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厚岸町議会 第３回定例会

平成22年９月16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、４番、髙橋議員、６番、佐齋議

員を指名いたします。

●議長（南谷議員） 日程第２、昨日に引き続き一般質問を行います。

初めに、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 おはようございます。

本定例会一般質問に当たりまして、通告しておりました２項目について質問をさせて

いただきます。

１点目は、厚岸町表彰条例に基づく善行表彰者の選考についてお伺いをいたします。

厚岸町は 昭和60年に厚岸町表彰条例を制定し 毎年11月３日 文化の日に表彰を行っ、 、 、

てきておりますが、そのうち条例第４条善行表彰、(3)の一般町民の模範となるような善

行をした者とありますが、この３項の対象者としての判断基準がどのようになっている

か。そして、それに基づく推薦はだれが行うのか。さらに、町民にも推薦できるような

仕組みをつくられるべきと考えますが、町長の見解をお伺いいたします。

二つ目は、介護保険についてお伺いいたします。

介護保険がスタートいたしまして10年を経過いたしました。政府は、介護保険制度施

行10年の見直し作業を進めております。

そこで、私は、一つとして、昨年４月より新しい認定制度見直しが実施され、これが

非常に厳しいものであるということから、途中で認定基準の修正が行われましたが、全

体として軽度判定が進むシステムに変えられました。介護度の変更により軽度に判定さ

れるケースが多くなっていないか、お伺いをいたします。

さらに、この間の制度改悪による給付の抑制、利用者の負担増などが行われてまいり

ましたが、これによる低所得者等の高齢者の経済的理由による介護サービスの抑制がな

いかをお伺いいたします。

最後に、介護報酬の引き上げの効果はどのようになっているのか。介護施設の従事者
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の待遇改善が行われているかどうかをお伺いいたしまして、私の第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） おはようございます。

10番、谷口議員のご質問にお答えをいたします。

、１点目の厚岸町表彰条例に基づく善行表彰者の選考はどのように行われるかについて

善行表彰のうち、条例第４条第３号の一般町民の模範となるような善行をした者の該当

者の判断の基準と、推薦はだれが行うものか。町民にも推薦できるようにすべきではに

ついてでありますが、表彰条例に基づくすべての表彰者は、条例第７条の規定により、

各所属長並びに各種団体または関係機関から推薦された候補者のうちから、条例第８条

に定める表彰者審査委員会の意見を聞き、町長が決定することとしており、昭和62年度

から毎年度、表彰を行ってきているところであります。

お尋ねの善行表彰のうち、条例第４条第３号の一般町民の模範となるような善行をし

た者の該当者の判断の基準と、推薦はだれが行うのかについてでありますが、まず、一

般町民の模範となるような善行をした者の該当者の判断の基準につきましては、厚岸町

表彰条例施行規則第３条第３項に、条例第４条第３号に掲げる善行表彰者の選考基準が

規定されており、第１号は、人命を救助した者、第２号は、他の模範となる善行のあっ

た者 優良世帯及び優良児童生徒 第３号は その他各号に準ずると認められる者となっ、 、 、

ております。

この規定のうち第２号の他の模範となる善行のあった者、優良世帯及び優良児童生徒

の具体的な基準については、その模範となる善行の内容が多種多様であることから、表

彰審査基準に関する規定にも、善行の内容について年数や功績の例を示した具体的な基

準はなく、抽象的な基準となっているところであり、関係機関などから提出された推薦

書に添付された功績調書の個々の功績の内容などを、表彰者審査委員会が公正かつ適正

に審査をしてきているところであります。

次に、一般町民の模範となるような善行をした者の推薦はだれが行うのかについてで

ありますが、前段でお答えしたとおり、各所属長並びに各種団体または関係機関から推

薦された候補者と規定されており、これらが推薦者となります。

次に、町民にも推薦できるようにすべきではとのご提言についてですが、今年度まで

行ってきました町内の各関係機関、各種団体及び各自治会並びに町の各所属長への文書

による照会の方法が、あまねく公平に表彰者とすべき者を推薦していただくことができ

る有効な手段であると考えているところであります。

２点目の介護保険についてのご質問ですが、まず、昨年10月より導入された介護認定

により介護度の変更がどのようになったのかとのご質問にお答えします。

平成21年４月からの要介護認定方法の見直しにおいて、最新の介護の手間を反映させ

、 、るために調査項目を変更したことに加え 要介護認定のばらつきを是正するためとして

認定調査表の記入において、見たままの状態での選択項目を選び、その上で特記事項と

して必要な情報を別紙に記入することになりました。
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しかし、こうした見直しによって要介護状態区分が軽度に変更され、これまで受けて

いた介護サービスが受けられなくなるのではないかという利用者等からの懸念の声を受

けて、厚生労働省は、平成21年４月に検討会を設置し、要介護認定等の方法の見直しの

影響について検証を行うとともに、検証を実施している期間中、認定の更新申請者が希

望する場合には、従前の要介護状態区分によるサービス利用が可能となる経過措置を設

けました。検証会の検証では、新たな方式による要介護度別の分布について、中度、重

度者の割合に大きな変化はありませんが、非該当者及び軽度者の割合が増加しており、

こうした傾向は、特に在宅や新規の申請者に見られるとのことで、平成21年10月以降の

申請から認定調査員及び認定審査会テキストを集成し、同時に、経過措置についても終

了したという経緯があります。

厚岸町における要介護度別の状況については、平成21年４月は、平均要介護度が2.59

でしたが、平成22年４月では2.50、直近の８月では2.42となっています。また、平成21

年４月から平成22年３月までの要介護度の更新申請された方453名のうち、以前より軽度

に判断された方は17名いらっしゃいました。この要介護度が下がった要因では、必ずし

も新しい認定調査が影響しているということばかりではなく 認定更新者では 介護サー、 、

ビス事業所等の充実等により、利用者の身体機能の維持向上が図られていることも大き

な要因と考えています。

また、新規の申請者の傾向として、従来は体調が悪化してからの申請が多い傾向にあ

、 、 、りましたが 最近は 予防事業の推進による予防のための軽度申請者が増加したことで

要介護度の判定が軽度の要支援となる方が増加していることも平均要介護度に影響が及

んでいると判断しています。

次に、経済的理由による介護サービスの抑制がないかについてですが、経済的理由に

より介護サービス利用を抑制しなければならない苦情や実態は、直接には聞いておりま

せんが、それだけに、身体機能の維持向上を図るために必要な介護サービスプランの作

成現場では、ケアプランを作成するケアマネージャーが利用者の意向も伺い、苦慮しな

がらプランを作成し、日常生活及び身体機能の維持向上に努力していただいていると考

えております。

次に、介護報酬の引き上げの効果はどのようになっているか、介護施設の処遇改善は

行われているのかとのご質問にお答えいたします。

平成21年４月に介護報酬改定が行われ、介護職員の処遇改善を図るため、３％の引き

上げが行われました。これとは別に、約4,000億円の財源を用意して、介護職場と他の業

種との賃金格差をさらに縮め、介護職場が確固たる雇用の場としてさらに成長していけ

るようにと、介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対し、介護報酬とは別に、賃金改

善に充当する交付金を支給する介護職員処遇改善交付金事業が創設されています。

町の立場で介護職員の処遇改善に係る入手できる資料は限られており、介護報酬改定

による比較資料として、厚生労働省がことし１月25日に公表した平成21年度介護従事者

処遇状況等調査の速報値が唯一のものであります。

この調査では、昨年10月１日現在における特養、老健、療養病床、訪問介護、通所介

護 グループホーム 居宅介護支援の７サービスを対象に行い 5,034事業所 ４万2,311、 、 、 、

人分のデータでありますが、９月時点での介護従事者の給与額は、月額、手当、一時金
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の平均が23万1,366円と、前年同月に比べ、9,058円、4.1％増加しているとの内容であり

ます。

、介護報酬改定や新たな交付金創設による介護職員の処遇改善が進んでいるとの認識で

今後の情報に注視していきたいと考えております。

以上でございます。

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

、 。●谷口議員 ただいま町長から答弁をいただきましたので さらにお尋ねを進めてまいります

１点目の表彰条例の善行表彰なんですが、模範となる町民をどのように判断するのかとい

、 、 、 、 、 、うことで 現在まで 善行表彰の過去 ３号というんですか ３項というんですか 正式な

項ですか。

（ 号」の声あり）「

●谷口議員 号ですか。括弧が書いてある場合は号と読むんですか、条例の場合は。そういう

呼び方でいいんですか。

その３号で表彰された人は、今まで何人おられて、どういうことをされた方が対象になっ

て評価されたのか、ちょっとお知らせください。

●議長（南谷議員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

平成21年度、昨年度までの表彰の内容でございますが、善行表彰のうち、いわゆる第３号

に該当する表彰をされた団体が１、個人が２名でございます。

（ その内容は」の声あり）「

●総務課長（佐藤課長） まず、団体でございます。平成８年度、北海道厚岸潮見高等学校、

、 、 。表彰事項につきましては 長年ボランティア活動を推進し 地域発展に寄与したということ

それから個人でございます。平成10年度、長年、道路清掃を実践し、住みよい環境づくりに

寄与した。平成16年度、これは、長年、花のあるまちづくり活動を実践し、住みよい環境づ

くりに寄与したという者が２名表彰されてございます。

以上でございます。

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 そうすると、３号の対象者は、言ってみればボランティア活動というか、奉仕活

動をみずから行っているような人たちを対象にするのが今までは表彰の対象になったという

ふうに理解してよろしいんでしょうか。
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●議長（南谷議員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） ご質問者の言うとおりでございます。

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 今、花のあるまちというようなお話がございました。それでボランティア活動を

さまざまな方がさまざまな形で、厚岸町が少しでも住みよいまちに、あるいは明るいまちに

というようなことを願いながらされていると思うんですね。それでボランティアを登録され

ている人もいれば、特にボランティア団体に加入しないで、黙々と何かをやっているという

ような人もたくさんいると思うんですよね。

そうすると、例えば、この近くでも、かなりのご年配の方が、非常に体が不自由にもかか

わらず、それでも地域をきれいにしたいというような思いできっとやっておられると思うん

ですけど、重いかごを引っ張って、草を取って、そしてふえすぎた苗は少しきちんと枝分け

をしたりしながらやっている方なんかいるんですね。そういう人というのはなかなか、今こ

こで自信持って答えられている推薦の中に入らない活動をされている人もいるんではないの

かなと。そういうことを考えれば、そのほかにもきっといろんな地域や部落やいろんなとこ

ろでやっている人がいると思うんですけど、そういうのもやっぱり、あまねく公平にと言う

けど、あまねく公平かなというふうに思うんですよ。そうすれば、こういうことをやってい

る人、大騒ぎしてボランティア活動をやるのもボランティア活動ですけど、だれにも言わな

いで一人黙々やるのもボランティア活動なんですよね。

ですから、その辺をきちんと全体を見ていけるような体制を町もとるべきではないのかな

というふうに考えますけれど、いかがでしょうか。

●議長（南谷議員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

既に議員ご承知のとおり、条例でどのような方法で推薦をされるかということは、町長の

答弁にもあったとおりでございます。

それで、あまねく公平にというくだりがございましたが、人の目につくようにいろいろボ

ランティア活動をやっている方、それから、人の目につかないで、今おっしゃった言葉をお

借りしますと、黙々とやっている方、これらをどのように掌握、要するに把握するかという

ことかと思います。このような条例の規定に基づきますと、団体、各種機関、関係機関、所

属長等の推薦に基づいて推薦をするということになってございます。それが、今おっしゃる

とおり、すべてあまねく団体、個人等が推薦されるかというと、これははっきり100％そのと

おり捕捉されているというように言えるとは、私はちょっと考えにくいかなと思います。

しかしながら、私としては、いわゆるボランティア団体、それから個人でそういう活動を

やっている方を推薦する方法としては、現段階で考えられるこの方法、条例に基づくこの方

法が、現段階では最善のいわゆる推薦方法であると、このように考えております。
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したがいまして、今後、そういう目につかない方が漏れるようなことがあるかもしれませ

んが、あった場合には、何らかの方策を考えなければなりませんけれども、当面、昭和60年

から続けてまいりましたこの方法で表彰の儀式等を取り進めてまいりたいと、このように考

えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 条例はそうなっているんですよ。やっぱりそこから一歩踏み出すのが大事なこと

ではないのかと。

それで今、先ほどの町長の１回目の答弁を見ると、きっとこれは総務課長が作文したのか

なというふうに思いますけど、余りにもこれではちょっと冷た過ぎる話なんですよ。そうで

はなくて、今、課長がそういう答えをされるんであれば、改善の方法もきちっと示していく

ということが大事ではないのかというふうに思うんですよ。町長どうなんでしょうか、その

辺は。

●議長（南谷議員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 今、ご提言をいただいておりますが、現行の表彰条例第７条で

規定されている選考、どこかが推薦された候補者に対して、委員会の意見を聞いて、最

。 。終的に町長が決定するというふうにうたわれております これを今やっておるわけです

どうしてこういうふうに推薦機関というものを限定されているかということを考えて

みるときに、例えば自治会、あるいは各種団体、ここを推薦の窓口にしていただくこと

で、今、委員がおっしゃるような活動をされておられる方というのは、ほとんど捕捉で

きるのではないかという考えが一つあります。

それから、個人からの推薦ということになりますと、推薦をしようとする方、被推薦

者ですね、何か模範的なことをされている方の個人の情報、それらをなかなか的確にと

いいますか とらえにくい部分もあると それから 過去に 一生懸命 具体的にはちょっ、 。 、 、 、

、 。 、と申し上げられませんが 地域で奉仕活動を一生懸命されていると もう毎日のように

汗を流して、手を真っ黒にされてやられておる方の推薦がありました。ところが、推薦

されたその団体は、そこだけを見てぜひ表彰してあげてほしいという推薦があったやに

記憶しています。ところが、第４条で一般町民の模範となるような善行のあった者とい

うふうになりますと、ちょっとそれにはそぐわない部分も見えてきたということがあり

まして、そうなると、審査をする段階で表彰をさせていただくことが適格かどうかとい

うことを審査委員会等で審査をしていただくわけですが、その結果も推薦団体にお知ら

せしなければならないということになります。推薦が上がってきた方すべてを表彰させ

ていただくということではなくて、時と場合によっては、せっかく推薦をいただいたん

ですが、推薦ができないという場合もあります。そうしたことを鑑みるときに、やはり

団体ですとか、機関とかということの推薦をもって上げていただくということがベター

なやり方ではないのかなということでございます。
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●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 わかります。ただ、そうはいっても、推薦委員会があるわけですから、そちらで

のきちっとした議論がされていけばいいのではないのかなというふうに思います。私もたま

たま長くやっていますから、いろいろ話は聞きますけれど、そんな中で、この人を推薦して

いいのか悪いのかという話も聞いておりますから、そういうことはあって当たり前だなとい

うふうに思うんです。ただ、やっぱり漏れるような人があんなに一生懸命やっているのにど

うなのと。いや、その人に何か問題あるから、きっとそういうことなのかと、そのうち思っ

てしまいますよね。ですから、そのあたりはきちっとやっていただきたいなというふうに思

うんですよ。

ですから、それは、団体だとかそういうところから推薦されるのと同時に、行政の側でも

目配りをしていただきたいし、あるいは、町民からの助言というか、推薦がだめであれば、

ちょっとしたこういう人はどうなんですかぐらいは聞いてもいいのではないのかなというふ

うに私は思うんですが、いかがでしょうか。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からお答えをさせていただきます。

条例第４条第３号のことでありますが、もう既に先ほど担当課長からお話しいたしました

とおり、全くないということではないんです。個人的には２件あるんです。ですから、個人

の関係において、あの人は模範になる方であるということは私も見ております。しからば、

本当に善行に値する人かということが抽象的な基準となりますが、そういう面を見ながら最

終的に決定すると その決定するところは 表彰者審査委員会でございますので 推薦があっ。 、 、

た場合においては、当然、先ほど副町長からも答弁ありましたが、過去にこの人がいいとい

うこともあったようでありますが、しかしながら、いろいろと考えましたところ、それに値

しないと。どうかなという結果になってしまったというのもあるわけですから、どうぞ、過

去にもありますので、この問題については、条例を直すとか直さないんじゃなくて、現実に

ありますと。この第４条第３号は適用されますので、どうか、あとは審査委員会でどういう

結論を出すのかという問題を抱えておりますが、何も条例を改正するとか、またどうだとい

うものでもないと。過去にもそういう実績があるということについてご理解をいただきたい

と存じます。

（ 今の答弁ではわからないな」の声あり）「

●議長（南谷議員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） ご質問者がおっしゃるのは、限定的に、推薦団体というのがも

うがちがちになっているのではないかと。善意の方がいらっしゃって、個人的にそうい

う相談があった場合に、我々としては、対応の仕方というのはいろいろあると思うんで

。 、 、 、す 例えば 自治会長さんに相談を申し上げて 自治会から推薦を上げていただくとか
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それから各所属長、これは役場の組織の中の長、あるいは外部の組織もありますから、

その関係の所属長にそういう話が町民の方からありましたよと。ちょっと調べてもらっ

て、そこが推薦の母体となって上げてもらうというやり方は、これは可能だと思うんで

す。そうすることで、この条例の趣旨といいますか、要するに一般の町民の皆さんの模

範となるような善行のあった方を表彰申し上げるということは捕捉できるんではないか

というふうに考えておりますので、そのように運用をさせてもらいたいと思います。

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 わかりました。

次に移らせていただきます。介護保険の問題です。

昨年、介護認定の判定方法の見直しが行われたということで、非常に軽度に判定されるよ

うなことが心配をされたということで、そういうことから、10月にはそれを見直すというよ

うな状況に移行がなされております。それで結果的に、認定調査表の記入について、見たま

まの状態で選択項目を選ぶというようなことが強調されました。

それで、高齢者の方、特に介護度が増している方について、いろんな状況があらわれてき

ます。うちにいるときは、大変家族に手間をかけさせると。ところが、若いお兄さんやお姉

さんが来た途端に元気になって、私はこんなに元気ですということを盛んにアピールし出す

というようなことから、今まで介護度がこうだったのに一気に下がってしまったというよう

な例も出てしまっているというようなことが言われております。

それから、高齢者はいろんな病気等も抱えておりますから、日々、体調のぐあいというの

は変わっていきますよね。そうすると、２年前に受けたときと今度では全然違ってしまう、

あるいは初回に判定を受けたときとまた違うというようなことが起きてくる状況にあると思

うんですよ。そういう中で、今のやり方は、大体長期で見るのではなくて、そのときそのと

きで判断をするということになっていますから、資料もいただきましたけれども、厚岸町で

も若干軽度に判定されるケースが出ているんではないのかなというふうに思うんですね。

、 、そういうことを考えると これは全体的には厚岸町でもそういう状況が起きてきているし

これによって介護サービスが受けられないような状態になってくる可能性があるんではない

のかなというふうに思うんですけれど、その辺についてはどうなんでしょうか。結果的に軽

度に判定されると、それまで受けていたサービスを少しは抑制していかないと経済的に家計

がもたないというようなことから、今まで経済的理由で受けないということの実態はつかめ

ないかもしれないけれども、軽度になったことによって、週３回デイサービスを受けていた

のを週１回にするだとか、あるいは食事を減らす、あるいはヘルパーの回数を減らす、そう

いうようなことが出てきていないのかどうなのか、その辺ではどうなんでしょうか。

●議長（南谷議員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） お答えを申し上げます。

議員おっしゃるように、昨年４月の認定の制度の見直しということが、厚岸の場合にどう

いう影響が出ているのかということでのお話、それから、これまで受けていたサービスを受
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けられなくなるというご心配の部分でございます。

資料としても出させていただきましたけども、昨年４月以降の１年間で、介護認定の更新

申請によって軽度に判定された方々の出現率の問題でございます。トータルでは17名という

ことで、全体の453名に対する比率からいきますと、約3.7％の方が軽度の判定になっている

ということの資料でございます。

それで、要支援２から要介護５までに、要介護５の部分では軽度の判定はございませんで

したが 要介護４までのそれぞれの出現率で見ますと 要支援２では２名の方ですので 約5.2、 、 、

％。それから、多いところで申し上げますと要介護２のところが5.8％程度、それから要介護

３で6.3％程度。全国のこうした数字から見ても、厚岸の場合は非常に少ないという状況が出

ております。

全国で申し上げますと、要支援１の段階では約14.5％の方々が軽度に判定をされる。それ

から、要介護２で申し上げますと15.9％の方々が軽度に出てくるというような数字で、対比

をして今お話申し上げましたが、厚岸の場合は、割合影響のない数字で、それ以前の状況と

大きくかけ離れた数字ではないなというふうに私ども判断をしております。

それで、サービスが受けられなくなるというご心配でありますけども、介護認定の判定を

する場合に、私ども、まず第一は介護認定調査というものがございます。この段階では、今

受けていらっしゃる介護サービスがどういうものかということの把握、これは支援プランを

つくっておりますケアマネージャーからの情報、それから、家族と同居されている場合につ

いては、介護されている家族からの情報も参考にしながら認定調査をいたします。そういっ

た項目を認定調査の段階で把握したものを認定審査会に資料として提出をするということで

ございます。介護認定審査会は、いわゆる介護認定調査に基づきます第１次の情報をよりど

ころに審査判定をせざるを得ない。この中には、医師の意見書というものもございます。身

体状況がどうであるか、それから、日常生活を維持していく上で今使っている介護サービス

を維持していかなければいけないというような情報ですとか、それから、認知度の情報とし

て、この方の場合はどういう状況にあるのかというような意見書も参考にして審査をする。

１回当たり40件とかという審査情報をその場で審査するというのは不可能な話でございます

ので、システムとしましては、１週間から８日前に審査をいただく情報を審査委員にお渡し

する。その上で、第１次の認定調査の判定の状況、それから項目にあらわせられない特別に

必要な特記事項というものの読み込みをしていただきます。医師の意見書についても同様に

読み込みをしていただくという方法で審査をしていただいて、最終的に認定の判定をしてい

ただくという手法をとっておりますので、そういう意味で、先ほど、厚岸の場合は大きな軽

度の判定が出てこないという意味では、審査委員の皆さんにはさまざまな情報を読み込んで

いただいた上での判定をいただいているんではないかなというふうに思っております。

申し上げましたように、今現在受けているサービスが受けられなくなるんではないかとい

う心配の部分につきましては、現時点でそういった現象はありませんし、例えば心配される

分でいきますと、介護２であった方が介護１あるいは要支援２というふうに下がってまいり

ますと、それまで利用していた福祉用具の利用、別途のリースというサービス利用がありま

すが、それができないという現象が出てまいります。こういったケースにつきましては、引

き続き、自宅でベッドを利用できるようにというようなケアマネージャーとの連絡調整、そ

れから医師の意見として今使っているサービスの維持が必要であるというような対応をする
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中で、ベッドを取り上げるということではなくて、引き続き利用していただけるという対応

も現実には現場の中でされておりますので、そういう意味では、サービスを取り上げるとい

う現状にはございませんので、ご理解をいただきたいと思います。

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 そうすると、今、資料をいただきましたこの17名の方々、いろいろこの中に施設

利用者だとかいるんでしょうけれど、それによって結果的に利用のサービスが、今ベッドの

話がされましたけれども、その程度で済んでいるのか、結果的に軽度になったことによって

利用サービスの項目を大幅に減らさざるを得なくなっているというような実態は、今のとこ

ろは余りないということなんでしょうか。その辺はどうなんですか。

●議長（南谷議員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） ご質問の軽度判定によってサービスを減らすという実態はござ

いません。介護保険制度そのものが、介護度別にサービスを利用できる上限のものというの

が決まっておりますが、現実にはご本人が努力をされる部分、それから、家族と同居されて

いる場合につきましては、ここの支援は私たちができるということが最優先でありまして、

できなくなった、ひとり暮らしで日常生活の介助が必要だ、あるいは、今まで家族がされて

いた介護支援そのものができなくなってきたという段階で、どういったサービスの支援をし

ていくのかということがプランづくりの原則でございますので、上限額全部使うという実態

は現状として余りございません。そういう意味では、これまで利用されていたサービスその

ものが継続できる。今回はその範囲内でおさまったんですが、急に身体状況が変わってきた

という場合については、区分変更の認定申請を再度していただくというような手法の中で支

援をしていくということを基本に考えておりますので、現状、サービスがはがされて利用が

できなくて困っているという実態についてはございません。

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 あと、軽度になっている人がいますよね。そうするとサービス項目も限られてく

るということで、最近、言ってみれば老老介護だとか、中には認認介護なんていうのもあり

ますよね。そうすると、受ける人はその範囲でサービスを受けることになりますけれど、介

護する側にそういう軽度の判定が出た場合に、非常にお互いに同じような、その中でも軽度

の人が介護することになると思うんですけれど、そういう場合に、軽度になることによる負

担だとか、そういうことによってトラブルだとか、あるいは自分自身のやる気をなくしてし

まったりというようなことが出てきて、変な社会問題になっても困るんですけれども、その

あたりについての目配りみたいなのはどういう方法で行っているのか、ちょっとお聞かせく

ださい。

●議長（南谷議員） 保健介護課長。
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●保健介護課長（久保課長） 介護サービスのプランをつくっていく上では、先ほどは介護保

険制度の大前提のお話をさせていただきましたが、利用される方々個々に申し上げますと、

老老の世帯でありますとか、お二人世帯でどちらも認知がかかっていらっしゃるというケー

スでのお話ですが、判定といいますか、介護サービスを提供していく基本姿勢はお一人お一

人であります。ですから、配偶者がいる、あるいはご本人が高齢で、子供ももう高齢に近い

とかというケースで考えましても、家族ができる介助の範囲というものは調査の段階、日常

生活の確認の中で、このレベルというのは把握できますので、そのことによってサービスが

下げられるとかという現象にはならないという仕組みでございます。

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

、 、 、●谷口議員 あと 介護報酬の問題で最後お伺いしたいんですが １回目の答弁によりますと

なかなか把握できないんだというようなことが言われております。しかしながら、処遇改善

をするということで行われているんですけれども、全産業の平均給与から見ても、10万円も

低いというような報告もありますよね。それで、厚岸町の、例えば特別養護老人ホーム心和

園、あるいは病院の介護病床、それからグループホームだとか、その実態は、昨年の介護報

酬の改善で、それからその他の交付金事業で改善されたのかどうなのか。地域の産業と比べ

たり、あるいは町の職員等と比較してどういうふうになってきているのか。その辺について

教えていただきたいというふうに思います。

●議長（南谷議員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 町内の介護サービス事業所の実態のお話でありますが、残念な

がら、私ども、企業体系に関しては、どういう実態にあるのかという状況は把握ができませ

ん。各事業所が今回の特に交付金事業を利用するということに対しましては、処遇改善計画

というものを北海道に提出する、その上で交付金の配分を受けるというシステムになってい

るものですから、今回ご質問いただいて、北海道として把握している状況について、町内事

業所の情報をいただけないでしょうかというお話をさせていただきましたが、残念ながら、

情報提供はできませんというお話でございました。

それで、今お話のありました関係で申し上げますと、社会福祉協議会もこの交付金事業の

。 、 、利用ということで計画を出されて進めております そういう意味では 月額の給与そのもの

それから手当の見直しという中で、国は月額１万5,000円以上の引き上げを目指そうというこ

とでの事業展開を目的にしておりますが、それに近い処遇改善が社会福祉協議会のいわゆる

、 、訪問介護事業 それからケアマネージャーの事業展開としております居宅支援事業の中でも

そうした処遇改善の効果が出ておりますよという情報だけはいただきましたので、この場で

ご報告させていただきたいと思います。

（ いいです」の声あり）「
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●議長（南谷議員） よろしいですか。

（ はい」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。

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 平成22年第３回厚岸町議会定例会に当たり、先般通告のとおりお尋ねをいたし

ます。

まず、皆さんご承知のように、本年度は観測史上例のない暑い日が続き、釧路地方で

は、６月25日に第１回目の食中毒警報が発令され、８月31日までに11回の警報が発令さ

れたところであります。

。 、 、異常な年ではないかと思っております 近ごろになって ようやく朝夕が涼しくなり

しかしながら、まだまだ残暑が厳しく、こんな異常な年こそ食の安全・安心、予防対策

に行政としての取り組みについて力を入れていただきたいのであります。

そこでお伺いします。

学校給食センターほか心和園、町立病院、保育所及び第三セクターコンキリエに勤務

にする調理員、調理従業員の健康管理をどのように行っているのか。また、これら施設

でつくられている調理食品の時間内納入については、その時間をしっかり守られている

のか。この２点についてお伺いいたします。

次に、町内随所に見られる廃屋や工場跡について伺います。

この件についてはたびたび伺っておりますけれども、何かしら明快な回答が得られて

。 、 、いない 廃屋等の建物は これからは暴風時における屋根などの飛散が懸念されますが

町は この所有者 家主 あるいはまた管理している者に対して どのような指導を行っ、 、 、 、

ているのか。また、これらの廃屋等の建物にかかわるところの固定資産税等はしっかり

と徴収されているのかの２点について伺います。

次に、行政区域問題について伺います。

このことについてもたびたびお伺いしているわけですけども、その都度、町長は、も

う少し時間が欲しいとか、あるいは事務的なお話については進めているとか、私は解決

に向けて話が進んでいるようには思えないのですけれども、そして、釧路町との境界に

かかわる問題について、現在までにどのような事務的な協議がなされ、今後の解決の見

通しについてお尋ねをしてまいりたい。しっかりとした町長の答弁を求めるものであり

ます。

私は、理事者の今までの答弁については、よくわからないのと、ただただ単に答弁に

終始しているようにしか思えない気がするのであります。議場においでの議員各位もそ

のように思っているものと私は思います。町長、町民の期待にこたえるためにも、町の

財産をしっかり守っていただきたいことを申し添え、１回目の質問を終わりますが、町

長の見識ある答弁を求めるものであります。
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●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。

１点目の食の安全・安心、予防対策について、学校給食センターほか心和園、町立厚岸病

院、保育所及び第三セクターコンキリエに勤務する調理職員の健康管理をどのように行って

いるのかとのご質問でありますが、学校給食センターについては教育長から答弁をさせてい

、 、 。ただきますが 私からは それ以外の施設における健康管理等についてお答えをいたします

、 、 、ご質問の心和園 町立厚岸病院 保育所及び株式会社厚岸味覚ターミナルにおきましては

食品衛生法及び同規則に基づく安全衛生管理を徹底するため、各施設ごとに自主的な衛生管

理マニュアルを策定しております。この衛生管理マニュアルは、保健所の指導もあり、大量

調理施設衛生管理マニュアルに準じた内容であり、調理従事者の衛生管理や食材の納入、調

理過程における管理事務の徹底を含め、食中毒防止、安全・安心な調理に努めているところ

であります。

健康管理についてでありますが、保育所では、年１回の定期健診のほか、毎月１回の検便

や伝染病の病原体の検査、年２回の特別健診を実施していますし、心和園、町立厚岸病院の

調理受託業者におきましても同様の検査、健診が実施されているところであります。株式会

社厚岸味覚ターミナルの調理員につきましては、年１回の定期健診と年１回の検便検査を実

施しており、さらに、毎日の朝礼時には健康状況の確認も行い、記録しております。

また、これら施設の調理食品の時間内納入についてのお尋ねですが、集団給食方式となる

心和園、町立厚岸病院、保育所では、調理から２時間以内に喫食することを基本にしており

ます。コンキリエのレストランや炙屋で提供する調理食品については、直ちに喫食される状

況ですが、レストランからの持ち帰り弁当については、調理後からの消費時間を表示し、安

全でおいしく食べていただくようお願いしております。

この夏は、早い時期から食中毒警報が発表され、９月上旬までに13回の警報が出されると

いう異常気象となりました。町では、副町長を議長とする厚岸町食中毒予防連絡会議を設置

しており、毎年６月に連絡会議を開催して、各施設における衛生管理マニュアル実践の徹底

や町民の食中毒防止の取り組みを確認してきているところであり、今後におきましても一層

の管理の徹底に努めてまいります。

、 。続いて ２点目の町内随所にある廃屋や工場跡についての質問にお答えをいたします

まず、廃屋等の建造物は、暴風時における屋根等の飛散が懸念されるが、町は所有者

に対しどのような指導を行っているのかについてでありますが、建築物の所有者は、建

築基準法第８条の規定により、建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維

持するよう努めなければなりません。

町内に点在する廃屋は、職員の見回りや町民からの情報を得て現地調査を行い、危険

であると判断された建物は、所有者を調べ、その所有者、管理者または占有者に対し、

該当家屋の倒壊や資産物などにより他人へ迷惑を及ぼすことになると所有者の責任にな

ることなどを説明し、建築基準法第８条の規定を遵守するよう文書や電話で指導を行っ

ております。また、所有者の所在が不明など対応が難しい建築物については、北海道釧

路総合振興局の担当課に相談を持ちかけ、対応について協議を進めているところであり
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ます。

次に、廃屋等の建造物にかかわる固定資産税等はしっかり徴収されているのかとのご

、 、質問でありますが 町税は決められた納期内に納めていただくことになっておりますが

納期内に完納しない場合は、30日以内に督促状を発布し、また、文書、電話、訪問によ

る納税催促を行い、納税相談による分納誓約などを行い、できる限り現年度分の年度内

徴収に努めております。しかし、納税相談などにも応じず、納税催告にも連絡されない

など不誠実な場合は、地方税法に基づき、納税するに足りる財産を有するのか財産調査

を行い、財産を有する場合は差し押さえ予告書を発布した上で、最終的には財産を差し

押さえ、換価処分として強制的に納税に充当する措置をとっております。

税の徴収に関しては、納税の公平性を最大限担保できるよう努めており、例えば、使

われていない建物であっても課税対象となるかを見きわめ、課税した場合は、地方税法

と町税条例の規定により公平な納税に努めるよう納税者に対応しておりますことをご理

解願います。

続いて、３点目の行政区域問題についてお答えをいたします。

釧路町との境界にかかわる問題について、現在までどのような協議がされており、今

後の解決の見通しを伺いたいとのお尋ねですが、釧路町との境界問題につきましては、

私が町長に就任以来、髙橋議員から数回にわたりご質問並びにご提言をいただいている

ところでありますが、私は、この境界問題は極めて重大な行政問題と認識しているとこ

ろであり、解決策を模索してきたところであります。

この問題についての数度にわたる話し合いで、釧路町長には両町の境界問題が存在し

ていることについては認識いただいているところであります。また、釧路町へは継続し

て厚岸町議会における議論の経過を情報提供し、さらには、担当課課長同士の協議もさ

せ、問題解決に向けた取り組み推進への提起もしてきましたが、釧路町側においては、

これにかかわる議会での論議はなく、行政においてもこの問題に直ちに取り組み、解決

に向けての提起をするなどの動きはなく、これまでの状況に変化は生じておりません。

これまでの答弁では、相手のあることでもあり、時間をいただきたいとのお答えを申

し上げました。しかし、この問題の解決につきましては、厚岸町と釧路町の双方が合意

に向けて取り組んでいくという積極的な行動を起こし、双方歩み寄りがなければ、一歩

も前進しないことは既にご理解いただいているものと思います。

この問題に向けて、私は、釧路町長とさらに話し合いの場を設けることとし、その申

し入れをしたところであります。これに対し、釧路町長から話し合いの場につかせてい

ただきたいとの返答をいただいているところであります。私といたしましては、ご承知

のとおり、10月には釧路町長選挙もあり、選挙終了後の体制の中で、速やかに厚岸町の

考え方を持って協議をいたし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） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 私から、１番目の食の安全・安心、予防対策について、学校給食セ

ンターに勤務する調理職員の健康管理をどのように行っているか。また、これらの施設の調
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理食品の時間内納入はしっかり守られているかとの質問にお答えします。

調理職員の健康管理につきましては、学校給食法の規定に基づき、学校給食衛生管理基準

、 。に定められており この中に学校給食従事者の健康管理については４点規定されております

１点目は、学校給食従事者については、日常的な健康状態の点検を行うとともに、年１回健

康診断を行うこと、また、当該健康診断を含めて年３回定期的に健康状態を把握することが

望ましい。２点目は、検便は赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌（血清型Ｏ-157 、）

その他必要な細菌検査等について毎月２回以上実施すること。３点目は、従事者の下痢、発

熱、腹痛、嘔吐、化膿性疾患及び手指等の外傷等の有無等、健康状態を日々個人ごとに把握

するとともに、同居人等の感染症またはその疑いがないか毎日点検し、記録すること。４点

目は、ノロウイルスを原因とする感染性疾患と診断された従事者は、検査の結果、ノロウイ

ルスを保有していないことが確認されるまで、直接調理に従事することを控えることであり

ます。

これらについての対応といたしましては、健康診断については、調理従事者も毎年１回定

期職員健康診断を受けております。また、毎月２回の検便を実施し、赤痢菌、サルモネラ属

菌、病原性大腸菌Ｏ-157、Ｏ－26、Ｏ－111、Ｏ－128の検査を行っており、さらに、10月か

ら３月までは月１回ノロウイルスの検査を実施いたしております。また、日常的には、毎日

始業時に本人の健康状態や手・指・腕の切り傷等の点検、同居家族の健康状態の聞き取りを

行い、従事者の健康管理と食中毒の予防対策に努めておりますので、ご理解願います。

、 、次に 施設の調理食品の時間内納入はしっかり守られているかとの質問でありますが

これにつきましても、学校給食衛生管理基準の中で食品の適切な温度管理等という規定

に、調理後の食品は適切な温度管理を行い、調理後２時間以内に給食できるよう努める

ことと規定されております。給食センターで調理された給食は、２台の配送車で各学校

に配送され、学校では、児童生徒が食べる30分前に検食を行うことも学校給食衛生管理

基準に定められております。町内各学校の給食開始時間は午後０時30分からであり、検

食時間等を配慮し、給食が到着するよう配送を行っております。

給食の配送車は、毎日午前10時45分に出発するため、10分前に給食ができ上がるよう

、 、作業を進め 調理後２時間以内の各学校で給食がとれるよう運営いたしておりますので

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） ４番、髙橋議員。

●髙橋議員 自主衛生管理についてお伺いします。

ご案内のように、まず、食品を取り扱う者の健康管理については、食品は人々の健康に直

接影響を与えるということを常に考え、提供する食品が安全であることに責任を持たなけれ

ばならないことは言うまでもありません。

まず、食品を扱う者の健康管理と衛生的な行動については、今、教育長から申されたとお

りでありまして、消費者に提供される食品は衛生的に管理された施設で、衛生的に取り扱わ

、 。れることはもちろん 健康で清潔な人たちによって取り扱われることがまず大切であります

、 、 。 、しからば 清潔保持のためには まずどのようなことに注意をしたらよいか 清潔な身なり
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あるいは行動をとるようにする。そして、手洗いをしっかり行う。清潔な作業着を着用し、

必要に応じて手袋、マスクなどを着用する。帽子からは髪がはみ出ないようにする。爪は短

く切る。施設内では靴は専用のものを履く。作業所から出る場合は白衣、帽子、前かけは脱

いで、靴は履きかえ、衛生的な行為、つまりくわえたばこや指輪、時計をしたまま作業など

は行わないこと。委託している業者からは、従業員の健康管理について報告はどのような形

で行われているのかについてお尋ねします。業者からは、それぞれ日報というか、月報とい

うか、そういう形で恐らく上がってくると思うんですけれども、この点についてお伺いしま

す。

食品の加工や流通技術の発達した今日、食品の多くは採取、製造、加工、調理、貯蔵、運

搬、包装、販売などの複雑な仕組みを経て消費者に届きます。このような経路の中で一つで

。 、も不衛生な取り扱いがあると苦情や食中毒など食品事故につながるのであります 消費者は

販売提供される食品の安全を信頼して購入しているところであります。喫食しております、

その安全性を直接確認することは困難でありまして、食品の事故を未然に防ぎ、消費者の期

待にこたえる安全な食品を提供するためには、食品業者がみずから十分な衛生知識を持って

食の安全を確保するためには、確実な衛生管理を行う自主衛生管理が重要なのであります。

ＨＡＣＣＰを採用している工場でも、まず、食の安全・安心のため、自主衛生管理の徹底を

図っているところであります。

当町の各事業所におかれましては、自主衛生管理体制の確立を図りながら、食の安全・安

心のためにもしっかり実行していただき、事故を出さないよう努めていただくことをお願い

し、担当者からの今後の自主衛生管理体制についての決意のほどをお聞かせいただければ幸

いと思います。

●議長（南谷議員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 食品の衛生管理についてご提言をたくさんいただきました。１

回目の町長の答弁でもお話しさせていただきましたが、それぞれの施設には、自主的な衛生

管理マニュアルというものを持っています。特に、給食センター、それから保育所、それか

ら、業者委託をしております特別養護老人ホーム、町立厚岸病院につきましても、ベースに

なります管理マニュアルそのものは、厚生労働省が通知をしております大量調理施設の衛生

管理マニュアルというものを参考にさせていただいてつくられているものでございまして、

そういう意味では、健康管理のお話は既にさせていただきましたが、設備の衛生管理、それ

から食材の衛生管理そのものの検査のあり方等についても詳しく日々の中で対応をしている

という状況でございます。

それから、株式会社厚岸味覚ターミナルにつきましては、先ほどの答弁の中でも、検便の

、 、回数がほかの施設と違うなというような認識を持たれるかもしれませんが こちらのほうは

一般的な飲食店に適用されます食品衛生管理マニュアルというものに基づいた健康管理であ

り、食品衛生管理でありということでの運用でございます。

私ども、毎年６月の段階で、こうした各施設で持っております自主的な管理のあり方につ

いて再認識をしながらやっていこうということでの打ち合わせをさせていただいておりまし

て、そういう意味では、重複になるかもしれませんが、今後におきましても、より一層衛生
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管理のあり方について徹底をしてやっていきたいというふうに考えているところでございま

す。

管理課長。●議長（南谷議員）

●管理課長（須佐課長） 学校給食センターにおける衛生管理の対応でありますが、毎年度４

月にそれぞれ職員が就業するわけですから、必ず衛生管理マニュアルを年度ごとに作成しま

して、それらは北海道教育委員会が出しております学校給食衛生管理マニュアルというのが

ありまして、それに基づきまして、さらに厚岸の給食センターに適用するようにさまざま作

成をしております。

もちろん職員の健康状態の把握については、先ほどの答弁にもありましたように、毎朝、

それぞれの家庭の状況やら、家族の状況などを聞き取りするほか、それぞれの手、指等々の

傷の関係から含めて毎日チェックをさせていただいております。

そういった中で、日々の衛生管理体制、あるいは施設の洗浄の仕方、あるいは作業の内容

等々についても細かく定めておりまして、毎日の点検の中でそれぞれチェックをしながら作

業に取りかかっている状況であります。作業後、毎日の学校給食センターの洗浄、消毒作業

も大切な仕事でありますから、そういったのを一つ一つ細かくマニュアル、手引きに作成し

まして、チェックをしながら、言われました靴の取りかえる問題やら、あるいは、まな板の

洗浄、あるいは冷凍庫、冷蔵庫、調理台等々の洗浄の方法まで細かく指示をし、チェックを

しながら作業を進め、安心・安全な給食の提供に努めているところでありますので、ご理解

をいただきたいと思います。

●議長（南谷議員） ４番、髙橋議員。

●髙橋議員 適切なご答弁ありがとうございました。

私は、ここでさらにお願いするのは、皆さんご承知のように、食という字は、前課長でし

たかね、人を良くすると書くんですよね。それでバランスのとれた食品の提供に努めていた

だくことは、食文化の向上と人間形成にかかわるわけでございますので、この点もしっかり

とらえてもらいたいというふうに考えております。

食の安全・安心のためには、食品衛生法に従うことはもちろんですが、自主衛生管理がい

かに大切かということなのであります。さらに、何度も言いますが、作業に携わる調理員、

その他作業員の健康管理が第一であり、徹底した管理に重点を置き、食の安全情報交換につ

いては、協会、団体、その他との連絡を密にして、行政としてしっかりとした連絡に努めて

いただくようお願いをしまして、この食の安全対策についての私の質問を終わります。

次に、廃屋等に係る問題についてお尋ねをいたします。

まず、住宅や工場跡地など、著しく破損し、その機能を失った建物に税がかかるというこ

とについて、まず疑問があります。行政の係官は、できるだけ納税者に対し適切な指導を行

うことが大切かと思うのですが、いかがでしょうか。

今、町内に廃屋など何戸ぐらいあるのか。あるいはまた、暴風時における対策はできてい

るのか。飛散して人々へのけが、または事故など起きた場合の対策についてお尋ねをしたい



- 89 -

のであります。不幸にも事故が発生し、家主、管理者がわからない場合については、どのよ

うに連絡すればよいのか、伺いたいのであります。

また、これらの建造物等にかかわる、先ほどの町長からの答弁がありましたように、固定

資産税などの納入については滞りなく納入されているのか、できるだけわかりやすく親切な

解説をお願いしたいのであります。

●議長（南谷議員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） まず、私からは、建物に係る固定資産税の課税についてのご答弁

をさせていただきます。

基本的に、建物に対する課税は、土地との定着性です。それから、外気との遮断性、この

二つの要素を満たしているものに課税するということになってございます。この状況を現地

で調査した上で、課税対象となるかならないかということを判断するということでございま

す。

ただし、建物に課税するということでなくて、建物の所有者に課税するということですか

ら、現在ある建物に課税されているかどうかということでなくて、所有する方が、例えば複

数の建物だとか固定資産税を持っているもの、それを合算して課税標準額が20万円以上であ

れば、その所有者に課税されるということでございます。

課税対象になるかならないかというのは、まず、先ほど申しましたとおり、その土地にき

ちっと固定されているかどうか、土地との定着性というのは、その土地にきちんと固定され

ているかということです。外気との遮断性というのは、きちんとして柱もあって、壁もあっ

て、いわゆる雨風をしのげるような状況になっているかどうかと、これが基本的な要素でご

ざいます。そういった状況の中で３年に一度、その評価がえというのがありますけど、その

たびにその状況を確認しながら、課税対象になるかならないかというのを確認した上で課税

業務を行っているという状況でございます。

それから、固定資産税の納入のほうでございますが、これにつきましては、決算書でも出

しておりますけど、できる限り現年度の分は現年度に納入していただくことを基本としては

考えておりますけど、事情によりまして、現年度に納税されないという方もいらっしゃるこ

とはご質問者もご存じのとおりでございます。その場合については、翌年度の滞納分という

ことで、また納税の催告、相談等をさせていただいた上で、最初の答弁では、最悪の場合を

想定して１回目の町長の答弁になってございますけど、それぞれのご事情に応じて分納だと

か、いろんな相談に応じながら納税していただいているという事情も一方ではございます。

それぞれの事情もありますので、そういった中で対応しておりますので、できる限り、納税

の公平という部分は基本に置きながら対応しておりますので、ご理解願いたいと存じます。

●議長（南谷議員） 建設課長。

（ ） 、 、●建設課長 佐藤課長 まず 廃屋が町内に何棟あるのかというご質問でございますけども

私ども把握しております、危険であるという廃屋は、50棟あるというふうに把握してござい

ます。
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それから、暴風等に対しての町の対応はどのようにするのかというご質問でございます。

本来、個人の財産、法人の財産でございますから、その所有者が責任を持って対処するのが

原則ではあるというふうに思います。しかしながら、周辺住民に被害を及ぼすような危険性

が切迫していると、そうした場合につきましては、所有者の了解を得て、その財産に危害を

与えない範囲で、防災対応としてまして応急措置を必要に応じてとってまいります。

それから、所有者が不明な場合、居所不明等の場合はどうするのかということでございま

す。これに関しましては、その所有者の関係者を捜していくということが先決であるという

ふうに思います。それにつきましては、登記簿等を収集しまして、そこから関係者等を調べ

て、情報を収集していくと。こういった作業を今現在進めているところではございます。

●議長（南谷議員） ４番、髙橋議員。

●髙橋議員 まず、固定資産税にかかわる問題なんですけれども、私は、納税者に対して納税

の義務というかな、こういった指導、通告が非常に生ぬるいというか、優しいというか、温

かいというか、いろんな言い方があろうかと思うけれども、徴収する方々は大変だろうと理

解をしております。

したがいまして、これらにかかわる質問については差し控えます。

次に、今、後段申し上げた廃屋の飛散の関係でございますけれども、例えば、例を挙げま

すというと、若竹町にあるミール工場の跡、これが前回もお話ししたように、シャッターが

両方外れています。窓ガラス等も相当割れております。あるいはまた、若竹町３丁目ですか

ね、交差点にある住宅については、屋根がほとんどないみたいですね。それで風が吹くたび

に隣近所の人方は大変迷惑をこうむっているというか、防災上、消防のほうからはいろいろ

勧告はあるんだろうけれども、今いう個人の財産であり、勝手に板を張ったり、ひもで縛る

ようなわけにはいかないというような一つの問題もあろうかと思うんです。

ただ、やはり問題になるのは、そういったものが飛散をして、物にぶつかるぐらいならい

いんだけど、間違って人間様にぶつかったら大変なことになるので、そういった場合に、も

し人命にかかわるような事故が起きた場合、この責任をどこへ持っていったらいいのかわか

らないわけですよね。所有者がいなかったり、あるいはまた、ミール工場のように所有者が

しょっちゅう変わってみたり、どこに責任をなしつけていいのか、そういった心配があるわ

けなので、できるだけそういうことを避けるためにも、もう少し厳しい手を打つというんで

なくて、もう少ししっかりした指導、これがやはり大事かと思うんですけども、この点につ

いて、どのように今後対応していく考えなのか、ひとつお聞かせをいただきたい。

●議長（南谷議員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） お答えいたします。

廃屋対応でございますけども、個人の財産等もあり、非常に難しいところもございます。

一つ整理をしますと、まず、所有者が不明の場合、会社等がもうなくなっていると、こう

いったような場合がございます。そうした場合には、先ほども申し上げましたけども、その

関係する者を捜していくと。これがまず第一に必要であるということでございます。これら
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、 、 、 、につきましても 町の顧問弁護士 関係機関等にも相談をした中では まずはその関係者を

登記簿等を調べながら捜し当て、それから、そちらの例えば債権者等がおりますので、そう

したところから情報を聞き入れてくると。こういったようなことがまず必要だろうというこ

とで、私ども、今この作業を順次進めてきているところでございます。

それから、所有者がわかっている場合、これは質問者もおっしゃるとおり、指導等を徹底

していかなければならないというふうに私どもも考えてございます。今年もまだ、所有者が

わかっているところに指導がすべて行われているわけではございません。工事等が今行われ

ておりますので、これらの作業が終わり次第、残りの所有者すべてに対しまして指導をして

いきたいと。そして、その指導をしていく中で、個々のいろいろな事情があると思います。

そうした事情を聞き、そして、どのような事情があるのか、その対応等を検討し、さらにそ

れに向けて指導していく。そういったことをしていきたいというふうに考えてございますの

で、ご理解をいただきたいと思います。

●議長（南谷議員） ４番、髙橋議員。

●髙橋議員 そういった考え方に基づいて、しっかりと取り組んでいただきたいというのが私

からのお願いであります。

次に、釧路町との境界問題について、先ほど町長から貴重なお話をいただきましたけれど

も、私は、釧路町との境界問題については、過去にも何回か、その都度町長は事務的に進め

ている、先ほどの答弁のとおりであります。あるいは、もう少し時間をいただきたいという

ことについては、まず、私としては、余り今まではよく理解できない答弁にしか聞こえてこ

なかったのであります。

私は、最初の質問は、平成19年の12月定例会で、この境界問題についてどのように進んで

いるのかという問いについて、事務レベルでの協議を進めたいと考えていると。もう少し時

間をいただきたいとの答弁でありました。平成20年６月定例会では、町長に対し、財政再建

方針の中で避けて通れない問題は、釧路町との境界問題が最優先されるべきではないのかの

お尋ねに、町長は、この問題を第３次厚岸町財政運営基本方針に据えて取り組むことについ

ては不確定要素が多い、もちろんそうでしょう、不確定要素になりますよね。町の境界が整

理されなければ、不確定要素としか見られないわけですから、個別の課題として独自に追求

をさせていただきたいというような答弁でありました。したがいまして、今後の解決に向け

て再協議をスタートさせることができるよう努力したいとの答弁であり、理解を願いたいと

のことであった。

さらに、平成20年12月定例会では、厚岸町議会において議論が展開されていることが相手

にしっかり伝わっているのかという問いに対し、現在までの事務レベルでの協議はどのよう

に行われるのか、双方で取り組む可能な方法を見出したのかとのお尋ねに、町長は、釧路町

にあっては、平成２年２月15日協議の普通交付税の案分合意を一つの到達点として、これを

尊重し、今後もこの考え方を大事にしていきたいとの意向を持たれておりますことから、厚

岸町として、誠心誠意協議を積み重ねながら、解決策を見出すことができるよう粘り強く対

応させていただきたいとの答弁でありました。

以上のように述べておりますが、町長は、この件について過去の議事録をしっかりと精査
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した上で、しっかり見ていただき、理解できるものと私は思います。

そこで、厚岸町財務規則、平成18年３月31日、規則第28号、厚岸町財務規則（昭和63年厚

岸町規則第３号）の全部を改正になっております。公有財産管理の事務の総括、第214条、管

財担当課長は、公有財産に関する管理の事務を総轄する。管財担当課長は、財産管理者に対

し、その管理する公有財産に関する事務について報告を求め、又は実地について調査し、そ

の結果に基づいて必要な措置を求めることができると。公有財産の管理については、第217条

の、財産管理者は、その所管に属する公有財産について、定期又は臨時に次の各号に掲げる

事項を調査し、適正な管理に努めなければならない。まず、(2)には、土地にあっては、その

境界というふうにうたっております。

管理者の厚岸町は過去の経過をしっかり検証しないまま、職員の作成した文書に基づいて

答弁しているようにしか思えないのであります。

、 、 、いずれにしても 以上のようなことから 厚岸町としてしっかりと主張すべき点は主張し

毅然とした態度で取り組むべきではないのかと私は思うのですが、いかがでしょうか。過去

のあらゆる資料を突き合わせ、今日の平成の時代にふさわしい解決の方法があるのではない

かと私は思いますが、町長の前進的な答弁を求めるものであります。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） 答弁させていただきます。

私が町長になりましてから、髙橋議員からは、この問題については５回の質問を受けたわ

けであります。特に髙橋議員は、若狹町政以前から、それぞれ当時の首長、そしてまた、そ

れぞれの関係方面に大変な活躍をいただきながら、この問題解決にご奮闘いただいておりま

すことを、まずもって敬意を表したい、そのように考えます。

ただし、議員もご承知のとおり、この両町の境界問題は、明治以来の行政課題であり、歴

代の両首長や議会議員並びに当時の釧路支庁長等がこの解決に向けての賢明な努力にもかか

、 、 。 。わらず いまだ その課題が解決されておらないわけであります まことに残念に存じます

しかしながら、そういう経過の中で、平成２年２月15日、当時の釧路町長、高橋睦さん、

厚岸町長、澤田昭夫さんが合意をいたしまして、普通交付税の算定に用いる基礎数値にかか

わる協議をいたしたわけであります。その結果、案分した数値をもって算定に当たるという

ことがお互いに結ばれたわけであり、今日、それに基づいて進められておるわけでございま

すので、この点については、既に質問等もあり、お答えをいたしておるところでありますの

で、この点につきましてはご理解をいただきたいと存じます。

●議長（南谷議員） ４番、髙橋議員。

●髙橋議員 先ほど町長から、10月には釧路町長選挙があり、選挙終了後の体制の中で、速や

、 、かに厚岸町の考え方を持って協議をしたいと考えておりますので ご理解をいただきたいと

こういう答弁がありましたけれども 私は 再三お願いするのは やはりこの境界問題がしっ、 、 、

かりと確定しますというと、先ほど言ったように、やはり不確定財源でなくて、確定財源が

なされるわけです。
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したがいまして、私は、平成20年６月５日の資料がありますけれども、この内容等に、釧

路町との境界の関係で、6,800町歩の土地を案分しなければ、全部厚岸町のものとした場合、

厚岸町への交付税はどのくらいのなるのかと担当者にお尋ねをしたところ、当時の税財政課

より聞き取りの内容について、税財政課長、財政係長、平成19年度交付税ベースでもって単

純面積の案分で基準財政需要額は境界紛争地を除く、この境界紛争地というのは、言葉が非

常に望ましくないんですね。何もけんかしているわけでない、紛争しているわけでないんで

すね。境界地を除く交付税額は６億600万円で、全部の場合は６億2,600万円。したがいまし

て、2,000万円ほどの金額については、税財政課で一応計算しているわけであります。

したがいまして、これらを早く解決するということは、町にとっても確定財源につながる

わけでありまして、町長の一層の努力をお願いしたい、そのようにお願いをして、私の質問

を終わります。

●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。

髙橋議員から質問を受け、さらにはまた、厚岸町の行政課題の大きな課題として、私は、

釧路町長にもこの解決のためにいろいろと相談をし、お話をいたし、協議をいたしておると

ころでございます。

そういう中で、先ほど答弁いたしましたとおり、10月の選挙が終わり次第、だれが町長に

なるかわかりませんが、その体制の中で、いろいろとこの問題は大事な行政課題としてお話

をさせていただきたい。当然、私といたしましては、厚岸案を持って協議をさせていただき

たいと考えておりますので、解決に向けて、なお一層強く取り組んでまいりたいと思います

ので、ご理解をいただきたいと存じます。

●議長（南谷議員） ４番、髙橋議員。

●髙橋議員 各担当者から、それぞれ前向きなご回答をいただきました。しっかりと取り組ん

でいただくことをお願いし、質問を終わります。ありがとうございました。

●議長（南谷議員） 高橋議員の一般質問を終わります。

再開を午後１時とし、本会議を休憩いたします。

午前11時50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。

●議長（南谷議員） 日程第２、６番、佐齋議員の一般質問を行います。

６番、佐齋議員。
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●佐齋議員 第３回定例会に当たりまして、さきに通告してありました２点についてお伺いを

したいと思います。

一つ目といたしまして、観光振興についてでございます。

ことしの10月２日から10月10日まで９日間、厚岸町の牡蠣まつりが行われるわけでござい

ますが、アといたしまして 「カキＤＥござ～る」が昨年の11回で終了とのことでございます、

が、なぜなのか。

イといたしまして、過去11回の「カキＤＥござ～る」を行ってきたが、その結果はどう評

価しているのか。

ウといたしまして、今年度から子野日公園に集中するわけでございますが、会場あるいは

駐車場は大丈夫なのか。

エといたしまして、厚岸大橋を挟んでの道路の渋滞、特に緊急車両運行についてはどのよ

うな対策をとっておられるのか、お聞きしたいと思います。

２番目といたしまして、産業振興についてでございますが、ご存じのとおり、今年度は、

、 、 、 、温暖化のために秋魚 特にサンマ 秋鮭の不漁についてでございますが アといたしまして

ことしはサンマ、アキザケが不漁であり、漁業者はもちろんのこと、商工の関連業者、水産

加工、運送、石油業、弁当屋さん、各商店等、また、ここに書いておりませんが、箱屋さん

の売り上げダウンによる経営が厳しくなるが、町としては、どのような考えを持っておられ

るのか。また、どのような対策を考えているのか。

イといたしまして、それによりまして、来年度の税収入が減ることになると思いますが、

どのように考えているのか、お聞かせをいただきます。

これで、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） ６番、佐齋議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の観光振興について４つの質問がされておりますが、初めに 「カキＤＥござ～る」、

が昨年の11回で終了とのことですが、なぜなのかとのお尋ねでありますが 「カキＤＥござ～、

る」につきましては、実行委員会組織により事業実施がされており、現在、連絡をいただい

ている範囲でお答えをさせていただきます。

昨年まで牡蠣まつり時期に開催されていた「カキＤＥござ～る」については、本年８月11

日付の文書により、今年から開催時期を冬期間に変更するという連絡をいただいており、終

了するという内容ではありません。

変更理由についてでありますが、以下、主催者からの文書によりお伝えをいたします。

「平成11年から、昨年で11回開催してきた厚岸牡蠣まつり時の「カキＤＥござ～る」につ

いて、原点に戻り検証し、これからの開催について検討した結果、当初の目的は、一つ目と

、 、 、 、 、して 厚岸カキをＰＲすること 二つ目として 厚岸サンマをＰＲすること 三つ目として

生産者と消費者のパイプづくりを図ること、四つ目として、厚岸町を楽しむ会場づくりをす

ること、五つ目として、観光客の受け入れ会場の拡大を図ることでありました。これらにつ

いては、ほぼ達成されたのではないかということと、会場特有の風対策の限界、さらには、
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他会場開催による観光客の受け入れの充実などから、今年からの開催時期を冬期間に変更さ

せていただくことに決めさせていただきました。これまで「冬カキＤＥござ～る」として何

度か冬期間にも開催してきましたが、今後、観光客の少ない時期でのイベントの充実に取り

組んでいきたいものと考えています」という内容であります。

現在、会場を含め、事業内容を企画検討中とのことであり、事業企画案が整い次第、相談

されるようですので、町としても引き続き支援してまいりたいと考えております。

次に、過去11回の「カキＤＥござ～る」を行ってきたが、その結果をどう評価しているの

かとのお尋ねでありますが、漁業生産者とその他事業にかかわる町民有志が実行委員会とい

う組織で協働し、一次産業と観光振興を融合させるために努力してこられた経過を高く評価

しております。

私が町長に就任して以来、積極的に取り組んでいる協働のまちづくりを具体的に実践して

いる一つであるととらえており、地元高校生を参画させることで、地元産業へのかかわりを

持たせ、社会生活への研修と後継者育成を意図とした事業も進めており、異業種間から世代

間の人間的交流によるまちづくり意識を醸成することで、町外からのお客様を温かく受け入

れる機運を高めるための努力は確実に成果を上げていると受けとめており 今後もこれをベー、

スにした事業展開を期待しているものであります。

次に、今年度から子野日公園に集中するが、会場あるいは駐車場は大丈夫なのかとのお尋

ねですが、天候にもよりますが、牡蠣まつり期間中のステージイベントを行う２回の日曜日

には、この数年、１万2,000人から１万4,000人の方が子野日公園を訪れております。一方の

「カキＤＥござ～る」の入り込みは、昨年は3,500人、一昨年は6,000人という状況でありま

した。

「カキＤＥござ～る」の開催時期が変更されることによって、子野日公園への入り込みが

ふえることは予想されますが、双方の会場を行き来する方も多数いたものと推測され 「カキ、

ＤＥござ～る」の入り込み客数がそのまま牡蠣まつり会場の増加とならず、どれだけ子野日

公園への入り込みが増加するか、予測するのは難しい状況にあります。

こうした中、子野日公園内でのお客さんの収容については対応可能と思われるものの、駐

車場の不足は十分に考えられることから、観光協会では、子野日公園の周辺にある海産干場

の所有者などに対し、駐車場として利用させていただくよう協力を求めるとともに、交通指

導に当たる警備員の増員を図る一方、町では、造成駐車場の一部補修による一般車両の駐車

スペースの拡大や、切り土による三浦木材横の駐車場の再整地を行い、大型バスの乗り入れ

数の増加を図るとともに、祝祭日における町職員の増員も行い、受け入れ対応を整えること

で準備を進めているところであります。

次に、厚岸大橋を挟んでの道路渋滞、特に緊急車両の運行については、どのような対策を

とっていくのかとのお尋ねですが、ここ数年、厚岸消防署前の交差点において 「カキＤＥご、

ざ～る」会場への来場者は直進していただくよう車両誘導を行うとともに、右折車線の設置

などもあり、大きな交通渋滞を招くことはありませんでしたが、過去には、市街地のみなら

ず、一時は国道にも及ぶ交通渋滞を引き起こしたこともあります。

このため、会場周辺駐車場でのスムーズな誘導に努めるとともに、厚岸警察署との連携を

図りながら、迅速な対応が図られるよう協力関係を密にしていくこととしております。

また、緊急車両の運行対策についてですが、厚岸消防署では、当日の交通渋滞を予測しな
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がら、第２分団へ救急車の予備車と救急救命士を含めた３名の隊員を配置するなどの体制を

とることとしております。

しかし、消防車の出動や湖南地区から湖北地区に向かう救急車などが、厚岸大橋の交通渋

滞により通行できないような事態は避けなければなりません。町としても、厚岸大橋の交通

渋滞が生ずるような場合には、厚岸警察署、厚岸消防署とも連携しながら、緊急車両の出動

が生じたときには、通行車両に対して停止していただくよう協力を求めるなどの対応をして

いきたいと考えておりますので、ご理解願います。

次に、２点目の産業振興についてのうち、ことしはサンマ、秋鮭が不漁であり、漁業者は

もちろん商工の関連業者の売り上げダウンにより経営が厳しくなるが、町としてはどのよう

な考えを持っているか。また、どのような対策を考えているかとのお尋ねでありますが、サ

ンマについては、流し網漁業が７月８日の解禁直後から振るわず、その後、７月15日以降、

船型別に順次出漁した主力の棒受網漁業についても、漁場が遠く、まとまった群れが形成さ

れないなど厳しい状態が続いており、サンマ全体の水揚げは、９月９日現在の昨年と今年の

比較では、数量では昨年が約9,630トン、ことしは約1,770トンで、昨年比18％しか水揚げさ

れておらず、金額でも昨年は約12億7,000万円、ことしは約７億1,600万円と、昨年比56％の

水揚げ金額にとどまっております。

また、秋鮭についても、定置網漁が８月24日に道東太平洋海域で解禁となりましたが、こ

れも全道的に振るわず、当町でも９月９日現在で、数量では昨年が約29トン、ことしは16ト

、 、 、 、ンで 昨年比56％の水揚げとなっており 金額でも単価の低迷も影響し 昨年が約1,000万円

ことしは約400万円の水揚げで、昨年比39％と非常に厳しい状況にあります。

しかし、サンマについては漁期もまだありますし、秋鮭についてもこれから本格的な水揚

げ時期に入ってきますので、今後の漁模様の好転に期待を寄せているところであり、厚岸漁

業とは随時情報交換を行いながら、引き続き、今後の漁模様を注視していくこととしており

ます。

また、こうした不漁が続く状況の中、特にサンマ漁に関連する水産加工場や運送業、石油

、 、 、 、業 資材業者 小売店にまでその影響が広がり 雇用面にも波及するおそれも出てきており

地域経済が疲弊されることが心配されているところでもあります。

このような中、町内企業の円滑な資金調達に向け、既存の厚岸町中小企業融資や北海道の

中小企業総合振興資金などといった各種融資制度の周知や相談業務などに適切に応じてまい

りたいと思いますし、厚岸町商工会と連携しながら、地元企業と雇用を守るため、貸し渋り

などといったことが生じないよう町内の金融機関への要請活動等を行ってまいりたいと考え

ております。

また、９月15日には、北海道が釧路町村会など関係機関と連携し、政府系金融機関の協力

を得ながら、サンマ関連水産加工業等金融・経営特別相談会が開催されたところであり、厚

岸町商工会などを通じて町内の関連企業への情報提供も行っているところであります。

サンマの漁模様については、今後も先行き不透明な状況でありますので、引き続き、関係

機関との連携を密にしながら、必要な情報の収集と提供に努めていくこととしております。

次に、来年度の税収入が減ることになると思うが、どのように考えているのかとのお尋ね

、 、 、ですが サンマや秋鮭が現在のように極端な不漁のまま漁期が終了した場合は 漁業経営者

商工の関連業者の粗収入、売り上げ減は避けられないばかりか、漁船員収入や関連業種で働
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く従業員の手当や賃金の減も想定されます。

それにより、法人、個人の町民税と国民健康保険税については、課税標準額が下がり、課

税額の減を想定せざるを得ない状況もあり得ると考えております。

ただし、一方で、町の沿岸漁業の主要漁種で着業者の多い昆布漁が天候に恵まれ、平年以

上のペースで出漁し、カキ漁も昨年度を上回るペースで、アサリ漁はほぼ同程度の水揚げで

順調に推移しております。

来年度の税収につきましては、サンマ、秋鮭漁の最終的な水揚げに留意し、漁業全体の水

揚げ動向、そして、関連業者はもとより町全体の景気動向を見きわめ、来年度予算編成にお

ける税収見積もりには慎重を期して対応してまいりたいと考えているところでございます。

以上でございます。

●議長（南谷議員） ６番、佐齋議員。

●佐齋議員 １回目のご答弁で大体、私の聞きたいことは答弁されて、２回目聞くようなこと

ないような感じでございます。

これは、そうしたら 「カキＤＥござ～る」は中止でなく、冬に変えて行うというふうに理、

解していいですね。

それと、あとこれも「カキＤＥござ～る」の趣旨のほうで、私の理解した中では、確かに

書いているとおり、いろいろなＰＲやら、さまざまなこと書いてありますけど、最初やった

とき、たしか交通渋滞が11年前、これ11回ですから、11年前ですかね、門静の駅前まで車が

渋滞したことがあるんですよね。そういうことからでないですか。交通渋滞を緩和するため

に第２会場ということでもってやられたと私は記憶しているんです。それは入っていなかっ

たですか。その辺ちょっと。

●議長（南谷議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） ただいま議員からおっしゃったように、今年からは開催時

期を冬に行うということで連絡をいただいております。

●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） 過去に門静のほうまで交通渋滞が起きたことということ

でご質問ありました。それは、この議会のほうでもいろいろ議論もあったところでございま

すが、あれについては平成11年ということでございます。

それで 「カキＤＥござ～る」の第１回は、平成11年 「カキＤＥござ～る」の初回のとき、 、

にああいうような渋滞が起きたと。それと先ほどの町長の答弁のところにもありましたけれ

ども、あの際は、そういった交通渋滞も想定し切れていなかったという部分もありまして、

橋をおりてすぐのところ、消防のところを右折ということで、そのときには右折、左折もな

かったということで、あそこが大きな要因にもなったかというふうに承知してございます。
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●議長（南谷議員） ６番、佐齋議員。

●佐齋議員 そうしたら、まずこれ、冬に行われるのは、いつやる、それからどういう形でや

るかということはまだ詳細は決まっていない、聞いていないということですね。

、 、 、 、 、それから 交通の渋滞については 確かに私もそう考えて 最初に たしか右折でなくて

真っ直ぐ、北の沢のほうから迂回するということでやったと聞いております。

、 、 、 、 「 」それからあと これは なくなることによって 今度 子野日公園に カキＤＥござ～る

のお客さんが全部行くか行かないかわかりませんけど、そういった場合、今のあれでもって

ある程度対応できるもんですか。

それと、結局、行き来すると、一応問題あるのは、一般の人。例えば、床潭の人。車が行

き来ができなくなるということも何か前は話が出ていまして、緊急の用事で来ても厚岸のま

ちに入ってこれないんだということとか、その辺がどうかならないかという話がちらちら出

ていましたけど、その辺の。

それと、あれは漁師の人の干場というんですか、それを借りるわけですね。その辺のトラ

ブルが、きちっとしないと、よくぶつかった、ぶつからないで、ごたごたというのはちょっ

と聞いているものですから、せっかく楽しみに来たお客さんが車の接触でもって嫌な思いを

して帰るとなると、厚岸の牡蠣まつり全体に対して嫌な思いをするわけですね。そういうこ

とがないようにきちっとしていただきたいと。

それと一番問題なのは、大橋があるために、止まった場合、緊急車両の問題ですね。前に

も確かそういうことでもってある議員さんから質問されたと思うんですけど、緊急がなけれ

ばいいんですよね、あった場合に、本町から来る場合には意外と止めても来やすいんですけ

ど、真竜から本町へ行く場合にはどうしても国道が一番渋滞していますから、それが行けな

くなってしまうということだと思うんですけど、その辺がきちっと、これにはできますと書

いてありますから、その辺はもう一度、絶対大丈夫なのか。絶対大丈夫ではないんだろうけ

ど、その辺をもう一回ちょっとご説明願いたいと思います。

●議長（南谷議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 最初のご質問の日程や事業内容はということでございます

けれども、日程、それと事業内容につきましては、現在、企画検討中でございます。整

い次第、相談されるということでありますので、ご了解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） 私のほうから子野日公園、牡蠣まつりに対応して子野日

公園のほうでの対応が十分できるのかということでお答えをさせてもらいます。

まず一つ目には、駐車場のほうでございますけれども、先ほど町長からの答弁にもあった

ように 「カキＤＥござ～る」の会場が、時期を変更することによってお客様がふえるという、

ことは十分想定されます。ただ、そこに入っていたお客さんがそのまま子野日公園にふえる

かというと、先ほど言ったように、両会場を行き来しているお客さんもいたわけですから、
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そのままがふえるということではないと思います。ただ、ふえることは間違いないのではな

いかということで、危機感を持ちながら、観光協会と連携をしながら、その対応策というも

のを検討してございます。

そういった中では、駐車場の確保という部分で、子野日公園周辺のところで、これまでも

海産干場のほうを臨時的に駐車場ということで使わせていただいておりましたけれども、さ

らに、ちょっと子野日公園から若干遠くなることもあるんですけれども、せっかく訪れたお

客様を駐車させるという部分で、可能な駐車場の確保ということで、実は新たに３カ所ほど

海産干場のほうもふやすと。入り込みで対応できなかった場合には、そちらのほうも駐車場

で使わせていただきたいという申し出を観光協会のほうでさせていただきまして、それでは

さらに165台ほどの一般乗用車の駐車も増台できるかなと。さらには、造成駐車場ということ

で子野日公園の前のほうにありますけれども あそこのところもさらに整地を行うことによっ、

て、50台ほど駐車場の量を確保できるという見込みで、乗用では215台ほど、さらには高台の

ほうの大型バスの駐車場というところも、効率的なとめ方といいますか、再整地等も行いな

がら、増台を図るという対応で、まず駐車場のほうは対応させていただきたいと思ってござ

います。

それに伴いまして、駐車場が当然ふえるわけですから、それを整理する職員と、こちらの

ほうについても増員をさせていただきながら、ことしについては対応させていただくと。こ

としの状況を見ながら、来年以降ということになろうかと思います。

ただ、その駐車場は干場ということで、きちんと整地されたアスファルトであるだとか、

ちゃんとした地盤であればいいんですけれども、どうしても干場ということで砕石があるも

のですから、面積ほど台数はとめれないというのもあります。それと、職員も、過去には、

少しでも多くのお客さんに駐車場を確保したいということで、駐車のスペースもできるだけ

異常にあけないような形で誘導するようなことも行ってきたこともありますけれども、そう

したことに、えてして接触事故ということもあります。その責任という度合いも当然問題に

なってくるという意味では、駐車場の部分では確保しつつ、駐車場所のほうをそちらの車の

隣にというような、止める場所の指示だけ押さえているというのが実態でございます。

それと、床潭からの行き来するお客さん、町民の方ですけれども、そういった部分ができ

ないという苦情が起きないようにということでは、そういった駐車場の入り口部分での誘導

、 。がスムーズに行わなければ どんどんどんどん渋滞を解消できないという状況もございます

それと込み合った場合には、当然、信号機が定期的に動くものですから、そういった部分に

警察のほうにも協力を申し入れさせていただいておりますけれども、そういうような渋滞、

あるいは交通障害が起きた場合には、警察のほうではそういった信号機の操作も含めて対応

していただくということでは調整を進めているところでございます。

それと最後に、緊急車両の対応の部分でございます。これにつきましては、消防署のほう

ともいろいろ協議をしていまして、町長の１回目の答弁にもありましたけれども、消防署の

過去の事例から聞きますと、昼までは、どうしても湖北側から子野日に向かうお客さんが来

るということで、消防車が出ていったときには、それほど通行車両のほうは渋滞していない

ということでスムーズなのだと。ただ、昼過ぎから、今度、帰るお客さんが込み合ってきた

とき、そうしたときに救急車両が出たときに、反対車線に出なければいけないと。そして、

、 、 、一方では 向こうからも車が来ると そこで交差が難しいという部分があったものですから
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消防署のほうとしては、そういったような交通渋滞が起きそうな部分を予測しながら、それ

より前に第２分団のほうに救急車の予備車を配置、それと救急救命士を含めた３名の隊員を

配置して、湖北地区での対応をとるということでございますが、ただ、どうしても湖南地区

から湖北地区に患者さんを運ぶということも十分考えられます。そういったときには、私ど

、 、 、 、も 今 消防のほうと協議しておりますのは そういう渋滞になりそうな状況が出た場合に

職員等を大橋の前後に配置して、これは警察ではありませんので、車をとめるという権限は

ございません。ただ、そういった緊急事態が発生したということで通行車両のほうに、実は

救急車両が走るので、何とか停止して待っていただくように協力を求めるということは、警

察のほうにお聞きしましたら、そういったお願いであれば大丈夫だということですので、そ

ういうような対応をとりながら、反対側車線に入っての緊急車両が走れるような状況を確保

したいと、そういう対応を図っていきたいというふうに考えているところでございます。

●議長（南谷議員） ６番、佐齋議員。

●佐齋議員 内容についてわかりました。せっかく楽しみに来られるんですから、嫌な思いを

して帰らないように、ひとつ努力していただきたい。

過去に、聞きましたら、平成11年ですか、込んだときに、せっかく午前中に出てきたんだ

けど、子野日に着いたらもう終わっていたと。何しに来たかわからなかったという方がいた

ものですからね、その辺。わかりました。

それから、サンマでございますが、これ私もちょっと組合へ行って聞いてきたんで、これ

。 、 。 。は…… 私が聞いたのは 11日の日にちょっと聞いてきた 水揚げが大分変わっていますね

町は９日ですから、２日でもって結構、９日で963万ですか、それから……。11日現在でもっ

て昨年が1,000万、ことしが2,200万ですから、２日で結構変わっていますね。

それで全体に金額を聞きますと、業者のほうは昨年から見ますと大体70％ぐらいのダウン

だと。量は結構減っているんですけど、金額的にはそんなに極端に減っていないですよね。

ただ、問題は、関連業者が大変厳しいということでもって、加工屋さんにしますと、昨年か

ら比べると扱い高が３分の１だと。それから、運送、箱屋さん等にしますと、昨年の５分の

１の扱い高だというような話をされておりました。今後これからまだ申請ありますから、根

室あたりでは結構揚がっていますから、厚岸は入っていないですけど、期待はあると思うん

ですが、ただ、今のままで果たしてどうなのかなと。漁場が遠いものですから、厚岸に入ら

ないで根室に入ってしまうというようなことみたいですね。

それで、先日の新聞に出ておりましたけど、大地みらい信金さんがこれを見て、30億円の

枠をつくって、相談に乗ると。それから、昨日ですか、テレビでやっていましたけど、釧路

市も関連業者に対しての融資枠、ご相談に乗ると。それから、根室も近々にやるということ

でございますが、厚岸町の場合、例えば、関連業者に話をされて、町のほうから商工会あた

りに、こういう形でやるんだと、ひとつそれに話乗ってくれと、そういう話し合いというの

は、関連業者と話し合いはされているんですか。その辺、ちょっと聞かせてください。

●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） 質問議員言われるとおり、大変サンマの不漁による影響

というのはどんどんどんどん広まっているという状況でございます。ただ、これからの漁の

模様に大変期待もしているというのもあります。

そういった中で、信金さんのほうがサンマ水揚げ減少対策支援資金ということで、資金の

枠を30億円用意して、そして、そういった関連業者の方々への貸し付け、それを融資利率も

、 、1.875という低利の部分で貸し出すということを報道もなされ この貸し付けにつきましては

９月10日から始まっているということでございます。

これにつきまして、管内の対応も含めてでございますが、釧路市のほうは、今言われまし

たけれども、釧路市のほうも、信金さんが言われているのは、融資の利率については金融機

関としてある程度抑えたと。ただ、これに保証協会の保証料が当然必要になってくると。そ

の部分について行政のほうで何らかの支援というのは考えられないものかねという打診は実

は来てございました。これにつきまして、管内の状況もいろいろお聞きしますと、釧路市に

ついては、こういった制度、これからの漁模様もあるわけでございますけれども、現時点で

は、そういった部分に補助をするというような考えは今のところもっていないというお話も

あります。また、釧路町、浜中町、こちらのほうにつきましても、厚岸と同様に既存の制度

融資等の紹介、あるいは相談等に適切に応じながら、こういった部分には今の段階ですぐ取

り組むという状況にはないというふうにお聞きしています。

ただ、唯一、根室市については、信金さんのほうに対して今考えていないだとかという部

分は留保している状況で、今検討しているということでございます。

また 昨日でございますけれども 釧路市のほうにおいて サンマ関連水産加工業等金融・、 、 、

経営の相談会も行われたということでございます。これにつきましては、厚岸町においても

こういった関連する企業が多々ありますので、商工会を通じまして関連業者のほうに情報提

供をさせていただいたという状況でございます。

ちなみに、今日の新聞にもありましたけれども、こういった相談会を持ち込みましたけれ

ども、実際にその会場に訪れた業者というのは、釧路市の６業者のみにとどまっているとい

う状況でありますけれども、それに対する国、道、あるいは関係機関等々のそういった機会

があれば、どんどんどんどん地元の関係企業のほうにも、商工会等とも連携しながら、周知

を図っていきたいと、そのように考えてございます。

●議長（南谷議員） ６番、佐齋議員。

●佐齋議員 一生懸命やられているのはわかるんです。ただ、よく厚岸は水産が地場産業だと

いうことで言われているんですから、やっぱり積極的に、よそがやる前に、厚岸町も先にそ

ういうあれを商工あたりと、銀行とタイアップして、町が積極的にそういうふうなアプロー

チをとってやっていただきたいんだけど、何となくよそから見たら一歩も二歩も何か遅れて

いるような感じするんですね。よそがやってから泡を食ってやるというような感じがするわ

けです。

それと融資のこれでも、もらったものでないですから、融資でないですから、借りるもの

ですから、返さなければならない。大変で借りるんですから、さっき課長言ったように、保

証協会の保証料なんかもある程度、できれば町でもって面倒見れるような、借りるほうは大
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変ありがたいと思うんです。結局、大変で借りるんですから。返さなければならない。融資

ならいいんですけど。私も議員になって11年目なんですけど、どうも農水産に対してはいろ

んな補助金、いろんなものでは出てきますわね。融資の問題で。商工に対しては、それがど

うも、これは厚岸町ばかりでなく、国自体がそうですからね。大臣は農林水産大臣がいます

けど 商はいないですから 経済産業省 ちょっとランクがありますから そういう形でもっ、 。 、 、

てランクが下がるから、商工側としてもなるのか。その辺がどうも商工に対して置き去りに

なるなという感じがするわけなんですけど。

その辺、そうしたら、融資の問題でも、もらったものでないですから、返さなければなら

ないですから、その辺、やっぱり借りても借りやすいような方法にしていただきたいと。

それと、さっき言いましたように、よそがやるからやるんでなく、前もって、例えば商工

会なり組合なりと、産業団体とお話をされて、前々からこういう状態はわかっていたんです

から、積極的に、厚岸は早いなと、厚岸はやっぱりさすがだなというような感じで、よその

まちに先駆けてどんどんやっていくような、そういうふうな政策をとっていただきたいとい

うことなんですけど、その辺、もう一度。

●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） お答えいたします。

厚岸町は後手に回っているんじゃないのかなというような趣旨かと思います。

ただ、信金さんは、ありがたいことに、こういった低利の融資の部分も創設していた

だいたわけでございますが、先ほど１回目の町長の答弁の中でも、町融資、あるいは北

海道の中小企業総合振興資金というお話もさせていただきました。実は、この道の制度

融資の中にはセーフティネットということで、前年と比較して経営状態が悪くなった、

落ち込んだ場合には、市町村長の認定を受けて、うちであれば厚岸町長の認定を受ける

とセーフティネットの貸し付けというものも借りることができます。これはほとんどと

言っていいわけでございますが、そういった状態で借り入れすることが可能という資金

でございますけれども、この融資の金利でございますが、これは５年以内であれば、信

金さんの場合 ５年以内で1.875でございますが 北海道の融資の場合には ５年以内に1.3、 、 、

というふうになってございます。５年を越すと1.5ということになっておりますし、融資

枠につきましても、信金さんは5,000万円の上限でございますけれども、北海道について

は１億円以内というふうな、有利な既存の制度があるということからいけば、そちらの

ほうの既存の、こういった有利な制度があると、恐らく知らない方も多々いるかと思い

ます。そういった部分の相談体制を整えていきたいなという趣旨でございます。

また、町の既存の制度でいきますと、中小企業融資ということで、保証料を補助する

という制度を持ってございます。今回このような信金さんが出す前からそうでございま

すが、実情としては、今年度５件という程度で、昨年の同時期から見ると半分という状

況にもなってございます。この背景には、今、質問議員言われたように、補助でありま

せんから、当然融資を受けると返さなければいけないと。そういったこれからの先を見

込んだ中での経営の状況を見て借り入れるという部分では、厳しい状況の中で、そうい

う有利な融資があるからといって、そっちに飛びつけないというのもあろうかと思いま
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すが、質問議員言われたとおり、国の政策もそうでございますが、こういった企業向け

の支援策としては、融資という部分での対応が今の現状としてはそれにとどまっている

という中では、そういった有利な制度をどんどんどんどん町内企業の方々の相談に応じ

て対応、あるいは北海道のほうと協議しながら、どういった方法がいいのかという相談

等々を行っていっていきたいというふうな考えで現在おるところでございます。

●議長（南谷議員） ６番、佐齋議員。

●佐齋議員 確かに商工会あたりでもセーフティネットというのがあります。商工会の場合

4,500万円、やっぱり５年。町民の場合は８年と。設備は15年ということで書いてあります。

それも11月の末ころに 何かそれに対して 今は講金と言わないんですか 何だかって変わっ、 、 、

て新しく、が来て相談に乗るような話していましたけど、商工会でそういう対応をしていく

という話していました。

ただ、借りても返さなければならないものですから、その辺やっぱりどうも、何回も

言うようですけど、農業と比べると商工に対してはそういうふうな、国自体がそうなん

ですけど、農水産業と違って、商工に対しては、国自体が優しくないというふうな感じ

がするものですから。

確かに厚岸町あたりも、中小企業のいろんな制度資金をやっていますけど、それでも

言ったように、現状が大変なものですから、借りても返さなければならないから、借り

たくても借りられないというようなことでどんどん先細りになってしまうんですね。

だから、もしできるんであれば、町自体も大変でしょうけど、こういうものにある程

度、保証人の問題、だから保証料の問題も、なるべく町である程度できるものであれば

していただきたいというようなことでございます。

それから、最後の税収の問題ですけど、これを見ますと、サンマと秋味、大したとれ

なくても、昆布とカキがいいんだからいいんだというふうにとられるんですよね。そう

じゃないと思うんですよ。

でも、聞きますと、カキもこの温暖化でもって大分斃死しているという話を聞いてい

ますし、サンマだってこれからとれてくれればいいですけど、このままいってしまった

ら大変なことになると思うんですね。楽観的な考えはできないと思うんですけど、これ

をもう少し信金に、だけど、何となくこれ見ると、サンマ、秋味、最終的には、まだ時

期が悪いんだと。確かに昆布、きょうで30回目ですか、例年になく昆布出ていますね。

だけども、全体的に金額、漁業者は昆布が多いですね、サンマよりは。我々商人として

も全体のは多いですから、商売としては昆布がたくさんとれてくれたほうが、町として

は潤いあるということで、我々商売としてはサンマよりは。だけど、全体的な水揚げで

はどうしてもサンマのほうが多いですからね。だから、税収についてもう少し厳しい面

で見ていかないと、何かちょっと楽観的な考えがあるんでないかと思うんですけど、そ

の辺どうですか。

●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（湊谷課長） 私のほうから、先の１点目のほうの答弁をさせていただ

きます。

実は、北海道のほうも昨日、サンマ関連の相談会をやられたということがありましたが、

昨日急遽、北海道の釧路総合振興局のほうからも連絡があって、北海道のほうとしても、こ

ういったサンマの不漁を受けての厳しい影響というものの対策にも何か手を打っていかなけ

ればという考えも出てきておりまして、実は今日、急遽、釧路総合振興局のほうが金融機関

の方々を集めてのそういった相談する場を設けているということで、厚岸町の状況等につい

てもどんな状況であろうかという問い合わせもあったところでございます。

そういったことを踏まえて、この先、北海道のほうも何らかの対策を出していただければ

なと期待しているところでございますけれども、そういったものも含めて、厚岸町において

は、どうしても既存の制度をという部分を、今までが満度にそういった部分が行われていれ

ば、さらにという部分もありますが、私どものほうの周知も足りないということであれば、

一層商工会とも連携をしながら、そういった情報、あるいは相談に乗りながら、そして、北

海道の検討された結果を踏まえた、そういった情報をどんどんどんどん町の関連企業のほう

にも流していくという対応をとらせていただきたいと思っております。

●議長（南谷議員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 来年度の税収の見込みについて楽観視し過ぎていないかという趣

旨のご質問かと思いますけど、１回目の町長の答弁にもありましたけど、今後のサンマ漁に

、 、 、ついてはまだ漁期が残っていると 秋鮭漁もまだ始まったばかりであるので 漁協としても

まだ今後の漁模様には期待しているところもあるということであります。

税収の見込みについても、このままいけば、税収減は避けられないというのは町長から答

弁あったとおりでございます。ただ、最終的な漁がどうなるのかということをもって判断す

べきというふうに思っておりますので、今の段階で予測をするのは差し控えさせていただき

たいという趣旨でありますので、ご理解願いたいと思います。

それと、補完する立場として、厚岸町は非常に漁業形態がバランスがよいというふうに言

われています 昆布の着業者は360戸を超えるわけですから その昆布が今年は順調な出漁ペー。 、

スであると。しかも、好天に恵まれて、乾燥機にかける日数が極端に少ないということで、

経費もかかっていないようでもございます。これらも最終的に申告額が幾らになるかによっ

て、その数字は見えてくるわけでございますけど、そういったよい面もあるということも見

なければいけないだろうということも考えているところであります。最終的には、町全体の

景気動向というのを見きわめた上で判断させていただきたいと思いますので、今はそういう

危惧を持ちながらも、今後の動向を注視して、税収見積もりに当たりたいということであり

ますので、ご理解願いたいと存じます。

●議長（南谷議員） ６番、佐齋議員。

●佐齋議員 まちづくり推進課長のお話はわかりました。どうも、各産業団体と町とのコミュ

ニケーションが足りないような気がするんですね。もう少し積極的に、こういうような場合



- 105 -

には、商工会あたり、例えば組合、農協あたりと常時連携をとりながら、積極的にやって、

私、ちょくちょく商工会へ行って話を聞くんです、それから組合へ行って聞くんですけど、

どうも組合あたりでも、朝の水揚げ幾らあったというくらいは来るけど、あとはもう何もな

いぞというくらいのものですね。やっぱりその辺もう少し突っ込んで、お互いに話し合いし

ながら、厚岸町の経済の問題ですから、行政のほうは積極的に足を運んで、来てもらうんで

はなく、運んで、そういうふうなことをしていただきたいというのが要望でございます。

それと税のほうは、先日も、農協と漁協の水揚げ高が出ていましたよね。大体、組合も50

億ぐらいですか、たしか農協も50億ぐらいだったと思ったんですけど、ただ、大差ある人数

で割っていくと、漁業は600何人というと、50億あると、本当に１件あたりの所得は大したこ

とないです。ところが、農家の場合は、同じでも160～180ぐらいですから、漁業とこの差が

あるんですね。それと後継者の問題がかかってくるんです。私の近くにいます、大体私の白

浜でも、大体84、5歳でもって昆布とっています。今日来ましたから 「昆布どうした、出な、

かったんですか 「いやいや、とてもじゃないけど、昆布なんてやってられない、こわくて」」

と、やめていましたよ。そういう人もいます。だから、あと５年したら、うちの前浜でも漁

師がいなくなるんじゃないかと思うんですね、後継者いなくて。農家の場合、所得あるもの

ですから、やっぱり後継ぎがいるんですね。

だから、これからはやっぱり、１件あたりの所得を上げる、行政として、ぜひそれに取り

組んでいただきたいと。我々議員も責任あるんですけど、そういうふうに努力いただきたい

ということで、最後、それを聞いて終わります。

●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。行政全般にかかわる課題であろう

かと思っております。

ご案内のとおり、人口減少、特に少子化、今日大きな、これは全国的ですけど、厚岸町も

同様な状況にあるわけであります。

そういう中で、厚岸町は何といいましても、第一次産業が中心であります。その中でも、

今、農業と漁業の収入の格差についてのお話がありましたけれども、農業においても後継者

不足、もちろん漁業においてもそういう課題があるわけであります。そういう個々の課題に

ついても十分に認識しながら、これからのまちづくりをしていかなければならない。やはり

若い者が残るまちにしていかなければならない、そのように考えておりますので、これは当

然、第５期総合計画の中でも、人口減少の中でどのようなまちづくりをしていくかという大

きな課題にもうたっておるわけであります。

特に、ご承知だと思いますが、総合計画、第３期までは、人口を想定する場合は人口をふ

やして推定をしておりました。というのは、何だと、総合計画をつくるのにあらかじめ人口

。 、 、減少を考えてつくるのかという議論もありましたわけであります しかしながら その後は

実態に合った推計を見ながらまちづくりをしていくという総合計画になっております。

そういう中で、後継者の育成、十分に心得て、これからのまちづくりをしていかなければ

ならない、そのように考えております。
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●議長（南谷議員） よろしいですか。

佐齋議員の一般質問を終わります。

14番、竹田議員の一般質問を行います。

14番、竹田議員。

●竹田議員 第３回定例会において、通告書のとおり質問させていただきます。

１として、幼児、子供を守る町の対応について。(1)子供に対する虐待の実態は。報告や実

態はあるのか。調査はどのようにしているのか。子供を守るための委員会組織などはどのよ

うになっているのか。事故を未然に防止するための親へのアドバイスやケアなどについての

マニュアルはあるのか。あってはならないことだが、起こってからのアドバイスやケアの対

応マニュアルはあるのか。

、 。 。 、２として 厚岸湖内の底質環境について (1)環境はどのように変化しているのか この先

何年も本当に大丈夫なのか。何かの手だては必要ないのか。心配なところはないのか。

以上であります。よろしくお願いを申し上げます。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） 14番、竹田議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の幼児、子供を守る町の対応について、子供に対する虐待の実態はとのお尋ねであ

りますが、まず、報告や実態についてでありますが、町では、過去に、関係者から釧路児童

相談所に通告があり、児童相談所から町に報告があった内容で、小学生の子供に対する母親

のしかり方が問題となった事例があります。

この事例では、関係機関が集まり検討した結果、あざなどができている状況にはないとい

うことでありましたので、保健師による家庭訪問継続での母親の話し相手になる対応をとり

ました。現在では、母親がみずから保健福祉総合センターに来所し、継続した関係が保たれ

ています。

また、同じ年にはもう１件の事例があり、高校に通う生徒がやせていて何も食べていない

、 、という通告が近所の人から釧路児童相談所にあった件ですが 児童相談所からは町に対して

この生徒の世帯の状況を教えていただきたいという内容でありました。

関係者が集まり検討した結果、この生徒はふだんからそういうやせた容姿ということが確

認でき、学校でも頑張っているし、授業態度もよいほうだということで、継続的観察を行う

中で、特に問題となった事例ではありませんでした。

なお、ただいま申し上げました２件の事例のほかに、現在、町における児童虐待相談の事

例はない状況となっています。

次に、調査はどのようにしているかにつきましては、相談事例の中で面接を行う緊急性の

ある内容については、家庭訪問を実施することにしているところです。

また、日ごろからは、母親の妊娠期からとなる釧路管内養育者支援、保健・医療連携シス

テムの実施により、医療機関からの情報を養育支援に役立てる中で虐待が行われていないか

どうかの確認と、出生時における乳児家庭全戸訪問事業の実施により、その中で養育支援が

特に必要であると判断した家庭に対する養育支援訪問事業に発展させるほか、４カ月児の養
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育者との赤ちゃん相談の中で、子育てアンケートを聞き取る児童虐待予防ケアマネジメント

事業の実施により、虐待の調査を実施しています。

次に、子供を守るための委員会組織などはどのようになっているのかにつきましては、平

成18年度に、釧路児童相談所、釧路保健所、厚岸警察署、校長会、教育委員会の各課室、町

立厚岸病院、町民課、保健介護課、保育所、福祉課、厚岸町社会福祉協議会、幼稚園、厚岸

町民生委員児童委員協議会に参加を求め、児童福祉法に基づく厚岸町要保護児童対策協議会

を設置しています。

、 、 、この協議会は 年１回程度開催していくこととしておりますが 事例の対応に当たっては

これらの機関から実務レベルの職員が柔軟に集まり、ケース検討会議を開催できる仕組みと

しています。

次に、事故を未然に防止するための親へのアドバイスやケアなどについてのマニュアルは

あるのかにつきましては、先ほど申し上げました各種の事業における実施の手引とガイドラ

インがマニュアルとしての役割を果たしているところでございます。

次に、あってはならないことだが、起こってからのアドバイスやケアの対応マニュアルは

あるのかにつきましては、北海道が策定した、町の役割としての、関係機関における初期対

応の実践編となる子供への虐待対応マニュアルを運用しているところです。虐待を受けた子

供と虐待を行った保護者に対するケアにつきましては、児童相談所によって、医療機関と連

携して専門家によるカウンセリングが行われますが、町としても、児童虐待を受けた児童の

ケア並びに児童虐待を行った保護者の指導及び支援のあり方についての調査研究及び検証を

行うものとしているところでございます。

続いて、２点目の厚岸湖内の底質環境について、環境はどのように変化しているのかとの

お尋ねでありますが、厚岸湖内の底質調査データにつきましては、厚岸漁協が実施しており

ます漁場造成環境調査事業で得られた結果に基づき回答をさせていただきます。

この調査は、厚岸沿岸域の漁場環境及び資源動向を把握し、計画的に漁場を利用し、適正

に水産資源を管理することを目的として実施しており、協力機関として厚岸町及び釧路水産

試験場、釧路地区水産技術普及指導所が参画しております。

この事業では、平成５年から厚岸海域の水質調査が始まり、平成８年に底質調査が追加さ

れております。

、 、底質調査の測定項目につきましては 湖内底泥の汚れの指標となる値のＣＯＤ及び硫化物

湖内底泥の有機物堆積の指標となる強熱減量、３項目で、年４回実施しております。

配付した資料は、平成19年３月の一般質問の際に提出させていただいたものと同様に、厚

岸湖を代表する場所であります弁天島裏の11号島付近の結果を、調査回数年４回分の平均値

で示させていただいております。

これら測定項目の傾向を個別に見ますと、ＣＯＤの値は、平成17年以降ほぼ横ばいであり

ます。硫化物は平成19年に、強熱減量は平成16年に、それぞれ一時的に高い値が観測されま

したが、それ以外の年度はおおむね同程度の値を示しており、これらの結果から、厚岸湖の

底質環境が著しく悪化しているとは判断できないと考えております。

次に、この先、何年も本当に大丈夫なのか、何かの手だては必要ないかとのお尋ねであり

ますが、厚岸湖は、ラムサール条約にも登録されている豊かな自然環境を有しており、町民

はもとより道民共有の貴重な財産であり、かつ、カキやアサリなどの漁業生産活動の場であ
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ります。

この厚岸湖内の環境について、北大厚岸臨海実験所の前所長の向井先生や現所長の仲岡先

生からは、将来、漁業生産性の低下が危惧されることなどを指摘されております。

こうしたことを踏まえ、町としては、自然環境の保全と一次産業振興のバランスをとりつ

つ、調和のとれた施策を進めていきたいと考えており、その手だてとしては、海域の富栄養

化防止対策及び環境負荷低減対策として、環境機関と連携し、湖岸の清掃や石けん運動の取

り組み、漁業系廃棄物であるヒトデや肉食性巻き貝などの適正処理、下水道の普及、カキ殻

水質浄化実証試験などを行ってきております。

しかし、これらの手だてだけで十分とは考えておりませんので、以前からご提案いただい

ているカキ殻サンド工法も含め、情報収集を行っているところでありますが、全国的に、よ

り深刻な海域において、現在のところ、底質の浄化を大規模に解決する技術については確立

されたものはなく、今後も情報収集に努めていきたいと考えております。

次に、心配なところはないのかとのお尋ねについてでありますが、先ほど説明させていた

だいた調査結果に加え 海域の富栄養化が進んだ場合に発生すると言われる赤潮や青潮といっ、

た障害が厚岸海域では観察されていないことから考えますと、現時点では、厚岸湖の底質環

境は著しく悪化しているとは言えないと考えられますが、こうした種々の環境負荷低減対策

を講じていても、著しい気候の変動や、大規模な産業構造の変化などが生ずると、水系へ大

きな負荷がかかる可能性も否定できません。

したがいまして、町としては、先ほど述べました環境負荷低減対策や情報収集を継続する

とともに、漁場造成環境調査事業への補助も継続し、厚岸湖内の底質環境の状況把握に努め

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存じます。

以上でございます。

●議長（南谷議員） 14番、竹田議員。

●竹田議員 まず、日本の社会全体と、それから厚岸町における実態なんですけども、社会全

体的にいいますと、離婚率と、それから虐待というのが、非常に比例をして進んでいるとい

うことが社会的にわかっております。

厚岸町での離婚率というのと、それから人数というのは、把握はできないという回答があ

りましたけども、多分、理事者側も思っていることと思いますが、先ほど述べた離婚率と虐

待率というのは比例しているものというふうにとらえると、厚岸町も非常に離婚率が高い地

域。隣の釧路市では、北海道ではナンバーワンというふうに言われている。その近隣の厚岸

。 、町も離婚率が高いというふうにお聞きをしております その数字が幾らなのかということは

非常に調査が難しいということで回答は厚岸町から得られませんでしたけれども、推測され

るのは、離婚率が決して低くはない、高いほうだろうという意味合いから考えると、虐待と

いうことが起きても不思議ではないというふうにとらえるべきと考えられるわけです。

ただ、厚岸町においては、先ほど答弁されました、厚岸町においてはそういう事例は今の

ところないんだというお話ですけれども、今後の対応ということで、国のほうでは、親子の

名前がわからない場合でも 児童相談所が出頭を要求できるよう法律を変え そういった個々、 、

の訪問ができるようにやりやすくしようという、そういう提案もしております。また、こん
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にちは赤ちゃん事業ということで、虐待の温床の母親の育児不安や孤立化を防ぐため、子育

て支援の情報提供や 母親の不安や悩みを聞くとか 養育関係の掌握などを努めていきましょ、 、

うという、そういう取り組みも国で進んでおります。

先ほど１回目の答弁のあったとおりだと思いますけども、虐待の事例も最近はさまざまな

、 、 、虐待があるということで 平成11年から 身体的虐待は社会的に平成20年に比べて約2.73倍

ネグレクトという育児放棄については、平成11年から平成20年にかけて約4.62倍、性的虐待

は2.24倍、心理的虐待は5.58倍、総体的にいうと3.66倍という実態が出ております。

厚岸町においても、少子化が進んでいる中、子供は未来の宝という意味からも、こうした

事件が起きないよう努めていってもらいたいというふうに思いますが、今後の細部にわたっ

ての取り組みということを、厚岸町としてはどのように独自で考えておられるのか、もう一

度お聞きしたいと思います。

●議長（南谷議員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） ただいま１回目の町長の答弁の中で、一連の事業により、それぞれ

の調査が行われている現状をご理解いただけたかなと思います。この事業については、近年

始まったような事業でありまして、もちろん虐待をとらえた事業でございます。

そういったことで、これのさらなる充実はもとより、保育所あるいは幼稚園、そういう日

ごろ子供と接する部署において、さらに日常の子供の生活態度であるだとか、お母さんの様

子だとか、そういうものをもっと観察していく必要があるのかなというふうに思います。

具体的に今すぐやれるというものについては、そういった子供と接する現場でのより深い

観察というのか、それを深めていくことだ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） 14番、竹田議員。

●竹田議員 子どもの虹情報研修センターというところでは、児童虐待防止の対策としては、

社会全体として早急に取り組むことが防止策の一番であるというふうに言われています。

この早急な防止策を考えるといった中で、発生予防という課題の中で、虐待問題への理解

をふやすというか、社会全体に浸透していくことがまず大事であるといった中で、細部とい

うのはどういうことを言われているのかというと、まず、中学生、高校生のときから乳幼児

との触れ合い体験などを通じて、本来、人間が持つべき母性愛の育成ということも書かれて

おります。

、 、 。また 児童虐待防止推進月間というのがあるんですけども これは何月なんでしょうかね

それらについて、もう一度お聞きしたいと思います。

●議長（南谷議員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 総体的に日本が今、児童虐待について取り組むべきものを今、議員

のほうからご説明をしていただいたところでございますけども、まさしくこれは厚岸町だけ

のものではないということでございます。
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先ほど私、具体的には厚岸町でという狭い範囲での答弁ということでございました。おわ

びしたいと思います。

そういった中で、中高生の幼児との体験、これについても、厚岸町では取り入れておりま

す。私なりに考えますと、それもそうですけども、お母さんたちが、保護者が、その子供に

どういった愛着を持っているかというのがやはり大きな問題だと思います。ですから、お母

さん、保護者になる前に、そういった小中高生の時代に幼児との触れ合い体験をすることが

重要だなというふうにとらえております。これについては町でもやっておりますので、引き

続き、事業継続がされるものと考えております。

もう１点目の児童虐待防止推進月間と申しまして、これは毎年11月に行われるといったこ

とでございます。

●議長（南谷議員） 14番、竹田議員。

●竹田議員 虐待を防ごうということで、早期発見、早期対応が大事ということで、国として

虐待についての法律施行が始まった途端に、通告が非常に多くなって、施行前よりも相当な

倍率が事実出てきたという話がまずあります。

都会と田舎という表現は適切かどうかはちょっと、わかりやすい説明でいけば、東京都内

と、対する田舎といえば地方、厚岸町というふうに、都会と地方というふうに見たときに、

そこに通報ということを考えたときに、都会の通報する人間の心理的な部分、それから田舎

の人間がというか、地方、こういう小さなまちの人間が通報するときの心理的な部分、どう

違うかというふうなことも言われている部分があります。これは非常に大切な部分なんです

けれども、都会は隣に住んでいるのがなかなか見えない、どんな人が住んでいるのかわから

ないという実態がありますから、どんな人が通報したのかまずわからないということが、通

報した結果、それを調べるということがなかなかできない、わからないというのがありまし

て、通報しやすいというのが別にあるというふうに言われています。しかし、こういった町

村でいくと、隣にどんな人がふだん住んでいるのか、どんな人に見られているのかというこ

とがつぶさにわかるということから、逆に言えば、そういう実態があっても通報すると後で

何か言われるんじゃないかというような心配をされることがあって、通報したくても通報で

きないという、そういった逆の悪さが働くというふうに指摘されています。

そういった部分についても、町としては町独自の考え方がそこで必要ではないのかという

ふうに思いますけども、私の言っている細部というのは、そこまで考えた厚岸町独自の施策

を考えてはいかがかということなんですけども、それについていかがでしょうか。

●議長（南谷議員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 通告ということが、児童虐待防止に関する法律によって、国民の義

務ということで課せられているわけでございます。かといって、通告すると自分が通告者だ

とわかるんじゃないのか、そういうご心配というふうに理解させていただきます。

厚岸町内においては、実際どうなのかという実態でございますけども、ちょっととらえに

くいなという部分はご理解いただけると思うんですが、私ども町といたしましては、行政の
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みならず、民生委員、児童委員の方々にも協力していただいて、みずから研修会の中でテー

マとして掲げていただいて、児童虐待というものを学んでいただいております。そういった

中で、地域で児童虐待について理解していこうということが、まず民生委員、児童委員の中

から進めているところでございまして、こういった方がどういった役割を果たせるかという

のは今後の課題だと思いますが、まず、町民全体にそういった遠慮せず通報しましょうとい

、 、 。うよりも前に 関係者が児童虐待を慎重に考えて その上で具体的なものが出てくるかなと

具体的に今申し上げる内容は持ち得ていないということでございます。

●議長（南谷議員） 14番、竹田議員。

●竹田議員 細部にわたってということで、本当に起こってはならない部分なので、よろしく

お願いしたいと思います。

続いて、厚岸湖の底質環境についてお聞きします。

町民の方々から、厚岸湖の、要するに数十年前の環境と最近の環境とのとらえ方について

。 、 、 、お話がたまたまされました その中で いろんな厚岸湖の利用の仕方がありまして 湖内の

特に外周周りの底質の汚泥の環境という、要するに汚れている、汚れていないという部分か

らも言われているんですけども、まずは、随分浅くなったなという声が聞かれます。この原

因というのは何なのかということがまず危惧されるわけですけども、そういったことは、事

実、目にしなければわからない部分というふうにはあるんですけれども、海水面の厚岸湾も

厚岸湖も、外海もそうなんですけども、海水の部分については、いろいろな気象状況の環境

によってかきまぜられるという部分がありまして、データをとるのが非常に難しいというふ

、 、うにされていますけれども 底質汚泥についての固くなった地層というふうになってくると

どうしても環境変化によって泥は堆積したままで、なかなか減っていくということが、進行

していかないというか、減るということに関してなかなか進まないというのが、これは網走

湖も厚岸と似たような環境で、汽水湖で、面積もさほどそんなに変わらないところでカキの

養殖をしております。

そういった中で、泥の回収という部分について、まずはお聞きしたいんですけども、厚岸

町の湾の底に泥の堆積というのは、まず、あるのかないのかという話になると、あると。あ

るとするならば、10年、20年前からどの程度たまってきたのかということも考えなければな

らない。環境が変わってきている、変わってきていないという調査は必要だけれども、堆積

、 、されているのかいないのかという部分についても 潮の流れというのが非常に変わってくる

そういった中で、先ほど答弁の中にもありました赤潮や、そういうのが発生していくという

。 、 、ことも危惧されます そういった中で 何もないんだということであればいいんですけども

そういった心配はされているということは事実なので、泥の堆積の部分について、どのよう

に厚岸町としては掌握されているのか、まずその点を聞きたいと思います。

●議長（南谷議員） 産業振興課長。

（ ） 、 。 、●産業振興課長 高谷課長 ただいまご質問者の 泥の堆積はあるのか あるとすれば

どの程度たまってきたのかを考えなければならないと。堆積の有無は調査されているの
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かということでありますけども、泥の堆積の確認調査はしておりません。

ただ、いろんな先生方、研究者の方々のお話の中では、堆積についてのことが言われ

ております。そういうふうに確認しております。

●議長（南谷議員） 14番、竹田議員。

●竹田議員 厚岸湖内の環境について、北大厚岸臨海実験所の前所長の向井先生や現所長の仲

岡先生からは、将来、漁業生産性の低下が危惧されるというふうに指摘されているという部

分については、この内容についてどうのこうのというふうに聞く部分ではないと私は思って

おりますが、危惧されるということであれば、その辺の将来的な心配をされて、早目にどう

いった手だてをしたほうがいいのかということの答えはそろそろ出すべきではないかという

ふうに私は思います。

というのは、前にも私、平成16年の一般質問だと思うんですけども、春採湖の汚泥の部分

の、ヒブナが壊滅状態になったというお話で、春採湖についての部分で厚岸湖は大丈夫なの

かといったような質問をさせていただきました。その中で、将来的に厚岸湖がもし泥の堆積

で困ったなというふうになったときに、何をしなければいけないのかというと、いろいろ調

べてみたんですけども、泥を吸い上げると、泥を回収するということが一番簡単で望ましい

方法だというふうに言われているみたいです。今のところですね。その泥の回収をするとい

うことが、先ほどの資料にもございます、ＣＯＤ、硫化物量、強熱減量が要するにふえてい

かない、そういうことを防げるとされているというのはご存じだというふうに思います。そ

の上で環境を守る、漁場を守るということをどのように考えるべきなのかということが大事

になってくると思います。

その上で、例えば、春採湖の場合に、この泥を回収するのをポンプで吸い上げて、きれい

になった泥をまた戻すというようなことをしたんですが、春採湖の場合に２万5,125立米、当

時、何回かにわたって泥を回収したと。そのときの１立米単価の費用が大体3,200円なんです

けども、今の単価でいくと2,846円かかるそうです。これを加算すると7,150万円かかったと

いうことで、ダンプの数にすると4,187台分というふうになるわけです。

また、網走湖の実態を申し上げると、14万888立米、今の金額の2,846円を掛けると約４億

円かかるそうであります。ダンプにすると２万3,481台、相当な数だというふうになります。

このような結果になるということになれば、相当のお金がかかるということを考えたとき

に、厚岸町の将来を考えて、第一次産業を守る上で、危惧されるのであれば、これからどの

ような調査をしていって、どのような手当てをしなければいけないのかということを、それ

ぞれの機関で考えていくべき時期に来ているのではないかなというふうに私は思うので、そ

の辺をもう一度お答え願いたいと思います。

●議長（南谷議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） ただいま議員おっしゃいましたように、春採湖だとかサロ

マ湖、泥の回収で何千万円、何億円という、そういう方法もあるよというお話をいただ

きました。それから、議員が以前からおっしゃっていましたカキ殻サンド工法。カキ殻



- 113 -

サンド工法につきましては、平成14年度に静岡県が、民間事業者などから浜名湖をきれ

いにするための浄化技術を公募してということで、環境保全に応用できるかを実証する

技術発掘事業を行ったという内容でございます。議員は、その内容はよくご存じかと思

われますけども、そういったことも含めまして、カキ殻だとかの水環境改善技術につき

まして、いろいろと情報収集なり、その実験の結果、考察なりを私どもいろいろと今勉

強させていただいております。

費用の問題 それからいろんな状況もあります それから いわゆる実験の場合は 200、 。 、 、

平米という、そういう大きさの中での実験で効果、改善が認められただとか、ただ、実

用化するためにはいろいろと課題があるだとか、厚岸湖の場合も面積でいうと32.3万平

方キロメートルということで、実験の200平米に対しては、実際の厚岸湖自体は相当大き

。 、な面積でございます いろいろとその後の実績はあるかないかということも含めまして

そのメーカーに確認しましたら、今のところは、その実験後には実績はないということ

でございました。そういった意味で、今後において、さらに情報収集に努めてまいりた

いという今の考えでございます。

さらに、それ以外、今の底質環境をデータでお渡ししましたけども、ある年度、ある

年度、先ほど１回目のご答弁にも申し上げましたが、一時的に高い値が観測されたとい

うことでございますが、右肩上がりでずっと上がってきているという状況ではございま

せん。さらには、漁場間の調査の考察の中では、底質調査の結果では、急激な底質の悪

化を示すとは考えにくいと。ただ、今後の推移に注視していくべきだという考察をいた

だいております。それから、厚岸湖、厚岸湾は半閉鎖的な環境であり、漁場環境は外海

よりは悪化しやすい海域であるけども、今後も底質の各項目における数値の推移に十分

注意していく必要があると、こう述べられております。

そういったことも踏まえまして、先ほどのカキ殻サンド工法も含めまして、いろいろ

と検討して、注視していきたいという考えでございます。

●議長（南谷議員） 14番、竹田議員。

●竹田議員 非常に難しい環境保全のための取り組みというふうに自分自身もとらえておりま

す。

その中で、厚岸町の紹介、並びに議会の概要などにもさまざまな角度から厚岸湖のことが

載っています。また、厚岸の厚岸湖、厚岸湾は、第一次産業の水揚げを高く評価される、誇

りを持てる環境 漁場であると そのカキ アサリは 厚岸町においても産業の第一歩を走っ、 。 、 、

ている、そういう環境、漁場を必ずしも永遠に守っていかなければならない。そして後世に

伝えていかなければならない大事な宝物だというふうに理解をしているのは、理事者も我々

も、町民も同じことだと思います。ゆえに、そういった観光を含めての食が失われるという

ことは、厚岸町がだめになるという大事な部分に来ているのではないかというふうに思いま

す。

その上で、もう一度町長にお願いしたいんですけども、そういったことを見据えながら、

将来に向かって、この厚岸の厚岸湖、厚岸湾の環境が守られていくことを当然考えておられ

ると思いますけども、先ほど答弁にもありました、提案していましたカキ殻サンド工法、厚
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岸はアサリ、カキがたくさんあります。このカキ殻を、ただふとんかごに入れて湖底に沈め

るといったことで、カキ殻の空隙の中に泥や、それからその他のカキのふんだとか、そうい

うものが全部その中に入って、定期的にそれを揚げて、また乾燥させて、またそれを入れる

といった、そういう施策方法でありますけども、そういったものを早目に何とか取り上げて

ほしいなというふうに思います。

また、環境が著しく変わったときに、泥の堆積されたものを回収するというふうになった

場合に、多額の費用がかかるということは先ほど説明したとおりであります。早目の手当て

をするために、厚岸町独自でやるということは大変費用がかかると思います。環境を守るた

めにどういった手だてが必要なのか、どういった方法論で、どういったお金を使うべきかと

いうことは、国にいろいろな支援を求めて、いろいろな研究する上での支援があるのかない

のか、そういった部分も含めて、厚岸湖の環境を守るためにどうしていったらいいのかとい

う部分を考えていただきたいというふうに思います。

●議長（南谷議員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 春採湖、それから網走湖の例を示していただいて、厚岸湖で何らか

の対策ができないかという趣旨のご質問だろうというふうに思います。

春採湖の場合は、閉鎖性の海域、それから網走湖の場合は、北海道開発局が平成20年度か

ら底泥の回収作業に当たっているというふうに、これは国の事業として行われているという

ふうに認識をしておりますが、この厚岸湖の底質、底泥の問題、これを直ちに網走のやり方

を持ってきていいのかどうなのかというのは、まだもう少し経緯、経過というものを見る必

要があるのではないか。厚岸湖の底泥、底質というものは、これはもう有史以来ずっと続け

られて今日に来ているという状況でありますから、それから厚岸湖内は漁業権を設定されて

いる漁場でもあるということで、漁業協同組合とも、どういう方法がいいのかということを

良く協議をして進めていかなければならない問題だろうというふうに思います。

網走湖のやり方がよくて、貝類、あるいは魚類にもよくて、環境にいい影響を与えるとい

うものであれば、この４億円という数字は、私は決して高いものではないなというふうに思

いますが、しかしながら、まだこの検証結果というものが出ていないし、歴史的な背景もあ

るし、漁業権の問題もあるしという、さまざまな問題があるということを認識しながらも、

どうやって厚岸湖の環境を保全していくかということは、きちっと対応を図っていかなけれ

ばならない問題だろうというふうに思います。

●議長（南谷議員） 14番、竹田議員。

、 、●竹田議員 環境の問題ですから 今どうのこうのということを言っているわけではないので

、 、厚岸湖もデータを見せていただいた結果 今どうのこうのという問題ではないというふうに

安心される部分もあります。がしかし、地球温暖化、または地球環境の変化というふうに言

われている中で、厚岸湖もよくなるのか、悪くなるのかといった心配が町民側にもあるとい

うふうに思っております。

そういった中で今回の質問をさせてもらったわけですけど、早目の手当てということを危
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惧されて、どういった方法論がいいのかという、今、副町長の答弁もありましたとおり、本

当にどういったことが一番いいのかという、いろんなことを進める部分については、いろん

な部分の邪魔な部分があって ぽんぽんぽんとは前に進まないのはよくわかります そういっ、 。

た中で、何度も言いますけど、環境を守ること、イコール厚岸町の観光を守ること、いわゆ

る厚岸町の財政を守るということは、おまえに言われなくてもわかっているんだと言われる

ような気がしますけども、ぜひ、そういうことを思いながら、環境を守っていくためにいろ

んなことを考えていっていただきたいというふうに要望して、終わりたいと思います。

●議長（南谷議員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 大変大事な、町としては重要な生産の場所でもありますし、こ

の環境保全という対策をきちっと講じていかなければならないというのは、ご質問者と

同じ考えでありますし、引き続き、どうやってこの環境を守っていけるかどうか、議論

を重ねながら、あるいは必要なデータも集めて、検討を進めてまいりたいと、そのよう

に考えております。

●議長（南谷議員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●議長（南谷議員） 以上で、14番、竹田議員の一般質問を終わります。

本定例会に通告ありました８名の一般質問を終わります。

●議長（南谷議員） 日程第３、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とい

たします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

町長。

●町長（若狹町長） ただいま上程いただきました諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦に

ついて、その提案理由をご説明申し上げます。

平成７年９月から人権擁護委員としてご活躍いただいている横井氏につきましては 本年12、

月31日をもって５期目の３年間の任期が終了することになります。したがいまして、人権擁

、 、 、 、護委員法第６条第３項の規定により 町議会議員の選挙権を有する住民で 人格 識見高く

広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある同氏を引き続き推薦するものであり、

同法同条の規定により、議会の意見を求めるものであります。

住所、厚岸郡厚岸町宮園３丁目148番地。氏名、横井久美。生年月日、昭和19年１月１日。

性別、女。職業、会社役員。

以上、簡単な説明でありますが、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。

●議長（南谷議員） これより、質疑を行います。質疑ございませんか。
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（な し）

●議長（南谷議員） 質疑を終わります。

お諮りいたします。

本案は、人事案件であります。

厚岸町議会会議運用内規54にありますとおり、討論を省略し、本案は原案のとおり適任と

決するにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） 異議なしと認めます。

本案は、原案のとおり適任と決しました。

●議長（南谷議員） 日程第４、諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とい

たします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

町長。

●町長（若狹町長） ただいま上程いただきました諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦に

ついて、その提案理由をご説明申し上げます。

平成20年１月から人権擁護委員としてご活躍いただいている西條氏につきまして、本年12

月31日をもって１期目３年間の任期が終了することになります。したがいまして、人権擁護

委員法第６条第３項の規定により、町議会議員の選挙権を有する住民で、人格、識見高く、

広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある同氏を引き続き推薦するものであり、

同法同条の規定により、議会の意見を求めるものであります。

住所、厚岸郡厚岸町宮園２丁目８番地。氏名、西條俊介。生年月日、昭和24年４月21日。

性別、男。職業、宮司であります。

以上、簡単な説明でありますが、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。

●議長（南谷議員） これより、質疑を行います。ございませんか。

（な し）

●議長（南谷議員） 質疑を終わります。

お諮りいたします。

本案は、人事案件であります。

厚岸町議会会議運用内規54にありますとおり、討論を省略し、本案は原案のとおり適任と

決するにご異議ありませんか。
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（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） 異議なしと認めます。

本案は、原案のとおり適任と決しました。

●議長（南谷議員） 日程第５、議案第71号 副町長の選任に対する同意を求めることについ

てを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

町長。

●町長（若狹町長） ただいま上程いただきました議案第71号 副町長の選任に対する同意を

求めることについて、その提案理由をご説明申し上げます。

厚岸町副町長であります大沼隆氏は、本年９月16日で任期が満了いたしますが、引き続き

同氏を副町長に選任いたしたく、地方自治法第162条の規定により、議会の同意を求めるもの

であります。

、 。 、 。 、 。 、 。住所 厚岸郡厚岸町光栄301番地 氏名 大沼隆 生年月日 昭和28年６月13日 性別 男

職業、地方公務員。

以上、簡単な説明でありますが、ご同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。

●議長（南谷議員） これより、質疑を行います。

10番、谷口議員。

●谷口議員 副町長がふさわしいかふさわしくないかとか、そういうことではありませんけれ

ど、どうして今回の議案については候補者の履歴が添付されていないのか。１期目のときに

はきっと添付されていたと思うんですね。それが今回はないのはどういうことなのか。

例えば、前回の議案のときにいた議員は、その経緯はわかりますけれど、改選されている

。 。 、 、わけですよね 議会はね ４年たっているわけですから そうすると大沼氏がどういう経歴

履歴を持った方なのかということがわからない議員も何人かいるんではないのかなというふ

うに考えるんですが、どういうことなんでしょうか。

●議長（南谷議員） 本会議を休憩いたします。

午後２時51分休憩

午後２時52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（佐藤課長） ただいまのご質問にご答弁申し上げます。
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再任であってでも、いわゆる履歴を添付するべきではないかということでございます。従

来からの慣例で、再任につきましては、今まで議案に履歴をつけてはきてございません。こ

れがいいか悪いかは別にいたしまして、これまでの再任につきましては、履歴を省略して原

案として提案させていただいているところでございます。

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 ただ、そうはいっても、私も流されてきましたけれど、やっぱり議会というのは

改選されてくるわけですよね。そうであれば、やはり再任のときにきちっとした履歴を示す

べきではないのかなというふうに私は思うんですよ。そういうことでお伺いしたんですが。

●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。

慣例は慣例といたしまして、定められた法的なものではございません。再任であろうと、

今後につきましては、履歴をつけてきちっとした形で議案として上程いたしたく考えたいと

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

●議長（南谷議員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●議長（南谷議員） 他にございませんか。

（な し）

●議長（南谷議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

本案は、人事案件であります。

厚岸町議会会議運用内規54にありますとおり、討論を省略し、本案は原案のとおり同意す

ることにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） 異議なしと認めます。

本案は、原案のとおり同意することに決しました。

●議長（南谷議員） 日程第６、議案第72号 教育委員会委員の任命に対する同意を求めるこ

とについてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
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町長。

●町長（若狹町長） ただいま上程いただきました議案第72号 教育委員会委員の任命に対す

る同意を求めることについて、その提案理由をご説明申し上げます。

厚岸町教育委員会委員は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第３条の規定に基づ

き、現在５人の委員を任命させていただいておりますが、このうち保田雅子委員につきまし

ては、本年11月30日をもって任期が満了することになります。したがいまして、同法第

４条第１項の規定により、本町の首長の被選挙権を有し、人格高潔で教育、学術及び文

化に関し識見を有する同氏を引き続き任命いたしたく、議会の同意を求めるものであり

ます。

住所、厚岸厚岸町若竹３丁目55番地。氏名、保田雅子。生年月日、昭和24年９月６日。

性別、女。職業、会社役員であります。

、 、 。以上 大変簡単な説明でありますが ご同意賜りますようよろしくお願いいたします

●議長（南谷議員） これより、質疑を行います。質疑ございませんか。

（な し）

●議長（南谷議員） 質疑を終わります。

お諮りいたします。

本案は、人事案件であります。

厚岸町議会会議運用内規54にありますとおり、討論を省略し、本案は原案のとおり同意す

ることにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） 異議なしと認めます。

本案は、原案のとおり同意することに決しました。

再開を午後３時30分とし、本会議を休憩いたします。

午後２時56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。

●議長（南谷議員） 日程第７、議案第73号 厚岸町過疎地域自立促進市町村計画の策定につ

いてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

まちづくり推進課長。
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●まちづくり推進課長（湊谷課長） ただいま上程いただきました議案第73号 厚岸町過疎地

域自立促進市町村計画の策定について、その提案理由のご説明を申し上げます。

国の過疎地域対策については、昭和45年に過疎地域対策緊急措置法を制定し、その後、現

行の過疎地域自立促進特別措置法に至るまで、これまで約40年にわたり特別措置が講じられ

てきました。しかし、過疎地域においては、人口減少に歯どめがかからず、基幹産業である

農林水産業の低迷、身近な生活交通の不足、地域医療の危機、高齢化が進む集落の機能の低

下など、依然として厳しい状況にあることから、過疎地域自立促進特別措置法の執行期限を

平成27年度まで６年間延長するとともに、過疎地域の指定要件の追加や過疎対策事業債の拡

充を内容とする一部改正法、以下、改正過疎法と称させていただきますが、本年３月17日に

公布、同年４月１日から施行したところであります。

厚岸町は、改正過疎法に定める過疎地域としての要件を充足し、過疎地域として本年４月

１日公示されたところであり、また、今後における財政上の特別措置を引き続き活用するた

めの前提として、同法の規定に基づき、厚岸町の総合的、計画的な自立促進を図るための方

針や、その対策などを盛り込んだ、平成22年度から27年度までの６年間を計画期間とする厚

岸町過疎地域自立促進市町村計画、以下、過疎計画と称させていただきますが、今般、北海

道との協議を経まして、計画案として取りまとめたところでございます。

なお、過疎計画の策定に当たっては、法に基づくところの厚岸町議会の議決が必要となる

ところから、議案書本文となりますが、過疎地域自立促進特別措置法第６条第１項の規定に

基づき、厚岸町過疎地域自立促進市町村計画を別紙のとおり策定し、議会の議決を求めると

ころでございます。

、 。それでは 今回策定いたしました過疎計画案につきましてご説明申し上げたいと存じます

別紙の計画案をご覧ください。

まず、本計画の構成でございますが、改正過疎法の第６条第２項において、過疎計画に掲

げるべき事項が規定されており、基本的には、従前の過疎計画とほぼ同一の項目立てとなっ

ておりまして、唯一違いますのは、１枚目をめくっていただき、目次の最後の項目、11、過

疎地域自立促進特別事業が今回から新たに加わった内容となっております。

それでは、ページに沿って概要をかいつまんでご説明申し上げます。

１ページをお開きください。１、基本的な事項でございます。(1)として、厚岸町の概況。

３ページ。(2)として、人口及び産業の推移と動向。

５ページ。(3)として、厚岸町の行財政の状況。

。 、 、 。７ページ (4)として 地域の自立促進の基本方針について それぞれ記載してございます

議員各位、既にご承知のとおり、厚岸町は本年度から第５期の厚岸町総合計画がスタート

したところでありまして、この過疎計画も始期を同じくする６年間の計画期間となっており

ますので、まちづくりの基本的な考え、まちの将来像は、総合計画と整合性を図り、同一の

ものとしております。

９ページをお開きください。このページからは、自立促進施策区分ごとの各論となってお

りまして、施策区分ごと現況と問題点、そしてその対策、さらには具体的な事業内容を示す

事業計画という順に列記してございます。

なお、記載内容につきましては、各施策区分ごとの現況と問題点については、第５期厚岸
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町総合計画の前期行動計画の現状と課題を転記、その対策の項目については、行動計画の施

策の展開方向に記載されている内容を転記している形となってございます。また、事業計画

は、ハード事業にあっては第１次実施計画に登載されている事業、ソフト事業にあっては平

成22年度予算に計上されている事業のうち自立促進施策区分に該当すると思われる事業を選

択し登載しております。

自立促進施策区分でございますが、９ページからは産業の振興についてでございます。22

ページからは交通・通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進について。28ページから

。 。は生活環境の整備について 39ページからは高齢者等の保健及び福祉の向上・増進について

47ページからは医療の確保について。49ページからは教育の振興について。57ページからは

地域文化の振興等について。60ページからは集落の整備。62ページからはその他地域の自立

促進に関し必要な事項となってございます。

施策区分ごとの逐一の説明は、まことに申しわけございませんが、省略させていただきた

いと存じます。

66ページをお開きください。11、過疎地域自立促進特別事業でございます。前段にもご説

明申し上げましたが、この項目が今回の計画から新たに加わった項目でございまして、記載

内容については、それぞれ自立促進施策区分ごとに記載した事業計画の中で過疎地域自立促

、 、進特別事業として位置づけた いわゆるソフト事業を取りまとめた内容の一覧となっており

この記載につきましても施策区分ごとに整理し、記載しております。

以上が過疎計画案でございますが、引き続き、参考資料についてご説明申し上げます。お

配りしております参考資料１をご覧ください。このＡ４の横型になったものでございます。

この参考資料１につきましては、過疎地域自立促進市町村計画の策定に当たって、総務省

からの通知において作成が求められておりまして、内容につきましては、自立促進施策区分

ごとに各事業計画に登載した事業の年度ごとの予定事業費を参考として計画登載する内容と

なっております。

ハード事業におきましては、第５期厚岸町総合計画の第１次実施計画に基づき登載し、平

成25年度以降につきましては、引き続き事業実施が見込まれる事業のみ、概算の想定額を登

載しております。

また、過疎地域自立促進特別事業、いわゆるソフト事業でございますが、平成22年度予算

に計上され、次年度以降も引き続き実施しなければならないと見込まれる事業のみ、平成22

年度と同額をもって登載しているところでございます。

なお、ハード事業、ソフト事業とも、事業個々の説明は省略させていただきたいと存じま

す。

続きまして、参考資料の２をご覧ください。Ａ３判のこの大きな資料でございます。

この参考資料２につきましては、本年８月３日開催の議員協議会におきまして資料要求が

ありました資料となっておりまして、さきにご説明いたしました参考資料１の登載内容と、

第５期厚岸町総合計画第１次実施計画登載事業との比較表となっております。それぞれ事業

ごとに２段表記となってございまして、上段は過疎計画登載事業とその事業費の内訳で、下

段は実施計画登載事業とその事業費内訳となってございます。

なお、平成25年度以降につきましては、さきにもご説明申し上げましたが、引き続き事業

実施が見込まれる事業のみ、基本的には平成24年度と同額をもって、それぞれ登載しており
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ます。

以上、配付資料の説明となりますが、過疎計画案の参考としていただきたいと存じます。

最後になりますが、本計画策定後、本文の加筆修正や事業の追加または中止、大幅な事業

の変更など計画全体に及ぼす影響が大きい場合には、改正過疎法においても従前と同様に議

会の議決を経て計画変更する手続となることを申し添え、議案第73号 厚岸町過疎地域自立

促進市町村計画の策定についての提案理由とさせていただきます。

大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願

い申し上げます。

●議長（南谷議員） これより、質疑を行います。

２番、堀議員。

●堀議員 過疎地域自立促進特別事業の中で 厚岸味覚ターミナル運営というもので 毎年2,473、 、

万3,000円を運営費として出しているという計画が載っているんですけども、たしか厚岸味覚

ターミナルについては、契約期間というのが決まっていますよね。当然そうなるとまた再契

約なり、新たな契約を結ぶという形になると思うんですけども、金額がこのように載ってし

まうということで、その契約条件や何かが固まってしまうというおそれはないでしょうか。

●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） ご説明させていただきます。

先ほどもご説明の中で説明しましたけれども、ソフト事業の部分につきましては、平成22

年度当初予算と引き続いて必要となるものについて登載したという説明をさせていただきま

した。

、 、 、議員おっしゃるとおり 味覚ターミナルとの指定管理者の基本協定 これにつきましては

今年度末をもって終了ということになります。ですから、平成23年度から引き続いた形にな

るかどうかはまだ、議会のほうにもお諮りしながら定めるということになりますけれども、

当然味覚ターミナルにつきましては、相手方がどうであれ、指定管理者を選定してお願いを

するという方向の考えは今のところ変わっていないという部分では、相手方がどうというこ

とではなくて、平成22年度に引き続いた形でまずはこの計画登載をさせていただいた。なお

かつ、その協定内容によっては、委託料等々にも増減の変更はあるかと思います。そういっ

たものにつきましては、もし仮にこれより上回るようなことがあれば、また議会のほうにご

相談させてもらって、計画変更ということになりますが、それ以内であれば、この計画の中

でということで、今行われていることが当然引き続き行われていると、相手がどうだという

ことではなくて、そういう形でこの中には計画登載させていただいたというものでございま

す。

●議長（南谷議員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「
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●議長（南谷議員） 他にございませんか。

（な し）

●議長（南谷議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） 異議なしと認めます。

本案は原案のとおり決しました。

●議長（南谷議員） 日程第８、議案第74号 釧路市との定住自立圏形成協定の締結について

を議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） ただいま上程いただきました議案第74号 釧路市との定

住自立圏形成協定の締結について、その提案理由のご説明を申し上げます。

定住自立圏構想に基づく中心市宣言を行った釧路市との定住自立圏形成協定の締結に当

、 、 、たっては 定住自立圏構想推進要綱において議会の議決を経て締結する旨 規定されており

本件につきましては、かねてより協議を進め、別紙のとおり協定案が整いましたので、厚岸

町議会の議決すべき事件に関する条令の規定により、議会の議決を求めるものであります。

それでは、釧路市との定住自立圏形成協定案につきましてご説明申し上げます。議案書19

ページをご覧ください。

本協定案は、条文７条をもって構成されております。

第１条では目的を、第２条では基本方針を、第３条では、定住自立圏推進要綱に定めると

ころの３つの政策分野について、それぞれ連携する取り組みの分野及び内容、並びに釧路市

と厚岸町における相互の役割分担を規定しております。

第３条に規定する具体的な連携、施策については、これまでに釧路市との協議を行い、既

に双方が連携を図っている既存事業の継続や事業の発展充実が見込まれる事業、さらには、

今後連携が可能となる事業について協定を締結し、実施していくものであります。

記述項目でありますが、ａ、取り組みの内容につきましては、相互連携する取り組み内容

を、ｂ、甲の役割は相互連携する取り組みについて釧路市が行う役割を、ｃ、乙の役割は相

互連携する取り組み内容について厚岸町が行う役割を、それぞれ記述してございます。

、 。 、 、まず 一つ目の政策分野であります (1)生活機能の強化に係る政策分野については 医療

福祉、教育、産業振興、その他と５項目にわたった連携施策でございます。

アの医療につきましては、広域救急医療体制の充実を掲げ、初期医療や二次、三次救急医
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療といった広域医療体制を維持、充実させ、圏域住民が安心して医療を受けることができる

ための取り組みを位置づけたものであります。

続きまして、20ページ。イの福祉につきましては、子育て支援センターの相互利用及び保

育所の広域入所に関する連携として、子育て家庭を支えるための支援センター機能の充実や

保育環境を整備し、双方の保育所における広域入所についての取り組みを位置づけたもので

あります。

次に、ウの教育につきましては、21ページまでわたりますが、(ｱ)のスポーツ施設の相互利

用に関する連携として、双方の住民が同一条件で利用できるようにし、利便性の向上や利用

機会の拡充を図る内容となっております。(ｲ)の各種スポーツ大会の誘致に関する連携では、

釧路大規模運動公園と厚岸町宮園公園体育施設を活用し、各種の大会やスポーツ合宿の誘致

に向けた取り組みを位置づけたものであります。

次に、エの産業振興につきましては、22ページまでわたりますが、(ｱ)の地場産品のＰＲや

産業振興に関する連携では、双方の地場産品のブランド化や地産地消の推進、販路拡大など

について民間企業や関係団体とも連携しながら取り組むことを位置づけたものであります。

(ｲ)の広域観光に関する連携においては、双方が有するラムサール条約登録湿地を初めとした

豊かな自然環境や新鮮な食の魅力を生かし、これらの情報を連携してＰＲし、観光振興につ

ながる取り組みを行うことを位置づけたものであります。

次に、オのその他につきましては、(ｱ)の消費生活相談等に関する連携として、健全な消費

生活を確保するための消費者への被害防止といった施策を連携して取り組んでいくことを位

置づけたものであります。(ｲ)の環境保全や貴重な動植物の保護に関する連携では、23ページ

までまたがりますが、双方においてラムサール条約登録湿地の保全活動を推進することを位

置づけたものであります。

次に、二つ目の政策分野であります(2)結びつきやネットワークの強化に係る政策分野につ

つきましては、３項目にわたった連携施策となっております。

まず、アの道路等の交通インフラの整備では、道路ネットワークの整備促進に関する連携

として、北海道横断自動車道など高規格幹線道路早期整備に向け、連携して取り組むことを

位置づけたものであります。

次に、イの地域の生産者や消費者等の連携による地産地消では、24ページまでまたがりま

すが、圏域の相互連携による地産地消の推進として、圏域内の地場産品の消費拡大を図るた

め、連携して取り組むことを位置づけたものであります。

、 、 、 、 、次に ウの地域内外の住民との交流 移住促進では 移住 長期滞在に関する連携として

地域内への移住、長期滞在の促進を図るため、暮らしや滞在に関する情報提供や民間事業者

と一体となった受け入れ体制づくりなどに連携して取り組んでいくことを位置づけたもので

あります。

次に、三つ目の政策分野であります(3)圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野につき

ましては、二つの項目となっております。

まず、アの宣言中心市等における人材の育成として、各種分野での地域力の向上を図るた

め、人材の確保や育成などについて連携して取り組んでいくことを位置づけたものでありま

す。

次に、25ページにまたがりますが、イの圏域内市町村職員等の交流では、圏域内市町村職
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員の交流に関する連携として、圏域マネジメント能力を強化するため、合同研修の開催によ

る職員能力向上や職員間の交流を図っていくことを位置づけたものであります。

以上、生活機能の強化、結びつきやネットワークの強化、圏域マネジメント能力の強化の

三つの視点において協議を重ねた13の取り組みを行おうとしております。

次に、第４条では、事務執行に当たっての連携協力及び費用負担についてを規定し、第３

条に係る取り組みを推進するため、相互に役割を分担し、連携協力して事務の執行に当たる

とともに、第２項として、第３条に規定するもののほか必要な費用が生じるときは、相互の

受益の程度を勘案し費用負担することを、第３項では、第３条の取り組みに必要な手続、人

員確保費用、新たに発生する費用負担については、その都度双方が協議の上、別に定めるこ

ととしております。

第５条では、この協定の規定内容を変更する場合には、あらかじめ双方の議会の議決を経

ることを規定しており、第６条では、協定の廃止についてあらかじめ議会の議決を経るもの

と定め、議会議決を経た後、その旨を他方に書面により通告することとし、協定の効力は通

告のあった日から起算して２年を経過した日に失うことを規定しております。

第７条では、疑義の解決を規定したところであります。

以上が協定案の内容でございますが、今後の予定といたしましては、釧路市、厚岸町双方

の議会におきまして、協定締結に係る議決をいただきましたならば、速やかに協定締結の手

続を進めてまいりたいと考えております。

続きまして、別途お配りしております二つの説明資料についてご説明申し上げます。

この資料につきましては、本年８月３日開催の議員協議会において要求ありました資料と

なってございます。

最初に、説明資料の１でございます。Ａ４の横判になっているものでございます。

この資料は、協定案第３条に規定しております協定項目の内容を一覧表にし、加えて、一

番右の欄には、各協定項目の内容に合致する現在行われている事務事業の内容及び平成22年

度当初予算における事業費を米印にて記載しております。

また、説明資料の２、Ａ４の縦型になってございます。

この資料の２につきましては、平成19年度から平成22年度までの状況を一覧表としており

まして、１ページ目の上段には、子育て支援センターについて町内、町外別の利用状況を、

２枚目には、各保育所の定員と利用状況、３枚目には、厚岸町から他市町村への広域入所の

状況の表となってございます。

２ページ以降は、それぞれの体育施設について町内、町外別に利用状況を一覧表にしてご

ざいます。

なお、釧路市における厚岸町民の利用状況でございますが、市内の施設の利用に当たって

は、自動券売機による利用形態ということもあり、市民とそれ以外といった利用状況把握が

できないことから資料を作成してございませんので、ご了承ください。

以上、配付資料の説明となりましたが、定住自立圏形成協定案の参考としていただきたい

と存じます。

以上、簡単雑駁な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申

し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
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●議長（南谷議員） お諮りいたします。

議案第74号の審査につきましては、議長を除く15名の委員をもって構成する議案審査特別

委員会を設置し、これに付託し、直ちに審査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。

議案第74号の審査につきましては、議長を除く15名の委員をもって構成する議案審査特別

委員会を設置し、これに付託し、直ちに審査することに決定しました。

ちょっとここで休憩をいたします。

午後３時56分休憩

午後３時57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） 本日の本会議は、議案審査特別委員会開催のため、この程度にとどめ、

明日に延会いたします。

午後３時58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１６日

厚岸町議会

議 長

署名議員

署名議員


