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厚岸町議会 平成２２年度各会計予算審査特別委員会会議録

平成22年３月11日

午前10時00分開会

●委員長（音喜多委員） ただいまより、平成22年度各会計予算審査特別委員会を開会い

たします。

初めに、議案第３号 平成22年度厚岸町一般会計予算を議題とし、審査を進めてまい

ります。

予算書１ページ、第１条、歳入歳出予算から審査を進めてまいります。

30ページをお開き願います。

事項別明細書です。

32ページ、歳入から進めてまいります。

１款町税、１項町民税、１目個人。

10番。

●谷口委員 町税全般にわたってお尋ねしたいんですが、町税については前年度より17万

6,000円の減というふうになっているんですが、町民税は、町長の施政方針にもあります

ように、底がたいというようなことを言われておりますけれども、固定資産税含めて考

えると、減額になってしまうということなんですが、これが町民税に今後影響するよう

なことはないのかどうなのか、その辺はどうなんでしょうか。

（ 何に対して」の声あり）「

。 、 、●谷口委員 固定資産税のほうは減額になっちゃうわけでしょう ですから これが今後

町の経済状況によって、今回、町民税は増額をしていますけれども、固定資産税は減額

をしているわけでしょう。そういうことで、影響が出てこないのかどうなのかというこ

とをお伺いいたします。

●委員長（音喜多委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） お答えを申し上げます。

町税全体では前年度とほぼ同額と言ってもいいと思います 10億円台の税収の中での17。

万6,000円の減ですから、これは各税目を精査した積み上げの結果としてこういう差が出

たということで、ほぼ同額と言ってもいいんだと思います。細かな税目自体を見ても、

町民税では４億7,000万円のうちの870万円の増ということです。

これは、中身を分析していくと、個々、我々も作業としてはやっているわけですけれ

ども、いわゆる厚岸町では非常に大きな影響がある漁業生産、それから酪農の生産、こ

れがさまざまな町内の経済に波及効果をもたらして、いろいろな、そこで関連して働い
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ている方がまた所得を得て税にはね返ってくるという構図が厚岸町にはあるわけですけ

れども、そういった中での分析の中では、ほぼ前年度と同じくらいの税収は確保できる

だろうというふうに見込んでいます。これは、21年度の見込みとして、３月補正でもお

話ししたとおりでございます。個々に言うと落ち込んだところもあるんですが、それを

カバーする要素も当然あるということでございます。

固定資産税はなぜ落ちているかというと、これは、土地に関して毎年時点修正という

のを行います。時価が下がっているということで、その部分で、地区によってばらつき

はありますけれども、おおむね総じて前年度と同じぐらいの場所もあるんですが、数％

落ちているところもあるということで、評価が下がるということで若干落としていると

いう事情にあります。ですから、固定資産税３億8,000万円のうち580万円の減ではあり

ますけれども、これは予算上の措置ということで、徴収率としては96％、前年度と同じ

率で見て課税分が下がっているというふうにとらえていただきたいと思います。

ですから、現段階では、町内の経済等々にこれが何か影響を及ぼすかという状況には

ないというふうに考えているところでございます。

（ はい、わかりました。いいですよ」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ほか、ございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 進みます。

２目法人、２項固定資産税、１目固定資産税。

５番。

●中川委員 町長、ここで、若竹町の浮田川のそばにありますイワシのミール工場の跡地

というのかな、まだ古いものが建っていますから、その関係で、前後含めて質問したい

と思います。

一般質問しようと思ったんですけれども、去年の第４回の定例会で隣の髙橋議員が一

般質問されておりますので 私がタブってもあれなんで ここで予算で質問しようと思っ、 、

ておりますので、税も含めましてよろしくお願いいたします。

これは、町長も言われておりますように、若狭町政が誕生してから９年たつわけです

けれども、その以前は、名誉町民の写真が飾られておりますけれども、澤田町政時代、

それから、このミール工場が営業されたのが第３号名誉町民の森時代でありました。そ

れからずっと、言葉は悪いんですけれども、私の記憶では１８、９年、若狭町政が誕生

して９年、その前の澤田町政で12年やられたんですけれども、９年ぐらい、18年間ぐら

い、言葉が悪いですけれども、あのように、なめられているというか、ああいう姿でい

るわけですよね。それで、どういうわけでこれだけ、私の記憶では１７、８年たってま

すけれども、その前かな、どうかちょっと私もはっきりしませんが、そのぐらい置かれ

ているわけです。
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それと 今 固定資産税で質問してますけれども 税金も これは固定資産税もかかっ、 、 、 、

ていると思うんですよ。これで、どのように制しているというのか、それをお聞きした

いなと思いまして、よろしくお願いいたします。

●委員長（音喜多委員） 税財政課長。

（ ） 。●税財政課長 小島課長 税金的に申し上げるのはなかなか言いがたい面もございます

、 、 、というのは 税の情報というのは個人情報でございますので 今ご質問されているのは

個別の場所を指しておっしゃられているんだろうなというふうに、ここでお聞きの方は

皆さんもう、想定できる状況にあるんだと思います。

ただ、一般的なお答えとして、12月の議会でも私はお答えさせていただいていますけ

れども、それぞれ、その建物がある場合は課税するというのは基本であるということ、

それから、その財産を持っているところが法人の財産であると。その法人自体が既に経

営として成り立たない、破産しているということになると、税を納める能力がないとい

うことに必然的になります。一般的なお話としてさせていただきます。

そういう状況を想定した中で考えていただければと思うんですけれども、これは皆さ

ん、状況的にはおわかりのこととは思いますけれども、これ以上申し上げると、個別の

税の状況を言ってしまうことになりますので、ご容赦願いたいと思います。

●委員長（音喜多委員） ５番。

●中川委員 税のほうはわかったんですけれども、さきに言ったように、18年も19年も放

置していたというのはどういう、だから、どこのものなのか、それは町でつかんであれ

なんでしょうか どこの物だかわかんないからああやって18年も19年も どうかすると20。 、

年ぐらいああやって置いたということですか。その辺、町長も、税金は大体、個人情報

だから言えない部分ですからあれなんですけれども、その辺ちょっと教えてください。

●委員長（音喜多委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 特定の会社、あるいは特定の個人に関する税情報は、幾ら議会

であってもお答えすることに限度がありますので、先ほど税財政課長が答弁いたしまし

たとおり、一般的な先ほどの説明でご容赦をいただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） ５番。

●中川委員 したから、今、私が言ったように、そういうことであれば税のほうはいいで

すから、ただ、建物のほうはわからないから、ずっとああやって置くんですかっていう

ことを聞いてんですよ。どこの段階で整理をされているんですかと、今、税のほうは、

副町長もわざわざ立っていただいて答弁したからわかったんですけれども、あの建物と

いうのはずっと置くんですか、あれ。だから、そこを聞きたいんですよ。
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●委員長（音喜多委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 今の段階で町が手をつけることはできません。

●委員長（音喜多委員） ５番。

●中川委員 これはちょっと古い話なんですけれども 今 私 もといた職員に今日 ちょっ、 、 、 、

と確認してきたんですけれども、したら私の考えが合うんですけれども、町が手をつけ

られない建物だって言うんですけれども、これ、昔の話ですから、もう９年も10年も前

の話ですからね。

私、そうだな、皆さん記憶あると思うんですけれども、今、税額なんか、キツネとい

うのはいなくなりましたけれども、ふもとに随分、キツネがミール工場をあれして、も

う浜から何から随分一時、キツネがいたんですよ。それで、その当時、私が議会でミー

ル工場から、シャッターや何やらが風でいかれて、そこからキツネが出入りしてますよ

と、だから直したほうがいいんでないでしょうかって私が質問しましたら、当時の生活

環境課長が見に行ってくれたんだそうですね。そうしたら、私と言うのと違いまして、

もう既に直ってるんですよね。私がちょっと唱えるのが遅かったのかもしれない、きれ

いに直ってまして、そして私が当時の課長からおしかりを受けたことがあるんですよ、

見に行ったら、ちゃんと直っていたでしょうと。そういう話も一時あったんで、今、副

町長が、会社のやつは町が手をつけられませんというのは、それは、手をつけれたから

当時の課長が行ってくれたんじゃないかと思うんですよね。したから、何か私が今、昔

は手をつけられたけれども、今は時代が変わってつけられないというんならわかります

けどね。当時、私が言ったら、当時の生活環境課長がわかりましたと言って、ミール工

場見に行ってくれたんですよ。そして、私と言っているのが違って、したから、どこが

管理されているのかわかんなかったんですけれども、ちゃんとキツネが出入りしないよ

うに、もう直ってたんですよね。したから、その当時、私はっきり聞けばよかったんで

すけれども、それはどこが管理しているのか。町が管理できなければ、当時の環境課長

が行く必要ないんですよね。そして私を怒る必要ないんですよ。

したから、私も町にも責任があるのかなと思いまして、昔の古い考えを思い出して、

今質問しているんですよね。したから、個人の物だから手をつけられないというならま

あ、税金はわかりました。そういうことであれですけれども、ただ、建物が、ずっとあ

あやって置かれるのか、鉄板というんですか、ついてないですからね。

（ ちょっと休憩してください」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午前10時14分休憩
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午前10時19分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

ほか、ございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） なければ、進みます。

２目国有資産等所在市町村交付金。

３項、１目軽自動車税。

４項、１目たばこ税。

５項、１目特別土地保有税。

６項、１目都市計画税。

２款地方贈与税、１項、１目地方揮発油贈与税。

２項、１目自動車重量贈与税。

ございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） ３款、１項、１目利子割交付金。

ございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） ４款、１項、１目配当割交付金。

５款、１項、１目株式等譲渡所得割交付金。

６款、１項、１目地方消費税交付金。

７款、１項、１目、ゴルフ利用税交付金。

８款、１項自動車取得税交付金、１目自動車取得税交付金。

２目旧法による自動車取得税交付金。

９款、１項、１目国有提供施設等所在市町村交付金。

10番。

●谷口委員 今回、基地交付金が減額になっているんですが、どういうことなんでしょう

か。

●委員長（音喜多委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） このたびの交付金の計上に当たりましては、前年度と同額と

いう扱いにさせていただいています。
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実は、これはもう予算案として確定した後に情報が来たんですが、国の予算では、こ

の交付金対応としては、国全体としては3.1％伸ばすという情報が参ってます。ただ、こ

れは全体の話ですから、厚岸町がそっくりそのまま3.1％増になるかどうかというのは、

実際に交付されてみないとわからないということでございますので、我々としてはかた

い数字として前年度同額を計上するということで編成作業を進めていた数字をそのまま

当初予算に計上させていただきます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 そうすると、この額は、正確ではないけれど、3.1％になるか、もっと伸びる

か下がるかわからないけれども、増額になる可能性があるということだということはわ

かりました。

それで、先ほど資料をいただいているんですが、これは後の事業のほうにかかわるも

のであるというふうに考えますけれども、この交付金については、県道104号線沿いの海

兵隊の155ミリ榴弾砲の訓練がことし行われますよね、５月、６月にすると。そういうこ

とがもう発表になっているんですけれども、これは関係は全然ないんですか。

●委員長（音喜多委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） そもそもこの交付金は、国の演習場、ここが国で持っている

ということで、固定資産税がかからない場所であるということでございます。それの、

、町で受けるべき固定資産税の代替措置として交付されるものということでございまして

ご質問者がおっしゃられる過去の演習等々でもって増減するという性格のものではござ

いません。

●委員長（音喜多委員） 10番。

、●谷口委員 固定資産税を納めていないかわりにこれでやっているということなんですが

、 。 。これは言ってみれば言いなりですよね 交付金は 町に何の権限もない交付金ですよね

これについてはやっぱり、もう少し強く、演習場を抱える自治体としては要望していく

べきものじゃないのかなというふうに思うんですが、その点ではいかがでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） ご質問者のおっしゃる点につきましては、町執行側としても

同じ考えを持ってございます。

それで、この件については増額の要望を、文書をもってしかるべき担当所管のところ

に要望を出しているという状況にはございます。それと、同様の、こういう演習場を抱

える自治体も同じような考えを持っていまして、共同歩調をとって増額を要求している

という状況にございますので、ご理解いただきたいと存じます。
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●委員長（音喜多委員） ほか、ございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 進みます。

10款、１項、１目地方特例交付金。

14番。

●竹田委員 予算書で前年から比べると469万円減になっているんですけれども、この特例

交付金の減の一番大きな要因というのは何なんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） この特例交付金につきましては、そもそも児童手当の拡充に

伴う地方の負担増への対応、それから、自動車取得税減税に伴う自動車取得税交付金減

収の一部を補てんするということでございます。これ自体を平成22年度、これは国が地

方にどのくらい交付するかという計画を我々予算編成する段階で示されています。その

数字が前年度に対して82.9％しか交付しないということでございまして、82.9％が全体

の国の伸び率というんですか、対前年度の、それに、かたいところを見るために、さら

に0.95掛けして計上しているものでございまして、これ自体も国から実際に交付決定を

受けないと、この数字は出てまいりません。しかも算定の基礎というのは示されない性

質のものでございまして、我々としても非常に、この計上に当たっては神経を使うとこ

ろではあるんですが、国全体が減額措置をとったという状況の中で、それに歩調を合わ

せるように計上としては減額させていただいたという性格のものでございます。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 そうだというふうに感じます。というのは、平成19、20、21というふうに考

、 、 、えたときに 20年度と21年度のところでは 道が483万3,000円というふうになっていて

さらに今年の見込みが1,069万8,000円というふうに物すごい波があるという数字の、バ

ランスがとれないというか、予算書を見ていても、500万円近い金が毎年浮き沈みしてい

るような状況で、物すごい大きいなと。町民にとっても、この数字を見ると何なんだろ

うというふうに思っちゃうかもしれないけど、役場の中でも税体制、歩調、こういうも

のにちゃんと踏まえて申すんなら、今言ったとおり、大変、基礎を見ることができない

ベースのものだということがよくわかったわけですけれども、こういったばらつきのあ

るものというのは、私も収入の中の全部を精査していないんですけれども、ほかに、例

えばこれらがあるんだというのは 歳入の中でどのくらいのものの 大きな 30万円 50、 、 、 、

万円とかという数字であれば、さほどそんな影響はないものだというふうに思うんです

けれども、総体の中から見ると。ただ、片手に近いような数字が動いてくるような、収
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入増になったり減になったりというものが、ほかにどのくらいあるんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 国から来るお金の、その性質によると思います。例えば補助

金等によれば、その事業を町が選択して、交付申請して受ける場合、特に投資的事業等

については、事業を終えた分は減額になりますし、新規に計画しているものを計上する

、 、場合はその部分が積み上がってしまうという性格のものがございますから ご質問者は

その部分は除いた部分でということなんだろうなというふうに推察いたしますが、この

中では、あとは国から来る部分で交付金等々の部分では、あと、地方交付税と12款の交

通安全対策交付金、ここまでで大体一括りという状況になります。一概に、見ていただ

くとわかるとおりなんですけれども、善後策はしておりますが、ある程度、他の分野に

ついては、次の地方交付税もそうですけれども、おおむね増額という計上ができるとい

う状況にございます。

総体的には、例えばこの特例交付金のように減額措置になって、他に影響を及ぼすと

いう状況が大きく、大きな変化があるかという状況の中では、この特例交付金と２款に

あります地方譲与税、これが1,000万円ほど減額して、譲れないと。これも特例交付金と

同じ理由によるものでございますが、あくまでもこれは予算計上ということで、我々と

しては、ある程度はかたく見ざるを得ない当初予算という事情もございますので、この

辺はご理解いただきたいというふうに思います。

●委員長（音喜多委員） ほか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 進みます。

２項、１目特別交付金。

次、進みます。

11款、１項、１目地方交付税。

13番。

●室﨑委員 補正のときにもちょっと、地方交付税のお話をお聞きしまして、普通地方交

付税の話でしたが、底打ちをしたというか、毎年どんどん減っていたのが、21年度、ま

、 、 、だ本年度ですよね は9,000万円ほど ほんのわずかというふうに私は思いますけれども

上昇に転じたということで、多少明るい、ろうそくの火程度は見えたのかなという気は

いたしますが、今回は、大ざっぱに見まして、普通交付税で31億円、特別交付税で２億

円の計上であります。細かく数字を出してるのに、こんなにぶった切られたら泣けない

やと言わないで、大ざっぱな話にさせてください。

このページの一番上に、都市計画税のところで、こっちは幾ら掛ける0.96、括弧は幾

ら掛ける0.96っていうような計算式が出ているんですけれども、そういうような形で、
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今、非常に交付税に関する情報というのは乏しいと思うんですけれども、乏しい中でで

きる限りの情報を入手して、今年は、このぐらいは来るであろうという予測を毎年立て

ますよね。そして、それの９掛けとか８掛けとか、その数字は今お聞きすることにしま

すが、そして予算計上しますよね。恐らく来るであろうっていうのを生のまま出してし

まったら、穴のあくおそれありますから。その数字をお示しいただきたい。

●委員長（音喜多委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 我々が予算編成する段階で一番神経を使うのは、この地方交

付税の見方でございます。ご質問者はその辺もご理解されてのご質問でありますけれど

も、本当に乏しい情報の中で、我々も苦労しながら算定しているわけですけれども、国

全体としては6.8％の増というふうにしております。これは、国全体での交付額でござい

まして、これを我々はうのみにするわけにはいかないというふうに考えてます、全体の

話ですから。性格上、我々はかたく見積もった中で現在試算している状況では35億2,000

万円ほどというふうに見てございます。昨年度は、ご質問者もご存じのとおり34億円程

度というふうに見てましたが、昨年度よりは若干上がるだろうと。ただし、この率とし

ては、大体、6.8％には当然、到達しないかたい数字で、我々としては現段階では見ざる

を得ないと。

細かい数字を申しますと、情報が来るのは直前になってからです。本算定で非常に複

雑な計算をしないと、この数字は特に出てこない性格のものでございまして、新聞紙上

でもいろいろ出ていますけれども、小規模自治体に増額する、今検討しているという情

報とか、情報源も証されないまま新聞紙上では踊るわけでございますが、そういった情

報は我々には全く届いていないという状況でございますので、そういった中で、我々と

しては、昨年と同様、９割程度を当初予算で計上して、この部分は留保財源として、さ

まざまな除雪対策だとか、それから、今回も津波警報が出ましたけれども、もし災害が

出たときの対応だとか、それから、今後、追加的に補正が当然必要になる場合に、財源

としてここではとっておくべきだろうというふうに考えているところでございまして、

。そういった考えのもと計上している数字だということをご理解いただきたいと存じます

（ 特別交付税は」の声あり）「

●税財政課長（小島課長） 失礼いたしました。

特別交付税につきましては、実は21年度の交付がまだ決まっておりません。ここがま

た、我々としては苦労するところなんですが、この交付が決まっていれば、ある程度の

伸び率というのを見れるところではございますが、現段階では、去年は２億500万円計上

させていただきましたけれども、500万円だけ下げて２億円の計上ということにさせてい

ただいてます。

ちなみに、平成20年度は、これは決定額でございますけれども、４億2,200万円程度交

付されております。ただこれは、特別交付税というのは非常に、算定式自体も我々に示

されない中で最終的な差額交付がされるということでございまして、ここも我々として
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は、我々が欲しい数字を計上するわけにはいかないという状況にありますんで、ここも

かたく当初計上させていただいているところでございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 今、答弁の中で出てきた地方交付税は増やしますよと、地域主権ということ

を標榜する現内閣ですからというような、非常にうっとりするような話が新聞にはぽん

ぽん出てくるんですよね。それが今、聞いてると、いや、6.8％伸びるからといって、我

が町あたりは、そんなものを真に受けてはいられないようないろいろな話がある。どう

も、こういう町よりも優先させる町がほかにあるようだというらしき話も今議会ではち

らちらと聞こえたような気もしますので、そのあたりの内容をもう少しお伝えいただき

たいんです。

それで、それは、絞りがかけられるというのは、あれなんでしょうか、規準財政収入

額のほうを厚岸町あたりは大きく見積もられてしまうということなんでしょうか。調整

率ということになれば、全国共通でないかと思うんですけどね。あるいは規準財政需要

額の項目が、厚岸町では触れなくて、優先するこういう位置にある町にはどんどん増え

るというような状況が見られるんでしょうか。そのあたり含めて、もう少し詳しく教え

てください。

●委員長（音喜多委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） この地方交付税の見方が非常に難しいというのは、いわゆる

国全体の地方税の把握を国のほうで出します。その税で賄えない財政需要を国全体は担

保するというのが地方交付税、特に普通交付税の主たる目的の一つとしてあります。こ

れは、地方交付税が持つ財源保障機能というものでございます。ですから、来年度の地

方税の落ち込みというのは、国の資産では３兆7,000億円というふうに公表されておりま

す そのうち都道府県が２兆5,000億円下がると そうすると 残るのは市町村 １兆2,000。 。 、 、

億円減額になるということでございます。

地方交付税を１兆1,000億円増額しますということで、総務大臣が最後、華々しく新聞

紙上で公表したのはご記憶なところだと思いますが、そのときにいち早くこれにサイン

を申し上げたのは、全国知事会でございます。というのは、都道府県は22年度において

減収になるということがわかったからだというふうに推察できます。ですから、市町村

も税収が減額になるところには交付税は流れていくということになります。

じゃあ、厚岸町はどうなるかといいますと、税収的にはさほど落ち込まないというこ

とでございますから、その分としての交付は余り期待をしないほうがよろしいのではな

。 、 、 、いかなということでございます ただ これは 国も当初予算での見方でありますから

その中で、実は財源保障機能と、もう一つあるのは財政調整機能というのが地方交付税

にありまして、これは、財政力の弱いところには多く配分しようという機能もあるとい

うことでございますが、この部分が見えないところなんです。ですから、それは需要の

ほうで計算される問題ですから、この部分を加味した中で我々はかたく見ているという
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状況でございますので、ご理解願いたいと存じます。

（ わかりました。結構です」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ほかは。

４番。

●髙橋委員 地方交付税の関係でお尋ねしたいんですけれども、これ、地方交付税に係る

問題ですから、要するに釧路町との境界問題にかかわる問題なんですけれども、これが

整理されますというと厚岸町に入るお金が若干ふえるのかなと。これは双方の問題もあ

りますけれども。これらにかかわる問題について町長は、私の質問に対しては、しばら

く時間をかしてもらいたいというような、同じような答弁が毎回繰り返されてきたとこ

。 、 。 、ろであります しかしながら 厚岸町の財政もそう楽ではありません 先般のいろんな

例えば林業道路から町道に昇格をして、その分の補助金の嵩上げをねらうといったよう

なところから始まってるんですね。財政については、とれるところからできるだけ金を

集めて町の運営を図りたいと、こういった中から考えますというと、やっぱりこの問題

はもう何十年も経過している中で、古い委員の方々はそれぞれ、いろんな形でもって、

やはり厚岸町は釧路町さんに対して、その間の損害賠償を請求してもいいんでないかと

いうぐらいの質問もあったし、当時の支庁長さんも、厚岸町さんは、当然それはもう、

損害賠償を請求すべきだと。そうすると、その当時の議員さんは、それは私どもがやる

ことでないと、首長がやることだと、町長がやることなんだから、町長の判断でできる

はずだと、こういった議事録も残っております。

したがいまして、これはやはり、できるだけ早く、いい方向で決着をするような対策

を講じて、やはり町の財政に少しでも寄与できるような体制をつくるのが若狭町長の僕

は使命じゃないかと、こう、無理なお願いかもしれないけど、お願いをしたいところな

んです。

そして、いろんな経緯からあれするとお話が長くなりますけれども、問題は、これを

前向きに、積極的に取り組んで解決をしようという方策を今、検討中のようですけれど

も、その経過等について、あらかじめやはり議会を通して報告をするような必要がある

。 、 、のかなと そして理解をしてもらうというふうに私は思うんですけれども まず町長の

この件に関しての前向きな答弁をいただきたいと。

●委員長（音喜多委員） 町長。

●町長（若狭町長） お答えさせていただきます。

、 、 、まず 釧路町との境界における地方交付税の配分については たびたびご質問もあり

お答えをいたしているわけでありますが、案分をしているということでご承知を賜りた

いと思います。

しからば、境界問題をどう解決していくのかということについても、これまた髙橋議

員から一般質問等において、強く解決に向けての町の努力というものを要請されておる



- 21 -

わけであります。私も町政課題として、釧路町の町長ともこの問題の解決についてどう

あるべきか、しかもまた、長年というよりも、もうすごい、十何年前からの話でありま

す。それがいまだに解決をしないという経緯等も十分にご承知でありますし、お互いに

言い分があるわけであります。そういう中で、釧路町においても、私から町長に対しま

しても、何とかこの問題をお互い前向きで検討すべきでないかということでお話をさせ

ていただいておるわけであります。

さらにはまた、担当事務課としても、お互いに情報交換をしながらその対応に当たっ

ているということでありますが、最善の努力をしておるつもりでありますが、釧路町の

ほうが、実は議会でもご論議されない、さらにはまた、町自体の姿勢も現況のままとい

うような考えはないと思いますが、動きが鈍いということも言えるかと思うわけであり

ます。

私としては、一時合併問題が起きまして、その合併問題を契機として解決できるので

なかろうかという気持ちを持ったこともありますけれども、この合併問題も遠ざかって

おります。そういたしますとやはり、相互の自治体間の中で解決をせざるを得ないだろ

、 、 、うと そのように思っておりますので 今後とも努力をしてまいりたいと思いますので

ご理解いただきたいと存じます。

●委員長（音喜多委員） ４番。

●髙橋委員 大変、町長は、苦しい答弁というか、何か私には前向きの答弁というふうに

聞き取れないと思うのであります。

この問題につきましては、私も以前にお話を申し上げたように、昭和51年から52年に

かけては総務委員会に私は所属しておりまして、そのときは議件として取り上げており

ます。行政区域の町村境界については……。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午前10時50分休憩

午前10時51分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

そのほか、ございませんか。

10番。

●谷口委員 地方交付税が１兆1,000億円増えたというふうに言われていますけれども、10

年度に上積み措置されているものに地域活性化雇用等臨時特例費というのがありますよ

ね。そして、前年度は地域雇用創出推進費というのがありました。ですけれども、これ

を半減していますよね。そうすると、１兆1,000億円の増額というふうに素直に見ていい

のかどうなのか、その辺の見解はどういうことなんでしょうか。



- 22 -

●委員長（音喜多委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 確かに、ご質問者おっしゃられるような、費目として算入す

るということにはなってございます。それをどのように見るのかということでございま

すけれども、現段階ではその部分の細かな算定というのは、13番議員のご質問にもお答

えしたとおり、示されていないという状況の中にはございます。ただ、それを算入する

という部分としては、情報としてはあるんですが、言葉だけでして、どのように算入す

るかという部分については非常にはかりかねる状況にあるということでございまして、

算入は、我々としては非常に期待してはいますけれども、今の段階ではかたく見て、抑

えた段階で見ているという状況にございますんで、情報としては来ているんですけれど

も中身が見えないという状況にありますので、ご理解願いたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 以前は財政課長内かんというものが各自治体に示されていましたよね。これ

が政権交代になって、課のほうの力をそぐというか、そういうこともあって、政治家主

導で民主党政権は進めるということで、そういうものを廃止して、今度は事務連絡とい

うふうに変わったそうでありますけれども、内簡だとか事務連絡というのは、どういう

ルートで、いつごろ、どういうふうに自治体に示されるものなんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） ご質問者がおっしゃられるとおり、昨年度までは地方財政課

長の内簡というものが我々のところに伝わってきまして、その中に、どのような地方財

政対策をどのような考えのもとでこのように変えるということが言葉として表現されて

たものが届いておりました。それは、従前はかなり早い段階で来ていたわけです。１月

。 、の下旬ぐらいには予算編成に間に合うぐらいの状況で届いていました ことしになって

内簡というのを廃止いたしました。

事務連絡という内容なんですけれども、これが届いたのは、もう我々の予算編成が終

わった後でありまして その内容自体も取り立てて参考になるような情報ではないと我々、

の中では見てございます。ですから、いろんな作業が従前よりはおくれてきているとい

う状況にあることは確かだと言えると思います。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 そうすると、今回の厚岸町の予算編成は、極めて大ざっぱなものしかつくり

上げることができなかったというふうに我々議会は理解したほうがいいんでしょうか。

それほど参考になるような事務連絡でないということになれば、やっぱり、この後もっ

と詳しいものが来るのかどうなのか、その辺はどうなんでしょうか。
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●委員長（音喜多委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 非常に大事な予算案でございますから、そういういい加減な

状況……。

（ いやいや、そういうことは言ってません」の声あり）「

●税財政課長（小島課長） 済みません、取り消させていただきます。

我々としては、前年度のベースを考えた中で、国としては措置するという部分は、先

ほど申し上げました35億2,000万円の中には入れてるつもりではございます。ただ、それ

は交付されてみないとわからない状況なんで、ある意味ではその分は留保をしていると

いうふうに考えていただいて結構だと思います。この分はまだ、予算としては出してな

いわけですから、その部分は留保しているということで予算編成に臨ませていただいて

いるということで、我々としてもできる限りの情報を集めた中で試算した結果でござい

ますので、その辺はご理解いただきたいと存じます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 町長の執行方針にあるように、4.1％増にしたという、国の全体の予算は現在

もう示されて、衆議院も通過して、今月中には提出が可能な状況になっているというふ

うな状況ですからわかるんですけれども、結果的に、地方財政に対する国の、先ほど室

﨑委員とのやりとりでわかるように、大きい都道府県、あるいは大きな自治体に、今回

は割と厚く行くのかなというような非常に心配をしているんですけれども、一方で、財

。政力の弱いところに対することも考えていますよということも言っているわけですよね

都道府県の財政課長会議で財政力の弱いところに資金がきちんと行くように今回はしま

したというようなことも一方で言っているんですけれども 厚岸は臨財債のほうにも入っ、

ちゃうんで、ちょっとごちゃごちゃになっても困るんですけれども、そういうことを、

厚岸町はどういう部分に今回入るのかなというふうに思うんですが、その辺ではどうな

んでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） ご質問者おっしゃられるような、ここでの算定というんです

か 財源調整をしたいということが総務省の方針としてあるんだということは確かに我々、

にも伝わってきております。それがどのような形で数字としてあらわすのかということ

については伝わってきていないわけでございまして、その部分は、我々としては、厚岸

、 。町はどっちの部類に入るかというと 財政力の弱いほうに入るというふうに考えてます

市町村合併が進みまして、町村より市のほうがふえたという情報も新聞でありましたけ

れども、いわゆる厚岸町も１万1,000人ちょっとの町ということで、全体から見れば小さ
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い町という位置づけになりますから、その部分は期待はしておりますけれども、今の段

階では数字、何％伸ばすとか、何の費目を伸ばすだとか、そういうふうにはなってない

ところでございまして、我々としてはその部分はゼロベースで今のところ考えていると

いうことでございます。

（ いいです」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ほか、ございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 進みます。

12款、１項、１目交通安全対策特別交付金。

13款分担金及び負担金、２項負担金、１目民生費負担金。

２目衛生費負担金。

３目農林水産業費負担金。

14款使用料及び手数料、１項使用料、２目民生使用料。

３目衛生使用料。

４目農林水産業使用料。

５目商工使用料。

６目土木使用料。

７目教育使用料。

２項手数料、１目総務手数料。

３目衛生手数料。

４目農林水産業手数料。

６目土木手数料。

７目教育手数料。

３項、１目証紙収入。

15款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金。

２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金。

３目衛生費国庫補助金。

４目農林水産業費国庫補助金。

10番。

●谷口委員 ちょっと今回示されている資料、これ、修正後っていうやつを見るんですよ

ね。そうですよね。これがどうのこうの、一つ一つでなくて、今回示されている資料を

、 、 、 、 、全般的に見て 教えていただきたいんですが 平成21年度のトータルと これ 合計額

全部で幾らになりますか。それでちょっと教えていただきたいんですが。21年度と22年

度、総合計で。
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●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） お答え申し上げたいと思います。済みません、時間

を要しまして。

議案３号説明資料の修正後というほうで、これ、先般行いました21年の追加補正の関

係 これを反映させたもので修正させていただきましたので こちらのほうをご覧になっ、 、

ていただきたいと思います。

、 、 、 、それで ただいまのご質問の中では いわゆる直轄事業の部分 それから調整交付金

いわゆる町に入ってくる９条関係の調整交付金の部分、それから８条、民生安定補助金

のほうですけれども、これを加えた部分での交付金ベースでの総体の額ということです

ね （ はい」と呼ぶ）それで、21年度につきましては、４億9,068万4,000円でございま。「

す。これが交付金の額でございます。補助金も加えてですね。それから、22年度のほう

ですけれども、４億7,650万7,000円でございます。

（ 差額何ぼ」の声あり）「

●まちづくり推進課長（田辺課長） 21年、22年度の比較ですけれども、マイナスの1,417

万7,000円でございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 補助金から交付金、合わせて、結果的に1,417万7,000円の減額というふうに

お聞きしたんですが、この事業を全体的に見て、過去と比較して伸びてきているのか、

減ってきているのか、その辺はどういうふうに見ていますか。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） お答え申し上げたいと思います。

これ、直轄事業、それから、いわゆる８条の補助事業につきましては、それぞれの実

際の事業実施によって変わってくることになりますので、９条関係の周辺整備調整交付

金、このベースでお話をさせていただきたいというふうに思っておりますけれども、実

績ベースで、21年度につきましては、先ほど出ておりますこの数字でございます。９条

関係では１億7,834万5,000円という数字出ておりますけれども、これが特定防衛調整交

付金、いわゆる９条関係の交付金の額でございます。

（ この括弧を見ればいいのかい」の声あり）「

●まちづくり推進課長（田辺課長） 括弧が交付金の額です。その上段に書かれている部

分については事業費です。ということでございますので、括弧が交付金、実際に交付さ

れてくる額、あるいは補助金の額というふうになっております。そういう形でございま
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す。

、 、 。 、ただし この額については うちＳＡＣＯ分が含まれてございます ご案内のように

このＳＡＣＯ分というのは、矢臼別演習場における米海兵隊の訓練、これが行われたか

行われなかったか。行われた場合においても、大隊規模での訓練が行われたか、それか

ら中隊規模での訓練が行われたのか、これによっても額が変わってまいります。

それで、ＳＡＣＯ分をちょっと除いた数字で申し上げたいと思いますけれども、21年

度については この調整交付金 １億1,694万5,000円でございます これが21年度のベー、 、 。

スでございます。それで、このときのピークは、12年、１億4,470万9,000円でございま

した。その後、年度によってでこぼこはありますけれども、ならしていきますと下降し

てきまして、21年度の実績数字になっているというような状況でございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 結果的に、今、課長が説明されたように、12年度が最高で、それ以降、簡単

に言えば下降をたどりながら現在になっていると。21年度は訓練がなかったですよね。

それで、初めの５年間は、やろうがやるまいが一定の交付を、矢臼別の場合は初めから

ずっと、４年間続けてやったんですけれども、その後、結果的に休むところが出てきた

ことによって、厚岸町なんかにもこの影響が、休んだ場合に大きく出てきたというよう

なことがあって、関係自治体が動いて、全部減らすというのではなくて半額ぐらいにし

、 、 、 、ようかだとか それから今度は 初めは大隊でやったんだけれども 今度は中隊なんで

中隊規模でやる場合はまた、大隊規模よりは減らすというようなことで、これももう、

。結果的に結構国に振り回されている事業なんだなというふうに見てきているんですよね

それで、ことしは５月、６月にやるということが発表されているんですけれども、予

算編成が、発表とどっちが早かったかちょっと忘れたけれども、もう大分たってますか

ら、予算編成中だったのかなというふうに思うんですけれども、今回はそれを加味した

ものではなかったのかということをお伺いしたいと思います。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） ３カ年計画に、今、登載をしております。そのベー

スで申し上げたいと思いますけれども、私ども、今年度につきましては、既にＳＡＣＯ

の訓練をやる予定だと、計画という部分で示されてございます。委員がおっしゃるよう

に 計画が示されたときにおいては 例えば都合によって中止になったという場合であっ、 、

ても、55％は交付しましょうと。これは、おっしゃるように、関係市町村での強力な要

請行動等々によってそういう方針を決められたんですけれども、その部分につきまして

は、私どもやるということですから、中隊規模でやるということで、中止になった場合

のことも当然想定しておかなければならないというようなことから、それの55％の部分

を見込んだ形の中で、当然、計画の策定に当たらせて、それを財源を見込んだ形の中で

計画策定に当たったということになっております。
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●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 そうすると、今回は危ない橋は渡りたくないと、いつ落ちるかわかんないか

ら。それで、最低限の、去年やってないわけですから、前年度と同額を見込んだという

ことですよね。そうすると、例えば中隊規模でもし実施されれば、あとどのくらい上積

みになれるのか それから 大隊規模で実施された場合はどのくらいになるのか ちょっ。 、 、

と、正確な数字にはならないと思いますけれども、ちょっと示していただきたいという

ふうに思います。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） お答え申し上げます。

中隊規模の訓練がやられた場合、残りの45％ということになります。金額ベースで申

しますと、5,020万円でございます。

それから、これが大隊規模で実施された場合、当然、規模が大きくなりますので交付

額が増えてまいりますけれども、差といたしましては7,990万円ほどが今の３カ年の見込

んでいるものよりも増えるであろうというふうに考えてございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 私としては、こういうことに頼らない、本当は財源が得られるような対応を

すべきではないのかなというふうに思うんですけれども、結果的に、これが厚岸町の、

言ってみれば依存財源になってきてしまうというふうに思うんですよね。

それで、国に結果的に振り回されてしまうと、あるいは行政が、言ってみれば海兵隊

ですから、世界情勢が変われば一気に動きも変わってしまうというようなことになりま

すよね それで 予定していても中止になったり あるいは大隊規模でも中隊規模になっ。 、 、

てしまうということを考えると、非常に、何ていいますか、安定した財源ではないよう

に私は思うんですけれども、これにずっとしがみついていかなければならないものなの

かどうなのか。

それから、もう一つちょっと、別な角度から確認したいんですけれども、こういう財

源を得るために、さらなる海兵隊の招致なんていうことはさらさら考えていないですよ

ね、厚岸町は。

●委員長（音喜多委員） 町長。

●町長（若狭町長） まず、後半の新たなる米軍の訓練等におけるご質問がありましたけ

れども、そういう話も出ておりませんし、また、出たときにおいても、町の姿勢という

ものは、ここでは私から述べるものでもない。全くお話出ておりませんので、ご理解い

ただきたいと思います。

さらには、こういう防衛予算に頼らざるを得ないのかということでありますが、今日



- 28 -

の地方財政、先ほど来からお話あるとおり、大変厳しく相なっている現実にあります。

厚岸町におきましては、おかげさまで防衛予算のほかに過疎債、これは借金になります

けれども、さらにはまた産炭地、それから今回の予算に計上されております広域圏の還

付金等々、他の地域にない関係の財源捻出があるということで、これが結果的には地域

住民、厚岸町民に大きな福祉なり、または生活にプラスになっていると、または産業振

興に役に立っている。すなわち、まちづくりに大きな予算として計上できるという利点

があるわけであります。

そういう点において、今日の財政状況の中で、我々、すばらしい町をどうつくるかと

いう、特に本年度は第５期厚岸町総合計画のスタートであります。10年に向けてのすば

らしい厚岸町を、まちづくりをするためには、やはり財源が元になるわけであります。

そういう意味においての財源の捻出をしながら、すばらしいまちづくりをするというこ

とも大事な課題であるということでありますので、この点についてはご理解いただきた

いと存じます。

（ よろしいです」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ほか、ございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） なければ、進みます。

６目土木費国庫補助金。

２番。

●堀委員 社会資本整備総合交付金、道路新設改良と住宅管理、あと、たしかこれ、下水

道のほうにもあったと思うんですけれども、それ以外にもあればちょっと教えていただ

きたいと思うんですけれども、去年まで総合交付金という名前というのはなくて、去年

の予算だと地域活力基盤創造交付金、あと住宅管理のほうでは地域住宅交付金というふ

うなものが載って、今回は載っていないんですけれども、そうすると、これら去年の二

つの交付金が名前が変わって、下水道も含んだ中でこのようなものになったのか、まず

社会資本整備総合交付金というのがどのようなものなのかというものも含めて説明して

いただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 社会資本整備総合交付金ということで、現政権が目指してい

る補助金を廃止して一括交付金化にすると、いわゆる地方が自由に使えるお金に変える

ということを打ち出しているわけですが、その部分の一部前倒しという性格をもってや

ろうとしているんだというふうに伝わってきているところでございます。

我々が今持ち合わせている情報の中では、従来の補助金である道路、治水、海岸、ま
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ちづくり、下水道、住宅、港湾などとされています。このうち厚岸町に直接、執行上関

係があるのは道路、下水道、それから住宅ということになろうかなと思います。これを

一本化して社会資本整備総合交付金というものに振りかえるということで、国は予算上

は補助金から交付金に国の予算を組みかえているんだという情報でございます。という

ことで、厚岸町としてもこの交付金の名称をもって予算計上しているという状況にござ

います。

ただ、このお金がどのような、例えば一つ一つ、道路については本当に自由に、例え

ば1,000万円の事業費に1,000万円充てていいのか。それから、従来の補助金のように補

助率みたいなもの、交付率みたいなものを充てるべきなのかということも、まだ実は伝

わってきていないという状況にありますから 現段階では前年度の補助金と同じ率をもっ、

て交付されるんだという想定のもとで計上しているということでございます。国として

は、補助金をもう廃止するという決定をしたわけでございますんで、この交付金という

名称を使わせていただいて計上しているという内容でございます。

この補助金の担当部署、それぞれ縦割りの中では北海道を通じて国にもあるわけでご

ざいますけれども、どの所管に聞いても、この補助金はなくなると、この交付金に一本

、 。化されるんだという情報の中で 我々としては計上をしているという状況でございます

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 ただ、今回、道路新設改良で１億1,700万円と住宅管理で842万5,000円というふ

うにあるので、つまり算定基礎となる厚岸町が行おうとする道路の新設改良事業及び住

宅の管理事業というものがあると思うんですけれども 予算の資料とかでは財源の充当っ、

てされておりませんよね。これらは一体どれになるのかという、ちょっと歳出のほうに

もなってしまうんですけれども、ただ、今ここで聞いておかないと、逆に言ってしまう

とわからなくなるんで、ちょっとその辺を教えていただきたいというのが１点。

そうすると、去年まであった地域活力基盤創造交付金と地域住宅交付金という名前で

はもう上がってこないんだというようなことですよね。

あと、道路新設改良であれば、新規道路の建設とか改良とかということでもいいんで

すけれども、住宅管理ということは、住宅の維持補修というものが主な目的になります

んで、これは住宅建設のほうで充当というふうには書いてます、住宅建設は書いてませ

んで、住宅管理なんで、そうすると、先ほど言われた道路とか下水とか港湾、漁港も含

、 、 、 、まれたというふうに ちょっと私 聞き逃したんですけれども 例えば漁港の管理とか

そういうようなほうにも、充当というか、そういう形の中でも可能だというふうに理解

してよろしいんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 道路新設改良ということで１億1,700万円計上されてございま

す。この部分につきましては、床潭末広間道路に充当ということでございます。それか

ら、もう一つありますのが住宅費補助金の中に842万5,000円がございます。269ページに
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あります奔渡団地……。

（ 予算の資料でもいいよ」の声あり）「

●税財政課長（小島課長） 予算資料ということですか。

（ ２５、６ページ」の声あり）「

●税財政課長（小島課長） ページ数で申し上げますと、26ページになります。町営住宅

奔渡団地安全施設整備事業、183万円の事業費。それと、町営住宅宮園団地下水道排水設

備整備事業、この分は産炭の補助金も入ってますけれども、この部分にも入っていると

ころでございます。

補足の説明、建設課長からしていただきます。

●委員長（音喜多委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） 今、税財政課長申し上げましたけれども、26ページのもう一つ

下の欄ございます。町営住宅火災報知器整備事業、これも、今申し上げている交付金事

業に許されます。

以上でございます。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 充当のほうはわかりました。

それで、ですから、社会資本整備総合交付金というのが先ほど１回目のときに税財政

課長のほうで言われたものの整備とかといったときに、漁港の管理費用、維持修繕費用

とかっていうものも、事業的に上げたときにはこれらの対象とかということで財源充当

を見込めると。社会資本総合整備交付金というのが総額が決まってますから、それをど

こに振り向けようというものも、これらの対象施設の維持管理のほうにも充当はできる

というふうに理解してよろしいのかということをお聞きします。

●委員長（音喜多委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 現段階では建設事業費に対する補助金の振りかえでございま

すので、維持補修関係には充当していいという情報は伝わってきてございません。

●委員長（音喜多委員） ほか、ございませんか。

（な し）
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●委員長（音喜多委員） 進みます。

８目教育費国庫補助金。

３項委託金、１目総務費委託金。

２目民生費委託金。

４目土木費委託金。

16款道支出金、１項道負担金、１目民生費道負担金。

２項道補助金、１目総務費道補助金。

２目民生費道補助金。

３目衛生費道補助金。

４目農林水産業費道補助金。

６目土木費道補助金。

３項委託金、１目総務費委託金。

３目衛生費委託金。

４目農林水産業費委託金。

５目商工費委託金。

６目土木費委託金。

17款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入。

２番。

●堀委員 一般職員住宅についてお聞きするんですけれども、今回、歳出のほうで６戸の

水洗化の工事が予定されているんですけれども、まず６戸の家賃、月額というものを教

えていただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長 佐藤課長 まず 安いほうからいきます 宮園３丁目のところの月額が3,900（ ） 、 。

円、それから、地番は同じです。月額6,000円が１戸。それから、月額8,400円が２戸。

それから、１万900円が２戸になりますが、これは後ほどちょっと説明を加えさせていた

だきます。

これで、４棟６戸の下水道事業の箇所の月額の家賃でございます。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 それで、今回、６戸の水洗化工事がされるんですけれども、例えば増加便益分

を家賃のほうに反映させるという、そのような、当然、環境がよくなるわけですから、

設備投資額も高くなるわけですから、その分を家賃に反映させるというような考えとい

うものはないんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。
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●総務課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

当然、一定程度の投資をし、財産価値が全般にはわたらないとしても、一部分につい

ては、その財産について価値が上がるという基本的な考え方のもと、どのような計算方

式、どういう方法、それからどういう年数等々で家賃をいただくかということまでは詰

めてはございませんが、いわゆるそういう整備をしても同額でこの家賃が推移するとい

うことは、担当課としては考えてございません。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 今年から、給与費のほうと言ってもあれなんですけれども、住居手当ですか、

月額8,000円の持ち家手当てと言ったほうがいいのかもしれないんですけれども、それが

。 、廃止になりますよね アパートとかのほうの手当というのはそのままなんですけれども

持ち家のほうの月額支払われていた手当というのがなくなってしまうといったときに、

今現在、職員の中で持ち家のある人と、こういう職員住宅に入っている人、それとあと

アパートに入っている人と、非常に、待遇格差というか、そういうものが生じると思う

んですよね。そこら辺で、住宅手当をなくするなとは私は言わないんですけれども、で

すから、そのバランスをとるように、やはり職員住宅、福利厚生ということでも月額家

賃というのは結構安目には抑えられていると思うんですけれども、家賃の算定替につい

てはそこら辺も考慮した中で、少なくとも持ち家の人方との多分な、何せ職員住宅の数

が十分に充足してればいいですけれども、職員住宅というのはどんどん数減ってきてお

りますから、であれば、民間のアパートから出ようとしたときにはみんな持ち家とかと

いう話にもなってしまうんで、そのバランスというものを考えた中で、職員住宅の家賃

の再検討のときにはしていただきたいと思うんですけれども、どうでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） １番目の質問の趣旨に沿ってご答弁させていただきます。

古いものもありますし、新しいといっても、もうかなり古いものの住宅でございます

が、下水道整備をした折には、それなりの家賃の額の値上げ、簡単に言いますと、家賃

を上げるということは、する考えでおりますので、ご理解賜りたいと存じます。

●委員長（音喜多委員） ほか、ございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 進みます。

２目利子及び配当金。

10番。

●谷口委員 北海道曹達配当金、これは何をやっている会社なんですか。
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それから、釧路空港ビルの配当金、釧路空港、この間ちょっと、ニュース等を聞いて

いると、当初予定しただけの搭乗客が前年度は見込めなかったというようなことも報道

されているんですが、この釧路空港ビルは非常に優良会社なんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午前11時43分休憩

午前11時43分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） お答え申し上げたいと思います。

北海道曹達、これは昭和25年でございまして、全体では20万円でございます。

それから、釧路空港ビルでございますけれども、これは、総額で130万円の、いわゆる

株を有しているということですね 曹達のほうも同じく株を有しているということになっ。

てございまして、釧路空港ビルについては昭和48年でございます。

いずれも優良なのかという形でございますけれども、配当という形の中で有効に入っ

てきているという部分の中では、いわゆる経営のほうについてはそういうような配当を

出せるような経営がされているというふうに理解をいたしております。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 北海道曹達と言うんですか。これ、何をやっている会社で、どういう行きが

かりがあって厚岸町が出資をしなければならなかったのか、それだけ教えてください。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午前11時46分休憩

午後１時00分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

２目利子及び配当金の答弁から進めます。

建設課長。

●建設課長（佐藤課長） 大変時間をとりまして、申しわけございません。

北海道曹達株式会社がどういった会社なのかというご質問でございます。

北海道曹達株式会社は 昭和24年５月２日に設立されまして 資本金12億2,451万9,350、 、
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。 、 、 、円 事業内容でございますけれども 無機及び有機化学工業薬品 肥料及び土壌改良剤

それから合成樹皮の設備及び装置の製作や売買並びに技術指導、それから塩の輸入販売

と、こういった業務を手がけている会社でございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 そもそもはこれ、きっと苛性ソーダか何かをその地域の昆布か何かを使って

つくることを進めるためにきっと実施しているんでないのかなというふうに思いますけ

れども、その辺の企画はわかんないんですよね。

●委員長（音喜多委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） この会社の設立の当時のいきさつでございますけれども、これ

は昭和24年、北海道内の上下水道で使用する薬品製造のために北海道が出資してこの会

社が設立されたというものでございます。それで、北海道では、上下水道に使用する薬

品というのは全道の市町村で使うわけでございますから、全道市町村にその出資の働き

をかけまして、そして全道の市町村で出資を行ったというものでございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 それで、さらにお伺いしたいんですが、最近になって、有名な飛行機を飛ば

している会社が破産状態になってしまったと。株券が紙切れになってしまったというよ

うなことがあるんですけれども、厚岸町ではそういう株は持っていないし、あるいは配

当ないけれども持っているというようなものはあるんでしょうか、第三セクターだとか

そういうものを除いて。

●委員長（音喜多委員） 会計管理者。

●会計管理者（柿崎会計管理者） 私のほうからご答弁させていただきたいと思います。

私のほうではこういった有価証券を保管しているわけでございまして、現在、株券を

保有しているのは、ただいまご質問ありました北海道曹達株式会社、釧路空港ビル株式

会社、それと三セクの厚岸味覚ターミナルの３社の株を保有してございます。

（ わかりました。いいです」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ほか、ございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 進みます。
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２項財政売払収入、１目不動産売払収入。

２目生産物売払収入。

４目農業施設売払収入。

10番。

●谷口委員 農業用施設の売り払い代、どういうふうになっているんですか。この施設は

何なんですか。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） この施設につきましては、尾幌地区畜産担い手総合整備事

業によりまして、平成19年から平成22年度までに行われている事業の家畜保護施設、平

成22年度におきましては、尾幌の農家の方が家畜保護施設150平米相当を建設するという

ことで、農家負担金として２分の１がかかるわけです。その農家負担分が町に対しまし

て経由して、公社へ払われるわけですけれども、それの歳入分でございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 これ、家畜保護施設って言いましたけれども、いわゆる取り込み牛舎か何か

なんですか。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） そうでございます。

（ わかりました。いいです」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） いいですか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 進みます。

18款寄附金、１項寄附金、１目一般寄附金。

19款繰入金、１項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金。

２目減債基金繰入金。

３目地域づくり推進基金繰入金。

４目まちおこし基金繰入金。

６目環境保全基金繰入金。

20款、１項、１目繰越金。
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（な し）

●委員長（音喜多委員） 21款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金。

２目加算金。

３目過料。

２項預金利子、１目町預金利子。

３項貸付金元利収入、２目ウタリ住宅改良貸付金元利収入。

13番。

、 、 、●室﨑委員 補正のときにもお聞きしたんですが ウタリ住宅改良貸付金元利収入 これ

前年までの計上の仕方をやめて、実質になるべく合ったような形にするというお話で、

今回からちょっと額面がぐんと小さくなったというふうに聞いてます。それで、その内

容は、現在滞ってたまっている延滞金というんですか、そこの部分をまず解消していた

だくということを第一義とするので、その部分というような形で22年度から計上してい

きたいんだというお話でしたが、そのようなことによるこのような額面であるというふ

うに考えてよろしいんですね。

●委員長（音喜多委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） そのような考え方での計上でございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 それで、現在、滞っているという方は、経済的にそれぞれが非常に大変な状

況の中で、とにかくそれでも少しずつでも返済をして、まずは延滞金というんですか、

滞納金というんですか、それの解消を図るんだと。それで、大体21年度、22年度でその

解消はほぼ図れる見通しだというような言い方を補正のときの答弁の中で聞いたように

思ってたんですが、このあたりはどのように見ているのか。

●委員長（音喜多委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 貸付者は、まず５名ということであります。実は昨日、対象と

なっている２名が死亡ということでご説明させていただいたんですが、再度確認しまし

たところ、３名の死亡の誤りでございました。おわび申し上げます。

、 。昨日は経済状況等 あるいは雇用状況等からそれぞれのお話をさせていただきました

今回からはできる範囲での、農業計画に基づいた額ということでの予算計上でございま

すけれども、滞納額でございますが、この方々のうち最も古いのは、実は平成13年から

の分が残っている方も実はいらっしゃいます。そういった方々が、最低の方で約50万円

ほどの滞納額、それから、最高の方で250万円ほどの滞納額ということで、先ほどの決算

委員会の中での決算状況が、ご説明させていただきましたけれども、実は当該年度の調
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、 。整ということでは 現年分としての調整額が255万7,968円に実はなるわけでございます

その額が実は毎年予算計上されてきたところでございますが、そういったそれぞれの運

営状況を見ますと、なかなか、現年分についても、いわゆる完納に至らない。それで、

滞納繰越分から追っかけて納入していっている状況で、それが、なかなか経済的には上

がらず数年来ております。

そんなことから、今回の内容については、ほぼ滞納分から、古い分から納めていただ

くということでの納入計画となっておりますので、滞納分の計上と、そういったような

内容となっております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 現年分が今年納められなければ、それはまた滞納分が上積みされていくわけ

ですよね。ただ、その話は今、こっちへ置いて、現在の滞納分というのは、ここに出て

いる81万円ですか、これが全部納められると、ことしの分が滞納分となって積み上げて

いく話はちょっと別にして、まずは今までの積み上げられてたものはこれできれいにな

るというふうに考えてよろしいんですか。ことしの分が来年になると、ことしの分を納

めてなければ、それは滞納分になりますけれども、それは今ちょとこっちへ置いて、そ

して、古い分ですよね。それだけでもことし中には何とかきれいにしようという、そう

いう納入計画が出ているということですか。その点、お願いします。

●委員長（音喜多委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 先ほどの滞納額が決算で明らかになっているのは750万円ほどに

なります。そのうちの本年度は、納入計画の内容に基づいて81万という、そういったよ

うな状況でございます。

それで、この81万円については、それぞれの方の納入計画に基づいてご努力いただき

たいという内容の金額でございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 そうすると、今回の81万円をもって、きょう現在の滞納額が、今81万円入っ

たとしても、全部そこでもってなくなるというわけではない、滞納額のごく一部をまた

ことし納入しますという範囲でしか、いわゆる貸付元利収入は得ることができない状況

であると、そういうことなんですか。

●委員長（音喜多委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 借受人との納入相談の中で、できる範囲の額をもとに、現状で

の経済状況の中で支払いを進めていける範囲での額ということで話されてはいます。
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●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 今は大変厳しい状況であるということはわかりました。ただ、全く、借り入

れをしていながら、こちらから催告しようが何しようが知らんぷりだとかっていうよう

な悪質な状況ではないということも今わかりました。

それで、この場合の消滅時効というのは何年になるんですか。

●委員長（音喜多委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 請求権といいますか、それについては消滅しないものというふ

うに考えております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 余計なことを聞いてしまいましたね。でも、全然わかってないようなので。

通常の債権の消滅時効ということになるというと10年ですよね。それから、行政上の

ということになるというと５年ですよね。商業上の問題はちょっと別にして。それで、

そういう問題がありますんで 時効の中断ということにもきちんと意を払っておかなきゃ、

なんないんですよ。

それで、今、恐らく、余りにも跳びはねたような答弁だったので、恐らくそこらはま

だお調べになってないと思うから そんなものは今調べてもらったりしたら時間がかかっ、

てしようがありませんから私のほうで言いますが、請求をすると時効の中断の事由にな

ると、それは民法に書かれているんだけれども、そこで言う請求というのは裁判上の請

求なんです。通常の払ってくださいというのは、この後ろのほうに書かれている催告と

いうもので、これは時効の成立のときに６カ月間延ばすことができるだけです。それも

そのときに、裁判上の、訴訟上の請求をしたときに有効になるということです。ですか

ら、相手方からの承認というものをもらっておけば、10年間の、いわゆる無効が中断さ

れて、それから向こう10年間ということになりますので、そのあたりきちんとお調べの

上に、手続的に時効が成立してしまったなどということがないように、この点はよろし

くお願いしたい。

●委員長（音喜多委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 十分に法令を再度調べ、確認させていただいて、その点を踏ま

えながら取り組みたいと思います。

●委員長（音喜多委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「
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●委員長（音喜多委員） ほか、ございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 進みます。

５目地域総合整備資金貸付金収入。

６目十勝沖地震災害援護資金貸付金収入。

４項受託事業収入、１目交通災害共催受託事業収入。

３目衛生費受託事業収入。

４目農林水産業費受託事業収入。

５目土木費受託事業収入。

６項雑入、１目滞納処分費。

２目過年度収入。

３目雑入。

13番。

●室﨑委員 町長の行政執行方針の中で、資源ごみを売却した財源で緑の循環構想を広く

啓発云々というくだりがございました。ここで言う緑の循環構想の財源として、この雑

入の中の古紙売払代１万円、雑品売払代802万6,000円、こういうものが財源になるとい

うふうに考えればよろしいんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 緑の循環構想の関係でありますけれども、資源となるごみ

を売却した収入の一部を環境保全にするんだと これを財源として山や河畔に植裁を行っ、

て、河川、当然、厚岸湖、厚岸湾とつながる一体的な環境保全を図ることを厚岸町緑の

循環構想で行ってございます。したがいまして、この雑品売払代802万6,000円につきま

しては、緑の循環構想ということで、財源になるということでございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 ちょっと膨らみますけれども勘弁してください。そんなに、一つばかりやっ

てる場はありませんから。

雑品売払代が800万円ぐらいですね。古紙売払代としては１万円しかついてませんね。

全部足しても800万円ぐらいですね。これだけですね。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 古紙の売り払い代については、役場の新聞代の売り払い代

のほうになります。したがいまして、緑の循環構想のほうの財源ではないということで
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ございます。

（ はい、それで」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） これしかないのかと。今の２項目しかないのかと。

休憩します。

午後１時22分休憩

午後１時22分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） お答え申し上げます。

雑品売払代の802万6,000円のみでございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 ちょうどこの800万円というのが、雑品というのが雑だから、例えばコーヒー

の空き缶みたいなものから瓶から、それから段ボールのようなものから何からかにまで

入ってると。要するに一般廃棄物とはなるんだけれども、資源ごみとして金になるもの

は全部ここに入っているというふうに見ればいいわけですね。その一部をってなってい

るんですよね。この800万円全部が緑の循環構想に行っているわけじゃないんですね。そ

の点。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） お答え申し上げます。

802万6,000円のうち500万円につきましては、ごみ処理場の管理経費ということに充て

るということでございます。残りの302万6,000円につきまして、環境保全基金、緑の循

環構想のほうに使われるお金という内容でございます。

（ 結構です」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ほか。

10番。

●谷口委員 雑品なんですけれども、今お話にあったように公費だとか雑品だとか、売払

収入というのはわかるんですけれども、あと、当然、町民に負担していただくお金だと
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か、あるいは観光客のためのスタンプラリー帳売払代、こういうものはわかるんですけ

れども、ここにある漁業振興対策費、これはどっからこのお金が来て、何のために使わ

れるのかとか、それから海洋センター艇庫整備事業助成金、これはきっと船舶振興会か

どっかから来るお金なのかなというふうに思うんですけれども、できれば、負担金みた

いのはそれぞれわかるんですが、こういう助成金みたいなのは、どういう目的でどうい

うところから来るのかということを示してくれてもいいんでないのかなというふうに思

うんですけれども、いかがでしょうか。この程度のお金ははした金だから、ペイすれば

、 。そんなのわからなくてもいいよということなのかどうなのか ちょっと教えてください

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 今、ご質問の漁業振興対策費でございますけれども、これ

は、昆布漁場雑草駆除と肉食マキガイ駆除分合わせまして1,930万円の事業があります。

これにつきましては環境生態系の補助金が入りまして行う事業でございまして、国が２

分の１、それから道が４分の１で、地元が同じく４分の１の負担が発生しております。

その負担分のうち３分の１が町、３分の２が漁組となっておりまして、昆布雑草駆除分

、 、 。が203万3,000円 肉食マキガイ駆除分が118万3,000円 計321万6,000円となっております

（ だれがここやってるの」の声あり）「

●産業振興課長（高谷課長） 昆布漁場雑草駆除事業、それから肉食マキガイ駆除710万円

の駆除事業の負担分でございます。

（ それから、海洋センターのほう」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 教育委員会体育振興課長。

●教委体育振興課長（髙根課長） 私のほうから海洋センターの艇庫の整備事業助成金の

1,970万円の関係について申し上げたいと思います。

海洋センターの艇庫につきましては、港町にあります厚岸大橋のたもとにあります艇

庫でございまして、建設後31年たっておりまして、経年劣化が進んでおりまして、外壁

と屋根とかと一部、中に、今、トイレとかがなくて、シャワー室とかトイレの設備を移

設するものでございまして、事業費は2,000万円でございます。そのうち1,170万円をＢ

＆Ｇ財団からの助成金、あと、上段にあります、残りです。釧路産炭地域活性化事業補

助金が630万円。残り200万円、それは一財。トータル2,000万円で整備、改修する内容で

ございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

、 、 、●谷口委員 財政課長かだれか 答えていただきたかったんですけれども 今聞いていて
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、 、 。何となくわかったんですけれども 漁業振興対策費って書いてるわけでしょう ここに

これ、地元負担ということなんでしょう、はっきり言えば。違うんですか。そうじゃな

くて、国や道のお金なんですか。ですから、ただこう書くんではなくて、これはどうい

う、出所は何なんだということを示していただきたいと思うんですよ。

それから、国、道から来るのではなくて民間団体から来るので、ここにつきましたと

いったらＢ＆Ｇ財団の助成とか、そういうふうに書いてくれたほうが本当はわかりやす

い。そういうふうに示していただくことが、この雑入全体がわかりやすくなるんではな

いのかなというふうに思うんですが、そういう考えは全くないということですか、財政

課長は。

●委員長（音喜多委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 総体的な科目の、この説明欄の表記の問題ということでござ

いますけれども、漁業振興対策費については、昔からこの科目で持っていたことはござ

います。町がある事業に対して事業振興上、何らかの事業にお金を抽出する場合に、恩

恵を受ける組織、そして漁業協同組合がある場合に、応分の、財政的に協力するという

意味で設定される場合に、この科目を従来から使っておりました。先ほど産業振興課長

がご説明したとおり、新たな事業についての町の負担分について、漁業協同組合として

も協力しましょうということでありますので、従来どおりの科目を表記して使ったとい

う内容でございます。これでいいか悪いかという議論はあるとは思いますけれども、そ

ういう意味での設定でございますので、そこはご理解していただければと思います。

それからもう１点、海洋センターの艇庫整備事業助成金、これはまさしく、もう既に

表記上、具体的に海洋センターの艇庫を整備する事業に対する助成金という表記がされ

ているものと私どもは思って表記したつもりではございますけれども、事業的には教育

費のほうに載っている事業としてございますので、同様の事業を設定してございます。

（ いや、そっちの説明はいいんだよね」の声あり）「

●税財政課長（小島課長） わかりました。

そういう意味もございまして、全体的な表記につきましては、ご質問者がおっしゃら

れる意を受けまして、今後、表記する場合にはできるだけわかりやすい表記に努めてい

きたいというふうには思います。これも担当課長と調整しながら考えていきたいという

ふうに思いますので、ご理解願いたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 ほかの科目にもあると思うんですよね、雑入の中に。ですから、私も事業が

どうのこうのというより、この予算書を見て、一々聞かなければわかんないとか、そん

なことを財政課長が聞きに行って切り込んだらいいんでないのかというような話もあり

ますけれども、これを一目見ただけでわかるようなものでなければならないんではない



- 43 -

のかなと。これ、１項目、財政課長が全部説明していたら大変なことに、他の仕事がで

きなくなってしまうんでないかというふうに思うんですよね。ですから、やっぱりわか

りやすい予算書になっていないと困ると思うんですよ。いかがでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） この説明欄につきましては、従来から表記をしているもの、

それから新たに設定しているもの等ございます。できる限り私どもも、わかりやすい表

記に努めているつもりはございます。例えば公衆電話受託手数料(庁舎等)と。いわゆる

庁舎等で使っている公衆電話からの手数料でございますよというふうに、一つ一つ、で

きるだけ具体的にわかるような表記に努めているつもりではございますけれども、なお

一層、ご質問者、議員の皆様にもわかりやすい表記に努めていきたいとは存じます。

よろしくお願いいたします。

（ よろしいですよ」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ほか、ございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） なければ、進みます。

22款、１項町債、２目民生債。

４目農林水産業債。

６目土木債。

７目消防債。

８目教育債。

10目臨時財政対策債。

10番。

●谷口委員 この臨時財政対策債なんですけれども、これ、前年度と比較すると１億850万

円ふえているんですけれども、これも含めて、地方交付税と同じように考えていいよと

いうのが国の指導ではないのかなというふうに思いますけれども、去年も同じような質

問しているんですけれども、結果的に、ですけれども、これ、借金ですよね。そうする

、 、 、 、 、と 次年度以降の交付税に やっぱり 見てくれるとはいいながら 見たことによって

結果的にその分、交付税を使える分というのは窮屈になるんではないのかなという心配

を私はするんですけれども、ただ、国のほうは同じく見ていいよということなもんです

、 、 、から よかったで済むのかなという気がするんですけれども その辺はどういうふうに

今後の見通しを含めて考えているんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 税財政課長。
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●税財政課長（小島課長） この臨時財政対策債につきましては、もうこの制度が始まっ

て10年になろうとしております。この制度ができたのは、国が国税５税の一定割合を地

方に交付するという地方交付税法の規程を遵守できない国の財政状況にあるがために、

いわゆる本来であれば使途交付税として交付されるべき額からこの起債の分を追い出し

て、地方独自で起債を発行して財源に充ててください。そのかわり、起債を償還すると

きには、償還する年度にその全額を交付税で措置しますということにはなってございま

す。

ただし、これは起債を発行しない自治体も、実は交付税に算入されるわけです。その

理屈は、ご質問者ももうおわかりのとおりだと思いますけれども、本来、国が手当てす

べきものを、その自治体が借金をして当座の金を賄うわけですから、国は全責任がある

わけです。ですから、それを考えるならば、起債を発行しないほうが財政的にはいいん

だということになります、当然。ですから、余裕のある自治体、本州の自治体では全額

発行しないところもあるわけですけれども、もうほとんどの自治体は、本来、交付税と

して交付されるべき額ですから、これがないと財政運営は立ち行かないわけでございま

すから、ほとんど発行している状況にはございます。ということは、この発行額がどん

どん膨らんでいくということは、財政的には窮屈な状況に向かっていってしまうのでは

ないかなという懸念はあるというふうには思っているところでございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 今、こういうご時世ですから、非常にそれぞれ苦労されて、財政運営をやっ

ているということなんですが、できれば、これはやっぱり交付税に少しは戻っていく方

向になっていかなければならない。ところが、逆にふえてくるというのでは困ると思う

んですよね。その辺について、地方主権と言いながら、財布は結果的に政府が握ってい

るというような状況になっていると思うんですよね。その辺をやはり改善する要望をき

ちんと打つべきではないのかなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） ご質問者がおっしゃられることは当然の議論だと思います。

私どもも、交付税制度の改正の要望というのは地方自治体から総務省、国に上げること

になってございますけれども、そのときには必ず法定５税の分の引き上げ、いわゆる地

方の取り分を引き上げていただきたいということは常に要望申し上げているところでご

。 、 、 、 、ざいます これは 北海道町村会初め上部の市町村会含めて 市長会 それから知事会

いわゆる地方の団体すべてがそういう要望をしているところでございます。できるなら

ば この額も含めた形で交付税として現金で交付していただきたいということを強く願っ、

ているところでございます。御理解願いたいと思います。

（ いいです」の声あり）「
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●委員長（音喜多委員） ほか。

13番。

●室﨑委員 臨時財政対策債でちょっと、余りにも素人的な質問だと笑わないでお答えい

ただきたいんですけれども、臨時財政対策債、起こしますよね。それで、起債償還しま

すでしょう。その償還額については全額見るからというふうに国は言ってますよね。そ

の全額見るという意味なんですけれども、これは規準財政需要額の項目として全額を見

るという意味ですか。

●委員長（音喜多委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） ご質問者おっしゃられるとおり、規準財政需要額に100％算入

するという形で国はこれを措置しているという表現を使ってございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 そうすると、現実問題としては全額なんか見てませんよね。規準財政需要額

から規準財政収入額を引いて そして それに調整率掛けて初めて交付税出るわけでしょ、 、

う、一番簡単に言うと。このあれは物すごい複雑なようですけれども、私がわかるとお

りにすると簡単ですね。そうすると、大ざっぱな計算をすると、大体６割から６割５分

ぐらいになってしまうというふうに聞いているんですが、そんなもんで考えておけば間

違いないということだと思いますが、いかがでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 実交付額で幾らかということを申し上げるならば、ご質問者

おっしゃられるとおりです。

ちなみに、最近の率から申しますと、８割弱が実交付額のほうに入っているというふ

うに言ってもよろしいのかなというふうに考えてございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 そうすると、起債償還のときに全額見るというのは、実は２割ぐらいは町と

しては負担しなければならない金があるというふうにきちっと押さえておくことが大事

でないかと思うんですが、いかがでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） ご質問者おっしゃられるとおりだと思います。
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●委員長（音喜多委員） ほか、ありませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） なければ、以上で歳入を終わります。

次に、歳出に入ります。

54ページ。

１款、１項、１目議会費。

ございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 58ページ。

２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費。

４番。

、 、●髙橋委員 先ほどの項目でちょっとお尋ねしたんですけれども 交付税にかかわる問題

さらにはまた財産管理等にかかわる問題でお尋ねをし、町長から答弁をもらったわけで

すけれども、この財産管理にかかわる問題で、先ほども申し上げたように、釧路町との

、 、 、関係は 相当長い期間にわたりいろいろと折衝してきたようですけれども 町長からは

何と申しましょうか、この境界については案分をしているから、それでよいのではない

かと、こういったような答弁でありました。

しかし、厚岸町の財務規則の中にもあるように、公有財産の管理、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は、定期又は臨時に次の各号に上げる事項

を調査し、適正な管理に努めなければならないと定めてあるわけです。その(２)の中に

は、土地に当たっては、その境界、これらをしっかりと整備した中で管理をするという

ことになって定めてあるんですけれども、町長が答弁の中で言うところの案分をしてい

るんだからそれでいいのだと。しかし、この財務規則の中には案分という活字は見当た

らないのであります。そういう関係から、町長にもう一度、案分という言葉に対する答

弁をいただきたい。

●委員長（音喜多委員） ４番さん、本来は８目の財政管理費で……。

（ これ、これでだめなんですか」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 一般管理費なもんですから （発言する者あり）本来はそういう、

ことなんですけれども、ここで特に進めます。

総務課長。
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●総務課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

今、委員ご指摘の案分の件についてでございますが、この規定につきましては厚岸町

の規定でございまして、他町・村等にまたがるものではございません。そのように認識

してございます。

それで、私のほうで若干、最近の状況について調べさせていただきましたが、三度ほ

ど一般質問でこの境界問題についてはご指摘、ご提言をいただいております。その後、

議会が終わるたびに動きがあったかというと、その記録については、電話等のやりとり

ぐらいしかなくて、具体的に首長クラス、いわゆるトップクラスとのお話についてはし

ておりません。

ただ、これは、私から言うまでもなく、かなりの歴史のあるものでございます。早い

話が交渉後になる、領土といいますか、土地というものはかなり時間がかかるものでご

ざいまして、現在、この境界によって利益、不利益が被っているということは、どちら

の町にもある可能性があると私は思っております。どちらが損して、どちらが得してい

るというのは、新たな正確な証拠、それから、それに匹敵する科学的な数字、これが出

、 、 。 、るまでは 双方の意見は私は一致しないと このように考えております しかしながら

いわゆる地方交付税法、北海道で言う案分で交付税を振り分けるというようなことで、

このままでいっていいのかということになりますと、これもまた、それではいけないと

いうことになると思います。

したがいまして、時間は、ここまで来てしまってますから、すぐ、明日やるとか、明

後日やるとかということは言えませんが、双方が歩み寄って、そしてお互いに、どちら

も文句なく、納得する話し合いで、その話し合いで結論を出すまで、このお話は継続を

していかなければならないものだと、このように感じております。したがいまして、私

のこの言い方は、いつ双方が納得して結論が出るか聞かれても、お答えできません。た

だし、いつになるかわかりませんが、双方が本当にお互いにこれでいいという納得が出

るまで話し合いを続けていくべきであると、このように考えております。

したがいまして、心緩めることなく、お互いの担当者同士もさることながら、それぞ

れの首長等々の話し合いの場を多く設けるなど、そういうことで、解決に向けて努力し

ていくということでご理解賜りたいと存じます。

●委員長（音喜多委員） ４番。

、 、●髙橋委員 何かお話を聞いているというと 非常にきれいな言葉で濁しているというか

私にはよく理解できない。ということは、この問題については、浜中町の境界と同時に

進行していまして、それぞれ資料が残っていると思うんですけれども、浜中町について

は、もう何年か前に解決しているんですよね。釧路町と浜中町の境界については、当時

私ども、総務委員会にいまして、町有財産の管理の関係上から同時進行していたんです

よ。同時進行していながら、それぞれがスムーズにいっていて、浜中町はきれいに解決

されていました。

その後、釧路町との問題は、私どもが昭和51年だったかな、町長さんのほうの話し合

、 、 、 、いに向こうも応じてくれまして こちらからわざわざ 当時の議長を含め 町長も含め
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釧路町まで出向いたわけです。そしたら、突然、当時の釧路町の町長さんの、高橋町長

だったと思いますね。その日になってドタキャンしたわけですよ。話し合いが99％でき

ていながらドタキャンしたという経緯があるんです。これは恐らく資料に残っているは

ずです。

そういう経緯がある中で、私どもの先輩議員の各位がいろんな資料を提供してくれま

して、ここにも一部持ってきておりますけれども、それぞれ苦労しながら町長のほうに

お尋ねをして、やはりこれは早く解決しなきゃだめですよと。町の財政にもかかわる。

交付税の算定基準にもなる関係上から、これは一刻も早くやるべきだといった議会での

進言をしていながら、理事者側は一向にしてその物事を進めようとしない。その姿勢に

ついては、私はやっぱり理事者側はもっと反省をして、もっと前向きに取り組んで、進

めるという考えを持っていただきたい。町長、いかがでしょうか、この点について。ご

答弁をいただきたい。もっと前向きに取り組んでもらいたいということです。

●委員長（音喜多委員） 町長。

●町長（若狭町長） 午前中、私からも答弁をいたしましたが、改めての質問であります

ので、答弁をさせていただきます。

私自体は、釧路町と厚岸町の境界の問題については、このままでいいとは考えており

。 、 、ません お互いの すなわち相互の理解の中で解決すべきことであるという認識の中で

今日、厚岸町長として、釧路町においてもいろいろと、正式ではありませんけれども協

議を重ねておることは事実であります。そういう中で今日を迎えておるわけであります

が、そういう中で、いまだ解決をしていないということについては、申しわけないと、

そういうふうに考えますが、非常に苦慮いたしております。といいますのは、これはも

う明治からの話なんです、既に私からお話しするまでもないと思いますが。そこで、ま

ず問題になったのが、昆布の入会権の問題なんです。それがまず解決をしたんです。次

は境界だということでいろいろ話し合ったわけですが、実は、今お話あったとおりなん

です。それが今日まで至っていると。相互の言い分が違っているということは事実なん

です。

そこで、今、案分のお話ありましたが、平成２年の２月15日、当時の釧路町長の高橋

さん、厚岸町長の澤田さんの協議の中で、正式に案分しましょうという取り決めをいた

し、現在に至っているのであります。あとは境界の問題だけでありますので、私といた

しましては、このままでいいというつもりはありません。これからも、今、質問者の期

待にこたえるように、努力をしていかなければならない、決意を新たにさせていただい

ておるところでございます。

●委員長（音喜多委員） ４番。

●髙橋委員 今、町長から答弁がありましたように、ぜひこの問題については、できるだ

け早い時期に、やはり解決をすべき問題であろうかと思います。

財務規則の中にもあるように、案分という活字は見当たりません。案分というのは都
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合のいい言葉でありまして、都合よくお互いに便宜を使っているんだと、こういう表現

ではなかろうかと思います。ぜひとも、余り都合のいい言葉を使わないで、しっかりと

財産を守れるような、言うならば条例にのっとった形でしっかりと管理をしてもらいた

い、このように思って、質問を終わります。

ありがとうございました。

●委員長（音喜多委員） 町長。

●町長（若狭町長） 改めてのご質問でございますので、さらに努力をさせていただきた

いと思いますので、ご理解いただきたいと存じます。

●委員長（音喜多委員） ほか、ございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 進みます。

２目簡易郵便局費。

３目職員厚生費。

６番。

●佐斉委員 ここで職員福利厚生と健康管理について聞きたいんですが、職員の健康診断

は、たしか厚岸町立病院、それから釧路南病院、市立病院と三つの病院が指定されてい

ると思っているんですが、それと、利用率は、昨年たしか80くらい厚岸町立病院を利用

されていると聞いたんですけれども、それは変わりはないですか。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長 佐藤課長 役場職員だけで まず割合ですね 町立病院82.4％ 南病院17.5（ ） 、 。 、

％、それから医療機関未報告というのが0.5で、端数はありますが100％となってござい

ます。

●委員長（音喜多委員） ６番。

●佐斉委員 わかりました。

それと、現在、職員の方で長期、病気なんかで欠席されている方、おられますか。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） 現在、病気休暇を過ぎて、一定程度の期間を過ぎて休業に入っ

ている職員が３名、それから病気休暇を取得中の者が２名、計５名になっております。
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●委員長（音喜多委員） ６番。

、 、●佐斉委員 病気でもいろいろあるんでしょうけれども 個人のことにかかわりますから

中身詳しくは聞きませんが、今、現代病というんですか、心の病気、通称うつ病という

んですか、それが大変多くなってきているということで、町としてはあれですか、そう

いう病気に対してはどのような対策をとっておられるか、また、ケアとしてはどのよう

なやり方をされておりますか。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

職員厚生として、特に、これ、横文字になるんですけれども、メンタルヘルスってい

うような言葉を使って、研修なんかもございますが、いろいろな疾病がございます。そ

の疾病に対して、特に有効な手段といいますか、これがない疾病が多ございます。あえ

てこの５人の方が全員だとは言いませんが 発見が遅い 例えば私がカッターで手を切っ、 、

、 、 。て 出血があってというようなものでない場合は ちょっとわからない部分があります

結局は、最終的には本人もしくは家族等々が気がついて、それなりの医院、病院の診断

をいただいて、それで初めてわかるというケースが多いようでございます。そのときに

は既に診断書が出ておりまして、そうすると、いわゆる疾病の状態です。そうなった場

合には、職場としては、例えば復職をしたときにどういうつてがあるかとか、何とかと

いうことがちょっともう、手おくれになっている状態でございます。

職場でできることは、そうならないように、ふだんから職員同士のコミュニケーショ

ンがよくとれているのか等々を含めて、所属長がきちっと毎日、配置された職員がどの

ような、調子が悪いのか、調子がいいのか、どのような仕事をしているのか、それをき

ちっと把握して、やはり早期に、そのようにならないように発見することが大切かと、

このように考えております。そういう意味で、町長と語る会を毎年開いておりまして、

その中で、町長への提案として、朝礼を毎日開くということが提案されて、その提案以

来、毎日の職場では朝礼を行っております。そういう意味で、その日の各職員の調子で

すとか、そういうものも、職場長、所属長は一定程度つかめる状況というか、そういう

場面もできてきたところでございます。

ただし、そのことを始めてからも、このような疾病が発生しなくなったということで

はなくて、続いていることは否めない事実でございます。ですから、さて、その対策と

して何があるかということで、いろいろ私どもも考えてございます。いろいろな、民間

も役場も問わず研修制度がございます。そういう研修制度を活用して、そういうメンタ

ル的な部分、それから、もちろん、実際の業務の能力アップとか、そういうものもござ

いますので、それらを活用しながらこういう疾病を少なくする方法をとっていくと、当

面そのような方法で対応していこうと、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。
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●委員長（音喜多委員） ６番。

●佐斉委員 確かに、今、課長言うように、この病気はあれですものね、本人が知らない

うちになるっていうのがあるんですね。特に、お医者さんに言わせますと、これは脳の

風邪って言われるわけですね。風邪の場合は大体３日か１週間、安静にして、睡眠を十

分とって、栄養をとっていれば治るんですって。だけれども、うつというのは、早くて

１年、長いと３年、４年となる。かかりやすいのは、我々みたい凡人、いい加減だとか

からないらしいんです。これは繊細で、優秀で、神経質な、そういう人がぽっと落ち込

むらしいんです だから 北大の先生に言わせると お医者さんとかが結構多いんですっ。 、 、

て。お医者さんは自分でわかりますから、健康は。大体なるなと思ったらすぐ来て、ケ

アするらしいんです。そうすると、ある程度もう。ただ、一般人は本人はわからないん

ですよね。

それと、なってからのフォローが大変なんです。家族も大変、職場も大変なんです。

まず、励ますことはだめですから、頑張れだとかしっかりせいということは絶対禁句で

すからね。なぜかというと、私、これは自分のあれで、身内でもあったんですよ。それ

で、私も北大まで行って、いろいろ聞いてきたりとかしてもう、３年かかりました。最

近はどうにか、それでもやっぱり、ちょっと時期によって、ちょっとまだおかしいなと

いうことはありますけれども、ただそれと、本人がやっぱり、病気になったという感覚

を持たないと。それで、あれは薬をやっぱりちゃんと飲まないとだめ。徐々に薬を減ら

してくれるんです、医者は。抗うつ剤といったかな、何か、そういうのがあるらしいん

ですね。

ただ、それで、大きい民間であればやっぱり、そういう社員は優秀な社員ですから、

やっぱり早く治していただいて、復帰してもらって、会社のためにしていただくと。や

めてもらうと逆に、そういう社員はなかなか、大変らしいんですよ。だから、民間はそ

ういうチェックをして、なったときに負担のかからない職場に配置したり、それからそ

ういう、１回なって治った人がそれを、なれてますから、ケアをしたり、そういうプロ

ジェクトをつくって、もうやっているらしいんですけれどもね。実際、私の身内もそう

ですけれどもね。今は自分も担当になって、出向で行って、そういうふうにやって、い

ろんなその会社の、全国の、大きい会社ですから当たってやってますけれどもね。やっ

ぱり、なった場合、その家族が大変なんですよ。それと、周りの職場の人が物すごく大

変なんです、気を使うというのか。

それと、どうしても引き込みになっちゃいますから。先ほどリストカットしたとかっ

て、ビルから飛び込んだとかって、それから物を食べないと、そうなってきちゃうんで

すね。だから、その前にやっぱりある程度ケアしてやらんとなんないわけですからね。

町民の中でもやっぱり、役場の職員でもそういううわさも聞くんですよね。いや、何

かそういうのがいるって話聞くんだけれども、どうなっているんだろうってあったもの

ですから、ここでちょうどあれがあったものですから聞いたわけなんですけれども。確

かにフォローするのは大変なんですけれども、いろいろされていると聞いてますけれど

も、やっぱり、それであればもう一歩進んで、やっぱりある程度、もう少しそういうプ

ロジェクトを組んで、なるべく、なる前にやっぱりケアをすると。なってしまうより、
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なる前にケアするということでやっぱり、ある程度、もう少し努力していただきたいな

と思いますけれども。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

私も何度か、時期は遅かったんですが、専門の先生のところに本人と行って、いろい

ろお話を聞かせられました。それで、今、委員おっしゃったとおり、頑張れとか、大丈

夫かとか、そういうことを言っちゃだめという、冊子ももらってきました。何よりも一

番大切なのは、周りがきちっと目を配って、何かサインがあるはずだと。そのときを逃

すとだめですと。それは言われて帰って、今でも耳から離れておりません。

、 、 。 、そういう意味からすると 現在 課の中はスタッフ制でございます 所属長の権限で

係長等と相談して、課の中でいろいろ人事の交流ができますので、そういうものも活用

しながら、できる限り、そういう、今、委員ご指摘のとおり、まじめで、実直で、やら

なければならないと、そういう、つもり積もって、責任感を感じて至ってしまうと。そ

れ以前に職場の仲間が気を使って、発生をさせないと、疾病を起こす職員を少なくする

という方向等をいろいろな会議等で周知して、実行に移していくように努力してまいり

たいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。

●委員長（音喜多委員） ほか、ございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 進みます。

４目情報化推進費。

13番。

●室﨑委員 ここでちょっとお聞きします。

、 、 、 、過日 新聞に大きく出たんですが これ 厚岸町じゃなくて北海道なんですけれども

違法コピーってやつですね、コンピューターソフトの。これが膨大な数が、調査をした

結果、見つかったんですね。それで、今回、２万本を超えているらしいんですよ、北海

道だけで。

それで、まず、ＯＳと言うんですか、それ、基礎になるソフト、それだけでマイクロ

ソフト社っていうところから、その分をまず買わなきゃなんないんですよね。それで１

億4,000万円計上して、その後、５億3,000万円計上したそうです。大変な額ですよね。

その後に、恐らく損害賠償の請求が来るんじゃないかと今言われているそうです。

こういうようなことが今、ぽんぽんと判明してきている。それは、どうしてそんなふ

、 、 。うになってきたかというと そういうソフトメーカーが調査に入っているんですね 今

もう、あっちこっちで出てくるもんですから。それで、明けて一昨年か、各大学が調査

されて、どんどん見つかった。今度は自治体なんですよ。厚岸町ではこういうものはな
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いと思うんですけれども、まずその点、確認しておきたい。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

委員ご指摘のとおり、一番最近では釧路市さんでもこういうような、いわゆる違法コ

ピー関係の記事が出ていたようでございます。

当町の役場の主力のワープロは、一太郎というワープロの11で、もうかなり古いんで

、 、 、すが ボリュームライセンスといいまして １枚のＣＤで200台なら200台使えるという

そういうリースの仕方なり購入の仕方をします。インストールは当然、ＳＥ、エンジニ

アさんが来て入れていきます。200台ぴったり使うかというと、やっぱり利息も出てきま

す。ですから、その１枚を厳重に管理しておけば、違法コピーをして次に使えるという

ようなことはございませんし、現在の情報処理室にすべてのソフト、原本、保存してご

ざいますが、担当者の出入りは、当然、ドアはキーですけれども、その中のほうはパス

ワード、要するにボタン式です。二重セキュリティーチェックになっておりますので、

例えばボリュームライセンスというＣＤ－Ｒを持ち出して、ライティングをして、家に

持って帰って、なおかつ自分で使ったり、それから職場のパソコンにもどんどん増やし

ていくというようなことはやっておりませんし それをやることによって 今はサーバー、 、

がありますので、どのパソコン、番号がついている、例えば私がＡ１２３だとすると、

Ａ１２３という人間が何月、何日、もう秒単位まで、何をやったというところまでわか

るように、ログが残っていますので、最終的には、だれが、いつ、何時何分に何をした

と、それまでわかるようになっておりますので、それをやった際には、犯人になるんで

しょうか、言葉はちょっとおかしいですけれども、よくないことをした人間は特定でき

るということになっておりますので、当町はそういうことがないように承知しておりま

す。

●委員長（音喜多委員） 13番。

。 、 、●室﨑委員 安心いたしました それは いわゆるＯＳという基本ソフトだけではなくて

その上に乗っかって実際に仕事をする、２階建ての２階部分、それについても同様だと

いうふうに考えればよろしいわけですね。

新聞記事なんかを見ましても、やはり、こういう事態が出ている町、市、あるいは都

道府県、みんなそういうシステムがないんですよね。そういうところで出ているという

ことで、厚岸町はそういうシステムがきちんとしているんだから、そんなことはあり得

ないと、だからないんだとはっきり言えるということは、大変安心いたしました。

それで、教育委員会にもお聞きするんですが、今回の北海道で２万幾らの違法コピー

が出ている中には道立の学校が入っているんですよね。学校における管理体制というの

はどういうふうになってますでしょう。

●委員長（音喜多委員） 教育委員会管理課長。
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●教委管理課長（須佐課長） 学校コンピューターの管理体制につきましても、リース契

約をして、台数をきちっと設定をしましてログにされておりまして、その都度、メンテ

ナンスなんかも依頼しておりまして、きちっとされております。

、 、 、今年度 新たに学校の校長 教頭用のコンピューターも導入させていただきましたが

それらの管理についても従前同様の管理をしていきたいというふうに思っていますし、

そういった違法コピーをできるような状態にはしておりませんので、ご理解をいただき

たいと思います。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） あわせて、ソフトを入れるためには、メンテナンスしている会

社でしか入れられないような形での設定をしておりますので、学校に入っているソフト

に違法にソフトをダウンロードするということはできないというふうに思っています。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 要するに、例えば私が学校職員であったとすると。そうすると、学校の仕事

するコンピューターに これは便利だからっていうんで自分の持っているソフトをコピー、

して、入れて仕事をするということはできないというふうになっているんだから、そう

いうものはないと、それでよろしいんですね。

●委員長（音喜多委員） 教育委員会管理課長。

●教委管理課長（須佐課長） そのように理解していただきたいと思います。

（ 安心いたしました。ありがとうございます」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ほか、ございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 進みます。

５目交通安全防犯費。

ございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 次、６目行政管理費。

７目文書広報費。
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10番。

●谷口委員 これ、広報の関係もここなんですよね。

（ はい」の声あり）「

●谷口委員 それで、広報あっけしなんかの配布、現在はほとんど自治会が行っているん

ではないのかなというふうに思うんですけれども、自治会等に加入されていない方も随

分いるように聞いているし、あるいは、私たちの自治会でも残念ながら、その地域の方

で入会をお願いしても入っていただけないというような方もいるんですよね。それで、

広報は、もし入っていない人は、希望すれば町が送付していると思うんですけれども、

そういう考えでいいんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 休憩。

午後２時20分休憩

午後２時22分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

総務課長。

●総務課長（佐藤課長） 大変貴重な時間を費やしまして、申しわけございません。勝手

な私の持ってきた資料の判断で大うそをつくところでございました。

町内自治会に加入していない人数、ちなみに３月号の配布は151人、これは郵送で配布

をしてございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 町のほうでどこまでつかまえているかどうかわかりませんけれども、各自治

会にいる人たちがすべて、それなりのものはされたというのはつかんでいないんですよ

ね。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） これは、あくまでも届いていませんという電話が来たり、例え

ば防災無線で何月号の広報誌をごらんくださいといって、たまに花火とか、興味深いよ

うな放送をしたときに うちに広報来てないんですがとかという声がだんだん積み重なっ、

。 、 、 、てきている点でございます したがいまして 151人 それと自治会の人数が入って3,980

これで厚岸町民全世帯にすべて、100％行っているとは考えておりません。
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●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 自治会でも大変これ、悩む問題なんですよね。いろんなことを、町のほうと

してはある程度周知してほしいと、地域の人たちにね。その一方で、自治会に加入しな

い理由にはさまざまありますから、私も困っているんですけれども、ただ、町民に等し

く行政サービスが、最低の行政サービスが行き渡らないということに対して、そして、

その人が、郵送で来ているのかも明かしてくれない人がたくさんいるんですよね、残念

ながら。ですから、非常にプライバシーの問題が厳しくなっていっておりますし、ぜひ

町の情報を届けたいなというふうに思うんですけれども、その辺の対策といいますか、

今は結果的に、そういう興味のある人、自己申告をした人がそうやって郵送しておりま

、 、 、すけれども 例えばこのことをお願いしてきたときに 自治会長に相談されましたとか

そういうアドバイスみたいのはしているんでしょうか。わかりましたと言って郵送に切

りかえていっているのか、その辺ちょっとお伺いいたします。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） この151人につきましては、届いてないという、いわゆる今、委

員の自己申告、それから、自己申告に該当するんでしょうけれども、自治会に加入をし

ていないので、うちには来ないので広報を送っていただきたいということの積み重ねの

数がこういうことでございます。

したがいまして、例えばそれが電話であった場合に、どうして自治会に入らないので

すかということは、これは聞けない。何か事情がおありですかと、例えばすぐ転勤しま

すかとか何とか、いろんなケースがあると思うんですが、それなりに理由は、やりとり

はしております。いろいろな事情がやはりあるようでございます。

しかしながら、そういうときに、こちらから送ることが多いんで大変なんで、ぜひと

も自治会にご加入いただいて、加入されれば必ず毎月来るので、何とかしてくださいと

いうふうな、強制的というか、そういう言い方はせず、事情はあれでわかりましたと、

それでは郵送いたしますのでと。ただし、本来であれば自治会の配布というふうになっ

ているということを申し添えて、でき得る限りやわらかな伝え方で自治会に加入してい

。ただくということを促すようなことも沿えてお送りするということで対応しております

ただし、その効果が出てきているかどうなのかというのは、大体そのぐらいの数字が分

、 、布していますんで もっと単純な方法があるかどうかも模索していく必要があろうかと

そのように考えておりますので、よろしくご理解いただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 151件ですか、これ、80円で間に合うのか、あるいは、私たちのところに毎月

配られるときは、警察、それから福祉協議会だとか何だとかと、社会教育からいろいろ

。 、 。 、たくさん入ってきますよね それで 郵送の場合は何を送っているんですかね それで
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経費はこれ、80円で計算すればいいのか、そのときに何かを入れて一緒に送るからもっ

とかかってしまうのか、その辺の計算と、年間、例えば自治会に頼めばこれだけで済む

のに、現在郵送しているからこれだけかかるというようなこと、比較みたいのと差額み

たいのをちょっと教えてください。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） 基本的に広報誌のみで、80円の郵便で郵送してございます。た

だ、中には折り込みチラシがたくさん入る月ですとか、そういう月があれば、当然、80

円過ぎるというか、安いほうの値段では行きません。それは、それ相応の、例えば90円

とか160円とかの料金の、要するに切手を張って出すということになってございます。い

わゆる通信運搬費になります。

（ 差額は」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長 佐藤課長 80円計算で約15万円になります 14万4,000円になるんですが 15（ ） 。 、

万円になります。

（ 自治会に頼めば」の声あり）「

●総務課長（佐藤課長） 自治会ですと、例えば1,000世帯の自治会ですと、月6,000円で

す。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 要するに、151通送って今15万4,000円って言っていましたよね。

（ 14万4,000円」の声あり）「

●谷口委員 14万円か。耳悪いな。

ところが、これ、151世帯分、自治会費に、月１通幾らかかるかちょっと忘れちゃいま

したけれども、が6,000円。今、何世帯だとかの話で説明してましたけれども、広報は12

回出ますよね。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） 大変失礼しました。最初に言った151の切手代と自治会にお願い

した際の差額を言えばよかったということを今気がつきましたので、自治会にお願いし
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た場合は１万872円。ですから、13万4,088円の差が出てくると。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 少しでもやっぱり効率がいいというか、地域の皆さんの連携を深める意味か

らも、手渡しが普及していくことをやっぱり広めていくべきではないかなというふうに

思います。そして、財政的にも、わずかな額かもしれないけれども、これが、逆にまた

一つは自治会のほうにも還元ができるわけですよね そういうことから 自治会も頑張っ。 、

ていると思うんですけれども、町のほうもやっぱり、できるだけ加入促進のことをお願

いできるような方向で取り組んでいただきたいなというふうに思います。

非常に、全国的に自治会の加入世帯が減ってきているということは、逆に今度、行政

のほうに負担が多くなってくるんではないのかなと、これだけではなくて、ほかのこと

でも。その辺、よろしくお願いいたします。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） 委員ご提言、ご指摘のとおり取り組んでまいりたいと思ってお

りますので、ひとつよろしくご理解のほどをお願いいたします。

●委員長（音喜多委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） 自治会の加入促進の部分で私のほうから若干お話しさせてい

ただきますと、確かに、厚岸町の自治会に限らず、釧路管内におけます町内会協議会も

ございますけれども、この中の研修会等にも必ず出てくる問題であります。これは全国

的な問題でありまして、どのような対応をしていくかということで、いろんな事例が研

修会の中でも出される中で、我々もこれについては自治会に対していろいろな情報を流

しながら加入促進を図っていこうと今現在考えておるところでございまして、これから

も自治会連合会、交流会等ございます。研修会等もございますので、その中でいろんな

ことを話させていただきたいなというふうに考えてございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 ぜひお願いいたします。

特に地域との連携がうまくなくなるというのは、例えば一般的なアパートって言った

らいいのか、マンションというのが正しいのか、借家等に住まわれている方のごみの出

し方だとか、そのほかにもいろいろあるんですけれども、そういうことをやっぱり、町

内一緒に取り組んでいるときに、そこだけが別なことになっているということからすれ

ば、そういう住宅等を貸し出している業者等にもやっぱり積極的に働きかけてほしいな

というふうに思うんですよ、当人だけではなくて。そういうことにしなければ、なかな

か関連の組織は進まないなというふうに思っていますので、よろしくお願いしたいとい
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うふうに思うんですけれども。

●委員長（音喜多委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） 加入促進、問題は調整しているんでございますけれども、そ

の対応としましては、やはりそこそこの自治会がそれぞれございます。最終的にはその

自治会ができ得る内容ということになろうかと思いますけれども、その内容についての

さまざまなことは考えられるという点では、先ほど言いましたように研修会その他の中

で提示していければいいかなというふうに考えております。

（ いいです」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ほか、ございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） なければ、進みます。

８目財政管理費。

９目会計管理費。

10目企画費。

２番。

●堀委員 今年、確かまちづくり懇談会が開かれる年じゃないのかな、２年に１回という

ふうに聞いてて、まち懇が開かれるというふうに聞いていて、ここでいいのかちょっと

、 、 、わからないんですけれども まちづくり懇談会はいつからどのような形で進めて また

毎回、毎回というか、主要な議題というか、そういうものというものを大体決めて懇談

会のほうに臨まれると思うんですけれども、今年度のその辺についてはどのようなもの

を主題にやられるのかというのを聞きたいと思います。

あと、それと、委員長、済みませんけれども、まちおこし補助金、これ、町制施行110

周年のほうと一緒の事業がありますので、この部分は13目の中で聞きたいと思うんです

けれども、よろしいでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 町制施行ね。それは構わない、予算も入っているから。

●堀委員 じゃあ、最初のところの部分だけお願いします。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

委員ご指摘のとおり、本年は町長と語る会、厚岸町まちづくり懇談会の実施年度にな
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ります。ご質問のテーマ等につきましては、現在、どのようなテーマでいくか、何件ぐ

らいのテーマでいくかということはまだ決まってございません。ちなみに、一昨年は500

、 。 、年間隔と財産分与 財政運営法人の委託と承知してございます 大体そのようなことで

ダブらないようなテーマを選んで、全地域を回る考えで、今、企画、立案をしていかな

ければならない、もう時期に入っております。なぜかというと、ことし110周年記念祭が

行われますけれども、いろいろ時期が重なってきますので、その割り振りについて先に

決める必要があると思いますので、その辺も含めまして、実施の時期等を含めまして、

ということで考えておりますので、よろしくお願いします。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 そうすると、前回はたしか６月ぐらいからもう既に始まっていたと思うんです

よね。じゃあ、町制施行110周年記念があるので、それらが、大体主要なものが終わる９

月以降とか、何かそのくらいからというふうに、町民の人方、各自治会とかも、大体そ

のくらいから日程的なもので入ってくるのかなということで腹づもりしておけばよろし

いんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） これも、今はっきり何月からとは言えませんが、前回の例で言

いますと、５月ごろから始めなければ10月には終われませんでした。１日２件行くとい

。 、 、 、うところもありましたし したがいまして 同じ形態で 同じ数でということになると

やはり５月、６月ごろから始まって、最悪、昆布の時期をちょっと避けるぐらいで10月

が終わりとかという感じになるのではないかと。今の段階ではそのぐらいの期間を想定

しなければ、33、数は回れないのではないかと、そのように考えているところでござい

ます。

（ よろしいです」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 今回の総合計画の中の実施計画の中でも、補正事業で第６節の交流活動とい

、 。 、うところの歳入 北方領土返還要求運動の推進ということが示されております それで

ビザなし訪問団への開催決定ということが書かれているんですけれども きのう ちょっ、 、

、 、と昼にテレビ見ていましたら 北方四島との交流事業が日露間で決まったというような

日本のほうから向こうへ訪問できる枠も例年並みになったというようなことが放送され

ておりましたけれども、私、去年、議長がご苦労されて、択捉島に行ってくることがで

きました。

、 、 、そこで この運動にやっぱり厚岸町も 自然問題だとかいろいろな問題ありますから

なおさらのことかかわりをつくる必要があるんではないのかなというふうに非常に強く
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感じました。択捉島に行ったんですが、自分たちが生活しているところと向こうに行っ

たのでは全く環境が違いまして、余りにも違うというか、違いも違いで、せっかく日本

から送った友好丸だとか、それからもう一つ、何かという船が、まだ何年もたっていな

いのに、入国審査でないけれども入域審査みたいのがあるんですけれども、そのたびに

向こうの人が乗ってくるんですが、日本から送ったときとはもう、ほとんど、これが日

本の船かというような状態でいたんですけれども、やはり、向こうの地域を知る、それ

から向こうの人たちを知る、それから、海だとかそういうものもやっぱりきちんと、歴

史も含めて、我々町民の中でもそういうことに関心を持つ人を増やしていくということ

が大事でないのかなとつくづく感じました。

上陸してみて、ホームステイをしたんですけれども、どこへ行ってもアスファルトの

道路は一つもないんですよね。それから、住宅は鉄筋にコンクリートみたいな、ブロッ

クといったらいいのか、そういう家はあるんですけれども、地震で、もうすっかり壊れ

てしまって、そういう家には入っていなくて、木造住宅だけに入っていると。それも40

年ぐらいたったような住宅なんですけれども、中に入れば、テレビもあるし、パソコン

もあるし、電子ピアノもあるし、電子レンジも、中と外とのアンバランスも非常に感じ

てしまったんですけれども、そういう中で生活している人と、経済的に随分変わってき

ていると、そういうふうに。ですからなおさら、我々のほうで積極的にかかわる人を増

やしていくということをふやすためにも、厚岸町としてもぜひ、このビザなし交流に、

どういう分野の人が参加するかどうかは別としても、それぞれ十分に判断されて、町の

職員がいいのか、常勤の人がいいのか、当然、昔からの、旧島民の人は優先的に参加で

きますけれども、できれば旧島民以外の人で参加できる人もふやしていくために、何か

方策を講じていただきたいなというふうに考えているんですが、いかがでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 町長。

●町長（若狭町長） レクチャーさせていただきます。

我が国固有の領土であります北方領土がいまだに返還されておらないということは、

まことに慙愧に堪えない次第であります。そのために、返還運動の一環としてビザなし

交流が行われております。そのビザなし交流の最も大きな課題といいますのは、相互間

の理解であります。そういう意味で進めておるわけでありますが、しかしながら、これ

には条件がございます。返還運動を推進している人とか、いろいろな、細かく私も今こ

こで申し上げることはできませんが、条件がある程度あるわけであります。そういう中

で、今お話の、漁業者等も含めて、厚岸の、水産の町として、返還運動も大事な問題で

ないかというお話、私も全くそのとおりと感ずる次第であります。

厚岸町においても、幾人かの北方領土から強制移民と、帰された方もおることも事実

であります。また、その人方が熱心に今、返還運動に取り組んでおるわけであります。

しかし、そのほかの人方はどうかなという、返還運動に対しましての熱意、これも薄い

面もあるかなということを私も、この長い間の返還運動にかかわる１人として思うこと

も多々あります。そういう意味において、より効果的なビザなし交流を進める上におい

ての北方領土返還に向かっての運動をより強力なものとしていくためには、その方法と
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いうものも、私としてはいい方法ではなかろうかなということを考えますが、しかしな

がら、先ほど申し上げたとおり条件があるということでありますので、その点もさらに

関係者のほうにお話ししながら、幅広く参加できる道を切り開くように協力をさせてい

ただきたい、そのように考えます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 今、町長おっしゃったとおりだと思うんですよね。

ただ、厚岸町にも一定の、額にすれば少額ですけれども、運動の団体等に負担金をし

ているということを考えれば、好意に考えれば、やっぱり運動している団体に続くこと

はないのかなというふうに思うんですよね。

それで、北方領土の問題は非常に微妙な問題があって、さっきの羅臼の漁業者の越境

問題等もありますけれども、どっちかというと、この問題は根室支庁、とりわけ根室市

に大部分を 担わせているというか 担っている感じですよね ですから 私たちもちょっ、 、 。 、

と話を聞いてみますと、同じ根室支庁でも、根室の人たちの考え方と羅臼の人たちの考

え方じゃ相当違いがあると。ましてや遠く離れているというか、距離はそうでもないけ

れど、釧路管内の厚岸町になればやっぱり、根室から見たらやっぱり、ちょっとまた感

じが変わってくるんではないのかな、日々、わずか数キロのところにいて漁業をしなけ

ればならない、そういう立場には厚岸町の場合は今のところはないわけですから、そう

いう意味からも違いますけれども、やっぱり、漁業の問題も含めて、厚岸町の人はやっ

ぱり積極的にこれにかかわって、旧島民の人たちが戻る日を、やっぱりつくっていく、

あるいは我々の町でも漁業者が安心して向こうでも操業ができるような体制に早くなっ

てほしいということからも、ぜひこの問題では積極的に対応していただきたいというふ

うにお願いをするものであります。

●委員長（音喜多委員） 町長。

●町長（若狭町長） 今、お話ありましたとおり、最近の話では、羅臼における銃撃事件

等、理由がどうであろうと、やはり命が大事なことであります。こういう悲惨な出来事

が起きていることは、北方領土が返還されていないというのも大きな理由にもなってお

るわけでございますし、やはり我々日本国民として、国民の悲願として、北方領土の返

還は重要な課題であるというのは当然のことであろうと思っておるわけであります。し

かしながら、今お話にありましたとおり、しからば、根室市、また根室管内、さらには

また釧路支庁管内との温度差、返還運動に向けての、これは確かにあるような気がいた

します。

そういうことで、機運を盛り上げていくということは大事なことであります。国民世

論も大分高まってきているわけであります。まだまだそういう点が足りない点もあるわ

けでありますので、我々といたしましてはやはり、近間にいる我々であります。返還運

動にさらに強力に進める環境をつくり上げていかなければならない。また、厚岸町長と

しても、行政の権者として、厚岸町民に対しましてもそういう願いが、こういう歴史を
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知る中でいろいろと返還運動にへと機運が盛り上がっていくような環境整備をやってい

かなければならないと、そのように考えておりますので、今後、町長としても動いてま

いりたいと思いますので、お願いしたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 次、５番。

●中川委員 先ほど２番委員の堀委員から町政懇談会の話が出たんですけれども、ああ、

もうそんな時期かなと納得したんですけれども、その話を聞いて、私も一言、これは要

望というか、そういうことを伝えたいなと思っていたんで、ここで言わせていただきま

すけれども、私はこっちの真龍側はよくわかりませんけれども、うちらの本町側はもう

本当に町民が、出席率が悪いんですよね。理事者側の皆さんも来ていただいて、どう思

うかわかりませんが、せっかく町長を初め、あるいは教育長、皆さん、大勢の方々に来

ていただいても、あるときにはうちらの地区、８人とか９人とかなんですよね。そうい

。 、 、う人数の少ない町政懇談会なんですよ 理事者の皆さん もう日中一生懸命仕事されて

、 、 、そして夜に 私もその時間に来てたわけですから もう少し大勢の人が来てくれまして

行政の話、あるいは教育行政の話を、そしてまた担当の皆さんが行ってくれているわけ

ですから、そこでじっくりお話聞いてくれればいいんですけれども、全くもう、ほかは

私わかりませんよ。近隣さんはわかりませんけれども、本町には私、よく聞くんですけ

れども。

そこで 私これ 提案なんですけれども 先ほど堀委員の答弁に ５月ころから始まっ、 、 、 、

て、昆布時期もありますから、10月ころに終わるんでないかという今、総務課長のお話

、 、 、 、 、でしたけれども これ 私の提案なんですけれども もう少し 例えば若竹町であれば

松葉町だとか、梅香町だとか、３自治会、４自治会集めてやられたほうが、以前に、10

年ぐらい前に福祉センターでそういうことをやったことがあるんですよ。あのときは、

奔渡、梅香、若竹、松葉で、４地区ぐらい福祉センターでやられた、これは当時の理事

者の皆さんはいないと思うんですけれども そういう機会もありましたし そうすると 10、 、 、

月までかからなくても、職員の皆さん、町長を初め、もう日中一生懸命お仕事して、お

疲れのところ来てくれるわけですから。ですから、その際に、来てくれれば一番いいん

ですけれども、私、一番申しわけなくているんですけれども、２年前なんて８人か９人

でした。町長なんかに申しわけなくて、本当にもう、頭下がったこともあるんですけれ

ども、そういう機会を設けられたらいかがかなと思うんですけれども、これは私の提案

というか、あれでございます。

●委員長（音喜多委員） 町長。

●町長（若狭町長） 懇談会のあり方についてのお話を承りました。

、 、 、 、 、実は 私が町長になる前 また なった当初は 何カ所かだったと思いますけれども

ここで正式に、今、中川委員が言うとおりなんでございます。しかし、私といたしまし

ては、やはりせっかくの懇談会であり、幅広く地域の皆様方の声を聞くと。さらにはま

た一方、今までは、地域要望がある課題については、その担当する課長だけが懇談会に
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出席をするということでありました。しかし、私といたしましては、今申し上げました

、 、 、 、 、 、とおり もっと幅広く町民の声を聞きたい さらにはまた 生で 私を含めて 副町長

教育長、さらにはまた全課長出席の中で、それぞれの地域にはどういう課題がある、ま

た町政にどういう望みがあるのか、そういう生の声を聞きたいということで、実は、私

、 、 、としては 33カ所自治会がありますが できれば全自治会ごとに行いたいということで

平成16年から進めておるところでございます。しかし、一部、統合でやらざるを得ない

自治会もあるわけでありますので、29カ所で今とり行っておるところでございます。

しかし、お話のあったとおりです。参加者が大変少ない。私の趣旨とする、生の声を

聞きたい、多くの町民の方から声を聞きたいということについて、私も大変苦慮いたし

ておるのは事実であります。ですから、そのために今、総務課長から答弁がありました

とおり、日にちがかかるんです。毎日やっているわけにはいきませんので、こちらの行

政課題もある中での日程の合間で、また相手の自治会の人方の都合もある。昆布時期と

かは外さないといけない等々あるもんですから、どうしてもそういう日にちがかかって

しまうということでありますので、ことしも懇談会について、どうあるべきか、堀委員

からも、中川委員からもお話があったわけでありますので、また検討をしながら、より

効果的な懇談会にしていきたいと、そのように考えておりますので、ご理解いただきた

いと存じます。

●委員長（音喜多委員） ５番。

●中川委員 今、町長から、一自治会ごとに回って、そして町民に生の要望なり意見を聞

きたいと。これは本当にありがたいことだと思うんですけれども、先ほど申し上げたよ

うに、大変皆さんのお疲れの夜に、こうして来ていただいてもさっぱり集まっていない

と。それで私も、たまたま自治会の役員に言うんですけれども、役場から一々、例えば

若竹町がやるからっていう案内あるでしょう。そうすると、もう少し、ＰＲが足りない

んでないのと言っているんですよ。そうしたら、どうでもない、こうでもないって言い

ますけれどもね。したから、ＰＲが足りないんでないかと言っているんですよね。した

から、その反面、私は、これ、私を抜かして、議員の皆さんが活発に議員活動やってま

すから、何もいいんだ。おれなんか町政懇談会に行かなくても、各近くの議員に言えば

用足りるから来ないのかなと思ったり、議員の皆さんが立派だから。議員の皆さんに言

、 、えば 何も町長の声なんか聞かなくてもいいべやって来ないのかもしれませんけれども

ただ、今、町長が言われたように、せっかく皆さんが来てくれるわけですから、生の声

を聞いて、そしてまた生活の足しにしてほしいなと思っているんですけれども、そうい

うことで、これから検討していただきたいなと思います。

終わります。

●委員長（音喜多委員） 町長。

●町長（若狭町長） 今、ご質問いただきましたとおりに、29カ所の懇談の中で、非常に

関心の高いところもあります。大変ありがたく思っております。反面、ご指摘いただい
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たように低いところもあるわけであります。そういう点も考慮しながら、先ほどもお話

しいたしましたが、より効果的な懇談会とは何か、考えながら努めてまいりたいと思い

ますので、ご協力のほどよろしくお願いしたいと存じます。

●委員長（音喜多委員） ほかにこの目でありますか。

（ あります」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） じゃあ、休憩後にしたいと思います。

このまま休憩します。再開は、15時30分。

午後３時03分休憩

午後３時30分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

10目企画費から。

６番。

●佐斉委員 ここで、まちおこし補助金の。

昨年度、それ、４万9,000円になって、ことし155万円になって、それこそ理由ないわ

けですか。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） お答え申し上げたいと思います。

実は、資料といたしまして、議案３号の説明資料、厚岸町町制施行110周年記念事業一

覧ということでお配りをさせていただいております。その中の２欄の備考欄にまちおこ

し補助金という形で表記をさせていただいております。記念事業のダブルミルクのまち

ＰＲ事業、それから、冠事業でございますけれども町民花火大会、それぞれ55万円、そ

れから100万円ということで、この補助金も見込んでいるということでございます。

●委員長（音喜多委員） ６番。

●佐斉委員 したら、あれですね、今までは町民の花火大会には寄附いただいてやったけ

ど、今回は110周年ということでもって、この事業に100万円財政措置するんですね。そ

ういうふうに解釈していいですね。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。
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●まちづくり推進課長（田辺課長） おっしゃるとおり、町民花火大会は町民の寄附金、

浄財等によりまして実施してきたわけでございますけれども、110周年の大きな節目の年

でございますので、ここに町からの100万円のまちおこし補助金を上積みしまして行いた

いという内容のものでございます。

●委員長（音喜多委員） ほか。

13番。

●室﨑委員 女性の社会参加についてお聞きします。

町長の町政執行方針の中で、女性の社会参加を促進するために、女性団体の活動に対

する支援を努めるとともに、女性の意見を真っ直ぐに反映できる機会の拡充を図るため

に云々というふうにお書きになっていました。

ちょっと余談でございますが、ある、いわゆる転勤族、もういなくなっちゃったんで

、 、 、 、 、すが の方たちと話をしたときに 厚岸町に来たときに まあ この人は東京行ったり

札幌行ったり、都会ばっかりいたみたいなんですけれども、厚岸は田舎だなと。悪い意

味だけじゃないんですがね。というのを夫婦で話したっていう話を冗談半分に聞かされ

ました。そのときに奥さんは、なぜ田舎かという一番大きな理由は、しゃれた女性の服

が売っていない。だんなさんのほうは、自治会だとかいろんな地域の会合に一生懸命出

る人だったようですが、出たときに、重要な決め事の会議は男の人しかいない。実際に

多く手がいるときになると女の人は出てくるけども、いろんな、こんなことをこうしよ

うなんていって、町の人なんかが来て相談したりという言い方してましたけれども、す

るときは男の人しかいない。いわゆる女性の社会参加というのが、あらゆる部分におい

て非常に少ない。これが田舎だなって感じた一番の大きな理由でしたって言われて、私

は、一緒になって笑うわけにはいかなかったんですよね。それで、今回、町長のほうか

らこういうのが出ていて、なるほどと思ったわけです。

それで、現実問題として、各種審議会などへの女性の登用という言い方がここで出て

くる具体的な話なんですが、これもまた見ていますと、福祉の関係だとか食生活の改善

のような種類のときには審議会に女性が結構登用されるんだけれども、根幹的な、町の

、 、方向を決めるようなときには余り女性が登用されてないような 審議会の内容によって

ここの部分は女性が出る部分、ここはそうでない部分というような色分けが無意識にあ

るような気がしてしようがない。そのあたりは、どのようなふうにお考えになっている

でしょうか。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

今、委員ご指摘のとおり、何かこう、審議会、委員会の種類によって女性、男性の登

用の区分といいますか、そういうことがあるんではないかというような質問としてお答

えさせていただきたいと思います。

決してそのような考え方で選ばせていただいているところではございません。男女や
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はり、得手不得手の部分もございます。女性でなければできないこともある、男性でな

ければできないところもある、そういう場面においては、やはり差が出てくることも当

然あろうかと思います。しかしながら、やはりその辺も考慮しながら、町政執行方針等

にもあるように、団体を支援しながら、いろいろな町内のそういう活動、それから、一

番大切なのは町の将来等々を決める方針決定だとか、そういう部分に女性の方たちの意

見が多く取り入れられるようにするためには、やはり参加率、登用率が高まらなければ

意見が反映されないというふうに認識しております。

そういう意味で、あらゆる機会を通じてそういう団体を支援しながら、そこで活動さ

れる代表者の方がたくさん育っていただいて、そういう重要な審議会ですとか、委員会

ですとか、そういうところに参加していただくようにしていかなければならないという

、 。意を持って 総合計画並びに町政執行方針に登載させていただいたところでございます

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 これはやっぱり、非常に難しい問題があると思うんです。それは、結論から

言っちゃいますと、町全体の意識を変えていかなければならないということだと思うん

です。女性は補助的な仕事、男性は判断の部分というようなのが何か世の常識のような

ものというのは、無意識のうちに、私自身の中にもあるのではないかと思うことがある

んです。

数年前ですが、横浜の大きな会社がこっちのほうに出先を持っていて、そこのところ

でうちのほうで仕事を頼まれて、いろいろやりとりをしてるときに、本社のほうのは若

い、電話では若く聞こえた女性でした。私、そっちに行きますからというんで、ああ、

そうですかというんで来たら、こっちの出先の所長さんよりもずっと上の人でした、地

位が。だから私、びっくりしたわけですよ。びっくりした後に、ああ、自分もいつの間

にか女性は補助的な仕事で、管理職というのは男性なんだというような常識に染まって

いるんだなと自分で判断したことがあります。

そういう意識を少しずつでも変えていくということが、全体に、いわゆる女性の社会

参加の促進ということだと思うんですよ。その手始めに審議会だとかそういうところを

使いながらということではないかと、そのように思うんですが、そういう考えでよろし

いんですね。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） 委員ご指摘のとおりでございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 それで、その音頭を取るのが、どういうふうにっていうのはちょっと別にし

て、やはり、そのように持っていこうというふうに考えているのが厚岸町だというふう

に思います。
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それで、議会を見渡すと、お１人、ちゃんと女性が入ってますよね。ところが、答弁

席を見ると、女性いないんですね。厚岸町の議場で答弁をするだけの地位の中には、現

実問題として女性いないんですよ。女性の社会参加を促進する、その音頭を取る厚岸町

が、隗より始めよという言葉がありますけれども、じゃあ、ご自身どうなんですかと言

われたときに、現状では、なかなかこれは旗を振っても、皆さん、そういうご自分はと

いうところで終わってしまうと思うんですね。

女性の管理職登用の問題については、私、何回か議会で聞いてるんですが、毎回同じ

話です。どうしても女性は補助的な仕事に終始するという壁がありまして、それを何と

か改善していこうと思っておりますと、長い目で見てくださいというような話で全部終

わって、私、議員になってからあっという間に20年たっちゃいましたけれども、なった

間もなくのときに言ったときも、その後に言ったときも、全く判で押したように同じ答

弁だったんですが、今もやはり同じということなんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 副町長。

（ ） 。 、●副町長 大沼副町長 13年に現町長が就任されました このときの公約に女性の登用

あるいは社会参加を促すということをうたっておられました。直ちにそういう、各種委

員会、それから役場の中の女性の登用ということも下命を受けましたが、例えば係長に

何人か登用をしております。さらにその上を本人が望んでいるかどうかと。管理職の異

動につきましては、町長は一人一人面談をさせていただいております。これは、男性に

限らず女性も、そういう、管理職に登用する場合、一人一人お話をさせていただいて、

本人の意向も斟酌しながら人事に当たっているということでございます。気持ちはとい

いますか、できるだけ女性の登用もきちっと図りたいという意図は持っておりますけれ

ども、残念ながら、そういう本人の意向等も斟酌した結果、今の状況になっているとい

うのが実態でございます。

これは、全町民の意識改革ということもご質問者はおっしゃられましたけれども、総

合計画の策定のときに、この議論も実はございました。ある委員の方からは、家に帰れ

ば女性のほうがおれよりも地位が上だと。もうそろそろ、そういうことを特段取り立て

てというような議論もありました、実は。しかしやっぱり、計数的に見ると、例えば厚

岸町の委員会に関して言いますと、まだ２割程度しか女性が入っていないという実態を

踏まえますと、まだまだ女性の参画を促していく必要があるだろうという考え方を持っ

ております。

そこで、一般質問のときにも総務課長から答弁をしておりますけれども、例えば委員

を選ぶ際に条例規則で決まっていて、各種産業団体の代表者というような表現をして、

規則、条例等で決められております。その代表者が結局は男性であるということから、

委員の女性の率というのが上がってこないという、全体的な問題もあるのかなというふ

うに思います。まさしく、この町議会議員の数を見ても、男性と女性の比率、しかも数

年前までは１人もおられなかったということでありますから、そうなればやはり、そう

いう意識というものをどうやって持っていただくかというのはこれは、非常に難しい問

題でありますけれども、我々は行政としてできるところから、そういう参画の機会をで
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きるだけ持ってもらうように配慮をしてまいりたいと、そのように思います。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 総論は全くよくわかるんですよ。

それで、結局、おひざ元の意識改革もできない人たちが、町民全体の意識改革をやる

といって何ができるんだと言われたときにどう答えるかという問題なんです。それで、

今お聞きしていると、個々に面談をすると、みんな尻込みしちゃって、なかなかいない

んですよっていうのは それはよくわかります それはやはり そういう環境だからじゃ、 。 、

ないですかというふうに外部からは言われることになると思います。だから、それをど

う変えていくかということがまず第一の課題だろうと、そのように思います。

もし、私は外部の人間だから中身わかりませんが、自分が女性で、管理職にでもなっ

たら、よってたかって棒でつつかれるというふうに思うような職場であれば、だれも管

理職になることは望みませんよね。そういうようなことがないのかどうか、それは私に

はわかりません。だから、いやいや、個々に見たらこういうわけで、この人もだめ、こ

の人もだめだったんだというご苦労はよくわかりますけれども、それを超えてどうする

かということが、やはり、上に立つ人に課せられた課題だろうと、そのように思いまし

て、あえて、実態も知らないくせにというふうに思われるかもしらんけれども、課題と

してこれは申し上げておく。

それで、今、割と管理職が女性であることに抵抗のない職場というのはあるんですよ

ね。例えば学校ですよ。学校の校長先生なんていうのは随分このごろ女の方が増えてま

、 、 。 、 。すよね 校長 教頭に だから それはどうしてなのかということもあるかと思います

今ここで、すぐそういうふうにせいという意味ではなくて、そういうようなことを含め

ながらやはり、町長はこのように女性の社会参加を促進するためにとはっきり打ち出し

ているわけですから、さあ、そこでどうするかということをきちんと課題としてとらえ

ていただきたいなと、そのように思います。

●委員長（音喜多委員） 町長。

●町長（若狭町長） お答えをさせていただきます。

、 、 、 。まず 私の私見から 町長という立場ですけれども 私見として申しわけありません

ご承知のとおり、戦後、靴下と何とかは強くなったと言われます。65年たちました。

私は、今日を見るにつけまして、65年もたって、いまだに女性を特別に、法律なり、さ

らにはまた、いろいろな部門において、地位を向上するシステムというものをつくらな

ければならない時代、どうしてなんだろうと、私見としては考えています。本来はもう

制度は必要ないです。そういう社会でなければならないと、私はそう思っているのであ

ります。しかしながら、残念なことに、今日を見るに当たりまして、お話があったとお

りなんです。いくら男女平等といえども、差があることは事実です、社会の進出におい

ても。

そういうことで、私は、執行方針においても、あえて申し上げなければならない今日
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の社会状況については残念に思いますが、しかしながら、行政が女性の地位向上のため

に何をなすべきかということは今、大事な問題です。そういうことで申し上げているわ

けでございまして、そういう意味で、私も町長になりましてから、副町長からお話があ

りましたとおり、審議会においても、委員会においても、女性登用、また、役場内の人

事においても女性の登用ということについては強く思っておりますし、また、一部にお

いては実施をいたしておるところでございます。

そこで、私は大変うれしいことがございます。厚岸町に女性団体連絡協議会というの

がございます。といいますのは、各女性団体の組織の統合といいましょうか、の団体連

合会。ところが、これが北海道の全道大会を厚岸でやるということが決定いたしており

。 、 、 、ます そういうところを見ますと 厚岸の団体が認知されて やはり一つの模範として

厚岸町でやろうじゃないか、そういうことも機運としてあるんじゃなかろうかと思って

おりますが、これは一つの例であります。しかしながら、まだまだ、これから女性の地

位の向上については、行政側としても努力していかなければなりませんし、社会自体が

そういう意識になっていかなければならない、そのように感じております。

●委員長（音喜多委員） ほか、ございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 進みます。

11目財産管理費。

12目車両管理費。

13目町制施行110周年記念事業費。

２番。

●堀委員 まず、資料として記念事業一覧というものが配られております。これ、私が本

当は資料要求したかったんですけれども、あらかじめ出されたんで言う気はしなかった

んですけれども、事業名等はわかるんですけれども、事業概要案等というものが余りに

もちょっと大ざっぱ過ぎて、実際にそれぞれ何をやるのかというのがなかなか見えてこ

ないんで、この辺の説明をお願いしたいと思います。

あと、事業の主体が厚岸町のものの事業費というのは総事業費としてわかるんですけ

れども、実行委員会等になっている補助金とか、それぞれ実行委員会への事業費という

ものがあるんですけれども、これらの実際の事業をやる上での総事業費というものをま

ずは教えていただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） お答え申し上げたいと思います。

まず、全体的な事業費ということでございまして、記念事業のほうにつきましては、

この事業費の額をもってこの事業に当たると。いわゆる、この事業ごとの総事業費とい
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うふうにとらえていただきたいというふうに思います。

それから、冠事業のほうでございますけれども、これにつきましては、110周年記念に

合わせまして、これまで持っている事業費にプラスアルファ、要するにグレードアップ

しようという金額、これをもって、ここの冠事業の中に事業費としてあらわしていると

いう内容のものでございます。

（ あとは、内容」の声あり）「

●まちづくり推進課長（田辺課長） まず、冠事業のほうでございますけれども、これに

つきましては、全体の事業では600万円弱です。これ、一応596万8,000円というふうに見

込んでございます。

（ 内容」の声あり）「

●まちづくり推進課長（田辺課長） 事業の中身ですか。

それじゃあ、記念事業のほうから申し上げたいと思います。

110周年記念式典でございますけれども、これにつきましては７月１日を予定というこ

とで上げさせていただいておりますけれども、これにつきましては、いわゆる式典とい

う形をさせていただきたいということでございまして、個々には町民以外の、町外から

の、東京厚岸会である、あるいは札幌厚岸会である、それから、友好都市である山形村

山市、こういったようなところにも来ていただきました式典を行いたいということでご

ざいます。事業費の総額につきましては、そこに記載の事業費の関係でございます。

続きまして、ふるさと交流会でございますけれども、ただいま式典のほうで申し上げ

ました、町外団体の東京厚岸会、札幌厚岸会、それから山形県の村山市、こちらのほう

、 、から来ていただいた方々を対象とするふるさと会 いわゆる会食でございますけれども

そういったようなものを予定したいということでございます。金額につきましては、記

載のとおりでございます。

それから、次のテレビ公開放送でございますけれども、これは、ＮＨＫのど自慢の公

、 、 、開会場といたしまして ８月１日ということで これを要請してまいりましたけれども

この８月１日の実施ということで決定をいただいてございます。これを厚岸中学校を会

場に行いたいということでございまして、この会場設定のための経費ということで、仮

、 。設のステージ等々である そういうようなものの経費を見込んでいるものでございます

それから、桜の木の植樹会でございますけれども、これは、会場を子野日公園と考え

ております。子野日公園の、新しく散策路ができましたけれども、その上のほう、いわ

ゆる苗畑がある方面、上のほうになるわけでございますけれども、ここに、町民参加に

よりまして、記念の植樹、その桜の木もある程度大きなものでございます。そういった

ようなものを皆さんの手をいただきながら植えたいというものでございます。

それから、次に、厚岸観光地探訪でございますけれども、これは、町民もしくは町外

の方々にも広げようというふうに考えておりますけれども、いわゆる町内の観光スポッ

トめぐりをしましょうということでございます。ここで、一つの目的といたしているの
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は、まず、町民にとっては自分の町にどういった観光資源があるのかという部分も再認

、 、 、識していただくということと そこでの いわゆる町民によります観光ホスピタリティ

いわゆる観光客にどういった情報を発信できるんだろうかというような部分にまで踏み

込んでいければなというような思いもございますけれども、そういったような目的の中

でこの事業を進めたいというものでございます。

それから、次に、地場産品の缶詰製造体験ということでございますけれども、これに

つきましては、厚岸翔洋高校に缶詰製造のできる立派な施設がございます。既に高校の

ＰＴＡの活動等におきましては、こういった缶詰製造の体験ということもやられている

わけでございますけれども、一つ地元の高校でこういったようなものができるんだと、

こういったようなものがやってるんだというような部分、みずからこの地場産のサンマ

をつくったようなもので、これを町民みずからの手でつくっていただこう。そして、つ

くっていただいた缶詰、これを、いわゆるふるさと交流会なりに来ていただいた方のお

土産にも使えるんじゃないかというようなことから、これは町民参加で、２回ほどに分

けて実施をし、缶詰をつくり、その缶詰をまた、町外から来られた方々にお土産として

お配りしたいという考え方の事業でございます。

それから、観光フォトコンテスト、これにつきましては、これは、厚岸の今日の姿、

これを町民の方々の参加等によりましてコンテストをやろう。一つの目的には、いろい

ろな方面で、いろんな視点での写真撮影をさせていただく、これが一つの記録としても

残っていくということもございますので、これは、そういう形で、審査員などももちろ

ん頼む形になりますけれども、そういったような形での写真を集める、あるいは、その

コンテストを通して、また町民の目から通して、こういったようなすばらしいところを

再発見していただくというような効果をねらった事業でございます。

あと、次に、カキえもんの普及促進ということでございますけれども、これにつきま

しては、カキ種苗センター及びその周辺におきまして、町民及び近隣町村の、管内から

お集まりの方々 住民の方々を対象として行おうということで 内容的にはシングルシー、 、

ドカキ、これを試食していただこうと、要するに町民にシングルシードカキとは何ぞや

という部分を改めて知っていただこうという取り組みでございます。種苗センターの一

般公開等々も含めまして、この厚岸の養殖、カキの取り組みという部分を知っていただ

こうという内容の事業をやりたいということでございます。

続きまして、記念植樹でございますけれども、これは、毎年行っている植樹祭でござ

いますけれども、これを今年は、この110周年記念といたしまして、植樹祭という形で取

り組みたいということでございます。町民の森の植樹というような部分についての、こ

れまで行ってきた場所については、一たんそこで終わったということでございまして、

ことしは片無去地区の町有地におきまして、それにかわるものとして、この110周年の記

念植樹祭をしようという内容のものでございます。

続きまして、ダブルミルク厚岸おいしいマップ作成でございます。これにつきまして

は、取り組む団体といたしましては、先ほどお話にありました厚岸町の女性団体連絡協

議会が取り組みたいという意思表示をいただいているものでございますけれども、厚岸

町でのカキ、牛乳、これまでダブルミルクということでお話ししてきておりますけれど

も、こういった料理のレシピ集、こういったようなものをつくり、活用をしていきたい
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という内容のものでございます。

続きまして、冠事業のほうでございますけれども、町民花火大会。

（ 花火大会まででいいですよ」の声あり）「

●まちづくり推進課長（田辺課長） いいですね。先ほどのです。

あと、いきいきふれあい食と健康まつり、これも従来から行われている事業でござい

ます。これに110周年という冠をつけまして、ここに記念の講演会、ここには著名人をお

呼びいたしまして、講演会を行いたいと、それの事業費を上積みするという内容のもの

でございます。

それから、港まつりのほうでございますけれども、これも上積みという形の中で、こ

れはやはり、厚岸音頭という一つの郷土の芸能でございますけれども、こういった部分

につきまして、町内の児童生徒、この皆さんにも参加していただいて、せっかくの厚岸

、音頭を後世に伝えていくという意味からも積極的な参加をしていただこうということで

この参加に当たるための衣装、はっぴでございますけれども、そういったものを110周年

を記念して用意し、継続していきたいという内容のものでございます。

それから、生涯学習の講演会でございますけれども、これは従来、いろいろな形で行

、 。われてきておりますけれども この110周年記念に合わせまして文化講演会を開催したい

講師も、グレードアップといったらおかしいですけれども、ある著名人の方に来ていた

だいて行いたいという内容の事業費アップでございます。

それから、一番下の町民パークゴルフ大会、これも毎年行われているものでございま

すけれども、これは110周年に合わせて町の内容を充実したい、いわゆる記念品を110周

年ということでちょっとグレードアップしたものにしたいという内容のものでございま

す。

以上、資料としてお配りした事業の中身等につきましては、そのような内容となって

ございます。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 まず、式典のほうから聞きたいと思うんですけれども、そうすると、通常、式

典、ここで謝礼の５万円というのがあるんですけれども、これは一体何に使う、式典で

謝礼を、だれに払うんだと思うんですけれども、それを教えていただきたい。

それと、それはふるさと交流会でも謝礼金というのが同じく５万円上がっているんで

すけれども、これは一体、これらはだれに出すのかというんです。フォトコンテストの

謝礼というのはわかるんですよ。審査員を、写真家なりを、有名かどうかはわかりませ

んけれども呼んで、審査してもらうというような意味ではわかるんですけれども、式典

、 、 、 。と交流会の謝礼というのはちょっと 私 わからないんで だれに払うのかというもの

あと、食料費がそれぞれ結構上がっているんですよね。式典だと5,000円なんですけれ

ども、ふるさと交流会が91万5,000円と。課長のほうからは東京厚岸会、札幌厚岸会、友

好都市の村山市などから来た人方というふうになっているのですけれども、何人くらい
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でやるのか。また、これは全部こちらのほうでお手盛りなのか、それとも負担などをし

ていただいた中でやるのかというものを教えていただきたい。

あと、式典のほうではまた、講演開催委託料というものが50万円載っているんですよ

ね。これはどのような内容なのかというものを教えていただきたいと思います。

それと、テレビ公開放送、会場仮設委託料というのがあるんですけれども、これはど

こに委託をするものなのかということを教えていただきたいと思います。

カキえもんの食料費についてはわかるんですけれども、桜の木植樹会の実行委員会に

対して、桜の植樹をするという、これは実際に何本やるのかというものを教えてほしい

と思います。

それと、町制施行百十周年記念植樹祭です。いつやるのかというものが言ってられな

いので、恐らくそんなに遅くない時期だとは思うんで、これについて、いつやるのかと

いうのを教えていただきたい。

そして、あと、全体的になんですけれども、事業主体が厚岸町のものはわかるんです

けれども、総事業費として、実行委員会を立ち上げて、なぜ実行委員会に出さなければ

ならないのか。厚岸町がなぜできないのかというものでお聞きしたいと思います。桜の

木植樹会にしても、厚岸観光地探訪、それと記念植樹祭、それらについて、どうして、

例えば実行委員会なりが別な予算があって、総額が40万円とかのうちの町が20万円をや

るんだとかというのであれば私もわかるんですけれども、実際、今聞いたらば、総事業

費がここに乗っかっているものですから、なぜ実行委員会というものを立ち上げてまで

やらないとならないのか。それは、町が自分たちでやって、例えばそういう団体がある

、 。としたらば そういうところには協力を要請するというところで済むんじゃないのかと

そういうふうに思うんで、それについて回答していただきたいと思います。

あと、ダブルミルクのまちＰＲ事業です。レシピをつくるということなんですけれど

も、これ、実際は何冊つくって、そのレシピというのはどのような活用、町民のほうに

配られるとか、そういうようなことがなるんでしょうか。それらについて教えていただ

きたいと思います。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） まず、式典とふるさと交流会の謝礼の関係でござい

ますけれども、これは、式典のほうにつきましては、式典の中でもって紹介したいとい

う郷土芸能の厚岸神楽の披露といいましょうか、そういう部分、発表の場を設けさせて

いただいておりまして、これの謝礼というふうに考えてございます。

それから、ふるさと交流会のほうの謝礼でございますけれども、こちらも厚岸の中に

あります太鼓、もしくは祭りの獅子舞等々の山車、こういったものがございます。まだ

最終的にどちらになるかという部分についてはこれからの詰めになりますけれども、そ

ういった町内にありますいわゆる郷土芸能、こういった部分についての発表の場という

ことで、この謝礼を見させていただいているということでございます。

それから、110周年記念の委託料の関係でございますけれども、これにつきましては、

会場を社会福祉センターで予定してございます。そこで照明関係、音響関係の装置関係
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でございますけれども、そういった部分の業務を委託するという部分です。これが５万

円ということですね。

それから、役務費で言う通信50万円のほうですね。50万円のほうにつきましては、北

の語り部といいましょうか、要するに厚岸町が歴史を語りというような形、いわゆる演

出をしながら厚岸町の歴史を紹介していく。いろいろな手法はあるんですが、最近の形

の中で、どう紹介したらいいかな。厚岸の歴史を物語のような形にいたしまして、その

会場の中に、映像関係だとかそういったものを活用しながら、参会されている皆様に紹

介をしているという手法のものでございます。こういった試み、あちこちで行われてお

、 。 、 、りまして 非常に好評だというふうに聞いております こういった部分について ぜひ

このたびの、この記念式典の中でも取り入れて、式典の中での、何といったらいいのか

な、次第の中にこういったものを取り入れて、参加された皆さんが、やはり式典の中に

思い出に残るような形にきちっとしたいというような意図の中で、こういったプログラ

ムも入れたいということでございます。そういった金額のものでございます。

それから、桜の木の植樹の関係でございますけれども、これは、大体15本から20本ぐ

らいのものを想定してございます。先ほども申しましたけれども少し大き目のもの、４

人くらいの方でチームをつくっていただいて、１本の木を植えていただくという形にな

、 、 、るわけでございますけれども これの事業費の内訳というのは そこに伴います事前の

結構大きなものになりますから、穴を掘るための機械を借りるだとか、そういったよう

なもの、それから、植樹したときの記念看板を設置するだとか、そういったようなもの

を見込んでございます。苗木そのものにつきましては、既に子野日公園の苗畑のほうで

もってある程度大きく育ててきてございますんで、それを持っていって移設し、そこに

植えるという方法をとりたいということでございまして、そのための機械関係のリース

料というのがほとんどでございます。

それから、あと、実行委員会の関係でございますけれども、これ、考え方として、一

つの手法として参加を呼びかければいいんでないかと、確かにそういう手法もあると思

いますけれども、やはり、これを進めていく上には、実行委員会という形の中で実際に

参加していただくと、事業そのものに参画していただく。ただ当日来るということでは

なくて、組み立て段階から参画していただくという形をとっていくということを考えま

すと、やはり、実行委員会という組織の中で、その一役を担っていただくということも

、 、必要であろうという考え方のもとに こういう実行委員会という部分も立ち上げながら

そういう参画を促しながら進めたいということで、実行委員会組織を設けたいという趣

旨のものでございます。

済みません、飛び飛びになりまして申しわけございません。ふるさと交流会の参加予

定でございますけれども、250名、式典のほうについても250名ほどを予定してございま

す。と申しますのは、100周年の記念の事業のときの部分を大体準じているわけでござい

ますけれども、その状況等を見まして、大体同規模ということで250名程度の部分を想定

したものでございます。

それから、食料費、これらについては、すべてこちらのほうでのご招待という形の中

で進めたいというふうに考えておりますので、これについては会費をいただくというこ

とではなく、こちらのほうで準備をして対応したいというふうに考えているものでござ
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います。

それから、公開録画のほうの仮設の関係でございますけれども、これは、こういうイ

ベント関係を請け負う企業がございます。そういったところでの契約によって進めたい

というふうに考えてございます。

それから、実行委員会になった場合の総額ということですけれども、記念事業そのも

のにつきましては、先ほど言いましたように、事業総額そのものについてはここに記載

のとおりでございます。

あと、冠事業等につきましては、植樹祭のほうについてはちょっとまた、担当のほう

からお答えさせていただきたいというふうに思っております。

あと、ダブルミルクのほうは教育委員会のほうからもお答えいただきたいというふう

に思っております。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 私のほうからは、町制施行110周年記念植樹の関係について

お答え申し上げたいと思います。

、 、 、 。まず 開催時期でありますけれども 本年の６月６日 日曜日を予定してございます

内容でありますけれども、従前でありますと、平成21年まで厚岸町民の森植樹祭、それ

から河畔林の造成植樹祭につきましては、それぞれ別々な場所で開催してございました

けれども、本年が町制施行百十周年ということで、記念植樹祭ということで、このたび

は一本化をいたしまして開催をするという内容でございます。

それから、昨年の町民の森につきましては、10年を経過いたしまして、昨年、一応10

年ということで一区切りがついて、10周年ということで終わったということでありまし

たが、実行委員会のほうでまだ継続をしたいということで、解散をしてございません。

、 、 、その関係がございまして このたび町制施行110周年記念植樹祭と それから別寒辺牛川

ホマカイ川流域環境保全協議会、それの河畔植樹祭、それから町民の森造成植樹祭とい

うことで今回行われるという内容でありまして、町制施行110周年記念事業として、町の

ほうから120万円をいただきまして、それから、河畔林のほうから、いろいろな民間団体

とか北海道の関係団体とかの助成金、これらをいただきながら、合計いたしますと206万

890円という内容で合同で行いますので、支出のほうも同額の206万890円という内容で、

これらの経費をもとに合同で開催をするという内容でございますので、ご理解いただき

たいと存じます。

以上です。

●委員長（音喜多委員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（佐田課長） ダブルミルクの町ＰＲ事業ということで、今回、厚岸町女

性団体連絡協議会のほうから要望がありまして、ダブルミルクのまち厚岸おいしいマッ

プというものを作成したいということで、今回計上させていただいております。

これまでも、女性団体連絡協議会におきましては、ここ二、三年の中で、19年度には
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ダブルミルクに関する料理コンテストなども開催されておりまして、それらに出たレシ

ピ等が既にコンキリエなどでの料理のメニューに入っているなど実績を残しているとこ

ろですし、昨年度におきましても、ダブルミルクカレーの試食とか、21年度にはダブル

ミルク料理講習会などを開催しているところでございます。

今回の厚岸おいしいマップの作成に当たりましては、1,500部をつくりたいということ

でお話を受けております。

それで、先ほど町長のほうからお話がありましたように、22年度、北海道の女性団体

。 、連絡協議会の全道大会が９月５日に厚岸町で開催されることになっております それで

全道から約七、八百名の方々が研修会ということで厚岸に訪れることになっております

ので、その際に、厚岸町の食について、ダブルミルクということで、海のミルクであり

ますカキ、それから山のミルクであります牛乳、乳製品等のＰＲを全道に発したいとい

うことで女性団体連絡協議会のほうから受けておりますし、そのほかに、コンキリエ、

商工会のほうに作成したものを設置したいというふうに考えているということで要望が

参りまして、今回、110周年記念の中でこの事業を計上させていただいたということです

ので、よろしくお願いいたしたいと思います。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 まず 上からいくかな じゃあ ふるさと交流会の食料費なんですけれども 250、 。 、 、

名分ということなんですけれども、一般の町民の人方というのが、じゃあ、このふるさ

と交流会に参加したいといっても、それじゃあ、会費ということはないんで、招待なん

で参加ができないと、そういうふうに理解してよろしいんでしょうか。町内で招待され

る方というものは当然何人かはいると思うんですけれども、それ以外の方々というもの

が、このふるさと交流会というものに参加することができないのかということをお聞き

したいと思います。

それと、例えば桜の木植樹会の実行委員会とか、観光地探訪の実行委員会とかもそう

なんですけれども、じゃあ、組織というものを立ち上げようとするときに、それに対し

て、今、桜・牡蠣祭りですから５月ですよね。じゃあ、町民がこういう実行委員会を立

ち上げるんで、町民の方々にもぜひその実行委員会に参加してくださいとか、そういう

ようなことというのはされてたんでしょうか。私はどうも、余りちょっと記憶にないん

ですけれども、それについてどうなのかということですね。

あとは大体わかりましたんで、あと、企画費を除いた冠事業はそれぞれの費目がある

んで、またそちらのほうでも聞くこともあるかなとは思うんですけれども、その２点だ

けお願いいたします。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） お答え申し上げたいと思います。

ふるさと交流会のほうにつきましては、町内の方々、厚岸をふるさとにする方々をお

迎えした中で、そこでも交流会を開こうと、お茶をしたいというふうに考えております



- 78 -

ので、町民、いわゆる町内の方々につきましては、限定した形の中で行いたいというふ

うに思っております。一般町民の方々に参加を、応募をするというようなことは考えて

ございません。こちらのほうでご案内をさせていただいた方々に参加をしていただくと

いうふうに考えてございます。

それから、実行委員会のほうでございますけれども、公募しまして参加してください

ということではなくて、今考えているのは、町内にありますそれぞれに携わるような団

体に、一つの例で申し上げますと、桜の関係であれば桜の木保存会の団体であるとか、

それから観光協会であるとか、こういったような団体に、それに参画をしていただこう

というふうに考えております。観光の探訪のほうについても、そういったような形の中

で、既にそういう関係する団体の方々、こういった部分で一緒になってやっていきたい

というふうに考えております。もちろん、町民の参加という部分については、実行委員

会ということでなく、その事業への参加という形の中で、今後の事業展開の中で呼びか

けるような形。ただ、企画、受け入れの関係についてはそういったような、主に団体と

いいましょうか、今考えているのはそういう団体と一緒になりまして、企画、立案をさ

らに詰めていきたいというふうに考えております。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 どうも、この町制施行110周年の記念事業なんですけれども、それが、関係者だ

けが祝って、はい、しゃんしゃんというような感じなんですよね。110年ですから、じい

ちゃんの代から３代とか４代とかになるんでしょうけれども、少なくとも厚岸町にずっ

といて、これからも厚岸町に住もうとか、そういうように、今住んでいる町民というの

は当然思っていると思うんですけれども、町民全体で祝うという、何かそういう、寄与

というか、そういうような意味合いというのが全然見えないんですよね。

例えば、式典もそうですけれどもふるさと交流会、例えば東京のほうからこういう人

が来るから、じゃあ私方も参加したいとか、久しぶりにこういう人が来るから私も参加

したいとか、何かそういうふうに、ずっと内輪、内輪でしか、何か全然、事業というも

のの転換がされない。他の部分では、たしかに町民が参加するというものではあるんで

すけれども、ただやっぱり、ここら辺もやはり、もっと広く町民が参加できるようにす

べきでないのかなと思うんですよね。何でお手盛りでそんな全額食料費として出さない

とならないのかという、本当にわからないんですよね。どうも、このふるさと交流会に

ついては、やはりもっと広く町民方の参加ができるような方法というのはとるべきじゃ

ないのかなと。関係者だけが祝うのが町制施行の110周年としての町の予算を使うものな

のか。そういうふうに考えているんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） まず、実はこの記念式典、ふるさと交流会につきま

しては、10年前の100周年の記念事業、こういったような部分も参考にさせていただきま

した、事業を組み立てる上におきまして。おっしゃられるように、多くの方に呼びかけ
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て、多数の方を呼べばいいじゃないかというような考え方もあろうかとは思いますけれ

ども、やはり、限られた会場のスペースの中でそういったものを行っていくという形に

なると、どうしてもやはり、そこに、数を制限しなきゃなんないというような部分も一

方ではあるかなというふうに思っております。私どものほうにつきましては、こういっ

た式典の部分について、もちろん全町民挙げて110周年を祝って、これからのまちづくり

に、位置づけとして、きっかけにしていただこうという気持ちはもちろん同じでござい

ますけれども、どうしてもこういう、いわゆるイベント、式典等の企画に当たりまして

は、そういうますの関係がございまして、こういうような制約もやむを得ないのかなと

いうふうに思っておりますし、逆に、こういった方面で各界の代表の方になってまいり

ますけれども、そういった方々に参加をしていただくということによって、一つのこう

いう目的を果たせるのかなというふうに私どもは考えているものでございます。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 10年前の100周年のときにはそうだったから今回もやるとかというものじゃない

と思うんですよね。今どう考えているのか、そしてこれから町民と一緒にどのような町

をつくっていきたいのか、そして今まで厚岸町というものの中に住んできてよかったな

とか、そういうふうに、町民の人方が、皆さんが共感できるような、例えば講演開催委

託料ということでＰＲビデオみたいなものもつくるとかという、そういうものだってそ

うしたらば、普通の町民は全然見れないとかっていう話になってしまうでしょう。やは

りもっと町民のほうに広く、会場が狭いのであれば、もっと広い場所だし、そして連続

したイベントとして、常に人が来てもまた帰る人とか、そういうような形でもできるで

しょう。どうなんですか。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） 決して100周年がそうだったから、それと同じでなけ

ればならないというものではない。先ほども私もそのように申し上げたつもりでござい

ます。

ただ、この110周年の記念事業を考えていったときに、非常に財政的にも厳しい折でご

ざいますけれども、余り華美にならないように、大きくならないようにというような部

分の中で、どれができるだろうかというような事業選定も行ってきたということも事実

でございます。そういった中で、式典、それから交流会、これはやはり、110周年の記念

事業の中ではやはりやっていかなければならないだろう。これはやはり、節目としての

事業としては欠くことはできないであろうということでございます。

この事業を考えていったときに、規模、そういった部分、予算面等々を考えていった

ときに、やはりこのぐらいの規模にやることが適当であろうというような判断をしたも

のでございますので、その点、ご了解のほどをよろしくお願いしたいと思います。

●委員長（音喜多委員） ２番。
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●堀委員 ですから、91万5,000円の食料費をお手盛りで出して、それが華美にならないよ

、 。 、うにという そういう感覚だというのがむしろわからないんですよね これ自体がもう

華美なのかなというふうに私は思うんですよ。やはり、ここら辺、東京からわざわざ来

てくれて、札幌や友好都市からも来てくれてというのはわかるんですけれども、しかし

やはり、ある程度制限がされるようなイベントであれば、当然、それらに参加する人方

にも応分の負担はあってよかろうと。そういうふうにすることがむしろ華美にならない

と思うんですけれども、どうなんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 町長。

●町長（若狭町長） 私からお答えをさせていただきます。

今 ふるさと交流会の関係についてご質疑いただいているわけでありますが まず 110、 、 、

周年の式典ないしは行事を開催するに当たりまして考えましたのは、今、担当課長から

お話がありましたが、実は100年のときは約3,700万円かかったんです、総事業費が。し

かし、110年を迎えるに当たりましては、やはり今日の厳しい財政状況も踏まえながら、

華美にならないように、しかしながら町民挙げて意義ある110周年、そして厚岸町の新た

なスタートにしたいという意味合いを込めて、今回は総事業費約1,200万円あたりの予算

を計上いたしておるわけであります。

、 、 、 、そこで ふるさと交流会でありますが お話にございますとおり 友好都市の村山市

さらにはまた東京厚岸会、さらにはまた札幌厚岸会の方々もご招待申し上げると、その

ように考えておるわけであります。しかし、遠路から来る人方は、飛行機代も自費で来

。 、 。ます もう大変な出費の中で わざわざ望郷の念を抱きながら厚岸町においでいただく

さらにはまた、交流の気持ちを持って厚岸町においでをいただく、そういうことを踏ま

えれば、せめて歓迎会ぐらいは、厚岸町で歓迎することであり、やはりこれだけの経費

をもって歓迎することではなかろうかという意味でのことでございますので、どうかこ

の点、見方がいろいろあると思いますが、ご理解をいただきたいと思います。

また、他の人では町民が関係あるから、おれも出たいとかいう人も、これは当然出て

くるはずであります、ふるさと会の方でありますので。しかし、だからといって、会場

、 。 、 、も 今お話にあります もう切りがないといいましょうか そこはご理解をいただいて

、 、 、また せっかく厚岸町においでをいただいた関係ある人方は また別個な気持ちの中で

親しみを持って厚岸町の110年を祝っていただければなと、そういう気持ちでございます

ので、何かこの事業が除外した、町民挙げての事業になってない、そういうものではな

いということについて、ご理解をいただきたいと存じます。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 それじゃあ、100歩譲って、東京厚岸会、札幌厚岸会、友好都市から来る方々の

分、そういう分ではいいでしょうけれども、じゃあ、町内から参加する方、それらの人

方は、負担金なりを取るとかというようなことも可能になるんじゃないのかなと思うん
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ですけれども、どうなんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） この３カ所につきましても、先ほど言いましたよう

に、こちらのほうで、こういう町内各界の方に、こういう形でこういう催しをしますの

で、町主催として出ていただきたいというようなご案内を、いわゆる招待を申し上げる

という考え方でございまして、その考え方から申しますと、いわゆる会費等々の考え方

は持っていないという、出席を逆にお願いをするという立場の中でこの事業は組み立て

させていただいたということでございますので、その点、ご理解をいただきたいと思い

ます。

●委員長（音喜多委員） 次、15番。

●石澤委員 今、聞いていて、不思議な感じがいっぱいしたんですけれども、大体のこと

は堀さんが聞いたんですけれども、子供の参加のことでちょっと聞きたいんですけれど

も、厚岸音頭なんですけれども、厚岸音頭は確か厚岸大橋を造ったときにやったような

気がするんですが、私が高校生のときだと思うから相当昔なんですけれども、そのとき

にできたという感じがするんですけれども、今の子供たちでこれ、全町の子供たちの参

加ということですけれども、わからない子たちもいると思うんですが、それはどういう

ふうにして指導していくんですか。それは子供たちの授業とかの負担にはならないんで

すか。それが聞きたいんですけれども。

●委員長（音喜多委員） 教育委員会管理課長。

●教委管理課長（須佐課長） お尋ねの、厚岸音頭の学校での指導の関係でありますが、

教育長の教育行政執行方針の中にも 今年度から学校教育の中に取り入れて これらは47、 、

年に厚岸音頭が誕生してから、当初の間は学校でも子供たちも踊っておりましたが、現

在薄れている状況の中で、町内全校ではなくて、真龍側、本町側、小中学校４校を中心

に、今回の110周年に合わせて学校教育の中に取り入れていきたいというふうに考えてお

ります。

学校の指導に当たっては、現在、新年度の教育計画をつくっておりますが、その中で

授業時間の中に含めまして、学校での計画を組んでいるところであります。踊りについ

ての指導者の派遣も協賛会のほうで行っていただきまして、１時間とか２時間とかとっ

ていただきまして、厚岸音頭を身につけていただくということで考えております。

そんな形で普及をさせていきたいなということでありますので、ご理解をいただきた

いと思います。

●委員長（音喜多委員） 15番。
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●石澤委員 今の子供たちの学校の時間の取り方、週休２日制になってしまってて、物す

ごく長くなっている時間もありますよね。その中で、これを入れていくことで負担がか

かるのかなと思ったんですけれども、真龍側の場合は結構覚えている子たちもいるのか

もしれないんですけれども、お祭りも楽しいですし、そういうのは子供たちにとっても

楽しいことかもしれないんですけれども、ほかの授業の時間割に負担がかかるようなこ

とがないようにしてほしいなと思いますし、そのことによって、別な、学校自体の行事

なんかが減るということは、起きないと思うんですけれども、その辺の配慮はどうなっ

ているのでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 指導室長。

●指導室長（辻川室長） ただいまの質問でございますけれども、今いろいろ、どういう

ふうに授業に取り組んでいくかということで模索中なんですが、例えば体育の時間に表

現というのがあるんです。これは、いろいろ教材があるんですけれども、それを担当す

る先生が教材を選択して指導するというような時間が年間で、表現活動は10時間程度あ

るんですけれども、その一部を厚岸音頭の教材に取り上げていただいて、通常ある学習

の時間割のほかにプラスしてこれを詰め込むのではなくて、通常ある授業時数の中の一

部をそういう教材として押さえて、練習する時間をとったりとかというようなことで考

えているところでございます。

委員おっしゃるように、今、新しい学習指導要領の準備もありまして、非常に各教科

、 、の学習時数がふえる中でございますので その時数のほかにプラスということでいくと

非常に子供たちの負担が大きくなることもありますので、そうならないように、評価の

中、あるいは特別活動という時間があるんですけれども、あるいは総合的学習の時間と

いうのもあるんですけれども、その中でうまく時間を活用しながら効果的に指導してい

けるように、各学校の指導計画の中に埋め込んでいきたいなというふうに考えておりま

す。

●委員長（音喜多委員） 15番。

●石澤委員 わかりました。

それと、もう一つ聞きたいんですけれども、この式典なんですけれども、式典と交流

会と一緒にするとかという形とかはできないんですか。それから、いろんなところに実

行委員会とか出てますけれども、町制施行という、これを全部実行委員会というわけに

はいかないんですか。それもちょっとお聞きしたい。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） 町制施行の110周年記念式典、それからふるさと交流

会、これについては同じ日、もちろん来られる方が対象になるわけでございますから、

同じ日に考えてございます。
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どういった方々までふるさと交流会に参加していただくかというような詰めという部

分はこれからでございます。全くイコールにもならないのかなという部分も出てござい

まして、これからの詰めになりますけれども、そういった形の中で、式典と、一方では

こういう交流の部分、分けて考えたいというふうな考え方のもとに、この事業としては

二つに分けさせて、計上させていただいているということでございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 私も港まつりの協賛事業に、ちょっと疑問を持ってるんですよね。町内児童

、生徒の厚岸音頭市中パレード参加に係る半纏などとかというふうになってますけれども

現在、厚岸町内の小中学校が、町あるいは町が関連する事業等で平日に行われる事業に

参加しているのはどういうのがありますか。

●委員長（音喜多委員） 教育委員会管理課長。

●教委管理課長（須佐課長） 今お尋ねの授業時間を使っての町の行事という中での参加

というのは、今のところありません。授業外で、社会を明るくする運動のパレードで、

鼓笛隊というんですか、吹奏楽のパレードなどはありますが、授業時間中のということ

では、現在はないです。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 社明パレードはあれ、平日ですよね。

（ ３時です。時間外なんですよ」の声あり）「

●谷口委員 いやいや、３時でいいんだけれども、始まるのは３時ですよね。学校は何時

までやっているんですか。

●委員長（音喜多委員） 管理課長。

●教委管理課長（須佐課長） 言葉足らずであれですが、学校の教職員の勤務時間内で終

わるんですが、今、社明パレードは３時から始まっておりますので、授業時間内ではな

いという、始まる時間は授業が終わった後の参加ということになっております。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 あれ、何曜日にやってて、その日は何時間授業になるんですか。それが終わ

る最終時間は何時なんですか、授業が。
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●委員長（音喜多委員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（佐田課長） 社明パレードにつきましては、７月の第１週ということで

今までやられていまして、曜日とか日にちは決まっておりません。そういう形の中でこ

れまでやってきておりますし 授業が終わった後にパレードに参加するということになっ、

ておりますので、授業の中でやっているということは、社明パレードについてはござい

ません。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 生涯学習のほうは学校のほうもわかるんですか。そういうことがわかるんで

すか。どうやって参加しているかということ。ちょっと担当が違うんでないですか。

●委員長（音喜多委員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（佐田課長） 社明パレードにつきましては、青少年団体協議会の中で事

業が組まれてまして、社明パレードの所管につきましては、生涯学習課が社明パレード

の所管になっておりますので、私どものところでその事業をお伝えしていることになり

ます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

、 、 。●谷口委員 私が聞いているのは 所管する実行団体というか それは課長のところだと

だけれども、子供たちを掌握しているのは違うわけでしょう。学校だとかそういうとこ

。 、 、 、 、 、ろ それで 例えば 一般的に今まで 情報館のほうから始まってて 向こうに渡って

福祉センターまで行くんだったかな、ちょっと忘れましたけれども、向こうは渡ってか

らの参加ですから、厚小の金管バンドだとか、厚中のブラスバンドだとかは、相当時間

たっての参加だから、当然、時間に食い込まないのではないのかなというふうに思いま

すけれども、真小、真中にはそういうのはなかったでしょうか。そうすれば、こっちで

３時に始まるとなると、授業時間等に食い込んで参加しなければ、真中はなかったのか

な。その辺はどうなのか。そういう事態にはならないのかどうなのかということを伺い

たいんですよ。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） この事業には毎年、真小、真中、厚小、厚中の校長先生も、実

行委員会というか、その組織の中に入っていただいて、何日にパレードを行いたいとい

うふうなことで協議をさせていただいています。その中では、いわゆるブラスバンドな

り鼓笛隊だけではなくて、例えばいろんなスポーツをやっているお子さんたちにも参加

してくださいというような扱いにしておりますので、いわゆる学校として、例えば中学
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校の授業が６時間の部分があったとしても、事前に、何カ月も前にその日程を決めてい

るわけですから、その日については授業を繰り上げて、持たないというような扱いにし

て、いろんな形での生徒が参加できるようにということでは配慮いただいているという

中で、それぞれの小学校、中学校の協力をいただいているということです。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 そうすると、社明運動なんかはそういう形で参加されている。今度、申しわ

けないんですけれども、港まつりのほうに移りますけれども、港まつりは、あれは木曜

日でしたか、金曜日でしたか、パレード。これは平日ですよね。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 例年ですと、金曜日の平日でございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 金曜日の午後１時から始まるのかな、何時から始まるのかちょっと忘れまし

たけれども、そうすると、大体学校も、それに対応しなければならないですよね。そう

すると、当日の午後からはまず、授業はできない。着るのは半纏だけだから、そんなに

着つけに時間はかからないのかもしれないけれども、それにしても、その日、給食なの

かどうなのかわかりませんけれども、それなりに準備に時間がかかると。前後にかかり

ますよね、パレードをやると。それと同時に、何日間かは練習をしなければならない。

それで今、教育長のほうで説明をされておりましたけれども、今、子供たちの授業を

進めるに当たって、非常に厳しい時間の中でやらなければならないと。そして、その一

方では、全国学力テストをやると、秋田県は１番だけれども、北海道はどうなってるん

だというような声で、もっともっと勉強させれという親がたくさんいるんですよね。そ

ういう中に、こういうことを一定程度入れることが、父母の皆さんの理解だとか、そう

いうことを得られた上でこういう事業を進めるのか、町のほうの都合で、絶対参加せい

という命令調でこの事業に子供たちを参加させるように持っていこうと考えているのか

どうなのかということなんですよ。そのあたりでは十分、ＰＴＡだとか、学校関係者だ

とか、父母の皆さんの声だとか、そういうものを把握された上でこの事業を進めるよう

になっているのかどうなのかということなんです。中学校なんかは特に、受験を控えた

子供たちは大変敏感な時期ではないのかなというふうに思うんですけれども、そのあた

りはどういうふうに考えてるんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） この件につきまして、ここ最近の中で、子供たちが踊るという

ことが見られないというふうなものがありました。そして、当然、校長会等にも協議を
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させていただく中では、昔も運動会等には、手踊りをする中で父兄も交えて、運動会の

一プログラムとして取り入れていた時期もあったというふうなことも聞いておりますの

で、そういう中で、運動会等に、あるいは中学校であれば体育大会等の中での取り組み

の中で、ちょうど時期的にもそういう時期ですので、取り入れられないでしょうかとい

うふうな協議をさせていただきました。一つのお祭りを町民として小さいころから体験

して、同じ踊りを踊るということ自体、厚岸町の役場の職員の方に聞いても、私たちが

小さいときは踊ったもんだよねという話を聞く中で、こういう事業というのが、私自身

も子供たちにとって必要なことだろうというふうに考えますし、このことについては、

学習に大きな負担がかかるということはないというふうな校長会の意見もお聞きする中

で、今回、取り入れさせていただいたという経緯でございます。

それと、もう１点、僕たちが考えていることは、単発のことではなくて、この機会で

すので、やはり定点的に、その学年になったら運動会で手踊りをして、毎年参加できる

ような形をこれからとっていければ、子供たちも大きくなっても積極的に参加できるの

ではないかなという考えもございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 今、教育長のお話を聞いていれば、もっともだというふうに聞こえるんです

よ。ただ、急にここに出てきて、もう、橋ができて38年間たって、それから何年ぐらい

学校の運動会とかでやってたのかもう忘れましたけれども うちの子供も 上の子はやっ、 、

たけど下の子はやってなかったなというような記憶があるんですけれど、そうすれば、

それからもう相当たってますよね。そうすると、急にまたこれがぽっと出てきて、先生

も知らない、そのたびにだれかに頼んで、踊りの練習をしなければならないということ

になれば、これはなかなか大変なことではないのかなと。やっぱり一から覚えるような

ものだと思うんですよね。やっていたときは、毎年やってますから、１年生だけに教え

れば大体踊れるというのが当たり前だったけれど、今度は全く知らない先生と知らない

子供に教えるということは、大変な労力を要することになっていくのではないのかな。

そしてそのために、先生方の研修だとかそういうものに支障を来す。だから、子供の授

業時間だとかそれだけではなくて、先生方の、やっぱりきちんと子供たちに教えたいと

か、そういうことからすると、そっちにも随分労力を割くことになってしまうんではな

いのかと。それでなくても不夜城みたいな学校でしょう、今。だって、８時、９時に学

校、こうこうと電気ついてるんですよ、どっちの学校も。そういう中で、先生がそれを

やるということは非常に過剰な負担をかけることになるんでないですか。もしこういう

ことをずっとやっていけば、何か君が代の押しつけと同じくなっちゃいますよ。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 先ほども課長のほうからもお話ししましたけれども、当然、最

初の指導に当たりましては、いわゆる協賛会のほうから指導していただける方にお願い

してやっていただくと。その中で、当然、引率していただく先生方にも覚えていただき
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たいなという気持ちもあります。

ただ、僕が考えるに、子供たちは、私たちが考えている以上に覚えるのは早いんでは

ないかなというふうに思うんです。なかなか、この年になると、１回覚えても毎年新鮮

なんですけれども、そういう意味でいうと、お子さんたちは、やはり、見よう見まねの

中でも、何回か回る中では覚えていただける。そしてそれは、委員もおっしゃっていた

だきましたけれども、最初の年はちょっと大変かもしれないですけれども、次の年から

は、一つ上の学年の児童生徒さんは知っているわけですから、それの中で、例えば運動

会で踊るという中では、先輩が後輩に教えていく部分も出てくるでしょうし、決してこ

、 、 、のことが 君が代の強制とか そういうふうな気持ちは毛頭私たちにもございませんし

できれば、今、夏祭りを見る中でも、やはり何となく少しずつ減ってきているというの

が、協賛会というか、町のパレードを見ていても、私たちも思うんですよね。それは、

やはり一つには、子供たちがなかなか覚えていないと。そうなると、どうしても入った

会社なり何なりというあたりから、それこそ半強制の形で、おまえ出てけというふうな

ことの中でやらないと出れないというよりは、僕は、小さいころから、いやいや、この

踊りは踊れるよという子供たちばっかりいる中で、ぜひ自治会からも出たいというよう

なのが何年か後につながっていければ、決してこれはマイナスになる話ではないのでは

ないかなというふうに私は考えております。

（ ぜひプラスにしてください」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ほか。

11番。

●大野委員 先ほどから町制施行110周年記念事業で大議論になっているんですけれども、

これはそもそも、いつごろから企画していて、もっと早い段階に何で常任委員会等々に

報告なり意見を聞くような説明をしていなかったのか。

それと 10年刻みで記念行事をやるって余り聞いたことないんで 節目 50年 100年 150、 、 、 、 、

年、200年というのはあるんですけれども、今後これまた、僕も10年後いるかどうかわか

りませんけれども、生きているかどうかもわかりませんけれども、多分、課長さんたち

も、10年後、この顔ぶれ、いるかどうかわからないんですけれども、120年もまた事業起

こらなくなるんじゃないんですかというのを聞きたいのと、今回、100年の後の10年だか

ら華美にならないようにって、当然そうは思うんですけれども、町長はどう考えて、町

長も10年後どうなるのかわかんないんですけれども、どう考えているのか。

●委員長（音喜多委員） 町長。

●町長（若狭町長） お答えをさせていただきます。

行政の大きな行事として、また、人間で言うと誕生祝いというのは、行政で言います

と、昔は開基何年という行事もありました。例えば、最後でしたけれども、厚岸町の場

合は開基190年という大きな行事がありました。それと、今提案いたしております町制施
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行何十周年という大きな節目の行事がありました。

しかし、今日、開基何年という祝いが、ある理由によってできなくなったんです。そ

れで、要するに人間で言う誕生祝いというのは、この町制施行をもってやることになっ

ております、ほとんどの自治体は。そこで、行事としては大体10年一括りという流れの

中でやっているのが普通であります。

（ あともう１点、常任委員会に何でおろしてくれなかったか」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長 田辺課長 今の記念事業の組み立てという部分につきましては 12（ ） 、

月１日 ここにおいて推進要綱をつくりまして それをもとに事業の組み立て関係を行っ、 、

てきたというのが現状でございます。

●委員長（音喜多委員） 11番。

●大野委員 まあ、12月くらいから企画をしてって、今定例会に予算計上したというのは

わかったんですけれども、それから２、３カ月あって、どの議員の方に聞いても、僕、

産建なんで、余りこの事業、産建はかかわらないかなと思ってるんですけれども、総務

や厚文あたりにはかなり関連する事業内容じゃないかなと思って聞いたところ、報告な

りそういう話は聞いたことがないという方がほとんどなんで、いきなり可決できるもの

だって、もちろん執行部は可決してもらわなきゃ困るんだろうけれども、それなりにや

はり、事前に報告していて詰めていたほうが、こんな大議論にもならないだろうし、一

大行事ですから議論して当然なんですけれども、そう思えるんですけれども、いかがで

しょうか。

●委員長（音喜多委員） 町長。

●町長（若狭町長） 私からお答えをさせていただきます。

町制施行110周年記念事業に対しましてのいろいろな、議会側に事前の説明がなかった

という今お話を承りました。行政執行上、いろんな面において、行政と議会とは常に連

絡を密にしながらまちづくりを推進していかなきゃならないことは当然であります。そ

ういう中で、この事業について事前の説明がなかったということについては大変申しわ

けなく、町長としても思うわけであります。そういう中で、本日の提案に対しましての

、 、議会論議というものが行われているであろうということで 私は真摯に受けとめながら

私からも答弁をさせていただいておるわけでありますが、この点については、どうかお

許しをいただければと。

今後とも、そういうことのないように、最善の行政としての務めとさせていただきた

い、そのように考えておりますので、ご理解よろしくお願いしたいと存じます。
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●委員長（音喜多委員） 11番。

●大野委員 委員長、ちょっと休憩をお願いしたい。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午後５時11分休憩

午後５時15分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

11番さん、いいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） それじゃあ、14番。

●竹田委員 まず、簡単に聞きます。この110年に当たって、施行110周年をまず、どうし

てもやらなければならない理由というのはどこにあるんでしょうかということを単純に

聞きます。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） この事業をやらなければならない目的でございます

けれども、先ほども町長のほうからも述べておりますけれども、やはり10年一区切りと

いう節目の中で、やはり厚岸町を、今までがどうだったのかということを振り返りなが

ら、今後の厚岸町のまちづくりを考えていくという、そういう節目にしたいと。これの

考え方として 以前 100年を終えて 10年目を迎えて110年 これを契機に やはりやっ、 、 、 、 、

ていきたいという考え方のもとに、この記念事業を組み立てさせていただいているとい

うことでございます。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 厚岸町のまちづくりのため、そして節目のためというのであれば、私は、町

民の参加と声を聞くという部分については、多くの町民の声を聞く110周年にしていただ

きたい。そして、110周年であるということで、町民の多くの参加をしていただくという

ことが、これは町民の声を聞かずしてやろうとしていることが問題なんでないかという

ふうに思うんですけれども、その点についてはどうですか。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。
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●まちづくり推進課長（田辺課長） お答え申し上げたいと思います。

先ほど10年前に行われました100周年との、事業との事業費比較のお話も出ておりまし

たけれども、この110周年記念事業を進めるに当たっては、余り華美にならずに、限られ

た経費の中で進めていきたいという思いがございました。そうした中で、これまで行っ

てきた事業というような部分を参考に、余り経費をかけずにできるものがないかという

ようなことから、実は、庁内に事業推進本部という部分、これは庁内組織でございます

けれども、これを立ち上げまして、この中で、この事業を行っていく上で適切なもの、

適当な事業がないかというような選定等を行ってきたわけでございます。そういった中

で選定をさせていただいて、この事業について取り組んでまいりたいということで提案

をしている内容となってございます。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 100年を中心にして考えて、3,700万円かかったのをことしは1,217万4,000円と

いうふうにして、小さく、約３分の１程度の事業費でやろうというのは、それはわかる

んですよ。その金額はわかります。私が聞いているのは、町のまちづくりというのと、

それを目的にするんだというんであれば、町民の声をたくさん聞く110周年の節目にした

ほうがいいんじゃないかということを言っている。だから町民の参画をもう少し増やし

たほうがいいんじゃないかと。それをどう思いますかって聞いているんです。別に、110

周年やって、その３分の１の金使ってやってどうのこうのというのは先ほど町長から聞

いたんで、私もメモしてるからわかりますよ。だから、まちづくりのための節目という

のであれば、その目的とどういうふうにマッチングしていくのかということが大事だと

思うんですよ。そのマッチングしているのが、こうなんだからマッチングしているんだ

ということがわからないから教えてくださいと言っているのです。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） 確かに、この事業を企画する段階におきましては、

私ども庁内の全体の中での意見吸い上げ等によって事業の選択等をさせていただきまし

た。この事業の選択の内容につきましては、先ほど事業説明させていただきましたけれ

ども、一部記念式典だとかでどうしても人数制限等々のあるものは別にいたしまして、

いろんな意味では町民の参画をいただきながら事業を行っていくものということで考え

させて、そういう事業の選択もさせていただいております。

そういったことからいたしますと、この事業への参画を通しまして、町民の、いわゆ

、 、る今後に向けての意識 こういった部分での高めるという部分にも結びついていく効果

これは期待できるであろうというふうに考えております。

●委員長（音喜多委員） 町長。
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●町長（若狭町長） つけ加えて私から答弁いたしたいと思いますが、この110周年、ご承

知のとおり明治33年、11の町村が合して厚岸町が誕生を見たわけであります。そのとき

から110年を迎えたわけであります。極めて歴史のある厚岸町であります。それを一つの

、 、 、 、節目として やはり 厚岸町の発展の基礎を築かれた先人のご労苦の歩み そしてまた

過去の厚岸町はどういう町だったのか。それを踏まえ、110年の節目として、さらに大厚

岸町の発展のために、町民挙げて記念すべき事業であると、そういう事業でなければな

。 、 、 。らない 当然 その気持ちを持って それぞれの事業が計画されておるわけであります

そこで、先ほど厚岸音頭の問題もありましたが、やはり町民挙げて、大人だけの110周

年記念ではなくて、子供たちも110周年という、この歴史の重さを考えながら、将来の厚

岸町のために役に立つ大人として大きく成長する機会にしていきたい、そういうことを

考えながらそれぞれの行事がなされております。どうかこの点については、ご理解をお

願いを申し上げたいと存じます。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 まず、推進本部のメンバー、このメンバーというのは、どういう人たちなの

か。推進メンバーをもって立ち上げてきたということであれば、その推進員のメンバー

をちょっと聞きたいですね。

それと、子供たちの参画で、100年のときにはどういう行事をしたのか僕は全くわから

ないし、90年のときもどういうことをやったのかもわからないです。そのときに、例え

ば将来を見据えた厚岸町という子供たちの展望、未来、そういう教育の一環として、厚

岸町がこれから、例えばどうありたいという希望みたいのを、例えば子供たちから吸い

上げられるような、教育の中でそういう意見を聞くような形をまずとってきたのかどう

なのか、まず過去のことを教えてほしいんですよ。もしそれがなければ、私は真っ向か

らこれ、100％反対ではないんですよね。やるなと言っているわけでもないし。ただ、12

月１日にやろうとして決定したというしか私は聞かれないから、この110年の、こんな

、 、1,000万円以上のお金を使って 100年のときに3,700万円使ったどうのこうのというのは

別に僕については、使ってしまったお金はどうでもいいんですけれども、1,000万円を超

えるお金を今回使う。だから、10年前と比べて３分の１しか使っていないんだからいい

んだという議論は、じゃあ、だれがそれを許すのかという。

じゃあ、町民に全部アンケートとってからやりましょうよという話になるんだけれど

も、それは可能なのか不可能なのかわからないけれども、そういう議論にもなると思う

んですよ、町民挙げてのと言ったって。親が一生懸命家で子供たちにこれやろうなって

行事をやろうといったって、子供たちがおやじ１人でやれや。どうせ金出すのもおまえ

だべやという家族であれば、これはばらばらですよ。私はやっぱり、一家においても、

そうだよなと、やるべきだよなと。1,000万円、いやいや、1,500万円でもいいんじゃな

いかと、もっとぱっとやろうよと。ずっとしみじみ、何かじめじめしているし、この世

の中もと。これを機に厚岸町の展望を切り開くような、町民の声をがっと吸い上げて、

ここから伸びていこうよという気構えが見えるような、そういう祝い事をやりたいとい

うことであれば、本当に賛成できるなと思うんですよ。ただ植樹だとか何とかというの
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は、それは当然、やらないよりやったほうが記念に残りますよ。だけれども、命の安全

を守るドクターヘリのときに駐車場に看板をといったら、そんなもの設置しなくてもい

いようなことを言っておいて、植樹には看板をつけるんだという、意味合いはよくわか

らないけれども、その人、その人の判断基準はどうなっているのかよくわからないけれ

ども、そういうのを考えると腹立ってくるんですよね。

こういう言葉がこの議会で適切なのかどうなのかはわかりませんけれども、本当に町

民がどう思って、どういう願い事を、だれがどうやって聞くのかということは、もうこ

こで言わなくてもわかるはずなんですよ。そういうことを考えたら、町民の参画、１人

でも多く、そして、今お願いした、子供の意見を吸い上げるような、意見を聞くという

、 、 。場所 そして意見を聞けるような体制を そこでまたとってほしいなと思うんですよね

そして、代々の功績を残していただいた歴史ある厚岸町の110年の中で、功績を残されて

きた方々に表彰するんだということも、この中にもないように、説明の中では思いまし

。 、 、 。た また その人たちの講演を聞くということも この中の説明ではありませんでした

、 、そういったものを考えると やろうとしていることと提案されている行事の内容とは

私は町民の声からするとマッチングしないのではないかというふうに思うんですよ。そ

の辺について、もう一度お聞かせ願いたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 町長。

●町長 若狭町長 私からは予算面について答弁をさせていただきたいと思いますが 100（ ） 、

年に幾らかかったから今日は幾らかかるとかいう予算面の問題も、３分の１だからいい

んじゃないかとかいうものではありません。やはり、先ほどの堀委員の質問にもお答え

いたしましたが、今日の財政状況を踏まえて、より意義ある記念行事としてのやり方は

どうあるべきか、また、その効果ある事業というものをどう生み出して、さらにこれが

町民にアピールでき、また町民が110年の節目として、さらに郷土愛に燃えたまちづくり

ができるのか。いろいろと考えながらの行事も考えたわけであります。ですから、110年

という、この長い歴史、重い歴史を町民挙げて祝いすることが最も大事なことではなか

ろうかという中での行事、記念含めて、それぞれの行事がなされようとしているという

ことについては、ご理解を賜りたいと存じます。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） 私のほうからは、先ほど推進本部のメンバーの関係

でご質問を受けております。

推進本部につきましては、役場内の理事者、それから教育委員会教育長、それから各

課でございます。そのほか、特老、病院、そういったような部分全部含めましたそれぞ

れの課長、所属長が全部参加しての推進本部の構成メンバーというふうになってござい

ます。

●委員長（音喜多委員） 何か答弁漏れありますか。
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●まちづくり推進課長（田辺課長） 失礼しました。

、 。あと 子供の意見を聞いたのかどうかというようなご質問でございますけれども……

（「 、 、 」 ）いや 聞いたのかでなくて 聞くようにしたらどうかと の声あり

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午後５時32分休憩

午後５時34分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） お答え申し上げたいと思いますけれども、まず、将

、 、来に向かっての厚岸町に意見という意味では この記念行事を云々ということでなくて

将来に向かっての厚岸町をどうするかというような部分については、もうご案内のよう

に、実は第５期の総合計画策定に当たりまして、現状の厚岸町をどう考えるのか、将来

に向かってどうなのか、そういう意見を含めてアンケート調査をさせていただいており

ます。これは、一般の町民の方々にも行っておりますし、それから児童生徒を対象とし

たアンケート調査をさせていただいて、これは、将来の厚岸町についてどう考えるか、

現状の厚岸町をどう考えるかという意味では、こういったアンケートをとらせていただ

きまして、それを５期の総合計画の策定に当たってはそれらのことも念頭に置きながら

計画を進めてきたということでございますので、これについては既にご説明させてきて

いただいているとおりでございますので、そういうマクロな意味では行ってきていると

いうふうに私どもは考えてございます。

それから、これから事業をやっていく上でのご提言というふうに受けとめさせていた

、 、 、だきますけれども 子供たちがもう少し意見を言えるような事業の組み立て あるいは

いわゆる故老と言われる方々のお話、そういった部分を生かすような事業展開というよ

うな部分、これについてはできないのかと。

今の事業計画の中では持ってございませんけれども、これが果たして可能なのかどう

かというような部分については、ちょっと検討をさせていただきたいなというふうには

思っております。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 質問しているので、ちゃんと答えてもらいたいんですけれども、90年、100年

のときの祝い事のときには、子供たちの意見を聞くようなことは当時してきたのか、し

てこなかったのかということなんですよ。
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それで、聞き方もちょっと僕も悪かったんですけれども、このイベントのときに、計

画の中には町民の声というのは聞いているからわかるんですよ。そうじゃなくて、聞き

、 、 、方が悪かったんですけれども 功績を残されてきたお話ができるご老人の方 それから

例えば学校で意見を聴取した中で、代表する子供１人、２人に、この施政の祝いのとき

に、当日、壇上に上がってもらって意見を述べるという、そういう取り組みを90年、100

年、やってきたのかどうか。もしそれがやられてないんであれば、子供たちの意見を聞

く、将来こんな厚岸にしてほしい、生の声を、そのときに、行事の中に入れていただけ

れば 本当に 子供たちもその中に参加したんだと そして 自分の子供が あの施政110、 、 。 、 、

周年のときに話させていただいたんだと。それで、町長の前でそういう意見を言った。

そういう夢のある、それで、お年寄りの方が、昔はこうだったと、厚岸もこう変わった

んだと言って、これからの子供たちにこういうのを託したいというようなことを言わせ

て、そしてそれを、バトンを受ける子供たちが、その当日、こういうお話があった、そ

して、今は厚岸はこうだけれども、僕たちが将来、学校の教育課程を終わって、大学に

行って、帰ってきて、厚岸町をこんな町に帰ってきたらしたいなっていう、そういう未

来あるような生の声を今までやってこなかったんじゃないかっていうのが、僕の予測で

話してるんで、それで90年、100年にそういうのをやってきたのかどうなのかっていうこ

とを言ったんですよね。

それで 今後は そういう もし今回やられるのであれば そういう生の声をぜひやっ、 、 、 、

。 、 。ていただけないかなと その中で本当に自分の子供が出た そして親がそれを見に行く

本当に町民の声を聞くという、町民が参画したということであれば、全員が当日参加で

きないけれども、250人程度の人たち以外集めることはできないけれども、こういうこと

で何とかお許し願いたいというのであればまた、町民も納得する部分もあるんでないか

、 、 。 。なというふうに思うんですけれども 町長 もう１回お聞きします いかがでしょうか

●委員長（音喜多委員） 町長。

●町長（若狭町長） 今、竹田委員のほうからは、大変有意義な、貴重なご意見をいただ

きました。

実は 町長として この式典を行うに当たりまして 竹田委員と同じような考えを持っ、 、 、

ておったところであります。しかし、先ほど厚岸音頭の小中学生の参加についてのご意

見がありましたが 実はこの点につきましても 私 本当にびっくりいたしました ちょっ、 、 、 。

と話、横にずれますが、関連ですから言いますが、去年 「いのちのいろえんぴつ」とい、

うものが２時間バージョンで放映されましたね。全国でも大変な反響がありました。こ

れは、厚岸の尾幌小学校にいた先生、そしてまた児童が中心になったテレビ映画であり

ます。それを撮影するのに、おととし、子役20名ほど来ました。そこで、１場面に厚岸

音頭を踊る場面がありました。本当に、教育長が言いましたが、子供は覚えるのが早い

です。

その夜、交流会がコンキリエでありました。そしたら、私を名指しで、町長、おじさ

ん、厚岸音頭を踊ろうという一場面がありました。おじさん、こんないい踊りがあるん

だから、おじさんもわかっているでしょう。私もパレードには参加してますから、ある
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程度は踊れました。そしてみんなと踊りました。わざわざ東京から来た子役が、これほ

ど厚岸音頭のすばらしさ、覚えているんです。ふと振り返った。しからば、地元の小中

学生はどうだろうか。

今、厚岸大橋の話も出ましたけれども、この厚岸音頭は、厚岸大橋の完成を契機とし

て、これは100年の夢なんです。昭和47年、完成したのは。それを記念して、湖南と湖北

が結ばれた。極めていい歌詞になっております。歌は三橋美智也さんですが、この歌を

覚えることによって、また踊りを覚えることによって、厚岸の歴史、これは歌に出てお

ります。昔は氷渡りの、今は厚岸大橋一またぎ等々の、３番にわたる歌ですが、極めて

すばらしい歌。しからば、地元の小中学生が知っているのか。私、ふと気づきました。

そういうことを考えるならば、やはり歴史というのは大事だなと、後世に伝えるとい

うのは大事だなと。その積み重ねが厚岸町、大厚岸町の発展につながるんだ、そういう

気持ちになった一場面があったわけであります。そういう意味において、子供の出番と

いうものについても、私も考えておったわけであります。

ところが、いろいろと、さっき話ありましたが、歴史の語り部とか、いろいろと専門

家もすばらしい方がいるんです。これ、札幌の人ですが。これもすばらしい感動を与え

る、歴史を語る人なんです。ですから、そういう人のほうが、かえって厚岸の110年の歴

史を、感動を覚えながら学ぶことができるんじゃなかろうか、また、これからの厚岸町

の発展に結びつくんじゃなかろうかということで、語り部といいましょうか、演劇の小

さくしたような、音楽を入れたような方法でやるそうでありますが、しかしながらこれ

はこれとしましても、今、竹田委員からあった、その式典の中で、子供がいろいろな場

面にあれば、なお有意義な式典になるんでなかろうかと。私自体、最初考えたことと同

じような考えを今、竹田委員から質問あったわけでありますので、私もそのことについ

ては検討をさせていただきたい、かように考えます。

ただし、平日でありますので、教育委員会ともよく連携をとりながら、授業中のこと

もありますので、さきの厚岸音頭の問題と同じですから、その点は十分に考えていきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） 過去の式典のときにどういうことをやられていたの

かということでございまして、参考までに、100周年のときには、子供が参加する部分と

いうことで、こども議会というのを実施をいたしております。そういう内容になってお

ります。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 時間も押し迫っているので、あと聞きたいこと、直接課長に聞きます。

それで、僕もこれ、前に、こども議会とか婦人だけの議会を開催してはどうかという

提案をしようかなと思ってたんだけれども、ある先輩から、過去にやったことあるし、

金もかかるから、そういうのは余りやんないほうがいいんでないかというご指摘いただ
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いて、一般質問をやめたことがあるんですけれども、後でいいです。これでやめますけ

れども、子供議会を開催したときにかかった費用等、後で教えてください。議会終わっ

てからでいいです。ゆっくり、忙しい体なので。

それと、町長、先ほどおっしゃっていただきました。ぜひ検討していただきたいと思

います。

以上で終わります。

●委員長（音喜多委員） 町長。

●町長（若狭町長） この110周年記念行事におきましては、今、それぞれの委員さんから

もご意見があったように、もちろん町民もいろんなご意見があろうかと思います。しか

し、こういう歴史の長い、重い厚岸町であります。私といたしましては、町民挙げて、

この110周年の意義というものを感じるような記念行事にいたしたい。そして、さらなる

厚岸町発展のために役立つ記念行事にいたしたいと、そのように考えておりますので、

ご理解よろしくお願い申し上げたいと存じます。

●委員長（音喜多委員） 13目、この町制施行110周年、ほかございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） ないですか。

では、13目を終わります。

２項徴税費、１目賦課納税費。

（ もうやめたら」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午後５時48分休憩

午後５時49分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

２項徴税費、１目賦課納税費。

ございませんか。

（ ちょっと待って」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 90ページまで行きますよ。

３項、１目戸籍住民登録費。
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94ページ。

４項選挙費、１目選挙管理委員会費。

２目道知事・道議会議員選挙費。

３目町長選挙費。

４目町議会議員選挙費。

５目衆議院選挙費。

６目参議院議員選挙費。

５項統計調査費、１目統計調査総務費。

６項、１目監査委員費。

（発言する者あり）

●委員長（音喜多委員） この程度でいいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 本日の会議はこの程度にとどめ、明日に審査を行いたいと思い

ますが、これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ご異議なしと認めます。

よって、本日の委員会は、これにて閉会いたします。

明日は、民生費から入ります。

午後５時51分閉会

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３月１１日

平成22年度各会計予算審査特別委員会

委員長


