふうに思いま

す。

３月の時点で、場所も金額もある程度決めました。しかし、その後、宮崎のような、

口蹄疫が発生ということで。今、答弁にもありますように、人間には移らないよと。し

かしながら、宮崎のあの状況を見ると、人間に移らなくても消毒をしなきゃいけない、

車も消毒しなくちゃいけない、通る道もルートを変えなきゃいけないと。いろんなそう

いう日常生活にも支障を来したという状況を見たときに、あそこの場所が本当にふさわ

しいのかなというか、想定する、素人考えですけれども、厚岸町は乳牛を中心にして、

これからも続くでしょうと。そうすると、口蹄疫やＢＳＥなどは、起こらないことにこ

したことはないけれども、全く100％予防できるという、過去の発生例を見ますと、ネッ

トで見ても本当に、イギリスのドーバー海峡を越えて対岸に移るという、口蹄疫が、そ

。 。ういう事態も過去にはあったと そのくらい感染力が強いものだという事実もあります

人間には関係ないけれども、一旦あそこ、発生ということを想定すると、あそこは現

地等の直接やりとりしなくちゃいけないという第一現場ですよね。そうすると、そのそ

ばでということになると本当に これから 一度建ててしまえば30年 40年 50年と使っ、 、 、 、

、 。ていかなきゃいけない場所なのに そういう懸念されるところをあえてどうなのかなと

むしろ全然、そういう懸念される状況があるとするならば、一つでも二つでも払って、

安心な場所というか、そういったところがいいのではないか。これは素人的にも一般的

な考え方で、私はそのように思うわけであります。

そんな意味では、今の答弁の中では、全然、人には移りませんから問題ありませんよ

ということが書かれておりますが、人情的にと言ったらちょっと、何も人情ではないん

ですが、一般論からいって、食べ物をつくるところにそういった、万が一発生したら、

消毒等を含めて、ちょっとした、全く無関係ではいられないような気がするんですが、

その辺どのようにとらえていますか。

管理課長。●議長（南谷議員）

●管理課長（須佐課長） 今、宮崎の今回の発生例を心配されてお話しいただきましたが、

それぞれ消毒をしている現場が撮影されて、報道されたりしておりますが、これはあく
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までも２次感染、さらに感染を広げることを防止するために車両を消毒したり、それぞ

、 、れ畜舎に入るときに消毒をしたりということを行っている状態でありまして 私どもも

厚岸町農家感染防止対策とってきましたが、各学校の公共施設の入り口には消毒マット

を置き等々の対応につきましては 人が病原菌を家畜のほうに広めるのを防ぐためにとっ、

てきた対応でありまして、人間が媒介して家畜のほうに広げる、こういったことを恐れ

て対応してきたものであります。したがいまして、車についても洗浄したり消毒をした

りという、こういったことをなされてきているわけであります。

今回の答弁でも触れておりますが、人間への感染というのは全くないわけではない。

ですが、感染したとしても重篤なことになるわけでもないし、改めて今回、宮崎で発生

した口蹄疫の問題についても、幸いにして人間への感染は報告されておりません。

そういったことから、仮に今言われております給食センターの建設地のところが発生

源というような言い方をしておりますが、万が一発生源になるとすれば、家畜を飼って

いる畜舎が発生のもとになるわけでありまして、今、給食センターを建てようとしてい

る場所にあるのは、家畜舎ではなくて家畜の診療施設、万が一家畜が病気になったとき

に治療に来るような施設でありまして、本来、家畜というのは、診療施設に運び入れる

ことよりも、畜舎のほうで獣医の往診を受けて、畜舎で診てもらうというケースがほと

んど多いそうでありまして、時々は、今言ったように牧場主のほうから運び込まれて、

そこの診療施設で診察をすることはあるやに聞いておりますが、それにしても、獣医療

法の施行規則に基づきまして、それらの診療施設については、相当な設備を有している

からこそ診療施設ということで表示をして診療に当たっておりますし、もちろん獣医師

は、家畜伝染病予防法という法律をきちっと遵守しながら診療行為をしているというこ

とであります。

、 、 、したがいまして 答弁の中にも触れておりますが 施設から感染をするということは

施設そのものが感染を防止するための設備を用意した施設でなければ診療施設としては

、 、言えないわけでありまして そういったことでは安心をしていただきたいと思いますし

ぜひそういった不安については、できたら払拭をしていただけるようご指導いただけれ

ば幸いと思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

●議長（南谷議員） １番、音喜多議員。

●音喜多議員 ちょっと誤解されたら困りますよ。私が聞いたのは、家畜診療所は、現地

に行く、いわゆる搾乳、あるいは育成牛等、対応する獣医師さんがあそこを出入りする

わけですよね。あそこは獣医師さんの根拠地ですよね。現場ではなくて、集まって。で

すから、万が一何かあった場合は、まずあそこが、関係機関と、あるいは横とのつなが

りとの、情報を含めてのそういう伝達場所になるんではないかと思うんですね、現地よ

りも 現地は診療に当たるわけですから そういった関係での出入りというか そういっ。 。 、

たことが頻繁になるだろうし、今回の宮崎の場合は、そういうところに報道関係が押し

かけて、報道関係の車が、それこそ広めたんでないかというくらい報道が押しかけたと

いうことも言われているわけですよね。ですから、あそこから発生するということでは

ないわけです。ただし、発生はしないけれども、現地とのやりとりの獣医師さんはあそ
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こに根拠地として出入りするでしょうという考え方でありますから、その辺はちょっと

誤解されては困るのです。

そういう、家畜診療所なり共済組合のあそこが、今言われた伝染病だとかそういうの

は当たり前の話であって、予防的には。そんな不十分なことで仕事しているわけじゃな

いと思います。でも、なおかつ、その口蹄疫というのは、そのすき間をねらって発生す

るわけですね。発生する原因が何であるかというのは、今回はいろいろ言われています

けれども、多くは輸入牧草ではないかと。ですから、厚岸町は、そういった点ではかな

り、発生率とかそういうのは少なくなるだろうし、これからは、そういう飼料類は輸入

が中心ですよね、北米あたりから。ですけれども、いっときは中国からもかなり、北海

道でもホクレンを通さないで輸入している方もいらっしゃった。ただし、中国では、ネ

ットで見る限りでも、本当にどこでも満遍なく発生が非常に高い地域というふうに記述

されているわけですよ。

そんなことからすれば、今は盛んにデントコーンを自分たちでつくっていますから、

そういったことはかなり、発生源というか、そういうことは低くなるだろうというふう

に考えますけれども そういったことが懸念されることが一旦発生すると もう 30年 40、 、 、 、

年、50年という、そういう施設が、あの場所に建設するとなると、それを心配して給食

センターを運営していかなければならないということになり得ないかと。それならば、

私は、むしろ別なところのほうが、遠ざける施策はできないものかというふうに思って

いるからお尋ねするわけでありますので、今の答弁では、もう絶対、何が何でもという

ことのようですが、その考え方には変わりございませんか。

●議長（南谷議員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 今のご質問なんですけれども、ちょっとわかりかねるのは、獣医

師さんが出入りすると。そのことによって給食センターの業務にどのような支障がある

という、何を懸念されているのかがちょっとわかりかねるんですよ。というのは、今、

答弁でもお話ししたとおり、人間に対する影響というのは、まずほとんど何もないとい

う状況です、口蹄疫に関しては。この中で、人を介して、ですから、例えば報道関係の

人たちが介して、家畜にまた移るんではないかという、そういう懸念、それは確かにい

ろんな場面でも、宮崎の場合もありました。そのことと給食センターを建てることとの

懸念が、どうも結びつかないんですよ。というのは、それはそれとして、いろんな報道

関係の方はいらっしゃる。うちはうちとして給食をつくる。そして、給食を配送する場

合に当たっては十分な注意を払って、学校の中に入る場合についても消石灰をまいたと

ころを踏むような措置も今回もとりましたし、それはどこの建設地に給食センターをつ

くろうが、そういう酪農地域の学校に入るときには十分な注意を払い、帰ってきた場合

については、その配送車を洗浄するというふうな措置を今でもとっておりますし、今後

も、そういうふうな状況になった場合については行うということですので、我々は、今

回の部分と建設予定地との中の関連としての懸念というのが、逆にわからないという、

何を心配されているのかがわからないなというふうな状況なんですけれども。

私どもの考えとしては変わらないということでお答えをさせていただきたいと思いま
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す。

●議長（南谷議員） １番、音喜多議員。

●音喜多議員 押し問答みたい感じになりますけれども、人間に移らないというのは私も

重々。そこを出入りする獣医師さんがいるから、じゃあ給食センターにどう関係するの

ということですよね。私は、直接の関係はないと思いますけれども、ただ、食べる物を

つくる、そういった病原菌が発生している、出入りする車含めて洗浄含めて、それこそ

しなきゃいけないところですよね、もう向こうのほうだって。そういうところからする

と、隣接地に当たるわけですから、全く被害はないかもしれない。だけれども、一般論

的にはそういったものが発生して出入りしている、火事の真向かいにいるとなると、そ

れはどうなのかという懸念さから私は言って、もし出た場合は行政のやることだからと

いって済むものなのかどうなのか。この際、真剣に考える必要があるのではないのかと

いう意味で改めて質問させていただきました。

、 、 、 、今 言われたように そういう改める考え方はないということでございますが もし

過去にＯ１５７ということでの問題もありました。やはり食中毒だとか、そういったも

のに対する危機管理というのは、当然、今はもうでき上がっているでしょう。口蹄疫な

りＢＳＥなりが仮にそういうことになった場合の対応ということも重々考えておくべき

だなというふうに考えますが、その辺はいかがですか。

●議長（南谷議員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） いわゆる漠然とした不安というのに近いのかなというふうには思

うんですけれども、先ほど答弁の中でもお答えさせていただいているんですけれども、

いわゆる釧路市内にある総合病院、いろいろな一般病院等が近くにある場合でも給食施

設等の建設の基準には合致するんですよという言い方は、これは逆に保健所のほうから

言われたことです。これは、特に家畜の問題以上に、人間の感染する病気の中でも、そ

れは病院は病院としての設置基準に基づいて建設し、安全を確保しているということで

ございますし、現に釧路市内の総合病院の近くにもたくさんの食品を提供する施設とい

うのはあるというふうに認識しておりますので、ましてやその中に食堂もたくさんあり

ますし、現在は喫茶コーナーも非常に好評だというふうな記事も出ているというふうな

状況ですので、内部にある、あるいは近くにあるということによって、そのこと自体が

危険であるというふうな認識は、私どもは持っていないということでございます。

それと、もちろんＯ１５７等々の部分につきましては、今回の別の議員さんの質問の

、 、中にもございますけれども 十分対応していけるようなマニュアルも持っておりますし

そういうふうな設備にしていきたいというふうに考えております。今おっしゃいました

ＢＳＥ等々の発生においても同様の考えでおります。

●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。

再開を午後３時45分とし、本会議を休憩いたします。
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午後３時12分休憩

午後３時45分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

日程第９、15番、石澤議員の一般質問を行います。

15番、石澤議員。

●石澤議員 さきに提出した一般質問通告書に従って質問いたします。

１、職員の雇用形態の改善について。

職員の正規、非正規の実態はどうなっているか。

臨時、季節雇用の実態はどうなっているか。年間を通じて働けているのか。

福祉現場は、若い労働者、女性によって担われているが、仕事への将来展望が持ちに

くい現実がある。専門的職業として位置づけ、労働条件と生活を保障する正規雇用へ改

善できないか。

それから、他の公務労働者についても非正規雇用からの改善を図れないか。

２、民間の雇用形態はどのように把握しているか。

３、身体の不自由な高齢者を対象にした、ごみの玄関先収集を始めることができない

か。

以上で１回目の質問を終わります。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） 15番、石澤議員のご質問にお答えいたします。

１点目の職員の雇用形態の改善について。

初めに、職員の正規、非正規の実態はどうなっているかについてでありますが、ご質

問者の言うところの正規職員、非正規職員については、前者は厚岸町職員定数条例第１

条に規定する一般職の職員で、後者は厚岸町定数外職員取扱要綱第２に規定する嘱託職

員、非常勤職員及び臨時職員であります。

実態についてですが、９月の８日現在、いわゆる正規職員は270人、非正規職員は271

人となっているところであります。

次に、臨時、季節雇用の実態はどうなっているか。年間を通じて働けているかについ

てでありますが、臨時、季節雇用の形態として、厚岸町が任用している臨時職員は、同

日現在170人で、各種公共施設の開館または開設の期間や選挙事務、税務の申告事務など

一般事務の繁忙期に限り任用している場合もありますので、すべて臨時職員が年間を通

じた雇用とはなっていないところであります。

次に、福祉現場は若い労働者や女性によって担われているが、仕事への将来展望が持

ちにくい現実があり、専門的職業として位置づけ、労働条件と生活を保障する正規雇用

、 、 、へ改善できないかについてでありますが 特別養護老人ホーム デイサービスセンター
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町立厚岸病院、保育所及び児童館を福祉部門として申し上げますと、非正規とした当該

部門の職員数は101人で、これらの施設に勤務する一般事務職員以外は、いわゆる非正規

職員であるものの、嘱託、非常勤、臨時職員にかかわらず、介護員、看護師などの専門

職業、いわゆる専門職として任用しております。

これら専門職の正規雇用への改善については、いまだ厳しい状況が続く民間の雇用状

況や町の財政状況を十分に見きわめながら、その対応について今後慎重に検討すべき課

題であると考えております。

次に、他の公務労働者についても非正規雇用からの改善を図れないかについてであり

ますが、福祉部門の非正規職員について申し上げたとおりでありますので、ご理解願い

ます。

続いて、２点目の雇用形態はどのように把握しているのかについてのお尋ねでありま

すが、厚岸町における雇用形態を把握できる調査は行っていないため、町内の民間企業

の雇用形態についてお示しすることができません。しかし、国が５年ごとに実施してい

る就業構造基本調査では北海道分の調査結果が公表されており、直近では平成19年10月

１日を基準日として、道内約１万3,000世帯の15歳以上の世帯員約２万9,000人を対象に

行われております。

、 、 、その調査結果によりますと 自営業主と家族従事者 さらに会社などの役員を除いた

いわゆる正規就業者と非正規就業者の構成比では、正規就業者が61.8％、非正規就業者

が38.2％となっております。また、非正規就業者38.2％の内訳では、パートが18.9％、

アルバイト7.8％、派遣社員1.5％、契約社員及び嘱託が7.8％と、その他2.2％となって

いるところでございます。

続いて、３点目の身体の不自由な高齢者を対象にしたごみの玄関先収集を始めること

ができないのかとのお尋ねでありますが、ごみの収集方法につきましては、全道的には

あらかじめ定められた場所に出されたごみをまとめて収集するステーション方式が一般

的ですが、厚岸町の収集方法は、ステーション方式ではなく玄関的にごみ箱を置けば各

戸ごとに収集する戸別収集方式であります。したがいまして、お尋ねの玄関先収集に近

い方式で行っております。

つきましては、体の不自由な高齢者に限らず、玄関先にごみ箱がない家庭もあります

が、この場合、個別の相談に応じて収集している実態もありますことから、今後もこの

体制を継続してまいりたいと考えておりますので、ご理解を願います。

以上でございます。

●議長（南谷議員） 15番、石澤議員。

●石澤議員 正職から非正規に置きかえてきた部門とか、いつから正規よりも非正規が多

くなっていったか、その流れというのはどういう形なんですか。今、非正規がどんどん

ふえていっているという状況があるんですけれども、厚岸の場合はどの辺からそういう

流れに変わってきたのか、それをまず聞きたいと思います。

●議長（南谷議員） 総務課長。
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●総務課長（佐藤課長） ご質問にお答えいたします。

正規職員、それから非正規職員というふうにこれから表現させていただきます。

一例を挙げますと、特別養護老人ホーム心和園、昭和55年に建設をし、供用開始して

。 、 。ございます その際に いわゆる介護員が要綱上の嘱託職員として任用してございます

、 、 、 。その後 本年 14名の嘱託職員を採用したというのが大きな流れで 人数でございます

それ以外につきましては 要するに退職されたとか そういうことで 一定のまとまっ、 、 、

た人数の流れで、いわゆる嘱託職員から非正規職員にしたという例はございません。

●議長（南谷議員） 15番、石澤議員。

●石澤議員 そうしたら、介護職のほうが多くなってきたと思うんですが、そのほかにど

、 。の部分で正規から非正規の割合が多くなっていったかというのは どの部署でしょうか

さっきは保育所なんかもあったみたいですけど、特に多い部署はどこですか。正職と非

正規の割合で、非正規のほうが多い部署はどこどこどこですか。

●議長（南谷議員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） お答えいたします。

ご質問の件につきまして、詳しい資料をちょっと準備不足でできませんでしたが、非

正規職員、いわゆる嘱託職員に限らせていただきます。これは、心和園が一番多いとこ

ろでございます。あと、嘱託職員でいるところ、町長部局としては町立病院もおります

けれども、これにつきましても、いわゆる特別養護老人ホームよりも少ない数でござい

ますので、一番多いところの部署としては心和園、それからデイサービスということに

なると思います。

●議長（南谷議員） 15番、石澤議員。

●石澤議員 正規ではとらなくて嘱託職員にした理由は何ですか。

●議長（南谷議員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） 昭和55年にさかのぼらなくてよろしいでしょうか （ いいよ」と。「

呼ぶ）それには関連しますけれども、昭和55年に心和園が建設され、供用を開始された

ときに、いわゆる正職員として採用しないで嘱託職員として任用して始めてきました。

それで、その後、今回、増床したときに、それに倣って14名の嘱託職員を任用したとこ

ろでございますけれども その際に 正職員として採用するということになりますと 55、 、 、

年当時から嘱託職員として、介護員として就労されていた方との、要するにそごといい

ますか、不公平と申しますか、そういうことが生じるということで、今回、14人の介護

人の増員につきましては、嘱託職員ということで決定をさせて公募をし、任用させてい
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ただいたところでございます。

●議長（南谷議員） 15番、石澤議員。

●石澤議員 さっき55年までさかのぼらなくていいって言ったんですけど、さかのぼって聞

きます。

55年からやってきた方を正規職員にしなかった理由は何ですか。

●議長（南谷議員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） 簡単に申し上げますと、当時、昭和55年というのは、かなり最近

に近い、財政状況が苦しい状況でございました。簡単に申し上げますと、財源的なこと

は申し上げたくはないんですが、いわゆる正職員にした場合と、それから嘱託職員にし

た場合の、要するに経費の問題ですね、運営費の問題。これを勘案し、嘱託職員として

採用するという理事者の決定をもって供用開始をされたというように私は記憶してござ

います。

●議長（南谷議員） 15番、石澤議員。

●石澤議員 要は財政が苦しかったから嘱託職員のままだったということですね。

そしたら、ここで働いていた人の生活というのは、だれかもう１人働いている人がい

ないと、その人の生活が支えられないような給料の形態で、そのままでよかったという

ふうに認識していたんでしょうか。

●議長（南谷議員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） お答えします。

基本的にはそのような考え方で嘱託職員として任用したということではないように承知し

。 、 、 、 、ております 理由は 公立 いわゆる役場が直接運営する施設ということで 職員の給与

介護員さんの給与、いわゆる賃金、それからもろもろの維持費等々、それから入所され

る方のいわゆる負担、それぞれ勘案したときに、民間で言うと経営的に成り立つかとい

う試算を当時したというふうに私は記憶してございます。それで、要するに正規職員に

した場合に、幾ら幾らの人件費がかかる、運営費が幾らかかる、それで入所される方の

負担金が幾ら入る、国庫金から幾らの補助金等が入る、それらを勘案して、総体的に特

別養護老人ホームの運営をどうするべきかということを勘案して、それで、例えば運営

費、出るほう、支出に１億円かかると。収入、歳入のほうに5,000万円かかるということ

になると、5,000万円赤字になると。それは、特別会計を設置して運営しているという観

点から、一般会計からの繰り入れが必要になるという状況もあっての、そういう総合的

な判断の上に立って、要するに嘱託職員で介護員として任用をして運営をしていくとい

う判断のもとに始まったというふうに私は承知しております。
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●議長（南谷議員） 15番、石澤議員。

●石澤議員 何か、生活大変だったろうなというのが、維持していかなきゃならないから、

確かにそうなんですけれども、それで、この心和園以外でも、今は正規ですけれども、

今の人が退職した後は臨時でしか雇わないという部署はありますか。例えば、学校で言

えば公務補さんとか、それから、そういうので、仕事は同じなのに臨時でとする理由が

知りたいんです。

●議長（南谷議員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） 基本的には、今、公務補さんという表現をされましたが、公務補

さんが退職なされたと。それで、必要であれば公務補さんとして任用することになろう

かと思いますが、ご存じのとおり、近年、何年か前か、今ちょっと記憶にございません

が、スタッフ制を組んで、それぞれ公務補さんについてはグループを組んで、学校の、

そういういわゆる整備、管理等を行っております。したがいまして、仮にどなたかが退

職された場合には、そこにまた新たに補充をするという考え方のもとで、今現在はそう

いうことは考えてございません。

●議長（南谷議員） 15番、石澤議員。

●石澤議員 たまたま公務補さんと言ったんですけど、募集するときに、募集する賃金あ

りますよね。賃金を見て、結構たくさん来たと思うんですけど、応募。ただ、賃金が余

りにも低くて、これでは家族を養えないのでといって断念した人が何人もいるって聞い

たんですけれども、そういう形の賃金のあり方で、どんどん、厚岸で働きたいと、厚岸

に住みたいと思っている人が住めなくなっていくんじゃないのかなということがあって

こういう質問をしてるんですけど、仕事の内容はそんなに、チームをつくって回るから

いいっていうにしても、臨時でいいっていうことにはならないような気がするんですけ

ど、そういう感じがします。

それと、さっきの心和園も含めてそうですけど、例えば保育所なんかに、正規の保母

さんがいて、そして、その後、臨時の職員がいて、そして嘱託職員もいてというふうに

して、こう分かれて入っている場合に、本来なら、きちっと子育てを支援するという以

上は、チームでしっかりやってかなければならないんですよ、子供たちにとってはね。

ころころ変わるっていうこと自体が子供にとっては大変だし、それをマニュアル化して

しまえないと思うんです、子供ですから。子供たちもあれば、それからさっきの心和園

の、対人ですよ。人対人に対するときに、こういうようなマニュアルでやりなさいと。

そうすれば何とかなるよじゃ、結局、正職の人に物すごい比重がかかるから、絶対に何

かあったら困るのでマニュアル化してしまうということもあると思うんですが、それで

はやっていけないと思うんですよ。だから、そういうのも含めて、同じ仕事をしている

人たちの身分をちゃんとしてやることがとても大切だと思うんですが、専門性が物すご
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く高いものだと思うんですよね、さっき専門職としてとっているって答えていましたけ

れども。そういうものを臨時の人たちの生活が不安定な状態で雇っていいのかなってい

うのが思うんですけれども、その辺はどうですか。生活の保障というか、福利厚生なん

かはどういう状態になっているのか聞きたいんですけれども。

●議長（南谷議員） 総務課長。

●総務課長 佐藤課長 お答えいたします 同じ仕事ということから まず臨時として雇っ（ ） 。 、

ていることがいかがなものかということだということでの前提で答弁させていただきま

す。

同じ仕事をしているというのは、例えば正職員がいて、例えばＡという、今で言うと

８時間15分でしたか、週、それと臨時の職員も同じ時間でやっていて、同じ仕事をして

いて、それで臨時で、当然、給与の格差が出てくると。それについて、そういうことで

よろしいのかというご指摘だと思いますが、それは確かに、同じ仕事をしていて、給与

と言いますけれども、給料でも構いません。差があるということは、これはだれが考え

ても、同じことをやっていて、不公平ではないかということではございますけれども、

それは、その場において、正職員を配置しなければならないところ、それを補完するべ

きところ、それをきちっと踏まえながら配置なり任用をしていくべきであろうと。それ

から、正規職員につきましては、やはり責任の度合いが完全にここでは違います。臨時

職員が例えば正規職員の補完的な役割を果たしていただけるように任用した場合に、一

緒に仕事をしていると。それが同等の重労働であるかもしれませんが、基本的には正規

職員は、何か事故等があった場合には重大な責任を負うところでございます。

そういう意味もございまして、この臨時職員につきましては、定められた賃金体系に

よって任用しているところでございます。これは、ちょっと答えになっていないかもし

れませんが、まず臨時職員のやっていることと同じ仕事という部分では、必ずしも、全

く同じ、同質、同量かもしれませんが、責任の度合い等々から考えると、違うというよ

うに認識しているところでございます。

それから、福利厚生の面ですが、嘱託職員について限らせてもらいますが、これは基

本的に、任用１年後、正規職員と同様の福利厚生の、いわゆる見返りといいますか、そ

ういうことになります。ただし、正規職員と嘱託職員との、いわゆる給与の差、給料の

差があるというところでございます。

●議長（南谷議員） 15番、石澤議員。

●石澤議員 確かに正職の人の責任の重さというのはわかります。だけども、これは前に、

今はもう退職した方ですけど、その人がすごく大変だったという話があったんですが、

それまで嘱託職員だった同じ仲間が、自分が正規で責任者だったんですけど、臨時と嘱

託に分けられてしまったと。そうすることで、職場の中に何とも言えないぎくしゃくが

起きてしまったことで、その人の責任が物すごく、今まではきちっと話し合いができた

ことが、それぞれの意見が出せたことが出せなくなるような職場になってしまったと。
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そういうことが本当にあっていいのかなというのと、あと、臨時で働いている人たちは

常に１年ごと更新の場合もありますよね。それは常に生活の不安があるんですよ。生活

設計ができないし、今こういうふうにやって、これをやったらもっといいだろうなとい

うことがあることが、来年の保障がないことで、それを形にできないという、だから、

、 。 、本当に人材として育ち上げることができない 臨時の人の立場に置いておくと だから

それも含めてちゃんとした雇用を、町の財政が大変なのはわかりますけども、町全体も

すごく不景気です。

極端に言えば、今、厚岸町も含めてそうですけれども、高齢になってきますよね、ど

んどん。これからも高齢化進んでいくと思います。そうすると、高齢化の人を支えてい

く事業も立ち上がっていくと思いますし、そこで働く人もふやしていくことができると

思うんですよ。そうすると、そこで働いている人が、自分の未来がちゃんと設計として

、 、 。できれば 変な話 厚岸町で生活する場としてつくり上げることができると思うんです

そういうのも含めて、変な話ですけど、福祉を、今まで公共事業、公共事業と言ってま

したけど、公共事業の真ん中に据えてまちづくりというのを考えていくことができない

もんでしょうかね。いかがでしょうか。

●議長（南谷議員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） おっしゃることはよく理解できます。ただ、今まで総務課長が答

弁したように、そういう福祉にかかわる事業を存続するためには、必要な経費というも

のをはじき出さなければ、持続可能な福祉施策ということができ得ないということなの

ですね。確かに臨時で雇用されている方たちの賃金、あるいは手当等々を勘案すると、

正規の職員に比べると著しく給与の待遇が低いというのは重々承知をしております。た

だし、そういう、今年度新たに心和園のほうで雇用させていただいた方には、雇用の条

件、これらを提示をさせていただいて、こういう条件で働いてもらいたいということを

説明を申し上げて、その中でご応募をいただいたと。その中から選抜をさせていただい

たということであります。

最も大事なのは、できればそういう方たちの待遇改善というものはきちっとしていか

、 、 、なければならないというふうに思っておりますが 現状では 例えばの例で言いますと

保育所施設にしましても、あるいは心和園、高齢者の方々のお世話をさせていただいて

いる施設の運営経費、これらも見せていただいても、入ってくる収量、あるいは国から

の補助、それらを入れてもまだ間に合っていないという状況なんですね。それらを十分

勘案をさせていただきながら、待遇の改善できるものはしていかなければならないと思

いますが、まず高齢社会、それから福祉施策、これらをきちっと存続させていくために

は、そういう財政的なバランスも考えてやっていかなければならないという状況である

ということをご理解をいただきたいと思います。

●議長（南谷議員） 15番、石澤議員。

●石澤議員 それもわかります。お金がなければ何もできないということなんでしょうけ
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、 、 、 、 、ど ただ そうじゃなくて せっかく培っていた 例えば保母さんの場合で言いますと

保育をしている人たちの持っているもの、培っていたものがありますよね。そういうも

のを臨時とかそういう形でその人たちに伝わっていかないというかね。何といったらい

いのかな。その人の持っている技術とかそういうものを、臨時であった場合、そこにい

ない場合もありますよね。勉強することも不可能な場合もありますよね。保育というの

は学習していかなければならないし、教育現場もそうですけど、それを、せっかく持っ

ているノウハウみたいなものをきちっと伝えながら子育てをしていける現場をつくり上

げていかなければならないと思うんですよ。今、若いお母さん方の中には、子育てする

ことが、こういう四角い子育て、成績表みたいな形で、何というのかな、そういう順番

つけられるみたいなところがあったりしているところもあるんですけれども、それは

ちょっと別な話なんですけど、そういう、本来ずっと培ってきたいろんな、子供たちも

含めて、この職場、それぞれの職場で働いてきたものがきちっと、身分が安定している

ということで伝わっていくものが伝わっていかないということがとても問題があると思

うんです。

それで、一歩引いて、臨時という形にしてもいいですけど、それがずっと常に更新し

。 。ていくという保障をほしいと思うんですよ 何か常に自分がいつ切られるかわからない

何か言ったらやめさせられるのではないかとかと、そういう不安を常に抱えて仕事して

いるのと、たとえ臨時であっても、何年間もこういうふうに更新していけるという確信

があれば違うと思うんですけど そういう考え方はないですか 臨時でありながら ちゃ、 。 、

んときちっとやっていくことは可能ということは考えることはできないですか。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からお答えをいたします。

石澤議員もご承知のことと思います。また、第１回目の答弁でお答えをいたしており

ますが、町職員といいますのは、厚岸町の定数条例で決まっているんです。しかしなが

ら、仕事が、行政事務の増加に対応するための、臨時に職員が必要だということは地公

。 。法で決まっているんです 22条２項または第５項によって臨時職員を採用できるんです

その適用をいたしております。

それから、身分の取り扱いでありますが、原則としては正職員と同じ規定が適用され

るんです。

それから、給与等、報酬と言いますが、につきましては、職務中の原則というものが

地公法にあるんです。法律に基づいて任用し、法律に基づいて報酬をしているというこ

とについてはご理解をいただきたいと思います。

しかしながら、行政サービスの維持向上の観点から、十分にその点については配慮し

、 、なければなりませんけれども そういう建前になっているということでございますので

ご理解をいただきたいと思いますので、将来も保障されるのかされないのかということ

でありますが、これは、公募に基づいて採用しておりますので、ご理解をいただきたい

と存じます。
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●議長（南谷議員） 15番、石澤議員。

●石澤議員 そうすると、臨時で働いて、さっきもありましたけれども、その人が、それ

、 、 、が切れた後の生活はどうなっているのかということは 変な話 知らないよということ

これは言い方が変ですけれども、臨時で働いている人たちというのは本当に必死で働い

ているんです。だから、その不安感というのは、わかります、法律で決まっているから

どうのこうのというのは。ただ、同じ仕事を、さっき言いましたけれども、今までずっ

と同じように雇用体系で働いてきたものが臨時に変わったりなんだりしている部分も、

これはさっきの、嘱託職員だったのが臨時と嘱託に分けられた話をしたんですけど、結

局、この仕事をきちっとやりたいなと思って入ってくる若い人の働き場所をどうやって

。 、確保するのかということも含めて聞きたいんです 保母さんにしてもそうですけれども

これから正規で雇用するという考えというのは、保育所とかそういうのではどういうふ

うに考えているんでしょうか。

●議長（南谷議員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 今、我々は議会にも既にお示しをさせていただいて、石澤議員が

なられる前、職員適正管理計画、これを持っています。これは、これまでの議会でもご

答弁を申し上げたとおり、ここ数年は、いわゆる団塊の世代と言われる方たちが10名程

度ずつ毎年退職されていきます。その補充をどの程度にするかというのは、６割程度に

抑えたいと。それはどういうことかといいますと、地方交付税が平成12年と比較して十

数億円も一気に削られているという状況があります。そうすると、例えば、16年だった

と記憶していますが、16年から正規の職員の給料も削らなければならないという状況が

起きています。これは議会の皆さんにも給料条例の提案の段階でいろいろご議論をいた

だきましたけれども、そういう状況にあるということでありますから、そうしますと、

石澤議員のお気持ち、よくわかります。私も、実は採用されたときには臨時でございま

した。日給月給、休んだら１円もいただけないという待遇でございました。非常に不安

で、そういう気持ち、経験をさせていただいておりますのでよくわかりますが、正規の

職員に関しましては、今言いました職員適正管理計画、これに基づいて、議会で承認を

いただいている職員定数の範囲外でこれを充足してまいりたいと、そのように考えてい

ます。

、 、 、 、それと 臨時の方たちに関しましては 今言いましたとおり パートで働いている方

日給月給で働いている方、月額報酬を支給させていただいている方、さまざまでござい

ます。それは、単発的に必要な部署、それから、ある一定の、恒常的といいますか、年

間雇用をさせていただかないと続いていけないなというような、例えば心和園の介護に

当たっている方たち、そういうケース・バイ・ケースで判断をさせていただいておりま

す。そういう手法を継続していかなければならないというふうに認識をしております。

ただ、ご心配の、先ほど言いました、福祉現場で、なかなか自分の経験や、あるい

は培ってきたノウハウが職場の中で伝わっていかないというような問題については、こ

、 、 、れはまた その職場の中で どうやったらその方たちのノウハウや経験が生かされるか
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伝達されていくのかということについては議論をし、途絶えるというようなことがない

ように、別の方法で考えたいというふうに思います。

●議長（南谷議員） 15番、石澤議員。

●石澤議員 ぜひ考えていってください。

それで、こうやって出してもらった資料を見てたら思うんですけど、臨時とか非正規

の世界は女性が多いんですよね。だんなさんが働いているからというのが前提で介護職

、 。 、 、員の給料が決められているらしんですけど 国の だから 親の庇護の中でいる人とか

それから夫が働いているからこのお金でいいという基準が国の基準で決められたような

んですけど、そこがそもそも間違ってるんですけどね。ただ、非正規で働いてた、ヨー

ロッパで始まった雇用形態というのは、導入した背景というのは、18歳の人たちの働く

訓練の場所として、まず非正規の仕事になれさせて、それから正規にという、訓練の場

、所として使い出したのが日本に来てぐにゃっと曲げられたということらしいんですけど

やっぱり若い人が働ける現場をきちっとつくり上げていくことも、これからも大事だと

思います。特に子育てしていく現場というのはどうしても、簡単で済むかなと思って、

単純に正規でない人で補充してしまうというのがあるのかもしれませんが、その辺は本

当に、町長言ったとおり考えていってください。

それから、次に移っていくんですけども、福祉のことをやるとお金がかかると言うん

ですけれども、もう少し、何か、大きく、何というのかな、お金を、ちょっと方法を変

えて、何せここで住んで生きていきたいという人が、みんな生きているわけですから、

どっかに行きたいとかじゃなくて厚岸に住みたいという人が住んで、それを手助けする

ことが仕事になれば、仕事がそこに生まれてくると思うので、そういうことも考えてほ

しいと思います。

それと、民間の雇用形態がどんなふうになっているか厚岸町では把握していないとい

うふうにさっき答えていて、全道のということが答えてもらったんですけど。もう、派

遣社員の問題が立ち上がってきて、去年、一昨年ぐらいから一気に出てきてますよね。

厚岸町の雇用形態が把握できない理由は何でしょうか。ちょっとそれを聞きたいんです

けど。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 私のほうから、厚岸町の民間の雇用形態がなぜつかめ

ないのかということでございます。

町長の答弁の中でもありました、就業構造基本調査、これは、国の統計法に基づく機

関統計ということで実施されているものでございます。これも、国がやっているものな

んですが、国勢調査のように全世帯を対象にするということは難しいということで、全

国の中で３万調査区設定をして、全国で100万人世帯を対象にしてやっていると。北海道

については２万9,000人を対象にした調査をやっていると。

実は、これに伴って、厚岸町内でも30世帯が対象になって、この調査は実施されてお
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ります。これは国がやっているものですから、北海道を通して国のほうに行っているも

ので、厚岸町の30世帯の状況はどうなっているかというのは、厚岸町のほうにも報告は

ありません。北海道全体のほうで集計をされたものが公表されているということで、そ

の内容が先ほど町長の答弁からもありました。

こういった国の統計法に基づいて行うというものになりますと、調査の客体、調査の

対象になった方は、調査に協力をしなければならないという義務が課せられます、法律

の中で。ですから、その対象になったところは、基本的にはすべての結果が得られると

いう状況になります。この基本調査も、調査員がそれぞれのお宅に訪問をして記入をし

てもらう、あるいは聞き取りをするということで、悉皆的な部分でやられます。ですか

ら、回収率はほぼ100％。それが全道、全国でやりますので、全体の雇用形態の傾向がこ

の調査によってわかるという調査内容になっています。

それじゃあ、厚岸が独自でそういった調査もできないのかということになりますと、

先ほど言った、国のこういった調査は、法律に基づいてやっているわけですから、国民

のほうにまず一定の義務が課せられますが、厚岸町が独自でやるということになります

と、任意の協力的なことになろうかと思います。そうなりますと、当然、回収率が100％

近くに及べばいいんですが、協力が得られる方ということになりますと、基本的には、

総合計画をやるときも多くの方々にもアンケート調査等をやっていますけれども、回答

率というのは極めて30％と低いと。また、その回答をしないことによってどうのこうの

という縛りも出てこないという中では、町民の中の協力をもらってという結果になろう

かと思います。

そうなりますと、回答をいただく部分の偏りが、年齢であるだとか、業種であるだと

か、そういった部分での偏りが出てしまうと、それをもって厚岸町全体の民間雇用の形

態というふうな部分というのは、信憑性といいますか、正確性という部分ではかなり欠

けてしまうという実態もあろうかと思います。そういった部分で、現時点では町でもそ

ういった調査を行っていないということになります。

●議長（南谷議員） 15番、石澤議員。

●石澤議員 まちづくりをしていく中で、町民がどういう雇用の状態になっているかとい

うことを把握するということはとても大事なことだと思うんですよ。商工会ありますよ

ね。商工会とか、それから農協もありますし漁協もありますよね。そういうとことタイ

アップして、今、厚岸町がどうなっているかということぐらいは、大ざっぱなものはつ

かめると思うんですけど、それもできないですか。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

（ ） 、 、 、●まちづくり推進課長 湊谷課長 今 議員おっしゃいました 例えば農協であるだとか

漁協であるだとか、それで商工会であれば商店という部分もあるんでしょうけれども、

そういった中で協力をもらいながら、大筋な傾向をつかむということは可能かもしれま

せんけれども、先ほどあったような厚岸町全体の従業者の雇用形態をどうつかもうかと



- 65 -

なると 悉皆的な調査というふうにとらまえておりましたので そういった部分はちょっ、 、

と、厚岸町独自にはできないというお話をさせていただきました。

、 、 。 、ただ ５年ごとに行われる国勢調査 ことしも10月１日に行われます その部分では

産業形態別の結果は出るわけでございますが、パートであるだとか、あるいは派遣であ

るだとか、アルバイトであるだとか、そういった雇用形態まではこちらではつかめない

んですけれども、雇用形態、民間の部分、厚岸町の部分をつかもうという部分では、傾

向をつかむという部分では有効な手だてかもしれませんが、現状、今、厚岸町では行っ

ておりませんので、お示しをできないということでした。

ただ、この先という部分におきましては、どれだけの民間の企業さん方の協力が得ら

れるのかという部分は、漁協なり農協だけとらまえれば、それはある程度、厚岸町役場

と同じような形で、すぐお示しはいただけるかもしれません。ただ、民間の部分の協力

形態がどこまでいただけるかという部分は、商工会等々も通じて検討していきたいとい

うふうに思います。

●議長（南谷議員） 15番、石澤議員。

●石澤議員 なぜこれを言うかといいますと、そういうことで、厚岸の中で就職できない

で困っている人とか、それから親と一緒に暮らすことで、本当に生活、いつまでたって

も自立できないという人たちをどうやって自立させていくかということも含めて、さっ

、 、きの話ではないですけど釧路生保のこともありますけど そういうようなことも含めて

もっと考えて、町として働く場所をいかにして考え出すかということをやっていったほ

、 。うがいいと思って 町としてどういうふうにとらえているのかという形で聞いたんです

ですからぜひ、やっぱり、どんな形でみんなが生活しているのかというのは、大まかで

いいからきちっと把握していってほしいなと思います。

それと、次に移りますが、ごみ収集のことなんですけど、戸別の収集は、やっている

のはわかります。厚岸町の場合、もうきちっと戸別回っていっているのはわかるんです

けども、本当に足腰痛くなってしまったら、本当に玄関あけてごみを持っていってくれ

たらすごく助かるんだよなという話もあるんですよ。介護してたり、冬だったら滑って

転んでけがしちゃったりとかと 玄関先にごみ箱というわけには多分いかないと ちょっ、 、

と離れたところに置くという格好になると思いますので、ふれあい収集という形では変

な話ですけれども、65歳以上のひとり暮らしの人とか障害を持っている人とか、そうい

う人たちの安否確認も含めて、ごみの収集の仕方ができないかなと思うんですけど、い

かがでしょうか。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 先に、先ほどの部分で答弁をさせてほしいんですが、

厚岸町のほうではつかんではいないという部分で、これからのそういった、どんどん非

正規の従業員がふえてきているという実態は、北海道、これは調査の中でもあるんです

が、特に、やはり正職員から非正規のほうに、５年前と比較してもふえてきているよう
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な傾向はあります。ただ、その背景にあるのは、企業がある程度雇用の確保をしなけれ

ばいけないという責任を負いながらも、企業自体が厳しい環境にあって、維持するため

にはどうしても人件費にも食い込んでいかなければならないという実態がある中で、そ

ういった非正規がふえてきているというのもあろうかと思います。

ですから、厚岸町が雇用形態をつかむ必要はないとは言いませんけれども、その状態

がわかったとして、あとは企業さんのほうに、いかに企業の業績をアップしながら正規

職員のほうに雇用を回していただくというお願いする程度でありまして、つかんでお願

いする程度しか行政はならないとは思いますので、そこの点だけちょっと説明させてい

ただきます。

●議長（南谷議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 私のほうからは、真心収集ということのご質問でございまし

た。

厚岸町では既に戸別収集を行っているというお話は先ほどさせていただいたところで

あります。さらには、戸別の対応も相談に乗りまして、委託収集先と協議をしながら、

個別案件については対応しているということでございます。

それ以上の安否確認ということになりますと、コミュニティー、あるいは福祉のほう

の対応にも絡んでくるということでございます。ただ、ごみ箱にごみが入っているとい

うことであれば、とりあえず安否確認にはなるのかなというふうに思いますけれども、

それ以上の対応となりますと、個別にご相談をしていただければ、私どもにとって、相

談にも応じますということでご理解をいただきたいというふうに存じます。

●議長（南谷議員） 15番、石澤議員。

●石澤議員 真心ではなくて、ふれあい収集でございます。

、 、 、それで さきの企業に対してそういうことはできないと言ってましたけども それは

どんどん下げてきた国のやり方がおかしいのもあります。だから、それも含めて、国に

対しての要望、ふつうの中小企業が雇うための施策をすれというような要望の申し入れ

も、町としてはしてほしいなと思います。

それから、今、ふれあい収集ですけれども、顔を見ることで、今言っている、いると

かいないとかという世界のこともありますし、ひとり暮らしの場合はすごく不安なこと

もあります。ですから、もう少し、一歩進んで、福祉のことと切り捨てないで、福祉の

ほうと話し合ってやってほしいと思います。

以上です。

●議長（南谷議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 介護保険の関係も絡んでくるのかなというふうに思います。

、 、 、それぞれ介護保険の中で ヘルパーさんのほうで そういったごみを出すサービスとか
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そういったことも介護サービスの中でやられているというふうに伺っておりますので、

そういったヘルパーさんのほうから、そういったご相談が仮に私どものほうにございま

すれば、そちらのほうとも個別対応で相談をしてまいっていきたいなというふうに考え

てございます。

●議長（南谷議員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 前段のほうの件では、お答えはしたいと思いますが、まず、厚岸

町は大企業があるわけではなくて、中小企業と言われる企業の方たちがそれぞれ頑張っ

ていただいて、雇用の場の確保、正規、非正規は別としまして、一生懸命頑張っていた

だいていると。ただ、やはり、何といっても景気対策を国でしっかりやっていただかな

いと、そういう会社経営も成り立っていかないのかなというふうに思います。

それから、まちづくり推進課長のほうからも一部答弁がありましたけれども、会社経

、 、営のほうで なかなか人件費に回る運用ができないというような話がありますけれども

厚岸町にはない大企業なんかですと、随分留保している資金をため込んでいくという話

も、これは私も個人的に調べたわけではありませんけれども、さまざまな報道等で言わ

れております。ということは、結局、大企業に関して言わせてもらうと、随分留保時の

資金をため込んでいながらも、正規から非正規に移っているというのは、企業としての

責任といいますか、社会的責任ということをきちっと施行していただいていない企業も

あるのではないかというふうに思います ただ 厚岸町の場合は中小企業 これらをしっ。 、 、

かり頑張っていただくためには、やはり景気対策というものをきちっとしていかなけれ

ば、国として対策を講じていかなければ、雇用の場なんていうものは広がっていかない

し、雇用されたとしても、雇用されている方たちの生活費といいますか……。

●議長（南谷議員） 副町長、簡潔にお願いします。

●副町長（大沼副町長） それを確保できるという状況にはないのかなというふうに思いま

す。

●議長（南谷議員） 以上で、15番、石澤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、明日に延会したいと思いますが、こ

れにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） ご異議なしと認めます。

本日はこの程度にとどめ、明日に延会いたします。

ご苦労さまでした。
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午後４時44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２２年９月１５日

厚岸町議会

議 長

署名議員

署名議員


