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厚岸町議会 第３回定例会

平成23年９月７日

午前10時00分開会

（ ） 。●議長 音喜多議員 ただいまから平成23年厚岸町議会第３回定例会を開会いたします

●議長（音喜多議員） 直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

●議長（音喜多議員） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、５番、中川議員、６番、堀

議員を指名いたします。

●議長（音喜多議員） 日程第２、議会運営委員会報告を行います。

委員長の報告を求めます。

９番、南谷委員長。

●南谷委員長 ９月５日、午前10時から議会運営委員会を開催し、第３回定例会の議事運

営について協議をいたしましたので、その内容について報告をいたします。

、 、 、 。議会側からの報告は 議会運営委員会報告 諸般報告 例月出納検査報告があります

議会からの提出議案として、会期の決定、総務産業常任委員会閉会中の付託事件継続

審査申出書。

常任委員会及び議会運営委員会から、閉会中の所管事務継続調査申出書。

議員の派遣について。

意見書案第２号 平成24年度農業予算編成並びに税制改正に関する意見書。

以上、５件があります。

審査方法は、すべて本会議において審査することに決定しました。

町長提出の議案等についてであります。

認定第１号から認定第10号まで、決算の認定10件の審査方法については、平成22年度

各会計決算審査特別委員会を設置し、それに付託し、閉会中に審査を行うことに決定し

ました。

報告第11号。平成22年度厚岸町一般会計等における健全化判断比率及び公営企業会計

における資金不足比率の報告についてであります。審査方法は、本会議において審査い

たします。

議案第48号から議案第52号、補正予算５件であります。審査方法は、平成23年度各会

計補正予算審査特別委員会を設置し、それに付託し、会期中に審査を行うことに決定し

ました。

議案第53号及び議案第54号、一般議案２件であります。いずれも本会議において審査
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いたします。

議案第55号から議案第59号、条例改正５件であります。審査方法は、議案第55号から

議案第58号までについては、本会議において審査をし、議案第59号については条例審査

特別委員会を設置し、それに付託し、閉会中に審査を行うことに決定しました。

一般質問は、７人であります。

会期は、本日、９月７日から９日までの３日間とし、休会日はなしといたします。

以上で議会運営委員会報告といたします。

●議長（音喜多議員） 委員長に対する質疑を省略し、以上で報告を終わります。

●議長（音喜多議員） 日程第３、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。

本定例会の会期は、ただいまの議会運営委員会報告にありましたとおり、本日から９

日までの３日間といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。

よって、本定例会の会期は、本日から９日までの３日間とすることに決定いたしまし

た。

なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付いたしました予定表のとおり

でありますので、ご了承願います。

●議長（音喜多議員） 日程第４、諸般報告を行います。

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

でありますので、ご了承を願います。

次に、平成23年６月15日開催の第２回定例会終了時から本日までの議会の動向は、お

おむね別紙報告書のとおりでありますので、ご了承願います。

なお、釧路公立大学事務組合議会報告書及び釧路東部消防組合議会報告書が提出され

ております。関係資料は別途議員控室に備えておりますので、ご了承をいただき、閲覧

の上、ご参考に供してください。

以上、諸般報告といたします。

●議長（音喜多議員） 日程第５、例月出納検査報告を行います。

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

供していただきたいと思います。

以上で、例月出納検査報告を終わります。

●議長（音喜多議員） 日程第６、認定第１号 平成22年度厚岸町一般会計歳入歳出決算

の認定について、認定第２号 平成22年度厚岸町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の
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認定について、認定第３号 平成22年度厚岸町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について、認定第４号 平成22年度厚岸町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定につ

、 、いて 認定第５号 平成22年度厚岸町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

認定第６号 平成22年度厚岸町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第

７号 平成22年度厚岸町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定

第８号 平成22年度厚岸町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、認定

第９号 平成22年度厚岸町水道事業会計決算の認定について、認定第10号 平成22年度

厚岸町病院事業会計決算の認定について、以上10件を一括議題といたします。

職員の朗読を省略し、本10件の提案理由の説明を求めます。

町長。

●町長（若狹町長） おはようございます。

平成22年度各会計決算書提出に際し、その執行状況等について説明をいたします。

当年度は、町内全域に光通信網を整備する地域情報通信基盤整備事業を完成させ、町

内地域間で格差なく高速インターネットの利用が可能となり、また、全世帯に告知情報

端末を設置し、さまざまな業務情報を文字と音声で伝達できるようにし、さらに地上デ

ジタルテレビ放送が難視聴地区の世帯でも視聴可能といたしました。

一方、老朽化に伴う学校給食センターの全面改築を２カ年の継続事業として着手し、

厚岸中学校の耐震補強事業、厚岸小学校グラウンド整備事業を行うなど、教育施設の整

備、また、町道の改良舗装や公共下水道などの町民要望の多い生活基盤整備、及び農林

水産業の振興を中心とした町事業を実施し、予算執行したのが主な施策の成果の特徴と

なっております。

、 、 、 、当該年度の当初予算では 一般会計が77億633万3,000円 各特別会計 国民健康保険

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

を合算しますと、115億9,708万円の総体規模でありました。これに、年度内に必要に応

じてそれぞれ所要額の補正を行い、最終予算は、一般会計においては、平成21年度繰越

明許費26億1,889万2,000円を含め114億3,451万円、各特別会計では38億9,672万2,000円と

なり、総体においては153億3,123万2,000円となりました。

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

ます。

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

は、歳入で116億561万8,378円、執行率で101.5％、歳出では111億2,047万6,425円、97.3

％の執行率となり、歳入歳出差し引きで４億8,514万1,953円の残額となりました。この

うち継続費定時繰越額7,456円、繰越明許費繰越額として1,132万8,000円、財政調整基金

に３億円を積み立て、実質１億7,380万6,497円が翌年度繰り越しとなったところであり

ます。

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

、 、出し基準分１億739万7,537円を繰り入れ 歳入歳出差し引きで5,577万712円の残額となり

これについては翌年度に繰り越し、精算の上、国家負担金等の返還金に充てるほか、同

会計の収支均衡を保つ財源に充てるものであります。
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簡易水道事業特別会計については、歳入不足となった870万2,091円を一般会計から繰

り入れ、収支の均衡を図りました。

老人保健特別会計については、平成22年度で廃止となりましたが、その剰余金見込み

額824万187円を一般会計へ繰り出し、剰余金をゼロとして会計を閉鎖いたしました。

下水道事業特別会計については、歳入不足となった１億9,992万6,970円を一般会計か

ら繰り入れ、収支の均衡を図りました。

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

り繰り出し基準分１億3,019万6,662円を繰り入れ、歳入歳出差し引きで2,062万4,422円の

残額となり、これについては翌年度に繰り越し、精算の上、国庫負担金等の返還金410万

4,025円、介護給付費準備基金積立金に1,652万397円を充てるものであります。

介護サービス事業特別会計については、歳入不足となった6,866万1,500円を一般会計

より繰り入れ、収支の均衡を図りました。

後期高齢者医療特別会計については、歳入で保険基盤安定分等として一般会計から

3,400万2,642円を繰り入れ、歳入歳出差し引きで現年度保険料の４月、５月収入分の16

万7,400円を翌年度に繰り越し、広域連合納付金に充てるものであります。

以上が平成22年度決算報告による計数面での概要でありますが、より具体的な成果と

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

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

等より詳細なご説明をいたしたいと存じますので、よろしくお願いを申し上げます。

●議長（音喜多議員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） 続きまして、認定第９号 平成22年度厚岸町水道事業会計決算

の内容についてご説明申し上げます。

なお、本決算から決算書の構成を一部変更しております。これまでは、決算報告書、

財務諸表、事業報告書、附属明細書の順に編さんしておりましたが、22年度決算では、

まず事業報告書があり、次に決算報告書、財務諸表、附属明細書の順としております。

これは事業年度における当該事業の状況を総括的に明らかにした上で、決算書類により

決算内容を説明すべきであるという監査委員のご指摘を踏まえまして、味覚ターミナル

コンキリエなど、他の決算報告も参考に、病院事業とも調整を図った上で当該年度の事

業状況を明らかにした事業報告書を先にして、次に、決算書類等で決算状況をお示しす

る形に編さんしたものであります。

決算において作成すべき書類につきましては、地方公営企業法で規定されております

が、編さんの順序までは定められておりませんことから、より企業の決算に近い形でご

理解しやすいように改めたものでありますので、よろしくお願いを申し上げます。

それでは、決算書１ページをお開き願います。

１ページから９ページまで、事業報告書でございます。

まず１ページの１、概況につきましては （1）総括事項として業務状況及び経営状況、

の概略を記載してございます。

、 、（ ） 。 、ア 業務状況 ア 業務量の状況であります 平成22年度末の給水人口は9,718人で
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前年度に比べ164人、1.7％減少いたしました。給水戸数については5,111戸で、前年度に

比べ８戸、0.2％増加となりました。年間配水量は131万722立方メートルで、前年度に比

、 。 、べ２万7,270立方メートル 2.0％減少であります 有収水量も97万5,077立方メートルで

前年度に比べ１万8,963立方メートル、1.9％減少となりました。これは主にサンマの不

漁による工業用での使用数量の減少によるものです 有収率は74.4％で 前年度に比べ0.1。 、

ポイント増となりました。

、 、水需要は年々減少してきており 引き続き漏水調査などにより漏水の早期発見に努め

有収率の向上を図ってまいります。

（イ）建設改良事業の状況であります。

①配水管等整備事業では、望洋台６号通りなど３件の布設がえ工事と、白浜町６号通

りなど２件の新設工事を行ったほか、老朽化した仕切り弁の更新を行いました。

②機器更新事業では、宮園丘陵地区排水流量計の更新を行いました。

③ポンプ場整備事業では、築紫恋ポンプ場など２件の改修工事を行いました。

④メーター設備事業では、新規に23戸のメーターを設置し、有効期間が満了した557個

の取りかえを行いました。

２ページと３ページは経営状況であります。

、 。 、 、まず ２ページの収益的収支であります 税抜きで申し上げますが 水道事業収益は

２億1,377万1,315円で、前年度に比べ588万292円、2.7％の減収となりました。水道事業

収益の大部分を占める給水収益は ２億977万9,285円で 前年度に比べ628万6,447円 2.9、 、 、

％の減収となりました。

水道事業費用は、２億3,355万4,465円で、前年度に比べ357万5,650円、1.5％の減とな

りました。

営業費用は、資産減耗費の減なので、１万8,552円の減、営業外費用は企業債支払利息

の減で247万213円の減となりましたが、結果として、水道事業費用が水道事業収益を上

回り、1,978万3,150円の純損失となりました。

人口の減少や少子高齢化などにより、給水収益が年々減少している中、今年度はサン

マの不漁で工業用が大きく落ち込み、収益全体でも前年度費2.7％の減収となりました。

今後も増収が見込めない中、老朽化した施設の更新や災害に強い施設整備を計画的に実

施し、安全安心な水を安定的に供給していくためには、料金改定などにより収支の改善

を図り、経営基盤を強化する必要があります。

次に、２ページの資本的収支であります。

収入の総額は、4,703万9,850円で、前年度に比べ4,342万8,200円、48％の減となりまし

た。

主な収入である企業債は4,190万円で、繰上償還にかわる借り入れが前年度で終わった

ため、4,270万円の減となったほか、下水道工事による水道管の移設補償費も29万4,500

円の減となりました。

支出の総額は、１億5,505万5,750円で、前年度に比べ3,395万659円、18％の減となりま

した。

建設改良費は 配水管新設工事や布設がえ工事 施設の改修工事などで 7,887万2,138、 、 、

円となり、前年度に比べ93万5,224円の増、企業債償還金は、7,618万3,612円で、繰上償
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還がなかったため、3,488万5,883円の減でした。

４ページは （2）議会議決事項 （3）行政官庁認可事項 （4）職員に関する事項でご、 、 、

ざいます。記載のとおりでございます。

５ページから６ページにかけて、先ほどご説明いたしました工事の内容及び業務につ

いての記載でございます。

なお、資産の購入につきましては （3）固定資産の概況にありますとおり、22年度中、

に車両１台、水質検査機器２台を購入いたしました。

７ページ （2）は、事業収入に関する事項、８ページの（3）は事業費に関する事項に、

ついてでありますが、後ほど、収益的収支説明書で説明させていただきます。

９ページ （4）給水装置工事の状況 （5）委託調査業務、４の会計 （1）企業債の概、 、 、

況 （2）議会の議決を経なければ流用できない経費の決算については、記載のとおりで、

ございますので、説明を省略させていただきます。

以上が、事業報告でございます。

次に、10ページをお開き願います。

平成22年度厚岸町水道事業会計決算報告書であります。

初めに、収益的収入及び支出の収入でございます。

１款水道事業収益は、予算２億2,446万4,000円対し、決算では、２億2,427万9,753円と

なり、予算に比べ18万4,247円、0.1％減となりました。内訳は、１項営業収益が、予算

２億2,086万3,000円に対し、決算では２億2,067万1,450円となり、予算に比べ19万1,550

円の減、２項営業外収益は、予算360万1,000円に対し、決算では360万8,303円となり、

予算に比べ7,303円の増でした。

次に、支出であります。１款水道事業費用は、予算２億4,190万1,000円に対し、決算

、 、 。 、では２億3,950万4,443円の執行で 239万6,557円 1.0％の不用額となりました 内訳は

１項営業費用が 予算２億1,093万8,354円に対し 決算では２億874万1,797円の執行で 219、 、 、

万6,557円の不用額となりました。２項営業外費用は、予算3,076万2,646円に対し、決算

も同額で、不用額はございません。３項特別損失もございません。４項予備費につきま

しては、予算20万円に対し、決算はゼロ円で、全額不用額となりました。

11ページの資本的収入及び支出でございます。

収入でございます。１款資本的収入は、予算4,704万8,000円に対し、決算では4,703万

9,850円で、予算に比べ8,150円、0.02％の減となりました。内訳は、１項企業債が、予

算4,190万円に対し、決算も同額でございます。５項工事負担金が、予算375万5,000円に

、 、 。 、 、対し 決算では374万6,600円で 8,400円の減 ６項補償金は 予算139万3,000円に対し

決算では139万3,250円で、250円の増となりました。

次に、支出でございます。

、 、 、１款資本的支出では 予算１億5,933万3,000円に対し 決算では１億5,899万9,355円で

33万3,645円 0.2％の不用額となりました 内訳は １項建設改良費が 予算8,314万9,000、 。 、 、

円に対し、決算では8,281万5,743円で、33万3,257円の不用額であります。２項企業債償

還金が、予算7,618万4,000円に対し、決算では7,618万3,612円で、388円の不用額となり

ました。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億1,195万9,505円は、過年度

分損益勘定留保資金１億106万5,685円と、当年度分損益勘定留保資金695万215円、当年
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。度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額394万3,605円で補てんするものであります

棚卸資産の購入限度額、1,567万1,000円に対し、執行額は1,291万2,035円でございまし

た。これに伴う仮払消費税は61万4,855円であります。

12ページは、損益計算書でございます。

営業収益から営業費用を差し引いた営業利益は、423万1,166円でしたが、これに営業

外収益を加え、営業外費用を差し引くと、1,978万3,150円の経常損失となりました。当

年度純損失、未処理欠損金も同額であります。

13ページと14ページは、剰余金計算書でございます。

13ページの利益剰余金の部では、減債積立金と建設改良積立金を合わせた積立金の合

計が１億3,638万3,037円、欠損金は当年度未処理欠損金の1,978万3,150円であります。

14ページの資本剰余金の部は、記載のとおりでありますが、１、出資金から、５、受

、 。贈財産評価額までを合わせた 翌年度繰越資本剰余金は５億9,508万7,867円であります

15ページは、欠損金処理計算書（案）でございます。

当年度未処理欠損金1,978万3,150円について、利益剰余金のうち利益積立金以外の利

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

す。

16ページと17ページは、貸借対照表であります。

16ページ、資産の部では、平成23年３月31日現在の資産の合計が23億9,782万5,232円、

このうち固定資産が21億3,818万3,637円、流動資産が２億5,964万1,595円でございます。

17ページは、負債と資本について記載しております。負債の合計は745万8,632円で、

すべて流動負債でございます 資本の合計は23億9,036万6,600円で このうち資本金が16。 、

億7,867万8,846円、剰余金が７億1,168万7,754円でございます。負債と資本の合計は23億

9,782万5,232円でございます。

18ページは、重要な会計方針の注記であります。

本決算から公営企業である水道事業会計の状況をより適切に開示するため、会計書類

の作成のために採用している会計処理の基準や、表示方法などの基本事項を注記として

まとめて記載いたしました。

１、固定資産の減価償却の方法は定額法で、償却の開始時期は固定資産を取得した日

の属する年度の翌年度からとしています。

２、たな卸資産の評価基準及び評価方法は、先入先出法であります。

３、資本剰余金の取崩しについては、工事負担金を得て取得した資産の除却に伴い、

工事負担金の一部を受贈財産の除却に伴い受贈財産評価額の一部をそれぞれ取り崩しい

たしました。

４、消費税等の会計処理基準は、税抜き方法であります。

19ページからは、収益費用明細書でございますが、別紙にお配りしております認定第

９号説明資料、平成22年度厚岸町水道事業会計決算に係る収益的収支明細書（消費税抜

き）によりご説明させていただきたいと思います。

まず、収入でございます。

１款水道事業収益は、２億1,377万1,315円で、前年度に比べ588万292円、2.7％を減収

となりました。１項営業収益は２億1,016万3,285円で、前年度に比べ646万2,447円、3.0
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％減収となりました。１目給水収益は前年度に比べ営業用で18万733円、団体用で９万

9,276円、農業用で23万4,248円の増となったものの、一般用で３万7,676円、臨時用で９

万6,238円、工業用では667万2,257円と大幅減となり、給水収益全体で前年度に比べ628

万6,447円、2.9％の減収となりました。２目受託工事収益は38万4,000円で、前年度に比

べ31.4％減、これは給水工事手数料の減でございます。２項営業外収益は360万8,030円

で、前年度に比べ19.2％増でした。１目受取利息及び配当金では56万1,748円で、前年度

に比べ8.0％減、これは預金利息の減でございます。２目他会計補助金はゼロ円で、前年

度に比べ皆減でございます。４目雑収益は304万6,282円で、前年度に比べ655.5％増、こ

れは配水管等破損補償費97万8,745円、退職手当組合精算還付金など、その他雑収益166

万4,304円の増でございます。

次に、支出でございます。

１款水道事業費用は、２億3,355万4,465円で、前年度に比べ357万5,650円、1.5％の減

となりました。１項営業費用は２億593万2,119円で、前年度に比べ１万8,552円、わずか

に減となりました。１目原水及び浄水費では4,746万4,019円で、前年度に比べ3.4％増で

あります 委託料で109万7,032円の減となりましたが 春先の悪天候の影響で薬品費が74。 、

万3,906円の増となったほか、修繕費144万120円、動力費26万1,498円の増などが主な内容

です。２目配水及び給水費では936万8,619円で、前年度に比べ23.8％増、主に委託料116

万2,000円、修繕費43万6,000円の増であります。４目総係費では4,915万2,332円で、前年

度に比べ2.9％増、手当が56万1,174円の減で、印刷製本費11万6,124円の減、委託料21万

9,166円減、報酬が12万8,650円の増、給料143万735円の増、法定福利費33万8,896円の増

などであります。５目減価償却費では9,828万1,136円で、前年度に比べ1.2％増、主に構

、 。 、築物58万3,709円 機械及び装置80万105円の増などでございます ６目資産減耗費では

、 、 。166万6,013円で 前年度に比べ78.1％減 主に配水管除却568万4,618円の減でございます

２項営業外費用は、2,762万2,346円で、前年度に比べ247万213円、8.2％減となりまし

た。これは１目支払利息及び企業債取扱諸費で、企業債利息247万213円の減でございま

す。３目消費税及び地方消費税、４目雑支出、ともにございません。

３項特別損失は108万6,885円の皆減であります。

、 、以上 水道事業収益から水道事業費用を差し引いた当年度純損失は1,978万3,150円で

前年度に比べますと13.2％の増となりました。

ここで、決算書の22ページにお戻り願います。

固定資産明細書でございます。

（1）有形固定資産明細書 （2）無形固定資産明細書、ともに記載のとおりでございま、

す。

23ページは、企業債明細書でございます。いずれも記載のとおりでありますので、内

容は省略させていただきます。

以上が平成22年度厚岸町水道事業会計決算書の内容でございます。ご審議の上、認定

賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

●議長（音喜多議員） 病院事務長。
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●病院事務長（土肥事務長） 続きまして、認定第10号 平成22年度厚岸町病院事業会計

決算について、その内容をご説明申し上げます。

最初に、この平成22年度決算書から編さんの順序を変更しておりますが、その理由に

つきましては、先ほど水道事業会計決算提案で説明のありました趣旨と同様であります

ので、ご理解をお願いいたします。

それでは、決算書１ページをお開きください。

平成22年度厚岸町病院事業報告書から説明させていただきます。

１として、概況 （1）では総括事項の説明です。、

初めに、診療体制ですが、本来、国の施策によるところが大きい医師確保対策であり

ますが、北海道を初めなかなか効果の期待できる対策が打てない中、厚岸町においても

大変深刻な状況となっており、大きな影響を受けた１年でありました。４月時点で２名

の内科医師が退職し 内科１名 外科１名 小児科１名の常勤医３名体制の診療でスター、 、 、

トとなりました。これにより、診療予約や検査予約を一部休止するなど、さまざまな影

響が出ましたが、その間、札幌医科大学、北海道大学医学部、自治医科大学、北海道地

域医療振興財団などの医師派遣を受けて何とか外来を回してきました。

10月からは、１名の内科医を確保できましたが、限られた常勤医体制のため患者数と

診療収入は大きな減少となりました。しかし、整形外科診療や脳神経外科診療につきま

しては、釧路の総合病院の支援継続で定期の診療ができたほか、東京北社会保険病院の

支援で消化器検査診療を継続することができました。

アの患者数、イの収益的収支は、次ページ以降で説明を申し上げます。

次のウの資本的収支です。収入では一般会計補助金で、１億536万7,771円、特定防衛

施設周辺整備補助金で3,753万5,000円、保健衛生施設等整備補助金で216万円の合計１億

4,506万2,771円となっています。支出では、企業債償還金で１億138万2,771円、建設改良

費で4,160万円、これは透析用監視装置の更新などであり、合計では１億4,298万2,771円

となりました。

次の２ページです。

（2）は決算、予算の議会議決事項です。

（3）の行政官庁認可事項では、医療器械整備に関する補助金の認可関係で、それぞれ

記載のとおりであります。

（4）は職員に関する事項についてです。正職員数で年度途中での職種ごとの増減があ

りますが、本年度末では64人で前年度から１名の減です。最終的には理学療法士１名の

減となっています。詳細につきましては記載のとおりであります。

３ページでは、２の工事。

（1）では資産取得の概況でありますが、医療器械の更新で透析用監視装置ほか10台を

取得しております。

（2）の建設改良工事の概況では、Ｘ線室のエアコンを増設しております。

次に、３、業務の（1）業務量です。患者数につきましては、前年度比較で、入院患者

数では、延べ１万6,878人、前年比2,088人、一日平均で5.8人それぞれの減となっており

ます。外来患者数では延べ５万1,781人、前年比6,684人、１日平均で、28.5人のそれぞ

れの減となっております。大きくは内科医師の退職に伴う減が要因であります。
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次に、病床利用状況でありますが、一般病床54.2％、4.0％の減、療養病床では49.6％

で3.5％増となりましたが これは病床数を10床削減したことによるもので 全体では52.5、 、

％、0.5％減となったところであります。

続いて、４ページ、５ページは、事業収入と事業費用の損益計算書の項目ごとに前年

度との比較となっております。

。 、（ ） 、（ ） 、６ページであります ４の会計では 1 企業債の概況 2 では一時借入金の概況

（3）では議会の議決を経なければ流用することのできない経費の内容であります。それ

ぞれ記載のとおりです。

以上が事業報告書となります。

７ページからは平成22年度厚岸町病院事業決算報告書となります。

まず、収益的収入及び支出から説明を申し上げます。

収入でありますが、１款病院事業収益では、予算12億9,582万2,000円に対し、決算で

、 、 。は13億1,336万9,218円となり 予算に対し1,754万7,218円 1.4％の増となっております

これは１項医業収益、予算７億3,643万3,000円に対し、決算では７億5,304万6,854円とな

り、予算に対し1,661万3,854円、2.3％の増となったものであります。１項医業外収益で

は、予算５億5,938万9,000円に対し、決算では５億6,032万2,364円となり、予算に対し93

万3,364円、0.2％の増となったものであります。

次に支出でありますが、１款病院事業費用では、予算12億9,582万2,000円に対し、決

算では12億8,394万8,146円の執行で、1,187万3,854円、0.9％の不用額となっています。

これは１項医業費用で、予算12億111万6,027円に対し、決算では11億9,605万7,278円の執

行で 505万8,749円 0.4％の不用額であります ２項医業外費用では 予算9,440万5,973、 、 。 、

円に対し、決算では8,789万868円の執行で、651万5,105円、6.9％の不用額であります。

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

８ページをお開き願います。

資本的収入及び支出でございます。

収入では １款資本的収入 予算１億4,516万3,000円に対し 決算では１億4,506万2,771、 、 、

円で、予算に対し10万229円、0.1％の減であります。これは１項補助金で一般会計補助

金及び防衛施設周辺整備調整交付金がその内訳となっております。

次に、支出であります。

１款資本的支出では、予算１億4,516万3,000円に対し、決算では、１億4,506万2,771円

で、収入と同額の10万229円の不用額となっております。内訳では、１項建設改良費、予

算4,378万円に対し、4,368万円の決算額、１項では企業債償還金、予算１億138万3,000円

に対し、１億138万2,771円の決算の内容となっております。不用額はそれぞれ記載のと

おりであります。

（3）たな卸資産購入限度額では、予定限度額１億8,889万5,000円に対し、執行額は１

億4,198万1,888円となりました。これに伴う仮払消費税は676万1,042円となったところで

す。この表記につきましては、水道事業と監査委員との意見調整の上、新たにこの決算

書から追加付記することとしたものでございます。

９ページは、平成22年度厚岸町病院事業損益計算書であります。収益から費用を差し

引いた額、下の段から３行目にあります当年度純利益が2,321万3,872円となったもので
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あります。昨年10から12月にかけての平均入院患者数、１日37人程度と低く推移してお

りました。このベースで補正予算を計上しましたが、年が明け、特に２月３月と入院患

者が１日45人と持ち直したことで、収支がやや好転したことが要因となって、純利益が

増加したものであります。

次ページをお開き願います。

10ページ､11ページは、平成22年度厚岸町病院事業剰余金計算書、11ページ、下段は平

成22年度厚岸町病院事業決算金処理計算書でありますが、平成22年度末の累積欠損金は

９億2,188万4,727円となって、次年度へ繰り越す内容であります。

12ページをお開き願います。

12ページ、13ページは、平成22年度厚岸町病院事業貸借対照表であります。平成23年

３月31日現在の財産状況を示すものでございます。内容につきましては、記載のとおり

であります。説明を省略させていただきます。

14ページには、会計の処理方法について、１、固定資産の減価償却方法、以下５項目

について病院事業会計における処理方法を記載することで、積算根拠を明確にし、より

わかりやすい内容とするものです。この注記につきましては、今回の決算から実施する

ものであります。

15ページからの収益費用明細書については、別に配付させていただいております認定

第10号説明資料平成22年度厚岸町病院事業会計決算にかかる収益的収支説明書（消費税

抜き）により説明をさせていただきます。

款、項、目により説明いたします。

まず、収入であります。

１款、１項、１目入院収益では３億2,076万9,109円の決算額で、前年度費10.2％の減

となっております。患者数で2,088人の減、１人１日当たりの金額で164円の増となった

ところであります。２目外来収益では３億8,573万331円で、前年度対比8.4％の減、患者

数では6,684人減、１人１日当たりの金額では250円の増となっております。３目その他

医業収益では4,442万5,886円で、前年度対比6.9％の減、一般健診など公衆衛生活動収益

が主な減収となったところであります。

次に ２項医業外収益の１目受取利息及び配当金では ３万6,275円で 前年度対比11.4、 、 、

％の増、２目患者外給食収益では179万6,496円で、前年度対比6.9％の減、給食数減によ

るものであります。３目その他医業外収益では2,451万4,231円で、前年度対比236.2％の

増、３年に一度の退職手当組合精算還付が主な内容であります。４目他会計補助金では

５億3,310万1,229円で、前年度対比19.5％の増、内容としましては、不採算地区病院運

営費、僻地医療確保対策費などが主な増加となっております。５目雑収益では61円、消

費税計算の過程における端数処理での数値計上となっております。６目道補助金では53

万5,000円であります。主に新型インフルエンザ患者受け入れ医療機関設備整備補助金22

万4,000円の増となっております。

次に支出であります。

１款、１項、１目給与費では７億8,704万9,350円で、前年度対比2.1％の増、給与独自

削減の完全復元による給料の増、職員手当は人事院勧告による賞与0.2カ月カット分、法

定福利費は負担率などアップによる増、賃金につきましては出張医による増となってお
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ります。２目材料費では１億2,393万8,883円で、前年度対比7.6％の減、医業収益減に伴

う材料費の減、薬品在庫管理の効率化などによるものでございます。３目経費では２億

2,602万2,285円で、前年度対比7.5％の増であります。増加となった主なものは、出張医

ほか旅費の増で約322万円、燃料費単価増で約256万円の増、修繕費ではＸ線の管球交換

ほか約164万円の増、委託料ではＣＴほか保守料増が主な要因で約916万円の増、負担金

では出張医負担金で約536万円の増が主な要因となったものであります。減少要因につき

ましては、記載のとおりであります。４目減価償却費では5,383万4,822円で、前年度対

比0.5％の減、５目資産減耗費では264万8,008円で、前年度対比75.2％の減、償却の減少

が理由であります。６目研究研修費では191万855円で、前年度対比32.1％の減、旅費交

通費の減少が要因であります。

次に、２項に移ります。１目支払利息及び企業債取扱諸費では、7,216万395円で、前

年度対比5.7％の減であります。２目医療技術員確保対策費では27万8,805円で、前年度

対比64.9％の減、３目雑損費では1,552万3,343円で、前年度対比14.6％の増であります。

４目繰延勘定償却では432万8,000円、前年度同額であります。

以上で資料の説明を終わらせていただきます。

決算書の19ページにお戻りください。

、 、 、 。19ページでは 固定資産明細書 次ページの20ページでは 企業債明細書であります

いずれも記載のとおりでありますので、内容説明は省略させていただきます。

なお、年度末における未収金の状況につきましては、別に配付しております認定第10

号補足資料平成22年度厚岸町病院事業会計決算にかかる未収金内訳をお配りしておりま

すので、ご参照いただきたいと思います。

以上、大変雑駁な説明でありますが、認定第10号平成22年度厚岸町病院事業会計決算

書の説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

●議長（音喜多議員） ここで、監査委員に対し、監査結果の意見を求めます。

監査委員。

●監査委員（今村監査委員） ただいま上程されました平成22年度厚岸町一般会計及び各

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

て、決算審査の概要を申し上げます。

まず、最初に、平成22年度一般会計並びに各特別会計の決算状況についてであります

が 千円単位で申し上げます 総額では 歳入が155億917万円 歳出は149億4,747万2,000、 。 、 、

円であり、歳入歳出差引５億6,170万4,000円の収入増の決算となっております。各会計

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

す。

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

まず、歳入関係についてでありますが、一般会計における自主財源の根幹をなす町税

については、決算額が予算額を上回り、約2,170万円の増収となり、収納努力が見られま

す。また、税収と税外収入を合わせた収入未済額は、繰越事業にかかわる未収入充当財
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源を除いて１億7,009万6,000円となり、前年度よりわずかながら約195万円減少しており

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

等の確保は大変重要なことであるので、引き続き収入未済額の解消については、負担の

公平を期する上からも、さらに一層、納入意識の啓蒙を図り、今後の滞納の実態に応じ

た適切な措置を講じて、自主財源の増収確保への努力を望むものであります。

次に、歳出関係ですが、一般会計における不用額は１億4,043万8,000円で、前年度と

比べ約1,729万1,000円減少しており、予算現額に対する割合も1.23％と低くなっていま

すが、特別会計に対する繰出金の多額な不用額も見受けられます。

さらに、流用関係については、昨年度と比較して計数、金額とも減少しており、１件

当たり流用金額の多いものも減少傾向にあって、好ましいことではありますが、予算の

効率的執行を図るためにも、今後ともさらに一層の努力を望みたいと思います。

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

ただきたいと存じますが、地方自治法の規定により、町長から審査に付された平成22年

度一般会計並びに各特別会計の歳入歳出決算書に表示されました計数については、誤り

がないものと認められたところであります。

国も地方も行財政は数多くの不安要素を抱えており、当町の財政運営も依然厳しい状

況が続いていますが、第３次財政運営基本方針に基づき、効果的かつ効率的な行財政運

営を心がけるよう希望するものであります。

次に、平成22年度厚岸町水道事業会計及び病院事業会計について申し上げます。

なお、金額は消費税込みの額であります。

初めに、水道事業会計から申し上げます。

第３条予算の収益的収入及び支出でありますが、収入の、２億2,427万9,753円に対し

支出は２億3,950万4,443円となり、差し引き1,522万4,690円が当年度の純欠損となってお

ります。

、 、 、次に 第４条予算の資本的収入及び支出でありますが 収入の4,703万9,850円に対し

、 、支出は１億5,899万9,355円となり 差し引き１億1,195円9,505円の不足する額については

過年度分損益勘定留保資金と当年度分損益勘定留保資金に加え、当年度分消費税及び地

方消費税資本的収支調整額で補てん処理をしています。

続きまして、病院事業会計について申し上げます。

第３条予算の収益的収入及び支出でありますが、収入の13億1,336万9,218円に対しま

して支出は12億8,394万8,146円となり、差し引き2,942万1,072円が当年度の純利益となっ

ております。

次に、第４条予算の資本的収入及び支出でありますが、収入の１億4,506万2,771円に

対し支出も同額の１億4,506万2,771円で、決算を了しております。

以上、平成22年度の水道事業会計及び病院事業会計決算について、その概要を申し述

べましたが、地方公営企業法第30条第２項の規定に基づき、町長より審査に付されまし

た平成22年度厚岸町水道事業会計決算並びに病院事業会計決算にかかわる各諸書類は、

いずれも関係法令に準拠して作成され、また、表示された計数についても誤りがないも

のと認められました。

なお、水道事業については、３年連続して欠損金処理を余儀なくされており、給水人
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口や事業所の減少等により給水収益の増収に期待できない状況の中で、将来を見据えた

健全化計画の策定が急務と思われます。老朽化した施設の更新や機器設備の改修、災害

に強い施設整備の検討など、水の安定供給と効率的な事業運営に一層の努力を期待する

ものであります。

また、病院事業については、病院事業経営改革プランに沿って経営改善に努められた

結果、５年連続して黒字決算となっているが、未処理欠損金は暫減しつつも、いまだ９

億2,000万円余りの残高を有しており、今後も引き続き健全な病院経営に向けて、関係者

の一層の努力を望みたいと思います。また、町民が安心して医療を受けられるよう、他

の医療機関との連携を協力し、診療体制と内容の充実を図り、町民の命と健康を守る公

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

す。

以上です。

●議長（音喜多議員） 本10件の審査方法についてお諮りいたします。

本10件の審査方法については、議長及び議会選出監査委員を除く11名の委員をもって

構成する平成22年度各会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託し、閉会中に審査

することにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（音喜多議員） ご異議なしと認めます。

よって 本10件の審査については 議長及び議会選出監査委員を除く11名の委員をもっ、 、

て構成する平成22年度各会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託し、閉会中に審

査することに決定いたしました。

本会議を休憩します。

午前11時13分休憩

午前11時17分再開

●議長（音喜多議員） 本会議を再開いたします。

●議長（音喜多議員） 日程第７、報告第11号 平成22年度厚岸町一般会計等における健

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

す。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

税財政課長。

●税財政課長（小島課長） ただいま上程いただきました報告第11号 平成22年度厚岸町

一般会計等における健全化判断比率及び公営企業会計における資金不足比率の報告につ
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いて、その内容をご説明申し上げます。

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

により、平成22年度厚岸町一般会計等における健全化判断比率及び公営企業会計におけ

る資金不足比率について、別紙監査委員の意見をつけて報告するものでございます。

議案書の12ページをお開き願います。

平成22年度厚岸町一般会計等における、１、健全化判断比率につきましては、１、実

質赤字比率は黒字でありますので、比率なしでございます。

２、連結実質比率、実質赤字比率、同じく黒字でありますので、比率なしでございま

す。３、実質公債費比率14.0％、４、将来負担比率142.5％でございます。

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

下回っております。

次に、平成22年度厚岸町公営企業会計における資金不足比率であります。

水道事業会計、病院事業会計、簡易水道事業会計、下水道事業特別会計、いずれの会

計も資金不足なしでありますので、比率なしでございます。

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

下回っております。

各比率の内容につきまして、お手元に配付しております報告第11号説明資料によりご

説明させていただきます。

初めに、実質赤字比率であります。この比率は、その市町村の基本会計である一般会

計の収支が赤字なのか、黒字なのかを見るための指標であります。

赤字のときには、赤字額を標準財政規模と比べて、赤字の大きさをあらわすこととさ

れております。表の上段右側太枠で網かけしているところでありますが、比率はマイナ

ス8.94％であります。この表記につきましては、実質赤字比率であることから、赤字で

はなく、黒字のときはマイナスで表記され、公表する場合は黒字でありますので比率な

しとなります。その下に前年度の比率を表記しておりますが、引き続き黒字を維持して

ございます。

次に、連結実質赤字比率でございます。この比率はすべての会計の収支を足し合わせ

て、その市町村の全体的な会計収支が赤字なのか黒字なのかを見るための指標でありま

す。赤字のときには赤字額を標準財政規模と比べて、赤字の大きさをあらわすこととさ

れております。

厚岸町の一般会計と公営企業会計以外の特別会計の実質収支額と、公営企業法が適用

されない公営企業会計である特別会計と、さらに法が適用される公営企業会計の資金不

足、剰余額の合計額を標準財政規模に対する割合で示す比率でありますが、表の右下、

下段のとおりマイナス15.15％であります。この表記につきましても赤字ではなく、黒字

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

。 、 。す その下に前年度の比率を表記しておりますが 引き続き黒字を維持してございます

次に、２ページをごらんください。

実質公債費比率でございます。この比率は、その年度の歳出の中で借金の返済額に充

てた額がどの程度であったのかを見る指標であります。一般会計の公債費と債務負担行

為支払額、特別会計等公営企業会計の公債費のうち、一般会計負担額などを標準財政規
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模に対する割合を過去３カ年の平均値で表記いたします。資料には各項目ごとの金額を

記載し、右下段に計算式を記載してございます。表の右中央に記載のとおり、今年度の

比率は14.0％で、前年度との比較では1.0ポイント減少しております。

３ページをごらんください。

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

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

資料には各項目ごとの金額を記載し、下段に計算式を記載してございます。表の右下段

に記載のとおり、本年度の比率は142.5％で、前年度との比較では19.5ポイント減少して

おります。

４ページをお開きください。資金不足比率でございます。

この比率は、公営企業会計ごとに資金不足額があるのか、ないのかを見るための指標

であります。資金不足額があるときには、事業規模に対する割合で、その大きさをあら

。 、 、わすこととされております この比率の対象となる会計につきましては 記載のとおり

４会計となっております。

水道事業会計は、マイナス120.2％。このマイナス表記は資金不足額はなく、資金剰余

額の割合であります。

次に、病院事業会計は0.0％。前年度は2.9％の資金不足比率が出ておりましたが、今

年度は資金不足額がなくなったことから、同基準が定められてから初めて資金不足比率

がゼロとなりました。

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

％であります。

四つの会計とも資金不足額がないことから、公表する場合は比率なしとなります。

以上をもちまして、報告第11号の内容説明とさせていただきます。

ご審議の上、ご承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

●議長（音喜多議員） ここで、監査委員に対し、審査結果の意見を求めます。

監査委員。

●監査委員（今村監査委員） ただいま議題となりました、報告第11号 平成22年度厚岸

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

いて、厚岸町財政経営健全化審査の概要を申し上げます。

審査した結果については、お手元に配付した別紙意見書のとおりでありますが、一般

会計における健全化判断比率として示されました４項目とも 早期健全化基準以下となっ、

ており、また、水道、病院の２事業会計並びに簡易水道、下水道の２特別会計における

資金不足比率についても同様に、基準内におさまり、良好な財政運営がなされているも

のと思います。さらに、次年度以降においても、財政健全化の方針に沿った堅実な財政

運営が行われることを期待するものであります。

特に、病院事業会計は、資金不足の状態を脱したばかりであり、今後とも、経営健全

化への努力を望むものであります。なお、標準財政規模の数値につきましては、交付税

の減額により変動すれば比率が上がってくるというようなおそれも出てくるので、その
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動向には十分配慮する必要があると考えます。

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

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

れており、誤りがないものと認められたことを申し上げ、口頭報告といたします。

●議長（音喜多議員） これより、質疑を行います。ございませんか。

９番、南谷議員。

●南谷議員 ただいま税財政課長から詳しい説明をいただきましたし、代表監査委員から

も報告を受けさせていただきました。

健全化判断比率でございますが、税財政課長の説明ですと、大変しっかりと改善され

たように聞こえました。若狭町政になって、平成22年度も地デジ化や給食センターの建

設など積極的に公共投資や町民のために、福祉のために誠心誠意頑張ってこられたこと

は、私も理解をしておるところでございますが、まず、実質赤字比率でございますが、

ここは無印でございます。対前年対比、黒字が8.94から9.05、この数字は小さくなって

。 、いるからよくなっているのではないんですね この実質赤字比率と連結実質赤字比率は

お金でいえばむしろ収支は悪化したと、こういう判断になろうかと私は思うんですよ。

、 、 、 、 。それで ３番目 ４番目 これらについては前年度よりもよくなった 努力をされた

それから、資金不足比率でございますが、病院事業会計、ここは空欄でございます。前

年度よりも改修された。ですけれども、累積欠損金、平成22年度末で９億2,188万4,000

円も、これも若干削れてきているのですけれども、これも固定化の傾向がございます。

単年度ずつ減少はしてきているのですけれども、この大きな数字というのは、この表に

は出てきませんよね。これらを踏まえて、私は私なりに判断をさせていただいたんです

けれども、努力はされているんですけれども、今日、地方の自治独立が叫ばれる時代に

あって、この健全化比率の指標というものを町として総体的にどのようにとられておら

れるのか、平成22年度のこの総体数字をどう分析されているのか、まずお尋ねをさせて

いただきます。

●議長（音喜多議員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） ご質問にお答えいたします。

まず、実質赤字比率でございますが、実質赤字比率と、それから連結実質赤字比率、

これにつきましてはご質問者おっしゃられるように、黒字ではありますが、その黒字の

比率が若干でありますけれども、下がっているということでございます。この大きな要

因の一つは、監査委員からのご指摘もありましたが、この比率については標準財政規模

によって大きく左右されるというお話もありました。一方では、分子に当たる実質収支

の額、これがまた小さくなればこの比率も押し下げるという相関関係にございます。

結果的には比率自体は若干ではありますけれども、黒字の比率が下がったということ

でありますけれども、率自体は大きく黒字のほうを維持しているというふうに私は思っ

てございます。適正な状況であるということは、国も北海道からもそういった良好な状
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況であるというご判断をいただいているところであります。ただし、今後においては、

。その数字はきちんと担保していかなければならないだろうというふうに思っております

これには十分配意をしながら財政運営に当たっ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。

それから、公債費比率につきましては、これは1.0.ポイント大きく下げることができ

ました。それから、将来負担比率につきましても、これも大きく将来の負担の率を下げ

ることができたということで、大きく改善の方向に向かっているという数字を示すこと

ができました。これにつきましても、今まで公債費の発行抑制に努めてきた結果であろ

うというふうには思いますが、これにつきましても、標準財政規模が分母に入るという

ことでございまして、その分が22年度におきましては、若干増えたということもこの比

、 、 、率を押し下げた 好転の方向に向かわせた要因でもありますから これにつきましても

以後、公債費の発行については意を配しながら財政運営に当たっていきたいというふう

に考えているところでございます。

●議長（音喜多議員） いいですか。

９番、南谷議員。

●南谷議員 病院事業会計については何も答弁をしていただけなかった。その累積欠損金

の関係ですか、ここにはのっかっておらないのですけれども、この辺の考え方について

若干。

それと、議長、若干広がるんですけれども、お許しを賜りたいと思うのですが、水産

業の関係で大きな被害をこうむった。これからの議案になるのですけれども、こういう

災害の補てんというものがあるだろうし、地デジの対応もいろいろ大きな設備投資を、

平成22年度してまいりました。将来の方向というんですが、その将来の負担比率の方向

性、このままでいくのかどうなのか、これらも含めて町としての今後のこの財務判断比

率というものの考え方、この辺の見解についてお尋ねをさせていただきます。

●議長（音喜多議員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 病院事業の累積欠損金の関係のご質問です。

ご承知のとおり累積欠損金につきましては、過去の病院事業の主に建設改良費の部分

。 、の現金を伴わない部分の支出の積み上げということでございます これにつきましては

、 、 、毎年の決算の状況で黒字が出なければ その分が減少しないわけでございますが 黒字

、 、最近の種々の状況では大変悪化していることから わずかながらの減少ではありますが

毎年減少しているという状況であります。これにつきましては、実質赤字、連結実質赤

字といった実質赤字ということの考え方には、含まらないのかなと考えております。

この実質赤字につきましては、病院でいいますと、不良債務という考え方になります

ので、その分についてはここからは、表記は抜けているという内容でございますので、

ご理解をいただきたいと思います。
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●議長（音喜多議員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 今後どのような方向性を持って、この各財政指標を取り扱っ

ていくのかというご質問でございますが、実質赤字比率と連結実質赤字比率、これは一

般会計と、それから企業会計も含んだ全体の会計の赤字なのか、黒字なのかということ

を示す比率指標でございますけれども、ここは絶対に赤字を出してはいけない分野であ

ると。しかも全会計を通して赤字に出していけないと、これはもう大原則でありますの

で、ここは堅持していきたいというふうに考えてございます。

それから、公債費の実質比率、それから将来負担比率でございますが、この部分につ

きましては、この比率を押し下げていく方向に持っていきたいというふうには考えてご

ざいます。それを全道のランクづけというのもございます。

ちなみに、全道平均、これは21年度の分を公表されておりますけれども、21年度では

全道平均が実質赤字比率では13.8％、これが平均値でございます。ですから、できるだ

けその年度のこの厚岸町の比率を全道平均に近づけていくというふうに持っていきたい

と思います。ちなみに21年度はこの全道平均が13.8％が15.0％でしたから、全道平均よ

りは若干高めであったと。これが22年度は大きく1.0ポイント落ち下げたことにはなりま

したが、全道平均の公表につきましては、この確定値が出た後にかなり遅くから出てま

いります。これは公債費の発行によりまして、その年度の償還がどうなっていくのかと

いうことも、大きく影響いたしますので、１回目の答弁でも申し上げましたが、公債費

の発行については十分慎重に検討しながら、この先にあります将来負担、これについて

も比率を大きく上げないように、運営に意を配してまいりたいというふうに考えている

ところでございます。

●議長（音喜多議員） よろしいですか。

●南谷議員 はい。

●議長（音喜多議員） ほか、ございませんか、

（な し）

●議長（音喜多議員） なければ、質疑を終わります。

これをもって、報告済みといたします。

●議長（音喜多議員） 日程第８、これより、一般質問を行います。

質問は、通告順によって行っていただきます。

なお 厚岸町議会会議規則第61条第５項の規定により 一般質問の時間は答弁を含め 60、 、 、

分以内となっております。５分前にはベルを鳴らし、合図をいたします。

それでは、初めに、９番、南谷議員の一般質問を行います。

９番、南谷議員。
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●南谷議員 第３回定例会の一般質問に当たりまして、さきに通告しております３点につ

いて質問をいたします。

初めに、町立厚岸病院の運営について伺いをいたします。

町立厚岸病院は、厚岸町民はもちろん、近隣の町の多くの住民の健康と生命を守るよ

りどころでございます。佐々木院長筆頭に医療スタッフを初め、病院の皆さんが一丸と

なって本町の医療と病院運営に日夜懸命な努力をされておりますことに対しまして、心

から感謝申し上げる次第でございます。

先刻、病院事務長から平成22年度の決算報告を聞かせていただきましたが、私が判断

するところ、平成20年、21年、22年と実質収支は落ち込んできていると判断しておりま

す。そこで、平成22年の決算を終え、実質収支を踏まえ、町はどのように分析をしてお

られるのか、まずもってお尋ねをいたします。

さらには、対前年比が厳しい結果に至っておりますが、今後安定した病院運営が不可

欠と思います。そのためにも今後に向けた改善策が必要と考えます。この今後の改善策

につきましてお尋ねをいたします。

２点目でございます。

港町１丁目あやめ跨線橋を下ってきまして、イオン厚岸店西側の町道、港町西４の通

りへ至る、この町道へ向かう左折というんですか、指定方向外進行禁止についてお伺い

をさせていただきます。跨線橋を下ってきまして、左折禁止は規制解除してもよいので

はと私は考えます。交通規制は公安委員会の所管でありますが、地元厚岸町はどのよう

にとらえておられるのか、お尋ねをするものであります。

まず、道路の幅員も十分あり、イオンの駐車場に入るにしても大きく迂回をしなけれ

ばならない実態にあります。多くの町民の声もありますが、左折禁止の要因をどう町は

とらえておるのか、お尋ねをするものでございます。

、 、 、また 平成21年11月24日付で 町民から厚岸警察署へ要望書が提出されておりますが

その後、警察の動向と、町はそれに対しましてどのように対処しようとしておられるの

か、お尋ねをいたします。

３点目でございます。

私は、役場の玄関でよく目にするのが、自転車が倒れておる傾向でございます。今朝

も自転車はきちっと端のほうに整列をしてあったわけでございますが、つい先日の昼休

みでございますが、水産加工場で働いている女性が、休憩時間中に役場のほうに急いで

来られたのですが、雨の中、この今日のように風があったものですから、せっかく駐車

してもすぐ倒れてしまいました。これらの状況を時々自転車が倒れている状況がよく目

にするものですから、私はこれ、庁舎前、玄関前に自転車の前輪を固定するためのラッ

クというんですか、自転車を固定するその器具を設置してはいかがかなと、このように

考えますが、いかがでしょうか。

以上、１回目の質問とさせていただきます。

●議長（音喜多議員） 町長。
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●町長（若狹町長） ９番、南谷議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の町立厚岸病院の運営についてのうち、初めに、平成22年度の実質収支を踏ま

え、町はどのような分析をしていますかについてでありますが、平成22年度の病院事業

の決算状況につきましては、ただいまの定例会において認定第10号として提案をいたし

たわけでありますが、そのために、内容の説明を若干重複する点があろうかと思います

が、ご理解をいただきたいと存じます。

病院事業の医業収益は、患者を診療した報酬が収入のほとんどでありますが、すべて

は医師の体制がなければ成り立ちません。平成22年度の診療では、前年度末に２名の内

科医師が退職し、４月当初で内科医師１名、外科医師１名、小児科医師１名の常勤医師

３名での診療スタートいう非常に厳しい体制となりました。

ご承知のとおり、病院運営は内科の診療が中心となって、外科との連携も含め全体の

診療が行き届く流れとなりますので、内科医師の１名の体制は、町立病院がかつて経験

したことのない事態でありました。

この常勤医師不足を補うため、自治医科大学関連、札幌医科大学、北海道医師確保推

進室及び北海道病院協会などの関係機関に、医師の派遣を要請し、道内外から非常勤医

師の派遣支援を受けながら、何とか外来、入院診療を継続したところであります。

外来診療では、前年度に比較して6,684人、１日当たり28.5人の減少となりましたが、

これは常勤医師の減少で定期の受診頻度を延ばしたことや、緊急性の高い治療や高度な

治療を要する患者について、医療体制や設備の充実した釧路市内の総合病院と連携し、

、 、 、患者を紹介を行ったこと さらには主治医が固定できず 患者離れとなったことに加え

透析患者の減少なども外来患者者数の減少要因と考えております。

また、入院診療では、2,088人、１日当たり5.8人の減少であります。常勤医師不足に

より受入患者が減少となったほか、特別養護老人ホームの増床による療養病棟患者の減

少も影響したものと考えておりますが、ほかに手術適用患者が年々減少し、急性期患者

が減ったことなども大きな要因と考えております。

また、医業外収益については、その他医業外収益が増額となっておりますが、これは

３年に一度の退職手当組合清算還付が主な内容となっております。

次に、他会計補助金については、地方公営企業法に基づく繰入基準により、一般会計

と病院会計間で経費負担のあり方を検討した中で、繰り入れを行ってきましたが、医師

確保が厳しい状況から、患者の減少となり経営状態が悪化したことから、大きな増額と

なったところであります。

一方、事業費用についてであります。

初めに、増加となった内容でありますが、給与費については、平成17年度から行って

いた町職員の給与独自削減が、平成22年度から復元されたことで増額となっております

し、常勤医師の不足を担う非常勤医師の賃金も増加となったところであります。

経費については、非常勤医師に要する旅費の増や医療機器更新による保守委託料の増

額が、主な内容となっております。

次に、減少となった内容でありますが、材料費については、医業収益が減少したため

と、薬品在庫管理の効率化により減少となり、資産消耗費については、医療器械の処分

にかかわる費用が減額となったものであります。
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事業費用全体では、給与費と経費の増額があったものの、前年度比970万円ほどの増に

抑えることができた結果となりました。

こうした費用削減は、平成19年度からこの二度にわたる経営改革を継承し、平成21年

度からは病院改革プランを策定して、さらなる病院の効率的な運営を目指し、徹底した

取り組みを実践したことで、一定の成果が出ているものと考えております。

収支総体での分析ですが、費用の伸びは一定程度に抑えてはいるものの、給与費の独

自削減の復元は、改革プランにはなかった要因であり、何よりも常勤医師の退職により

入院・外来患者数がともに減少したことが、病院運営の悪化につながった大きな要因で

あったと考えております。

しかし、公立で病院を運営する最大の要件は、民間ではできないその地域における不

採算な医療を担うことにあり、その役割を維持するための国の財政支援や一定の経費負

担への理解もまた必要であります。そうしたさまざまな課題の中で、経営健全化への数

値目標として、不良債務の解消に向け一般会計からの繰り入れを受けており、前年度末

での不良債務が5,0156万円まで減少できたところであります。

次に、対前年比が厳しい結果に至っているが、今後の改善策を伺いますについてであ

りますが、対前年比での結果については、お答えしたとおりでありますが、今後におい

ても、医師不足や人口の減少が続く見込みであり、医療費抑制策のもとでの小規模な公

立病院の収入減など、病院を取り巻く環境は依然不透明であります。

しかし、町民の命と健康を守る重要な役割を担う病院として、必要な医療を確保する

ことは、町立病院に課せられた使命であると考えておりますことから、これらの状況を

踏まえた上で、病院体制の見直しが必要であると考えております。

具体的には、平成21年３月に策定した町立厚岸病院改革プランが、実施から２年を経

過し、その間取り組んできた経営の効率化計画において実施困難な数値目標があること

、 。から 町立厚岸病院運営委員会にプラン見直しの審議をお願いしている段階であります

その中で、改善策として取り組む事項としては、これまでの病院事業経営改革で行っ

てきた、医師の確保と経営効率化による収益確保、医薬材料費の効率的購入や、業務委

託の推進などの費用削減プログラムを継続して実施することを基本とし、同時に病床利

用状況が年々悪化している状況を早期に改善するために、病棟の効率化を行った上で看

護体制の見直しを図ること、高齢化社会に対応した介護支援と各種リハビリテーション

の取り組みを進めることなどで、経営改善を図っていく所存であります。

いずれにいたしましても、医療費抑制策による医療制度と公務員制度のもとでの小規

模な地方の公立病院運営は、個々の病院単独での経営改善は大変困難な状況となってい

るのが実態であることから、釧路管内の医療機関の連携強化を得ながら、町立厚岸病院

がこれから果たすべき医療機能を維持・継続するため、その役割と規模を検討してまい

りますので、ご理解願いたいと存じます。

続いて、２点目の港町１丁目あやめ跨線橋を下ってきて、イオン厚岸店西側の町道へ

の指定方向外進行禁止は、規制解除してもよいと考えますが、町はどのように捉えます

、 、 、かについてのうち 初めに 左折禁止の要因をどう捉えていますかについでありますが

道道別海厚岸線あやめ跨線橋を下る路線の一方通行規制標識がある場所で、町道港町西

４の通りには左折できない状況となっており、現場は道道別海町厚岸線に平行して、カ
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トリック幼稚園前に側道があり、その側道の終点出口が町道港町西４の通りに接続し、

側道及び町道からの車両が道道別海町厚岸線に合流する形態をなしております。

このため、あやめ跨線橋から下ってきた車両が町道港町西４の通りに左折することに

なると、当該交差点付近は交通量がさらに多くなり、３路線が交わる交差点であること

から、交通安全上の危険度が高くなるためと考えております。

次に、平成21年11月24日付で、町民から厚岸警察署へ要望書が提出されております。

その後の警察の動向は。また、町はそれに対してどのように対処しようとしていますか

についてでありますが、平成21年11月24日付にて、厚岸警察署長あてに、厚岸町内の自

、 、治会長８名の連名で あやめ跨線橋を下ってきてイオン厚岸店北側の駐車場に入るべく

町道港町西４の通りへ左折できるよう、左折禁止解除の要望書を提出しているところで

あります。

厚岸警察署では、この要望を受け、現地を調査したところ、当該交差点付近は交通量

も多く、３路線が交わり、交通安全上危険が伴う交差点でもあり、現状での左折禁止解

除は不可能であると考えられるが、その対処方法として、例えば、町道港町西４の通り

に接続している側道出口の位置をもっと短くしたり、ゼブラの中央部分にラバーポール

を設置し、車両が進入できないようにするなど、左折禁止解除に向けた交差点改良につ

いて、釧路総合振興局釧路建設管理部厚岸出張所と協議を重ねております。

その中で、道道の管理者である北海道は、平成22年度に交差点改良の検討に入り、今

年度において道道別海厚岸線の交差点調査設計業務を行っており、業務完了後、釧路方

、 、 、面公安委員会と協議し 許可が下り次第 厚岸警察署に要望している地域の代表者にも

内容説明を考えているとのお話もお聞きしております。

厚岸町としましても、平成21年に厚岸警察署長に対し、同様の要望を提出しており、

交差点改良が実現し、町民の利便性の向上と安全な通行が確保されるよう、引き続き要

望していく所存でありますととともに、交通安全啓発に努めてまいりたいと考えており

ます。

続いて、３点目の役場庁舎玄関前に自転車を固定するためのラックを設置すべきと考

えますが、如何ですかについてでありますが、役場では、庁舎正面玄関の向かって右側

に、縦4.8メートル、横4.2メートルの自転車置き場を設けております。

この自転車置き場の利用者はほとんどが町職員であり、冬期間や寒い時期、雨天の日

を除き、通常７台程度の通勤用自転車が置かれております。

また、自転車で来庁される町民の方は、１日に数人程度で、そのほとんどは正面玄関

のすぐ横に置かれている場合が多いようですが、風の強い日などは自転車置場を含め、

駐車している自転車が転倒していることもよくあります。

この状況を踏まえると、自転車を固定するためのラックについては、転倒防止と自転

車置場スペースの確保には必要と考えますので、設置に向け、検討したいと考えており

ます。

以上でございます。

●議長（音喜多議員） ９番南谷議員の再質問は午後からといたします。

昼食のため、休憩いたします。再開は13時です。
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午後０時01分休憩

午後１時00分再開

●議長（音喜多議員） 再開いたします。

一般質問、９番、南谷議員の再質問から始めます。

９番、南谷議員。

●南谷議員 再質問を行います。

町立厚岸病院についてお尋ねをいたします。

いただきました資料を見て質問をさせていただきたいと思います。まず、患者数でご

ざいます、全部上段のね、平成20年、21年、22年と、先ほどの説明もあったのですが、

右肩下がりになっておる実態にございます。現在、町立病院のベッド数、２階が療養病

棟32床、３階が一般病棟56床、合計の88床であります。平成22年の入院患者数、この表

で見ますと、１日当たり平均46.2人と、これも毎年下がってきている実態にございます

ね。単純に私なりに計算しますと、その利用率というんですか、52.5という数字になり

、 、 。ますが 回転率がどうなのかなということにつきまして お尋ねをさせていただきます

次に、平成22年の実質収支でございます。

下から３番目、経常利益の欄ございますね。平成21年度は370万8,000円ですか、そし

て平成22年度は2,321万3,000円を、この経常利益だったと。この数字を見ると、改善を

されたのかなというふうになるんだろうかなという気はするんですけれども、収支の状

、 、 、 、 、況 収入でございます 医業外収益 他会計補助金 平成21年度は４億4,616円1,000円

平成22年度は５億3,310万1,000円、この差が8,694万円ですか、これだけの数字が、単純

にこの8,690万円から1,950万円を引きますと、約6,000万円近い差額が出てしまいますよ

ね。私なりに判断するには、３条の繰り入れ、４条の繰り入れ合わせたこの繰り入れの

問題等、いろいろあろうかと思いますけれども、実質収支というのはおよそこの差額の

分、約6,000万円近いものが、6,000万円以上なりますね、この数字だとね、実質のその

平成21年と22年を足した場合の病院の収支なんではないかなと。この数字も20年から見

るとまだ下がってるという実態にあると、こういう理解に立っておりますが、いかがで

しょうか。

●議長（音喜多議員） 町立病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 患者数についてのご質問でございます。

患者数が年々減少しているということでございますが、表にありますとおり、20年か

ら21年につきましては、入院で１日当たり7.2人、それから21年から22年につきましては

5.8人のそれぞれの減少 それから外来につきましては 12.7人の減少 さらには21年 22。 、 、 、

年度で申しますと、28.5人の減少ということになります。

この減少の理由でございます。大きくは医師の確保ができなかったという１回目の答
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弁にもお答えさせていただいているとおりなんですが、これまで町立病院の医師体制と

いうのは大体５人から６人、常勤の医師の体制でありました。今回22年度につきまして

、 、 、 、 。は 常勤医師 ４月で３人 10月から４人と 年間平均で3.5人ということでございます

当然１人が割り当てられる、あるいは担当する患者数というのは、やはりこれは限界と

いうものがございます。当然ながら勤務時間内を含めて対応できる患者数を一定程度制

限せざるを得ないと。緊急性の高い患者さんについては、釧路市内の総合病院にその手

当てをお願いするという方式で、どうしても１人当たりの患者数をその前年度まで見て

いた総体の患者数を少なくなった常勤医でフォローするということには、なかなかこれ

はできない。外来も診て、４時前後から今度入院も診て、朝の７時から回診を始めて、

夜の７時、８時まで本当にフルタイムで働いていて、場合の状況の中では、なかなかそ

ういう状況にはなり得ないということで、体制的な問題が大きかったというわけでござ

います。

それともう一つは、実は、全国的にも患者数の減少というのが起きております。我々

町立病院が加盟する自治体病院協議会の調べでは、年間４％から４％ちょっと上回る患

者数の減少というのが、入院のほうでは起きておりますし、それから外来のほうでは平

成20年度では６％も減になっている。21年度では４％弱、全国的な患者数が減少になっ

ていると。これらの背景というのは、人口が減っているとか、高齢化による元気なお年

寄りがふえたと。通常病院に通う…。

●南谷議員 議長、答弁を簡潔にお願いしたい。イエスか、ノーかで。理由につきまして

は議案の説明のときにも聞いているので、わかりますので。

●病院事務長（土肥事務長） わかりました。そういったさまざまな要因でベッド数の回

転率が下がっているということでございます。これについては、国からの指導もありま

すので、今後体制的な見直しを含めて検討している状況にはあります。

それから、収支でございますが、おっしゃるとおり、対前年度で申しますと、22年度

につきましては、一般会計補助金8,700万円弱伸びております。これに対して経常利益

1,900万円ですから、差額が6,700万円と。これについては実質的に赤字だろうという質

問者のおっしゃる質問の趣旨だと思います。実際そのとおりだと思います。入院での減

少3,600万円、外来での減少3,500万円、これがそれの赤字に回っているという指摘は、

ご指摘のとおりだというふうに考えてございます。

以上でございます。

●議長（音喜多議員） ９番、南谷議員。

●南谷議員 そのことを責めているわけではないです。私の言っているのは、私の考えが

合っているかどうかを確認していただきたかったわけなんで。そこで、厳しい状況にあ

ると、病院のスタッフも一生懸命やっていると。そのことは私も冒頭、壇上で感謝して

いると申したくらいでございますから、ただ実態として、この３カ年の数字というもの

は厳しいものがあると。町長も医師の確保のために努力をされているということも、私
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なりに理解のしておるところでございますが、この実態を踏まえて、やはり何らかの病

院の安定した町民に病院がなくなってはという不安を解消するためにも、やはり何らか

の手当てが私は必要だと考えているので、理事者側としてどのようにとらえているのか

なと、この辺の問題につきまして、考え方を伺いをするわけでございますが、先ほど町

長の答弁の中で、病棟の効率化を行った上看護体制の見直しを図ること、高齢者社会に

対応した看護支援と各種リハビリテーションの取り組みを進めることなど、経営改善を

図っていく所存でありますと、こういうご答弁がありました。この内容につきまして、

もう少し詳しいお答えを願います。

●議長（音喜多議員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 端的にお答えをしてまいりたいと思います。

医師の状況につきましては、今後も早急な改善というのは見込めません。国がそうい

う対策を打っている最中ですけれども、まだまだ医師が充足される、あるいはもう少し

地方まで回ってくる状況になるには相当かかるだろうと言われております。そういった

中で、病院がどういう機能を有するか、まず選択を狭める必要な医療をどれだけ的確に

やっていくかということでは、今の現状の患者数、今の病院の常勤医の５名体制、これ

に見合う体制を敷いていかなければならないだろうというふうに考えております。

以前にもこの議会の中で答弁させていただいきましたとおり、医療法の制度のもとで

は、二つの病棟を有する病院というのは、なかなかこれは体制上人件費も含めまして、

経費も含めまして 経費の圧縮と体制縮小にはなり得ないという考え方のもとに 今の52、 、

％の病床利用率に見合った病床の削減、あるいは病棟の統一化、そういったものを病院

の中でも検討しておりますし、今そういったさまざまな要素を持って運営委員会のほう

でも検討していただいている。それをもって人件費の削減ですとか、経費の効率化を図

る。なおかつ、そういった統合を図って看護師に即退職ということになりませんので、

定年退職不補充にしながら、今いる看護師については在宅の支援に活用できないかとい

う考え方を持っております。それを同時並行でやることで経営改善内容を進めようとい

う考え方でございます。

また、リハビリテーションにつきましても、これからは元気な高齢者が予防をするた

めのリハビリテーションというのも重要視されておりますので そういったリハビリテー、

ションの発展というのは進展期のこれからも、ますます進むであろうというふうに言わ

れておりますので、そういった人材の確保が先になりますが、それも含めた取り組みを

進めることによって、この高齢化に対応した地域の医療、あるいは介護ですとか、福祉

まで含めた中での取り組みを進めていくと、そういう役割を町立病院が担っていくとい

う、一部これまで担ってきた病院内での完結型の医療を、釧路市の総合病院と連携しな

がら役割分担を進めるという考え方で経営の改善を進めようということを検討している

最中でございます。

●議長（音喜多議員） ９番、南谷議員。
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●南谷議員 看護支援というのですか、そのリハビリの取り組みなんかにつきましては、

理解をさせていただきました。

88床を持っていて、現在その実態とすると利用率は満度ではないわけですよね。この

３カ年の数字を見ていても、約半分ぐらいの数字、半分強の数字だと。そうすると、若

干説明を黙って聞いていましたら、効率のよい運営ということですと、はっきりは言っ

てないんですけれども、現状のベッド数であれば運営委員会で協議を検討をこれからす

るんでしょうか、どうかわからないのですけれども、将来方向は現在、私なりに理解し

た今の答弁聞いていて、ある程度ベッドに余裕がある状態なので、この運営上の関係上

整理をしていきたいというプランを持っていると。これらについてはっきりは言ってい

ないですけれども、これらについてどのような考えを持っているのか、例えば、もしそ

、 、 、 、 、ういう考えを持っていたら 縮小するんですよ ベッド数が 医療に対してね 規模が

この辺について町民に不安を覚えないのか、町民に医療上のサービスが落ちないのか、

その辺もまた懸念される部分なのですけれども、いかがですか。

●議長（音喜多議員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） お答えいたします。

今、現状では半分しか利用がないということです。半分まで縮小しないまでも、それ

にやや近い数字を縮小したにしても、今いる入院患者さんに即影響を与えるような内容

ではないというふうに考えております。ですから、そういった支障が出るようなプラン

ではなくて、今ある現状の患者数をきちんとフォローできるような体制の中で、より効

率的な体制に縮小すべきという考えでおります。

と言いますのは、どうしても医療の制度の中で、ベッド数があって、そこに何人かの

入院患者を持つということになりますと、最低限必要な看護師をこれだけ、介護職員を

これだけという制約があります。それですとかなり今のままでは負担が大きいと。それ

を病床数を削減し、それを病床の体制を見なすことによって、そこをクリアできると、

制度からはめられた規制をクリアできるという考え方がありますので、今いる患者さん

が出ていくようなことにならないように、制度上の中で枠組みの中で、今までこれから

も入院のままでいられるような体制、枠組みの中を模索して何とか体制の再編を送りた

いと、このように考えてございます。

●議長（音喜多議員） ９番、南谷議員。

●南谷議員 大体わかりました。不確定な要素のある中で、財源の安定した運営をという

ことになると、何らかを削減していかなければならない。そうすると住民が不安を覚え

ると。本当に諸刃の剣というんですか、大変なことになろうかなと私も憂慮をしており

ますが、やはり町立病院が安定した病院運営をしていただかなければ、町民もやっぱり

不安だと思うんですよね。このように、３カ年の収支というものが落ち込んできている

のも実態でございます。町長初め先生の確保、それから病院の何らかの職員の皆さんや

医療スタッフが余りにも収支のことにこだわって、働く意欲をなくされても困るわけで
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ございますから、一生懸命やることによって収支の改善が見えるような、その対策とい

うものはやはり講じていかければ、私はならないと思うわけですよ。それがやっぱり町

民の負託に答えれる町立厚岸病院だと思いますので、その辺の見解につきましてお伺い

をさせていただいて、私の一般質問を終わらせていただきます。

●議長（音喜多議員） 町長。

●町長（若狹町長） 私から、重要な課題でありますのでお答えをさせていただきたいと

存じます。

厚岸町立病院はなくてはならない施設であると、そのように考えております。特に採

算性が合わないことは事実でありますが、しかしなから、だからといってこれを廃止す

るわけにいきません。私はそういう覚悟で町民の安全で安心な暮らしをするにはどうし

たらいいのか、その中で一番、やはりいろいろな課題がありますけれども、医療という

課題は大きな課題であるという認識を持っておるわけであります。

しかしながら、赤字だからいいというものではないと、やはり自主努力の中で効率性

のある町立病院にしていただきと願っておるわけでございます。しからばどうしたらい

いのかということを、今、町立病院の運営委員会にお願いをいたしておるわけでありま

す。すなわち改革プランでございます。まだ、最終案が出ておりませんが、これに基づ

いてより安定で、効率ある町立病院にしていきたいと、そのように考えておる次第でご

ざいまして、今日の町立病院の赤字問題、これは厚岸町だけではございません。全道の

７割の病院がそういう状況にあるわけでございまして、これは町立病院のみならず全道

の自治体としても、やはり今日の保険制度のあり方、また病院に対する支援のあり方、

強く国にも要請をいたしておるところでございますので、我々は安定で、そしてまた安

心して町民から信頼される町立病院をつくっていかなければならない、そのように考え

ているわけでございます。

●議長（音喜多議員） 以上で、南谷議員の一般質問を終わります。

次に、12番、室﨑議員の一般質問を行います。

12番、室﨑議員。

●室﨑議員 さきに通告いたしました一般質問通告書により質問を申し上げます。

まず、１番目は光ファイバー網とＩＰ告知情報端末、いわゆるテレビ電話ですが、こ

れについてお聞きいたします。

今回の光ファイバー網・ＩＰ告知情報端末設置事業により、各家庭にはテレビ電話が

設置されました。現在、町民にどのような形でどれだけ使用されているのか、現状把握

のために調査を行っているかどうか。調査を行っているとすれば、その調査方法及び検

証の結果を明らかにしていただきたいわけであります。

２番目として、この機器設置により、町はどのような施策を進めようとし、現在何を

行っているか また 議会でも公式非公式いろいろ通じてですが いろいろと説明があっ。 、 、

た施策の進捗状況を明らかにしていただきたいわけであります。
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３として、４月１日以降、厚岸町に転居し、居宅等を新築した人は、この光ケーブル

網・ＩＰ告知情報端末設置のために、どの程度の負担を要するか。そこでは町の補助等

の有無、割合がどの程度あるのか、これについてもお聞かせいただきたい。

最後に、光ファイバー網設置により、地デジ難視聴地域の救済を図った厚岸町で、75

％の家庭が８月17日から始まったＴＶＨの放送が視聴できないと聞いておりますが、な

ぜでしょうか、この理由を説明してください。

２番目として、厚岸町のホームページについてであります。

多額の経費をかけて、町民の使いやすいホームページをつくったとしていますが、第

一の利用者である町民の評価はどうでしょうか。どのような形で検証しているのか明ら

かにしていただきたい。

２として、どのような情報記事を掲載したらよいかについての意見や希望、あるいは

またその掲載方法や検索方法の改良等について、利用者である町民の声を聞き、要望あ

、 。るいは苦情を汲み上げるためにどのような方策をとっているか ご説明をいただきたい

以上、１回目の質問であります。よろしくお願いいたします。

●議長（音喜多議員） 町長。

●町長（若狹町長） 12番、室﨑議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の光ファイバー網とＩＰ告知情報端末、テレビ電話についてのうち、初めに、

今回の光ファイバー網・ＩＰ告知情報端末設置事業により、各家庭にはテレビ電話が設

置された。現在、町民にどのような形でどれだけ使用されているか。現状把握のため、

調査を行っているか。調査方法及び検証の結果を明らかにしていただきたいについてで

、 、 、 、ありますが ９月１日現在 告知情報端末の設置台数は4,318台で この告知情報端末は

主に行政からの情報受信と告知情報端末同士によるテレビ電話として使用されておりま

す。

町民の皆さんの使用状況について調査等は行っていませんが、町が把握している８月

の利用状況としては、告知情報の受信が3,931台で、テレビ電話が１日平均約700台、延

べ数では４万3,550通話であります。

告知情報端末の設置から５カ月が経過しましたが、提供している情報も少なく、今後

一層の充実を図る必要があると考えておりますし、その中で、町民の皆さんの利用状況

や提供情報の要望について調査を行い、これらを把握し、必要な検証、検討を行いなが

ら、さらなるサービスの向上に努めてまいりたいと考えております。

次に、この機器設置により、町はどのような施策を進めようとし、現在を行っている

のか。また、議会でもいろいろ説明のあった施策の進捗状況を明らかにしていただきた

いについてでありますが、告知情報端末の主たる設置目的は、行政情報や災害情報を初

め、福祉、教育、産業など住民福祉の向上に資する情報の提供であり、これらについて

は、現在、防災行政無線との併用を含め、随時に行っているところであります。

また、テレビ電話の機能を用いた施策としては、厚岸町社会福祉協議会が、町の委託

事業で実施しているハートコール事業における高齢者の安否確認を、９月１日から、こ

れまでの一般電話から、全面的にテレビ電話に切りかえて行っております。
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今後においても、各種情報提供の頻度を高めるとともに、双方向機能を活用したアン

ケート等の実施や、テレビ電話の機能を用いた相談体制の充実を図るため、健康相談や

介護相談の実施など、保健福祉分野における活用に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

また、今年５月には、告知情報端末を設置した厚岸町を含む道内21町村による情報通

信基盤利用にかかる研究会が設立されておりますので、この研究会で検討された利活用

の仕組みや活用方法なども参考にしながら、必要なサービスの提供に取り組んでまいり

たいと考えております。

次に、４月１日以降、厚岸町に転居し、居宅等を新築した人は、この光ケーブル網・

、 。 、ＩＰ告知情報端末の設置のため どの程度の負担を要するか そこでの町の補助の有無

割合はについててありますが、厚岸町に転居し住宅を新築した場合、告知情報端末によ

る通信サービスを利用するための光ケーブルの引き込みや機器の設置については、住宅

の位置や形状により約10万円から17万円の費用がかかりますが、これは全額を町の負担

で設置することとしておりますので、本人の負担はありません。ただし、難視聴地域に

おいて、地上デジタル放送の放送サービスを利用する場合については、その受信にかか

る機器の実費負担として約３万7,000円を設置業者に支払っていただくこととしておりま

す。

次に、光ファイバー網設置により、地デジ難聴地域の救済を図った厚岸町で75％の家

庭が８月17日から始まったＴＶＨの放送が視聴できないと聞く、何ゆえかについてであ

りますが、８月17日から試験放送が開始され、同月26日に開局したテレビ北海道、いわ

ゆるＴＶＨですが、厚岸町情報通信基盤施設の放送サービスでは、機器の改修が必要な

ことから、現在、このチャンネルを視聴することができない状況にあります。

このＴＶＨの開局については、６月１日に初めて、総務省北海道総合通信局のホーム

ページで８月開局予定との情報を得たことから、視聴のための機器改修経費の補正予算

計上が、第２回定例会には間に合わず、本定例会での補正予算計上となったところであ

ります。補正予算の議決が得られ次第、機器の発注や総務省等に対する許認可の手続を

行った上、遅くとも10月中旬までにはＴＶＨの視聴が可能になりますので、ご理解願い

ます。

続いて、２点目の厚岸町のホームページについてのうち、初めに、多額の経費をかけ

て、町民の使いやすいホームページをつくったとしているが、第一の利用者である町民

の評価はどうか、どのような形で検証をしているかについてでありますが、平成21年度

に地域活性化・生活対策臨時交付金を活用し、事業費898万円で更新した現在のホーム

ページは それまでのホームページとは異なり 閲覧対象者ごとに それぞれトップペー、 、 、

ジを作成し、そこから必要な情報を得られるように作成しております。また、特別な知

識がなくても職員が情報の更新ができるようシステムを独自に開発し、担当者がかわっ

た場合でも、比較的容易に情報の更新や公開ができるようにしております。

更新してからの評価については、字句の間違いの指摘や掲載していない内容の問い合

、 、 、わせなどが主なもので そのほとんどが町外からの電子メールで寄せられており 直接

町民の皆さんからいただいたことはほとんどありません。

また、検証の方法としては、アクセス解析ツールを用い、どの程度のアクセスがどの
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ページにあり、どのようなキーワードで検索して訪れたかなど、ホームページの訪問履

、 。歴に関するものがほとんどで 使いやすさという点についての検証は行っておりません

次にどのような情報、記事を掲載したらよいかについての意見や希望、またその掲載

方法や検索方法の改良について、利用者である町民の声を聞き、要望あるいは苦情を汲

み上げるためにどのような方策をとっているかについてでありますが、情報や記事の掲

載については、各課からの依頼のほか、総務課において検討を行い、必要と思われる情

報を適時に掲載しております。また、掲載方法などの見直しについては、総務課と保守

業者でチェックを行い、随時修正するなどの対応をとっておりますが、町民の皆さんか

らの要望などを汲み上げる仕組みにはなっておりません。

ご質問にありますとおり、利用者の声を聞き、よい点や悪い点、また、新たな機能の

追加などを評価検討する仕組みは必要と考えておりますし、東日本大震災においても、

ホームページや携帯情報端末の有効性が確認されております。そのような観点からも、

今年度中に皆さんからの意見、要望などをお聞きした上、より使いやすく、お役に立て

るホームページのあり方について検討を行ってまいりますので、ご理解願います。

以上でございます。

●議長（音喜多議員） 12番、室﨑議員。

、 、 、●室﨑議員 今 大きく言って２点ですね いわゆるテレビ電話とそれからホームページ

その使いやすさや使われ方、そういうものについてお聞きしたつもりなのですが、共通

して見えるのは、町民がそれをどう評価しているのかということを直接、その生の声を

聞き取ろうとする そういう態度が全然見えない 役場の立派な人がつくったものでやっ、 。

ているから、それで十分なのだと言わんばかりに聞こえてくる。その点がまず、非常に

私としては解せないわけですが、個々の論点に入っていきます。

それで、今、聞いてますと、機械が何件動いたかというようなことでもって、何通話

あったというふうなことが、これは当然機械ですからとれると思いますが、それが子供

が隣の保育所に通っているような子供がテレビ電話で、ああ、見えた見えたと言って喜

んで毎日やりとりしているのも一つなんですね。大人が非常に大事な用事でかけている

のも一つなんですよ。それで、私今回どうもいろいろな声が聞こえてくるので、意識的

に随分あちこち聞いたんですが、この電話をつけて非常に便利だという声が聞こえてこ

ないんですよ。それと、非常に厳しい意見を言う方は、時代おくれの品物だねっていう

言い方しました。それは今も携帯電話はもちろんのことですが、家庭にある電話もホー

ムテレホンとか言って、子電話がついていて、その電話の場所まで行ってかけるという

のは非常におっくうな時代になってきているんですね。そのときにあれは固定電話なん

です。

それから、テレビで相手の顔が見えるからいいではないかというと、見えるの嫌だか

らって、カメラを下にしている人がすごく多いんですね。だから、一般電話として使っ

てくださいというのは余り、特別な人は別にして効果がないんではないかというような

気もいたしまして、これは期待はずれであったなというのが率直な私の感じです。一般

質問は感じを言うところではありませんから言いません、そんなに深入りしませんが。
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それで、今、聞いてましたら、これを使って社会福祉協議会の行うハートコールが全

面的にこれに切りかえる、これは相手の顔が見えますから非常に有用な使い方であると

思いますが、それ以外に具体的な話が出てこないんですが、ちょっと、一、二申し上げ

ますが、こんなようなことが検討しているのかどうか、あるいは進捗状況がどうなった

のか。

まず、買い物難民をこれによって救済する制度をつくるんだというふうな話が、こう

いうものをつけましょう、１年後です、２年後ですというような、まだまだ時間のある

ときは非常に大きな声で聞こえてたんですが、いよいよつけることになったら、随分声

が小さくなって、ついたら何にも聞こえてこなくなった。あれ、どうなりましたか、何

か商工会と連携とってやっているという話でしたが、町職員も視察旅行に出ているとい

う話を聞いてますが、その成果は十分あったと思うんで、どう生かされてますか。まず

その点から。

●議長（音喜多議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 買い物難民の事業にかかわる部分で、私のほうから

ご説明させてもらいます。

これにつきましては、昨年産炭の事業を活用する形で介護弱者対策の検討を行ったと

ころでございます。３月末で一定の報告書をもらったところでございますけれども、先

進地ということで福島県のほうにも行って、いろいろ調査をしてきたところでございま

す。ただ、視察先であります福島のほうでは、ある一定の効果も見えて運用されている

ところでございますけれども、如何せん、買い物を行うキャパの部分の違いもございま

す。そういった部分で厚岸に合ったその制度設計をということでは、今後まだまだ詰め

ていかなければならないところがあります （ 端的にお願いします 」の声あり）実は、。「 。

今年度商工会の重点事業計画の中にも、この買い物弱者対策については重点項目として

上げておりますけれども、今年度まだ具体的行動を起こしておりません。ただ、聞くと

ころによりますと、この追ってやるということでございますので、厚岸町についてもそ

れには率先して、入り込んで検討し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。

●議長（音喜多議員） 12番、室﨑議員。

●室﨑議員 時間ないですから、端的にお願いします。

それで、いつころまでにこれ実現するのですか、めどありますか。

●議長（音喜多議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） めどの部分でございますけれども、まだ商工会のほ

うとの具体的なスケジュール確認はとっておりません。ただ、できるだけ早くしたいと

いうふうに心がけていきたいと思っております。
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●議長（音喜多議員） 12番、室﨑議員。

●室﨑議員 具体化するめどが立たないということですね。

次に申し上げます。今、ちょっと私がこれの利用方法を考えてみても、幾つかのアイ

ディア出てくるのですよ。例えば、老夫婦でおじいちゃんが心和園に入ってますね。お

ばあちゃんは自宅にいる。家の中で杖ついて歩くのがやっとだ。そういうときに、例え

ば心和園の職員が手助けすることで、お互いに顔見ながら話できるわけですよ。月に一

遍でもじいさん元気かい、ばあさん元気でよかったなと、そういうことを顔を見ながら

話する、これテレビ電話すごくいいですよね。そんなこと検討してますか。あるいはい

ろいろな要望やアイディアを町民から募集して、テレビ電話でなければできないような

ことを、こんなことできないかっていうふうなことを、やろう。それが町職員では考え

つかないようなことも、やはり実際の生活の中では出てくるかと思いますよ。そういう

、 、 。 、ものを 今 こんなことできないかと それが実現できるものばかりとは限りませんが

。 。そういうものを吸収していこうというようなことは考えてないんでしょうか その２点

●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） お答えをいたします。

先に、後ろのほうの要望を集めるという部分では、アンケート収集ができる機能がこ

の中にはございます。その紹介では、ＩＰ告知端末に郵送費や時間を要せずに情報を収

集することができるというふうになっておりますので、１回目の答弁にもありましたと

、 、 。おり これについては有効に これから使用していきたいというふうに考えております

また、最初のご質問でございますけれども、心和園と、それとその心和園の家族の方

々との情報のやりとり、ＩＰ告知を使った電話のやりとり、これについては現在、検討

はしておりませんので、今後今のご提言などを含めて、どのような使い道ができるのか

ということを、検討してまいりたいというふうに考えてございます。

●議長（音喜多議員） 12番、室﨑議員。

●室﨑議員 アンケートとるのに何もあの機械使わなくたってできるのです。もっと言い

ますと ある程度以上の年齢の方 使えないんです 切ると書いてないのですよね ホー、 、 。 。

、 。 。ムとかというところを押すというと 最初の画面に戻るのですよ わからないんですよ

そういうような使い方について、丹念に各地域回ったり、あるいは希望者に使い方を説

、 、 。明していくというふうなこともやってませんでしょう 聞こえませんよ そういう話が

何か始まるときには、広報あっけしには、そういうことをやりますよというようなこと

を書いてたけれども、いや、うちのほうでもやりましたよ、あっちのほうでもやりまし

たよという声は、私には聞こえてこない。そういうことが大事でしょう。やっぱりあの

機器をみんなが使いこなせなかったら、いろいろな要望、アイディアもできないんです

よ。そこのところもお考えいただきたいんです。
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それで、それからこれも確認なんですが、防災行政無線の伝達事項というのは、全部

テレビ電話のほうに乗っかって、全部入っているのだろうと思うのですが、それ確認し

ておきます。それから、それは全部中に残っているんですか、それとも、例えば１週間

たったら消えていくというふうな形になっているんでしょうか、その２点。

●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） お答えいたします。

まず、最初の使用方法等の周知、これについては、すべての人がということにはなら

ないかもわかりませんけれども、できるだけ多くの方が使用方法を覚えていただくよう

に、また、それがどのような形で周知をすれば、皆さんが使えるようになるのかという

ことも検討をしながら、その使い道について周知を図っていきたいというふうに思いま

す。

それと、防災無線の機能でございますけれども、防災行政無線から行政情報について

は、できる限りこのＩＰ告知情報から流すように切りかえていくということで、考えて

おります。このＩＰ告知で流した情報につきましては、必然的に残っておりまして、後

から見返すことは可能であるということでございます。これは、防災行政無線は法的に

流すだけで、そこで終わってしまいますけれども、ＩＰ告知情報につきましては、これ

が残るという形が一つのメリットでございますので、これを有効に活用していきたいと

いうふうに考えてございます。

●議長（音喜多議員） 12番、室﨑議員。

●室﨑議員 今、ご答弁の中で、防災行政無線からＩＰ告知へ動かしていくというふうに

聞こえたんですが、もしそうであるとすれば、これは問題ないかと思います。というの

は 防災行政無線というのは 今までみんながなれていますし それから そこでは黙っ、 、 、 、

ていても聞こえてくるわけですから。ＩＰ告知のほうの音から比べると、やはり防災無

線のほうが家庭の中にいてよくわかるわけですから、だから、これは二重になって何も

悪いことないわけですから、その点はお願いしたい。これはお願いです。

その上で、もう一つお聞きしますが、このテレビ電話ができることで、防災行政無線

の弱点であった聴覚障害者に対する対応がきちんとできるんだという話も当時聞いてお

りましたが、この点はどうなってますか。

●議長（音喜多議員） 休憩します。

午後１時46分休憩

午後１時48分再開

●議長（音喜多議員） 再開します。
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総務課長。

●総務課長（會田課長） 大変貴重なお時間、申しわけございません。お答えをさせてい

ただきます。

フラッシュランプなどで、これを取りつけた上で、その対応は可能であるというとこ

ろまで、これも調べております。ただし、これに関しましては、その取りつけに費用が

かかるものですから、現在、この聴覚障害者に対して対応はとっていないというのが現

状でございます。

●議長（音喜多議員） 12番、室﨑議員。

●室﨑議員 下手の考え休むに似たりという言葉もあるけれども、技術的に可能だという

、 、 。 、 。ことはわかったけれども やっていないと そういうことですね はい わかりました

次に、技術的なことで、ちょっと２点ほどお聞きしますが、例えば、ホームページを

見るとなると、この後、私ホームページの話をしますが、コンピューターをいじれない

人はだめなんですよね、ホームページを見るということは。ある年代から上の人間、私

もその上のほうに入るんですが、コンピューターを駆使して、ホームページやそういう

ものを見るというのは大変苦痛なわけです。そういうものを覚えるということが苦痛な

んですね。ある年代よりも下の人たちは、もうまるで今、水や空気のように使ってます

けれどもね。それで、まだ、このテレビ電話の操作のほうが、そういう年齢の高い人間

にとっても、抵抗感が少ないと思うんですよ。

それで、ホームページに載せているいろいろなお知らせ、重要な事項、あるいはいろ

いろなお話あるでしょう。そういうものもこの電話使って直接そのホームページを探索

することができるかどうかは、技術的にどうかわかりませんけれども、何らかの方法で

このテレビ電話いじると、ホームページに準ずるような情報がとれるというようなこと

が技術的には可能でないかと思うんですよ。そういうことをご検討いただきたい。それ

から、静止画像にすれば恐らく簡単にできると思いますが、議会の同時中継というのも

技術的には可能ですね。その２点、技術的な問題としてお聞きしておきます。

●議長（音喜多議員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からお答えをさせていただきます。

このＩＰ告知システムでございますが、さきの条例でもいろいろとご説明申し上げま

したけれども、高度情報化社会に適した最も近代的な私はシステムであると、そのよう

にご理解をいたしているところでございます。

ご承知のとおり、釧根においてもまだ設置するところはありません、厚岸町だけであ

ります。全道的にも21カ所でございます。そういう意味において、第１回目の答弁でい

たしましたけれども、情報通信基盤利用にかかわる研究会というものを設置をいたしま

した。私もその役割を果たしているわけでありますが、そういう中で、今、総務省の北

海道総合通信局から、このシステムはこのように利用できますよという案が、今出てお
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ります 特記すべき事項として 時間ございませんけれども 細かいことは言いません 16。 、 、 、

。 。 、項目今出ております その中に今ご指摘のようなものが利用できます そういうことで

これからどういうものが利用できるのか、いろいろとそこで研究しながら、また、先進

地を検討をする中で、いろいろと厚岸で利用できるものをさらに進めてまいりたい、そ

のように考えておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。

●議長（音喜多議員） 12番、室﨑議員。

●室﨑議員 よろしくお願いします。

時間ないので、先に進みますが、個人負担については町が全額もちますよという話を

お聞きしましたので、安心しましたが、全く違う話が町中に流れております。この町の

ほうでもって負担しますよという話は案外知られておりません。この点は私のほうから

、 、 。一言申し上げておきますので きちんと町民に伝わるように これはしていただきたい

４月以降、こっちへ引っ越ししてきて家を建てた人というのについては、事業の対象に

ならないんだというような形での話が、今のお話を聞くとまことしやかにという言葉が

つけられるんだが、流れておりますので、私もそういう話も耳にしておりますので、そ

れで改めてお聞きしたわけですけれども、この点についてはきちんと周知していただき

たい。

それで、次に行きますが、ＴＶＨなんですが、これはそうしますと、その総務省から

のホームページとかいうもので流れない限り、いろいろな報道機関で既に日まではっき

りしてたかどうかは知らないけれども、この７月なり８月にＴＶＨがこの地域でも始ま

るよという話はもうみんな耳にしてたと思うんですね。そういうものは雑音であって、

総務省北海道総合通信局のホームページがはっきり書くまでは、厚岸町としては全く知

らないことであったということになるわけですね。それで知ったときにはもう６月議会

に遅かったから、それで予算化ができないので、10月になるでしょうということだとい

うふうに理解すればよろしいわけですね。端的にお答えいただきたい。

●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） まず、住民への周知でございますけれども、今後、これから転

入されてこられる方いるかと思います。窓口サービスに転入届を出された際に、総務課

の担当課のほうに来ていただいて、これらの説明を行うなり、きちんと周知をしてまい

りたいというふうに考えております。

２点目のＴＶＨの件でございますけれども、この今回の補正予算でも予算計上をさせ

ていただいておりますけれども、この増設する機器、これが一般の基本的な機器ではな

くて、特注品であるということであります。ですから、これらの予算がきちんと計上さ

れた後、この機器をこれから改めてつくるということでございますので、ある一定の期

間が必要であるということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。

●議長（音喜多議員） 12番、室﨑議員。
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●室﨑議員 ＴＶＨに関してはちょっと納得できないところもありますが、時間がないの

でそのぐらいにしておきます。それで、その今の有償、無償の話なんですが、既に４月

１日以降でこちらに転居してしまった方もいるようですので、これから来る方だけでな

くて、やはり町民にきちんと知らせたほうがいいと思いますので、これ要望しておきま

す。

それから、ホームページに行きます。

ホームページでは前にも議会で議論になりましたが、相当に大きなお金をかけてつく

り直しました。そこでは、ねらいとしては行政と町民が情報を共有し、見やすく、ため

になる情報を発信するホームページであると。また、スピーディーに情報にたどり着け

る。ユーザビリティー、アクセスビリティーを重視した高齢者、障害者にも便利なホー

ムページであるということを目指すというお話がありました。

それで、そのような観点から、町民にそういう評価を受けているのかということにつ

いては、やはりきちんと町民の声に耳をすますべきだと思うんですよ。だけど、今聞い

ていると具体的にそういう話を聞き取ろうという姿勢はどうも見えてこないんですよ。

その点を申し上げている。

それで、一町民として、このホームページを一晩かかってずっと見させていただきま

した。それで、そこから得た私なりの、このちょっとここはお直しになったほうがいい

のではないかという話をざあっと挙げますので これらについては もし私が全く間違っ、 、

ているんであれば指摘してください。それでなければ、そちらでご検討をいただきたい

ということです。

まず第１にわからない。わからないホームページだということです。リンクというの

があります。リンクで見ましたら、警察署、消防署などという項目がありました。その

中に、釧路地区水産技術普及指導所というのが入っていました。開いたら、警察署、消

防署などから釧路地区水産技術普及指導所を連想する人は何人いるでしょうね。農協、

。 。漁協などというのを開きました そこには味覚ターミナルコンキリエが入っていました

社会福祉協議会が入っていました。農協、漁協などからコンキリエや社会福祉協議会を

連想する人は、この議場の中にいますかね。トップページの右画面に、情報館、水鳥観

察館というのがありましたので、何とかそっちから、そのホームページにもリンクでき

。 、 、 。ると思います しかし 海事記念館というのは リンクという中にも入っておりません

そういう見出しもありませんでした。海事記念館のホームページは厚岸の公式ページか

ら行けないのですよ。

次に、字名、地番変更というのが、字名改正という項目で載っておりました。そこに

は新旧地番対象表が載っております。これは大変いいことだと私は思いました。ほとん

どの町は字名改正を行いましたという記事はあるんだけれども、何町何番地が今度、何

町何番地に変わりましたよという対照表は載ってないんですよ。だから、これがホーム

ページに載っているということは、これだけでも大したものだと、まずこの点について

、 。 、 。 、は 私は評価いたします その上で申し上げるのだが 索引がない 対照表というのは

たしか厚さ10センチぐらいになるほどの厚岸じゅうの地番ですからね、ほとんどの、そ

れが全部書いてますから、すごいもんなのです。新から旧、旧から新というふうに２種
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類あるのですね、すごい量ですよ。それをその紙をそのままＰＤＦにして載せたもので

すから、毎年毎年やってきますから、例えば尾幌という項目を引いたら、来別何番地と

いうのが尾幌何番地に変わっているところあるんですよ。ところが、次の年もまた、そ

の来別何番地が尾幌何番地に変わっているようなところもあるんですよ。だから、もと

来別何番地だったのが、今尾幌何番地なんだろうという引く人が、迷ってしまって引け

ないことがあり得ます。これはやっぱりアイウエオ順の検索記号をつけるとか、あるい

は全部をアイウエオ順に並べかえておくとか、そういう、これネットというのはもちろ

ん厚岸町の人たちが見ているわけではないですから、現場知らない人が多いんですよ。

そういうことまで考えていただければ、なおいいかなということですね。

きのこ新規就業者の支援について書いていました。これは前にも議会で議論になった

ときに、きのこの就業をする人を応援するんだということは言ってます。それでホーム

ページにも載せてますと言うんですが、これはどういうふうになっているかと言うと、

トップページから行政情報に行って、新規着業者支援というところに行って、その先に

きのこ生産者新規着業者に対する支援というのが出てくるんですよ。４段潜っていかな

いとできないのです。わかっいる人が大汗かいて探したら、教えてやるよというのは宣

伝ではないですよね、勧誘でもないです。これはきのこで検索することはできます。で

も、何も表に書いてないところで、きのこというのを入れて検索する人はわかっている

人なのです。わからない人に教えなければならないんですよ。載せてるだけですね、こ

れがまず１点。これがわからないというところで出てきた問題。

次に、たどり着けないということです。町税証明書交付閲覧申請書というのがありま

す。検索で引いたらありませんと出ました。トップから暮らしのガイドに行って、届け

出証明というのをやれば出てくるかなと思ったんですが、これ戸籍関係のことしか書い

てないのですよ。したがって、これバツです、そこで行けなくなりました。またいろい

、 、 、 、 、ろやってみましたら トップページ 暮らしのガイド 次に税金 まちづくりに行って

それから窓口手数料のご案内というところへ行って 発行証明書一覧というところへ行っ、

、 、 。て 初めて町税証明書閲覧申請書ＰＤＦ版 ワード版というのにたどり着けるわけです

１、２、３、４、５、６、７段目です。

まだすごいのがありますよ、保育所入園申請書。これも検索では出てきます。トップ

ページから暮らしのガイドに行って、届出・証明に行って、戸籍（出生、婚姻、離婚、

死亡、転籍、養子縁組）書いている、そこを行って、その次に、今度そこをクリックす

ると北海道電子自治体共同システムの提示というのに飛ばされます。そこのところの電

子申請ホームというのに行って、手続一覧というところへ行って、それの３ページ目だ

か４ページ目になって、初めて保育所入園申請というのが出てくるんですよ。これどう

やってたどり着きますか。大体その途中で行き倒れになりますよ。介護保険受給資格証

明書というのも同じです。これら９段ですよ。何でこれ、北海道電子自治体共同システ

ムに載せておいては悪いとは言いませんよ。だけども、これ厚岸町のほうに載せておけ

ばいいじゃないですか。それで、こういうホームページ開いて、今の申請書なんて自分

で印刷するのですよ。それに書き込んで窓口に持っていけば、２回行かなくて済むんで

。 。 、すよ そのために載せているわけでしょう それがここまでおいでというようなもので

どうやったって行けないんですよ。たどり着けないホームページですね。
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まだあります。今度は放置したままのページがあります。目的ナビというのがあるの

ですよ。これでサイトマップから引きますと目的ナビというのがありまして、結婚、出

産を控えているときには、厚岸へ移住を考えているときには、親族、お知り合いで不幸

、 、 。があったときには 厚岸でビジネスを考えているときにはと こう四つ並んでいました

どれを引いても、いわゆるクリックと言うんですが、ポンとやりますと、ページが見つ

、 。かりません アクセスされたページは北海道厚岸町サイト内には見つかりませんでした

当サイトで公開期間が終了し現在公開されていない、または既に削除されたか、アクセ

スされたページのＵＲＬに誤りがあった可能性がありますと、同じ文章出てくるんです

よ。ところが、トップページから行政情報というところに行くと、また目的ナビという

のが見つけることできます。そこを押しますと、今度は厚岸町は、今年町政施行110周年

というのが出てくるんですよ。もう一つはインフルエンザ予防接種についてと、この二

つが出てくるんです。町政施行110周年というのを見ますと、タイムカプセルに乗って去

年に行ったようなことがざあっと書いてます。あれ、今年も110周年だったのかなと思っ

たんだけれども、どうも違うようですね。インフルエンザ予防接種については、接種日

の交付、平成22年10月４日から平成23年３月10日と、接種の期間同じく10月18日から23

年３月31日までというふうに書かれておりました。

環境に優しい町というのがあります。厚岸町豊かな環境を守り育てる基本計画、自然

の番人宣言、環境家計簿と三つ並んでおりました。厚岸町豊かな環境を守り育てる基本

計画というのをクリックしたら、自然の番人宣言が出てくるんですよ。ただ、ページの

左側には項目一覧があります。そちらの基本計画を押すとちゃんと出てきます。

それから、画面左側の項目一覧には環境施策というのが載っていました。これは真ん

中のほうに、主たる部分には載ってないんですよね。これをクリックしました。何も出

てこないんですよ、画面白くなるんです。厚岸町には環境施策などはございませんと、

世界に向かって発信しているわけですか。結局だれがつくったかは知らないけれども、

町職員なのか業者なのか知らないけれども、つくった者はだれも見てないということで

しょう。子守してないんですよ。

だから、厚岸町公式ホームページは厚岸町放置ページというふうに直したほうがいい

んじゃないですか、項目を。厚岸町公式放置ページと、そのほうがいいと思いますよ、

こんなことをやっているんなら、余りにもひどい。こういうような声をどんどん吸い上

げて、自分たちで気がつかなかったから、そういうものをもって直していくという、そ

ういう姿勢が必要だと、そういうことを言っているんです。今の状態ならばよく行政の

ホームページは揶揄されます。一時選挙に使われた標語ですが、出たい人より出したい

人、これをもじって、見たいものより見せたいものをと、こういう言い方をする人がい

るんです。でも、そのレベルまで行ってないですね。

役場庁舎の前に案内板というのがありますね。いろいろな差し押さえだとか何だかの

、 。 、 、ときに 広報やるんです あれは何か文章を５枚も10枚も重ねて 画鋲でぽんと押して

金網のついたガラスの中にやっておくんです。あれでまあ、公示したということになる

んですね。今の状態なら、これホームページそれと似たようなものじゃないですか。高

い税金使って、こういうものをつくりたかったんですか。言っていることとやっている

ことが違うじゃないですか、これを羊頭狗肉と言うんですよ。いかがですか。



- 43 -

●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 実際のホームページとして評価の中で一番重要視されているの

が、サイト全体の明解性、ナビゲーションの使いやすさ、コンテンツの適切性、この三

つというふうに言われております。それで、今、議員のご指摘多々受けました。すべて

この三つとも今、厚岸町のホームページにつきましては、なっていないというふうな感

じを謙虚に受けとめさせていただきたいというふうに思います。

、 、 、総務課として このホームページを管理をしておりますけれども 今のご指摘の中で

お褒めの言葉は一つだけで、それを考えますと町全体として、役場職員全体として、こ

のホームページの改良・改善に努めてまいりたいというふうに考えておりますので、ご

理解願います。

●議長（音喜多議員） 12番、室﨑議員。

●室﨑議員 本当は褒めたいこともたくさんあったんですけれども、時間がないものです

から、どうしても苦情だけになるので、それはおわびしますが、私が特に提言したいの

は、職員だけで100％できないんであるならば、それから、そうだと思うんです。立場が

違うと発想が違いますから。だから、こっちではよかれと思って出しているものが、町

民にとっては余り意味のない情報で、町民にとって欲しい情報は載っていなかったとい

うことはあり得ると思うんです。

それでやはり、これは町民の皆さんからホームページを見ていただいて、辛辣な批評

をしていただくと、お褒めの言葉は余り薬にならないんですよ。でも、ここうまくない

よねっていうのは改良点ですから、これお金出しても欲しいんです、みんな商売やって

いる人たちは、それと同じですよ。だから、そういうようなシステムをつくっていくこ

とが大事でないかと、これＩＰ告知電話についても同じです。そういう町民のその評価

を汲み上げていくシステム、それがないためにこういうことが起きてくるんじゃないか

と。もちろんそれだけで落ちているわけではないでしょうけれども、と思うんですが、

そのあたりはいかがでしょうか。

●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） ただいま議員言われたとおりだと感じております。町民の中か

ら公募したメンバーを含めての、この検討会議を進めていくことも一つだというふうに

考えますし、いずれにしても、この厚岸町のホームページが発信量は多いとはいえ、ご

指摘からいくと、その町民の目線に立った中での情報発信にはなっていないということ

でございますので、その辺、謙虚に受けとめさせていただいて、早期にこれらの改善に

努めてまいりますので、ご理解をいただきたいと思います。

●室﨑議員 はい、結構です。
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●議長（音喜多議員） 以上で、12番、室﨑議員の一般質問を終わります。

次に、６番、堀議員の一般質問を行います。

６番、堀議員。

●堀議員 私は厚岸町議会第３回定例会に、さきに通告いたしましたとおり、次の事項に

ついて質問をするものであります。

まず、１点目は、平成23年度の防災訓練についてであります。

（1）として、実施要項をお示し願いたい。

（2）といたしまして、東北地方太平洋沖地震災害を経て、昨年までの防災訓練との相

違点はあるのかをお聞きしたいと思います。

（3）といたしまして、今後、防災訓練を実施していくに当たって、取り組まなければ

ならないと考えている課題はあるのかを、お聞きしたいと思います。

次に、大きな二つ目として、厚岸漁港整備についてをお聞きします。

（1）厚岸漁港の防災対策強化が急がれると思われるが、防潮堤の陸域全面展開等、現

在の漁港漁場整備計画の見直し等をする考えはないのかをお聞きします。

（2）といたしましては、厚岸漁港の整備促進のために、現在の第３種漁港から、特定

第３種漁港への昇格を実現し、国有数の漁港としての地位を確立し、もって、漁港整備

の促進を図るべきと考えるが、どうかということをお聞きしたいと思います。

以上、よろしくお願いいたします。

●議長（音喜多議員） 町長。

●町長（若狹町長） ６番、堀議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の平成23年度の防災訓練についてのうち、初めに実施要綱をお示し願いたい。

、 、東北地方太平洋沖地震災害を経て 昨年までの防災訓練との相違点はあるのかについて

合わせてお答えをさせていただきます。

まず、実施要項の主な内容についてでありますが 、今年度の防災訓練は、東日本大震、

災を教訓として、大地震発生・大津波警報を想定した大津波来襲による人的被害をなく

するため 「とにかく高台にある近くの避難場所へ逃げる」という沿岸地区住民の意識の、

高揚を図ることを目的に実施することとし 初めて訓練に 地震だ 津波だ すぐ避難！、 「 、 、

～少しでも早く、少しでも高く～」というスローガンを掲げます。

また、訓練想定は、500年間隔地震に即したものとし、10月16日午前７時30分ごろ、十

勝沖から根室沖までを連動した震源とするマグニチュード8.6、震度７の大規模な「日本

海溝・千島海溝周辺海溝型地震である500年間隔地震」が発生、この地震により札幌管区

気象台は、午前７時33分、北海道太平洋沿岸東部に大津波警報を発令、厚岸町沿岸に津

波が到達すると予想される時刻は、午前８時、予想される津波の高さは、最大10メート

ル、この状況から、厚岸町災害対策本部長である町長は午前７時35分、厚岸町沿岸地区

住民に避難指示を発令する。とするものであります。

その他、昨年度までの訓練との主な相違点については、今年度は何よりも沿岸地区住
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民の皆さんに避難していただくこと、災害対策本部と避難場所との通信連絡に重点を置

くこととして変更するものでありますが、第１部として行う住民避難訓練では、一つ目

として、訓練日程を変更します。この数年来、平日の日中に実施しておりましたが、今

年度は、休日での各家庭における津波による避難を喚起することと、漁業協同組合の呼

びかけにより、沿岸地区の漁業者の参加を促すため、昆布漁が終了している10月16日の

日曜日に実施することとしております。時間も午前７時30分としますが、早い時間に実

施する理由としては、少しでも多くの住民の皆さんが、子供を含め、家族ぐるみで参加

できるよう、また、休日の外出前に訓練を終了することができるよう配慮したものであ

ります。

また、二つ目として、訓練に参加された住民の皆さんへは、避難場所において、新た

に北海道から示される想定地震、津波浸水予想への対応に向け、避難経路、避難に要す

る時間などを検証するための新たなアンケートを行っていただくことを予定していると

ともに、幾つかの避難施設においては、避難者リストの作成を予定しております。

さらに、三つ目として、今議会で補正予算計上させていただいた、新たに購入する衛

星携帯電話と増量する移動系防災行政無線を活用し、より充実した通信訓練を予定して

おります。

なお、避難場所については、いずれも海抜10メートル以上に位置しておりますので、

現状においては、従来どおりの避難場所に避難していただくこととしております。

第２部として行う関係機関による総合訓練では、会場は従来どおり厚岸漁港若竹第２

埠頭で開催いたしますが、昨年度までの内容に加え、新たに釧路地方気象台の協力をい

ただき、模型による津波伝播の実演を行うこと、ＮＴＴ東日本北海道支店の協力をいた

だき、衛星通信移動無線車による通信訓練を行うこと、北海道コカ・コーラボトリング

株式会社の協力をいただき、自動販売機からの飲料水提供訓練を行うこととし、充実を

図ろうと考えておりますが、詳細については、訓練実施日までに関係機関と内容を詰め

ていくこととしております。

次に、今後、防災訓練を実施していくに当たって取り組まなければならないと考えて

いる課題はあるのかについてでありますが、東日本大震災における当町の避難者は、当

日避難場所で配置職員が集約した数値では午後５時現在の約1,030人が最大であり、その

他避難場所以外に避難されていた方を加えたとしても、沿岸地区住民の避難率は極めて

低い状況であったと考えております。

このことから、津波警報の際は、徒歩で 「とにかく高台にある近くの避難場所へ逃げ、

る」ことであり、町としては、さらなる呼びかけを行い、実際に起こり得る地震津波に

対する訓練をより現実のものにするため、より多くの住民などが訓練に参加していただ

けるよう、避難場所の再確認、日頃からの備え、持ち出し品などを準備されるよう啓発

すること、また、大津波により役場庁舎が使用不能となる場合は、災害対策本部をコン

キリエにすることとしておりますが、必要設備、装備の整備を図り、町職員の出動訓練

を行うこと、被災後を想定した救出訓練などを行う総合訓練では、関係機関との間にお

いて、東日本大震災の現実を参考にさせていただきながら訓練することが、課題である

と考えております。

来年度以降も、より実践に即した、充実した訓練を実施してまいりたいと考えており
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ます。

続いて、２点目の厚岸漁港整備についてのうち、初めに厚岸漁港の防災対策強化が急

がれると思われるが、防潮堤の陸域全面展開等、現在の漁港漁場整備計画の見直し等を

する考えはないのかについてでありますが、厚岸漁港では、先般の東日本大震災におい

て、市街地に相当の浸水があり、漁船等の漂流や泊地への土砂の堆積など、多くの被害

がありましたが、幸いにして漁港本体に被害はなく、漁港機能は維持されております。

しかしながら、厚岸漁港は湖北地区、湖南地区いずれも市街地に隣接しているため、

津波による浸水被害は、漁港から市街地へ向かって起きております。

また、今回は、たまたま漁業活動の繁忙期ではなかったことから、漁船などの被害も

少なく、人的被害もなかったものと考えております。

こうしたことからすると、改めて今回の津波被害を踏まえて、厚岸漁港の防災機能と

して、何が必要か、また、漁港事業として何ができるのかなど、検討しなければならな

いことがあるものと考えているところであります。

ご質問にありました、防潮堤の陸域全面展開についても、非常に大がかりな内容で、

市街地と漁港との連結や漁港事業としてなじむのかなど、難しい問題はありますが、検

討課題になるものと考えております。

現在、漁港漁場整備計画については、次期の長期計画の策定に向けた作業が行われて

いる最中でありますので、改めて検討した内容について、関係機関と協議を行い、厚岸

漁港の防災対策の向上が図られるよう取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご

理解願います。

次に、厚岸漁港の整備促進のために、現在の第３種漁港から、特定第３種漁港への昇

格を実現し、国有数の漁港としての地位を確立し、もって漁港整備の促進を図るべきと

考えるが、どうかについでありますが、厚岸漁港については、現在の漁港漁場整備法、

、 、 、以前は漁港法と言いましたが これに定める第３種漁港として 昭和26年に指定を受け

昭和31年の第２次漁港整備計画から、国の直轄事業により整備が進められてきておりま

す。

この第３種漁港については、漁船の利用範囲が全国的なものとして指定されている漁

港で、全国に101カ所、北海道に18カ所が指定されております。

また、ご質問の特定第３種漁港については、第３種漁港のうち、水産業の振興上特に

重要な漁港として、国が政令で定める漁港で、本州に13カ所の漁港が指定されておりま

すが、北海道には指定された漁港はありません。

これらの漁港の整備についてでありますが、北海道内の第３種漁港については、北海

、 、 、道特例として 国の直轄事業での整備が進められており 基本的な漁港施設については

北海道の負担はありますが、地元市町村などの負担金はありません。

しかし、特定第３種漁港については、国の直轄事業の制度はないため、事業主体は、

市町村もしくは県が行う必要があり、補助率についても、一例で申し上げますと、外郭

、 、施設として岸壁を整備した場合 北海道内の第３種漁港では国の負担が10分の７に対し

本州の特定第３種漁港の場合は３分の２と低い状況にあります。

こうしたことから、厚岸漁港も含めた北海道内の第３種漁港の整備については、北海

道特例がある中で大きなメリットを得て、国の直轄事業による整備を進めていただいて
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おりますので、現段階では特定第３種漁港の指定を目指すことについては考えておりま

せん。しかしながら、平成23年度の国の制度改正においては、流通拠点漁港における衛

生管理対策を重点的に進めるとして、特定第３種漁港の衛生管理施設の整備に対する補

助率が、２分の１から３分の２に引き上げられております。

通常では、漁協や市町村が事業主体となって衛生管理型の荷捌き施設を整備する場合

は、補助率が２分の１でありますから、特定第３種漁港において整備する場合にはメリ

ットが出てくることになります。ただし、現在、受けている情報では、新規の特定第３

種漁港の指定は考えられていないとのことであり、また、仮に厚岸漁港が特定第３種漁

港の指定を受けたとして、その指定により、第３種漁港の北海道特例である、国の直轄

事業の対象から外れてしまうようなことになれば、反対に大きなデメリットになってし

まいます。

いずれにしましても、このようなメリット、デメリットを総合的に勘案しつつ、今後

とも厚岸漁港の整備が円滑に進められるよう、関係機関と協議してまいりたいと考えて

おりますので、ご理解願います。

以上でございます。

●議長（音喜多議員） ６番、堀議員。

●堀議員 まず、平成23年度の防災訓練について答弁をいただきました。

地震だ、津波だ、すぐ避難、少しでも早く、少しでも高くというスローガン、こうい

うスローガンって本当に大事だと思うんですよね。やはり、さあ行くぞ、さあやるぞ、

さあ逃げるぞというようなことをしようとするときに、皆さんが声をかけ合える、そう

いうスローガンというものがあるというのは大変いいなというふうに思いますし、これ

を本当に町民の人方にもより知ってもらって、訓練参加率というものを上げていただけ

るようにしていただきたいなというのが、まず思います。

それで、実施要項自体が早目に示されなかったわけなんで、こういう質問をさせても

らったんですけれども、実は10月の16日というのは、私方とか町内いろいろなところで

も、いろいろな行事というものも当然重なってきているというふうに思うんですよ。

初め、この10月16日にやるぞというものを聞いたときに、何でわざわざ、私方が参加

しようとする行事というのは厚岸町内のＰＴＡの行事なんですけれども、こちらのほう

が町内の行事があるものですから、では、全然参加なんかできないじゃないかと。３月

のときに、あれだけの津波被害があって、子供たちもこの今の時期に防災に対してのす

ごい意識が高まっているときに何でそのときに、そういうＰＴＡの行事とのぶつかるよ

。うな日程をつくらなければならなかったんだというような思いというものがありました

ただ 訓練開始が大体７時半くらいからといった中では 早目にやって 早目に終わっ、 、 、

てくれるといった中では、少しでもそういった中では、早朝の訓練参加というものの中

では期待もできるから、そこら辺についてはいいのかなと。ただ、できれば、これは今

回はこういう７時半からの訓練でしょうけれども、当然いろいろな時間帯というのも、

。 、 、これからもいろいろと想定されると思います やはり毎回毎回同じ決まった次期 時間

そういうものじゃなく、やはりこれは冬のときにもやるようなものですし、また、今回
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の災害のあった３月のときとか、むしろ北海道のほうの災害というのは、夏場に来るよ

りも本当に今回の３月とかもそうですけれども、１月、２月、３月と、そういったとこ

ろに、やけにいろいろな地震災害等も重なるのを考えたときには、やはり冬場の一番避

難訓練が困難なときにもやるのが訓練としての成果を上げる、精度を上げるというもの

、 、では大事ではないのかなというふうに思いますので そこら辺は今年のもの以外の中で

これは（3）にもなるのでしょうけれども、今後の中でも取り組む中では考えていっても

らいたいなというふうに思います。

（2）番の東北地方の太平洋沖地震を経て、昨年までの防災訓練との相違点というもの

が幾つか挙げられました。当然先ほど言ったとおり訓練の時間帯を変えたとか、そうい

うものも大きな変更点でもありますし、また、今までいろいろとやっていないようなも

のもありました。私が特に今回の３月11日の津波災害を受けた中では、やはりいろいろ

机上訓練というものが私としては大事じゃないのかなというふうに思います。そこら辺

が実際のところこれを見ても、なかなかシミュレーション訓練というものがのっかって

きてないのが、ちょっと残念ではあるのですけれども、どうしても総合防災訓練となる

と実動訓練ということにもなってしまうというふうに思います。自治体関係が全部が参

加する総合防災訓練だけじゃなくて、やはりこれからの必要な訓練としては図上の訓練

というものが、より必要じゃないのかなと。

例えば ここで今回の避難訓練に当たってのシナリオというものがありまして ７時30、 、

分ごろに震源とするマグニチュード8.6の地震が発生したと。それから、気象台が約３分

後の７時33分に大津波警報を発令したと。これを受けて厚岸町長は、７時35分に避難指

示を出したと。ここまでわずか５分、大津波警報が出されてからわずか２分という、非

常に短い判断、警報の発令というものになっております。では実際のところ、この３月

の11日はどうだったのかというものを思うんですけれども、14時49分に津波注意報が北

海道太平洋沿岸東部に出されました。それから６分後ですね、防災無線放送で津波注意

報が発令、注意喚起ということがされております。また、その次のほうに行きますと、

今度津波警報のときはというと、15時14分に気象庁のほうから津波警報に切りかわった

と。それから14分後の15時28分に避難勧告が発令されたというようなことが、前回出さ

れた時系列のほうのやつの中でははっきりとしてきています。

では、それと比べて、少なくても今回は、この２分や３分の中で、警報の発令とまで

いく。では、これを実際にどういうふうにやってできるのかという、やはりそこら辺は

そのシナリオだけではだめだし、かといって、そのシナリオがあって、しかもどういう

ふうに人が動くのだと。では町長に２分、３分ですぐ連絡がついて、すぐに避難勧告が

出せるのかと、そういうものとかもありますし、やはりそこら辺というものが常に考え

。 、ておいてもらわなければ この避難訓練での１分２分をどれだけ削るのかというものが

津波やそういう大災害のときに、人１人が生き残れるかどうかという、そこに大きくか

かわってくるものだと思いますので、やはりこの例えば今回３分だと、確実にこれが３

分で出せるんだと、そういう体制というものを今後もつくれるようにしていくようにし

なければならなのが、これは行政の防災マンとしての役割じゃないのかなというふうに

思いますんで、そういうものをもっともっと想定したシミュレーション的なものという

ものが必要になるんじゃないかなというふうに思います。
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そういった中では、第一部は実際に避難についての人員の町民の避難誘導や何かとい

う、今までの避難誘導というと職員が町中に立って、逃げてくださいとかという声をか

けるとかというものもあったんですけれども、こういうふうにやるとなかなかそういう

ふうにもならないのかなというものを考えたときには、私としてはもっともっと人をど

ういうふうに動かすか、そういうシミュレーションというものがあるべきだと、なけれ

ばだめだというふうに思います。

何とか今後の避難訓練というものを考えたときには、シミュレーション訓練というも

のを、いろいろなシミュレーションがあると思います。例えば、町立病院とかにしても

そうですよね、今回は総合防災訓練ですけれども、各地域防災訓練とか、また組織ごと

の防災訓練とかというのもあると思います。実際に被害を受けたときには町立病院に、

例えば、300人、400人がどんどんどんどんけが人が運ばれてきたときに、どうするのか

とか やはりそういうものを常に訓練としてやって 町民のほうに見せておくことによっ、 、

て、やはり町民も防災意識の高まりと、また防災に対しての安心感というものが出てく

るというふうに思うんですよね。だんだんとりとめもなくなってきて、あれなんですけ

れども、まず、防災訓練についてはやはり今回第１部と第２部というものがあるんです

けれども それ以外の第３部とも言うべきシミュレーション訓練というものを ぜひやっ、 、

てほしいなというふうに思うんですけれども、まず、この点についてだけお答えしてい

ただきたいなというふうに思うんですけれども、お願いします。

●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長 會田課長 まず 他の行事と重なったことなのですけれども 今回 10月16（ ） 、 、 、

日に設定させていただいたのは、10月15日で昆布がすべて終了するということで、しか

も、次の日が日曜日だということで、昨年は土曜日という釧路市の総合の防災訓練と同

日で行ったものですから、たまたま土曜日に当たりましたけれども、それまで21年度ま

では平日で、しかも日中に行っていたと。今回、改めてこの３月11日の東日本大震災に

基づいて、皆さんに参加していただきたい。特に沿岸に住まわれている漁業者の方々、

この方々が参加いただかなければ、やはり避難訓練の参加者というのは増えないだろう

ということも考えて、今回10月16日、しかも午前中の早い時間で家族ぐるみで参加をし

ていただきたいと。避難場所を確認していただきたいと。どれくらいの時間がかかるの

かということも含めて、考えさせていただきました。ＰＴＡ研究会かと思いますけれど

も、こちらのほうと重なることも存じておりました。今後日程の調整につきましては、

いろいろとほかの行事と重ならないよう考えていきたいと思いますけれども、今年度に

つきましては、この形で承知をいただきたいとふうに考えております。

次に、他の時期、冬の時期ですとか寒い時期、必要だと思いますけれども、ただ、そ

の寒い時期に行うことによって、参加者が減ってしまうと何もならないということにも

なりかねないので、それら検証しながら、どのような形で行えるのか検討して実施、そ

れとも実施できないという判断をさせていただきたいというふうに思います。

それと、もろもろのお話につきましては、実践に即した訓練ということで、大きく受

けとめさせていただきたいと思います。実践に即した訓練が行われることが、一番これ
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はいいことだというふうには考えておりますけれども、この実践に即した訓練というの

が一番難しいというふうに思います。今後、いくらかでも実践に即した形で行っていき

たいというふうに考えておりますけれども、まだ、これも実際に道路を通行どめにした

りとか、それらも含めて関係機関の協力もいただかなければなりません。それを考えま

すと、今年度は余りにもちょっと時期として短かったと、準備時間が短かったというこ

、 、 、 、とで 来年度以降これら課題にさせいただきますけれども できること できないこと

含めて検討をしてまいりたいというふうに考えております。

最後のシミュレーション、図上の訓練ですけれども、これ実際に行っている市町村も

ございます。これらも参考にしながら、それも実施できるかできないか含めて、考えて

いきたいと思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

●議長（音喜多議員） ６番、堀議員。

●堀議員 ２回目の質問としてはちょっととりとめなくなってしまったので大変申しわけ

なかったのですけれども、この図上訓練に関して言うと、消防庁のほうがしっかりとし

た要項というものをつくってますよね、図上型防災訓練の実施要項のあり方に関する調

査研究報告というものがあります。やはりそういうものをやった中で参考にしていただ

きながら、総合防災訓練は総合防災訓練として私もいいと思うんですよ。それ以外にや

はり例えば、自衛隊の人が大きな災害なると各町村には２人とか３人派遣されると思う

んですけれども、やはりそういう人方も含めて、消防も含めていろいろな総合振興局の

人方も含めてとか、そういった中では、それは何も総合防災訓練の中でなくても、いつ

でもできるシナリオと、そのやり方さえしっかりとできると、いつでもできるというふ

うにも私は思います。その積み重ねが連絡調整とかもより高まって、防災ということに

はすぐには結びつかないでしょうけれども、やはりそこからの復旧、復興といったもの

の中では大きな大きなシミュレーションになるのではないのかなというふうに思います

ので、ぜひともそれについてはやっていただきたい。

本当に今回のは、課長は時間がなかったというふうなことを言われました。実は、以

前の東北地方太平洋沖地震のときに、問題、課題というものがあったんですけれども、

そこでの移動型の防災無線というのが足りない。やはりそれが固定型だというか、支え

型よりもより移動型のほうが必要だという。それは先ほど１回目の答弁にありましたけ

れども、今回の補正予算の中にも購入を計上されているという中では、それを使った訓

練をするんだというのは大変いいことだというふうに思います。やはりこういう実際の

検討というか、問題となった必要だなと思ったものをすぐさま対応していただけるとい

うふうになったのは やはりこれは町長初め皆さん方が この防災というものに意を配っ、 、

ていただいてくれているからなんだなというふうに、本当に心強く思ったものでありま

す。

そこで、ちょっと確認をしたかったんですけれども、津波避難計画の策定指針という

ものを北海道が、７月いっぱいぐらいまでにつくられたんだというふうに私は聞いてた

んですね。当初６月のときとかに確認したときには、たしかこれは７月いっぱい、８月

ぐらいまでにはできるんだというようなことを聞いていたんですけれども、当然今回の
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避難訓練においても、こういう避難計画の策定指針に基づいたものというものを、生か

されているんだなというふうに思うんですけれども、まず、これは確認だけでいいんで

すけれども、北海道がこの津波避難計画の策定指針というものを既に作成し、今回の避

難訓練においては、厚岸町がその指針に基づいて避難訓練というものを組み立てを行っ

たんだということで理解してよろしいのでしょうか、それについてお答えしていただき

たいと思います。

●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） お答えをいたします。

今の津波避難計画策定指針についてお答えをしますが、確かに北海道からは案の形で

説明がなされました。これは７月に担当者の者が集められて、その中で策定指針案並び

に津波避難計画策定例というものを示されております。中身を拝見しますと、これは津

、波避難計画がどのような形でつくられるのかということから説明させていただきますが

実際に地域防災計画というのがございます。この中で地震津波対策、応急措置だとか、

いろいろと定められておりますけれども、これら抜粋したものが津波避難計画として定

められております また 一番特徴的なのが それぞれの地域ごとの避難経路 避難ルー。 、 、 、

ト、津波の浸水予想区域などが、あとは避難場所ですね、これらが地域ごとに定められ

ているというのが津波避難計画の特徴でございます。

北海道も、かなりその余裕のない中でつくられたものなんだろうというふうに私たち

は拝見させていただいておりまして、中身的には、今は地域防災計画で定められている

ことと、それほど変わらない。一番の問題は、この津波避難計画を定める際には、一番

重要なものは、まず津波の想定、津波の到達時間、あとは浸水予想区域、あとは津波の

高さ、この三つがこの津波避難計画を定める際には一番重要であろうというふうにいた

しました。この素案づくりまで私たちも手がけておったのですけれども、これが今北海

道では想定地震が変えられて、改めて大きなものになるやのお話を聞いております。今

後中間報告もあるということで、その担当者の会議の中で質問した際には、中間報告を

させていただきたいということも北海道の担当者のほうからお聞きしております。これ

、 、 、 、が この三つがすべて変えられてしまうと 避難場所 あとは当然到達時間が変われば

より近いところに避難場所を設けなければならい。あとは津波の高さが変われば、当然

避難場所も、もう一度改めなければならないということになりますから、今、津波避難

計画をつくったとしても、またその北海道からの周知によって、もう一度すべてが見直

さなければならないということになりかねないということから考えれば、今、尚早に策

定するよりも、地域防災計画の中で、この訓練を行うことが今ベターだろうということ

で考えましたので、ご理解いただきたいと思います。

●議長（音喜多議員） ６番、堀議員。

●堀議員 わかりました。そうすると、まだまだ変わる可能性がある、避難場所について

も今回の避難場所というものが必ずしも、お年寄りの方々にまずは危なくなったら、あ
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そこに逃げてくださいという、そのあそこというものも来年になったらば変わってしま

うかもしれないといった中で、今回の避難訓練というのは本当に、今手持ちの駒として

ある中で一生懸命やるんだけれども、やはりそれだけではなくて、やはりもっと町民の

方々にも柔軟な情報というものが行き届くような形でなければならないという部分、改

めて思いますんで、そこら辺を行政側としても今回の訓練をやったからいいんだじゃな

くて、常に動く情報というものを町民側のほうに出していただくようにしていただきた

いなというふうに思います。

さて、防災訓練についてはまだ私の先輩議員も、この後もありますので、私のほうは

これで終わらせてもらいまして、続きまして、２点目の厚岸漁港整備についてお聞きし

ます。

この答弁にもありますとおり、本当に今回の3.11、湾月町から若竹、奔渡の１丁目、

それから港町、真栄町というものが、大きな津波による冠水を受けたんですけれども、

これらの施設、町の前には漁港があってしまうんですよ、あってしまうと言ったら悪い

んですけれども、当然私方、厚岸町に暮らしていて、この漁港のおかげで生活もしてい

るといった中では、あってありがたいんですけれども、ただ、逆に言ってしまうと、今

までこの漁港があるがために前面も水際の対策というものが何らとられていないという

のが、実際のところそうなんですよね。余り私方も違和感というものは実際のところは

ありませんでした。この防潮堤とかがないという町というものを、全然実は違和感とい

うのがなかったんですけれども、よくよくほかの町の港とかを見ると、どこもやはり防

潮堤というのがあるんですよね。例えば、この道東主要４港と言われている、花咲や浜

中、そして釧路もそうですけれども、どこも漁港の入り口というか、ほかの３港は港湾

ですけれども、港湾の入り口というか、それらのところにはすべて防潮堤がずっとあっ

て、その防潮堤から陸側のほうに、例えば荷さばき施設があるとか、そういうような形

の整備というものが実際のところ、もう既にされてきているのが港湾的なもの。漁港の

ほうでなかなかあるのかといえば、確かにこれは私もないと思います。港湾のほうでは

少なくてもあるし、この道東４港のうちの３港はそういう防潮堤の整備というものがさ

れていると。

、 、 、では そういうものを考えたときに この北海道太平洋沖に面しているこの厚岸町が

漁港といえども、その背面への防潮対策というものを何ら出すことができなければ、今

回のような１メートル、２メートル、場所によっては２メートル50とかという場合もあ

るのかもしれませんけれども、約２メートルぐらいの津波が来たときには、毎回毎回冠

水被害というものを受けなければならない。そういうものを既に想定をしなければなら

ない事態というものに、いつでもなるような町になってしまっているということがある

と思うんですよ。これをだから、防潮対策を漁港のほうだけでやるんだということに言

うのは、ちょっと乱暴だとは私もわかります。これは国土保全のほうが第一にあればい

いんだとは思うんですけれども、ただ一番大事なところを漁港が占めている関係上、や

はり一番金をつけて一番整備しやすいのは、漁港整備でやるのが一番整備しやすいと思

うんですよ。例えば、湾月町から若竹に関しても、今現在、漁港道路ありますよね。漁

港道路、今現在はほとんど四車線道路のような太い二車線道路があるんですけれども、

あれも片方をつぶしてしまって、あそこに防潮堤をぼんとつくるとか、これはかなり乱



- 53 -

暴といえば乱暴なんでしょうけれども、でもそういうことぐらいはできると。それから

、 、 、背面については 市街地が広がるのだという整備をしていくことによって より市街地

湾月、若竹、松葉の人方とかもより安心して暮らせるようにもなるんではないかのか。

膨大な事業費と膨大な時間がかかるのはわかります。これは当然第２次漁港整備計画の

ときの地域指定のときから、何らやってきていないことですから、それを今ここで防潮

対策を一遍にやれというものも、なかなか難しいのかもしれませんけれども、しかし、

必要性として感じていただかなければ、町民側としてはいつまでたっても不安というも

のを拭えない。確かに東北太平洋沖地震の三陸のほうの10メートル、20メートルという

ふうな大きな津波、これには対応ができないかもしれません。それでも１メートル、２

メートルぐらいの防潮堤があることだけでも、少なくても500年ではない150年、200年ぐ

らいの間隔で起きるような地震のときに発生するかもしれない津波といったものにも、

十分対応できるんじゃないないのかと。今の厚岸の漁港全面というものは、全然そうい

う１メートル、２メートルぐらいの津波にも何ら無策だというものが露呈してしまった

のが、今回の地震津波災害だというふうに私は思います。露呈した以上は、やはりこれ

をしっかりと計画をつくっていただいてもらわなければ、厚岸町民としては、いつまで

たっても安心して住むことができないんじゃないのかなというふうに思いますので、そ

れをしていただきたいと。本来でいくと、それだけじゃなくて当然港町側もあります、

港町の裏側というのもあります。また宮園から白浜、また門静、厚岸漁港というのは本

当に広いのですよね。入り口は狭いのですけれども、中が広いですから、それらをすべ

て助けてほしいというのが町民としての切なる願いではあるのですけれども、まずはそ

ういう思いの中で、受けてその漁港整備計画なり防潮堤の整備計画というものをつくっ

ていただかなければいけないと。もはや、それを今までの護岸整備、かさ上げや何かで

ごまかすというようなことも、全然できないというのが実態じゃないのかなというふう

に思います。

そういった中で、陸域の全面展開というものを今後何とか考えていただきたい。本当

に時期が、漁港漁場整備計画の長期計画の中での作業が行われていると言っているんで

すけれども、この中で、まずは一番被害のあった浸水対策としての考えられる部分、湾

月町から若竹、そしてこの港町から宮園界隈ぐらいまでは防潮堤の整備というものを盛

り込むというものを考えていただきたいなというふうに思います。これは何とか本当に

していただきたい。私、沿岸域に住む者としても、何とかしていただかなければこの厚

岸町の中で、本当に厚岸町の中で、安心して住める場所がごくごく一部になってしまう

というようなおそれもありますので、やはりそうならないためにも、これからの次期整

備計画に向けた盛り込むことを、改めてお願いしまして、そして、これについては少な

くとも検討課題、そしてまた実施課題として取り組んでいくのだという強い意志を、町

長のほうにも示していただきたいなというふうに思います。

さて、その上で特定第３種漁港に入るんですけれども、特定第３種漁港、ここではデ

メリットもある。確かに直轄港としての第３種漁港、北海道特例の中であるといってい

るのです。でも北海道特例の中であるといっても、北海道の負担というものはある、変

わらないわけなのですよね。そういった中で、実際のところは漁港整備の中ではどう変

わるのだといったら、確かに大きな外郭施設や何かを整備しようとしたときには、何ら
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厚岸町が負担が出るとかというものではないといった中では、何ら変わらないというふ

うに私は考えてます。

、 、 、特定第３種と今現在の北海道特例 どっちが得かといったときには 北海道としての

メリット、デメリットというのはない。厚岸町としてもメリット、デメリットというの

は、ないというふうに思ってます。国がメリット、デメリットもあるのかといえば、実

際のところ国もメリット、デメリットもない。じゃ、何で私が、今ここで言うのかとい

うと、例えば今回の宮城の大津波のときに、特定第３種漁港が宮城には３港あるのです

ね。３港は、気仙沼と石巻と塩釜ですね、というのがある。これに対して北海道という

ものがない。北海道がこの全国の中で13港しかない特定第３種に入るような漁港がない

のかというと、実際のところそうじゃないんですよね。漁獲高でいうと、塩釜とかは本

当に少ない１万2,000トンぐらいしか漁獲量がないとかって、そういうような小さいとこ

ろ。厚岸町はどのくらいかと言えば、実は４万トンぐらいまで年間の水揚げ量がある。

そういった中では、本当に遜色ない。

先ほど言った、そのメリット、デメリットの話にもなるんですけれども、今回の災害

の復旧ときに、真っ先に漁港のほうの復旧予算がついたのは、これら特定第３種漁港で

す。本当に三陸のところは小さな漁港とか、本当にいっぱいありますよね、厚岸でいえ

ば第１種漁港の床潭漁港とか、それよりももっともっと小さいような漁港というのが、

たくさんあるんですけれども、それらのもの壊滅的な被害を受けました。でも、国がど

こから手をつけるんだといったときには、地域指定の中でより大きな地域に一番最初に

予算をつける。そういうことを考えたときに、防災に強い、確かに完全に被害を受けな

い施設というものができればいいですけれども、そういう自然相手の中では、どんなに

考えて頑張っても、それ以上の災害というものが起きていったときには物が壊れるんだ

というものを考えたときには、それからどのように直すのかというものを考えていった

ときには、より地域指定の大きいところのほうがより大きな予算、より早く、より重要

な予算というものが回ってくると思うんですよ。そういった中で、もし例えば、道東太

平洋沿岸域にあれだけの大きな津波が来てたときに、では、この厚岸町のような漁港復

旧というものをしようとしたときに、どれだけの予算というものが回ってくるだけのも

のがあるのか。では、ほかのところと考えていったときには、どうなのだとかという形

にもなると思うんです。

少なくても、この道東の中で、道東の中でこの厚岸漁港というのは本当に大きいほう

ですし、ただ地域指定という中では北海道が18港の第３種漁港の中の一つでしかないと

いった中では、予算的な配分といったものを考えたときには、それは当然政治力を使っ

て、何とか先生お願いしますということもあるのかもしれませんけれども、よれよりも

何よりも、今回の宮城とかの見た中では、しっかりとした地域指定を受けることによっ

て復旧、復興というものも早くなる。それによってその背面の集落というものも、より

復旧、復興が早まるということも考えられると思うんですよ。それだけでも、この地域

指定を目指すだけの意味があるというふうに私は思います。無駄なことではないという

ふうに私は思いますで、やはりこれをやると。

なおかつ、北海道唯一の特定第３種漁港として、また、道東唯一の特定第３種漁港を

大きな漁港としての衛生管理型の整備というものも進んでいく中では、今後より一層の
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厚岸漁港の漁獲高の増というものもある程度考えられる。それは隣の隣の釧路市のバル

ク港としての選定を受けたということにも関連するんですけれども、そういう国として

の大きな指定を受けるというものは、それだけ大きなメリットがあると思うんです。こ

れは町長が長年道議会議員としても、そういう地域の要望等もいろいろと受けてた中で

は、その必要性というものはわかっていただけると思いますので、まだ確かに時期尚早

と言われれば、そうかもしれません。例えば今現在、震災の復興も忙しい中で漁港予算

のほとんどが、そちらのほうに向かっていく中では、お前、今言ったって、そんなもの

今なるわけないだろうと。それは確かにそうかもしれません。でもやはり、下積み、下

準備というものはやっていかなければ、北海道に対しての根回しや北海道が、これ申請

者は北海道になると思いますので、当然漁港管理者は北海道ですから。北海道がその意

を受けて、北海道がやる気を出すようにもしていかなければならないというものを、こ

れは地元しても考えていってほしいなというふうに思うんですよ。

今、町長に対して漁港整備、そして第３種漁港への昇格というものに対して、これに

ついても町長何とか意欲を見せていただきたいなというふうに思うんですけれども、ど

うでしょうか。

●議長（音喜多議員） 町長。

●町長（若狭町長） お答えいたします。

まず、第１点目の防潮堤の件でございますが、その防潮堤の安全安心なまちづくりに

ついては、重要性は私は認識いたします。しかしながら、厚岸町の特殊事情もございま

す。

今、港町の南側、さらには真龍側については、越波対策としての護岸整備をお願いを

いたしておるところでございます。しかしながら、3.11以来、道のほうもやはり津波に

対する安全という心構えも持っているようであります。しかしながら、防潮堤というよ

りも護岸整備ということで現在進められております。

それともう一つは、やはりご承知のとおり船揚げ斜路との関係であります。若竹町、

奔渡町はご承知のとおりの船揚げ斜路の整備をいたしておるわけであります。果たして

そこに防潮堤をつくってくれというと、漁民がどういう考えに立つのか、これも当然協

議をしていかなければならない課題でございます。そういう点で理解できすけれども、

いろいろなそういう状況にあるということで、これともいろいろと協議の中で進めてい

くべき大きな課題であろうと、そのように私は考えておるわけであります。

続いて、特定第３種漁港の関係であります。

先ほど第１回目の答弁いたしました。メリット、デメリット、当然あるわけでありま

す。そういう点で考えていかなければならないわけでありますが、特に、これから衛生

管理型漁港施設の整備につきまして、今漁組と話し合っておりますのは、当然今回3.11

の教訓を生かした施設も考えていこうということで、話し合っている最中でもございま

す。そういう面において、メリット、デメリットも、それと先ほどお話ししたとおりで

ありますので、これも果たして国並びに北海道が理解を示してくれるかどうか、お褒め

の言葉もありましたけれども、過去の経験から言えば、なかなか難しい課題であろうと
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は思っておりますが、堀議員の質問であります、検討課題として、そのように考えてお

ります。

●議長（音喜多議員） ６番、堀議員。

●堀議員 これで最後とさせていただきますけれども、本当に防潮堤に関して言うと、斜

路の背面すぐというわけではないけれども、漁港施設はっきり言って大きいです。です

から漁港道路のもっと内側のところとかといった中では、整備というものが全然可能だ

というふうに私は思いますので、やはり実働性のある計画というものを本当にお願いし

たいなというふうに思います。

また、特定第３種漁港に関して言うと、あえて私は、その漁組なりどこがやるのか、

まだはっきりしてないと思うのですけれども、衛生管理型の荷捌施設については、触れ

なかったんですけれども、やはりそれだけをもし抜き出すんであれば、はっきり言って

団体事業としてやるんであれば、補助率が上がるわけですから、いいとかということに

もなるので、それだけということにもならないといった中でのメリット、デメリットと

いうものを、私は理解はしますけれども、ただデメリットは余りないのかなと。ただ、

先ほども言ったとおり、メリットとデメリットというものは相殺されて、ほとんどチャ

ラといった中で、なかなかないのかなというふうにも思うんですけれども、これは町長

がこの厚岸の町を漁港整備というものを含めて、水産の町をどうしていくのかという部

分にかかわってくるところだと思います ここら辺がしっかりとして 町長が先陣を切っ。 、

て、旗振り役として進んでいってくれれば、いろいろなところで進んでいけるのではな

いのかなというふうには力強く思いますので、改めまして、その点も何とか検討してい

ただきたいなというふうに思いまして、私からの一般質問を終わらせていただきます。

どうもありがとうございます。

●議長（音喜多議員） 町長。

●町長（若狭町長） お答えをさせていただきます。

現在は国直轄の第３種漁港として整備をされております。現在は平成14年から23年ま

での計画でございますが、進捗率は残念なことに６割です。国の直轄でさえ、そういう

状況であります。特定第３種にした場合、それでは地元でどうなのかということになり

ますと、ご承知のとおりの財政状況でございます。そういうことも考えながら、果たし

て特定第３種が厚岸の早期整備並びに衛生管理型の促進につながるのかどうか、このこ

とも踏まえながら、鋭意検討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

りますので、ご理解をいただきたいと思います。

●議長（音喜多議員） 以上で６番、堀議員の一般質問を終わります。

休憩します。再開は午後３時45分といたします。

午後３時10分休憩
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午後４時00分再開

●議長（音喜多議員） 再開いたします。

一般質問を続けてまいります。

次に、５番、中川議員の一般質問を行います。

５番、中川議員。

●中川議員 私は第３回定例会に当たりまして通告しておりました２点につきまして、教

育長に質問させていただきます。

一つ目といたしまして、教科書の選定方法について。

厚岸町ではどのような理由で選定されていますか。

次に（2）として、管内で厚岸町と同様な教科書を使用している町村がありますか。

三つ目として、転校してきた子供たちに、教科書がすぐそろいますか。

それから、二つ目といたしまして、補習授業の実施についてであります。

学力の向上のため、高校受験につないでいくために、小学校高学年以上を対象にして

実施してはどうですか。この２点について質問させていただきました。よろしくお願い

いたします。

●議長（音喜多議員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） ５番、中川議員の一般質問にお答えいたします。

まず、教科書の選定方法等についてのお尋ねでございますが （1）の厚岸町ではどの、

ような理由で選定されているのかについてお答えいたします。

市町村立の小中学校で使用されている教科書の採択の権限は市町村教育委員会にあり

ますが、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律により、採択に当たって

は、市もしくは郡の区域またはこれらの区域をあわせた地域を採択地区として設定し、

地区内の市町村が共同して種目ごとに同一の教科書を採択することとされています。北

海道では道内を24の採択地区に分け、厚岸町は第13採択地区となっており、共同採択を

行うため、第13教科用図書採択地区教育委員会協議会を設け、ここに学校の教員及び学

識経験者及び保護者からなる調査委員会を置き共同調査・研究を行いました。

採択については、調査委員会からの調査報告書に基づき教科書の取り扱い内容、内容

の構成、排列、分量等、使用上の配慮等の三つの観点から協議会において選定しており

ます。例えば教科書の取り扱い内容では学習指導要領における各教科の目標、各領域や

各学年の目標に照らして調査しております。内容の構成、排列、分量等では、例えば調

べ学習の仕方について学習した後に、時代の特色や歴史の流れについて学習するなどの

工夫がなされているかなどを調査しております。使用上の配慮等では、例えば北海道や

釧路管内の地域素材の教材が適切に配置されているか、また、写真やイラストが効果的

に掲載されているかなどを調査しております。

次に（2）の管内の厚岸町と同様な教科書を使用している町村はあるかについてお答え
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いたします。

先ほど申し上げましたが、厚岸町は第13採択地区であり、その構成町村は、白糠町、

標茶町、弟子屈町、浜中町、鶴居村、そして厚岸町であります、したがいまして、これ

ら６町村が同一の教科書を使用しておりますが、なお、釧路市と釧路町は第20採択地区

となっております。

、 、 。次に 転校してきた子供たちに 教科書がすぐそろうのかについてお答えいたします

小中学校の児童生徒には義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律に基づ

き、年度当初に教科書が無償供与されておりますが、転校生につきましても、以前の学

校と違う教科書の場合は 教科書供給所から二日から三日程度で教科書が届くこととなっ、

ております。

続いて、補習授業の実施についてのお尋ねでございますが （1）の学力向上のため、、

高校受験につなげていくためには、小学校高学年以上を対象に実施してはどうかについ

てお答えいたします。

現在、町内の小中学校においては国語や算数・数学の授業を中心として、少人数指導

やチームティーチング、補充的な学習などに取り組んでいるところです。これらの授業

を組む際には、指導方法工夫改善加配の制度を活用して教師の増員を図ったり、担任外

の教師や空き時間の教師を配置するなどの工夫をした中で行っております。このような

学習形態の工夫が、児童生徒にとっても学習内容を理解する上で大変有効な方法である

ことは、これまでの取り組みの中でも確認されているころです。しかしながら、それで

もすべての児童生徒に基礎基本の学力を確実に定着させることは難しいのが現実です。

ご質問の高校受験につなげていくためにですが、学校での教育は高校受験のためにあ

るわけではありませんが、確かな学力を身につけさせることは喫緊の課題と考えており

ます。そのために教育委員会といたしましても基礎基本の確実な定着を目指し、年度当

初より各学校に学力向上に向けた取り組みをお願いしているところでございます。現在

ほぼすべての学校で、何らかの方法で休み時間や放課後を利用した補充学習を実施して

おり、例えばある小学校では、全学年を対象に月に４回から５回国語・算数を中心に放

課後に実施しております。また、この夏休み中においても多くの学校で補充的な学習を

実施しているところでございます。例えばある中学校では、中学３年生の希望者を対象

に、入試教科を中心に、五日間実施いたしております。

内容についてはまだまだ工夫改善しなければなりませんが、確かな学力を身につける

観点からも、基礎的な学習内容の定着を優先した中で、児童生徒の学習状況に応じた学

習指導の工夫や指導方法の工夫もあわせて図っていくよう、補充的学習も含め一層の授

業改善に努めてまいります。

以上でございます。

●議長（音喜多議員） ５番、中川議員。

●中川議員 今、教育長から私の通告に対しまして答弁をいただきました。

今、教育長、よく言われますように、少子高齢化よく騒がれてますよね。それで、今

年なんか厚岸小学校の入学した子供たち随分少なくなってますよね。それで、それと去
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年からですか、厚岸の港まつり、厚岸音頭のパレードで真小厚岸町の生徒たちが我々と

一緒に踊ってもらっています。ところが、いかに厚岸小学校の子供たちが少ないことで

すよね これで私 こんなこと言う柄でもないんですけれども こんなに子供たちが減っ。 、 、

、 。 、 、ていったら 厚岸町がどのようになってしまうのかな 今 残念ながら11月27日ですか

片無去の小中学校が閉校ですよね。もうだんだん子供たちが減ってってます。それで、

今私がここで心配しても、この子供たちが今厚岸町を背負っていただく時代には、もう

私なんかいないんですよね、この世の中に。したから、考えるのはどうかと思うんです

けれども、そんなこと言ったら、この教育のためにやっぱり私も議員の一人ですので、

厚岸町を心配してもいいのではないのかなとそう思っておりますし、私も父親が早く亡

、 、 。 、くなりまして ４人の兄弟 ３人の子供を教育してきました その経験等を思い出して

少しでも厚岸の子供たちのために何らかお手伝いができればなと思いまして、先ほどか

、 、 、ら言いますように このように議事でですね 教育長に質問させていただくというのは

柄ではないとは思うんですけれども、ふだんから考えていることにつきまして、質問さ

せていただいたわけなんです。

それで、教科書の選定方法について、今答弁いただきましたら、釧路町と釧路市を抜

いて、あと管内みな一緒なのですね、13と言っていましたか。それで、これ私ももう随

分中学校時代から見たら、もう半世紀以上経っています。私の時代のこれ何も参考にな

、 、らないと思うんですけれども ですから私ずっと今の教科書をどうなっているのかなと

以前はこうだったけど、今は釧路市内と同じような教科書を使われているのかなと、い

ろいろ考えて思っておりましたら、これ二、三年前だったと思うんですけれども、教育

委員会ちょっと名前忘れましたけれども、釧路市内と違うんです、郡部は郡部でまた教

科書も選定しているんですという話を聞きまして、ああ、そうかと、こう思いました。

というのは、今、私が先ほど申しましたように、もう我々の中学校時代の話ししても、

ただ皆さんに笑われるだけで何もないと思うんですけれども、私も２年間、釧路の中学

校に行ってまして、２年の２学期に帰ってきました。厚岸中学校に。そして卒業させて

もらったんですけれども、もう教科書が全然違うんですね。そしたら、英語の教科書一

つとりましても、釧路の学校の教科書は、ページ数でいったらかなり厚いんですよ。そ

して、厚岸の使っている教科書は表紙の上が物すごく厚くて、中身が何もないんです。

昔の話ですから笑わないで聞いてほしいんですけれども、そして全然進んでいないんで

すね。私みたいな人間でも、もう復習の復習ですよ。

だから、こんなこと言ったらもう大変失礼な、教育関係者や親御さんたちに非常に失

礼なことになるかもしれませんが、これだもの、田舎の子供たちはかわいそうだなと、

どうして、同じ教科書を使って厚岸管内の中学校から今でいう湖陵の理数科、そこへど

んどんどんどん受験できているんですよ。入学できるような、私、大変失礼な言い方で

すけれども、私は教育長や指導室長を前にしまして失礼な言い方ですけれども、後れて

。 、 、いるんではないかなと 今後で反発ももらうと思いますけれども そういう感じがして

ずっと兄弟や子供たちを教育してきて、そう考えています。ですから、高校へ行く、大

学へ行くといったって、理事者の皆さんでも、今現在教育してる進行中の課長さんたち

もいるかもしれませんが、教育長も恐らく終わったか、今、進行中か知りませんが、そ

う思いませんか。非常に私、生意気な言い方ですけれども。私は、この日本国民として
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生まれたら、稚内から沖縄の島のほうまで、同じ教育を受けて、同じ学力でなければだ

めでないかなと思うんですけれども、私はそう思うんですよ。後で私の意見に反発して

ください。

それで、非常にこれからの子供たち、私さっき言った少子化ですけれども、どこでも

、 、 、通じる 釧路の学校でも札幌でもどこでもですね通じるような 一生懸命やってますと

こう言ってますけれども、やっぱりそういう授業を勉強を。だから、今、私も言います

けれども、今、私も親ばかという言葉あるんですけれども、私が今言いたいのは、じじ

ばかなんですよね。そして、今、孫に、意見を聞いたり相談を受けてますけれども、そ

れで今６年生ですけれども、４年生から釧路の塾に行ってます。そしたら、塾の関連の

塾があるのだそうですけれども、そこで2,000人、3,000人の同じ学年の子供たちが受験

するのだそうですね。そうすると、これは２年前の話ですけれども、そしたら、１回目

の試験結果に親と、その子供が呼ばれて先生から成績を聞くのだそうです。そしたら、

本人は大したできなかったんですけれども、塾の先生から褒められたというんですね。

すごいな、頑張ったなと褒められたそうなんですけれども、本人は大したいい成績でな

いものですから、そんなにぴんと来なかったそうなんですけれども。そして、そのでき

なかったということは、習ってないんですね、厚岸というか浜中も教科書一緒ですけれ

ども、今この答弁からいったら。そしたら、その塾の先生に、お前当たり前なんだ、で

きなかったら、お前ら習ってないからだと、こう言って、あとはみんなできてるんでな

いか、大したもんだ大したもんだと言って、褒められたそうなんですよ。

したから、私は、これやっぱり教科書が釧路市内やその上の帯広や、札幌やなんかの

教科書が違うから 、釧路や帯広や札幌の子供たちは習ってましても、浜中の子供は習っ、

。 、 、 。てない したからできないんだ お前当たり前なんだといって 塾の先生に言われたと

そこで私は、ああ、これ教科書の関係だろうかと、教育長、教科書に基づいて教える先

生も、習う生徒も教科書によりますよね。私はそう思うんですけれども、それで、やっ

ぱり今いろいろと説明をいただきましたけれども、もしできれば、同じような教科書で

教えたり、教わったりしてもいいんではないのかなと。それで、その差があるんだと、

孫やら塾の先生に会った娘から話聞きました。お前ら習ってないんだよって、したから

できないんだということから、この項目で質問をしたいなと思ったのは、それが大きな

要素といいますか、ことなんですよね。これは非常に難しいと思うんですけれども、私

も言いましたから、先ほども言われて、教育長笑われましたけれども。本当に教科書一

例とりましても、そして活字というのかな、英語ですから、スペルというんですか、そ

れは物すごく大きいんですよね。ところが私が持って帰ってきた釧路の中学校の教科書

は、それはそれは小さくて、びっちりあるんですよね。これはなしてこんなに違うんだ

ろうかなと。今までもう半世紀以上たってますけれども、今でもここまで思っていたん

ですよ。ですから、田舎のこれが今教育長は、この答弁表で一生懸命やってますと、こ

う書かれてますけれども、私はこれふだん思っているのは、田舎の子供たちというのは

不幸だなと、かわいそうになと、こう思っているんですよね。

それで、教科書も今このように、釧路町と釧路市以外には厚岸町も含めてやっている

んだということなんですけれども、今私の話を聞いてもらって、私もして、わかりまし

た。ただ、私は、そういう関係で非常に子供たちにできれば同じ処遇で教育受けたらな
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というのが私の考え方なんですよね。

それから、今、１も２もちょっとダブって質問してますけれども、それから、今うれ

、 、 、 、しいことは 転校してきた子供たちに教科書がすぐそろうのかという この質問に 二

三日でそろいます。よく私たちも息子や娘たちが地方にいて、厚岸に転勤してきたり、

また転勤していったりした我々よりも２級か３級上の、早くいうと私と同じ、じじ、ば

ばの立場の人から、今は教科書すぐそろうのですかという質問をよく聞かれるものです

から、この質問に加えていただいたんですけれども、そしたら二、三日中にすぐそろう

のだということで、安心させていただきました。

それから、この二つ目の、補習授業の実施についてなんですけれども、私も６月の定

例会後にこのような質問を９月の議会に質問したいな、こう考えておりましたら、ここ

に新聞の切り抜きを持ってきてますけれども、７月25日の夕刊ですけれども、学習塾を

経営している三木さんという人が、これ大きく夕刊に出てます。教育長も見られたかど

うかわかりませんが、小中校で補習すべきだと、こういうことで出ているんですよね。

そしてもう、基礎学力に劣る子供たちを大いににその補習授業をして、やらせなさいと

いうこれが大きくありまして、ちょうど私がこの９月の定例会に、このような質問をし

、 。 、たいと思って考えていたものですから この新聞切り抜きを持ってきました それから

つい最近の８月30日の道新に、釧路市教育長の報告として、市内小学校の補習参加28％

といって、これは余り大きくないんですけれども、出ていました。私も今も言いますよ

うに、こういう質問したいと思ったものですから、私もこれまた切り抜きで持ってきて

ますけれども、やっぱりいかにこの釧路市の教育長の談話というんでしょうか、報告と

いうんでしょうか、これにも補習は大事ですよね。ところがなかなか優秀な子供しかこ

の補習には参加しないということを書いているんですね。これはやっぱり学校で大いに

この補習授業を盛り上げて、生徒たちに受けさせるべきだという談話というか、これも

出てましたので、ちょうど私が今質問させてもらったように、やっぱり補習というのは

大事かなと。

先ほどの答弁では、教育長が言われるように、やってますよ、このように言われてま

すけれども、私も子供がいれば、すぐわかるんでしょうけれども、先ほど言いましたよ

うに、孫の代で本来でなら親がいるわけですから、私なんかどうのこうのするものでは

、 、 、 、ないと思うんですけれども たまたま孫やら その孫やら娘から そういう話を聞いて

ああ、そうか、やっぱりこれは釧路と、あるいは帯広と札幌なんかと教科書が違うから

習ってないものまで出てくるのだなと。それで本人も高校を受けると、小学校の高学年

から中学校、高校に向けて補習授業をすべきだと。だから、私もさっき言うように、そ

うしないとそれでも、これまた生意気な言い方ですけれども、恐らく札幌やどこかの高

校だ、大学にはついていけないんではないのかなと。だからうんと私は補習すべきだと

思っているんですよね。そして、できれば今厚岸は商業高校一つですけれども、どんど

ん厚岸も町立の小中学校から、いい中学校、いい高校、いい大学へ行って、そして帰っ

、 、 。てきてもらって この厚岸町のために頑張ってほしいなと そういう願いなんですよね

だから、先ほど言ったように、私はこうやって本当に議場でこんな意見を述べさせて

もらう、本当に私幸せなのです。生意気ですけれども、でもさっきから前置きして言っ

てますように、そのときは私たちいません。いませんけれども、やっぱりそういう後押
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。 、 、しということもあってもいいのかなと これ本当に今１ ２年前に考えたことでなくて

さっきも言ったように、兄弟や、それから子供たち教育して、常々思っていたことなん

ですよ。だから、話してみたいな、質問してみたいなと思っても、私なんかそんな教育

を厚岸を背負って立つ子供たちのことを、どうのこうのする柄でもないもんですから、

、 、今まで質問しなかったんですけれども その孫の２年前の試験のできないで当たり前よ

何も習ってないもんだもと、こうやって塾の先生に言われたと。それで、ああ、そうか

ということで質問に立たせてもらったのですよ。何か生意気な言い方させてもらったん

、 、 。ですけれども また何か答弁がありましたら 答弁いただければありがたいと思います

よろしく、どうぞ。

●議長（音喜多議員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 今のお話に答えさせていただきます。

まず、一つ目の教科書に差があるかという問題なのですけれども、高校の場合は差が

ある可能性はあります。というのは、同じ数学でも、その１週間の時間数によって、例

えば数ⅡＢがあったり 数ⅡＡがあったりということで その授業を何時間組むかによっ、 、

て教科書の難易度が違うことがあるのです、高校の場合は。しかし、小学校、中学校の

場合は、学習指導要領によって、時間数は全国一律決められてますから、実際に出てる

、 、 、教科書 これ教科によって２社から 二つの社から七つの会社まてあるのですけれども

これは程度の差はどの教科書が分量が多いとか、程度が高いとかということは、一切な

いんです。もちろん厚身が違ったり、ですから発展的な部分を多く取り入れてる教科書

もあります。ただ、それが優秀な教科書というわけでもなくて、逆に言うと、今年の今

回の改定によって内容が多いのと、発展的なものをたくさん取り入れなさいということ

で、実際ページ数も前回から見ると、どの会社もふえているんですよ。

そうすると、逆に言うと、先生たちはその中から取捨選択して、教える内容を吟味し

ないと、その時間数で教え切れなくて後ろに残しちゃう可能性も出てくる。ですから、

逆に多い、内容がいっぱい書いてる教科書だと、飛ばさなければならない事項が多いわ

けですから、非常に逆に言うと難しいかもしれないんです、教え方に。そして、どちら

のほうがよくわかるかというのは、これまた別の問題だというふうに思います。実際に

私どもと釧路市との差は、小学校でいうと２科目、中学校今回は４科目違う教科があり

ますけれども、これについても内容の差異で決めてるものでは決してありません。そし

て、もちろん札幌市とも一緒になっている科目はたくさんありますし、郡部のほうだか

ら教える内容が薄いということはないです。

先ほどの塾の件なんですけれども、ただ、教科書によっては出てくる順番が多少異な

ることがあります。ですから、例えば塾の先生がおっしゃったのは、例えばですよ、４

年生でこれを教えないということではなくて、今の時期、あっちの教科書だとここはま

だ来てないよね。だから最終的に教える内容はすべて入っているのです。ただその試験

をやる時期、例えば釧路の教科書にあわせた試験内容でやったときに、その単元がまだ

例えば厚岸町が採用している教科書は後ろのほうになっているから、あんたたちは習っ

てないねというふうな言い方はするかもしれません。ただ、その厚岸が採用している、
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浜中が採用している教科書には、この内容は出てないねということではないですから、

その点については、ぜひご了承していただければというふうに思います。

それと、おっしゃるとおり補習の問題ですけれども、北海道全体の中でも学力の向上

が大きな課題だということで、頑張ってます。僕ら思うのは、そのただただ学力ばっか

りということではないけれども、ただ基礎基本というのはやはり大切なことだから、こ

のことについては一生懸命繰り返しやって、次につなげていこうということで、北海道

のほうも決して全体の難しいままですべて修得してくださいとうことよりも 先ほど言っ、

たように、まずは基礎基本、学習状況調査でいうとＡ問題、いわゆる基礎基本のほうで

間違いをなくすような授業を多くしていこうということで努力してますし、補習事業に

ついても先生たちもいろいろな研修ですとか、夏休みに入るといろいろな受けなければ

ならない10年研修だとか、あるいは改めて免許更新のための講習だとかというのもあっ

て、難しい部分もあるんですけれども、それでも何らかの形で一生懸命子供たちに呼び

かけて、来ていただいているというような状況です。

先ほどおっしゃったように、必要のない子が補習に来て、本当は必要な子がなかなか

参加してくれないというのは、どこにでもあります。ただそれも、できるだけ声をかけ

て、必要な子には声をかけて、あんたも参加しなというふうなことで、できるだけ参加

するようにということは先生たちも努力しているように聞いておりますし、僕たちもそ

ういうふうなぜひ必要な子に補習をできるような形を、補充学習できるような形をとっ

てもらいたいというふうに思っております。

●議長（音喜多議員） ５番、中川議員。

●中川議員 今、教育長の再度の質問にお答えをいただいたんですけれども、私も２年く

らい前だったと思うんですけれども、春３月ころに、今教育長が言われた教科書の会社

が何社もありまして、そして、今でいう文部科学省の検定を受けたものが教科書で出て

くるわけですね。それにはみんな今教育長から答弁いただいたように、札幌でもダブっ

ている教科書もあれば、私大変失礼な言い方もしましたけれども、だから田舎だから、

その学部にあわせた教科書ではありませんよ、こういうことを聞かせてもらって、私も

先ほど言うように何十年も前から胸の中にあったものが、ばあっとこうとれたような気

がして質問してよかったなというふうには思ってますけれども、それにしても、この、

先ほど私がご披露した三木先生という塾の先生は 昨年の全国学力テストで 北海道は47、 、

都道府県中、小学校６年生が47番目、中学３年生では43位でしたと。したから釧路は、

小・中３年生とも全教科でもう全道平均をかなり下回ってます。だから補習をしなさい

よと、こういうことだと思うんですよね。去年は47番目なんだそうです。これ書いてま

すけれども。だから三木さんという人が、だから私は補習を大いにしなさいと進めるん

です。それには基礎学力の劣る子供たちに、大いに補習しなさい。そうでないとますま

す北海道が低下しますよということを、これ書いてあるんです、これ見ていただければ

いいんですけれども。そういうあれで私も、なるほどなと、先ほどから何回も申し上げ

ますけれども、そう言ってても、今教育長が言われるように、各先生方の時間の許す限

りやってますよということで、私も安心しました。
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それで、これから安心して、厚岸の子供たちにこの厚岸町を、私がいなくなっても厚

岸町を支えていただけるなと、今安心したところですし、これから教育長も各先生方に

でも、一生懸命やっていただいて、厚岸の子供たち、釧路、札幌に負けないような子供

たちに育っていってほしいなと、こう私は願っているわけでございます。どうか、教育

長として、先ほど述べていただいたような決心を持ちまして、厚岸の小中学校の教育に

頑張っていただきたいなと思いまして、質問を終わります。ありがとうございました。

●議長（音喜多議員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 今、学力状況調査の件についてもお話いただきました。全体で

は47位ではありません。ですからきっと教科別の例えば、国語Ｂ問題とか、分かれてる

んですよ、四つに。四つに分かれているうちの一つについて低いとかという、そういう

ふうなことではないかと思うんです。ただ、いずれにしても、45位とか43位とか、そう

いうあたりですから、低迷していることは事実です。ただ、僕たちも道教委も非常に分

析してます。そして、いろいろな形で道教委がつくったチャレンジテストを、朝の学習

の中に取り入れてやってくださいというふうふうなことだとか、今言ったような補充的

。 、 、な学習を一生懸命やりましょうというふうなことも出てきております ただ 私自身は

一番思うのは、全国トップは福井と富山と秋田県です。この３県がほとんど１、２、３

を教科別で争っているぐらいなんですが ここの県と北海道は何が違うんだろうかといっ、

たときに、一番大きいのは、家庭生活とふだんの生活態度だと思うんですよ。

というのは、やはり農村地域だというふうな部分もありますし、まず教育熱心な県だ

ということもあって、まず家庭に帰って学習をする。この調査は学習状況調査と言いま

して、試験だけではないのですよ。試験と一緒に、あなたは家に帰って何時間学習しま

すか、何時に寝ますか、何時に起きますか、そういうものも一緒に答えさせているんで

す。それを見ると、やっぱり北海道の子は、ゲーム、テレビをしている時間が長い。学

習時間が短い、寝る時間が不規則、睡眠時間が短い、こういうふうなものがはっきりあ

らわれているのですよ。これを見たときに、本当に学校だけで生徒の尻をたたいて勉強

させることで解決するんだろうかというふうに私は思います。一番はやっぱりあれです

よ、まず、お母さんたち、お父さんたちが、子供たちがいたときに、どういう生活をす

べきだよというのを考えて、今でもいるじゃないですか、10時過ぎに僕たちがコンビニ

に行くと、幼児を連れて一緒に買い物に来てたりするじゃないですか。

だから、そういうふうな自分たちの都合で子供の寝る時間が遅くなったりということ

をしないで、やはりしっかり子供ができたら、子供の生活を守るような形で生活をして

ほしい。そして、学習時間もきっちりとってほしいというふうなものを、いかに僕たち

が各家庭にお願いして、それが学校での努力と一緒になるのかなというふうに思ってい

るんです ですから 学校でばっかり勉強しろ勉強しろというのは 今一生懸命サッカー。 、 、

やったり、野球やったり、あるいはブラスバンドやったりしている子供たちの活動を縮

めてまで勉強するのだなんて、それは家庭に帰っていくらでも勉強できるんですから、

やはりそこら辺もしっかりしていかなけければならないのかなというふうに思ってます

ので、ぜひご理解をお願いいたします。
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●中川議員 はい、ありがとうございました。

●議長（音喜多議員） 再質問はいいですか。

以上で、５番、中川議員の一般質問を終わります。

休憩します。

午後４時41分休憩

午後４時42分再開

●議長（音喜多議員） 再開します。

一般質問を続けます。

次に、10番、谷口議員の一般質問を行います。

10番、谷口議員。

●谷口議員 本定例会一般質問にあたりまして、通告しておりました２点についてお伺い

をいたします。

一つ目は、厚岸町内の地デジの受信に一部乱れがあり、難視聴は解消されていないの

ではないと考えます。そのことから、受信アンテナの移設ができないかどうか、お伺い

をいたします。

今回、厚岸町は地域情報通信基盤整備推進交付金事業による光通信とあわせて、地デ

ジ受信アンテナの設置場所を旧糸魚沢小学校に設置をいたしましたが これが的確であっ、

たのかどうか、受信アンテナ設置場所を選定した理由について、資料に基づいて説明を

お願いをいたします。

二つ目として、この事業を進めるに当たっての関連する業者、特に電器店等との意見

聴取がきちんと行われていたのかどうか、これについてもお伺いをいたします。

大きな二つ目として、東日本大震災から半年が経過しようとしております。町内の津

波被害からの復旧と防災対策についてお伺いをいたします。

一つは、津波被害による漁業、商工業、住居被害など、復興状況は現在までどのよう

になっているかお伺いをいたします。

二つ目として、東日本大震災の発生後、初めてとなる防災訓練が10月16日に予定され

ておりますが どのようになるのか お伺いをいたします 今回の大震災から防災計画・、 、 。

ハザードマップの見直しが進められていると思いますが、町民にはいつこれが示される

のか、お伺いをいたします。

厚岸漁港真龍護岸改良工事事業についてお伺いいたします。

北海道は、今年度から工事を行うことになっておりますが、この計画に変更があるの

かどうなのか、特に東側の無堤区間について今後どのようになっていくのか、お伺いを

いたしまして、１回目の質問といたします。
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●議長（音喜多議員） 町長。

●町長（若狭町長） 10番、谷口議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の厚岸町内地デジの受信に一部乱れがあり、難視聴は解消されていないので、

受信アンテナの移設はできないかのうち、初めに地域情報通信基盤整備推進交付金事業

による地デジ受信アンテナの設置場所は、的確であったか。受信アンテナの設置場所を

旧糸魚沢小学校跡地に設定した理由はについてでありますが、厚岸町情報通信基盤施設

のアンテナ施設は、旧糸魚沢小学校の敷地内に設置しております。この受信点について

は、当初、役場敷地内としておりましたが、気象条件などで電波が乱れるフェージング

現象が確認されたことから、旧糸魚沢小学校に変更したものであります。

この旧糸魚沢小学校を選定した理由としては、既にこの場所にはＮＨＫの共聴アンテ

ナ設備が設置されていたことと、他の共聴施設でフェージングによるものと思われる電

波受信障害が発生した際にも、この場所ではその影響を受けることなく受信ができてい

たという実績によるものであります。なお、選定に当たっては、改めて受信状況の調査

を敷地内の２カ所で行った上、より適正な受信状況が得られた点を受信点として定めて

おります。

次に、受信状況を改善するための受信アンテナの設置場所を、送信所に近い場所に移

設すべきではないかについてでありますが、現在の受信点において、必要とされる電界

強度が得られているため、現段階ではその必要はないものと考えております。

なお、地デジ受信の乱れについては、フェージング現象を含め、気象や他の電波が影

響していると考えられており、道内の他地域においても同様の受信障害が発生している

状況にあることから、町としては、既に総務省北海道総合通信局に対し、解消に向けた

対策を直ちに講ずるよう求めているところであります。

、 。次に この事業を進めるに当たって関連する業者からの意見聴取などは行われたのか

行っているとすると、どのような意見が出され事業に反映されたのかについてでありま

すが、受信点の位置を設定するに当たっては、委託業者であるＮＴＴ東日本北海道支店

と放送関係の業務を行う株式会社ＮＨＫアイテックとの間で協議を行いながら進めてま

いりました。

特に株式会社ＮＨＫアイテックは、ＮＴＴの関連会社であり、今回の事業においても

町内全域の受信状況の調査や既に設置している各地域の共聴施設の整備などを手がけて

おり、町内の電波受信状況を把握している業者であります。

これらの業者との協議の中では、役場を受信点とした場合、電波が釧路中継局から海

上を経て受信されるためフェージングの影響を受けやすく、受信障害の発生する割合が

高くなること、海岸沿いに比べ、山間部に位置する旧糸魚沢小学校は適正な受信状況で

あること、などの意見が出され、これらを勘案した上、受信点の位置を決定したもので

あります。

続いて、２点目の東日本大震災から半年を経過しようとしているが、町内の津波被害

から復旧状況と防災対策についてのうち、初めに津波被害による漁業、商工業、住居被

害など、復興状況はどのようになっているかについてでありますが、まず、漁業に関す

る被害の復旧状況についてでであります。
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厚岸漁業協同組合からの報告によりますと、漁船やサンマ補機、イカ釣機、無線設備

の破損等が漁船保険での復旧、昆布乾燥庫や船巻機、軽四トラック等の破損等が自己対

応での復旧となっております。

市場荷捌所のシャッターの破損は、災害復旧事業により補修済みであります。

漁港施設の道路の段差及び照明灯の破損については、管理者である北海道の単独事業

により復旧済みであります。

真竜岸壁市場前の泊地に堆積した土砂については、サンマ漁の水揚げに支障が出るこ

とを心配しておりましたが、地元からの要望を受け、国の早急な対応により、サンマ漁

の大型船の出漁前に支障箇所の浚渫が行われております。

被害が特に甚大な厚岸湖内のカキ養殖施設やアサリ漁場の復旧については、７月25日

の国の第２次補正予算の成立を受け、８月17日付で水産庁から北海道に対し、水産業共

同利用施設復旧支援事業費補助金の内示があり、現在、事業主体の厚岸漁業協同組合か

ら、町、北海道を経由し、水産庁に対して事業計画書及び指令前着手届が提出され、本

格的な復旧に着手したところであります。

これら事業にかかる関連予算については、本定例会の補正予算に町からの支援分を含

めて計上させていただいており、施設の復旧が早急に図られるよう取り組んでいるとこ

ろであります。

次に、商工業に関する被害の復旧状況についてであります。

被害状況については、さきの第２回定例会の一般質問でお答えした内容から変更はな

く、厚岸町商工会の取りまとめにおいて、事業者数で50件、被害総額で２億3,625万円と

なっております。

その後の復旧状況としては、商工業サービスの速やかな再開に向けた復旧対応が求め

られたことから、設備面や運転資金面などもあわせ、東日本大震災に関連した各種の貸

付融資制度の利用により対応している状況であります。

商工会を通じて把握している利用状況では 事業者数は合計で10件 融資額総額で8,706、 、

万円と報告を受けております。また、こうした制度融資の活用のほかに、保険適用や自

らの資金繰りによる対応もあり、商工会から情報収集において、被害事業者の復旧につ

いては、概ね完了しているとの報告を受けているところであります。

次に、住居に関する被害の復旧状況についてであります。

津波による住居被害は、床上浸水が67戸、床下浸水が165戸でありました。町では、こ

のうち、床上浸水で被災された67戸の世帯に対し、災害見舞金を支給するため、３月22

日と23日に再度の訪問をさせていただきました。既にこのときには、被災後の処理が概

ね済んでいたようですが、被害が大きかったことなどで既存の住宅に居住できなくなっ

た７世帯16人が、被災後から現在まで、宮園の町営住宅に４世帯11人、梅香の教員住宅

に３世帯５人が入居されております。なお、これらの世帯を除く、床上浸水で被災され

た60世帯については、既存の住宅に居住されております。

また、３月の第２回臨時会で議決をいただいた厚岸町東北地方太平洋沖地震災害に係

る災害援護資金の貸付に関する特例条例による資金の借り入れは、これまでに２件の申

し込みがあり、それぞれ生活の立て直しに活用されております。

次に、津波により流出した漁業資材や打ち上げられた漂着物の処理についてでありま
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す。

今後、厚岸湖内のカキ養殖施設復旧工事の際に、沈んで所在のわからない漁業資材等

が発見されることも予想されており、それらも含め災害等廃棄物処理事業により処理す

るため、関連事業費を今回の補正予算に計上させていただいているところであります。

次に、東日本大震災の発生後、初めてとなる防災訓練は、10月16日に予定されている

が、どのようになるのかについてでありますが、10月16日に実施する今年度の防災訓練

は、東日本大震災を教訓として、大地震発生・大津波警報を想定した大津波来襲による

人的被害をなくするため、とにかく高台にある近くの避難場所へ逃げるという沿岸地区

、 、 「 、住民の意識の高揚を図ることを目的に実施することとし また 初めて訓練に 地震だ

津波だ、すぐ避難！～少しでも早く、少しでも高く～」というスローガンを掲げます。

また、訓練想定は、500年間隔地震に即したものとし、10月16日午前７時30分ごろ、十

勝沖から根室沖までを連動した震源とするマグニチュード8.6、震度７の大規模な日本海

溝・千島海溝周辺海溝型地震である500年間隔地震が発生、この地震により札幌管区気象

台は、午前７時33分、北海道太平洋沿岸東部に大津波警報を発令、厚岸町沿岸に津波が

到達すると予想される時刻は、午前８時、予想される津波の高さは、最大10メートル、

この状況から、厚岸町災害対策本部長である町長は午前７時35分、厚岸町沿岸地区住民

に避難指示を発令するとするものであります。

●議長（音喜多議員） 町長、ちょっと中断していただきたいと思います。

会議時間の延長を行います。

ただい答弁中でございますが、10番、谷口議員の一般質問が終了するまで、あらかじ

め会議時間の延長を行います。

町長、再度お願いします。

●町長（若狭町長） それでは、答弁を続けさせていただきます。

第１部として行う住民避難訓練では、避難場所については、いずれも海抜10メートル

以上に位置しておりますので、現状においては、従来どおりの避難場所に避難していた

。 、 、 、だくこととしております この数年来 平日の日中に実施しておりましたが 今年度は

休日での各家庭における津波による避難を喚起することとし、漁業協同組合の呼びかけ

により、沿岸地区の漁業者の参加を促すため、昆布漁が終了している10月16日の日曜日

に実施することとしております。時間も午前７時30分としますが、早い時間に実施する

理由としては、少しでも多くの住民の皆さんが、子供を含め、家族ぐるみで参加できる

、 、 。よう また 休日の外出前に訓練を終了することができるよう配慮したものであります

また、訓練に参加された住民の皆さんへは、避難場所において、新たに北海道から示

される想定地震、津波浸水予想への対応に向け、避難経路、避難に要する時間などを検

証するための新たなアンケートを行っていただくことを予定しているとともに、幾つか

の避難施設においては、避難者リストの作成を予定しております。

さらに、今議会で補正予算計上させていただいた、新たに購入する衛星携帯電話と増

量する移動系防災行政無線を活用し、より充実した通信訓練を予定しております。

第２部として行う関係機関による総合訓練では、会場は従来どおり厚岸漁港若竹第２



- 69 -

埠頭で開催いたしますが、昨年度までの内容に加え、新たに釧路地方気象台の協力をい

ただき、模型による津波伝播の実演を行うこと、ＮＴＴ東日本北海道支店の協力をいた

だき、衛星通信移動無線車による通信訓練を行うこと、北海道コカ・コーラボトリング

株式会社の協力をいただき、自動販売機からの飲料水提供訓練を行うこととし、充実を

図ろうと考えておりますが、詳細については、訓練実施日までに関係機関と内容を詰め

ていくことしております。

次に、今回の大震災から防災計画・ハザードマップの見直しも進められているが、町

民にいつごろ示されるのかについてでありますが、現在、内閣府の中央防災会議におい

て、東日本大震災を踏まえ、国が定める防災基本計画の見直しと地方自治体が定める地

域防災計画の策定指針の見直しが進められております。町としては、この新たに示され

る指針をもとに、地域防災計画の見直しを行いたいと考えております。なお、北海道町

村会では、８月９日付で国などに対し、これら防災基本計画等の見直しを早期に進めら

れることなどを緊急要望したところであります。

また、７月に示すこととしていた津波避難計画についてでありますが、この計画の作

、 、 、 、 、成に当たっての基本は 地域ごとの津波の高さ 到達時間 浸水予想であります 現在

北海道において、新たな想定地震の点検・見直しが進められておりますが、これによっ

て津波の高さ、到達時間、浸水予想のすべてが改められる可能性が極めて高いものと考

えられることから、現状の想定のもとに、この計画を策定したとしても、新たな想定が

示される３月には、避難場所を含め、大きく見直さなければなにない事態も考えられま

す。

８月11日に行われた防災担当者の会議では、北海道の防災担当者に対し、これらの見

直しに当たり、緊急性を勘案した道内地域ごとの優先順位を定めることや、中間報告を

行うなどを要望してまいりました。いずれにしても、町としては、この想定地震などを

もとに、本計画を作成してまいりたいと考えております。

、 、 、 、また ハザードマップについては 第２回定例会で申し上げましたとおり 北海道は

新たな想定地震をもとに、平成24年３月には、厚岸町を含む道内沿岸81市町村の新たな

津波浸水予想図を作成し、当該市町村へ周知することとしております。町としては、専

門的見地からの見解を踏まえ、周知後、速やかに新たなハザードマップを作成し、来年

早々には町民の皆さんにお示ししたいと考えております。なお、この津波浸水予想図な

どの周知についても、北海道に対し、前倒しで行っていただくよう要望しているところ

でありますので、ご理解いただきたいと存じます。

次に、厚岸漁港、真竜護岸改良事業は、北海道が今年度から工事を行うことになって

いるが計画の変更はあるのか、東側の無堤区間はどのようになるのかについてでありま

すが、既設の護岸は、昭和37年から42年にかけて整備され、今日までの長きにわたり、

真栄地区市街地に対する高潮等から浸水を防ぎ、人命や建物、財産等の防護を果たして

。 、 、 、きました しかしながら 経年により護岸自体が劣化し 全体的に老朽化が進んだこと

さらには耐震性能を満たしていないことから、地元からの要望を受け、管理者である北

海道が改良を行うものであります。

全体計画は、昨年度に行った測量や調査設計を含めますと、平成22年度から平成26年

度までの５年間を予定しており、総延長は735メートル、総事業費は９億円となっており
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ます。

護岸本体の改良に際しましては、既に近隣住宅等の振動調査や騒音調査を実施すると

ともに、関係する地域の町民の皆さんに対し、二度の説明会を行い、先月から今年度実

施予定の90メートルの改良に着手したところであります。

ご質問の計画の変更についてでありますが、北海道に確認したところ、現在、護岸の

耐震基準は、東日本大震災後も変わっておらず、既設の護岸自体も津波による破損等の

被害もなく、また幸いにして越波や浸水することもなかったことから、新たに設置する

護岸の設計等に変更の必要はないものと考えているとのことであります。

、 、 、しかしながら ご質問の東側の無堤区間 いわゆる堤防や護岸のない区間については

実際、津波発生時に当該箇所から大量の津波が市街地へ流入し、甚大な被害をもたらし

た箇所であります。

地元説明会でも、無堤区間解消について多くの要望が出されましたが、当町といたし

ましても、機会あるごとに関係する北海道を初め、漁港整備を担う国に対して要望を重

ねてきたところであります。

国や北海道につきましても、無堤区間の護岸の必要性は十分に理解していただいてお

、 、 、り 今後 国が行う漁港整備や北海道が行う海岸整備にどのように反映させていくのか

検討を始めたところでございます。

しかし、計画に反映させるためには、漁港施設の区域と海岸整備の条件となる海岸保

全区域との区域問題や、国と北海道の双方の現行計画との調整など課題も残っておりま

す。

また、当該無堤区間は、現行計画の工事車両の出入り口にもなることから、施工がで

きるとしても今回の改良工事の最終年度となりますので、それまでにこれらの課題を整

理し、この無堤区間の整備を何らかの計画に盛り込み、計画期間内に無堤区間が解消で

きるよう、国や北海道と連携してまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただき

たいと存じます。

以上でございます。

●議長（音喜多議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 今、町長からご回答いただいたんですが、この地デジの問題なんですけれど

も、地デジの特性というのは、映るとすごいきれいなんですよね。ところが映らないと

なったら全く映らない、画面も出なければ音も出ないというのが、このデジタル放送の

一番の弱点というか、そういうものなんですよね。ラジオだったらガーガー言うし、テ

レビだったら、普通のアナログだったらザーザーとなって画面が見えたり見えなかった

りするけれども、この地デジというのは、一旦電波障害が起きると、全く情報がそこで

途切れてしまうわけですよね。それで国は、有無を言わせず今回でアナログ放送は打ち

切って地デジにしたわけでしょう。収入豊かな人たちは立派なテレビを買って、エコポ

イントをたくさんいただいて還元措置もあったんですけれども、大変な中でチューナー

だけをかえてテレビを見ようとしている人たちが、情報がなくなるというのは一番困る

ことだと思うんですよね。それで今回、たまたま起きていて、私のところに何件か、そ
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ういう要望がどうかならないのかと来ているんですよ。それで、だめになる時間という

、 、 。のは この時間でだめになりますよっていうことで だめになることはないんですよね

大概突然だめになるんですよ。そして、一定の時間たてばまた直ると。テレビ受信とい

うのはそういう程度のものでいいというふうに、まず考えているかどうか、ちょっとお

伺いをいたします。

●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） お答えをいたします。

フェージング現象というふうに言われておりますけれども、これは気温、水蒸気、海

面の状態で電波が大きく屈折するなどして、受信電波が弱くなる現象だというふうに言

われております。また、夏場に発生しやすいというふうにも言われております。先日の

新聞記事にもありましたとおり、特にひどいのが噴火湾だったかと思いますけれども、

八雲だとか長万部、このあたりが一番ひどいというふうに言われております。厚岸町で

も実際に起こっております。私の家でも実際に映らなくなったこともございます。この

抜本的な解決策、既に町としても、北海道総合通信局に対して求めているところでござ

いますけれども、今のところ解決策はない。これは国として想定外だったのかどうかと

いうのは、まだ私どもこちらのほうでも確認はしておりませんけれども、この対応を求

めても同様の回答しか得られないということでございまして、あくまでも町としてもこ

れは回答待ちで、その解決策が講じられるまで指をくわえて待っているしかないのかな

と思うのですけれども、早期に解決に向けて何とかしてくれということは、北海道通信

局に対して求めておりますのでもうしばらく、いつできるのかという確証はとれません

けれども、待っていただければと思います。非常に歯切れの悪い答弁ですけれども、ご

理解いただきたいというふうに思います。

●議長（音喜多議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 非常に歯切れが悪いのですよ。私、この電波のことはよくわからないんです

よね。わからないけれども、国が法律で決めて、こう移行していって、今回はもうその

電波を使う以外にはテレビを見ることはできないんですよね。あとインターネットかな

んかでやる方法もあるのかどうか、私もよくわかりませんけれども、それで、今回地デ

ジにかわるに当たって、どこに送信所を置くかということをいろいろ決めて、アンテナ

というか送信所をつくっているわけですよね。これも一番我々が利用しているのはきっ

と釧路の送信所ではないのかなと。あと中標津ではないかなというふうに思うんですけ

れども、そのほかに、何カ所かに釧路だとか、白糠だとか、あと霧多布にもあるような

こと聞いているんですけれども、その大きな電波を発しているのは釧路か中標津でない

と、厚岸の町民はそれを受けた電波を利用することはできないわけですよね。それで、

厚岸の今回の糸魚沢に設置した電波は、どこの送信所から来ている電波を使っているん

ですか。
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●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 釧路でございます。

●議長（音喜多議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 それで、総務省がどの地域はどの電波がどのあたりまで受信が可能ですよと

いうのを示して、ホームページなんかでも出てきますよね。これ重ね合わせてみたら、

糸魚沢は電波がどこから来ても届かない地域になってしまう。つい最近ホームページで

探してみて、厚岸町の一部というのが出るのを必ず中標津の送信所管内だったら、この

区域までいいですよと、糸魚沢はぎりぎりかそんな程度ですよね。それから、釧路の送

信所は、厚岸湖を越えてどこか、まだ水鳥観察館まで行かないで、尾幌川の国道の橋の

あたりがエリアに、この図面ではなっているんですよね。そうすると、電波が届かない

放送エリアに入ってないところにアンテナ立てるというのは、そもそもがさっきＮＨＫ

何だとかというところもやったということで、説明されておりますけれども、電波は遠

くに行くとだんだん強くなるんですか、電波というのは。遠くに行くと弱くなるという

のが電波ではないのかなというふうに思うんですよね。それを一番限界ぎりぎりのとこ

ろに立てて、その電波というのはいろいろな山があったり、障害物があったり、いろい

ろなものに当たることによって曲がったり何なりするわけでしょう。そのほかの電波も

出てきたり、そういうことが起きることをフェージング現象という現象だと思うんです

よね。

そうすると、何でアンテナより遠いところに、その境界を越えたようなところに立て

なければならなかったのか、もっと近いほうに厚岸町内だって、その尾幌の国道の深山

のこっちのほうというか、釧路町との境界あたりに立てることだって可能だったのでは

ないのかなと。それが何で、いろいろな障害がある海があったり山があったり、そうい

うものの障害がある糸魚沢の山の上がそんなに電波がいいというのは、一般的に考えら

れないんではないのかなと。普通は近いほうに向かって電波をとることを考えるのが普

通ではないのかなと。糸魚沢まだ直線にすると何キロぐらいあるのかな、50キロか60キ

ロあるんだと思いますけれども、大体一般的に直線で60キロぐらいが限界だというふう

にいわれていますよね。そうすると、アンテナを設置した調べた業者が、それと期間な

んだけれども、今説明されてましたよね、夏の期間にいろいろな現象が起きる。ところ

が今回示されている資料は、これ10月から11月月でしょう。何で夏に調べなかったんで

すか。それで良という回答が出てくること自体が私は変ではないのかなというふうに思

うんですが、その辺ではどうなんでしょうか。

●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） まず、既にお配りしている資料ですけれども、これは写真つき

の２枚があるかと思いますけれども、これは受信点の１と２ということで、前の図面を

見ていただければわかるかと思いますけれども、これが糸魚沢のところで撮った調査の
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ものです。結果的には、この端子電圧のところを見ていただければ一番わかるかと思い

ますけれども、数字が１よりも２が高くなっておりまして、結果的に受信点２のところ

を今回受信点として選定をしたということでございます。波線のグラフのやつなんです

けれども、まず一般質問要求資料となってますけれども、一般質問資料と訂正をさせて

いただきます、申しわけございません。

それで、この低くなっている青い線と紫の線が、フェージング現象と思われる、その

電波が極端に弱くなる現象でございます。これが役場にそもそも設置しようとしたとこ

ろで、このような現象が見られたということで、業者のほうとも調整をしながら協議を

しながら、果たして、ほかに最良の場所はどこなのかということで、検討をさせていた

だきました。釧路のほうに近い方がいいんではないかということのご意見もございまし

たけれども、光ケーブルの送信というのがおおむね20キロの距離が限界だというふうに

言われておりまして、そもそも親局のこちらの厚岸町役場に設置されておりまして、上

尾幌に受信点を置いた場合にはその中継施設がまず必要になってきてしまうと。さらに

費用がかさむということもありまして、それで既にそのＮＨＫの共聴があった糸魚沢が

ベターではないのかということで、検討を進めた結果、既に答弁にもあったかと思いま

すけれども、ここが最良ではないかということで、受信点を二つ調査をした結果、この

、 、受信点になったということでございまして その専門的な部分でのお話につきましては

かなり業界用語も出てきてしまうかと思いますけれども、今、私のほうからこの段階と

して答弁できますのは、このような形で業者と協議をして受信点を定めたということし

か答弁できないんですけれども、ご理解をいただきたいなというふうに思います。

厚岸町は道内の中でも、このフェージング現象がひどいかと言いますと、その請負業

者であったＮＴＴですとか、ＮＨＫアイテックのほうからお聞きすると、極端に悪いも

のではないし、その一般的な地域と同じ程度のフェージング現象だということでお聞き

しておりますので、あわせてご理解いただきたいなというふうに思います。

●議長（音喜多議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 初めにも言いましたけれども、フェージング現象がどこかでもあると、この

程度あるというようなお話しされていますけれども、初めに言ったように、このデジタ

ルというのは１回とまったら、そこで何も見えないんですよ、電波が回復するまで。そ

れが今言われているのは、短時間のもう１分か２分、長くても３、４分で回復するから

いいんでないのかというのが、きっとその今一般的にあるフェージング現象のあり得る

ことだから、その程度は我慢しなさいというふうなことではないのかなと。それでは困

るということなのですよ。

たまたまそういうときに、災害も何もないからいいけれども、これがもし、いろいろ

、 、な災害だとかそういうものに絡んでいけば 結果的に今ある無線だとかＩＰ告知だとか

いろいろなものを駆使しながら情報伝達をしなければならないけれども、やはり危機意

識を高めるのは今の時代、もうテレビになっちゃっているんですよ。そうすれば、それ

にきちんと対応できるようにしておかないで、片方だけがあればそれで済むという問題

ではないし、もうその影響がすごい大きいと思うんですよ。
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ですから、やはり中継局をきちんとつくってもらう、あるいはできれば、それができ

ないのであれば厚岸の受信施設の移設も含めてどういうことができるのかを、抜本的な

対策を考えてもらいたいなというふうに考えるんですが、いかがでしょうか。それには

やっぱり、この地元の電気業者、売っている人が一番被害を受けるんですよ、そして、

見る人も被害受けるけれども。お前のつけ方が悪いんでないかとか、そういうことで。

だから厚岸の業者も何で俺たちの話を聞いてくれなかったのだと。そして、端子箱とい

うんですか、ああいうものも、当初は外につける予定だったんです。それが何で家の中

に入れてしまったのか。外につけたほうが既設のアンテナの入線だとか、そういうもの

を含めれば、そういう方向が簡単にできたのに、またずっと家の外を回したり大変なこ

とになっているというようなことなのですよね。

ですから、やはり利用者である我々と、そういうものを扱っている業者、それと行っ

た業者だとか専門家だとか、そういうものを含めた検討をやっぱりきちんとした上で、

今回は設置していただきたかったなというふうに思いますけれども もう終わってしまっ、

てますから、やはりそうであれば、最善の情報がきちんと行き渡るような対応をしてい

ただかなければ困るんではないのかなというふうに私は思うんですけれども、今後の対

応について再度お伺いいたします。

●議長（音喜多議員） 町長。

●町長（若狭町長） 私からお答えをさせていただきます。

フェージング対応について、これ重要な課題でもあると、そのように私は認識をいた

します。なぜかと言いますと、今、質問ありましたとおり、緊急地震速報並びに、今回

のような強力な台風等、要するに危機管理、そういう中のテレビという役割も重要であ

ります 特に今日は警報音並びに字幕で出すようになっております そういう中でフェー。 。

ジングが起きたということになれば大変なことに相なるわけでございまして、十分に私

は理解をいたします。

そこで、厚岸町といたしましては、ＮＨＫ釧路放送局並びに担当いたしましたアイテ

ックに、早速この対応をお願いしたいと。特に新聞紙上でありますが、先ほどお話あり

ましたとおり、道南地域においても、そういう状態が最も大きかったということで、函

館放送局が直ちに北海道総合通信局にお願いし、その対応にある程度衛星放送を使うと

か何とか、とりあえずの対応をしているようでありますので、そういうこともございま

すので 厚岸町としても そういうことのないようにぜひ強力な対応をいたしたいと思っ、 、

ております。

それと、質問には出なかったわけでありますが、もう一つ、この地デジで問題があり

ました。と言いますのは、緊急地震通報なのです。アナログと地デジでは３秒おくれた

わけであります。これも結果的にはＮＨＫが解消しまして、0.5秒まで短縮したというこ

ともありますので、さらにこのことについては強く要望してまいりたいと、そのように

考えております。

●議長（音喜多議員） 10番、谷口議員。
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●谷口議員 次に、震災問題と防災対策なんですが、復旧状況については、わかりました

ので、今後の防災対策についてお伺いをいたしますけれども、先ほど堀議員が詳しく質

問されておりましたので、私は今回の震災、津波からやはり多くのことを皆さんが教訓

を得たのではないのかなというふうに考えます。その中で、避難訓練が10月16日に行わ

れるということで、この朝早い時間の対応が休日の場合できるのかなということが、一

つ心配されると思うんですよね、子供さんも含めて。初めてのことですから、初めから

足引っ張るようなことを言っては、まずいと思いますから、これについてはやはり参加

されるようなことをある程度周知徹底も行って、どういうことをやろうとしているのか

ということが町民にわかっていただくということを、大いにアピールもされたほうがい

いのではないのかなというふうに思いますので、その辺の考え方をお伺いいたします。

それから、防災計画ハザードマップについては、ハザードマップなんかは、もう新し

いのをつくって示しているところもあるようですけれども、やはりこの今回の経験だと

か、それからその後の状況調査なんかをすると、500年間隔どころか1,000年間隔で大き

なのがあるというふうな話も聞いておりますから、それらについてはやはり少し腰を据

、 。えて 厚岸町は立派な計画をつくっていただきたいなというふうにお願いをいたします

それで、この真竜護岸についてちょっとお伺いいたしますけれども、今回の津波では

やっぱり見た人によっては、この護岸が非常に役立ったというふうに言っている人もい

るんですよね。それでこの護岸、真栄だけでなくて宮園のほうにもあるんですよ、この

答弁書には真栄としか書いてないけれども、宮園の一部もこの護岸があるんですけれど

も、あれがもしなければ、きっと宮園のほうはどうかわかりませんけれども、真栄はか

なりダメージがあったんではないのかなと。それが結果的には役場の向かいのほうとい

うか、裏のほうに上がってくる原因だったのかなというふうに思うんですけれども、そ

ういう効果のあるものと、あったことによって逆に被害が発生した場所があるわけです

よね。ですから、そこをやっぱりきちんとふさいでいくということが大事ではないのか

なというふうに思うんですよ。

それで、本年度からこの事業が始まっていますけれども、やはりそうだからといって

ずっと開きっ放しというより、ある程度のことがここ近々に起きないとも限りませんか

ら、そのときに工事をやってあいてましたというのでは、やっぱり困るのではないのか

なというふうに思うんですけれども、その辺の対応も含めて、この区間の計画について

は、これ道議会の３月定例会の中で、高橋知事もこの問題については何とかしたいと、

こういう箇所が北海道内に何カ所かあるというふうに言っておられて、その一つが厚岸

のあの部分だということで、対応するようにしたいと。それと省庁がまたがっていると

いうか、関係する機関が、北海道、国というふうな状況にありますから、その辺の壁は

乗り越えて何とかどちらが、北海道がやるのか国がやるのか、その辺の対応するところ

もはっきり早急にさせていただきたいなというふうに思うんですけれども、その辺も含

めて今後の対応についてお伺いをいたします。

●議長（音喜多議員） 総務課長。
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●総務課長（會田課長） 私のほうからは、１点目の訓練周知、それと２点目のハザード

マップ計画等の策定についてお答えをさせていただきます。

まず、10月16日に予定しております避難訓練ですが、日曜日でもあります、ＩＰ告知

情報端末、広報、ホームページ、チラシ、また関係機関への協力依頼、すべての方法を

使って、できるだけ多くの方に参加をしていただくよう呼びかけを行いたいというふう

に考えております。

それと、ハザードマップ計画の策定につきましては、先日根室市でハザードマップを

作成したというふうな報道がされておりましたけれども、あれは500年間隔地震というこ

とで、うちが22年３月に既に配布をしておる、500年間隔地震に基づいたものであって、

今新しいものではないということだけは、ちょっとご承知おきを願いたいというふうに

思います。いずれにしましても、町民の安心安全を守るための計画になりますので、ハ

ザードマップ計画、これら北海道から早期に示していただくよう要望するとともに、示

された際には早期に作成をして、町民の皆さんに周知をしたいというふうに考えており

ますので、ご理解をいただきたいと思います。

●議長（音喜多議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） 無堤区間の関係について答弁させていただきます。

無堤区間につきましてはおっしゃるとおり、あそこから津波が大量に流入したという

ことで、それらの状況につきましては、北海道、それから漁港を担当する開発局に早々

にお話をさせていただいております。昨年から地元の住民からも、あそこのお話はいた

だいておりまして話はしてきていたのですが、やっぱりその区間の関係が、北海道と開

発の中で整理がなかなかできないということがありまして、今そういう状況になってま

す。

ただ、あそこを今年から工事が入りまして、あの護岸を少し高くして、あそこから重

機が入っていくような形にしております。そういう形にして重機の出入りができるよう

な形にしておりますので、今までよりも少し高いような形で、家のほうは少し守られる

ような形になるのかなというふうに思っております。ただ、いずれにしましても、そう

いう工事の状況でやっていただきながら、北海道と開発のほうにできるだけ早く対応が

、 。できるように求めていきたいと思っておりますので ご理解をいただきたいと思います

●谷口議員 はい、いいです。

●議長（音喜多議員） 以上で、10番谷口議員の一般質問を終わります。

本日の会議はこの程度にとどめ、明日に延会したいと思いますが、これにご異議ござ

いませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（音喜多議員） ご異議なしと認めます。
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よって、本日はこの程度にとどめ、明日に延会いたします。

ご苦労さまでした。

午後５時39分延会

以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。
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