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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12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。

昨日に引き続き、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。

、 、 、 。104ページ ３款民生費 １項社会福祉費 １目社会福祉総務費から進めてまいります

１目社会福祉総務費。

13番。

●室﨑委員 今回、多機能共生型地域交流センターというのが夏から動き出すと。それの

条例の審査でもっていろいろとお聞きしました。ですから、その内容については一通り

お聞きしておりますので今は控えますが、そこで、提言を含めてお考えをお聞きしたい

んですが、厚岸町には何人いらっしゃるか私わかりませんけれども、いろいろな形で障

害を持った方がいらっしゃいますよね。そういう方たちの、何というんですか、今回の

センターは、一つの心のよりどころにもなるような機能というのを持たせていこうと、

大きく言えばです、そういうふうにお考えになっているというふうにお聞きしました。

それで、今、いろいろな障害者団体、障害者自身の団体です。間違ったんじゃないか

と、ちょっと私も正確に、それから、ちょっと中間的なものもあるでしょうから、それ

ぞれの障害の種類によって、例えば難病で苦しんでいる方たちの難病令なんてのがあっ

たり、あるいは脳卒中の後遺症で苦しんでいる方たちのリハビリ等も何か書いてあった

。 、 、というふうにいろいろあると思うんです それで それぞれの団体の中での会員交流や

あるいはボランティアの人たちとの交流というのはあるんですけれども、それぞれの障

害の種類を超えた、障害者全体の交流なり連携というのは現在ないんじゃないかという

気がするんですよ。かつて厚障連、厚岸障害者連絡会というものもできたんですけれど

も、これは所期の目的を達せないままに、結局、解散せざるを得ないところに行ってし

まっていて、現在、全部の障害者の人たちの間の交流なり連携なりを図っていこうとす

るようなものがないんですね。

それで、せっかくこういう施設もできたわけですから、これを上手に利用しながら、

そういうものをつくっていく、これは何も町でつくりなさいという意味ではないんです

よ。それをつくっていく手助けというか、下支えというか、それから、実際に事務局だ

とか何とかがつくって応援するのは、町の担当者がやってくれたほうがいいのか、ある

いは社会福祉協議会のようなところが具体的にやってくれたほうがいいのかとか、実際

にどうするかにはいろいろな手法があると思いますが、いずれにしても、そういう機運

を高めていくということについてはどのようにお考えか、お知らせいただきたいわけで

す。
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●委員長（音喜多委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） この多機能共生型地域交流センターの建設を期して、私ども福

祉課のほうといたしましては、社会福祉協議会事務局と今後の運営について、実はご相

談をさせていただいております。その中で、ボランティア活動の参加というようなもの

も実はお願いしているわけですけれども、それ以前に、ただいま委員ご提案ありました

各障害者団体の交流についてのお話も実は、私は先ほど事務局長にお話をさせていただ

いておりまして、ただ、具体的に今、障害者各団体が、自分たちがどういう方向に行く

のかということをまずつかんでいきたいということで話しております。

そういったことで、いつ、どのようにという形はまだお示しできませんけれども、町

といたしましては、社会福祉協議会とともに、社会福祉団体の連携の必要性を考えてお

ります。それについて、町としても支援、あるいは手助け、社協と連携とりながら進め

ていこうというふうに考えてたところでございます。

（ 結構です」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 社会福祉一般で社会福祉協議会の補助金が750万円ぐらい増えているんです

が、これはどういうことでふえているのか。

それから、もう一つお伺いしたいのは、社会福祉総合センター、これ、たしか「あみ

か」ですよね。それで、あそこの町立病院と「あみか」の、あれは何て言う通路、正式

な名称で言えばいいのかわかりませんけれども、あそこの通路にある 「あみか」のとこ、

ろのドアありますよね あのドアのノブなんですけれども 何ていうか ああいうちょっ。 、 、

と変わった倉庫か何かについているようなノブがついているんですけれども、福祉施設

ですよね。そうすると、いろんな方が病院と「あみか」を行ったり来たりすると思うん

ですけれども、非常にこう、引き出して回すようなノブがついていて、最近は何か、だ

れかから言われたのかわかりませんけれども、ひもをつけて、幾らかは使いやすくなっ

ていますけれども、握力のない人だとか、さまざまな障害を持っている人がいると思う

んですよね。そうすると、あのドアでは、やはり障害者の人たちに対してはちょっと大

変ではないのかなというふうに思うんですけれども、あれをもし改善するとすれば、ど

のくらいのお金がかかるものなのか。

それから、ああいう、一々回さなくてもいいような方法に、一般的に何かしたときに

鍵がかかるようになればいいのではないのかなというふうに考えれば、ひっかかってと

めるとか、それを外してもいいんではないのか、押したり引いたりするだけで開閉がで

きれば、病院なんかの入り口にあるドアは、あの通路から向かっていけば、ただ押した

り閉めたりすれば開閉できますよね、何も、一々かちゃんともいわないし。そういうふ

うにできないものなのかどうなのか、その２点、お伺いをいたします。
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●委員長（音喜多委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） それでは、１点目の社会福祉協議会の運営費の754万2,000円の

増でございます。これは、人件費の増という内容でございますが、職員の人件費を町の

ほうで補助させていただいておりますが、今年度まで町の給与の状況が、給与のカット

といいますか、減額措置をいただいておりますけれども、実は社会福祉協議会の職員に

おいても同様なカットを実はお願いしました。そのように社協で行っておりまして、こ

れが次年度、新年度です。カットがないという状況に戻るということから、社協におい

ても町と同じような対応をしたいということで、その分のまず復元といいますか、それ

と昇給といいますか、その分が約160万円ほど、もうちょっとなるんですけれども１点で

す。

もう１点は、これまで事務局長職に１名、町から派遣を行わせていただいたわけでご

ざいますけれども、新年度からは社協独自で事務局長を確保し、行っていくこととして

ございまして、その事務局長に係る人件費も町で補助をさせていただく内容となってお

りまして、合わせて754万2,000円、いずれも人件費の増という内容でございます。

●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 保健福祉総合センターと町立病院との渡り廊下の部分にあ

りますドアノブのご指摘でございます。

委員おっしゃられますように、今聞いております開閉式、あけるための装具につきま

しては、ご指摘のとおり、高齢者の皆さんが決して使いやすい状態にはなっていないな

というふうに、今、ご指摘をいただきまして、そのとおりだなというふうに思っており

ます。

、 、それで 支障のないものに取りかえた場合に幾らかかるというお話でございましたが

いろんな手法があるんだというふうに思いますが、現時点で、こういったものに取りか

えた場合に幾らかかるという算定はしておりません。検討させていただきまして、どう

いう対応がいいのか、市立病院の夜間手動用のもの等々も含めて、同様の形態のもので

改良した場合にどうなるんだろうという検討をさせていただきたいというふうに思いま

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） 10番。

●谷口委員 そうすると、今までは事務局長は、全額町が持っていたということなんです

ね。

●委員長（音喜多委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 町職員派遣分については、全額町の負担とさせていただいてお

ります。
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（ はい、わかりました」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ほか、この目ございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 110ページ。

２目心身障害者福祉費。

13番。

●室﨑委員 ここで何点かお聞きします。

まず、これは２月に質問にも出たんですが、現在、精神病床が全国に31万床ぐらいあ

るんだそうです。いわゆる退院後の受け入れ先がなくて、社会的入院を続けている精神

病床の数が非常に多いのだそうです。

それで 国は早期退院の試みというのを始めているんですね それで 2015年までに31、 。 、

万床ある精神病床を７万床減らすというふうに、31から７引くわけですから24万床にま

で減らすということを言っているんですね。これは、きのう、きょう言ったもんではな

いようですけれども、これがはっきり打ち出されていると。そうしますと、単に病床を

減らして、出て行きなさいということだけでは、これは当然、できるものではありませ

んので、その受け皿をそれぞれの地域でつくっていかなければならない。すなわち早期

退院ができるようにしなきゃならないということだと思います。それをやらないでやれ

ば、ただの追い出しですから。そのようなことに関して、厚岸町ではどのような対応を

考えているのか、これについてお聞かせをいただきたい。

●委員長（音喜多委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 現在は精神科病院から、長期、いわゆる社会的入院といいます

か そういった方で 道が進める退院促進事業の対象者となっている方が実は１名いらっ、 、

しゃいます。その方は、北海道が指定する専門事業者、釧路にございますけれども、そ

こで受け皿となって対応を図っておりますが、現在、その方は釧路市内のグループホー

ムへの移行ということをやっておりまして、そのために、精神科に長く入院されて退院

した方が、実はペアサポーターということで、その専門支援事業者が釧路市内で確保、

協力をいただいております。そういったペアサポーターとともに、地域生活になじむよ

うな移行を現在進めている方が１名いらっしゃいまして、その仕事は、道から委託され

ている専門支援業者が実は直接行っておりまして、私ども町職員が直接手を施す内容で

はございませんけれども、釧路保健所管内でその状況を年に１回確認しながら、私たち

もその状況を見ているところでございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。
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●室﨑委員 現状はわかりました。

それで、この後、厚岸町も人事ではない。現在、もう既に該当者がいるわけですから

ね。これからいろんな形でふえてくると思うんですよ。単に病院を出たという人だけで

はなくて、こういう、認知症もこの後お聞きしますけれども、精神病というふうに今ま

で言われているいろいろな、特に今、問題になっているのは統合失調症のようですけれ

どもね。こういう患者さんが社会なり地域で暮らせるようにする体制をつくっていかな

、 。きゃなんないというのはこれ 相当急がれる課題の一つでないかというふうに思います

それで、医師や精神保健福祉士、訪問看護師、デイケアのスタッフチームというよう

なものをどのようにつくって、そして、場合によっては包括支援センターだとかそうい

うものも全部絡んでくると思いますが、地域で暮らせる体制をつくっていくかというの

は相当緊急の課題じゃないかという気がいたします。それが厚岸町単独でできるかどう

かという問題はもちろんありますよ。だけれども、町としてもやはり、そういうことに

ついての問題点を明確につかんでいく必要があるだろう。

それから、直接この分野の、全くの専門家でないにしても、専門家に準ずるような知

識と、それから能力を、関与する町職員もみんな持っていかなきゃなんない時代だろう

と、そのように思いますが、そういう点での体制づくりといいますか、それについては

どのように考えていらっしゃいますか。

●委員長（音喜多委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） ただいまのご質問の内容で私が重要ととらえるのは、現在、障

害者福祉においては 障害者自立支援法によって 各種福祉サービス いわゆる居宅サー、 、 、

ビスと施設を利用する、そういうような大きな福祉サービスに分かれておりますが、こ

、 。 、のサービスでは対応し切れない それぞれの障害の状況がございます それについては

どうするかということでは、障害者自立支援法、先般も出ましたが、第77条の福祉政策

支援事業というものがあります。その福祉政策支援事業というのは、町村、あるいは地

域で、その障害者の状況というのは当然違うわけでございます。そういったわけで、町

の福祉サービスでは賄い切れない部分が、地域によってもまたさまざまに違うだろうと

いうことが考えられるわけでございます 厚岸町においても例外ではなく その福祉サー。 、

ビスで賄えない方がやっぱりいらっしゃることがわかっております。

そこで、障害者自立支援法では、地域に障害者自立支援協議会を設置することが認め

られております。この障害者自立支援協議会は、厚岸町では平成20年に、今から２年ほ

ど前でありますが設置をさせていただきました。このメンバーが先ほど来出ている専門

支援事業者、あるいは医療機関、そういったところが入っております。人数的には15名

の実は委員で組織いただいておりますが、その課題が一つございます。この自立支援協

議会の現在の委員の方々は、それぞれの当該団体等の代表者で実は組織させていただい

ております。

そこで、課題としては、機動力を持ちたいということでございます。代表者が集まっ

て個々の検討をする問題ではなく、その団体に属する方、機動力のある方が集まってい
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ただいて、話し合うことが適当だというところまで実は私ども担当者がわかってまいり

ました。ところが現在は、相談支援部会ということで、必要に応じて担当者を呼べるよ

、 、 、うなふうに 今 各団体にご理解をいただいて対応しているわけでございますけれども

現状としては、利用者から申請のあった方が対応しているわけでございますけれども、

、 、 、問題は 申請に至らない状況をどう発見し どう結びつけていくかが課題とされますが

当面はこの専門支援部会の評価といいますか、充実を図ることで、まず推し進めていこ

うというふうに考え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 わかりました。

今もちょっと出てましたが、申請主義の欠陥というのは、本当に困っている人は自分

で申請する力もないというようなことが間々あるんですね。ですから、申請を待ってい

ても、今度は本当に一番最初に届けなきゃなんないところが、見落とすおそれが時たま

あると。これは専門家のほうから指摘をされているところです。これは、この問題だけ

に限らず介護保険でも何でもそうなんですけれどもね。そこをどのようにカバーしてい

くかというところで、もちろん問題点はよくわかってらっしゃると思うので、よろしく

お願いしたい。

それで、次に移りますが、委員長、済みません、教育委員会のほうにちょっと絡む問

題なので、そこのところをよろしくお願いします。

発達障害の問題。発達障害といっても大きなくくりですから、その中にはＡＤＨＤ、

ＬＤ、ＰＤＤなど、非常にいろんなふうに細かく今、研究が進むにつれて分かれてきて

るんですね。それで、学習障害とかいろいろに言われているものがあります。それで、

それも非常に重度のものから軽度のものまであります。

文部省の調査によりますと 発達障害というダムでくくられるお子さんというのは 40、 、

人クラスで平均大体2.5人と言われているわけです。どこにでもいるんですよ。そういう

。 、 、状況がわかってきたということだと思います 今 急になった問題ではないと思います

研究が進んでわかってきたということなんです。

それで、まず第一にやはり、この発達障害というのはもちろん子供だけじゃありませ

んので、いろいろなところで接する人たちというと、これは全員なんです、町の人。そ

れが、こういうもんなんだということをきちんと知らなければ次の段階に進めないわけ

です。そういう点で、これは２月９日の新聞文なんですが、中標津町で全町内会連合会

、 。 、が発達障害について学ぶという そういう研修会をやっているんですね こういう形で

これは目についた一部なんですが、全国各地で今、こういう動きが出てきています。厚

岸町ではどういうことが考えられているでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 指導室長。

●指導室長（辻川室長） ただいまのご質問ですけれども、まず学校の現在の状況でござ

いますけれども、委員のおっしゃいますように、学校における特別支援学級在籍の児童
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も、平均42学級中、今、2.6人程度というふうになる、パーセントでいいますと６パーセ

ント程度というふうに言われているんですけれども、現状としてはそれ以上にいるかな

というような状況は考えられます。

この分野につきましては年々研究が進んできて、これまで単に落ち着きがないだとか

というような部分にくくられていた子供も、よくよくいろんな状況を調べていくと、そ

の子自身の責任ではなくて そういう障害を抱えているというようなことが明らかになっ、

てきている部分も近年多く見られています。そういう中で、就学指導の判定委員会の中

でもそういう状況を細かく見ながら、特別支援学級に在籍する子供の判定をしていると

ころでございますけれども、やはり実感としてふえてきているのかなというような状況

はあります。

それで、今、学校の部分で申しますと、非常にその辺のところ、先生方も徐々に課題

意識を大きく持ってまいりまして、21年度におきましては、他機関との連携ということ

、 、 、で 釧路管内で特別支援の巡回相談というのがありまして 専門家を派遣していただく

管内の養護学校の専門の先生を呼びまして、年に１回ではなくて何回か継続して研修を

するというような状況がやっと昨年、ことしの中でふえてきている状況にあります。そ

れを一般的に広く町民の方々に理解していただくことも大変必要かなというふうに思う

んですけれども、まずは足場である学校のほうでそういう研修を深めていて、そういう

子供の対応について、どうあるべきかということについて、これ、一般的なものが子供

というふうに当てはまるものではありませんので、その子、その子にとって、一般的な

指導が通用するものではなくて、その子に対応したものというものも当然必要になって

きますので、そんなことも含めて今、学校のほうでは研修を深めてきているところでご

ざいますんで、それをどう広めていくか、あるいは広く住民の方々に理解していただく

かということにつきましては、こういったことも検討しながら、なかなか、子供たち、

あるいは障害を持っている方々がきちんと理解されるような、そういう方向で取り組む

ような方向で考えてまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたい

と思います。

●委員長（音喜多委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 広く町民を対象とした地域、あるいはスタッフの研修について

は、これまで実は行ってきていない状況がまず１点でございます。

今後につきましては、現在考えているのは、障害者福祉関係者の研修会において、こ

れらが社会福祉協議会と連携を図ることが必要でございますけれども、そういったもの

を平成23年度に障害者福祉フォーラムとして開催したいなというのは実は考えてござい

ますが、それ以前に町民への周知、連携ですとか、これについては、現在のところ計画

がなかったところでございます。

なお、職員への資質の向上という面では、現在 「あみか」の２階で子ども発達支援セ、

ンターというものを、北海道社会福祉事業団白糠学園の管轄でございますけれどもやっ

。 、ていただいているわけでございます ここには直接児童の状況を確認する作業のほかに

白糠学園にいる認知症心理士であるだとか、作業療法士、理学療法士が、職員を対象に
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した、実は指導に、年に数回来てまして、この職員というのは、まず、白糠学園みずか

らの職員であると。そのほかに、私どもの障害福祉担当者及び一部の保健師、そういっ

たことで一緒に学ばせていただいております。一部、学校のほうの教員のほうからも、

そういう問題について私どもも参加したいという声が実は障害福祉係のほうに寄せられ

ている状況にございます。そういうことで、そういった教員も参加できるような、計画

はまだ調整してございませんけれども、求める声が聞かれているという状況でございま

す。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 余り長い時間とりたくないんですが、発達障害と言われている中に、例えば

落ちつきがない、話し出したらとまらない。私なんかも多少はその気があるかもしれま

せん。自分でそう思います。それから、読み書きや計算、暗記など、ある部分だけが極

端に苦手だ、あるいは空気が読めない、変わった子供として扱われる、ＰＤＤというの

がありますね。アスペルガーなんていうのもこういう言い方をされます。例えば一緒に

食堂に入って、メニュー渡されて、どれにするって言われると選べないとかね。そうい

う、今までは、知的とか精神とかという部分で見ていると障害には当たらないんだけれ

ども、やはり社会的生活をするには支援が必要であろうというような累計というのが大

分はっきりしてきたんです。まだまだ研究途上のようです。

それで、こういう問題を少し学ぶといいますか見ていきますと、そっからはっきり浮

かび上がってくるのは、実は障害者というのは特殊な人ではないということなんです。

障害者と健常者の境というのは全然はっきりしないんですよ。自分の、私自身も、どっ

かに一部、一部と思いたいんですけれども、そういう気が多少はあるというふうに思わ

ざるを得ないんです、いろいろなものを読んでいくと。結局、だれでも何がしかの障害

、 、 、 、 、を持っていて 障害のあるかないかというのは濃い 薄い あるいは量 サポートの質

それだけの問題だということがそっから浮かび上がってくるんじゃないかと。それで、

私が勉強会だとか何だとかというのをもうやり出した町があるという話をしたときに、

そういう細かな医学的知識を持ってくれって言っているんではないんです。結局は、障

害というものはそういう特殊なものではないんだと、障害者というのは自分たちと全然

違う特別な人じゃないんだということを一般客としてわかるような、まずそういうこと

を、勉強人の意識をつくっていくためにどうするかということを考えてほしいんです。

それから、学校の先生の場合にはそれだけでは済みませんわね。それで、そういう、

そのものの上に立って、インクルージングというんですか、障害者も健常者も全部を包

み込んで教育をしていくためにどうしたらいいかと。特学というのが、下手に動いてし

まうと排除の論になってしまうわけですよね。そうではなくて。それで、この６％を超

えるというようなことになりますと、その中には濃い薄いもありますから、全部が特別

支援学級に行ってくださいという話ではないような気もするんです。担任の先生の知識

と心遣いによって十分に、一般児童として、特別学級に行かなくても、教室の中でもっ

てやっていけることもあるかもしれない。そこらも僕はわかりませんがね。という気も

します。
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そういう意味で、これはやはり、いろいろな分野で直接指導や支援をする立場にいる

人と、それから、そうではないけれどもやっぱり、一般常識としてというか、物の考え

方の基本としてそういうものを知ってほしいという部分と二つあると思うんですよ。そ

のあたりで、23年度に大きな大会をやるからそれでいいんだということには私はならな

いと思うので、それはやはり、今すぐここでもって、いつ、何をやりますと言えなんて

ということは言いませんが、課題として考えていただきたい。学校も同様です。よろし

くお願いしたいなと。

●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、室﨑委員からの質問をお聞きをいたしまして、私も福祉をキーワードとする厚岸

町、改めて感じたことを申し上げたいと思います。といいますのは、町長として、厚岸

町の福祉行政については理解を持っているつもりであります。

そういう中で、ことしの１月、実は釧路管内の社会福祉協議会の幹部研修会がござい

ました。その席に、私も、その知識は疎いわけでありますが、講師として講演をいただ

きたい、そういうお誘いがございました。そういういい機会であったわけでありますの

で、私は、厚岸町のみならず釧路管内の福祉行政、社会保障はどういうことになってい

るのかなということで、管内の自治体の状況というものを勉強させていただきました。

そういう中でつくづく、厚岸について私は自慢いたしました。といいますのは、議題に

も載っておりますが、予算計上しておりますが、厚岸町地域福祉計画、これは、福祉計

画に基づいて、強制ではありませんけれども任意的につくるべきであるという、もう法

律で決められておるんです。ところが、この福祉計画でさえつくっておらない自治体が

ありました。さらにはまた、社会福祉協議会においても同様の、厚岸と連携した計画を

持っている。その社会福祉協議会さえつくっておらないところもありました。そういう

点を考えまして、なお一層、厚岸の福祉行政を推進していかなければならないと、福祉

のまちをキーワードとする厚岸町をつくっていかなければならないという決意をさせて

いただきました。

そういうわけで、私は、やはり、福祉行政といいますと、福祉課並びに保健介護課だ

ということを私は、もちろん福祉行政ですから、そこを主体にしなければなりませんけ

れども、今後の行政の中では、そういう、福祉行政は福祉課だ、保健介護課だ、そうい

う意識じゃなくて、そういう縦割り行政を、弊害を見直ししながら、福祉行政を推進し

ていかなければならないと。そのためにどうしたらいいのか。それは、先ほど室﨑委員

が言ったとおりなんです。といいますのは、やはり保健、医療、教育、雇用、それから

お話ありました教育と住宅等々の総合的に考えた生活行政というものを再編集をしなけ

ればならない、そのように考えております。そのために、今、次世代の多機能型地域交

流センターの際に議論となりました障害の定義、これを室﨑委員からご提言があって、

我々も新たに定義というものを設定させていただきましたけれども、そういうもろもろ

の福祉行政というものを役場全体、行政全般で認識していかなきゃならない、そういう

福祉行政をこれから進めていかんならんということにおいて、ちょうどそういう中で、
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。 、 、厚岸町の地域福祉計画の見直しも始まります さらにはまた 第３期の障害者基本計画

これも素案として出してあった。パブリックコメントでいろいろな意見を聞いておりま

す。もろもろのそういう、福祉に対する契機を迎えているという認識を持っていますの

で、そういう面においては、やはり、総合的な行政の中で福祉政策、または社会保障と

いうものも考えていかなければならないという決意も新たにしておりますので、ご理解

をいただきたいと存じます。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 学校での取り組みの件でございますけれども、そもそも特別支

援という見方をするようになったのはなぜかというと、それは、個々の子供たちが、い

わゆる障害の程度がＣだとかＤだとかというだけじゃなくて、今までですと通級、ある

いはそういうふうな特学程度、あるいは特別支援学校程度というふうに分けてたんです

けれども、そうではない子供たちがたくさんいるんだと。その中で、学校全体として、

いわゆる従前の特学相当以外の子供たちをどういうふうに拾っていくかという中で コー、

ディネーターという制度をつくり、あるいはそれぞれの市町村に支援員を置いて、特学

をカバーするだけじゃない、いわゆる普通の子供たちって言われる中にも数多くのいろ

んな補助が必要な部分があるんですよと。それについては、一部の学校では、いわゆる

まず保護者の理解を、何というんですか、自分の子供がいろんな障害があるって思いた

くないという気持ちもあるんですけれども、ただ、これはそうじゃなくて、一つの支援

をすることによって普通に学習することができる場合もあるんですよというあたりの、

いわゆる知識をしっかりと持っていただくことによってよくなる場面も出てきますし、

、 、 、学校自体が今 特別支援という考え方自体がそういう考えで 特支の子供がいなくても

学校としてコーディネーターを置いて、すべての子供たちにそういうふうな可能性もあ

るんですよというあたりを教員自体が学んでいくというふうな体制ですので、この点に

つきましては支援員の活用も、一部ではそういうふうな形での活用をさせていただいて

いる学校もありますので、より一層、保護者にも理解を深めるようにしていきたいとい

うふうに考えております。

●委員長（音喜多委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 発達障害については、日々職員が業務に携わる中で、本当に、

今、委員言ったように、毎日のように新しいことがわかってきているという現状が実は

ございます。ということは、十分に私どもが発達障害というものをきちっと説明できる

状況にはまずないのかなと。これでは決して、まずいことではございますので、町民と

、 、普通に発達障害について語れるように 今後それを常に自覚しながら業務を進めていき

機会があれば町民への話し合いですか、そういうこともひとつ考えていきたいというふ

うに思います。

（ 結構です」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。

10番。

●谷口委員 資料をお願いしていたのを読ませていただきました。

、 、それで この間も地域活動支援センターのところで課長が説明されておりましたので

大体内容はわかりましたけれども、この委託料は、結果的には全額が人件費を見ている

んでしょうか、それとも、ここに具体的な事業展開ということが示されておりますけれ

ども、その経費も含めてこの金額になっているんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午前10時45分休憩

午前10時46分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 433万9,000円は、人件費２人分のみでございます。すべて人件

費でございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

、 。●谷口委員 そうすると それ以外の活動に必要な経費はどこでだれが見るんでしょうか

●委員長（音喜多委員） 福祉課長。

（ ） 、 、●福祉課長 松見課長 受託者の負担 考えられるのは移動に伴う燃料費といいますか

そういうことでございますけれども、新年度につきましては、私ども町のほうで移動に

必要な車両を確保して、運行委託することによって、その経費は町が賄っていくという

ふうにしております。

●委員長（音喜多委員） 10番。

、 、●谷口委員 具体的な事業展開ということで 地域活動支援センター等への通所の支援と

それから、情報提供だとか障害者等の引きこもりに応じた家庭訪問、地域ニーズの掘り

起こしというふうになってますよね。そして、定期的に活動内容を共有する会合を開催

して会報等を発行するというようになっていますけれども、今、車は町がと言いました

よね。移動経費等、あるいはこういう会報等の発行は、地域活動支援センターですか、
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こちらが持つというようなことになってしまうんですか。

●委員長（音喜多委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 軽微なものについては、この人件費の範囲内で賄えるのかなと

いうふうに実は考えてございます。ただ、今後、突出した経費が出てくれば、それは、

どのように工面するかとか、そういうようなことを考えなきゃなりませんけれども、現

状は、総体の人件費、委託料という内容で言いましたけれども、この全体の中でカバー

できる事業というふうに現在のところはとら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） なければ、進みます。

116ページ。

３目心身障害者特別対策費。

４目老人福祉費。

13番。

、 、 。●室﨑委員 正式名 何といったかちょっと今忘れたんですが サポーター講習会ですね

これは、これからどんどん進めていくというお話も聞いておりますが、ことしはどのよ

うな形で進めていくか。今、まず計画していて、いつ、どこで、どういうことをやると

いうのはわかっているだけでどのぐらいあるのか。

それから、一遍聞いたから十分だという種類のものではどうもないようですよね。私

もこの前受講させていただきましたが、やはりこれは、そのときの講師の方も言ってい

たんですが、腕輪か何か、講習した印に、プラスチックの、ゴムのようなのをくださっ

たんですが、これを何本も持つようにしてくださいというようなことを冗談半分おっ

しゃってたんですけれども、なるほどなと思いましたが、そういうような形でどんどん

進めなきゃなんないと思います。

それからまた、ちょっと片仮名なんで頭に入らなくて申しわけないんですが、講師役

になる方の養成もまた必要だと思いますよね。そういう意味で、どういうことを考えて

らっしゃるのか、お願いします。

●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 認知症サポーターの養成講座の進め方でございます。

私ども 12月段階で講座を進める企画をした段階では 21年度内 ３月までの間に約100、 、 、
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名程度の受講者が広まっていくようにというようなことでの目標を持ちまして、22年度

、 、 、につきましては具体的に 自治会でありますとか老人クラブでありますとか それから

関心を持っていただく事業所団体、それから事業所等にも広めさせていただきたいとい

うことで考えておりました。

先般もご質問ございましたが、教育委員会関係につきましては、小中学校の総合学習

の中で単発的、あるいは何回かの連続した企画として組み込んでいただけないでしょう

かというようなことも具体的な提案としてさせていただいて、22年度の学校の取り組み

の中でご検討いただければという思いでおりましたし、教職員の皆さん、それからＰＴ

Ａの皆さんも含めた中でのいろんな取り組みの中で導入していただければということで

進めているところでございます。

先般のお話の中でも３月中に、まだ数カ所の開催予定が入っておりまして、目標とし

ておりました100名は優に超えられるのかなという思いで、対応していただくキャラバン

メイトの皆さんと連携をしながら今進めているところでございます。

重複するかもしれませんが、22年度、改めて100名到達でということではなくて、22年

度の取り組みとして、自治会、老人クラブ、各種さまざまな、町民の皆さんの持ってい

る団体等のほうにＰＲをさせていただきながら広めていきたいなというふうに思ってお

ります。

委員おっしゃられますように、１回受講したからこれでいいということでは決してな

い。１回目は入り口の話でありまして、我々も含めて、認知症の症状であったり、家族

の方への支援の対応の問題も含めて、なかなか、聞いたときにはああ、そういうものか

というふうになりますけれども それが自分の身にならないという意味では サポーター、 、

養成講座を何回か受けていただくということは、これは可能な話でありまして、町職員

の養成講座のときにもキャラバンメイトの講師の方が、通常、二つ、三つ持っていても

構いませんよというようなことでのお話がございました。それはそれとして、私どもも

含めて、地域に帰ればいろんな立場で、日常、地域の活動もされている、それからいろ

んな役職にもつかれているという意味では、機会としては何回か、それぞれの皆さんが

養成講座を受ける機会があるんではないだろうかなというふうに思いますので、１回受

けたからいいやということではなくて、そういった機会をぜひ利用していただけるよう

にということで周知をしていきたいというふうに思っております。

サポーター養成講座、受講された方が次のステップとしてどうあるべきかということ

もやっぱり課題にしていく必要があるんではないかなというふうに思っております。そ

れは、直接的に地域の活動で何をするのかという大きな課題はあるんでありますが、地

域の実態のお話でありますとかというものを地域の皆さんと情報交換をしながら、何が

、 、不足しているんだろう 何が困ってるんだろうというような情報交換をもとにしながら

受講された皆さんがもう一度、認知症の方々、それから支えている家族の方々を理解す

る場を、これは厚岸町一本でどっかに集まるという手法もないわけではありませんが、

地域に出かけていった機会を利用させていただきながら、そういった機会をやっぱり継

続的につくっていく必要があるんではないかなというふうに思います。特に資格を要す

る講座なんかでいいますと、スキルアップとかっていう、レベルを上げていくよという

ような使い方されますが、認知症サポーターについては、そこまでの求め方でなくて、
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学んだことをもう一度つけ合わせをして、地域の実態はどうなんだろうというようなこ

との検証の場を継続的に持っていく必要があるんではないかなというふうに思っており

ます。

それから、講師役になりますキャラバンメイトでございます。現在、５名の方が専門

研修を受けられて、キャラバンメイトの資格を持っているということでございますが、

町としましては、年次計画の中で、メイトの皆さんもふやしていく必要があるだろうと

いうことで考えております。

ただ、21年度は、たまたま３名は札幌でのキャラバンメイトの研修でございましたけ

れども、その後、釧路・根室管内でキャラバンメイトの数がどうも少ないというような

北海道の配慮がありまして、中標津町でメイト養成の研修がございました。それで、22

年度引き続き、近隣であるのかどうかということについてはまだ情報がありませんし、

恐らく、一番近くても札幌での研修になるのかなというふうに思っておりますが、引き

続き、年次計画の中でメイトの皆さんがふえていけるようにというようなことで私ども

考えているところでございます。

●委員長（音喜多委員） 指導室長。

●指導室長（辻川室長） ただいまの答弁の中で学校関係の話が出ておりましたので、学

校のほうの今後の予定ということなんですが、ちょうど今、人事異動の時期になりまし

て、学校の先生方、管理職を含めて異動等もあるんですが、日程の詳細については今後

詰めていきたいと思っていますが、手順としましては、まず、教育効果ということを考

えますと、当然、先生方がそのことを十分理解しながら子供たちに伝えていく必要があ

るだろうというふうに考えておりますので、まず先生方を対象にして、そういう講習会

への参加、開催等をしていきたいなというふうに考えております。その上で、子供たち

に単発的に講習会をぼんと開いても、子供たちはその意味を理解できない部分もあるか

と思いますので、やはり事前の種まき等も必要かというふうに考えていますので、その

上で子供たちの、小学校でいえば高学年、あと中学生が対象になるかと思うんですけれ

ども、その辺で日程調整しながら、子供たち向けの講習会等も計画していく予定でござ

いますので、ご理解いただければと思います。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 大体わかりました。

スキルアップというんですか、質の向上ということまで考えていこうと。自分たちが

サポーターとして講習を受けたものが、今度は地域でどういうふうに生かせるのかとい

うことを考えるところまで持っていきたいというお話で、なるほどなと思いました。

それで、21年度は100名を超える人たちが受講するというところまでこぎつけたという

お話もわかりました。

それで、今、一通りの話を聞きましたので、ちょっと、私が聞き漏らしたのかどうか

確認をしますが、22年度は何名程度を目標にしているのか、何カ所程度を目標にしてい
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るのか。今決まっているという意味じゃなくて目標です。

それから、教育委員会のほうからも丁寧な説明いただきまして、ありがとうございま

した。それで、教育効果ということを考えると、まず教員、教える先生が理解しなけれ

ばならない。そして、そこから子供たちに伝わっていくと。その上で子供たちに対する

サポーターの講習会も行うということだというふうにわかりました。手順としてはなる

ほどなと思いました。それで、その段階まで22年度中でもってやりますということなん

だろうと思うので、その点の確認をさせていただきます。

●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 昨年の12月の段階では年度内に100名、それから、当面、町

民の皆さんの10％の1,000名を目標にということでの数字を厚生文教常任委員会のほう、

あるいは新聞報道なども含めて報告をさせていただいたところでございます。22年度、

残りの900近い数字のうち何百という目標を今のところ持っておりません。地域の皆さん

にまず、認知症サポーターの制度そのもの、それから講座を各地域で開催をしていただ

きたいということに重点を置きながら進めたいという思いでおりまして、残りのうちの

何百を22年度中にという数字自体は今のところ持ち合わせておりません。町の広報誌の

１月号で周知をさせていただいて、少しニュースソースとしては冷めてきたのかなとい

うことも考えながら、さらに周知等お願いに努めていきたいなと。なるべく短期間の中

で目標の1,000名に到達できる取り組みを、キャラバンメイトの皆さんと相談をさせてい

ただきながら進めていきたいなというふうに思っております。

●委員長（音喜多委員） 指導室長。

●指導室長（辻川室長） ただいまのご質問でございますけれども、先ほどお話しした部

分につきましては、平成22年度の中で実施し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） 13番。

●室﨑委員 今ちょっと聞き忘れたんですが、それで、メイトの養成なんですけれども、

今回の予算項目ではどこに出てくるのでしょうか。

それから、サポーターについては1,000名というのが一つの目標として掲げられている

。 。わけですね メイトの養成については何名ぐらいを目標として考えていらっしゃるのか

●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） キャラバンメイトの養成の予算でございますが、22年度に

つきましては、介護保険特別会計のほうの事業種目としましては、その他介護予防施策

という中で、想定としまして札幌市の研修会に参加をしようということで、１名分の旅

費を見させていただいております。それで、最終的にどの程度の人数がというお話でご
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ざいますが、10名程度の方々の養成をしていきたいなというふうに思っております。

蛇足になりますけれども、キャラバンメイトの皆さん、基本的にはボランティア活動

、 、の中で講師役を担っていただくということで ある町では地元開催でキャラバンメイト

何十名と養成された経過もございました。結果的に、その中で実際日常動いていただけ

る方々が数名しかいないという実態の中では、取り組みの目的として、メイトクラスの

高いレベルの研修を多くの町民の皆さんが受けるという意味では、それはそれなりに効

果があったのかもしれませんが、メイトの宿命としまして、年に数回、自主的に養成講

座を継続して積み上げていくというような任務も持たれて活動をされる方々ですので、

当面は10名程度を目標に養成をさせていただいて、地域の広まりとして、次のステップ

として、各地域に置けるのかどうか、担っていただける方がいらっしゃるのかどうかと

いうことも、地域の声をお聞きしながらやっていく必要があるのかなというふうに思っ

ております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 サポーター制度はそのぐらいにいたしますが、実は北海道が、もう既に始め

たのかな、医療機関に対して、認知症対応について初の調査を行ったという話があるん

、 、 、 、ですが そのようなことについては 具体的な内容についてまで どこのだれがどうで

どこの病院がこうでというようなことはもちろんないと思いますが、概略を含めて、こ

んなことについて調査をしているんだというような情報は入手していますか。

●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 先般、新聞報道でそういった報道を見た記憶がございます

が、具体的な、細かい部分の状況把握は、私どものほうではまだしておりませんので、

申しわけございません。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 私は本当に新聞報道程度のことしか知りません。

それで、認知症の高齢者に対する地域の対応というのはいろんな分野があると思いま

す。それが全部有機的に絡み合わなきゃなりませんよね。それで、そういう中で、包括

支援センターというのはまさに包括的に、そういう、すべてに対応するものだと思うん

ですが、そういうところと、それから専門の医療機関ともまたきちんと連携していかな

きゃならないと思いますよね。そういう意味で、具体的に何病院ができる、できないと

いうものが入手できないにしても、厚岸町として使えるものがどの程度、どういうふう

にあるのか、そういうものについてもやはり、きちんとした情報を持っていなければな

りませんよね。もっと言うならば、具体的にきちんと連携してなきゃなんないと思うん

ですが、そういう点についての体制というのはどのようになっているんでしょうか。
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●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） おっしゃられますように、高齢者の対応をさせていただく

中では、地域包括支援センターとして、生活状況の中で認知症が入ってくる、それが強

くなっているという状況把握の中で、認知症の診断のできます医療機関との連携という

のは、専門職の中で医療機関と情報交換をさせていただきながら結びつけていくという

ことがなされておりますけれども、それが状況として、医療機関の情報をすべてといい

ますか、可能な情報として把握し切れていて、個別の対応がされているのかという部分

では、決して十分にはまだなっていないなというふうに私どもも認識をしております。

精神科のドクターも含めて、現在のところ個別の対応として、治療あるいは入院措置が

必要かどうかということも含めての対応を包括の中でさせていただいているという状況

でございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 先ほど精神病床がぐんと減ってくるという話を申し上げたんですが、そこに

社会的入院として入院なさっている方の相当の割合が、実は認知症高齢者だと言われて

います。ですから、先ほどの問題は実は、精神障害だけの問題ではなくて認知症高齢者

の問題でもあるわけです。そのあたり、どうしても介護保険やいろんな問題があります

ので、現実に地域で動くときには、対応する法律からいろいろなものが変わってきます

ので、一緒にして全部はできないとは思うんですけれども、実は共通の課題が非常に大

きいわけですね。今、その一つ一つの具体的な問題は申し上げませんが、かつての厚生

文教常任委員会では おととしの暮れでしたか 近くの本別町というようなところに行っ、 、

てまいりまして、非常に理想的にネットワークをつくって動いている状況もつぶさに見

てまいりました。報告会もいたしましたし、またそのときには担当職員の方も同行いた

だきまして、非常に熱心に先様とのやりとりもしてくださいました。

そういうものを見ていきますと、今はちょっと医療機関との連携の話だけを取り上げ

てちょっと言ってみたんですが、先ほどの、いわゆるサポーターの問題もそうなんです

けれども、全部大きなネットワークの一部分なんですよね。というような全体の連携と

いいますか、ネットワークといいますか、いろんな言葉はあるでしょうけれども体制を

つくっていかないと、このような非常に大きな問題には対応できないなと。それで、町

長先ほどおっしゃったように、いろいろな分野のものを全部統合して、いわゆる縦割り

でない、統合的な施策を進めなきゃだめなんだというふうにおっしゃったのは、まさに

そういうことだと思うんです。そういう点で、もちろん、それぞれの担当者はいろいろ

考えていると思うんですが、よろしくお願いしたいとしか今ここでは言いようがないん

ですけれども、その点について、ありましたら一言お願いしたいんですが。

●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） ご提言をいただきまして、ありがとうございます。10番議
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員さんの一般質問の中でも、町が進める施策と、それから自治会を中心とした地域との

かかわりの部分でのご質問をいただきまして、これも提言というふうに受けとめさせて

いただきながら、私どもの、近い将来という言い方はおかしいんですが、向かうべき課

題のところは、行政サービス、公的なサービスで不十分なところについては、やっぱり

地域と一体となった連携の中でカバーをしていかなければ、これからの高齢社会の課題

というものは、どんどん課題だけがふえていって、地域で安心して生活ができるという

環境にはなかなかなりにくいという部分では、委員も含めて多くの情報として指摘がさ

れているところでございまして、私ども、できれば町民の皆さんや地域にお示しをでき

る大きな施策の課題として、元気な高齢者、それから介護制度を使っていらっしゃる高

齢者の皆さん、それから認知症を抱えている、あるいは、それを支えることで悩んでい

らゃっしゃる家族の方の、そういった総体的な対応について、大きなネットワークをど

う持つべきかというところの課題を提言として肝に銘じて受けていきたいなというふう

に思っております。

今進めております、例えば元気な高齢者の生き生き講座にしましても、22年度につき

ましては、湖南、湖北、それぞれ分けて開催をしたいということで、社会福祉協議会の

ほうにもご相談をさせていただいて、年に４回程度実施をしたいということで進めてお

ります。これは、今まで社会福祉センターを会場にしておりましたということでの、よ

、 、 、り身近な 橋の向こうとこっちという分け方だけの話でございますが 将来的には地域

地域の公的な施設を使って、地域の中で主体的に地域のボランティアの皆さんが生まれ

てきて、そこで毎週１回、あるいは月に２回等の、そういった取り組みができることに

よって、見守りでありますとか、事業に参加できない高齢者の方々等の目配りといいま

すか、そういった展開ができればという、そういうものを目指したいなというふうには

、 、 、思っておりますが これは我々の 進める側でのきちんとした意思統一でありますとか

それから関係部署との連携の問題でありますとか、地域で受けていただける体制のご相

談でありますとかというものがこれからまだまだ出てまいります。そういったことを一

つ一つ検証させていただきながらやっていきたいなというふうに思っております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 ちょっと長くなってきたのでこれでやめますが、先ほど町長から非常に、基

本的なところのお話をいただきまして、大変うれしく思ってます。

それで、これは私自身、質問の仕方の反省なんですが、どうしても総括的、概括的、

どの方向に進むんだという話以上のことが私自身もできないんですよね。担当者にお願

いしたいのは、例えば認知症でそういうお手本になる町のやり方を見てますと、この認

知症という大きな、大変厄介で、なかなか手のつけようもない難しい問題に当面して当

惑しながら、じゃあ、３年やってみようと。まずことしはここの部分を調査して、ここ

の部分だけははっきりさせよう。次の年には、そのはっきりしたものにこういう施策を

乗せよう。そして、それができたら次の年にはこうしようというステップを切って、そ

して具体的な計画を示して進んでいくんですよ。今の担当課長のお話を聞いていると、

、 、こういうふうにやっていきたいのだという タイやヒラメはたくさんあるんだけれども
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じゃあ、今、何をどうするのかというのが、少なくとも聞いている私には見えないんで

す。

それで、今すぐこの場でもって即答せいなんて言いませんから、障害者基本計画もで

きました。地域福祉計画もできてます。そういうものに従って、じゃあ、認知症高齢者

については、ことしはこれをやるんだ、一遍になんかできっこないわけです。そして、

それをもとにして次の年にはこういうふうにやるんだと。せめて向こう３年ぐらいまで

の具体的なものを出していただいて、それを１段、１段、階段を上がるようにやってい

かなきゃならない問題だろうと思います。

確かに猛烈な勢いで厚岸町の場合には高齢者率がふえてます。もう30％に届くのも目

前だろうと思われます。その中の、いわゆる高齢者です、何％というのは認知症高齢者

になるんだという率は、全国平均も厚岸町も変わらないと思うんですよ。厚岸町だけが

認知症高齢者率がぐんと低かったり、うんと高かったりなんていうことはあり得ないで

すよね。だから、人口がこれだけいて、高齢者率が何％ならば、認知症高齢者は何人ぐ

らいというのは、それは何人かの誤差はあるでしょうけれども、簡単に出てくるんだろ

うと思うんです。それに対して、これは急がなきゃなんないからっていう、その焦る気

持ちはよくわかるんだけれども やはり それだからこそ具体的に ことしはこれをやっ、 、 、

、 、 、 、て 次の年はこれをやってっていうことをきちんと示さないと 毎年 ああしたいんだ

こうしたいんだと思いながら、余り前に進めることができないでいってしまうおそれが

あるわけで、この点について進めていただきたいなと、こういうふうに思うわけです。

●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。

厚岸町は、行政課題としていろいろな計画がございます。その中で、福祉分野につき

ましては、先ほどお話しいたしましたが、障害者については厚岸町障害者福祉計画、さ

らにはまた、児童については厚岸次世代育成支援行動計画、さらにはまた、高齢者につ

いては厚岸町高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画というものがあります。さらには

また、健康については、みんなすこやか厚岸21。もうすばらしい計画があるわけであり

ます。しかしながら、その精神をそうしたら生かしているのかと。今お話あったとおり

です。ですから、ご指摘ありましたとおり、計画、立派なものがあるわけでありますの

で、それを生かすことによって福祉行政というものを進めていくことは当然であります

ので、ご理解いただきたいと存じます。

●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 申しわけございません。

、 、 、 、今 町長のほうから 私どもの高齢者に係る計画で言いますと 高齢者保健福祉計画

介護保険事業計画のお話をしていただきました。この計画は、策定をいただいた皆様方

からも、３年に一遍の大くくりの評価というものではなくて、少なくとも１年に１回の

評価をしながら次のステップに向かっていくべきではないかというご提言をいただきま
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して、１年目を迎えます途中の12月にその評価を一緒に、委員の皆さんにも入っていた

だいて、お願いをしたというところでございます。

ご提言いただいております年次、年次の目標の掲げ方につきましても、１年ごとの評

価として、どこまでできたのかと、できなかったのか、できない理由は何だろうかとい

うような評価を、我々だけではなくて、そういった機会に委員の皆さんにも評価をして

いただきながら進めていければなというふうに思っております。

ちなみに、22年度は、これは北海道の事業なんでございますが、認知症家族の会を各

自治体につくっていきたいというような北海道の施策がございます。釧路管内は釧路わ

たぼうしの会がその事業展開の中心になっていただいてということで、22年度中、11月

、 、ごろになるんではないかなというふうに思っておりますが そういった認知症家族の方

それから町民向けの研修といいますか講座の場というものも、これから設定をしていけ

ないかなということで今、双方協議をさせていただいているところでございます。そう

いった取り組みを通して、そればかりではないんでありますが、さらに認知症に関する

町民の皆さんへの周知なり、実際に地域で頑張っていられる方、家族の方の対応という

ものも検証をして進めていきたいというふうに思っているところでございます。

（ いいです」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ほか。

10番。

●谷口委員 老人日常生活擁護給付費が22万3,000円ぐらい増えているんですが、これは何

なのかということと、老人福祉電話、前々年度はどうかわかんないですけれども、前年

度同額の15万4,000円というふうになっておりますけれども、現在、町の保有する福祉電

話が何台あって、何台貸与されているのか。貸与を受けている人が年々変わっているの

かどうなのか、同じ人なのかどうなのか、お伺いしたいと。

それと、町が予定しております光通信網の整備で、双方向告知通信システムを整備し

ていくということになっていますけれども、これが完成したときには、やはり老人福祉

電話は同じように、今までどおりになっていくのか。新しい通信網が整備されることに

よって、新しい装置等が新たに、何か町として考えているのかどうなのか、その点につ

いてお伺いをいたします。

●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 新年度予算で計上させていただいております日常生活用具

の関係でございますが、今年度は火災報知器の設置30件を見込んだ予算でございます。

前年度当初では９万2,000円という額でございましたが、消防法施行令によります火災報

知器の設置の義務というものが出ておりますので、当初予算の中では30件を計上させて

いただいて、高齢者の皆さんの設置に対応していきたいというふうに思っております。

このほかに、日常生活用具給付としましては、自動消火器でありますとか、それから
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電磁調理器でありますとかというメニューを持っております。

それから、福祉電話のご質問でございますが、福祉電話、現在、８名の方に設置をさ

せていただいておりまして、予算で持っておりますのは基本利用料でございます。１台

当たり1,600円程度ということでございますが、電話自体は無償で設置をさせていただい

て、基本通話料について町の予算の中で対応させていただいている。ここ一、二年の中

では新たな利用はございませんで、固定的に８名の方に利用いただいているということ

でございます。

それから、ＩＰ告知システムの関係でございます。

総務課のほうで、事業組み立ての中ではＩＰ告知システムを使った安否確認でありま

すとか、点呼に対する利用等々が可能であるということでの説明をさせていただいてお

ります。私どもとしては、そういった利用ができるという前提の中で、新年度の中で具

体的に端末が、どういうものが設置がされるんだろうということ、それから、その端末

に対応して、ＩＰ告知システムを双方向で、テレビ画面を設置をしたりというようなこ

とでの利用にどの程度の費用がかかるんだろうというようなことを総体的に、先進地の

状況も確認をさせていただきながら、可能かどうか、やる場合の費用はどうなのかとい

うようなことを検証していこうということで考えているところでございます。

（ 現在何台あるんですか、町が保有している」の声あり）「

●保健介護課長（久保課長） この福祉電話ですか。

（ ８台なんですか」の声あり）「

●保健介護課長（久保課長） ８台です。

（ しかないんですか」の声あり）「

●保健介護課長（久保課長） はい。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午前11時32分休憩

午前11時33分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 福祉電話ですが、これは電話機自体を保有しているんでは

なくて、電話債権の保有ということで、全体では20の債権を持っております。私ども、
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先ほど申し上げました８台の予算分というのは高齢者対応、そのほかに１台、障害者対

応で設置をしておりまして、残りの11が今現在保有している債券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 この火災報知器、30基って説明されましたよね。それで、どういうふうに設

、 、 、置するものかちょっとわからないんですけれども 一般的には 火を使うところだとか

あるいは寝室だとかには必ず設置しなさいというようなことになっていて、１軒に、１

台というのか１基というのかわかりませんけれども、それではだめで、二つ、三つをつ

けなければきちんと対応したことにはならないよというふうに聞いているんですけれど

も、これは、どういうふうに、30軒分なのか、例えば15軒分なのか、教えていただきた

いというふうに思います。

それから、現在、福祉電話は８名の方が利用していると、そのほかに障害者対応で１

名ということですよね。そうすると、まだ11基の余裕があるということなんですが、現

在、福祉電話にはどういう機能があって、どういうことができるのか説明していただき

、 、 、 。たいのと 福祉電話は 設置する条件というか それがどういうふうになっているのか

例えば、これを、そういうのがあれば使用したいなという人がいても、実際にこの制度

を知らないと利用できないわけですよね。それで、過去ずっとこう来て、最高に利用し

たときは何名の方が利用していたのか、現在何名なのか、そして福祉電話の利用者が全

部入れかわってきているのか、それから利用するに当たって、例えばホームヘルパーの

方だとか、あるいは地域の民生委員の方だとか、そういう人たちが、この電話を利用す

ることができますよというようなことをきちんと、お年寄りの方々、あるいは障害者の

人たちに、そういう説明をする機会をきちんと設けているのかどうなのか。１回言った

からいいというんではなくて、必要なときに必要なように設置できるようなことができ

ているのかどうなのか、そのあたり説明を聞きたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 福祉電話をお貸しをするというものにつきましては、事業

実施規則というものを持っておりまして、これの規定に基づいて利用していただくとい

うことで、対象者の方につきましては、おおむね65歳以上でひとり暮らしの方、それか

ら、おおむね65歳以上の方のみで構成されている世帯であって、慢性疾患等のために日

常生活上注意を必要とする方、それから、身体障害者福祉法によります障害の程度が１

級または２級に該当する重度の身体障害者の方々で外出困難、あるいは難視聴があると

いう方々を対象にしております。

それで、基本的に、既に電話を持っていらっしゃる方々については、今申し上げた対

象者に該当されても、これは福祉電話の貸与対象者ということになりませんで、生活の

事情によりまして今電話がないという方々を対象に設置をさせていただくということで

ございます。
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電話の機能としましては、特別なものではございませんで、通常の家電話という機能

になってまいります。ですから、どんな機能があるのかということについては、緊急通

報装置は、これまた別なものとして対応をするということでございますので、福祉電話

自体は、今申し上げた通常の機能の電話、単なる家電ということでございます。

それから、利用の状況でございますが、ここ何年か移動がありませんということでの

お話を申し上げました。経年で、何年前の物という数字を持ち合わせておりませんで、

大変申しわけありませんが、利用に当たっての情報等につきましては、委員おっしゃら

れますように、例えば高齢者であれば貸与されている居宅事業所を通して、あるいは民

生委員の方々からの情報として、そういった対象者の方々の把握ということがなされて

まいります。そういう意味で、制度自体の利用に当たりましては、窓口だけの情報では

なくて、地域の情報であったり、居宅支援の事業所の情報であったりというようなこと

での対応を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） 10番。

●谷口委員 福祉電話の貸与のことについては大体わかったんですけれども、１回目の答

弁にありましたＩＰ告知システムのことについては、今後、議会等に、その端末の設置

等については、ある程度方向が見えたときには示していただきたいなというふうに思う

んですが、よろしいでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 先ほども保健介護課長のほうから答弁をさせていただいており

ますが、ＩＰ告知の利用について、先進地にうちの職員に出向いてもらって、実際に活

用をされているという市が新潟県にあるという情報を得ましたので、それは、旅費は情

報化通信費のほうで予算化をしておりますけれども、どういう利活用をしているのか、

厚岸町にとってどういう活用の仕方があるのか、できるのか、できないのかというよう

なことも含めて研修をさせようということで今計画をしております。それをまとめて、

まとまった段階で、議会のほうにもご報告を申し上げたいと思います。

（ よろしくお願いします」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 先ほど火災警報器の関係で答弁漏れがございました。申し

わけございません。

消防施行令に基づきます警報器の設置基準につきましては、委員おっしゃられた居間

でありますとか調理室の上でありますとかというものは、基本的に該当になっておりま

せん。寝室に設置をするという基準でございまして、通常、２階建ての住宅であります

と、２階でも寝室として使っております。それから、１階にも寝室として使っておりま
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す。その間に階段があります。この形態の場合には、寝室２カ所と、それから階段にも

設置をするという基準になっております。

私ども持っております日常生活用具の給付で申し上げますと、１世帯について２台ま

でを給付をさせていただくという規定でございます。

（ わかりました」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 15番。

●石澤委員 福祉バスの運行のことと、それから高齢者バス乗車券助成のことなんですけ

れども、今、福祉バス運行されてますが、これは病院に通うために定期的に運行されて

いるんですよね。違いましたっけ。

●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 病院の通院の便で運行しておりますのは僻地患者輸送バス

のほうでございまして、福祉バスのほうは高齢者の団体としての事業でありますとかと

いう形で、高齢者団体、自治会、それから幼児の事業等々に利用するものでございまし

て、定期的に地域に走るというものではございません。

●委員長（音喜多委員） 15番。

●石澤委員 それで、私たちもだんだんそうなってくるんですけれども、今、高齢者の方

で運転している方がだんだん増えてきてますよね。その中で、前はちょこっと歩いてい

けば済むところに買い物する場所があったり、それから自分の用事が足せる場所があっ

、 。たりしてますけれども 今は完全にまちの中に出てかないとできなかったりしてますね

それで、その中で、どうしても、だんだん足が弱くなってきて、バスがあってもバスに

行くまでが大変だったりしているということが出てきてます。今言った福祉バスは定期

でないし、遠いところはそういう、病院バスというか、僻地のほうはなってますけれど

も、そうでなくて、買い物支援とか病院の支援を小さな乗り物で、タクシーとかなんで

すけれども、そういうような形で支援するということの仕方ができないのかなと思うん

で、そういうのは結構いろんな形で声があって、できれば退院するとき以外でも日常的

に使えるシステムがあったらすごく助かるんだけどというのが出てるんですけれども、

そういうことはどうでしょうか。この中に含んで考えるということはできないんでしょ

うか。

●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 目的を持ったバスに限っての運行の話ではなくてという形

だと思いますが、この間、こういった地域の声なんかも含めて、私ども町のバスを運行
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する所管と連携した中でいろいろ対応をさせていただいてきたところでございます。患

者輸送バスに関して申し上げますと、苫多地区からの昆布漁の繁忙期の運行について、

それから、若松地区からは、町立病院だけではなくて、厚岸の駅前ですとか、それから

役場の近くに降りられるという利用の仕方はできないだろうかというようなご意見をい

ただいて、都度、可能な範囲ではございましたが対応させていただいてきたところでご

ざいます。

それで、委員おっしゃられます日常的な買い物利用等のバスのお話につきましては、

、 、先般も釧路市の阿寒だと思いますが 有料のワゴン車を運行をするということについて

21年度、試験的にやってみた。その結果、地域の方々からは、５、６百円の負担であれ

ば、少人数の、10人以下のワゴン車だったと思いますが、このシステムで私たちは十分

対応できるのではないかというような状況があって、試験事業から本格実施というよう

な報道がございました。

私ども、沿革集落とのパイプとして走っております患者輸送バスにつきましては、患

者の皆さんだけではなくて、買い物においでになる方々も含めて利用をしていただける

ということでの地域の説明等もさせていただきながらやっておりますし、時間帯が合わ

ない部分につきましては、スクールバスにつきましても、教育委員会の対応の中では、

子供のいらっしゃるところに行けば利用がいただけるという条件なんかも整理をしなが

らやってきたところでございまして、じゃあ、例えば宮園鉄北の団地から町に来れるバ

スの運行がどうなんだろう、それから、光栄から町に向かってくる方々の利用について

はどうなんだろうというような個別の話になりますと、現在、公共交通機関が走ってい

るという状況、それから、さくらハイヤーが実際ここで営業しているというような状況

の中では、なかなか難しい部分が、そちらの営業を圧迫をするというような問題があっ

て難しいということがこれまでも検証されてきたところであります。そういった課題別

の問題を整理をして、次のステップとしてどういう手法がとれるんだろうということに

ついては、これから私どもも含めて研究していかなきゃならない課題ではないのかなと

いう認識ではおります。

●委員長（音喜多委員） 15番。

●石澤委員 今、阿寒の話もされましたけれども、ほかの町村では、圧迫するかもしれな

いと言われているタクシー会社と一緒になって、そこに、毎日行けというんでなくて予

約制にして、どこどこの何日に私は行きたいと、何人かで固まって、５人なら５人で固

まって予約をするような予約制度を取り入れてやっているところもあります。

、 、 、バスですと スクールバスとかって 生徒がいるところに行けばいいと言いますけど

そこまで行くのがとっても大変で、やっぱり自分のうちから出て、買い物して、店の前

まで来てもらう。そこは何とか頑張るけども、そこまでの距離を歩いていくというのは

、 。とても大変で それができなくてだんだん引きこもっていくということもあるんですよ

やっぱりひとり暮らしもきちっと自分はしたい、それから、さっき言った認知症でない

ですけれども、外に出て引きこもらないようにするためには自分の生活をきちっと守り

たいというのは、年齢はいってもあるんです、それは。そういうのも含めて、こうやっ
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て高齢者のバス券の助成もしてます、厚岸町は。だから、もっと進んで、ここで住んで

る人が うちの父ちゃん 免許大変だけれども やめちゃったら足ないから あっちこっ、 、 、 、

ちぼこぼこぶつけて歩きながらでも免許返さないで頑張るしかないんだというような、

そんな情けないことのないように、やっぱりその辺ももっと工夫して、やっぱり自分た

ちで生活して頑張っていきたいんだという高齢者をどうやって支えるかって大事な、足

の問題もとっても大事なことだと思いますので、それも含めて検討してください。

●委員長（音喜多委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） 生活交通の関係ということで、私のほうからご答弁させてい

ただきますが、ご質問者おっしゃるとおり、高齢化が進んできまして、その中で、質問

者もおっしゃっていましたけれども、免許を返納することによって高齢者の交通事故の

危険性ですとか件数を減らすということを目的に持った、例えば釧路バス、阿寒バスで

も既に行っております、免許を返すということの中で、返した人を対象として格安のパ

スを出すというような政策もとられているのは現状でございます。

そこで、質問者おっしゃっていました、それから、今、保健介護課長申しておりまし

たけれども 阿寒のほうで実験的に乗り合いの タクシーといいますか ワゴン車を使っ、 、 、

た交通のシステムを今行ってございますけれども、私どもも実は数年前から、いろいろ

な交通システムのことを、この高齢者に限らず、どうやって守っていけるかということ

を研究してきてございます。その中では、ご質問者がおっしゃったような予約制、実は

これはデマンド交通と言いまして、予約を入れた中でバスを走らせるという制度も実は

ありますし これは 検討した中ではやはり 私どものような小さい町の中で予約をとっ、 、 、

て大型バスを走らせるというようなことには、やはりいろいろな面でちょっと難しい点

がございました。

その後、今、釧路市がやっているのは、小さいワゴンの中でやっていけるか。その検

、 、 、討の中では 先ほど保健介護課長からも言いましたように 業者の圧迫をしないように

ただ、業者と提供した中で進めていけないかというようなことで実は検討してまいりま

したが、いかんせんいろいろな問題点がありまして、実現には至っておりませんけれど

も、その中で、それじゃあどうしようということで、例えば患者輸送バス、それからス

クールバス、現在の手持ちの中で、できるだけ効率化を図れないかということで今まで

は進んでまいっておりますけれども、確かに、今後、いろいろなことを考えるときに、

手持ちの部分だけで運行するには限界があるというふうに考えておりますので、もう一

つ、やはり研究する必要があるというふうには思っておりますので、検討したいという

ふうに考えております。

●委員長（音喜多委員） 15番。

●石澤委員 ただでやれとかって言ってるわけじゃないんです。多分、このくらいのお金

だったら出してもいいよっていう、さっきでないけど500円か600円なら出してもいいと

か、1,000円までなら出してもいいよっていう声もあると思うんですよ。だから、そうい
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うのも含めて検討してください。

終わります。

●委員長（音喜多委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） そういうご意見も伺っておりますし、実際に運行されている

ところのお話を聞きますと、そういうことも伺ってございますので、ただ、やはり地域

その他で人数ですとか、そいうもので大きな隔たりが出てきますので、そこら辺の研究

を深めたいというふうに思っております。

●委員長（音喜多委員） 昼食のため休憩します。

午前11時57分休憩

午後１時00分再開

●委員長（音喜多委員） 再開いたします。

２番さんの質問から入ります。

２番。

●堀委員 ここで命のバトンについてお聞きしたいと思います。

一般質問でも議論されてましたので ちょっと私が聞き逃したところがあって ダブっ、 、

てしまえばご容赦していただきたいと思います。

今回、命のバトンが、介護度が３以上の方、障害や重度心身障害者等で300セット配布

されるということなんですけれども、例えば、今回は介護度が３以上ですけれども、そ

れよりも下の階層の方々とか、それ以外の方々ということで、また、最終的には全町全

世帯にまで段階的に整備していく考え方があるのかどうかというのをお聞きしたいと思

います。

●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 救急用情報の命のバトンでございますが、委員のお話のと

おり、22年度、300セットを用意をして、高齢者世帯の中での介護３以上の方々で障害者

の方々を対象にという事業を展開をしようというふうに思っております。数で申し上げ

ますと、介護度３以上の高齢者世帯、これは災害時の要援護者というとらえ方の中で抽

出をさせていただいた数字でございますが、私ども今、六十数件の方々の情報を収集を

。 、 。させていただきました プラス障害者の方も同程度の数字 60点程度を持っております

合わせて120程度でございます。残りまだ180ぐらいの余裕があるという中で、どういう

対応をさせていただこうかということで、新年度の中で具体的に進めていきたいなとい

、 、うふうに思っておりますが ご質問ありました介護度３以下の方々の分につきましては
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今の企画している段階では高齢者の世帯全体を対象にして、継続していきたいというこ

とでございますので、この中に含まれてくるということでご理解をいただきたいと思い

ます。

それから、羅臼町で展開しておりますように、救急医療の対応として、羅臼の場合は

約４、５十キロ離れた中標津町まで救急搬送が必要だということで、全世帯を対象に命

のバトンの展開をしております。

私ども、まだ町立病院が１次救急の受け入れ対応ができるという状況の中では、現時

点では全世帯を対象にという想定では考えておりません。高齢者の方、それから障害を

持たれている方、それから重度の難病の方々の対応ということでの全体像ということで

ご理解をいただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 こちらのほうはわかりました。

それで、実際に命のバトンを使う側といったらあれなんですけれども、救急隊員が、

例えば救急の依頼があって自宅のほうに行ったといったときに、その家に命のバトンが

あるのかないのかというものが、やはり事前にわかっているのかどうなのかということ

、 、 、 、が大事になるんじゃないのかなと思うんですけれども そこら辺 今回 300セットなり

順次、高齢者を対象に配布されるという命のバトンの配布名簿や何かというものは救急

のほうには提供されるようになるんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 全世帯が対象でないという前提の中では、情報として消防

署のほうに、配布先の情報そのものはお渡しをしなければならないというふうには思っ

ております。配置がされた段階での、我が家には命のバトンが配置されてますという表

示については、やはりルール化をして、だれが行っても、ドアの裏にその表示がある、

それから、冷蔵庫に保管をしていただくという前提ですので、冷蔵庫にもステッカーを

張って表示をしていただくというルールを説明する中で運用していきたいというふうに

思っております。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 そういうことで、救急隊員のほうにも名簿なりというのも行くということなん

ですけれども、それと全世帯のほうの配布というものがないということで、それでお聞

きするんですけれども、例えば自治会単位とかで、自治会内で配布をしたいと、自治会

の取り組みの中でやりたいとかというような話があった場合、その場合でもやはり、そ

ういう自治会のほうにも既に配布されている名簿というものをお渡ししなければ ダブっ、

てしまっても、それは当然、自治会も財源的にも限られてますから、やはりダブるとい

うこともしたくはないんで、やはりそういう人方に名簿の提供というのは、自治会のほ
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うとかにも受けることは、これはあくまでも自治会で取り組んで、購入して設置をする

んだというような、それが前提になりますけれども、そういうような中では、そういう

情報の提供というのはしていただけるんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 命のバトンの活用に当たりましては、災害時の支援体制の

情報そのものもその中で管理していただくということを想定しております。

この災害時の援護情報につきましては、救急医療情報もそうなんでありますが、地域

や消防隊に公表していいという了解のもとに取り扱うということになってまいります。

そういう意味では、災害時要援護の情報につきましては、少なくとも介護度の重い方に

ついては、地域で２人なり３人の近隣の支援者をつけていただくというお願いをしてい

かなければいけません。そういう意味で、私ども持っております情報としましては、自

治会にも公表していいかどうかという確認の中で収集させていただきました情報でござ

いますので、この部分につきましては、地域に情報として提供をさせていただくことに

ついては問題がないというふうに思っております。

その了解をいただけない分については、私どものほうで、ここの家に命のバトンを配

布をしておりますよという情報については、基本的には名簿をお渡しできない分になる

んでありますが、少しでも効果を広めていくという意味の中では、地域と連携させてい

ただく中で、ご本人の了解をいただきながら拡大をしていくという努力が必要かなとい

うふうに思っております。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 わかりました。

自治会で取り組む、昨日来、議論にもあったんですけれども、自治会の加入率の問題

というものがあって、じゃあ、自治会に加入して何がメリットになるんだとかというよ

うな話にもなってきて、そういうところにこういう事業があるんで、自治会としてはこ

ういうものを取り組んでますんで、例えば入っていない方々も自治会に入っていただき

たいとか、やはりそういうような事業的にも考えて、そういうものも利用して考えてい

きたいとも思うんで、このような質問をさせてもらいまして、ぜひとも何とか、私の所

属している自治会においても、自治会の加入者全戸に配布されるような、そういう自治

会の予算とかもつくように私も努力もしていきたいとも思いますんで、情報の提供のほ

う、よろしくお願いいたします。

●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 個別の自治会の取り組みとして、いろいろ検討いただいて

いるということで、私どもとしては大変心強い話でございます。

釧路管内でも、釧路市の美原町内会でありますとか、その他の地区でも町内会単位に
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この取り組みをされてるところがございます。現時点では全世帯を対象にという展開に

はなってないようでありますが、奔渡地区の自治会の中で、全体の取り組みとして、全

体を対象にやりたいというお話でございますので、私どもが一緒に連携できる部分につ

いては、ご支援をお願いしながら連携させていただ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） 次、４番。

●髙橋委員 私のほうからは、ちょっと角度を変えてお尋ねをいたします。

まず、高齢者バス助成金の問題でありますけれども、この関係につきましては、これ

は過去の実績に沿った中で計上しているものなのか。捻出の方法です。どういった根拠

のもとにこのような金額が計上されているのか、この点についてまずお尋ねをしたいと

思います。

●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 高齢者バス助成券の関係でございますが、22年度予算計上

させていただきましたのは バス券の額面 お一人4,000円という計算の中で 対象人数 70、 、 、 、

歳以上の方々2,320人という基本になる数字がございます。この全額計上ということでは

なくて、従来の利用率を勘案させていただいた中で、22年度の場合は約65％程度の利用

があるだろうという見込みの中で、総体450万円という予算を組ませていただいておりま

す。

この65％の利用につきましては、これまでの各年度末におけます利用率を勘案をさせ

ていただいた中での利用率ということでございますので、ご理解をお願いします。

●委員長（音喜多委員） ４番。

●髙橋委員 65％ぐらいの利用率ですか。この関係では、ご案内のように、今、高齢者の

運転免許の返上が結構出ていらっしゃいます。それは町のほうとしてもご承知かと思う

んですけれども、先ほどもちょっと問い合わせましたら、運転免許返上に窓口に行きま

、 、 。すというと 運転経歴証明書ですかね そういうものが何か交付されるんだそうですね

それには料金がかかるんだそうですよ。1,000円という金額がかかるんだそうです。

それで、町長のおっしゃっている福祉のまち厚岸を推進するに当たってはやはり、高

齢者の運転にかかわるところの免許の返上が、昨年一年間でも、私どものクラブでは５

名ぐらいいるのかな。その方々にお尋ねしますというと、免許を返上しましたと。しか

しながら、車があると大変だから車も全部処分しましたと。そうなるとやはり、バス券

を利用する頻度が多いと思います。そういったことなども勘案してみますというと、や

はりこの計上の仕方にちょっと無理さがあるのかなと。もう少しやはり、そういった高

齢者の立場を考えて、温かい手を差し伸べるような対策を講じられないのかなと、金額

が低いとか高いの問題でなくて。やはり今まで車に乗っていた人方がおやめになるとい



- 131 -

、 。 、 、うと ほとんどバスを利用するわけです そうすると 4,000円ぐらいの券ですというと

例えば釧路に２回も行ったら、大体いいとこ終わってしまうと。まちの中であれば、そ

ういう方々は当然、高齢になりますというと、月に１回、２回ぐらいの、やはり町立病

院や田中医院、行く機会が非常に多いわけです。

そういったことを考えた場合、この拠出の方法については、例えば２人暮らしの夫婦

が町内にどのくらいいるのか、あるいはまた、ひとり暮らし、大体数字はつかんでおり

ますけれども、そういった中で、例えば同居家族でいらっしゃいますけれども、若い人

方の世話になりたくないから自分たちだけで歩くんだと、そういった方々もいらっしゃ

るだろうし、そうするとやはり、バス券を利用して、バスを利用する頻度が非常に多い

と、そういう声が老人クラブの会合等ではよく聞かれます。

以前はたしか、最初のころは5,000円でしたね。それが財政上の事情から、老人クラブ

に対してはちょっと遠慮してもらって、助成金を下げたという経過があるんですけれど

も、やっぱり僕は、このことについては、今言う交通安全対策から考えた場合には、こ

、 、 、れはやっぱり見直しをして 取り組んでもらいたいと こういうふうに考えるんですが

町長、どうでしょうかね、この関係については。町長としてのひとつ判断をお聞かせを

願いたい、このように思います。

●委員長（音喜多委員） 町長。

（ ） 、 、●町長 若狭町長 今 高齢者バスの助成券のことでお尋ねがあったわけでありますが

実は高齢者の免許返上に伴う考え方についてのバスの利用、考えておりませんでした。

今、髙橋委員の質問をお聞きし、前向きに検討する課題でもなかろうかな、そのように

改めて痛感をいたしたところでございます。

そういう意味において、今、この予算は予算として計上していますので、ひとつ今後

の課題として考えるべきことであろうと、そのように考えております。

●委員長（音喜多委員） ４番。

●髙橋委員 町長から大変前向きなご答弁をいただきまして、ありがとうございます。

、 、この問題については 機会あるごとに我々クラブの役員の方々が話し合いをしながら

やはり高齢になりますというと、目も弱る、体も全体的にやはり弱るわけですから、車

の運転等については、非常にやっぱり、いろいろな意味で支障を来すだろうと。できる

だけ、ある一定の年齢になったら自主的にやはり返納するような運動をしようじゃない

かというような話も持ち上がっております。大変僕はいいことでないかなと思うんです

ね。

そうすると、例えば厚岸警察署のほうに行って、運転免許の返上をしますよといって

お返しするというと、運転経歴書なるものがもらえるらしいんですよ。ただし、それは

1,000円かかるそうです、料金が。それはもう身分証明のかわりと同じ形で使えるそうで

す。そういうものが今、発行されているそうです。去年現在でもってそれを受けた方々

はいらっしゃいますかといったら、まだ今のところいらっしゃいませんと。ただ、問い
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合わせはありますと。問い合わせがあるということはやはり、かなりの件数の方々が、

やはり免許を返上しているという実態は否めないところであります。

そういったところも担当課のほうではやはり十分に精査をした上で、やはり交付金の

関係についても、そういうところも勘案しながら、やはり計上していただければ、大変

、 、 、 、に そういう方々に対する 特定の方々とは言わないけれども 今までそういう方々は

やはり交付金を受けないで、自分の車で歩いている。ということは、担当課長からもお

話があったように、自分の車で運転する方々については、できるだけひとつ遠慮してく

ださいというような指導もありました。65歳の方々は必ずもらわなければならないとい

う規則はないわけです。そういうような指導であり、私たちもクラブの中ではそういっ

たお話し合いもしております。

せっかく計上された予算ですから 65％と言わないで 100％使えるような体制をつくっ、 、

ていただき、そして、有効にやはり活用してもらうことに僕は意義があるんじゃないか

と、そう思うのでありますが、この辺については、今後どういうふうに指導していきま

すかね。もちろん、免許のある方々は必要ないわけですから、自分で行くからいいんだ

けれども、免許のない人方がやはり多いわけですよね。そうすると、返上なさっちゃう

というとやっぱり、嫌が上でもやはりバスかタクシーを利用するわけです。先ほども言

いましたけれども、繰り返しになりますけれども、やはり高齢者になるというと、普通

一般の買い物は別としてもやはり、病院に通う頻度が多いわけです。釧路の病院に行っ

てみたり、町内の病院に行ってみたり。月に１回、あるいはまた２カ月に１回ぐらいは

最低、自分の健康診断のために行くという方が多いんでないかと思いますね。年にやは

り５回、６回行く方は普通ですよ。そういうことを考えた場合にはやはり、バス券の補

助金のあり方、要するに高い低いということよりも、もうちょっと回数、歩けるような

方法を考えられないものかなと、こう思うわけです。

ただ、町長は先ほど、今後の課題ですということで前向きに検討しようという答弁が

ありましたので、ひとつ課題として、課のほうとしてもしっかり取り組んでもらいたい

と、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） 再度の質問でありますが、お答えをさせていただきます。

髙橋委員ご承知のとおり、老人クラブ連合会としても、高齢者を対象にして交通安全

協議会を開催をいたしておるわけであります。当然、その主たるものは、歩行時におけ

る安全という意味合いもあるわけでありますが、さらにまた、加害者になる場合もあり

ますという研修も含めて、いろいろと安全講習が開かれておると私は理解をいたしてお

。 、るわけであります そういうところで今回の高齢者の免許返上が出てきたということは

やはり全国的に高齢者の交通加害者がふえておるという実態の上で、そういう措置があ

るんでなかろうかと私は思っておるわけでありまして、そういう意味で、自主的に高齢

者の返上が出てきておるということもあるようでありますので、先ほども答弁いたしま

したけれども、課題として、これからも前向きに検討すべきものであろうと、そのよう
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に思っておるわけであります。

●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。

124ページ。

５目後期高齢者医療費。

６目国民年金費。

７目自治振興費。

13番。

●室﨑委員 自治振興費のところでちょっとお聞きするんですが、今、厚岸町に住所のあ

る町職員の方の、ほとんど全員だと思うんですが、それぞれの自治会に入ってらっしゃ

ると思うんですが、もしその数字、わかったら教えてください。

●委員長（音喜多委員） 町民課長。

（ ） 、 、 。●町民課長 米内山課長 申しわけございませんが その数字 とらえてございません

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 大ざっぱに言って何割ぐらいと考えてますか。９割９分。検討つかない。

●委員長（音喜多委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） 調査したことございませんので、ちょっと今のところ見当は

つきません。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 補正のときにもちょっと顔を出した話があるんですが、例えば広報あっけし

なんかは自治会にお願いして、業者に頼むよりははるかに安い経費で、半分ボランティ

アで配っていただいてますよね。というふうに、決して自治会は行政の末端機構ではな

いんですけれども、いろいろと手を携えていろんなことをやっているわけです。そのこ

とは自治会の皆さんもよく知っているわけです。ただ、そのときに、その自治会の区域

内に町職員の方が住んでいて、全く入ろうとしないというようなことがありますと、数

はそんなたくさんいるわけじゃないんだけれども、そういう話は非常に、自治会と町が

手を携えてやっていこうというものの邪魔になるわけですよね、はっきり言いまして。
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マイナス要因なんですよ。

それから、決して私は、自治会に入って、必ず町職員は役員となって、中心的に活躍

せよと言っているわけではありません。人によっては町職員だからやるの当たり前でな

いかというような発想を持っている人もいるようですけれども、私は決してそう思いま

せん。自治会というのは、会社員もいれば、それこそ自営業の方もいるし、無職の方も

いるし、いろんな人たちでもってその地域に、お互い隣同士で住んだことで力を合わせ

てやっていこうやというところですから、その中にたまたま町職員がいたって何もおか

しくないわけでというだけのことだと思ってるんです。ただ、やっぱり入っていただき

たいなという、これが一つ。

それから、もう一つは、入ってるんだけれども名簿会員でして、周りの人たちは、あ

の人どんな顔してるのって。ひどい場合には自治会長さんまで顔見たことがないという

ような方がいたりするんですよ。これはやはり、よろしくないんじゃないかと。できる

ことなら、優秀なる厚岸町の職員として、通常の自治会の、仕事といったら何ですが、

例えば自治会で行われるいろんな催し物やそういうものに、できる範囲で結構だから顔

。 、を出していただく 顔も見たことがないというような形でその地域に住むということは

余り褒められたものではないと、そのように思いますが、いかがでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 町長。

●町長（若狭町長） まず、前段の、町職員の自治会加入問題についてお答えをさせてい

ただきます。

実は私も、事あるごとに、特に町長と語る会においては、以前にも議会において指摘

、 。 、あった問題として 職員の皆さんたちにもお話をいたしておるところであります また

現在、職員の中にありましても、積極的に加入する中で、役員として活躍しておる方も

、 。 、現実におります どことは言いませんけれども そういう温度差もあるかと思いますが

当然、厚岸町民として、地域住民と、やはり交流を深めるということも、大事な役場職

員の公徳としての役割もあるんではなかろうかと、私はそのように認識しておりますの

で、さらに自治会の加入については促進されるように、今後とも職員のほうにお話をし

ていきたいと考えております。

前段の自治会、町内会ということはあるわけでありますが、私は、これからのまちづ

くりにおいて、自治会の役割、極めて大きくなってくると思っております。さらにはま

た、申しわけありませんけれども、地域にありましては自治会の役員、大変忙しい。冠

婚葬祭見ても、特に葬のほうでありますが、必ず自治会長が葬儀委員長になっておりま

す。そういうことを見るたびに大変だなという気持ちでいっぱいであります。

そういう中で、先ほど来からお話ありますように、町報あっけしの配布まで自治会に

お願いをしているという実態でありますが、これからのまちづくりにおいての自治会の

役割、私は、かつては協働のまちづくりをすべきであるということを強く推進をしてま

いりました。さらに一歩進めて、地域主権型社会というものを今は訴えております。こ

、 。 。れはやはり 行政と地域が一体となってまちづくりをする 自らのまちは自らでつくる

地域のことは地域でやるんだというような思想であります。そういう意味においては、
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、 、 、自治会の役割がますます大きく相なりますので 私としては 町職員のみならず町民も

自治会の加入というものも促進していかなければならないだろうと、そのように考えて

おるわけであります。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 町長、そこまで言ってくださったので、もうつけ加えることなくなってしま

いましたが、これ、ほかの町で、特に都市部なんかだというと、自治会がもたなくなっ

てしまうと、入る人がいなくて、というようなことがちらちら報道なんかに出てくるん

ですが、厚岸町の場合には非常に加入率高い町だと思うんですよね。大体町民の何割ぐ

らいが自治会に加入してますでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） 厚岸町の場合、平成21年度におきましては81.9％という加入

率でございます。残念ながら、ここ数年、わずかずつ加入率も落ちている現状でござい

ます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 やはり、これ、町の広報で皆様にお願いいたします、自治会に入ってくださ

い。はいと言ってみんなが入ると、そういう種類のもんじゃないのはよくわかってます

が、やはり自治会の加入率を少しでも上げるようにと、それから、ましてや町職員の場

合には、やはり、もちろん強制するもんではありませんよ。だけれどもやはり、少なく

。ても平均加入率よりは町職員は入ってますよと言えるだけのものはお願いしたいですね

そういう調査もたまにはやっていただきたい、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） そのように努めてまいりたいと、かように考えております。

●委員長（音喜多委員） ほかは。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 進みます。

８目社会福祉施設費。

６番。

●佐斉委員 ここでもって生活改善センターの これ あれですか まだアスベストを使っ、 、 、
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ているところがあるんですか。

それと、もう一つ、その下に宮園鉄北集会所新設とありますけれども、この坪数と場

所を教えてください。

●委員長（音喜多委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） 生活改善センターのアスベストの測定分析委託料ということ

で、施設にまだアスベストがあるのかということでございますけれども、大きい集会所

の小屋裏に、鉄骨に吹きつけているアスベストを隠ぺいをしています。隠蔽をしていま

すので、影響はないということでありますけれども、あるかないかを年２回、アスベス

トが間違って室内に混入していないかどうかという検査を毎年、小屋裏にあるアスベス

トを撤去するまで続けていくというものでございます。

それから、宮園鉄北地区集会所でございます。これは、現在、宮園地区にございます

宮園白浜地区コミュニティセンター、これの建てかえという位置づけの中で、現在の町

営住宅宮園団地内に建設しようとするものでございます。平米数は、211平米を予定して

ございます。

●委員長（音喜多委員） ６番。

、 。 、●佐斉委員 したら センターのまだ天井裏に残っているということですね だけれども

今回はこれしか出てないんですね、アスベスト。去年はまだありましたけれども。ほか

のほうはあれですね、そうしたら、それはもう全部撤去をされているということなんで

すね、前あったやつは。これ、こういうアスベストでは危険だという規制されてから何

年たちます。やっぱりある程度、他の部分は解消できるのは解消しておいて、これだけ

は残っているというのはどういうことなんですかね。

●委員長（音喜多委員） 町民課長。

（ ） 、 、●町民課長 米内山課長 改善センターだけの部分でお答えいたしますけれども 当時

アスベストの問題が起きましたときに、この対策としまして手法が幾つか分かれてござ

います。これは、今、改善センターみたく隠ぺいをする方法、それから除去する方法等

がございまして、その選択肢の中で、その状況を見ながらその選択をしてきているわけ

で、改善センターの場合については隠ぺい方式をとった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、ほかにはしたらこういうふうな場所はもうないわけです

ね、町としては、隠ぺいしているような場所は。

●委員長（音喜多委員） 建設課長。
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●建設課長（佐藤課長） ほかの施設でのアスベストのものがあるのかということでござ

いますけれども、以前調査した中では、奔渡団地のほう、公営住宅でございますけれど

、 。も こちらのほうにもアスベストが含まれているといった調査結果が出てございました

しかしながら、その値自体は基準値よりか下回っていたものでございまして、それでも

浮遊調査、アスベストの調査等は、一応危険であるかもしれないので実施をしていた経

緯がございます。その後、19年にアスベストの含有の、今まで含まれているアスベスト

の成分自体の調査が、新たなアスベストのものも出てまいりまして、それにあわせて、

施設等にこういったアスベストが含まれていたところの施設により、再度施設の調査を

いたしました。その調査した結果を踏みますと、大幅にアスベストが含まれているのが

非常に少ない。本当の微量な数字と出た結果でございます。そうしたことから、そこの

棟につきましては、住居の天井の部分なんでございますけれども、その天井の部分につ

いては、そこの部分を塗装をかけて、飛散をさらにしないような措置をとりまして、そ

して今後調査は行わないといった形としたものでございます。

そうしたことから、他の施設については今まで、奔渡団地以前までは浮遊調査をして

ましたけれども、それをやらなくなったといったことで、今やられているのは、今の生

活改善センターが残っているというものでございます。

あとほか、他の施設としましては、浄水場とか、そういったものも以前、含まれてい

たものはございますけれども それはすべて撤去 施策工事を終えておりますので 残っ、 、 、

ているのは今はそこだけだということになります。

●委員長（音喜多委員） ６番。

●佐斉委員 そうするとあれですね、これは、あるうちは毎年こういうふうに出てくるわ

けですね。それはさっき言ったように、例えば塗装でもって抑えるとかって、そういう

工夫は今後考えるあれはないんですか。

●委員長（音喜多委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） ここの生活改善センターの場合は、建設課長が申しましたよ

。 、 、うな手法はできません これは 改善センター改修時点で大改修をやっているんですが

その時点で耐火構造という構造を要求された建物になりました。そのときに、鉄骨に１

時間の耐火性能を持たせるために吹きつけた石綿の中にアスベストが混入されていたと

いうことで、３センチから４センチだと思いますけれども、石綿を鉄骨に吹きつけてい

るという状況ですから、その上から塗装をしておさまるというような内容のものではご

ざいません。

●委員長（音喜多委員） ６番。

●佐斉委員 そうしたら、あるうちは半永久的にこれはここに載っていくということです
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ね。そういう解釈をしていいんですね。

●委員長（音喜多委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） これが毎年、年２回、アスベストの測定分析を行っているわ

けですけれども、これに異常がない限りはそのつもりでおります。

●委員長（音喜多委員） ６番。

●佐斉委員 わかりました。

それから、これはあれですね、宮園はそうしたら、今の宮白センターを改築するとい

うことですね。これはあれですか、宮白センターは建てて何年で、耐用年数は何年くら

いの計算でしたか。

●委員長（音喜多委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） この建物は、昭和59年度に建設されてございまして、築25年

を経過したところでございます。

耐用年数というご質問でございますが、実は耐用年数の考え方でありますけれども、

これが国の補助事業で建てたような建物でございますと、一般的には各省庁の処分制限

期間というものが耐用年数に当たります。それと、もう一つは財務省の減価償却資産の

耐用年数というとらえ方もございまして、これは大体のところ一致してございますが、

若干幅はございますけれども、20年から24年の間で木造については規定されてございま

す。

●委員長（音喜多委員） ６番。

●佐斉委員 例えば町のほかの施設、いろいろ補助金が絡むんですけれども、ほかの施設

の場合は大体あれですか、耐用年数ってやつは何年くらいでもって、例えば建てかえは

するんですか。

●委員長（音喜多委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） 同じ構造でも設置場所ですとか、形態ですとか、気象条件に

よって異なりますから一概には言えませんが、ただ、言えるのは、質問者がおっしゃる

ように、少し短いのではないかということだというふうに思います。確かに、ほかの施

設と比べて短い期間での建てかえであることは否めないというふうに考えております。

●委員長（音喜多委員） ６番。
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●佐斉委員 それと、別なあれで質問しますけれども、前にも小学校長の建物の坪単価に

ついて、高いんじゃないかという、これを計算しますと、211平米ですから、坪数は63で

すか。そうすると、80万くらいですか。

（ 委託料」の声あり）「

●佐斉委員 ああ、設計委託料。わかりました。いや、いいです。済みません。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 宮園鉄北集会所なんですが 今年度は設計委託料ですよね それで 来年 5,670、 。 、 、

万円で建てかえるということなんですが、今回、宮園鉄北地区集会所を建てなければな

らなくなった理由が、私としては理解がすんなりとはいかないなという気がするんです

よ。

それで、今、耐用年数等のお話もされておりましたけれども、町の他の公共施設、類

、 。 、 、似する集会所的な施設 町内にたくさんありますよね そういう中で この施設は大体

町内でいえば中間ぐらいに位置するのかなと、古いものからいろいろ見ていくと。そう

すると 何で急にこの施設が出てきたのかなというふうに思うんですよ ですから ちょっ、 。 、

と教えていただきたいんですけれども、公民館も含めて、この宮園・白浜コミュニティ

センターですか、これより古い施設ってどのぐらいあるんですか。

●委員長（音喜多委員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（佐田課長） 公民館についてお答えいたしたいと思います。

今、手元に詳しい資料は持ってきておりませんが、宮園・白浜地区コミュニティセン

ターより古い公民館といいますのは、太田地区の公民館と、あと末広地区の公民館の２

公民館でございます。

●委員長（音喜多委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） 集会施設で申し上げますと、構造はそれぞれ別なものもあり

ますけれども、年数だけで言いますと、生活改善センター、湾月町生活館、真栄地区集

会所、片無去地区集会所……。

（ ちょっと待って、ゆっくり」の声あり）「

●町民課長 米内山課長 住の江地区集会所 それから若松地区集会所 片無去パイロッ（ ） 、 、

ト地区集会所、トライベツ地区集会所、糸魚沢地区集会所、門静地区集会所、有明地区

集会所が古くなってございまして、昭和48年、改善センターが一番古うございますけれ

ども、これのほかは、木造で似たようなものにつきましては昭和54年から58年までとい
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う年数になってございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 苫多は、公民館の本館みたいのなかったですか。今はないんですか。

●委員長（音喜多委員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（佐田課長） 苫多の分館はございますが、まだ建ててから20年未満です

ので、宮園・白浜コミュニティセンターよりは新しい公民館となっております。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 今、ずっと列挙していただいたんですけれども、改善センターみたいに鉄骨

でつくっているものと、あと、太田もそうかなとは思うんですけれども、結構、今、説

明を受けたら、もう老朽化に近くなりつつある施設も、こう見ると結構ありますよね。

湾月だとか、真栄地区集会所なんかもそうかなというふうに思いますし、門静の地区集

会所も、もう結構古いほうに入るんでないのかなというふうに思うんですけれども、そ

ちらに手をつけないで、今回、比較的、私たちも何回か利用させていただいたこともあ

るんですけれども、今のところ、それほど老朽が目立つというか、ひどい状況になって

きたなというような状況にない施設を建てかえて、今の説明では公住の敷地内にという

ような説明だったと思うんですけれども、あそこの敷地内は、当初ではまだ公住を建て

る予定だったのが、一応今はとめているということで、建設計画の変更に伴う、そうい

う利用の仕方を考えているのかなというふうに思うんですけれども、やっぱり今回の、

一番、町民にわかってもらうには、順序よくいけば納得してもらえるし、それから、ま

だ使えるのに建てかえなければならない理由、その辺はもっと明確にしていただかない

と、多くの人には納得していただけないんでないのかなと。結構、何で集会所をあんな

につくるんだという声がいっぱいあるんですよね、まち中には。だけれども、やっぱり

地域のコミュニティー活動を推進するには、どの地域にもやっぱり等しくそういうもの

は必要なんだということを説明して、私も何人かに怒られたことたくさんあるんですけ

れども、私はやっぱり、地域ごとにそういうものをきちんと整備していくということは

必要だというふうに考えていますから、今まで一度もそういうものをつくるのに反対を

したことはないですけれども、ただ今回は、ちょっと順序からいくと違うんではないの

かというふうに思うんですよね。どういう強い要望があったのか、あるいはこれを建設

することによってこういう事業ができるんだというものをもっと明確にしていただかな

いと、ちょっとこの内容は理解ができないもの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） 町民課長。
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●町民課長（米内山課長） ご質問者おっしゃるとおりでございます。

まず、年数からいきますと、確かに中間くらいに位置していますし、それから、先ほ

ど申し上げました集会所の各年度は、56、57、58、59と、この年度に実は固まってござ

います。経年変化だけで申し上げますと、どの施設もやはり屋根、外壁、この辺はもう

既に改修を行っている施設もありますし、予定している施設もございますし、もう限界

に来てはございますので、私ども、計画で順次、その改修を行っているところでござい

ます。

この施設でございますが、ご質問者もお使いになって、昨年でしたか、自治会連合会

の交流会を確かここで行わせていただいたはずです。実はそのときも、和室のほうを使

えるとかっていう、人が多く入れる状況には実はなかったんです、今現在もそうなんで

すけれども。

実はこの施設、原因はさまざまでございますけれども、多くの原因は外壁の損傷から

来る床下への雨水の浸入、これをもって、実は床組全体が、腐食といいますか、腐った

状態になりまして、実は土台、主要構造部まで現在侵されているという状況の中で、大

改修を必要とするということで実は私ども検討させていただきました。その段階で計算

しますと、そういう床組のひどい状況が実は柱まで及んでいるという状況の中では相当

の金額がかかる。試算いたしますと、3,000万円を超える実は修繕費がかかるという結果

が出ました。そうしますと、この3,000万円強のお金をかけて、今修繕して、これからど

れくらいもつだろうということをやはりあわせて考えますと、規模は少し小さくなりま

すが、新しく建てて効果を上げたほうがいいのではないかということで、実は自治会の

ほうともご相談させていただきました。自治会のほうは、こういう状況で使用に限定さ

れることが続くようであれば非常に困るという中で、規模は小さくても、やはりそうい

う方向で進んでいただきたいという了解を得た中で、実は改築の計画を立てさせていた

だき、要望してきたところ、今回、実現の運びになった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 理由はわかりました。

それで、建設課長にちょっとお伺いしたいんですけれども、今、公営住宅等を建設す

る場合に、集会所等を併設した公住の建設を今、認められていますよね。全く住宅だけ

でなければならないというのではなくて 公営住宅の中にそういうものも併設してつくっ、

てもいいというふうに今はなってますよね。ちょっと確認します。

●委員長（音喜多委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） 公営住宅の建設に当たりましては、団地内の方を対象にしたよ

うな集会施設、そういったものは建設することは可能でございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。
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●谷口委員 公営住宅の入居募集を見ますと、圧倒的に、こちら側の入居募集をしたとき

には、かなり応募者が殺到しますよね。ところが、向こうの公営住宅に入居者を募集し

、 、 、ても 中にはゼロという場合もあるというような状況なんですけれども そうであれば

例えばこちらの、まだ十分スペースも、当初予定した区画もあるわけですから、そうい

うものを共通する部分とあわせてそういうものをつくったほうが、より効果的ではない

のかなというふうには、今回は全然考えなかったんですか。なぜ単発的に、あちこちに

ぽつぽつ物をつくると、それだけいろんな費用がかかるんではないのかなというふうに

思うんですが、そのあたりではどうなんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） まず、今、当初の計画でいきますと宮園団地でございますが、

今、確かに、宮園団地を募集しますと、募集者が多いということではございます。それ

は、今の団地自体がだんだん新しくなりますと、時代に対応した団地がつくられている

、 、 、 、 、と そういったことからも 今 人気が出てきているということでありまして そこで

宮園団地は平成５年度から事業を進めておりまして、平成15年を最後に団地の建設を中

断してございます。

では、この団地をさらにこれから継続してつくるのかということも検討したわけでご

ざいます。といいますのは、まだ宮園団地の計画には２棟建設するといったような計画

がございまして、それが中断していたといった状態でございました。しかしながら、こ

れらの団地を継続してつくっていくには相当な費用がかかります。特に高層住宅でござ

いますから、金額的にもそれはかかると。それからまた、維持管理、これについてもや

はり、階層の高いものというのは非常に維持管理もかかってくると。それと、もっと考

えたのは、高齢者の方。これから高齢社会が進んでくる。それに対応する住宅となりま

すと、やはり低層の住宅が一番望ましい環境にあります。

そうしたことを踏まえますと、今の宮園団地に同じような住宅を建てていくのが果た

していいのかということを考えまして、それで、20年度に町営住宅ストック総合活用計

画、それから住宅マスタープラン、そういった計画がございまして、その見直しを図っ

た中で、公営住宅はどのようにして建てていくべきなのかといったことを検討いたしま

。 、 、した その中では 当然町民の皆様のアンケートもとったりした中でそういった要望を

こうしたものを踏まえて、やっぱり市街地の中に、低層の、高齢者に優しい住宅が最も

望まれている状況でございました。私どももそれを踏まえて、まず、ここの宮園団地を

進めていくのではなくて、まち中居住としたところに低層の住宅、高齢者に優しい住宅

を建てていくように方向を変えたものでございます。そういったことで、ここの宮園団

地については、今の経営としては、ここから先には進まないといった方向の中で、中心

市街地のほうに住宅を建てていくといった方向としたものでございます。

その中では、もともと宮園団地においても、集会施設というのは計画したものはござ

います。しかしながら、この宮園団地の規模からいきますと、団地の規模によって建て

られる集会施設というのは決まってございます。その中では、当初考えていた団地の集

会所の考えでございますけれども、いずれ70平米程度の集会施設を設けようといったよ
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。 、 、うな考えはあったわけでございます 今 町民課のほうで検討されているのはもう少し

そんな平米では全然足りないものですから、もっと大きなものをつくっていかないとと

いうこともございます。そうしたことから、ミスマッチになってしまうということもご

ざいまして、その辺は町民課のほうともまた、協議しながら対応していくといったこと

でございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 大体 説明を受けてわかったんですけれども ただ 住宅地のほうへ入っちゃっ、 、 、

たりすると話が、申しわけないんですけれども、やはり、この後、あの団地がどういう

ふうになっていくのか、全く、今、まち中のほうのことを町長も検討してやろうとして

いるわけですから、あそこの団地が今後どういうふうになっていくのかちょっと予測つ

、 、 、かないんですけれども やはり 今回この集会所をどういう位置にどのようにつくるか

それによって残った敷地を、さらに有効に使うのか、それともあのまま適当に草を生や

して置いておくのかわかりませんけれども、そのあたりはきちんと考えられて今回は集

会所の位置等は決められていくんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） 宮園団地の敷地が今、２万9,037平米ございまして、その中で３

、 、分の２程度はもう団地が建ちまして ３分の１程度は空白地になっているというふうに

受託開発するはずだった側のほうが空白地帯となってございます。そこの中で、今、集

会所の施設をどう配置していくかというのはこれから検討するわけでございます。それ

とあわせて、住宅内に入る通路、そういったものもまだ未整備となっておりますので、

これらの集会所の配置とあわせる中で、通路等の整備なども出てまいりますし、それは

、 。今度 集会所の配置とあわせる中で検討してまいりたいというふうに考えてございます

●委員長（音喜多委員） ほかは、この目でございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 進みます。

132ページ。

２項児童福祉費、１目児童福祉総務費。

13番。

●室﨑委員 ここでお聞きしますが、今、現実的に、非常に悲惨な事例が多いためにマス

コミが大きく取り扱うという部分もあるんですが、児童虐待というのが話題になってい

るんです。ところが、マスコミに出てくるのは本当にごく一部の、極端な話でございま

、 、 、 、 、して 現在 児童相談所が把握しているのが 2008年に通報値で 全国で４万2,663件と
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非常に大きな数なんですね。それで、虐待死というのは表にはなかなか出ない数字なの

で、他のほうでいろいろな集計値を使って、アメリカあたりに揺さぶられ症候群という

のがあるらしいんですが、そういうものから逆に割り出していくという、何か一つの手

法があるらしいんですが、それで見ますと、年間で約100人ぐらい死んでいるんじゃない

かというような数字が出ているんです。

厚岸町では、こういう児童虐待の問題は、把握されるような、これ、通報やそういう

ものがないからないとはなかなか言えない種類の問題なんですが、担当において、その

ような事案もしくは類似の事案があったというようなことはございますでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 児童虐待の取り扱いについては、福祉課の担当となっていると

ころでございます。特に私どものほうへ直接、通報等については、特にない状況にござ

います。釧路管内の児童虐待の相談の状況ということで、毎年、釧路児童相談所から発

表がある数字、それを各自持っ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 厚岸町でも次世代育成年次計画というようなものをつくりまして、それで、

少子社会になってきている中で、地域で子供を育てようというような思想のもとに動き

出しているということはよく理解しています。

それで、児童虐待というのがなかなか表に出ない一つの原因は、我々の心の中にある

防御反応だというふうに言われてますね。親が子供をそんなことするわけがないという

ふうにやはり、そういうふうに後から見れば見れるものも、そういったのを否定してし

まうというんです。これはスルーと専門家は言うんだそうです。これが専門家の中にも

どうしても出てしまうというような話もあります。

それから、顔に傷がある状態に子供がなっていた場合には、非常に重症な虐待である

。 、 、 、というふうに言われてます というのは どうしてもやはり 虐待をする親のほうにも

なるべくそんなことは、誇りに思うことじゃありませんから、人に知られたくない。だ

から、衣服の下に隠れたところで事を行うというんだそうですが、それが顔にあらわれ

、 、 、るということはもう 相当程度の自制心がなくなっている状態なので そういうときに

どうしたのって近所の人や学校の先生が聞いて、子供が転んだのってなことを言うと、

そこで心因が働いて、ああ、そうということで終わってしまうというんですね。そうい

う状況があります。

それから、非常に表に出づらい虐待の一つにネグレクトというのがありますよね。親

が育児をきちんとしない。そうすると、この前も何かテレビで非常にひどい例が出てま

したけれども、これはネグレクトとは言わないんですが、発育不良になってしまって、

それで、ある時期までに手当てをしないと、その発育段階に、知能や身体や精神に大き

な障害を残すというようなものもあるというんですよ。

そういうものに対処するためには、やはりその地域、その地域で、関係者の、これは
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福祉、医療、教育、そして調査機関、そういうところが全部一緒になった、何というん

ですか、共同して物をやれるような仕組みをつくっていかないと早期発見に結びつかな

いというふうに専門家は指摘しています。

、 、 。 、ところが なかなか これをつくったところもうまくいかないんだそうです それは

まず、周囲という形でいくと学校なんですけれども、学校というのは、そういうことを

言ったら大変失礼なんですが、どうしてもその中だけで考えたがる、閉鎖性を基本的に

持っている部分があるそうです。それから、福祉やそういう、教育機関や医療機関の間

ではうまくいってても、警察との間がうまくいかないというんですね。そういう福祉、

医療、教育関係者に言わせると、自分たちが非常に苦労して、親のほうの指導も含めう

まくやってきているところに警察がぼんと入ってきて、土足で踏み込んでめちゃめちゃ

にして、捜査資料だけ持っていってしまうと。そのあとのフォローアップもないじゃな

いかというようなことを言うんだそうです。それから、今度、警察のほうは、すっかり

おかしくなるまで手をこまねいていて、福祉関係で手をつけられなくなってから初めて

こっちへ持ってくる。そして、後の処分を全部自分たちにやれといったってできるわけ

ないじゃないかという、相互に仕事の内容がわからないための、意思の疎通がないため

の不信感があって、なかなかうまくいかないと。

こういうのが全国的なところではいろいろ言われているそうですが、そういうような

いろんな問題があることをきちっととらえた上で、いきなり全部が入った理想的な協議

会をつくれなんていったって、それはできっこないわけですから、どっからできるのか

ということをやはり町としても考えていくべきじゃないかと。そして、非常に、重症化

した悲惨な状況になってから初めてわかるんではなくて、その芽のうちにきちんとやっ

ていくためにどうするかということを盛んに、相当に、それは考えていかなければなら

ない問題だろうと、そのように思うんです。全国で４万件とか５万件とかっていうよう

なレベルですから、これは、厚岸町だけは絶対ありませんよなんてことは、これは言え

ないと思うんです。

それともう一つは、かつては大家族だったりして、あるいはお隣のおしゅうとめさん

のほうがおっかないなんていうような時代がありましたよね。若い夫婦だけの養育力と

いうんですか、子供を育てていく力が弱いときでもカバーしてくれる、支えてくれるも

のがあったんですけれども、今は、この時代、そういうカバーする力がやっぱり地域に

弱いということも、こういうことが起きていく大きな原因の一つだろうとも言われてい

るんですよ。

それで、問題点ばっかりとうとうと述べてしまいましたが、やはり町としても、こう

いう問題があるんだということをきちっと視野に入れて、そして、どういうことができ

るのかということを考えていかなきゃなんない、そういう問題だと思うんですが、いか

がでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） この児童虐待の問題に関しては、法律の改正で、市町村の仕事

としての役割が強く位置づけられております。それで、児童福祉法第25条においては、
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区域に要保護児童対策地域協議会、それから警察だとか保健所、そういった関係機関と

の連携を保つ組織を作ろうという目標を立ててございます。

実は、厚岸町としては、平成18年にこの協議会を設置してございまして、児童相談所

や厚岸警察署、そういった関係機関にお集まりいただいて、その協議会で、法律では動

かす役割を誰にしようかということを実は規定しているわけです。それを厚岸町が策定

しようということで、その関係機関との調整が図られていると。しかし、その後、警察

署長、当然、人事異動等ございます。そういった関係で、現在、この設置後、この協議

会の運営について、再確認といいますか、それがちょっと滞っていたかなというふうに

思っております。

今後の対応としては、実はこれも、先ほど自立支援協議会という、自立支援法の関係

でご説明させていただきましたが、やはり、関係機関の連携としては、事務担当者のレ

ベルでの集まれる環境、そういったものもまた必要かなということであります。それ以

、 、 、上に 協議会そのものを定期的に開催すると 児童虐待の取り組みを保全課が取り組む

、 。そういった取り組みが進めるかと思って 今後取り組んでまいりたいと思っております

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 もう既にあったんですね。地元でつくって何とやらという言葉もありますけ

れども、こういうものが日常的に動けるような体制がなければ、虐待なんかの発見とい

うのはまず無理ですよね。どうしても下に下にと潜ってしまう種類の問題ですから。

例えば病院に子供がけがでかかったときに、それをどう見るのかと。いや、何でもか

んでも頭から、子供がけがしたら虐待を疑えと言ってるんじゃないですよ。そのうちそ

んなんなったら、これも大変な世の中ですからね。そうではなくてやっぱり、専門家に

は専門家の見方があると思うんです。そういうものが、もし病院に入ってくると病院だ

けで、学校に入ってくると学校だけで、何とかしなきゃならないというところで終わっ

てしまうと、結局、なかなか解決が図れない。そういう種類の問題であると思うので、

、 、せっかくそういうものができているんであるならば それをどう有効に利用するのかと

それが一番大事なことだと思います。場合によっては、協議会つくって何も動かないん

だったら、ないほうがむしろ動きやすいってことだって世の中にはあるんです。あえて

きついことを言わせてもらいますが、もし問題が重症化した状態でなってしまうと非常

に深刻な問題ですので、どうか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） 法律の趣旨を再確認して、この協議会のあり方について検討し

ながら、より強力な連携関係を築いてまいりたいと存じます。

●委員長（音喜多委員） 指導室長。

●指導室長（辻川室長） 学校関係で申し上げますと、毎月、各学校から子供の欠席状況
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等の情報をお寄せいただいております。欠席の理由だとか、そういうこともきちんと報

告を受けている形をとっております。この中につきましては、若干の不登校傾向の児童

生徒がおりますけれども、欠席理由等については学校のほうできちんと把握している状

況でございます。

それから、学校の中でいいますと、朝、出席をとったりだとか、いろんな部分で子供

の表情、あるいは子供の体調等を検討しながら担任のほうで当たっているわけでござい

ますけれども、保健室も含めて、子供の様子で異常があれば、担任のみならず、養護教

諭、あるいは管理職も含めて、子供の状況を把握するというような、そういう手順を踏

んで、その上できちっと、いろんな子供の環境がありますけれども、そういう部分につ

いて多面的にとらえながら状況を把握しているという状況で、その辺についてもし何か

あれば、民間のほうにもそういう報告として上げてもらいますと、手順をとっておりま

すので、ご理解いただければと思います。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 これでやめますが、あと、一つの指標になるのに健診の問題があるというふ

うに聞いています。生まれて４カ月でしたか、ゼロヨン健診というのはね。それから、

また半年以内であって、何であってとか何回もありますよね。そのときに、全く応答な

しという場合には疑ってかかったほうがいいというようなことを言っている専門家もい

ます。

そういうふうに、いろんな指標といいますか、サインがあるようですので、そういう

点をまず、機関との連携に至る前に、役場の中の担当者の中でよく研究をしていただき

たいと。それから、教育委員会と福祉課、保健介護課の連携は言うに及びませんので、

よろしくお願いしたいと、このように思います。

●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 委員ご指摘の部分はごもっともな話だと思っております。

現状も、乳幼児の健診に当たりましては、親御さん、それから家庭の養育力の評価も

含めて、健診の事業の対応も複数の専門的な中で研究し合うというようなことを今やっ

ておりまして、ご提言も受けながら、今後もさらに注意をしながらやっていきたいとい

うふうに思います。

●委員長（音喜多委員） 指導室長。

●指導室長（辻川室長） 先ほどその他のご指摘もありましたけれども、学校のほう、古

い歴史の中で閉鎖的な部分があるというご指摘もありましたけれども、子供を地域で大

事に見詰めながら、子供のそれぞれの状況に細かく対応できるようにということで、各

学校のほうでも取り組みを進めているところでございます。先ほどの提出の関係もあり

ましたけれども、年度初めにはいろんな研修も学校のほうでは行われますが、その中で
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も子供によって観察しながらというようなことで、いろんな機会をとらえながら子供の

様子をとらえる努力をしているところでございます そんな中で すぐ異常な部分があっ。 、

たりだとか、小さな変化があったときにも、教育委員会とは連携するようなスタイルを

とっていきたいというふうに考えておりますので、ご理解願いたいと思います。

●委員長（音喜多委員） ほか、この目でございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） なければ、進みます。

138ページ。

２目児童措置費。

３目ひとり親福祉費。

４目児童福祉施設費。

150ページまで行きます。

５目児童館運営費。

156ページ。

４款衛生費、１項保健衛生費、１目衛生予防費。

２目健康づくり費。

13番。

●室﨑委員 まず、161ページに節がありますが、エキノコックスなんです。何か、エキノ

コックスが札幌で犬から発見されたというような話がちょっとマスコミをにぎわせてお

りました。前から専門家のほうでは犬からエキノコックスが出るという話は出ていたよ

うです。今回、正式な形での報告があったということですよね。これは、キツネとネズ

ミの間を行ったり来たりするらしいんです。それが人間に入ると肝臓障害を起こす。肝

臓腫瘍と同じような状況になる。それで、うんと重症化してくるというと脳のほうにま

で来てしまうという恐ろしい病気だというふうに言われてます。

、 、 、 、これ 犬に出たということは 飼い犬みんなに可能性が 大げさに言いますとですよ

あるということにもなりかねないという、このあたりは、町としてはどんなふうに押さ

えてますか。

●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。

（ ） 、●保健介護課長 久保課長 予防事業を進めている立場でお話をさせていただきますが

委員おっしゃられますように、犬からの感染の発表があったという意味では、従来、厚

岸町でもキツネのほかに野犬の献体検査というようなものもやっておりまして、都度、

寄生虫の発見があった、ないというような情報が保健所のほうから来ているというふう

に私ども認識をしております。そういう意味で、野犬ではなくて家庭で飼っている犬か

らの感染ということについては、あり得ないということではなくて、家庭の中で飼われ
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る犬の、いわゆる感染症予防でありますとかいうものが、より綿密に行わなければ、危

険度はゼロにはならないなという認識ではおります。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 キツネに対しては駆除剤を散布するというようなことをやっているところが

ありますよね。厚岸町でそこまで必要だと私はあえて申しませんが、そうすると、飼い

犬に出たということはやはり、飼い犬に対する、もちろん全頭調査せいなんて言いませ

んけれども、保健所情報でも何でもいいんですが、やっぱりやる必要があるんでないの

かと。それから、場合によったら飼い犬に駆除剤を飲ませるようなことも必要になって

くるんじゃないかと思うんですが、そういうようなことについては今は考えてはいない

んでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 現時点で町としまして、具体的にこうしたほうがいいので

はないかという、北海道への提言も含めてというお話だろうかと思いますが、持ち合わ

せておりません。

なお、北海道のほうとも、新しい情報を含めて、どうあるべきかという指示なんかも

含めて、町の立場でのご意見も申し上げていきたいなというふうに思います。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 よろしくお願いします。

。 、厚岸町ではエキノコックスの患者が出ているわけですから もう大分前ですけれども

肝臓の部分切除を行うという状況にまでなっているエキノコックス症患者も出ているわ

けですから、現実に。だから、甘くは見れない問題だと思うんです。だから今すぐみん

ながエキノコックスになるなんて言っているわけじゃありませんよ。必要以上に恐れる

必要はないけれども甘くは見てはいけないという分野の問題だと思いますので、よろし

くお願いしたいと。

それで、次の問題に移りますが、前に議会でも、どなただったかな、行ってたワクチ

ンの問題で、細菌性髄膜炎の原因となるインフルエンザｂ型、ヒブって言うんだそうで

すけれども、その予防ワクチンです。ヒブワクチンと言うんだそうですが、これを接種

対象に入れてはどうかという話があって、そのときはたしか、まだ日本では認可されて

間もないために十分に薬剤が入手できない状況だというんで、それはできないというよ

うな、たしかそんな議論があったような記憶してるんですが、現在はもう相当に、そこ

らの体制も整ってきていると思うんです。それで、釧路市が既に2010年からの接種費用

の一部を助成しますというようなことを打ち出してますよね。厚岸町はこの点はどうな

んでしょうか。

それから、もう一つは、これはワクチンそのものの問題ではないんですが、インフル
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エンザにかかって、この病体のある時期が非常に恐ろしいらしいんですが、子供に特に

多いんですが、インフルエンザ脳症というんですか、けいれんや意識障害を起こして、

死亡率も８％とか１割とかいうようなものがあるんですよね。それで、こういうものに

対しての対応、これもあわせてお聞かせいただければと。

●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 受けとめ切れなくて、後先文なお答えになる部分もあるか

もしれませんが、１点目のヒブワクチンのお話でございます。

この厚岸の議会でも、ヒブワクチンの採用についてというご意見をいただいて、答弁

の中で、定期予防接種以外の任意の接種であるという意味での、国に対して予防接種に

入れてもらえれば市町村もやりやすいという要請をしていきたい等のお答えの中の一つ

、 、 。に 委員ご指摘の まだ量が十分確保できないというお話もさせていただいております

釧路市で新年度から費用の一部助成というものをやっていく、それから、釧路町でも１

歳までという限定の中で22年度スタートをするという情報も来ております。管内で申し

上げますと、鶴居村、釧路町というところで何らかの助成がスタートをするということ

でございます。

ヒブワクチンの町の事業化につきましては、前回でお答えしておりますように、町と

しましては、現時点では町の事業としてやるというところに至っていない。国に対して

早期予防接種事業の事業化の実施についてということでの取り組みで当面いこうという

ことでの範囲でございます。

それから、インフルエンザの脳症の部分でございますが、具体的にどんな対応をして

いるんだという話であります。

脳症がありますという具体的な、病名も含めて、はっきりと伝え切れているかどうか

ということについては、実は、そこまで受けとめていただいているかどうか、接種する

方々に受けとめていただいているかどうかということについてはちょっと押さえ切れま

せんが、インフルエンザに係る症状として脳症というものがあって、非常に高い死亡率

になるんですよという意味での、予防接種を推奨する上での言葉添えというものは、保

健師のほうから保護者のかたのほうに説明を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） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 町立病院としましては、インフルエンザ、季節性含め、こ

のたびの新型インフルエンザ含め、できるだけ早いタイミングでの受診を勧めると。専

門家としての小児科がございます。そういった中で、重症化にならないうちに、あるい

はそういった脳症の発症に至らないうちに、連携をしております釧路市の日赤病院の連

携のもと、重症化になる前の対応をお願いするといった以前からの連携を深めておりま

すし、そして保健介護課のほうでは、広報を通じてそういった危険性を広く町民の方に

注意を促していると、特に子供に対しては注意を促しているという対応を毎年されてい
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ると承知してございます。

以上でございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 ヒブワクチンに関しましては、釧路小児科医会というのがあるんですね。そ

こでのコメントを見ますと、市町村の動きが後押しとなって国を動かしてほしいって、

こういう言い方をしてるんです。それだけ国が腰が重いんですよ。そのときに、期待さ

れている市町村の管内における代表的な厚岸町が、国がやってくれるといいんだけどで

、 、 。は これはいつまでたっても前に進んでいかないんじゃないかと このように思います

釧路市、釧路町、鶴居村と、１市５町村ですか、今、管内。その中で三つはもう既に

動き出したんです。全額を出してくれというようなことは私はあえて申しませんが、や

はり、一部助成をすることで、この接種を受けようとする国に拍車がかかるんでないか

と。そのことは、細菌性髄膜炎という大きな後遺症を残すこういう病気から子供を守る

ことができるんじゃないかというふうに思いますので、この点はぜひご検討をいただき

たい、そのように思います。

それから、インフル脳症なんですが、これに関しては、今おっしゃっていることはよ

くわかります。それから、町立病院もそういう体制をちゃんと持っているというのもよ

くわかります。それで、私が申し上げているのは、その一歩手前のところの話をしたい

んです。それは、子供がインフルエンザにかかりますね。通常のインフルエンザの症状

があります。それに加えて、このインフル脳症を起こすときには特別な症状が出てくる

ようですね。けいれんを起こすとか、意識障害を起こすとか、普通のインフルエンザに

はない症状が出てくるようです。こういうものが、こんな形になったらすぐ病院に行か

なきゃなんないと。一刻も早く手当てしなきゃなんないという、その部分があるんだと

思うんです。そういうことをやはり、子供を持っている親御さんにきちんと理解しても

らう。インフルエンザにかからないようにワクチンを接種する、これも大事です。それ

から、インフルエンザにかかったときにこういう手当てをする、いろいろあると思いま

す。ただ、それと別の病気がたまにぽんと出てくることがあるので、そのサインがここ

にある。だから、これが出たときには、放置したり、あしたの朝になってゆっくり病院

に行こうなんて思ったら手おくれになるおそれがあるんですよという、そういう部分だ

と思うので、それをやはりきちんと皆さんにわかってもらうという部分が非常に大事で

ないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。それは、子供の親御さんにという意

味で、やはり学校のほうにも、そういう正確な、一番ポイントになる大事なところをき

ちんと周知していただくということはお願いしたいと、そのように思うんですが、いか

がでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） お答え申し上げます。

管内の小児科医の皆さんの熱い思いというのも私どもも聞いております。私どもも北
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海道町村会の政策研究テーマとして、このヒブワクチンの定期予防接種化の強い要請を

ということでの具申も、厚岸町だけではございませんでしたが、他の自治体と同じテー

マとして、同じ課題を持って提案しているところがあるんだなということで受けとめて

おりますが、そういった動きもしております。それで、釧路市も早い段階で、保護者の

方からの強い要請を受けた段階の中では、釧路管内の自治体との連携も含めて対応して

いきたいというようなお話もございました。

そういう意味で、新年度予算の中では組まれておりませんが、ヒブワクチンはヒブワ

クチンとして、それから、高齢者の肺炎を予防するといったワクチンの任意接種の問題

も、厳密には以前にもご指摘を受けているところであります。そういう意味では、この

ヒブワクチンだけではないという状況の中で、厚岸町の事業化としての研究を、財源問

題も含めて研究していかなきゃいけないなというふうに思っております。

それから、今現在、厚労省は、各全国の自治体から上がってくるワクチン接種に対す

るいろんな要望を受けた中で、そのワクチンの効果を見きわめた上で、定期接種化に必

要な予防接種法の改正の検討に入るというような情報もございますので、その辺もしっ

かり見きわめながらということで、ご理解をいただきたいと思います。

それから、脳症に対する保護者への情報提供の問題でございます。おっしゃられると

おり、くどいぐらい提供して、これが悪いということではございません。そういう意味

で、学校との連携も含めて、情報提供に努めてまいりたいというふうに思います。

●委員長（音喜多委員） 管理課長。

●教委管理課長（須佐課長） 学校のほうから保護者への周知の問題ですが、今、保健介

護課長からも言われましたが、連携しながら周知に努めていきたいと思っています。よ

ろしくお願いいたします。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 よろしくお願いします。

、 。何せここの費目は非常に間口が広いもんですから 論点が多くて申しわけありません

２月の後半なんですが、厚生労働省が、25日ですか、公共の場は全面禁煙にするとい

。 、 、う通知を出してますね これはもちろん お手元にもきちんと届いていると思いますが

これについて、町としてはどのようなお考えを持っているでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 公共の場でございますので、これまで対応してまいりまし

た町の施設という部分と それから 不特定多数の方が集まる場所という両面の話になっ、 、

てくるんだろうというふうに私ども受けとめておりまして、町の所有する公共施設につ

きましては、既にすべての施設で施設内禁煙という対応をとらせていただいております

し、町立病院、それから「あみか 、情報館につきましては、敷地内禁煙ということでの」
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対応をしてきております。

、 、 、それで 北海道新聞からの情報収集もございましたが たまたま新しい支局長さんは

、 、役場の庁舎の前にある灰皿に目をとめられまして 役場は禁煙しているはずなんですが

入り口に灰皿がありましたねという話でございまして、あの灰皿は、あそこでたばこを

吸ってくださいという趣旨ではなくて、役場の施設内禁煙を知らないでおいでになった

お客さんに対して、入り口でたばこを消してくださいという趣旨の設置でございますと

いう話もさせていただきました。それで、より徹底して受動喫煙を防止をしていくとい

う意味では、各集会所等の施設内禁煙のために、実は玄関の入り口のところに灰皿が置

いてあって、そこで喫煙をされているというような施設がまだ多くあります。そういう

意味では、玄関先で吸っていること自体も、そこを出入りする方々にとってみれば、吸

いたくもないたばこの煙を吸わざるを得ないというような状況も出てまいりますので、

そういった部分の見直しも含めて対応していきたいというふうに思っております。

それから、現在、飲食店等の公共的な大衆の集まる場所につきましては、なかなか進

んでいないというのが課題のようでありまして、そういう意味では、国のほうの通知の

内容をしっかり受けとめながら、事業団体等を通して、あるいは個別な周知として、公

共的な場での禁煙対策というものの推進を図っていかなければならないなという認識で

今おります。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 厚岸町は、禁煙に対しては非常に先進的な町であるというふうに私は理解し

てます。先ほど町長のご答弁の中にも出ておりました、みんなすこやか厚岸21の三つの

健康増進のための柱の一つがたばこですよね。ですから、町としてはたばこを吸ってく

ださいなどというものの態度では全くないということですよね。

それで、町財政の問題からいっても、たばこ税で入るものの大体７倍ぐらいのものが

出てってるというようなことを言う学者もいます ですから トータルで考えると やっ。 、 、

ぱりたばこをどんどんやめていただいたほうが町の財政にはプラスになるということは

間違いないようです。

それで、今回の厚労省は、思い切ってぼんと、公共の場は全部禁煙だよというのを出

してきたんですね。ただ、罰則規定がないという意味で、どの程度の強制力があるのか

、 。 、という話はありますけれども 態度としてはここまで打ち出してきたわけです それで

厚岸町の、町の施設ではもう既に先取りしているというお話を伺いましたので、ほっと

いたしました。ただ、この中には飲食店だとか、娯楽施設だとか、商業施設だとか、そ

ういうものが入ってますね。それで、第三セクターである味覚ターミナル、これは、町

としてはどういうふうに考えてますか。

今年のお正月、１月に、私、ちょっとした団体ので宴会をやったんですが、そのとき

にはもう、席に灰皿が置いてありまして、禁煙どころか分煙もしていない状況でしたで

すね。ただ、飲んで、たばこを吸って、ゆったりしている方の前で禁煙がどうのこうの

なんて、そんなことを言ったんじゃ場の雰囲気が崩れますから、私は一言も言いません

でしたけどね。これも、公共の場全面禁煙というところにはもろに適用される部分なん
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ですが、そのあたりは、町としてはどうお考えでしょう。

●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。

まだこの法律の関係を受けまして、あの施設をどうしていくかというような部分につ

いては、まだ会社側のほうと正式に検討に至っておりませんけれども、私どものほうの

考え方といたしましては、そういう法律の趣旨、こういったものをきちっととらえまし

て、それに対応できるような考え方を持って対処してまいりたいなと、このように考え

ております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 よろしくお願いいたします。

最後にもう１点だけお聞きします。

リハビリの問題なんですが、なぜここに出てくるかというのはちょっと説明はします

けれども、リハビリ、医療リハビリなんですよね、基本的に。これは、平成18年に改正

がありまして 疾患別にリハビリに期間を限定してしまったんです それで 100日とか180、 。 、

日とか、それぞれの疾患によって期間限定というのがいきなりぽんと出ました。これは

もう、関係団体から、それから実際にリハビリを受けてる人たちから、もう大変な問題

になりまして、相当に抗議やら陳情やらが相次ぎました。

それで、国は暫定的に月13単位、というのは、１回20分の13回。これは、それぞれの

診療機関みなしで行うことができるので、デイケアが完備するまでは暫定的に今までと

同じようなことをやってもよろしいよというような形になって今日に来てます。その後

がどうなるかといいますと、結局、町立病院にかかって、町立病院でリハビリをやって

いる方が退院しますと、介護保険の適用に大抵なりますね、介護保険申請しますから。

すると、介護保険が優先しますので、介護保険のリハビリに回ってくれということにな

るわけです。ところが、介護保険というのは、使える時間の数が決まりますから、それ

ぞれの認定される症状によって。その中でリハビリが何時間使えるかという話になって

くるわけで、非常に制限が強い。

それで、厚岸町はもともと病院と非常に強く連携した訪問リハビリを行ってましたで

すよね。こういうものを考えていくべきでないかと、そのように思うんですが、この点

はいかがでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午後２時49分休憩

午後２時50分再開
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●委員長（音喜多委員） 再開します。

13番。

●室﨑委員 今、ちょっと私も、ここでぽんと出したので、準備が間に合わないようなの

で、改めて、関連する別の項目でもう一度、一からお聞きしようかと思いますので、委

員長、よろしくお取り計らいを。

●委員長（音喜多委員） この目で、ほかございませんか。

10番。

●谷口委員 今、２目ですよね。

●委員長（音喜多委員） ２目健康づくり費です。

●谷口委員 159ページの中ほどに釧根広域救急医療確保負担金というのがありますが、こ

れが約100万円の減額になっているんですが、この内容をお知らせいただきたいというふ

うに思います。

それから、次ページの161ページの予防接種の委託料が30万円増、それからがんの予防

保健90万円の増、特定健診が80万円増という、そのほか若干の増減等もあるんですが、

この三つの増の理由について、ちょっと説明してください。

あと、広域救急医療確保の100万円の減について、説明をお願いいたします。

●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） お答え申し上げます。

釧根広域救急医療確保負担金の減額の分でございます。

この広域救急の負担金の分でございますが、21年度につきましては、通常の小児、あ

るいは救急医療に対する広域救急としての負担金の分と、それから、新たに事業化され

ます道東ドクターヘリの運航に伴う負担金の２階建てでございまして、昨年度当初で293

万3,000円という予算を計上させていただきました。22年度、約100万円近く減額になっ

ているじゃないかというお話でございますが、これは、ドクターヘリの運航に関しまし

ては、実は、当初の段階では、釧路市、あるいは釧路孝仁会が一定程度の費用負担を含

めてやりますけれども、なおかつ不足する分については、釧路・根室管内の市町村で負

担をお願いをしたいという形で進みました。

それで、最終的に、このドクターヘリの運航に関しましては、国の運航費補助が入っ

てまいります。この場合に、ドクターヘリの運行経費に対して別な収入といいますか、

国からいいますと、市町村が負担できるんであれば、国の補助はそれなりに減額をさせ

ていただくというのが大原則でございましたんで、21年度に負担しました金額につきま

しては、ドクターヘリの立ち上げの段階のさまざまな費用の負担としてそのまま支出を

させていただくと。22年度については、各町村、根室も含めて負担金はいただかないと
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いうことが運航委員会のほうで最終的に確認がされました。それで、ドクターヘリの運

航に関する費用の負担は減額になるということになりまして、22年度につきましては、

従来の広域救急の医療に対する負担金の算定方法は若干変わっておりますが、大きな減

額の要因は、ドクターヘリの運航に対する負担がなくなったということでの減額でござ

います。

それから、予防接種の委託料に関する増額分の中身でございますが、この予防接種事

、 、 、業の中では 三種混合ワクチンでありますとか麻疹・風疹の混合ワクチンの１期 ２期

３期、４期分、それから、ポリオワクチン、インフルエンザワクチン等々の費用計上を

、 、 、 、 、させていただいておりますが 大きな増要因 約30万円程度になりますが これは 今

国のほうで強化対応としております麻疹・風疹の混合ワクチンの接種対象者の増を見込

んだ中で、委託料の増になっているということでございます。対象者の９割程度の接種

を目指そうということでの増加分でございます。

それから、がん予防の部分でありますが、がん予防につきましては、昨年度、新たな

事業として導入されました女性特有のがんの、この事業の分が増加要因になって、当初

予算の中ではね返っているということでございます。

それから、特定健診の委託料の分でありますが、特定健診につきましては、釧路がん

、 、 、検診センター それから農村地区を網羅しております帯広厚生病院 それから町立病院

田中医院、それぞれ集団健診でありますとか個別健診という数字の受診者の人数を見込

ませていただいておりますが、増加になっております分につきましては、特定健診の21

年度の受診状況の増を見込んだ中で、22年度は当初から多目の人数設定ということでの

増加分でございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 この広域の救急医療については、ドクターヘリが国の補助があるということ

で、釧路市を除く、根室も含めた市町村の負担がなくなったと。これは、今年度に限っ

てなんですか、次年度以降もこういう方法で続いていくのかどうなのかということをお

伺いをいたします。

それから、予防接種についてはわかりました。

あと、がんについては、女性特有のがんの検診も進めるということで、その分が増え

ているというふうに聞いたんですけれども、特定健診については、増額をしたというこ

とになると、厚岸町では当初見込んでいたより着実に特定健診を受診する人がふえてき

、 、 。 、 、ていると 経年で そういうふうに理解をしていいのか そして 目標とするところは

あと何％ぐらいは上げたいなというふうに考えているのか、その辺、教えてください。

●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 広域の負担金の分でございますが、委員からのお話のよう

に、22年度限りの話ではなくて、これ以降、こういう体制で、ドクターヘリの運航に関

する負担は町村にはないということでご確認をいただきたいと思います。
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特定健診の話でありますが、事業費目で特定健診という言葉を使っておりますが、特

定健診調査等ということで、中身につきましては、国民健康保険を除いた方々の健診で

ございます。私ども生活習慣病健診ということで、国民健康保険が行っております保険

者の特定健診とは読み方は別にしているんでありますが、この国保を除く健診に関して

は、対象者の数がふえてきたと。これは何かといいますと、20年度のスタートの段階で

は、年度途中で保健の移動がある方等の扱いについて、なかなかやりにくい制度になっ

ていたと。そこを、壁を外して、年度途中の保険の移動者の方も、町の行う私どものこ

の予算の中で健診を受けていただくというふうに、ストレートに入ってこれるような制

度になってまいりましたので、ここは医療機関と連携をさせていただいて、高齢者の部

分も含めた健診対応というものをこの中でやっていくということで、この部分に関して

いえば受診率は上がったんでありますが、よく言われます保険者の行う特定健診という

部分では、まだまだ、20％程度の受診率で推移をしているということでありまして、新

聞紙上なんかでも、釧路市は受診率を上げるために地域別の集団健診を取り組むという

ようなことが２月ころから始められているんですが、厚岸町も例外ではなくて、なかな

か、受診率を上げるという意味では、国民健康保険の特定健診の受診率も含めて、非常

に低い率で推移しているなというところであります。

目標としますところは、平成25年の目標としまして、受診率65という高い数字を設定

しなさいということでのご指導でありますけれども、なかなかそこに向かって、実態と

してはいっていないというのが状況でございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 そうすると、結果的には、伸びているのは特定健診のほうでなくて、成人病

健診だとかそういうほうが伸びているというふうに見ていいんですよね。

この特定健診については、言ってみれば、これを受けているか受けていないかによっ

て、今後のあれもまた変わってきますよというような、何か半分、厚生省のおどしみた

いなところから始まっている気もしますけれども、20％と65％では、あと３年ですか、

しかない中では大変厳しい数字だなというふうに思うんですけれども、今、厚岸町で伸

びない主な原因というか、他の自治体等も似たような数字なのかなというふうに思うん

ですけれども、厚岸町の伸びない原因というのはどこにあるんでしょうか。特定健診の

受診。

●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 先ほど申し上げました答弁の中で平成25年の目標というふ

うにお話ししましたが、１年間違っておりました。平成24年までの目標設定ということ

でございます。

それで、委員ご心配されますように、私ども、受診率の低いところで推移をしている

ということについては、非常に残念な結果になっているなというところでございます。

かつての話をしますと、集団健診というものそのものが、町立病院の健診協力もいた
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だきながら、各地域で、出かけていって、例えば床潭の漁村センターで朝７時からやり

ますよ、筑紫恋の公民館で何日にはやりますよというような対応ができてた時期は、受

診率はそんなに高くはないというふうに思っておりますが、今よりは受診される方がい

らっしゃった。もちろん、繁忙期を避けての日にちの設定等も地域とのお話の中ではさ

れていたというふうに思いますが、今現在は、なかなか地域、個別の健診の組み立て自

体が、町立病院の体制もそうでありますし、今、主体的に集団健診を担っていただいて

おります釧路がん検診センター、それからＪＡの厚生病院につきましても、なかなかそ

ういう体制になれない。なぜかといいますと、検診する側は、一応は受益事業として行

いますので、健診を受ける方の人数が60でありますとか80でありますとかでまとまらな

いと、一つのクールとしての、ドクターの診察から検査項目含めて、看護師さんの確保

、 、 。 、も含めて マイナスになってしまう 健診をやること自体が という対応になりますと

地域に出てって地域個別の健診をやるということ自体が、日程が組めなくなるという問

題がございます。そこは、従来はプラス・マイナスを抜きにして、町立病院の協力体制

を受けながら町の健診が進んでいたんだろうというふうに思うんですよ。

収支の話でいくと、その当時は、収入は少なくて経費だけがかかっているという実態

。 、 、 、だと思います そういう意味で これから特定健診制度そのものが それぞれの自治体

それからそれぞれの企業体の中で受診率を上げていきなさいという目標設定がされてお

りますので、このことが進んでいきますと、ますます、今受け皿になっている健診事業

展開の医療機関なり、今や専門のそういう健診事業を受けるところが発生してきており

ますので、そういったところもあふれてしまう。各要望の事業を受けることがあふれて

しまうというような実態も出てこないのかなという心配はしておりますが、今の段階で

はまだ 厚岸町が進めております健診事業の組み方自体につきましては スムーズにいっ、 、

ているのかなというふうに思っております。

私どもも、特に漁村地帯の繁忙期のことも考えまして、かつてなかったんであります

けれども、２月の健診日程等も組み立てながら、何とか多くの方に受診の機会を提供し

たいということでやっておりますので、忙しくてなかなか行かれないという方もいらっ

しゃるかもしれませんが、自分の健康をきちっと点検をしていくという意味では、この

特定健診なり生活習慣病健診と言われる基本健診、これに合わせて実施しておりますが

ん検診をきちっと受けていただいて、健康を確認をする、あるいは早期発見をしていく

ということが、我々も、住民の皆さんも、それぞれの責務じゃないのかなという思いで

やっておりますので、ぜひ地域からのご支援もお願いしたいというふうに思っておりま

す。

（ わかりました」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） この目で、ほかございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） なければ、次は166、墓地火葬場費から入ります。
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３時40分まで休憩します。

午後３時12分休憩

午後３時40分再開

●委員長（音喜多委員） 再開いたします。

３目から始めます。

166ページ。

３目墓地火葬場費。

10番。

●谷口委員 斎場の整備事業で、改修工事、火葬場の１号炉再燃焼炉耐火物積みかえとい

うのかな 一式 188万円 それで 今まで毎年のようにというか 斎場の改修工事をやっ、 、 。 、 、

てきたんですけれども、実施計画の中には今のところ、この後、事業が予定されていな

いんですけれども、今後ないんでしょうか、当面は。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 今後あるかというお話でありますけれども、通常でありま

すと、５年に１回程度で、このような形で、延命措置と申しますか、維持管理をするた

めにはどうしても５年に一度ということのようであります。800度程度のそういった熱に

耐えるようにつくられておりますが、５年程度たちますと、大体すかすかになるという

ような状況にありまして、今回、改修ということになったわけでございます。

（ 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） なければ、進みます。

４目水道費。

５目病院費。

６目乳幼児医療費。

２項環境政策費、１目環境対策費。

５番。

●中川委員 きのうでしたっけ、税のところで、ミールの関係と、全般を聞けると思いま

して聞こうとしたんですけれども、委員長や副町長、そしてまた議運の委員長に、こう
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いうところで質問するんですよというアドバイスをいただきました。本当にもう、自分

ながら、何年も議員やらせてもらって、ぺいぺいなものですから、本当に皆さんにご迷

惑かけて、自分みずからも歯がゆいところでございます。

、 、 、それで ここで質問させていただきますけれども 委員長にお願いなんですけれども

アドバイスいただいた時点では、それぞれ、教育委員会なり、あるいは建設なりで質問

しなさいと、こういうアドバイスをいただきましたが、ここで一括お願いできないかな

と、そう思いますが、いかがでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 各分野にまたがりますよということで、いいですかということ

ですね。

●中川委員 はい、そうです。

●委員長（音喜多委員） それは許します。

●中川委員 よろしいですか。

●委員長（音喜多委員） そのミール工場に限っての話でいいですね。

●中川委員 はい、もちろんそうです。

ありがとうございます。

それで、環境対策の担当は生活環境課長のところでございますが、生活環境課長は、

前産業振興課長でございまして、所管でありますカキセンターにいろいろと通われたん

でないのかなと。その際に、カキセンターは、第２埠頭の先端にありますし、その根元

にこのミール工場があるわけでして、その都度、当時の課長が、今、私が質問するミー

ル工場に目が行ってたんじゃないかなと思いまして、質問しやすいなと思っているわけ

でございますが 非常に荒れ果ててといいますか 課長は あの魚の入れるとこっていっ、 、 、

たら失礼ですけれども、あれから回られてカキセンターに行かれますけれども、実は今

、 、 。日 朝５時から起きて 軽四トラックですけれども４台ほど雪捨て場へ行ってきました

その際に、すぐ目の前がこのミール工場でございまして、私もぐるっと確認をしてきま

、 、 。したんですけれども いつも見えない部分が もうかなり穴があいているわけですよね

それで、以前から、口の悪い漁師、私も漁師の１人なんですけれども、厚岸で、あそ

こでシカを飼うつもりなのかというような悪口も言われたりしまして、もうガラスは割

れてますし、それであそこに、課長も、ご案内のとおり、二つの工場があったといいま

すか、今もありますけれども。それで私、ぐるっと回りまして見てきましたけれども、

いろいろ心配しておりました湾月づきのほうの工場は、逆に塀も回してまして、そうい

かれてないんですけれども、北側づきの工場がすごいんですね。それで、町は責任はも

うないんだと言われますけれども、この環境について、昨日ですか、昔の生活環境課長

が、私が議会で申し上げたら、ドアなんかを直してくれたと、一例、昔の話をしました

けれども、その町の立場で、そういうことができないのかな、どうなんだろうなという
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ことで質問させていただきます。

●委員長（音喜多委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 昨日もお話をさせていただきましたけれども、どなたがそうい

う話をされているのか、昨日の段階で、私は私なりに役場の中、調査をさせてもらった

んですけれども、だれが５番議員さんにそういうお話をされているのか、よく承知がで

きませんでした。

昨日も話をさせていただきましたけれども、役場といえども他人の所有物に何らかの

手を加えるということはできません。

（ わかりました。それでいいです」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ５番。

●中川委員 先ほども申し上げましたように、次に教育委員会、済みません、お願いいた

します。

これも定かではございませんけれども、ミール工場の縁に、ちょうどそうですね、看

板が上がってます。これも10年たたないと思うんですけれども、危ないから入ってはい

、 。 、 、 、けませんという看板が 厚岸小学校長と書いて立ってます それは 私が思うには ７

８年といったらもう、小学生は卒業していますよね。中学校に行かれているのか、中学

、 、 、校も卒業されているかわかりませんが その当時の父兄の皆さんが これは心配されて

その当時の学校の先生方と協議されて、看板を立てられたんじゃないのかな。生徒にも

もちろん、その当時、注意もされたかもしれませんが、そういうことで看板を立てたん

じゃないかなと思うんですけれども、今、私が申し上げますように、７、８年、それ以

上まだたっているかもしれませんが、その当時の子供たちは、もう卒業していませんよ

ね。ですから、教育長にお願いするんですけれども、私が今、副町長から答弁いただき

ましたけれども、そういう施設でございますので、もう年数たってますから、再度、学

校側に注意するように言っていただくことができないのかなということなんですが、い

かがでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 今の場所に限らず、校区内での危険な箇所、例えば近寄ったら

危険ですなり何なりという部分については、それぞれの学校でＰＴＡと一緒に、こうい

うところに近寄ったら危険だよねというふうな形でいろいろな協議をさせてもらってお

。 、 、 、ります もちろん 入ってはいけない場所ですし そういう中に入って事故が起きても

それこそ責任をだれもとれないような状況になるわけですから、当然、そういうふうな

危険な箇所に入らないように、あるいは、そういうふうなところについての指導も当然

できますし、危険であるという中では、今後も子供たちにも知らせていきたいというふ
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うに思います。

●委員長（音喜多委員） ５番。

●中川委員 今、環境のほうで申し上げるところでしたけれども、ちょっと忘れていまし

たんですけれども、きょう、雪投げに行きましたら、魚を入れるところが、４枚かな、

シャッターがあるんですけれども、１枚の一番北側の端が、シャッターが、手で上げた

ようにきれいに上に上がっているんですよね。風やなんかで壊れたらまた別なんですけ

れども 私 ちゃんとこう 降りて見ればよかったんですけれども ただ ちょっとぽっ、 、 、 、 、

と来ましたら、手でこう、普通シャッター上げますよね、車庫でも何でも。あのように

上がってたんですよね。もしこれ、子供たちやらの人たちが、あそこは私たち議会で、

皆さんで見に行っている工場でもありますし、油気がかなりありますので、これ、もし

いたずらして火でもつけられたら大変だなと思いまして そしてきょう 雪投げから帰っ、 、

てきたところなんですよね。だから、今、教育長から言われましたように、子供たちに

も十分注意していただくようにお願いをいたします。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 育成センターのほうでも町内の見回り等もしておりますので、

ご指摘の部分、早目に点検等をしていきたいというふうに思います。

●委員長（音喜多委員） ５番。

、 、 、 、●中川委員 それで ミール工場のそばに 我々組合員 漁師も結構張りついていますし

それからみんなに注意して、もしそういう子供たちがいれば、また学校側と注意したり

協議したりして、注意させるように私からもお願いしようと思ってますけれども、よろ

しくお願いいたします。

昨日でしたっけ、補正でチリ津波の話等々が出てまいりましたが、チリ津波が、50年

来のが来たということですけれども 50年来 我々も経験してまして 今の福祉センター、 、 、

の前まで波が上がったわけですけれども、この度もし大きなのが来たら、どういうふう

になったかなと思いますと、結局、その当時は全然、若竹町なんか昔と違いますので、

我々もどういうふうに来るのか、ちょっとあれがわかりませんでしたけれども、今、昨

日から私言っているように、ミール工場が海のそばにあるわけですよね。そうすると、

先ほど副町長も、我々は人の物だから手をつけられませんと言いますけれども、これが

津波なんかで壊れて、その壊れたものが普通のうちやら何やら、あるいは人間に当たっ

たり、死亡させたりしても、これは町のほうは関係しませんから、知りませんでいいわ

けですね。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。
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●総務課長（佐藤課長） 防災という面で、総合的にちょっとご答弁申し上げます。

仮に２メーターの津波が来て、今おっしゃられる箇所ばかりじゃなくて、一般的な住

宅も流れて、３次災害があった場合、これは、どなたに責任があるかということは特定

できません。

●委員長（音喜多委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） 私からは廃屋の建物について、総体的な答弁をさせていただき

ます。

先ほど副町長からもご答弁あったとおり、個人、法人、財産でございますので、その

持ち主が責任を持って対処するというのがまず原則でございます。建築基準法の絡みか

ら申し上げますと、建築物の所有者は、建築基準法第８条の規定によりまして、建築物

の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう務めなければならないとい

うふうになってございます。町としては、これを怠っているような建築物の所有者、そ

れから管理者、または占用者等に対しましては、この家屋が倒壊したり、飛散物等によ

り他人へ迷惑を及ぼすことになると、その所有者に責任があるといったことを説明をい

たしまして、この建築基準法の８条の規定を遵守するように指導を順次行っているとこ

ろではございます。しかしながら、個人の所有者が不明だとか、例えば会社が倒産して

、 、 、 。いるとか そういったことで なかなか 相手がわからないといった場合もございます

そうした場合には、例えば、会社の場合は精算人、そうした方を調べた中で、そちらの

ほうに指導をしていったりもしているわけではございます。

昨年の12月の定例会におきましても、髙橋議員からこの廃屋についての一般質問も受

けまして、私どもも、さらなる対応、これを即していかなければならないというふうに

も、心しているところではございます。建築基準法上の関係は、釧路支庁にも、対応等

をどのようにしていけば一番いいのか、こういったものもまた相談していかなければな

らないというふうにも考えてございますし、また、各課にまたがる問題等もございます

ので、その辺は各課連携を図り対応してまいりたいというふうに考えている次第でござ

います。

●委員長（音喜多委員） ５番。

●中川委員 今、いろいろと、法までいろいろ出してくれているんですね、課長から答弁

もらったんですけれども。そうすると、私が今、最後に聞こうとしたのは、その場所と

いうかその建物を買って、そして壊して、また新たな物をつくるという場合、相手がわ

からないわけですよね。そして何、精算人を探して、そこで売買しなければ、あれなん

ですね。そこを、相手方はわかんないと言ってましたので、どうすれば、もし私なら私

がそこを買って、そして壊して、また別な物をつくるという場合に、どういう、相手が

わからないわけですからね、どっか行っちゃって。だから、どういう手続をすればいい

のかな。最後に聞こうと思ってたんですけれども、それは。済みません。
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●委員長（音喜多委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 一般論で申し上げます。

その場所がどうであるとか、こうであるとかというのは、きのうもお話をさせていた

だいたとおり、できません。私なら私が借金をして住宅を建てたというような場合、抵

当権というものが設定されますね。例えば銀行屋さんは銀行屋さん、どっかの金融会社

は金融会社で、たくさん借りた場合ですよ。沢山そういう権利を、分散されているんで

すね、そういう場合は、私がそういう借金をした場合は。そうすると、その方たちのす

べての了解を得ないと、私の家を一つの金融機関の裁量でもって、どう処分するとか、

こう処分するとかということはできないわけですよ。そうすると、幾ら中川議員がこの

土地欲しいんだと言っても、例えばその債権者が何十人もいるというような場合は、１

件、１件当たっていかなければ整理はできないものだというわけです。それができない

と、中川さんは、幾らお金を持っていても、中川さんの手に入れるということはなかな

かできない、そういうことですね。

そういうような場合 これもまた一般論になりますけれども そういう 所有者がはっ、 、 、

きりしないとか、会社が倒産したとか何とかで、きちっと連絡もとれないというような

建物がもし仮に倒壊、あるいは倒壊寸前になって鉄板が飛んで歩くとか、屋根が飛んで

歩くとかいうような危険が差し迫った場合、これはやっぱり役場のほうとしては放置で

きないというふうに思います。それは、超法規的といいますか、地域住民の安全、生命

を守るための緊急措置として何らかの対応をしなければならないだろうなと、そのよう

に思います。そのときには、結局、本来、その責任を、今、建設課長のほうからも説明

がありましたけれども、建物の所有者がそういう責任をとらなければならないと、これ

はもう第一義的な話でありますけれども、もう、その危機が迫っている、地域住民に危

害を及ぼす危険性があるというようなときには、我々も放置はできないだろうなという

ふうに思っています。

（ ５番」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ちょっと待ってください。

こういう同じようなことを質問するんですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 同じような、これは今、特別今回、副町長に、一般論として話

しましたけれども、その話だったらば、これは、今回の予算の審議とはちょっと離れて

いるので、今のミール工場にかかわって、この予算書に関連するんであれば許しますけ

れども、今の一般的なことであれば全然関係ありませんので。いいですか。

（ わかりました」の声あり）「
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●委員長（音喜多委員） どうしますか。関係ないですか。

（ 今、副町長が最後に言ってくれたことで……」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午後４時02分休憩

午後４時03分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

副町長。

●副町長（大沼副町長） 済みません、説明不足だったかもしれませんが、何度も申し上

げますが、他人の所有物に何らかの手を加えるということはできないというのは大原則

であります。

（ それはわかりました」の声あり）「

●副町長（大沼副町長） この関係は、本当に危険がもうすぐ差し迫っているという状況

、 。 、でなければ 町は手を出すことはできないというふうに考えております 今の段階では

直ちにどうするこうするということはできないものだというふうに判断をさせていただ

いております。

（ はい、わかりました」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 次、７番。

（ 済みません、その前に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。

午後４時04分休憩

午後４時05分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

副町長。

●副町長（大沼副町長） 先ほどの私の５番委員に対する答弁の中で、超法規的という言
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葉を使わせていただきましたけれども、いささか適正さを欠く言葉であったというふう

に思います。それは、自治体の首長の権限として、そういう危険があったときにはそれ

なりの対応をさせていただくという意味でありまして、所有権がどうのこうのという民

事的な問題ではないということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） ７番。

●安達委員 ここで、先日、林道が町道に移管するという中で、いろいろ議論はあったん

ですけれども、今の時代、これから森林に対して、住民はいろいろな形でもって森林と

深いかかわり合いを持っていくんだろうと思われるわけです。それで、季節によっては

山菜とり、それから夏は森林浴、それから、秋はまた観賞と、いろいろな目的を持って

山に入る方が多くなるわけでございます。

そういう中、山にどんどん人が入ってくるということは非常に喜ばしいことなんです

けれども、それに伴って、ごみが、やっぱり山が汚されるわけですよね。最近特に、そ

の時期によってはいろんな目的を持って山に入る方が多くなっているんですけれども、

非常に山が汚れております。マナーも何も全くないような状態で、弁当の食べかすから

何からもう、本当にそこら辺にほっちゃらかして帰ってしまうというのが現状なわけで

。 、 、 、 、すよね それで これからそういう森林浴 それから山に入る機会が多くなる中 当然

山の汚れというものが心配されるわけです。そういう中で、何かそういう、せっかく、

何というのですか、神聖なる山も汚されて、その後の何か対策というか、その辺あたり

考えていますか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） お答え申し上げます。

ただいまのご質問でありますけれども、４月から６月の末までは、この前お話しした

とおり、山火事監視員という方を町が任命して、その人方に監視をしていただこうとい

うお話をさせていただきましたが、そのほかに町では、公害監視員という方がおられま

して、その方は環境監視員という業務も兼ねてございます。したがいまして、その方々

は、湖南と湖北に１名ずつおられます。そういったことで、そういった関係もございま

すので、そういった方を既に任命しているということでありますから、その任命された

方にその業務の中枢を担っていただければなというふうに考えてございます。

、 、 、ただ 不法投棄は本当に犯罪行為でありますので 極力そういったことのないように

町としてもＰＲ活動は続けてまいりたいというふうに考えてございます。

●委員長（音喜多委員） ７番。

●安達委員 私が申し上げるのは、町有林ばかりを指しているんじゃなくて、山には国有

林もあれば道有林もあるし、町有林、民有林とさまざまな種の中で管理されているんで

すけれども、今、課長が言われた監視員というのは、町有林の監視員ですか。国有林で
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ありますと、巡視員という形で林野庁のほうからわずかながらの謝礼が出て、私の地域

でも１名、そういう形でもって、森林愛護組合という形でもってその謝礼金が来るわけ

なんですけれども、そういう中で、その業務委託している内容というのは、ちょうど草

が生えるまでの、要するにたばこの火、山火事をなくそうというか、予防のための巡視

員と、そういう形でいるんですけれども、これは市ばかりでなくて、先ほど言ったよう

に、国有林、それから道有林、町有林、それから民有林も含めて、そういうトータル的

に、何か組織的にそういう、山を守る、監視員というか、ガードマンというか、そうい

うシステムを、そういう形で守っていけないのかなという気もしておりますし、また、

マナーを守るＰＲ活動、これもやっぱりどんどんやってかなきゃならんと思うんですよ

ね。これは、厚岸町は町報誌やその他でもってＰＲできるんですけれども、我々が住ん

でいる上尾幌というところは、釧路に近いもんですから、釧路から来られる方が多いよ

うなんですよね。こういう中ですとやっぱり、広範囲のそういうＰＲ活動ですね。

それから、もう一つは、やっぱり家族連れで来られる方が、見てますと多いんですけ

れども、そういう中で、学校にも、例えば子供さんの、そういう、山を守りましょうと

いうような観点から、例えば山を守る称号を子供さんに募集してみたり、作文を書いて

いただいたり、そういうことは、自然に子供さんに山が大事だと、山をみんなできれい

にしましょうという、そういう教育というんですか、そういうことをすることも大事な

のかなと。親がぽっと捨てても子供がそれはだめだよと、逆に親をいさめるというか、

そういうような形も必要でないかと。子供さんもいずれは大人になっていくわけですか

ら。そういうことで、やっぱり子供のうちからそういう教育も必要なのかなと思ったり

はしてるんですけれども、そういうことについてどんなものでしょうか。

●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。

、 。厚岸町の取り組みについては 先ほど担当課長からお話をいたしたとおりであります

そこで、実はこれ、厚岸町のみならず我々の住む釧路管内におきましても、不法投棄

は大変な問題だということで、安達委員もご承知のことと思いますが、自然番人宣言と

いうのを、今、運動をいたしておるわけであります。これは、釧路支庁管内の町村会が

。 、 。 、発案をした課題であります これは 官民一体となって不法投棄をなくそう すなわち

森林地域のみならず、釧路管内から不法投棄をなくそうという願いを込めての宣言をさ

せていただいたわけであります。

これは、特に民間企業に強くお願いをいたしております。多分、見ているかと思いま

すが、その協定を結ぶ中で、車自体に、自分の民間の企業の車、または公用車はもちろ

んです。自然番人宣言というステッカーを張ってもらい、みずから不法投棄を見つけた

場合には、その管理者、道路管理者または森林管理者等に通報する。さらにはまた警察

に通報する。これは罰則があります。それだけの強い自然番人宣言をさせていただいて

おるところであります。これをさらに強力に推し進めてまいりたいと、そういうふうに

考えますし、これまで、これが北海道庁、知事のほうにも耳に入りまして、もちろん、

我々釧路町村会としても強く北海道に要望した結果、北海道としても取り組んでいきた
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いということに相なっておりますので、一地域から起こったことが全道的な運動に展開

しつつあるということでございますので、この点もご承知願いたいと、そのように思い

ます。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 子供の教育についてのご質問でございますけれども、従前より

森づくりセンター等々も、非常に教育のほうに力を入れておりまして、ぜひ機会を設け

て、森林の問題、あるいは環境の問題についても、要請があれば出向くし、そういう場

所についても、森林教育に時間を割いてくださいという形でいらっしゃっております。

いろいろな学校で、環境教育の部分も含めて森林の大切さについては時間を設けて行っ

ているところでありますし、そういうふうな機会もできるだけ多くつくりたいというふ

うに考えております。

●委員長（音喜多委員） ７番。

●安達委員 ＰＲの問題ね。これは、いろんな形でＰＲの方法はあると思うんですよね。

看板、なるべく山にそういう看板は欲しくないですけれどもね。例えば看板だとか、そ

れからやっぱり、厚岸町では防災無線もあるだろうし、町報もあるだろうし、何かの形

でやっぱりＰＲの必要もあるんだろうなと、そのように思っております。

私、最終的に申し上げたかったのは、これ、雇用対策にも多少関係してくるのかなと

いう気はするんですけれども、それは、先ほど課長からの答弁の中で、参加予防的な時

期の、そういう巡視員程度はあるようなんですけれども、例えば一番人が山に入る時期

、 、 、の５月から10月いっぱいぐらいまで 何か臨時的な そういう山の監視員といいますか

、 、 、そういう巡回といいますか そういう人を雇い入れて そういう警備に当たるというか

指導に当たるというか、そういう形のものはできないのかどうか、この辺ちょっとお聞

きしたかったんですけれども。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） お答え申し上げたいと思います。

先ほどお話しした公害、それから環境監視員につきましては、４月から12月まで、町

の委託を受けて、その方々が巡視をしていただくということでございますので、非常に

長期間にわたっての任務についていただくということになってございます。

それから、この間も申し上げましたが、そのほかに山火事巡視員が３カ月間、それか

ら、そのほかに、我々も町有林を担当していますので、当然、そういった監視活動もあ

りますし、それから町道になったことによるパトロールも、担当課としても、あるとき

には総出、それら等をあわせながら、連携をとりながら、そういった不法投棄の防止、

それから山火事の防止という方向で務めてまいりたいというふうに考えてございますの

で、よろしくお願いします。
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（ ＰＲはないの」の声あり）「

●環境政策課長（大崎課長） 先ほど町長からも申し上げましたが、自然の番人宣言、そ

ういったことで、車両にステッカーを張ってみたりポスター等、それから小中学校の子

供さんにもパンフレット等を配布をしていると、推進事務局というのがございまして、

そこで作成をして各町村に配布して、それらを活用していくということでございます。

それから、町報にももちろん、こういった形でＰＲをしてまいりたいというふうに考え

てございます。

以上でございます。

●委員長（音喜多委員） ７番。

●安達委員 わかりました。

そして、既に山にかなりごみがあります。ひどいですよね。これは雪が解けるともっ

ともっとごみが出てくるんですけれども、ああいうごみ処理というのは、道東であれば

土現でやっているんだと思うんですけれども、ただ、道路用地の範囲しかやんないです

よね。山の中に入ったごみは、あれはどこで除去というか、整理しているんでしょうか

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） 原則、所有者ということになってございます。

（ わかりました」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） この目で、ほか。

（ １目ですか」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） １目。

13番。

、 、 。●室﨑委員 外来生物についてお聞きしたいんですが 委員長 ここでよろしいんですか

●委員長（音喜多委員） はい、どうぞ。

●室﨑委員 外来生物、今、特に駆除やそういうことが問題になるのは特定外来生物とい

うことになりますが、これについて、今、厚岸町はどういう取り組みを考えているか。

今やっていることだけじゃなくて、この方向を含めて、簡単で結構ですから教えてくだ
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さい。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 外来生物の関係でありましたが、平成21年度の取り組みと

いうことで申し上げたいと思いますが、オオハンゴンソウの関係でございます。生息が

確認をされました要注意エリアというところで、子野日公園につきましては、平成19年

以降、去年までの21年まで、約1,000平方メートルの防除を７月25日に行ったところでご

ざいます。それから、そのほかに公園内の散策路、あるいは来園者が多くいるところに

つきましては、関連の業務ということで、６月上旬より防除をしたという内容でありま

す。

それから、太田屯田のアカマツにつきましては、６月18日に防除してございます。

それから、要注意エリア以外の町が管轄する場所につきましては、花が咲く前に刈り

取りを行って、通常の雑草駆除として、一環として対応いたしまして、要注意エリアに

生息が迫らないように監視をしているところであります。

、 、 、それから 広報誌の８月号に掲載をいたしまして そういった個人の所有地などでは

観賞用などとして庭とかそういったところに植えている場合もありますけれども、それ

以上広げないように、在来種の植物に影響が出ないように工夫をしているところであり

ます。

昨年の取り組みにつきましては、以上であります。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 特定外来生物だけで何種類あったか今ちょっと覚えてないんですけれども、

相当の数ですよね。厚岸町で今、問題にしなきゃなんない特定外来生物って、オオハン

ゴンソウだけではないですよね。オオハンゴンソウについては、こういうことをなさっ

ているというのはわかりましたが、差し当たってまず私は、厚岸町で問題とすべき特定

外来生物全部について今聞いたつもりなんですけれども。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 大変申しわけございません。それ以外の特定外来生物とい

うことになりますと、厚岸町ではアメリカミンクとウチダザリガニ、２種類が確認をさ

れてございます。具体的な被害につきましてはまだ未確認でありますけれども、大事な

ことにつきましては、こういったものが特定外来生物として厚岸町に生息をして、これ

に対してどういう行動を町を挙げていかなければならないかと、そういった周知が必要

かというふうに考えてございます。これらにつきましては、被害の予防の３原則という

ことで、周知する活動は引き続き行っていきまして、町を挙げて監視できるような形を

とっていきたいというふうに思ってございます。

それから、現在のところ生息は確認されておりませんけれども、アライグマにつきま
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しては、在来種の捕捉あるいは環境の適応能力、それから繁殖力が非常に高いというこ

とでありまして、生態系の影響、あるいは非常に雑食ということで、農作物等の影響、

アライグマ回虫症、狂犬病、そういったものも媒介するという心配もありますので、そ

れらの影響が考えられるということでございます。

あと、国のほうの要求でございますけれども、これまで生息地が鹿児島あるいは奄美

大島と、そういった沖縄本土のみと言われておりましたジャワマングースと、そういっ

たものが鹿児島で確認をされているということでありますので、防除を行う区域を全国

に拡大をすると、そういった改正があったということでございます。

以上でございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 私、外来生物に指定された全部の説明を聞いているわけじゃないんですよ。

厚岸町でどうかといって、マングースは厚岸町で今、問題なんですか。それだけぽんと

今出てきたんだけれども。

それで、いや、沢山あるんですよ。もしかしたらマングースもいるかもしらんけれど

も、ちょっと私は余り可能性ないような気がしますけれども、そのあたりもわかれば。

それで、例えば、これは12月に、釧路の釧路昆虫同好会というのが緊急レポートを出

しています。それで見ますと、セイヨウオオマルハナバチが市内に生息がもう既に５万

匹を超えたであろうということを調査して、発表しているんですね。そうすると、釧路

市内、市内といっても阿寒湖畔までありますから随分釧路市は広いんですが、そこで、

セイヨウオオマルハナバチ、これを根絶することは既に不可能となったと、こういうふ

うに言っています。釧路市内での生息が５万匹だということは、もう既にこの厚岸町に

も入ってきていると考えるほうがむしろ自然ではないかと、こういうものもあります。

それから、アライグマに関しては、２件、３件と、釧路市と隣町の境のあたりで、自

動車で走っているときに車にひかれた死骸を見ているという話が私も耳にしています。

また、隣町ではもう生息が確認されているということも前の議会では何か説明がありま

したですよね。

アメリカミンクに至っては、厚岸町がむしろ発祥の地というような状況ですよね。

ウチダザリガニは本当にどこにでもいるんじゃないかという可能性です。

それで、何が私は言いたいかというと、今、周知をして、町を挙げて監視というふう

に、それが必要ですとおっしゃっているんですが、具体的にどういうことをどのように

やっていこうかということなんです。

それから、続けて言ってしまいますが、オオハンゴンソウに関しては、駆除、防除、

それをこういうふうにやってきましたという話はわかりました。それで、何年か前に、

オオハンゴンソウについては生息域の分布図をつくりましたですね。これは、毎年とは

言いませんが、何年置きかにやっていく必要があるんじゃないかと思うんですが、その

点はいかがでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。
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●環境政策課長（大崎課長） まず、マングースの関係については、申しわけございませ

ん、厚岸町では、まず外来種としては来ることはないというふうに私も考えてございま

す。

それから、セイヨウオオマルハナバチでありますけれども、これについても、まだ厚

岸町で今のところ確認をしているというお話は来てございません。

それから、アライグマの関係につきましては、これも国道を管理いたします開発局、

それから道道を管理いたします土木現業所、それらの事務所にそういった確認があるか

というお話をさせていただきましたが、問い合わせをしてございますけれども、今のと

ころ見てはいないというお話でございました。今度、それらしい物を見たら、連絡はい

ただけるようには、手配はしてございます。

それから、広報の関係でありますけれども、これらについては、私どもは、１次産業

が農業、あるいは漁業でございます。そういった１次産業に大きな影響が仮に出てくる

と、そういったおそれがあるとすれば、これは町としても、私どもは対応をしなければ

ならないというふうに考えてございます。

それから、オオハンゴンソウの分布図の関係につきましては、毎年改訂をしてござい

まして、平成21年度もつくってございます。

以上でございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 これでやめますが、前任が産業課長でいらっしゃるから、特にそういう感覚

は鋭敏であると思います。それは大いに結構だと思うんです。結局、生態系を狂わせる

ということは、１次産業には大きな打撃を与えるおそれがあるんですよね。直接かどう

かは別にしても、結局はそこに来るということですよね。だから、外来生物に限らず環

、 、 、境対策をきちんとやるということは 厚岸町では まさに産業の下支えだということは

もう非常によくおわかりで、そういう答弁になるんだろうと思います。ただ、直接今、

産業に打撃を与える結果が出るまではということでは、逆にうまくないですよね。そう

いう意味で言ってないだうろと思って言ってるんですけれどもね。

それで、結局、隣町まで来ているものは、もう、住民票を取得してから来るわけじゃ

ないですから、だからもう、いつ入ってくるかわかんないというような状況がもう既に

出ているであろうものも幾つもありますよね。そういうものを含めて、特定外来生物っ

て何なのかと、そして、何でそんなに神経質になるのかと。それから、いやあ、きれい

な花だから、そこら辺に咲いてて大いに結構でないかというようなことを、ネットにオ

オハンゴンソウの防除や駆除をやるということを言ったときに、けしからんと言って書

き込む人もいるんですよ。都会あたりに住んでて、全然関係のないところにいれば、そ

の程度のお気楽な話で済むかと思うんだけれども、そんなもんじゃありませんよね。そ

、 、 、ういうことをやはりきちんと町民みんなに知ってもらうための広報 周知 そして啓発

これは非常に大事なことだと思いますよね。そこがまず基本だろうと思います。と同時

に、町としては、何遍も同じことを言って悪いんですが、実態をきちんと把握するため



- 173 -

の調査というのを怠ってはいけないと、そのように思いますので、このあたりをきちん

と進めていただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） ただいまのご質問でありますけれども、特定外来生物につ

きましては、生態系への影響、それから、やっぱり、我々人間、生命といいますか、そ

ういった体への影響、そして農林水産業への影響と、それらの三つの影響、そういった

ものを及ぼすというおそれがあるということで、これらについても引き続き、町報、た

しか夏ぐらいの広報だったと思うんですけれども、毎年出しておりますので、それらに

ついても、広報にももちろん毎年継続して出していきたいというふうに考えてございま

、 、 、 、 、すし これらが入ってこないような それとそういった調査 そういったことも 当然

おっしゃるとおり必要かなと思いますので、これらを十分注意をしてまいりたいという

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 もう１点お聞きします。

173ページのところの節に環境保全基金というのがありまして、これは、町長の町政執

行方針で言うところのみどりの循環プロジェクトそのものになるのではないかと思われ

ます。それで、歳入のところでお聞きしたときに、雑品売り払い代として802万6,000円

のうち500万円を引いた残りを環境基金として、ここに積立金として入れるんだというよ

うなお話がありました。数字が、こちらはその他でもって302万7,000円になって、歳入

のほうでは500万円引くと302万6,000円になるんですけれども、これは1,000円以下のと

ころの関係なのかもしれないんだけれども、それにしても、歳入と歳出のときには計算

方法が変わるのはどういうことかなと。もし簡単にわかれば教えてください。いずれに

しても大した問題じゃありません。

それで、今お聞きするのはそこが中心ではなくて、この環境保全基金積立金というの

が、雑品売り払い代のときのご説明からいくと、その満額なんです、今回の部分が。今

回ここに積み立てておいて、年度内にもう使ってしまうと。また来年は、雑品売り払い

代だとか、そういうところからまた積み立てるということを毎年繰り返すような種類の

積立金ということなんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 環境保全基金につきましては、町及び町以外の者が行いま

す環境保全活動に係る事業の財源に充てる基金でございます。当該基金への寄附金及び

一般会計の予算をもって積み立てるという内容であります。

今回の雑品売り払い代802万6,000円のうち302万6,000円プラス利息と、それから一般

財源の７万4,000円を合わせまして、今回、基金のほうに積み立てるという内容でござい
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ます。残り500万円につきましては、ごみ処理の経費に充てるという内容でございます。

以上でございます。

●室﨑委員 ７万3,000円でしょう。今、７万4,000円とおっしゃいました。まあ、1,000円

程度のことだから、いいっちゃあいいんだけれども。

●委員長（音喜多委員） それと、もう１件。

（ ） 。 。●環境政策課長 大崎課長 失礼しました 一般財源としては７万3,000円でございます

●委員長（音喜多委員） あと、毎年使うのか。そのまま積み立てていくのか。

●環境政策課長（大崎課長） 毎年使って、また積む、使って積むということを繰り返す

のかということでありますけれども、毎年、例えば町民の森の造成資金とか、河畔林の

植樹とか、そういった内容に使うために積み立て、あるいは支出をするという内容でご

ざいます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 そこまではわかったんですが、私が聞きたかったのは、１年でもってこの基

金がゼロになって、また次の年ゼロからの積み立てをやっていくのか、少しずつふえて

いくのか。ふえていくんであれば、この基金から一部取り崩して使っても、基金という

のはだんだんふえていきますよね。だから、現在高が幾らあって、今回はこれだけ積み

立ててこういうふうになると。それで、年内にこういうふうに取り崩して使う予定であ

るというようなことを聞きたかったんです。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） みどりの循環構想ということでございますので、例えば資

源ごみとして分別をして得た収入を環境保全基金に積んで、そして山あるいは河畔に植

裁をすると。それで今度、それらが海をはぐくむ森づくりに役立つとか、そういったこ

とを循環をさせると。そういった意味で、積むと、それから使うと、そういったことを

繰り返しをすると 年によって多く積む年もあれば少なく積む年もあります 事業によっ。 。

て、その事業に、多額の費用になるということであれば財政面でのまた補充をして、そ

の事業を取り扱いをすると、そういったことを繰り返すという内容でございます。

●委員長（音喜多委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 私から補足の説明をさせていただきます。

環境保全基金につきましては、従前から約3,000万円ほどの残高、前後しますけれども
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ございました。20年度末の残高は3,125万円でございます。21年度につきましては、当初

予算で1,435万円取り崩してございます。この中には、ごみ焼却処理場の耐火物の補修と

いう大規模改修がございましたので、そちらのほうにも充当するために取り崩したとい

う特殊事情もありまして、21年度は取り崩し額がいつもより多額でございました。ただ

し、年度途中でこの分としては1,000万円別枠で積み立てておりまして、それ意外に、み

どりの循環構想という位置づけの中で、資源ごみの売り払い分の500万円は従前からごみ

処理場のほうに経費として充当していたんですけれども それを上回る分というのをルー、

ル化させていただいていますので、その分を積み立てた結果、21年度末につきましては

3,250万円ということで、ほぼ20年度末と同額ぐらいをキープすることが可能となりまし

た。

今回上程しております予算の中では、取り崩し額は595万円でございます。これは、み

どりの循環構想に基づく、山に木を植えるだとか、民有林の振興のほうにも充てていま

す。それ意外に積み立てる分としては、当初予算で計上しております310万円という積み

立てを今計上していますんで、差し引きいたしますと、今の段階では2,965万円という残

高になっているところでございます。大体このくらいを環境保全基金としてはキープし

ながら、今年度である環境政策のほうに政策の施策予算に充当する基金として大体キー

プしていきたいなという想定のもとで運用しているところでございます。

（ 結構です」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 環境対策一般で、別寒辺牛川・ホマカイ川流域環境保全協議会に100万円とい

うことで、去年の当初の説明では、水質検査だとかパトロールだとか河畔林の整備、そ

のほかに農地の暗渠対策ということで、カキ殻の敷設で浄化を考えるということで、茶

安別地区だったかに、川というか、側溝というか、溝の中にカキ殻を敷設したのが、こ

れがその事業の一部ですよね。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 別寒辺牛川・ホマカイ川流域保全協議会につきましては、

町からは100万円の負担金を計上してございますけれども、関係諸団体がそれぞれ負担を

して、その中でいろんな事業を行います。その中にカキの浄化の施設の分も入っている

という内容でございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 それで、前年度の実績みたいのが出ていて、我々議会のどっかの委員会にそ

の実績みたいのは報告されているのか、報告する気はないのか、ちょっとお聞きいたし

たいんですが。
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●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 今現在、試験なものですから調査を継続中です。それで、

まだ各常任委員会には報告をしてございません、途中経過なものですから。ただ、総務

常任委員会のほうで、この施設を視察をしたという経過はございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 ぜひ、そのことについては報告をお願いしたいなというふうに思います。

それから、先ほどから安達委員のほうからも意見がありましたけれども、ポイ捨てだ

とか、この間の林道のときにも話をしたんですけれども、不法投棄も大きいのから小さ

いの、沢山ありますよね。それで、役場でそういう通報があった場合は受け付けて、だ

れが受け付けをした場合にはきちんと対策をとるのか、だれに言えばやってもらえるの

か。

私も以前にお願いをしたことがあるんですけれども、結局、いつまでたってもそのま

んまというのがあるんですよね。ですからちょっと、また今年も、雪が解ければそこに

そっくりそのものが、さらにさびついたりしてある場合があるんでないのかなというふ

うに思うんですけれども、結構、町民からそういう、処理をしてほしいだとか、通報が

、 、あると思うんですけれども その窓口と対策についてはどういうふうに進めていくのか

ちょっと教えてください。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 不法投棄の関係ですけれども、環境政策課のほうで受け付

けはいたします。正式には場所によりますけれども、場所が特定されますと、その場所

の土地所有者に連絡して、そちらのほうで片づけていただくと、そういうのが原則とい

うことで、そのような形で処理をしてございます。

今年一年、不法投棄の状況につきましては３件ほど、私たちのほうには把握をしてご

ざいます。そのうち２件につきましては、道路沿いの町有地に空き缶あるいはペットボ

トル、そういったごみ袋があったということで、それから車の部品等もありました。も

う１件につきましては私有地にごみ袋が三つほど投棄をされたということでございまし

て、この件につきましては、それぞれ担当のほうに連絡をして、処理をしていただいた

ということと、それから私有地につきましては、原則本人でございますので、そちらの

ほうに連絡をしたという内容でございます。

（ いいです」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ほか、ございませんね。
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（な し）

●委員長（音喜多委員） 進みます。

２目水鳥観察館運営費。

３目廃棄物対策費。

13番。

●室﨑委員 ここに生ごみ堆肥化容器購入助成というのが出ております。現在は屋内でも

使うタイプのものを含めて助成をしているわけですか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 屋内で使う方式として、バケツ容器のものに対して助成を

行ってございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 それだけなんですか。それとも従来の庭に置くタイプのものについても助成

してるんですか。全体について説明してください。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） コンポストの関係につきましては、当初、ごみの減量化を

目的にいたしまして、家庭用のコンポストの配布を行っていたという内容であります。

、 、 、平成20年度から 家庭菜園など屋外にコンポストを設置できない家庭 そういった家庭

または冬の間使用できます室内のバケツ型のごみの堆肥化容器、これらも助成を対象に

して普及促進を図っているという内容でございます。

ごみの堆肥化の容器、これにつきましては、今年度は15万8,000円予算化してございま

すけれども、屋外コンポストの新規助成ということで、15戸で4,500万円、それから屋外

コンポストの一部助成、これについては二つ目の方なんですけれども、これらについて

は1,500円助成をしてまして、これについては15個予定してございます。これについては

２万2,500円の予算化をしてございます。それから、屋内のバケツ型ですけれども、これ

については50個の1,500円で７万5,000円、それぞれ予算化をしてございます。

以上でございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 わかりました。昨年も大体似たような数というふうに考えればよろしいんで

すかね。
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●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 昨年の実績、２月末までの実績なんですけれども、屋外の

コンポストについては、１個目が前年より７個増えまして、７個配布してございます。

それから、二つ目の方については一つということでございます。それから、屋内のバケ

ツ型については14個、新たに購入をされたということでございまして、平成21年度につ

いては合わせて22個購入いただいたという内容でございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 昨年度は22個にとどまったんだが、ことしは全部で80個やろうということで

すね。随分頑張るわけで、まあ、頑張ってやってください。80個の目標が20個なんかで

とどまらないように、よろしくお願いします。

その上でお聞きするんですが、前はこれ、いわゆる無料で、こちらからお届けすると

いうような形でどんどん普及を図ったわけですよ。それで、ある程度の普及ができたろ

うというところで、今度は助成に切りかえていったというやり方だと思うんです。それ

で、庭のないところでは旧来厚岸町が普及促進を図ったものは使えないので、今度は屋

内で使えるようなバケツ型というものについても使っていただくようにしようというこ

とにしたわけですよね。

それで、これ、ずっと配ったものが全部で何個だったかちょっと忘れましたが、それ

はどのように使われているのかという使用実態の調査というのは行っていますか。そし

て、それの結果、どんなものが、何というのかな、問題点というか、改良点というのが

出ているでしょう。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 今まで配布したコンポストがどのように使われているかと

いう調査につきましては、平成18年度に行ってございます。その際、アンケートにより

ますと、コンポストを使用している割合は50％ということでございます。残りの50％が

使われていないというような状況がございます。

その中で、問題点というのが幾つかありまして、利用をしていたんですけれども利用

しなくなったと、そういった理由については、取り扱いが非常に面倒だと。それから、

容器の置く場所がなくなってしまったという状況、それから、コンポスト容器以外の方

法で堆肥化をしていると。その内容についてはちょっとつかんでおりませんけれども、

これらが問題点として浮かび上がったのかな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 相当の大量のコンポスト容器が町内に出回ったんですが、50％しか使われて

、 。 、 、いないというのは これはちょっと驚きですよね 面倒だというような答えでは ああ
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そうですかというわけにはいかないですよね。それで、これを解決するために、どのよ

うなことを行ってきましたか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 広報等で周知をしてございます。それから、チラシを配布

をしてございます。このチラシについては、今現在も窓口のほうには置いてありますけ

れども、そういった使い方、だれにでもできる堆肥化の説明書きをした、そういったチ

ラシ等もこれまでつくっておりますし、それから広報等でも特集を組んで紹介をしてい

ただいているということもございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 広報に書いてあるのは私も読みました。チラシも入ってきました。わかりま

すが、それで十分効果を上げているというふうに評価していますか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 決してそのようには思ってございません。それで、今年に

つきましては講習会等も計画をしてございます。広報誌による周知も引き続き行ってい

くということと、それから、講習会を広く呼びかけて、何とか堆肥化の、このコンポス

トの普及に努めていきたいというふうに考えてございます。

（ わかりました」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） じゃあ、進みます。

４目ごみ処理費。

５目し尿処理費。

184ページ。

（発言する者あり）

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午後５時03分休憩
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午後５時03分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

本日の会議はこの程度にとどめ、月曜日に審査したいと思いますが、これにご異議ご

ざいませんか。

（ 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。

午後５時03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１２日

平成22年度各会計予算審査特別委員会

委員長


