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厚岸町議会 第１回定例会

平成23年３月３日

午前10時00分開会

●議長（南谷議員） ただいまから、平成23年厚岸町議会第１回定例会を続会いたします。

●議長（南谷議員） 直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

●議長（南谷議員） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

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

員を指名いたします。

●議長（南谷議員） 日程第２、議案第12号 平成22年度厚岸町一般会計補正予算から議案

第20号 平成22年度厚岸町病院事業会計補正予算まで、以上９件を一括議題といたしま

す。

ここで、税財政課長から、議案第13号で字句の追加を求められていますので、これを

許します。

税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 貴重なお時間をいただき、予算書の訂正をお願い申し上げま

す。

議案第13号 平成22年度厚岸町国民健康保険特別会計補正予算の字句の追加訂正でご

ざいます。

訂正箇所につきましては、補正予算書11ページでございます。

二つ目の事務事業、国民健康保険一般のうち、施設委託料、次に細節、行政業務委託

料、次に、細細節にレセプト保険者点検業務委託料38万円の減とあります。その次に、

次に申し上げます字句を追加願います。申し上げます。国民健康保険等管理システム改

修委託料、このシステムまでの表記は、次の保守点検委託料のところに国民健康保険等

管理システムという表記があります。そこまでは同じでございます。このシステムの次

に改修委託料と表記願います。改修委託料。金額は94万5,000円であります。

国民健康保険等管理システム改修委託料、94万5,000円であります。

なお、この追加等によって、委託料の補正額に変更はないことを申し添えます。

今後、予算書の作成に当たり、このような誤りのないよう努めてまいりますので、ご

了承賜りますようよろしくお願い申し上げます。

●議長（南谷議員） よろしいですか。
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（ はい」の声あり）「

●議長（南谷議員） 本９件について、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議案第12号 平成22年度厚岸町一

般会計補正予算から議案第18号 平成22年度厚岸町後期高齢者医療特別会計補正予算の

提案理由をご説明申し上げます。

なお、今回、補正予算はございませんが、老人保健特別会計につきましては、高齢者

の医療の確保に関する法律に基づき、平成22年度末をもって会計廃止となりますが、会

計廃止に伴う剰余金の処分につきましては、平成22年度の歳入歳出額が確定する平成23

年３月31日において、補正予算に計上した上で剰余金の金額を一般会計に繰り出す手続

が必要であり、年度末で臨時会開催のいとまがないことから、専決処分による処理をい

たしたくご理解を願うものでございます。

それでは、説明に入ります。

初めに、議案第12号 平成22年度厚岸町一般会計補正予算（６回目）の提案理由をご

説明申し上げます。議案書の１ページでございます。

平成22年度厚岸町一般会計補正予算（６回目 。）

平成22年度厚岸町一般会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条、第１項、歳入歳出予算の補正でございます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６億8,859万7,000円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ87億8,499万1,000円とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は 「第１表 歳入歳出予算補正」による。、

２ページから５ページにわたりますが、第１表、歳入歳出予算補正であります。

歳入では19款34項、歳出では11款29項にわたって、それぞれ６億8,859万7,000円の増

額補正でございます。

事項別によりご説明させていただきます。13ページをお開き願います。

歳入でございます。

１款町税、１項町民税、１目個人97万4,000円の増。主に普通徴収所得割の増で、12月

までの収納実績をもとに推計したところでございます。２目法人834万6,000円の増。主

に法人税割の増で、12月までの収納実績をもとに推計したところでございます。

２項１目固定資産税743万1,000円の増。主に償却資産の増で、12月までの収納実績を

もとに推計したところでございます。

３項１目軽自動車税、３万8,000円の増。

４項１目たばこ税592万4,000円の増。たばこ税値上げ前の売り上げ増と今後の見込み

推計による増でございます。

６項１目都市計画税31万6,000円の増。

２款地方譲与税、１項１目地方揮発油譲与税572万4,000円の減。
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２項１目自動車重量譲与税184万8,000円の減。

３款１項１目利子割交付金128万4,000円の増。

４款１項１目配当割交付金42万8,000円の増。それぞれ交付実績及び３月交付見込みに

基づく増減でございます。

６款１項１目地方消費税交付金1,014万6,000円の増。交付額確定による増でございま

す。

７款１項１目ゴルフ場利用税交付金63万5,000円の減。

８款１項１目自動車取得税交付金86万1,000円の増。それぞれ交付実績及び３月交付見

込み推計による増減でございます。

９款１項１目国有提供施設等所在市町村交付金7,000円の増。交付額確定による増でご

ざいます。

、 。 、11款１項１目地方交付税 普通交付税５億8,117万円の増 本年度確定額全額の計上で

総額37億325万円となるものでございます。

次ページ。

12款１項１目交通安全対策特別交付金35万9,000円の減。交付実績及び３月交付見込み

推計による減でございます。

13款分担金及び負担金、２項負担金、１目民生費負担金、１節社会福祉費負担金33万

8,000円の減。２節児童福祉費負担金14万4,000円の増。２目衛生費負担金、１節保健衛

生費負担金８万9,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおりでございます。３目農林水産

業費負担金、１節農業費負担金533万4,000円の減。主に道営草地整備改良事業負担金の

減でございます。

14款使用料及び手数料、１項使用料、２目民生使用料、１節社会福祉使用料１万円の

減 ２節児童福祉使用料２万2,000円の増 ３目衛生使用料 １節保健衛生使用料27万8,000。 。 、

円の増。それぞれ説明欄記載のとおりでございます。４目農林水産業使用料、１節農業

使用料1,328万1,000円の増。主に牧場使用料1,284万2,000円の増でございます。２節林業

使用料８万2,000円の減。５目１節商工使用料、節内補正であります。７目教育使用料、

３節社会教育使用料９万円の減。４節保健体育使用料５万3,000円の減。それぞれ説明欄

記載のとおりでございます。

次ページ。

２項手数料、１目総務手数料、１節総務管理手数料３万6,000円の減。２節徴税手数料

５万2,000円の増。３節戸籍住民登録手数料31万3,000円の増。３目衛生手数料、１節保

健衛生手数料２万9,000円の減。２節環境政策手数料15万6,000円の増。４目農林水産業

手数料、１節農業手数料14万9,000円の増。２節水産業手数料１万3,000円の増。６目土

木手数料 ５節住宅手数料８万1,000円の減 ７目教育手数料 １節教育総務手数料1,000、 。 、

円の増。それぞれ説明欄記載のとおりでございます。

３項１目１節町費収入286万6,000円の増。ごみ処理及びし尿処理町費収入の増でござ

います。

15款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、１節社会福祉費負担金86

万円の減。主に障害者自立支援給付費負担金103万1,000円の減でございます。２節児童

福祉費負担金16万8,000円の増。説明欄記載のとおりでございます。
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２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金、１節社会福祉費補助金16万1,000円の減。２

節児童福祉費補助金370万円の増。次世代育成対策交付金、制度改正により、道補助金、

子育て支援センター事業補助金からの振替計上で、補助金額は124万2,000円の減でござ

います。３目衛生費国庫補助金、１節保健衛生費補助金９万4,000円の減。４目農林水産

業費国庫補助金、２節林業費補助金110万2,000円の減。美しい森林づくり基盤整備交付

金の減でございます。６目土木費国庫補助金、１節道路橋梁費補助金、節内補正であり

。 。 。 、ます ５節住宅費補助金15万1,000円の減 次ページ ６節防衛施設周辺整備事業補助金

道路新設改良から河川総務への充当事業の振りかえによる補正でございます。８目教育

費国庫補助金、２節小学校費補助金198万円の減。安全・安心な学校づくり交付金187万

5,000円の減でございます。３節中学校費補助金23万円の減。主に、理科教育等設備整備

事業補助金24万5,000円の減でございます。４節幼稚園費補助金11万3,000円の増。６節

保健体育費補助金285万1,000円の減。安全・安心な学校づくり交付金285万1,000円の減で

ございます。

３項委託金、１目総務費委託金、１節総務管理費委託金10万円の増。２目民生費委託

金、１節社会福祉費委託金37万3,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおりであります。

４目土木費委託金、１節河川費委託金4,370万3,000円の減。別寒辺牛川水系治水砂防施

設整備事業委託金、国の事業費調整に伴う減でございます。

16款道支出金、１項道負担金、１目民生費道負担金、１節社会福祉費負担金134万円の

減。障害者自立支援給付費負担金及び保険基盤安定負担金の減でございます。２節児童

福祉費負担金18万9,000円の増。説明欄記載のとおりでございます。

２項道補助金、１目総務費道補助金、１節総務管理費補助金16万5,000円の減。北海道

消費者行政活性化事業補助金の減でございます。２節総務管理費交付金289万円の減。緊

急雇用創出事業交付金の増減によるものでございます。２目民生費道補助金、１節社会

福祉費補助金482万3,000円の減。主に重度心身障害者医療費補助金491万9,000円の減でご

ざいます。２節児童福祉費補助金541万6,000円の減。主に、子育て支援センター事業補

、 。助金が制度改正により国庫補助金 次世代育成対策交付金への振りかえ減でございます

３目衛生費道補助金、１節保健衛生費補助金35万5,000円の減。次ページにわたり説明欄

記載のとおりでございます。４目農林水産業費道補助金、１節農業費補助金16万1,000円

の減。３節林業費補助金２万4,000円の減。主に造林事業補助金97万4,000円の増、基幹

産業道整備事業補助金86万1,000円の減でございます。４節林業費交付金123万9,000円の

減。森林整備地域活動支援交付金の減でございます。５節水産業費補助金２万円の減。

６目土木費道補助金、１節土木費補助金45万円の減。６節住宅費補助金15万円の増。そ

れぞれ説明欄記載のとおりでございます。

３項委託金、１目総務費委託金、２節徴税費委託金34万1,000円の増。３節戸籍住民登

録費委託金１万8,000円の減。４節選挙費委託金68万7,000円の減。５節統計調査費委託

金19万6,000円の増。３目衛生費委託金、１節保健衛生費委託金９万6,000円の増。２節

環境政策費委託金3,000円の増 ４目農林水産業費委託金 ３節水産業費委託金２万5,000。 、

円の増。５目１節商工費委託金１万4,000円の減。６目土木費委託金、１節土木管理費委

託金５万2,000円の増。３節住宅費委託金1,000円の増。それぞれ説明欄記載のとおりで

ございます。
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17款財産収入 １項財産運用収入 １目財産貸付収入 １節土地建物貸付収入99万4,000、 、 、

円の増。２目１節利子及び配当金44万4,000円の増。それぞれ説明欄記載のとおりでござ

います。

２項財産売払収入、１目不動産売払収入、１節土地売払収入97万8,000円の増。町有地

。 。普通財産の売り払い収入でございます ２節その他不動産等売払収入540万6,000円の増

石材売払代69万4,000円の増、立木売払代471万2,000円の増でございます。２目２目１節

生産物売払収入1,749万4,000円の増。主に、椎茸菌床売払代1,732万8,000円の増、餌料藻

類売払代64万7,000円の増でございます。

18款１項寄附金、１目１節一般寄附金７万円の増。東京都、後藤喜一様１万円、東京

都、若狭一正様５万円、標茶町、奥山牧男様１万円でございます。３目民生費寄付金、

１節社会福祉費寄附金550万円の増。厚岸町、田崎土建株式会社様50万円、厚岸町、木村

正広様500万円でございます。４目衛生費寄附金、２節環境政策費寄附金３万円の増、福

島県、稲部誠一様でございます。

19款繰入金、１項基金繰入金、４目１節まちおこし基金繰入金１万3,000円の増。

21款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目１節延滞金３万1,000円の減。

２項預金利子、１目町預金利子、１節預金利子53万円の増。

４項受託事業収入、３目衛生費受託事業収入、１節保健衛生費受託事業収入35万5,000

円の増。後期高齢者医療広域連合受託事業収入でございます。４目農林水産業費受託事

業収入、１節農業費受託事業収入３万8,000円の減。５目土木費受託事業収入、１節住宅

費受託事業収入7,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおりでございます。

６項雑入、３目３節雑入1,512万円の減。26ページにわたりますが、主に、地域情報通

信基盤整備助成金529万2,000円の増、高額療養費公費負担金335万8,000円の増、雑品売払

代663万6,000円の増、漁業振興対策費118万3,000円の減、釧路産炭地域活性化事業費補助

金（学校給食）2,490万円の減、総合賠償保険金、担保供託金が1,000万円の減、振りか

わって損害賠償金分が675万8,000円の増でございます。ほか説明欄記載のとおりでござ

います。

、 、 、22款１項町債 本補正のうち説明欄括弧内に過疎特別分と表記があるのは 昨年９月

町議会定例会において可決、ご承認いただきました厚岸町過疎地域自立促進市町村計画

が総務省において受理され、同計画に位置づけておりました過疎地域自立促進特別事業

分への過疎対策事業債の発行が総務省の同意予定であることから、計画どおり総額9,600

万円を補正計上するものであります。また、括弧内に借換債と表記があるのは、金利6.6

％の政府系資金借入金が総務省から保証金なしの繰上償還の同意を得たことから、その

償還額と同額の3,800万円の低利借換債を補正計上するものでございます。なお、この借

り換え措置により、後年度での金利支払額が580万円程度軽減する見込みでございます。

さらに、それ以外の記載につきましては、歳出における事業執行見込みの変更などに伴

う補正でございます。

、 。 、 。１目総務債 １節総務管理債40万円の増 ２目民生債 １節社会福祉債1,350万円の増

２節児童福祉債470万円の増。次ページ。３目衛生費、１節保健衛生債3,950万円の増。

２節環境政策債480万円の増。４目農林水産業債、１節農業債1,610万円の減。５目１節

商工債2,470万円の増。４目土木債、２節道路橋梁債80万円の減。６節住宅債2,260万円
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の増。７目１節消防債20万円の減。８目教育債、１節教育総務債580万円の増。２節小学

校債1,530万円の増。４節社会教育債260万円の増。６節保健体育債1,150万円の減。

以上で、歳入の説明を終わります。

29ページ、歳出でございます。

１款１項１目議会費１万3,000円の減。内容は説明欄記載のとおり計数整理でございま

す。

31ページ。

２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費13万7,000円の増。主に庁舎町民広場光

熱水費の増でございます。２目簡易郵便局費9,000円の増。３目職員厚生費108万7,000円

の減。次ページにわたり、主に人事給与管理、共済費、68万5,000円の減ほか、説明欄記

載のとおり計数整理でございます。４目情報化推進費163万円の増。主に、次ページ、地

域情報通信基盤整備、事務用品・備品購入175万4,000円のほか、説明欄記載のとおり計

数整理でございます。６目行政管理費964万6,000円の減。町史編さん、当初予定の新厚

岸町史通史編第１巻の発行を新年度に延期したことによる発行経費の減でございます。

８目財政管理費７億930万7,000円の増。主に財政管理、北海道市町村備荒資金組合超過

納付金３億円、通常の災害時の取り崩しに備えた普通納付金とは別途の扱いで、積み立

てした市町村が基金のように自由に取り崩し可能となる超過納付金として積み立てるも

のでございます。その利子が通常の基金利子では現在0.05％程度なのに比べ、前年度実

績では1.0％程度であり、運用上も有利な積み立てとなるものでございます。次ページ、

財政調整基金30万円の増。基金利子を財源とした積み立てで、年度末現在額は４億316万

7,000円となるものでございます。減債基金４億930万円の増。後年度の起債償還に備え

た積み立てで、年度末現在額は５億1,623万5,000円となるものでございます。地域づく

り推進基金10万円の増。基金利子を財源とした積み立てで、年度末現在高は１億870万

1,000円となるものでございます ９目会計管理費29万7,000円の減 10目企画費６万1,000。 。

円の減。次ページ。12目車両管理費17万7,000円の減。13目町制施行110周年記念事業費

１万4,000円の減。

２項徴税費、１目賦課納税費22万円の減。

43ページ。

３項１目戸籍住民登録費14万9,000円の減。

次ページ。

４項選挙費、２目道知事・道議会議員選挙費、補正額ゼロ。６目参議院議員選挙費68

万7,000円の減。

次ページ。

５項統計調査費、１目統計調査総務費19万6,000円の増。

６項１目監査委員費11万9,000円の減。内容はそれぞれ説明欄記載のとおり計数整理及

び財源内訳補正でございます。

51ページ。

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費156万7,000万円の増。次ページに

わたりますが、保健福祉総合センター健康広場燃料費36万3,000円の増、国民健康保険特

別会計繰出金109万円の増ほか、それぞれ説明欄記載のとおりでございます。２目心身障
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害者福祉費276万3,000円の減。主に、次ページ、障害者更生医療給付62万5,000円の増、

障害者（児）介護・訓練等給付202万5,000円の減、地域生活支援44万2,000円の減でござ

います。次ページ。３目心身障害者特別対策費669万1,000万円の減。重度心身障害者医

療費の減でございます。４目老人福祉費1,094万9,000円の減。主に、59ページ、老人保

護措置費177万1,000の減、高齢者バス乗車券助成76万5,000円の減、次ページ、老人福祉

基金積立金500万円の増、寄附金を財源とする計上でございます。介護保険特別会計繰出

金79万1,000円の減、介護サービス事業特別会計繰出金1,228万3,000円の減。それぞれ決

算見込みに基づく減でございます。そのほか計数整理によるものでございます。５目後

期高齢者医療費275万1,000円の減。後期高齢者医療一般、北海道後期高齢者医療広域連

合負担金の80万3,000円の減、後期高齢者医療特別会計繰出金194万8,000円の減でござい

ます。６目国民年金費３万3,000円の減。次ページ。７目自治振興費１万円の減。８目社

会福祉施設費１万3,000円の減。65ページにわたり、説明欄記載のとおり計数整理でござ

います。

２項児童福祉費、１目児童福祉総務費５万7,000円の減。２目児童措置費54万6,000円

の増。次ページにわたり、子ども手当の増でございます。３目ひとり親福祉費90万円の

減。ひとり親家庭等医療費の減でございます。４目児童福祉施設費427万6,000円の減。

次ページにわたり、主に真竜保育所及び厚岸保育所の臨時職員賃金減のほか、説明欄記

載のとおり計数整理でございます。71ページ。５目児童館運営費32万1,000円の減。友遊

児童館及び子夢希児童館の管理運営費について、説明欄記載のとおり計数整理でござい

ます。

73ページ。

４款衛生費、１項保健衛生費、１目衛生予防費５万5,000円の減。説明欄記載のとおり

計数整理でございます。２目健康づくり費377万3,000円の減。主に、次ページ、予防接

種206万8,000円の減、がん予防保健91万6,000円の減のほか、説明欄記載のとおり計数整

理でございます。77ページ。３目墓地火葬場費４万7,000円の増。説明欄記載のとおり計

数整理でございます。次ページ。４目水道費５万3,000円の増。簡易水道事業特別会計の

決算見込みによる繰出金の増でございます。５目病院費１億2,216万9,000円の増。病院

事業会計負担金の増で、補正後額６億3,846万9,000円となるものでございます。６目乳

幼児医療費45万7,000円の減。乳幼児医療費の減でございます。

２項環境政策費、１目環境対策費758万9,000円の増。主に、次ページ、環境保全基金

積立金800万円の増でございます。資源ごみの売払代を積み立てる厚岸町緑の循環構想に

基づく積み立てでございます。２目水鳥観測館運営費５万6,000円の減。次ページ。３目

廃棄物対策費13万円の減。それぞれ説明欄記載のとおり計数整理でございます。４目ご

み処理費258万3,000円の減。主にごみ処理場管理、次ページにわたり、執行見込みに伴

う260万4,000円の減でございます。５目し尿処理費45万4,000円の増。主に、し尿処理場

管理47万6,000円の増、次ページにわたり、取水井戸保守点検委託料60万円を修繕料に振

りかえて130万6,000円の増とするほか、計数整理でございます。

89ページ。

５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費３万6,000円の減。２目農業振興費

3,000円の増。３目畜産業費２万7,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおり計数整理で
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ございます。次ページ。４目農道費272万3,000円の減。主に、事業費確定に伴う道営別

寒辺牛地区道路整備事業184万5,000円の減、道営太田第２地区集乳道整備事業77万7,000

円の減でございます。５目農地費2,189万5,000円の減。主に、事業費確定に伴う道営大

別地区畑地帯総合整備事業1,618万3,000円の減、次ページ、道営厚岸東部地区草地整備

改良475万円の減でございます。６目牧野管理費671万9,000円の減。次ページにわたり、

町営牧場燃料費111万5,000円及び修繕料200万1,000円の増とするほか、執行見込みに伴う

減でございます。７目農業施設費2,000円の増。８目農業水道費19万1,000円の減。９目

堆肥センター費16万円の増。それぞれ施設管理費執行見込みに伴う計数整理でございま

す。

97ページ。

２項林業費、１目林業総務費11万3,000円の減。説明欄記載のとおり計数整理でござい

ます 次ページ ２目林業振興費235万3,000円の減 森林整備地域活動支援交付金事業112。 。 。

万5,000円の減ほか、３事業の事業費確定に伴う減でございます。３目造林事業費16万

2,000円の減。造林事業完了に伴う減でございます。次ページ。４目林業施設費16万6,000

円の減。説明欄記載のとおり計数整理でございます。５目特用林産振興費836万9,000円

の増。きのこ菌床センター、次ページにわたり、主に菌床製造材料購入959万円の増でご

ざいます。

、 。 。３項水産業費 １目水産業総務費24万2,000円の減 ２目水産振興費293万6,000円の減

次ページにわたり、説明欄記載のとおり、主に各事業の執行減でございます。３目漁港

。 、 。管理費４万2,000円の減 次ページにわたり 説明欄記載のとおり計数整理でございます

５目養殖事業費116万5,000円の減。カキ種苗センター臨時職員賃金133万9,000円の減。施

設用備品購入90万7,000円の増のほか、次ページにわたり、各事業執行見込みによる減で

ございます。６目水産施設費３万9,000円の増。それぞれ説明欄記載のとおり、主に計数

整理でございます。

111ページ。

、 。 。６款１項商工費 １目商工総務費17万8,000円の減 ２目商工振興費100万7,000円の減

次ページ。３目食文化振興費２万2,000円の増。４目観光振興費７万3,000円の減。次ペー

ジ。５目観光施設費34万5,000円の減。内容はそれぞれ説明欄記載のとおり、主に計数整

理でございます。

117ページ。

７款土木費 １項土木管理費 ２目土木車両管理費11万7,000円の減 ３目土木用地費26、 、 。

万8,000円の減。４目地籍調査費76万8,000円の減。次ページにわたり、内容はそれぞれ

説明欄記載のとおり、主に事業執行に伴う減でございます。

２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費162万4,000円の減。説明欄記載のとおり執行見

込みによる減でございます。２目道路新設改良費154万1,000円の増。123ページにわたり

ますが、説明欄記載のとおり、各事業の事業費確定に伴う減及び事業費支弁人件費の給

与費からの振りかえ増によるものでございます。３目除雪対策費５万7,000円の減。

３項河川費、１目河川総務費4,652万6,000円の減。127ページにわたり、主に別寒辺牛

川水系治水砂防施設整備事業4,370万4,000円の減ほか、各事業の事業費確定見込み伴う

減でございます。
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４項都市計画費、３目下水道費731万2,000円の減。下水道事業特別会計繰出金の減で

ございます。

５項公園費、１目公園管理費18万8,000円の減。公園施設、説明欄記載のとおり計数整

理でございます。

次ページ。

６項住宅費、１目建築総務費63万8,000円の減。主に住宅耐震改修工事補助金60万円の

減でございます。２目住宅管理費52万9,000円の減。次ページ。３目住宅建設費15万3,000

。 、 、 。円の減 次ページにわたり それぞれ事業執行確定に伴うなど 計数整理でございます

135ページ。

８款１項消防費、１目常備消防費155万7,000円の減。釧路東部消防組合負担金の減で

ございます。２目災害対策費１万3,000円の減。それぞれ計数整理でございます。

137ページ。

９款教育費 １項教育総務費 １目教育委員会費4,000円の増 ２目事務局費362万4,000、 、 。

円の減。主に訴訟事務324万1,000円の減で、教育行政報告のとおり、損害賠償請求事件

の一審判決による訴訟事務委託料の計上と、損害賠償金を担保供託金から振りかえ補正

するものでございます。次ページ。３目教育振興費11万8,000円の減。４目教員住宅費、

それぞれ計数整理及び財源内訳補正でございます。５目就学奨励費370万1,000円の増。

奨学基金積立金、新年度新規貸し付けに対応するための増額補正で、基金額は条例で定

めた3,500万円となるものでございます。６目スクールバス管理費４万3,000円の増。

次ページ。

２項小学校費、１目学校運営費149万1,000円の増。次ページにわたり、主に各小学校

の燃料費及び光熱水費の増でございます。２目学校管理費277万9,000円の減。次ページ

にわたりますが、主に厚岸小学校屋外運動場整備事業204万2,000円の減ほか、執行見込

み減及び計数整理でございます。３目教育振興費35万7,000円の減。

次ページ。

３項中学校費、１目学校運営費120万9,000円の増。主に、各中学校の燃料費、光熱水

費の増でございます。２目学校管理費278万2,000円の減。次ページにわたり、主に真龍

中学校移転改修事業201万円の減のほか、執行見込み減及び計数整理でございます。３目

教育振興費28万円の減。

４項１目幼稚園費、それぞれ計数整理及び財源内訳補正でございます。

５項社会教育費、１目社会教育総務費24万円の減。153ページ。２目生涯学習推進費13

万3,000円の減。３目公民館運営費4,000円の増。次ページ。４目文化財保護費９万5,000

円の減。５目博物館運営費17万8,000円の減。次ページ。６目情報館運営費25万7,000円

の減。それぞれ説明欄記載のとおり計数整理でございます。

159ページ。

６項保健体育費 １目保健体育総務費７万2,000円の減 次ページ ２目社会体育費289、 。 。

万9,000円の減。主に体育施設49万4,000円の減、次ページ、スポーツ振興助成40万円の

減、海洋センター艇庫整備事業162万5,000円の減のほか、説明欄記載のとおり計数整理

でございます。３目温水プール運営費36万7,000円の増。次ページにわたり、主に燃料費

及び施設用備品購入の増でございます。４目学校給食費4,331万1,000円の減。次ページ
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にわたり 学校給食センターの燃料費及び光熱水費の増 学校給食センター建設事業4,405、 、

万9,000円の減。２カ年事業の執行状況を勘案して本年度分を減額し、新年度分を増額す

る調整でございます。

169ページ。

11款１項公債費、１目元金3,817万5,000円の増。歳入でご説明したとおり、高金利債

の繰上償還金の計上でございます。

171ページ。

12款１項１目給与費470万1,000円の減。内容はそれぞれ説明欄記載のとおり、主に計

数整理でございます。

以上で、歳出の説明を終わります。

１ページへお戻り願います。

第２条、継続費の補正であります。

継続費の変更は 「第２表 継続費補正」による。、

６ページをお開き願います。

第２表、継続費補正。

変更でございます。

平成22年度当初予算に計上の継続費、学校給食センター建設事業について執行状況を

勘案して、総額を５億5,884万1,000円とし、平成22年度を3,876万8,000円、平成23年度を

５億2,007万3,000円に変更する内容でございます。７ページに調書がございますので、

ご参照願います。

再び１ページへお戻り願います。

第３条、債務負担行為の補正であります。

債務負担行為の変更は 「第３表 債務負担行為補正」による。、

８ページをお開きください。

第３表、債務負担行為補正。

変更でございます。

道知事・道議会議員選挙に関する債務負担。限度額を77万6,000円に変更。

農業経営基盤強化資金利子補給に関する債務負担。期間を平成23年度から平成27年度

までとし、限度額を46万9,000円に変更。

漁業近代化資金利子補給に関する債務負担。限度額を813万3,000円に変更。

下段に調書補正がございますので、ご参照願います。

再び１ページへお戻り願います。

第４条、地方債の補正であります。

地方債の変更は 「第４表 地方債補正」による。、

９ページをお開きください。

一般公共事業1,350万円の減。公営住宅建設事業2,260万円の増。学校教育施設等整備

事業2,740万円の減。辺地対策事業260万円の減。過疎対策事業１億2,650万円の増。地方

道路等整備事業30万円の減。それぞれ起債の方法、利率、償還の方法については変更あ

りません。

10ページをごらんください。
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地方債に関する調書補正でありますが、表の下段、合計欄でございますが、平成21年

度末現在高111億9,919万5,000円 平成22年度中起債見込額９億4,860万円 補正後の平成22、 。

年度末現在高見込額は111億2,341万1,000円となるものでございます。

以上で、議案第12号の説明を終わります。

次に、議案第13号でございます。

議案書の１ページでございます。

平成22年度厚岸町国民健康保険特別会計補正予算（３回目 。）

平成22年度厚岸町国民健康保険特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条、第１項、歳入歳出予算の補正であります。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ94万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ16億7,840万4,000円とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は 「第１表 歳入歳出予算補正」による。、

次ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算補正でありますが、歳入では９款12項、歳出では９款16項にわ

たって、それぞれ94万4,000円の減額補正でございます。

事項別によりご説明させていただきます。

６ページをお開き願います。

歳入でございます。

１款１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税8,925万4,000円の減。２

目退職被保険者等国民健康保険税533万5,000円の減。それぞれ主に滞納繰越分の減でご

ざいます。

３款分担金及び負担金、２項負担金、１目１節保健事業費負担金81万9,000円の減。主

に、がん検診負担金の減でございます。

４款国庫支出金 １項国庫負担金 １目療養給付費等負担金 １節現年度分1,909万6,000、 、 、

円の増。一般被保険者に係る保険給付費の増加に伴う増でございます。２目１節高額医

療費共同事業負担金61万円の減。３目１節特定健康診査等負担金15万5,000円の増。

２項国庫補助金、１目１節財政調整交付金2,596万8,000円の減。算出方法の変更等に

伴う減でございます。２目１節出産育児一時金補助金10万円の増。

。 。６款１項１目前期高齢者交付金40万2,000円の増 交付金の確定に伴う増でございます

７款道支出金、１項道負担金、１目１節高額医療費共同事業負担金61万円の減。高額

医療費拠出金の変更に伴う減でございます。２目１節特定健康診査等負担金15万5,000円

の増。

２項道補助金、２目１節財政調整交付金1,475万1,000円の減。算出方法の変更等に伴

う減でございます。

次ページ。

９款１項共同事業交付金、１目１節高額医療費共同事業交付金150万3,000円の減。２

目１節保険財政共同安定化事業交付金2,497万6,000円の増。国保連合会からの変更通知

に伴う増減でございます。

10款繰入金、１項１目１節一般会計繰入金109万円の増。収入不足に係る補てん分の繰
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入金増でございます。

11款１項１目繰越金、１節前年度繰越金9,154万3,000円の増。平成21年度決算に伴い、

平成22年度に繰り越した剰余金、全額の計上でございます。

12款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目一般被保険者延滞金、１節延滞金3,000

円の増。３項雑入、１目一般被保険者第三者納付金、１節賠償金49万9,000円の減。３目

一般被保険者返納金、１節返納金87万1,000円の増。５目１節雑入１万4,000円の増。そ

れぞれ説明欄記載のとおりでございます。

以上で、歳入の説明を終わります。

10ページをお開き願います。

歳出でございます。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費151万1,000円の増。国民健康保険等管

理システム改修委託料94万5,000円の増、北海道国民健康保険団体連合会89万5,000円の

増、国保連合会の新システム導入に伴う改修費用及び市町村臨時負担金の増でございま

す。

２項徴税費、１目賦課徴収費、４万8,000円の増。３項１目運営協議会費13万6,000円

の減。次ページ。５項１目特別対策事業費42万8,000円の減でございます。それぞれ説明

欄記載のとおり計数整理でございます。

14ページ。

２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費1,515万4,000円の増。

２目退職被保険者等療養給付費1,898万2,000円の減。３目一般被保険者療養費88万4,000

円の減。４目退職被保険者等療養費５万9,000円の増。それぞれ医療費見込みによる増減

でございます。

２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費1,524万8,000円の増。２目退職被保険

者等高額療養費194万8,000円の減。次ページ。３目一般被保険者高額介護合算療養費76

万円の減。４目退職被保険者等高額介護合算療養費26万円の減。それぞれ見込みによる

増減であります。

４項出産育児諸費、１目出産育児一時金196万7,000円の増。出産見込み増によるもの

でございます。

５項葬祭諸費、１目葬祭費４万円の増。見込み増によるものでございます。

18ページ。

３款１項後期高齢者支援金等、１目後期高齢者支援金33万6,000円の増。２目後期高齢

者関係事務費拠出金2,000円の減。

20ページ。

４款１項前期高齢者納付金等、１目前期高齢者納付金１万9,000円の減。

22ページ。

５款１項老人保健拠出金、１目老人保健医療費拠出金2,000円の減。

24ページ。

６款１項１目介護納付金29万2,000円の減。それぞれ額の確定に伴う減でございます。

26ページ。

７款１項共同事業拠出金、１目高額医療費拠出金243万9,000円の減。２目保険財政共
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同安定化事業拠出金614万6,000円の減。それぞれ国保連合会による町負担見込額の変更

による減でございます。

28ページ。８款保険事業費、１項１目特定健康診査等事業費65万1,000円の減。主に健

康診査の受診者数減によるものでございます。

２項保険事業費、１目保険衛生普及費325万7,000円の減。主にがん検診の受診者数減

による委託料の減でございます。

30ページ。９款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目一般被保険者保険税還付金80

万円の増。３目償還金９万9,000円の増。

以上で、議案第13号の説明を終わります。

続きまして、議案第14号でございます。

議案書の１ページでございます。

平成22年度厚岸町簡易水道事業特別会計補正予算（２回目 。）

平成22年度厚岸町簡易水道事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条、第１項、歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ72万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,181万7,000円とす

る。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は 「第１表 歳入歳出予算補正」による。、

２ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算補正であります。

歳入では４款５項、歳出では２款２項にわたり、それぞれ72万円の追加補正でござい

ます。

事項別によりご説明させていただきます。

４ページをお開き願います。

歳入でございます。

１款分担金及び負担金、１項分担金、１目１節水道費分担金１万7,000円の減。

２款使用料及び手数料、１項使用料、１目水道使用料、１節計量使用料27万3,000円の

増。内訳は説明欄記載のとおりでございます。

２項手数料、１目水道手数料、１節給水工事手数料１万6,000円の減。

５款繰入金、１項１目１節一般会計繰入金５万3,000円の増。

、 。 。６款諸収入 １項１目１節雑入42万7,000円の増 水道管破損補償費の増でございます

以上で、歳入の説明を終わります。

６ページをお開き願います。

歳出でございます。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費７万4,000円の減。説明欄記載のとおり

計数整理でございます。

８ページ。

２款水道費、１項１目水道事業費、79万4,000円の増。主に簡易水道施設消耗品費及び

修繕料の増、検満及び新設メーター取りつけ事業の事業費確定に伴う減でございます。

以上で、議案第14号の説明を終わります。
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続きまして、議案第15号でございます。

議案書の１ページでございます。

平成22年度厚岸町下水道事業特別会計補正予算（２回目 。）

平成22年度厚岸町下水道事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条、第１項、歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ659万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７億1,018万

円とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は 「第１表 歳入歳出予算補正」による。、

次ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算補正であります。

歳入では５款５項、歳出では１款２項にわたり、それぞれ659万9,000円の減額補正で

ございます。

事項別により説明させていただきます。

６ページをお開き願います。

歳入でございます。

１款分担金及び負担金、２項負担金、１目１節下水道費負担金58万6,000円の増。

２款使用料及び手数料、１項使用料、１目１節下水道使用料165万6,000円の増。それ

ぞれ当初見込みを上回ったことによる増でございます。

３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目下水道費国庫補助金、１節下水道事業費補助

金32万9,000円の減。事業費確定見込みに伴う減でございます。

５款繰入金、１項１目１節一般会計繰入金731万2,000円の減。

７款１項町債、１目下水道債、１節下水道事業債120万円の減。事業費確定見込みに伴

う減でございます。

以上で、歳入の説明を終わります。

８ページをお開き願います。

歳出でございます。

１款下水道費 １項下水道管理費 １目一般管理費25万8,000円の減 ２目管渠管理費39、 、 。

万4,000円の減。３目処理場管理費2,000円の減。次ページにわたり、それぞれ説明欄記

載のとおり計数整理でございます。４目普及促進費131万6,000円の減。主に水洗化等改

造工事補助金の減によるものでございます。

２項下水道事業費、１目公共事業下水道費462万9,000円の減。事業費確定見込みに伴

う減でございます。

以上で、歳出の説明を終わります。

１ページへお戻り願います。

第２条、債務負担行為の補正でございます。

債務負担行為の変更は 「第２表 債務負担行為補正」による。、

３ページをお開き願います。

第２表、債務負担行為補正。

変更でございます。
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水洗化等改造工事資金利子補給に関する債務負担。限度額を12万4,000円に変更するも

のでございます。期間は変更ございません。

下段に調書補正がございますので、ご参照願います。

再び１ページへお戻り願います。

第３条、地方債の補正であります。

地方債の変更は 「第３表 地方債補正」による。、

４ページをお開きください。

第３表、地方債補正。

変更でございます。

公共下水道事業、限度額120万円の減。起債の方法、利率、償還の方法については変更

ありません。

地方債に関する調書補正であります 表の下段 合計欄ですが 平成21年度末現在高42。 、 、

億7,395万9,000円、平成22年度中起債見込額２億6,140万円。補正後の平成22年度末現在

高見込額は、42億8,916万4,000円となるものであります。

以上で、議案第15号の説明を終わります。

続きまして、議案第16号でございます。

議案書の１ページでございます。

平成22年度厚岸町介護保険特別会計補正予算（３回目 。）

平成22年度厚岸町介護保険特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条、第１項、歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ406万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億8,807万

6,000円とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は 「第１表 歳入歳出予算補正」による。、

次ページをお開きください。２ページから３ページ。

第１表、歳入歳出予算補正であります。

歳入では８款12項、歳出では６款11項にわたり、それぞれ406万5,000円の減額補正で

ございます。

事項別によりご説明させていただきます。

６ページをお開き願います。

歳入でございます。

１款保険料 １項介護保険料 １目第１号被保険者介護保険料 １節現年度分345万5,000、 、 、

円の減。２節滞納繰越分64万円の増。収納見込みによる増減であります。

２款分担金及び負担金、１項負担金、１目１節地域支援事業負担金８万4,000円の増。

配食サービス事業負担金の増でございます。

３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目１節介護給付費負担金62万2,000円の減。負担

金確定に伴う減でございます。

２項国庫補助金、１目１節財政調整交付金850万7,000円の減。交付割合率の見込みに

よる減でございます。７目１節地域支援事業交付金35万2,000円の減。説明欄記載のとお

りでございます。
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４款１項支払基金交付金、１目１節介護給付費交付金425万8,000円の減。主に居宅介

護サービス給付費分の減でございます。２目１節地域支援事業支援交付金31万円の減。

５款道支出金、１項道負担金、１目１節介護給付費負担金36万2,000円の減。負担金確

定に伴う減でございます。

２項道補助金、３目１節地域支援事業交付金13万5,000円の減。説明欄記載のとおりで

ございます。

３項委託金、１目総務費委託金、１節介護状態等審査判定委託金8,000円の減。

６款財産収入、１項財産運用収入、１目１節利子及び配当金３万4,000円の増。基金利

子の増でございます。

７款繰入金、１項１目１節一般会計繰入金79万1,000円の減。

２項基金繰入金、１目１節介護給付費準備基金繰入金1,213万4,000円の増。介護給付

費不足分を補てんするための繰り入れでございます。２目介護従事者処遇改善臨時特例

基金繰入金、１節第１号被保険者保険料軽減分繰入金190万3,000円の増。主に介護保険

料軽減充当のための繰り入れでございます。

次ページ。

９款諸収入、２項３目１節雑入10万3,000円の減。認定審査会共同設置費負担金の減で

あります。４目介護サービス事業者返納金、１節返納金４万3,000円の増。

以上で、歳入の説明を終わります。

10ページをお開き願います。

歳出でございます。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費５万5,000円の減。

２項徴収費、１目賦課徴収費４万9,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおり計数整理

でございます。

３項１目介護認定審査会費29万6,000円の減。審査会の開催状況見込みによる減でござ

います。２目認定調査等費29万1,000円の増。次ページにわたり、認定調査件数の見込み

減によるものでございます。

14ページ。

２款保険給付費 １項介護サービス等諸費 １目居宅介護サービス給付費1,042万4,000、 、

円の減。２目施設介護サービス給付費、財源内訳補正。３目居宅介護福祉用具購入費86

万9,000円の増。４目居宅介護住宅改修費86万8,000円の増。５目居宅介護サービス計画

費182万9,000円の増。６目審査支払手数料11万3,000円の減。それぞれサービス料の見込

みによる増減でございます。

次ページ。

２項１目高額介護サービス費151万8,000円の増。

４項特定入所者介護サービス等諸費、１目特定入所者介護サービス費352万8,000円の

増。それぞれ給付推計の増によるものでございます。

次ページ。

４款地域支援事業費、１項介護予防事業費、１目介護予防特定高齢者施策事業費103万

3,000円の減。主に介護予防事業委託料、参加者見込み減によるものでございます。

２項包括的支援事業任意事業費、１目包括的支援事業等事業費37万1,000円の減。２目
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任意事業費71万3,000円の減。次ページにわたり、それぞれ説明欄記載のとおりでござい

ます。

22ページ。

５款１項１目介護給付費準備基金費３万2,000円の増。

24ページ。

６款１項１目介護従事者処遇改善臨時特例基金費2,000円の増。それぞれ基金利子分の

積み立てでございます。

26ページ。

７款諸支出金 １項償還金及び還付金 １目第１号被保険者介護保険料還付金５万2,000、 、

円の増。

以上で、議案第16号の説明を終わります。

続きまして、議案第17号でございます。

議案書の１ページでございます。

平成22年度厚岸町介護サービス事業特別会計補正予算（２回目 。）

平成22年度厚岸町介護サービス事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条、第１項、歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ1,276万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億3,712

万6,000円とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は 「第１表 歳入歳出予算補正」による。、

次ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算補正であります。

歳入では４款７項、歳出では１款２項にわたって、それぞれ1,276万1,000円の減額補

正でございます。

事項別により説明させていただきます。

４ページをお開き願います。

歳入でございます。

１款サービス収入、１項介護給付費収入、１目居宅介護サービス費収入、１節通所介

護費収入168万5,000円の減。２節訪問入浴介護費収入56万6,000円の減。５節介護認定基

本調査費収入９万2,000円の減。それぞれ利用者の見込み減によるものでございます。２

目１節施設介護サービス費収入312万6,000円の増。利用者見込み増によるものでござい

ます。

２項予防給付費収入、１目居宅支援サービス費収入、４節居宅支援サービス計画費収

入117万6,000円の増。

３項１目１節自己負担金収入255万4,000円の減。説明欄記載のとおり、利用者の見込

み減によるものでございます。

５項自立支援給付費収入、１目１節障害者短期入所介護費収入３万7,000円の減。

７款１項寄附金、１目サービス事業費寄附金、２節施設サービス事業費寄附金３万円

の減。

８款繰入金、１項１目１節一般会計繰入金1,228万3,000円の減でございます。
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９款諸収入、１項１目雑入、１節実費収入21万3,000円の減。２節雑入39万7,000円の

増。説明欄記載のとおりでございます。

以上で、歳入の説明を終わります。

６ページをお開き願います。

歳出でございます。

１款サービス事業費、１項居宅サービス事業費、２目通所介護サービス事業費463万

2,000円の減。人件費62万円の減、通所介護サービス415万1,000円の減、生きがい活動支

援通所サービス17万円の増、次ページ、配食サービス３万1,000円の減でございます。３

目訪問入浴介護サービス事業費４万1,000円の減。４目短期入所生活介護サービス事業費

322万5,000円の減。次ページ。７目包括的支援事業費17万8,000円の減。８目障害者介護

給付事業費５万8,000円の減。

次ページ。

２項施設サービス事業費、１目施設介護サービス事業費462万7,000円の減。主に光熱

水費の減ほか、説明欄記載のとおり計数整理でございます。

以上で、議案第17号の説明を終わります。

続きまして、議案第18号でございます。

議案書の１ページでございます。

平成22年度厚岸町後期高齢者医療特別会計補正予算（２回目 。）

平成22年度厚岸町後期高齢者医療特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正でございます。

第１条、第１項、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ398万5,000円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億937万7,000円とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は 「第１表 歳入歳出予算補正」による。、

次ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算補正であります。

歳入では３款３項、歳出では２款３項にわたって、それぞれ398万5,000円の減額補正

でございます。

事項別によりご説明させていただきます。

４ページをお開き願います。

歳入でございます。

１款１項後期高齢者医療保険料、１目特別徴収保険料、１節現年度分473万9,000円の

減。２目普通徴収保険料、１節現年度分214万4,000円の増。２節滞納繰越分60万9,000円

の増。それぞれ収納見込みに伴う増減でございます。

３款繰入金、１項１目１節一般会計繰入金194万8,000円の減。

５款諸収入、３項３目１節雑入５万1,000円の減。後期高齢者医療広域連合からの交付

金の減でございます。

以上で、歳入の説明を終わります。

６ページをお開き願います。

歳出でございます。
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１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費25万4,000円の減。

。 。２項１目徴収費６万8,000円の減 それぞれ説明欄記載のとおり計数整理でございます

８ページ。

２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金366万3,000円の減。

以上をもちまして、議案第12号 平成22年度厚岸町一般会計補正予算から議案第18号

平成22年度厚岸町後期高齢者医療特別会計補正予算の提案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（南谷議員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） 続きまして、議案第19号 平成22年度厚岸町水道事業会計補正予

算（２回目）の内容についてご説明申し上げます。

１ページをごらんください。

第１条、総則。

平成22年度厚岸町水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

第２条、業務の予定量の補正でございます。

給水戸数は14戸増の5,110戸とするものであります。

年間総配水量は8,377㎥の増で、131万9,077㎥。

一日平均給水量は22㎥減の3,614㎥であります。

主な建設改良事業につきましては 配水管布設がえ等事業を136万5,000円減額し 3,785、 、

万2,000円に、メーター設備事業を193万2,000円減額し、3,030万6,000円とするものでご

ざいます。

第３条、収益的収入及び支出の補正でございます。

収入につきましては、１款水道事業収益を118万3,000円増額し、２億2,446万4,000円と

するものでございます １項営業収益は71万9,000円の減額 ２項営業外収益は190万2,000。 。

円の増額でございます。

支出につきましては、１款水道事業費用を137万3,000円増額し、２億4,190万1,000円と

するものでございます。１項営業費用は、134万2,000円の増額。２項営業外費用は、３

万1,000円の増額でございます。

収益的収入及び支出の内容につきましては、補正予算説明書により説明いたします。

６ページをお開き願います。

初めに収益的収入でございます。

１款水道事業収益、１項営業収益、１目給水収益は67万7,000円の減額でございます。

主に水道使用料の一般用14万6,000円の減、工業用58万円の減などでございます。２目受

託工事収益は４万2,000円の減額でございます。給水工事の設計審査及び工事検査手数料

の減額でございます。

２項営業外収益、１目受取利息及び配当金は53万5,000円の増。主に短期貸付金利息の

増額でございます。４目雑収益は136万7,000円の増。配水管破損補償費に係る増額でご

ざいます。

次に、収益的支出でございます。
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１款水道事業費用 １項営業費用 １目原水及び浄水費は32万2,000円の増 これは 20、 、 。 、

節修繕費129万2,000円の増、21節動力費39万4,000円の減、22節薬品費58万円の減などが

主なものでございます。２目配水及び給水費は110万5,000円の増。これは、17節委託料

で17万5,000円の増、20節修繕費で93万1,000円の増などが主なものでございます。７ペー

ジに移りまして、４目総係費は８万5,000円の減であります。

２項営業外費用、３目消費税及び地方消費税は３万1,000円の増であります。

１ページへお戻り願います。

第４条、資本的収入及び支出の補正でございます。

２ページをお開き願います。

収入では、１款資本的収入を162万1,000円減額し、4,704万8,000円とするものでありま

す。１項企業債は140万円の減額、５項工事負担金は22万1,000円の減額でございます。

支出では、１款資本的支出を329万7,000円減額し、１億5,933万3,000円とするものでご

ざいます。１項建設改良費が329万7,000円の減額でございます。

資本的収入及び支出の内容につきましては、再び補正予算説明書により説明申し上げ

ます。

７ページ中段からでございます。

資本的収入であります。

１款資本的収入、１項１目企業債は140万円の減でございます。配水管布設がえ等事業

費確定による減額でございます。５項１目工事負担金は22万1,000円の減。メーター器取

りつけ工事数の減による減額でございます。

次に、資本的支出でございます。

１款資本的支出、１項１目建設改良費は136万5,000円の減であります。事業費確定に

よる減額でございます。３目メーター設備費は193万2,000円の減。メーター器取りつけ

工事数の減による減額であります。

ここでまた１ページへお戻り願います。

第４条の括弧書きでございます。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億

1,228万5,000円について、過年度分損益勘定留保資金１億106万5,000円、当年度分損益勘

定留保資金726万1,000円、次のページに行きまして、当年度分消費税及び地方消費税資

本的収支調整額395万9,000円で補てんするものでございます。

第５条、企業債の補正でございます。

企業債の予定額を140万円減額し、4,190万円とする内容であります。起債の方法、利

率、償還についての変更はございません。

第６条、議会の議決を経なければ流用できない経費の補正でございます。

職員給与費について２万4,000円減額し、3,666万円とするものでございます。

３ページと４ページは補正予算実施計画 ５ページは補正資金計画 飛びまして８ペー、 、

ジと９ページは予定貸借対照表でございます。いずれも記載のとおりでありますので、

説明は省略させていただきます。

以上が平成22年度厚岸町水道事業会計補正予算（２回目）の内容であります。

ご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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●議長（南谷議員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 続きまして、議案第20号 平成22年度厚岸町病院事業会計補

正予算（４回目）の内容を説明いたします。

議案書の１ページ。

第１条、総則であります。

平成22年度厚岸町病院事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

第２条、業務の予定量の補正であります。

(1)患者数の補正です。年間延べ患者数については、入院で3,650人を減じて１万6,425

人に、外来で7,533人を減じて５万2,002人とするもので、計６万8,427人とする計上であ

ります。１日平均患者数につきましては、入院で10人減、外来で31人減となる見込みの

計上です。昨年決算に比較して、入院で１日７人、外来で１日28人、それぞれ減となる

見込みであります。

これら患者数減の要因につきましては、内容別に数値での評価が難しいものが多くあ

りますが、一つとして、常勤医師体制のうち、内科医が３名から１名となったことが入

院・外来患者数の受け入れに大きく影響しました。この医師減少に伴い、やむを得ず外

来診療の予約を中止したことで、定期受診患者の減少となったとも推測しております。

さらには、透析患者の減少も大きな要因となったと考えております。１日平均約４人

の減少であります。また、大学などから派遣を受けておりました循環器外来の中止も影

響しました。このような幾つかの要因が重なって患者数に大きく影響したものと考えて

いるところであります。

続いて、２ページをごらんください。

第３条、収益的収入及び支出の補正であります。内容につきましては、６ページから

８ページの補正予算説明書により説明いたします。６ページをお開きください。

(3)平成22年度厚岸町病院事業会計補正予算説明書。

収益的収入から説明いたします。

１款病院事業収益2,585万5,000円の減。１項医業収益１億4,707万6,000円の減。１目入

院収益で7,520万9,000円の減。２目外来収益では6,455万8,000円の減であります。入院患

者数及び外来患者数の減によるものであります。３目その他医業収益では730万9,000円

の減。主に２節公衆衛生活動収益の健康診断料の減によるものであります。

２項医業外収益では１億2,122万1,000円の増。１目受取利息及び配当金で１万6,000円

の増。２目患者外給食収益で13万2,000円の減。３目その他医業外収益では114万3,000円

の減。４目他会計補助金では１億2,216万9,000円の増。６目道補助金では31万1,000円の

増。内容につきましては、それぞれ節説明欄のとおりであります。

７ページをお開きください。

収益的支出に入ります。

１款病院事業費用では2,570万円の減。１項医業費用では3,017万6,000円の減でありま

す。１目給与費では511万8,000円の増。主に３節法定福利費で670万円の増、これは内科

医師の退職手当組合負担金が12月補正で計上不足がありましたので、今回補正するもの

であります。２目材料費では2,818万3,000円の減。患者数の減による薬品費、診療材料
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。 。 、費の減であります ３目経費では499万9,000円の減であります 主な補正の内容ですが

１節厚生福利費で42万7,000円の減、予防接種の減。４節消耗備品費で84万1,000円の減、

管理用品の減。14節使用料で84万8,000円の減、人工呼吸器のレンタル料の減。15節委託

料で93万8,000円の減、検査委託料の減が主な内容であります。そのほかの増減につきま

。 。 。しては記載のとおりであります ８ページです ６目研究研修費では211万2,000円の減

それぞれ内容は記載のとおりであります。

２項医業外費用では447万6,000円の増。１目支払利息及び企業債取扱諸費で12万8,000

。 。 。円の減 ２目医療技術員確保対策費で43万4,000円の減 ３目雑損費で513万8,000円の増

４目消費税及び地方消費税で10万円の減であります。それぞれ節説明欄記載のとおりで

あります。

以上で、収益的収入及び支出の説明を終わります。

２ページにお戻りください。

第４条は、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補正であります。

給与費で511万5,000円の増、交際費で60万円の減とするものであります。

次ページは、第５条、他会計からの補助金の補正であります。

入院・外来の減収に伴います収入不足を補てんする一般会計補助金を１億2,216万

9,000円増額するものであります。これにより、昨年決算に比較し、総額で6,787万9,000

円の補助金増となる見込みであります。年度当初から内科医師２名の厳しい体制で、入

院・外来診療の縮小となって患者数の減少となったことが大きな要因です。一般会計補

助金が多額となっている現状は、医師が確保できないことでの医業収益の悪化と給与費

の増大が主たる要因でありますが、この医師の確保につきましては、昨日の新年度予算

でも説明申し上げましたが、４月から内科医師が１名確保の見通しとなりましたので、

内科はもとより、診療体制全体の再構築により患者受け入れの充実を図っていけるもの

と考えております。また、常勤医師体制が５名となることで、出張医師にかかる経費の

一部縮減が期待できるとも考えております。

しかしながら、長期的には継続した医師確保の見通しは大変厳しく、患者数は減少を

続けるものと推測しております。病院の各施設を患者数に見合った規模に見直すことで

財政負担をできるだけ押さえ、必要とされる機能を効率よく運営できるよう、さらに検

討を進めてまいります。

続いて、４ページは補正予算実施計画、５ページは補正資金計画、９ページ、10ペー

ジは予定貸借対照表であります。内容につきましてはそれぞれ記載のとおりであります

ので、説明を省略させていただきます。

以上、大変雑駁な説明でありますが、議案第20号 平成22年度厚岸町病院事業会計補

正予算（４回目）の提案説明とさせていただきます。

よろしくご審議の上、ご承認賜りますよう、お願い申し上げます。

●議長（南谷議員） 本９件の審査の方法についてお諮りいたします。

本９件の審査の方法については、議長を除く15人の委員をもって構成する平成22年度

各会計補正予算審査特別委員会を設置し、これに付託し、会期中に審査したいと思いま

すが、これにご異議ありませんか。
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（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） 異議なしと認めます。

よって 本９件の審査方法については 議長を除く15人の委員をもって構成する平成22、 、

年度各会計補正予算審査特別委員会を設置し、これに付託し、会期中に審査することに

決定しました。

本会議を休憩いたします。

午前11時21分休憩

午前11時27分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

日程第３、これより一般質問を行います。

質問は、厚岸町議会会議運用内規61の規定により、通告順に行います。

なお、質問時間は、平成22年第４回定例会に定めました会議規則第61条の５項の規定

により、答弁を含め60分以内とし、５分前に鈴を鳴らし、お知らせをいたします。

初めに、４番、髙橋議員の一般質問を行います。

４番、髙橋議員。

●髙橋議員 平成23年第１回厚岸町議会定例会に当たり、先般通告のとおりお尋ねをして

まいりたいと思います。

初めに、昨日、町長は、町政執行方針の中で、厚岸町豊かな環境を守り育てる基本計

画では、持続可能な産業と生活のためにと定め、目指す環境の姿を実現するために、各

項目ごとに施策の基本方針のもと、行動指針と環境定量目標を掲げて取り組んでおり、

町民組織である町民検討会議と庁内組織である環境政策調整会議において進行管理を的

確に行いながら、町民や事業者などに周知を図り、その取り組みを一層推進し、特に、

厚岸湖・湾の水質保全については、その上流となる森林、湿原、河川と密接な関係にあ

り、その保全対策については、河川流域にかかわる関係団体との連携により、河川林の

造成、カキ殻による水質浄化実証試験及び家畜ふん尿の適正処理の現地確認などを継続

実施し、また、厚岸湖・湾を中心とした水質保全のために、北海道を初めとする関係機

関と引き続き調整、検討を進め、また、町営住宅の整備では、湖南地区の中心市街地に

、 、 、 、 、 、町営住宅を建設し まちなか居住を推進し さらに 奔渡 梅香 宮園団地については

昨年度に引き続き交付金を活用した設備更新を進め、土地利用については、土地の境界

を明確にする地籍修正事業を継続し、土地に関するトラブルの解消や財産管理が適正に

行われるよう計画的に進め、また、病院経営では、町立厚岸病院改革プランに基づく収

支改善を進めてきましたが、医師確保が困難を増す中で、医業収益の増収見込みは大変

厳しく、近年の患者減少の経過も踏まえた検討を進めているところであり、今後は町外

の総合病院との役割分担と連携強化の一層の推進を図り、これまで町立病院が維持して



- 95 -

きた高度な入院治療を兼ね備えた医療体制と役割を見直し、総合病院で専門治療を終え

、た後の地域生活への復帰のための診療と高齢化社会を支援する医療の取り組みを重視し

同時に公立病院の使命として、救急医療など不採算な医療をしっかりと担いながらも、

患者動向に見合った病床規模と体制の転換を進め、財政負担の縮減と収支均衡に努めた

いとのことであり、さらには、少子高齢化、核家族化の進行による家族機能の低下や経

済の低迷などにより地域における相互扶助機能が低下しており、この変化を反映し、子

育て支援や高齢者介護などを初めとする福祉ニーズは増大、多様化していることから、

今までの行政による公共福祉施策のあり方を検討しながら、災害に強いコミュニティー

づくり、身近で総合的かつ専門的な相談体制の確立、地域ボランティアの充実を重点と

する地域福祉づくりに取り組み、高齢者の生活や生きがい活動などの支援については、

３年ごとに策定する厚岸町高齢者保健福祉計画、介護保険事業の計画に基づく事業推進

を図りながら、多様化する高齢化の実態に対応する支援の充実を目指し、介護予防や安

否確認などの生活支援事業の推進や認知症サポーターの養成を含む地域の見守り体制の

推進、地域包括支援センターを中心とした相談支援体制の充実に努めたいとのことであ

ります。

そこで私は、次の３点について伺います。

まず初めに、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業について伺います。

平成23年度において、矢臼別演習場における米海兵隊訓練が実施されないとのことで

ありますが、そのことにより、当町への交付金と各種事業への影響はどうなのかについ

て伺いたいのであります。

次に、釧路町との境界問題であります。

私は、この件について、平成19年の第４回定例会以来、これまで数回にわたり取り上

げ、お尋ねをしてまいりましたが、解決に向けて進んでいるのか、これまでどのような

、 、 。調査 検証がなされてきたのかについて 具体的な説明を町長に求めるものであります

次に、介護予防の推進について伺います。

高齢者の要介護状態を防ぐため、健康増進を支援する介護予防推進員など、地域ボラ

ンティアを育成する考えはないのかについて。

以上の３点について町長からの答弁を求めるものであります。

限られた時間の関係から、できるだけ速やかな答弁をお願いし、私の１回目の質問を

終わります。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） ４番、髙橋議員のご質問にお答えをいたします。

昨日の執行方針に基づいてのそれぞれの項目に対してのさらなるご質問をいただいた

ところでございます。

１点目の特定防衛施設周辺整備調整交付金事業について 「平成23年度において、矢臼、

別演習場における米海兵隊訓練が実施されないとのことであるが、そのことにより、当

町の交付金と各種事業への影響はどうなるか」についてでありますが、去る１月28日、

防衛省から、平成23年度の矢臼別演習場における米海兵隊による沖縄県道104号線越え実
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弾射撃訓練は実施しない旨、文書により通知を受けたところであります。

このことにより、平成23年度の当町への特定防衛施設周辺整備調整交付金のうち、い

わゆるＳＡＣＯ分は交付されないこととなるところであり、訓練希望により交付額は異

なりますが、平成22年度との比較においては１億4,160万円の減となります。

また、各種事業への影響について、道交付金を充当し実施してきている継続事業につ

いては、事業量の縮小などにより事業費の縮減を図る一方で、道交付金の対象となる新

規事業については抑制をし、可能な限り、当該継続事業の早期完成に向けて対応してま

いりたいと考えておりますので、ご理解を願います。

続いて、２点目の釧路町との境界問題について 「平成19年第４回定例会以来、これま、

で５回にわたり境界問題について質問してきたが、解決に向けてこれまでどのように取

り組んできたのか。また、今後はどのように考えているのか」についてお答えをいたし

ます。

まず、解決に向けて、これまでどのように取り組んできたかについてであります。

ご質問の内容につきましては、平成19年第４回定例会以来の取り組みについてのこと

でありますが、この釧路町との境界問題については、それ以前から一般質問を受けてい

るところであり、そのご質問の都度、釧路町に対し、質問及び答弁の内容について両町

の総務課長同士で情報交換等を継続的に行ってきておりますが、これまで両町の歩み寄

りなど解決に向けての顕著な進展を見るには至っておりません。

しかし、このような状況ではありますが、私としては、北海道立文書館へ担当職員を

出向かせ、過去の関係資料の収集や、その検証作業などについて引き続き行っていると

ころで、解決に向けて地道な努力を積み重ねてきているところでございます。

また、今後はどのように考えているのかについてでありますが、平成22年第３回定例

町議会においては、議員の一般質問にお答えいたしました。私と釧路町長との協議を昨

年12月11日に釧路市内において行ったところであります。

その協議の概要についてでありますが、私からは、一般的には双方協議による合意に

より円満に解決する方法が両町にとって一番の良策であること、それで解決できない場

合は、北海道知事の裁定を申請する方法、裁定に不服または裁定に適しない決定がされ

た場合、 終的には裁判所への訴訟による解決という手法も視野に入れなければならな

いという考え方を投げかけさせていただき、約100年間に及ぶ極めて大きな問題でありま

すが、できるだけ時間をかけず解決するため、双方が努力をしていくという意思確認等

を求めたところであります。

これに対し釧路町長からは、お互いの主張の違いがどこにあるのか、根拠等を明らか

にしてからと考えている、お互いの相違点などを整理し、合意点を見出す作業を進め、

その後、両町長で再度話し合いをするという順序で、お互い努力していくという趣旨の

返答をいただいたところであります。

私といたしましては、釧路町長との協議による趣旨を尊重し、できる限り早い解決に

向けて努力してまいる所存であります。

続いて、３点目の介護予防の推進についてであります。

「高齢者の要介護状態を防ぐため、健康増進を支援する介護予防推進員など、地域ボ

ランティアを育成する考えはないか」についてでありますが、要介護状態にならないた



- 97 -

、 、めの介護予防事業としては 介護予防教室として実施している元気いきいき教室を初め

生きがい活動通所事業、健診事業や訪問相談事業と連携したデイケア、通所事業などが

あります。

しかし、いずれの事業も自発的に参加したり、通所するという意識が伴わないと継続

した利用にならないということもあり、個別支援相談などのさまざまな場面を利用して

事業への参加を進めてきておりますが、なかなか利用が広まらないという課題がありま

す。

一方、地域では、社会福祉協議会の助成事業を利用したサロン事業などが、介護予防

や地域の見守りという視点からも、大きな役割を果たしていただけるというところであ

ります。

ご提言いただいている介護予防事業を地域でサポートしていただく介護予防推進員な

どの地域ボランティアの育成についてでありますが、これからの地域社会では、ともに

支え合う社会の実現に向けて、地域でさまざまな支援をいただける地域ボランティアの

育成は極めて重要と考えております。

近隣の釧路市や釧路町でも、地域に介護予防サポーターを養成し、地区会館などを利

用して、月２回の介護予防教室を実施しております。当町で実施している介護予防教室

への参加の中にも、こうしたサポーターを担っていただける人材の開拓も可能と思われ

ますし、社会福祉協議会と連携した地域ボランティアの自立支援も、サポーターとして

活動いただくすそ野を広げていくことにつながってくると考えております。

地域の介護予防教室を担っていただく皆さんには、高齢期の運動機能の維持や改善に

必要な知識と実践方法を学ぶ養成講座を受け、サポーターとして登録していただくこと

が必要になってまいります。近隣自治体の取り組みも検証させていただき、介護予防教

室などを担っていただける地域ボランティアの育成を目指す事業を検討してまいります

ので、ご理解を願います。

以上でございます。

●議長（南谷議員） ４番、髙橋議員。

●髙橋議員 まず１点目の特定防衛施設周辺整備調整交付金は、当町にとっては大切な財源か

と思います。

そこで、過去４年間の特定防衛施設周辺整備調整交付金の交付を見ますというと、平成19

年度には２億3,330万円、平成20年度には２億8,812万1,000円、平成21年度には１億7,834万

5,000円、昨年は２億6,458万5,000円。この４年間で９億6,000万円余りの金が当町の事業に

使われております。

以上のように交付を受け厚岸町内の各事業を行っているところでありますが、そこで、今

日、過去４年間までの主な事業の内訳を見てまいりますと、平成19年度から20年度までに住

の江町通りの整備事業であるとか、住の江山の手１号線整備事業、白浜山の手通り、有明町

２番道路、別寒辺牛道路など、合わせて１億4,000万円余りを投入しております。トライベツ

防雪柵整備事業、門静海岸通りについては、平成21年度から22年度にかけて１億8,260万円。

松葉町憩いの広場整備事業、汐見川の改修事業、奔渡川の改修事業、汐見川の護岸改修事業
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等については２億9,600万円余りの投入をしているわけであります。さらに、町営牧場管理用

機器、平成19年度には7,300万円余り。さらには、種苗センターの遺伝子解析には、平成19年

度には2,800万円余り。さらに、市場衛生管理備品については、平成22年度には1,700万円ぐ

らい。子野日公園整備事業等については、平成19年度から20年度にかけて4,600万円余りの資

金が投入されております。救急救命用備品整備には、平成19年度、21年度にかけては1,090万

。 、 。 、円 救急自動車等については 平成20年度については3,400万円余りと 消防車両については

平成21年度には2,900万円。特別養護老人ホーム増築、短期入所送迎用福祉車両の購入等、あ

るいは特別養護老人ホーム施設の整備、デイサービスの車両の整備等については、平成19年

度から22年度にかけて6,800万円ほどの資金を投入しております。保健福祉総合センター健康

増進機器であるとか、衛生センターの整備事業、スクールバスの購入事業であるとか、学校

給食センター整備事業にかかわっては、平成20年度と22年度に１億8,000万円程度が投入され

ております。宮園公園パークゴルフ場作業機器整備事業、宮園公園作業機械整備事業等、光

栄地区のコミュニティーセンタートイレ改修事業、宮園鉄北地区の集会所建設には、平成19

年度から20年度にかけて１億4,000万円程度のものが使われております。

さらに、ここで注意をしてみなければならないのは、医療機器の購入事業であります。平

成19年度から20年度にかけて、何かしら一番大きな金が使われているように思われます。１

億8,500万円以上の金がこの病院関係に使われているわけでございます。

以上のように、きめ細かく調整交付金が活用されているものの、厚岸町の第５期総合計画

の中でもしっかり明記されているように、自然との調和を大切にした快適で安全なまちづく

りを進めたいと位置づけているにもかかわらず、厚岸湾、厚岸湖の環境整備が思うように進

んでいないと思うが、河川、厚岸湖、厚岸湾の各地調査はどのように生かされているのかを

お尋ねしたいのであります。

道東一の宝の海であるところの厚岸湾、厚岸湖、厚岸湿原を、今こそ官民一体となり、30

年、いや50年前の姿に戻すよう努力し、次の世代を担う若い人たちが安心して居住生活がで

きるように努めることが、今日の我々に課せられた使命ではないのかと思うのであります。

そういった思いから、調整交付金を湖内へのヘドロ対策を初めとする湖内環境整備に充て

ていただきたいのであります。私は、特定防衛施設周辺整備調整交付金の目的に合った使い

方ではないのかと思います。町長の見解を求めるものであります。

次に、私は、平成19年の第４回定例会以来、一般質問を許されたのは、今定例会で16回目

になりますが、特に、この境界問題については、質問の３分の１を費やしたところでありま

す。

先般、総務担当課より、釧路町との境界にかかわる現在までの資料をいただき、確認をい

たしました。ただ、この資料の中には、平成19年と21年の資料がないのであります。平成19

年、21年については、どのように協議を進めてきたのか、説明を求めるものであります。

平成20年12月４日には、両町の総務課長が境界について協議、情報の交換を随時進め、誠

心誠意、真摯に対応するとして協議等を継続する、両町が確認をしたところであります。そ

こでどんな情報交換が必要なのか、具体的な説明を求めたいのであります。

平成22年11月16日、建設課用地地籍係が出札いたしまして、北海道の道立文書館から資料

を収集してまいりましたけれども、どのような資料収集をしてきたのか、説明をしていただ

きたいのであります。
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さらに、平成22年12月６日、両町の総務課長は町界について協議、釧路町総務課長から釧

路町長へ協議の内容の経過等を説明するとの回答を得ております。この時点での協議の内容

についても説明を求めたいのであります。

平成22年12月６日、厚岸町の総務課長が釧路総合振興局、昔の釧路支庁ですね、そこへ出

向いて、地域政策部総務課の総務課長と地域政策課の主幹に経過等の説明、釧路総合振興局

として調査、検証等をする時間をいただきたいとの回答を得ているところであると。どの程

度の時間が必要なのか、説明はなかったのか伺います。

さらに、平成22年12月11日、両町長は町界について協議、両町の事務レベル資料収集検証

等を行い、それをもとに協議等を進め、解決に向けての方向性を見出し、再度、両町長の協

議を行うことを確認しております。

そして、本年の１月27日、建設課用地地籍係が出札をしており、北海道立文書館から資料

収集、現在、資料等を検証中とのことであります。

以上のように、着実に進んでいるように思えるが、町長、私は昨年９月定例会において町

界問題についてお尋ねしたところ、町界問題にかかわる答弁の中で町長は、釧路町長とさら

に話し合いの場を設けることにし、その申し入れをしたところ、これに対し釧路町長から話

し合いの場につかせていただきたいとの回答をいただいているとのことでありました。町長

は、私といたしましては、ご承知のとおり、釧路町は10月に選挙があり、選挙終了後の体制

の中で、速やかに厚岸町の考え方を持って協議をいたしたいと考えているとのことでありま

したが、現在まで、釧路総合振興局との間で調査、検証等についてどのように進んでいるの

か、町長からの答弁を求めるものであります。

次に、厚岸町保健・医療・福祉総合サービス調整推進委員会、地域福祉計画素案の中でも

示されているように、町内では、65歳以上の世帯状況について、高齢者単独世帯及び高齢者

夫婦世帯は、平成20年度においては629世帯及び643世帯で、平成15年度以降の高齢者世帯数

に占める比率は、高齢者単独世帯24.0％から29.1％へと5.1ポイント、高齢者夫婦世帯は29.4

％から29.8％へと0.4ポイント増加しているところであります。

また、総世帯の平均世帯人数は、平成15年度の2.72人から、平成20年度には2.51人と減少

しており、核家族化が進展していることは明らかです。

地域福祉懇談会、ワークショップ、地域には民生委員や児童委員、自治会など、見守り支

援体制の強化を図るとあります 厚岸町の地域福祉計画素案資料の中では 平成23年度から27。 、

、 。年度にわたる計画書の中にもしっかり明記されているように すばらしい計画書であります

そのすばらしい計画どおりに、いかに地域の住民に浸透させるかが大切かと思うのでありま

す。

そのためにも、予防推進員が必要かと思うのであります。しっかり浸透させるためにも、

しっかり検証する必要があると思うが、よいと思ったら素直に直ちに見直し、高齢者や障害

者、ひきこもり、一口に障害者と言うもののいろいろな障害を持って悩んでいる多くの患者

の方がいらっしゃいます。例を挙げますと、精神障害、精神障害の中でも知的障害、身体障

害、発達障害、高次脳機能障害、難病等、多くの方々が福祉の手助けを求めているのであり

ます。福祉協議会などの町のアンケート調査に回答できない家庭があることを、十分地域住

民の目線に立って、さらなる調査を進めるためにも、私は予防推進員が必要かと思うのであ

ります。
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現在、町内には65歳以上の方々が3,000人余りを超えている現況であります。このうち、要

介護などの介護派遣の適用を受ける人など、今後ますますふえていくのは目に見えていると

ころであります。予防啓発の一環として、お年寄りの健康に関心を持つ推進員を配置して、

高齢社会に向けて地域のきずなを深めるためにも、推進員なるものを育成することが必要か

と思うのであります。

町長が言うところの、やさしさあふれ健やかに安心して暮らせるまち、いつまでも住みた

いまちを目指すためにも、しっかり取り組んでいただきたいのであります。

、 、 。以上の点について 住民の目線に立って 納得がいく答弁を町長に求めるものであります

●議長（南谷議員） ４番、髙橋議員の一般質問の途中でございますが、理事者の答弁は再開

後といたします。

再開を午後１時とし、本会議を休憩いたします。

午後０時02分休憩

午後１時00分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

日程第３、４番、髙橋議員の一般質問、理事者の答弁から進めてまいります。

町長。

●町長（若狹町長） 髙橋議員からは、３点にわたっての再質問があったわけであります。そ

の中で、２点目の釧路町との境界問題につきまして、私からお答えをさせていただきたいと

思います。

この釧路町との境界問題につきましては、髙橋議員には、先ほどみずからもお話がありま

したとおり、11年間の議員活動の中にありまして、私に対しましては平成19年以来５回、ま

た、以前の歴代の町長さんに当たりましても、この問題解決に向けて真剣に取り組んでおり

ますことを、まずもって敬意を表する次第でございます。

さて、お話ありましたとおり、第１回目の答弁でお答えいたしましたが、この境界問題に

つきましては、一般的には、双方両町の協議の合意により円満に解決する方法が両町にとっ

て一番良策であろう、そのように私自体、何度も答弁でお答えをいたしておるところでござ

います。

、 、 、そこで 私のほうから正式に この境界問題について解決に向けての協議の場を設けたい

そのように釧路町に呼びかけたわけであります。その中で、昨年12月11日に、相手方の町長

さんからご理解をいただいて協議に入ったわけであります。両町からは、両首長、そして副

町長、総務課長が出席をいたしたわけであります。

その以前、釧路総合振興局長にも、この問題が両町にありますよというお話をしておりま

したが、協議に当たりましては、これから両町の協議に入りますというお話もお伝えをいた

したところでございます。

なお、また、詳細につきましては担当課長から、さらにまた、その他の質問については課
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長から答弁をさせますので、よろしくお願いを申し上げたいと存じます。

●議長（南谷議員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） 私からは、事務的にご答弁させていただきます。

まず第１点目の、平成19年から平成21年にかけての資料がないと。どのような協議を進め

てきたかについてでございます。

実は、平成16年４月12日に両町の総務課長が協議を行っております。このときの記録によ

りますと、双方の主張を言い合って、それで簡単に申し上げますと、物別れで終わっており

ます。釧路町は釧路町の主張、いわゆる固定資産税を徴収している、登記上釧路町になって

いる、厚岸町はそうではないという主張を、双方、総務課長同士、それから担当者同士のお

話し合いで双方の主張を言い合って、物別れに終わっております。

その後、平成21年度までどのような協議を進めてきたかということでございます。その後

、 、 、 、につきましては 一般質問等がある都度 厚岸町の答弁内容 それからこちらの主張の内容

これについて総務課長に電話なり、必要とあらば出向いていって、このように厚岸町として

は答弁をするということの話し合いをさせていただいてきております。

その内容につきましては、議会だより等々に掲載された場合は送ってございますし、その

内容について、釧路町の議会のほうでは当然周知されているというふうに承知はしておりま

すが、どの程度まで釧路町の議会等々に周知されているかは確認してはございません。

それから、平成20年12月４日、どのような具体的な説明をしてきたのかというご質問でご

ざいます。このときにつきましては、両町で資料収集を行うということは、先ほど申し上げ

ました平成16年４月に両町の主張が、要するにすれ違いに終わったということで、そういう

ことでは全然進展を見ることはないだろうということで、仲よくといいますか、今後そうい

う情報交換をきちっとしながら、解決に向けて、まず事務レベルからそういうお話し合いを

していきましょうということで終わっております。

また、詳細につきましては、細かくございますが、時間の関係上、平成19年から21年の間

にはそのような状況がございました。

それから、平成22年11月16日の用地地籍係のどんな資料ということでございます。簡単に

申し上げますと、当時の３村合併の図面、告示等を北海道立文書館のほうから収集してきて

ございます。これは図面、告示等々、こればかりではなくて、関係資料を収集してきてござ

います。これは当時の植民課の資料でございます。それから登記資料の写し、これは今、道

立文書館はコピーはさせないようでございます。それで今のデジタルカメラと申しますか、

そういうもので資料を収集してきてございます。

それから、平成22年12月６日の釧路町長への協議の内容でございます。これにつきまして

は、釧路町長へ協議の内容を説明するという返答を得たと。内容はどのようなものであった

かということでございますが、厚岸町が作成、いわゆる調整をした資料を持ち込んで、釧路

町の総務課長のほうへ図面について説明をさせていただきました。その際、釧路町の総務課

長のほうから、自分から釧路町長にこの内容については説明するということで、私は立ち会

う必要がありませんのでということで、私は立ち会うことができませんでした。したがいま

して、どのような説明をしたかは私は承知してございませんので、ご了承願いたいと存じま
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す。

それから、平成22年12月６日、釧路総合振興局、総務課長、それから地域政策課の主幹に

対して、同じ資料を持参いたしまして説明をさせていただきました。そのときに、ここで私

の記憶ですけれども、厚岸町がつくっていった資料を見せて説明をした際に、この資料は初

めて見る資料だと。初めて見る資料だということは、要するに、内容は承知しているんです

、 。けれども 厚岸町がつくった資料が初めて見るというふうにご理解いただきたいと思います

初めて見る資料であるということで、時間をいただきたいという返事をいただきましたが、

ご質問の具体的にどのぐらいの時間をいただきたいのかという返答はいただくことができま

せんでした。

以上、事務的なご質問に対してご答弁を申し上げたところでございます。よろしくご理解

を賜りたいと存じます。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 私のほうから、ご質問１点目にありました特定防衛施設

、 、 、周辺整備調整交付金 この交付金を使って厚岸湖 あるいは厚岸湾等々の環境保全に向けて

湖内の底泥除去などに充てられないかというご質問でございます。

この調整交付金につきましては、特定防衛施設関係市町村に対して、公共用の施設の整備

を行うための費用に充当することができるという交付金でございます。ですから、先ほど質

問のあった、こういった底質除去にかかわる事柄につきましては、この制度上、公共施設の

整備に当たらないということで、充当はできないものだというふうに理解をしているところ

でございます。

●議長（南谷議員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） ３点目の介護予防推進員など地域ボランティアの育成について

でございます。

ご質問者のほうからも、地域福祉計画の詳細な部分についてもお話にございましたが、こ

の計画の中では、地域に根差したボランティア活動、あるいはＮＰＯ活動を促進していくた

、 、 、めに 社会福祉協議会等とも連携をしながら ボランティア活動に参加するきっかけづくり

それから機会の提供というものを進めながら、身近な地域での住民同士の触れ合いや支え合

い活動というものを進めていこうという中身にしているところでございます。

ともに支え合うまちづくりとして、地域ごとにこうした介護予防のサポーターの方々を配

置するということについては、今後の地域福祉づくりの中では非常に重要だなというふうに

思っております。

１回目の答弁の中でも少し申し上げさせていただきましたが、介護予防教室、現在進めて

おりますのは、社会福祉センターを会場にしたり、あみかを会場にしたりということで、延

べの参加者数については、特に平成22年度は700名近くに上ってまいります。そういう意味で

は、これまでの500人前後という数字から見ますと、平成22年度は少し参加者がふえるなとい

う見込みでおりますが、これもご本人方がこの事業に参加をしようという思いがなければつ
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ながりませんし、玄関まで福祉バスを仕立てて送り迎えをさせていただくということにつな

げていっても なかなかそこに参加をしないという方々については目が届いていかない 我々、 。

が地域の皆さんとともに進めたいという見守り活動というところまでは、なかなかつながっ

ていかないだろうという認識でおります。

そういう意味で、１回目の町長の答弁でも申し上げさせていただきましたが、高齢者の介

護予防の視点の中で、こうした事業の立ち上げというものを検討してまいりたいというふう

に思います。

質問者が言われております精神的な部分のことでありますとか、ひきこもりでありますと

かという部分につきましては、また別な視点でのフォローが必要になってくるだろうという

ふうに思っておりますので、こうした高齢者の支援のネットも使いながら、行政と地域と、

それから社会福祉協議会等とのネットの中で、どういった効果的な見守り支援ができるのか

というようなことについても研究を進めていきたいというふうに思っておりますので、ご理

解をお願いしたいと思います。

●議長（南谷議員） ４番、髙橋議員。

●髙橋議員 初に特定防衛施設周辺整備調整交付金についての関係で答弁がありましたけれ

ども これは演習地の施設の周辺整備調整交付金という名目でありまして 前段 課長が言っ、 、 、

たような色つけされたような資金ではないと私は思うんですが、そういった意味から、環境

に対する、やはりあそこにアメリカさんが来て実弾射撃をやる。それによっていろいろ土汚

れが出たり 雨が降ったらやはり泥流が流れたり 当然川に流れます もちろん湖内にも入っ、 、 。

てまいります。そういったことを考えた場合は、やはり環境対策を重点的に、この資金の使

い道というのは。

これ、たしか、私ね、この制度ができたころですから、もう大分早いですね、もう何十年

も前ですね。そのときに当時の村上町長は、こんなこと言っていましたね。特定防衛施設周

辺整備事業基金の場合は、そういった環境にまず配慮して、それに伴うところに資金を投入

するんだと。そういった記憶があるんですが、その辺についてはどのように今後考えていく

のか。

さらにまた、この特定防衛施設周辺整備調整交付金の使い道については、先ほども申し上

げましたように、随分町立病院には毎年毎年多額の資金が投入されていますけれども、この

使い道等については、住民からのアンケート調査なんかは行ったことがあるのでしょうか。

ということは、どなたが考えても、どなたが見ても、あそこでボカンボカンやるもんです

から、当然そういった粉じんやら、いろんな問題が湾内に流れ込むわけであります。水は低

いところから高いところへ行きません。確実に高いところから低いところへ来ます。そうな

るというと、やっぱり環境対策、これが一番大事なのかなと。

町長もやはり、厚岸湖の宝の海をやはり若い世代に引き継いでもらうためには、当然、そ

ういったことも十分に配慮しながら、いろいろな施策を行っているんですけれども、特にこ

の特定防衛施設周辺整備調整交付金の使い道については、もっともっと考えて使う必要があ

ろうかと思うんですが、この点について前向きな答弁がありましたら、ひとつ答弁をいただ

きたいと思います。
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何せ、やはり厚岸湖というのは、ご案内のように、カキ、アサリ等を含む魚介類の宝庫で

ありまして、一次産業の育成という意味から、湖内への環境対策が絶対必要かと思いますの

で、この点も含めて答弁をいただきたいと、このように思います。

次に、釧路町との問題であります。町長から親切に答弁をいただき、あるいはまた、課長

からも答弁をいただきました。ご案内のように、普通交付税の算定に用いる基礎数値、市町

村面積にかかわる協議についてという議題で、平成２年度普通交付税の算定に用いる市町村

面積は、旧建設省の国土地理院が公表した昭和63年10月１日現在の市町村面積とされており

ます。平成２年度の普通交付税の算定に用いる基礎数値、市町村の面積については、釧路町

と厚岸町との合計に今年度の算定に用いた面積で、昭和62年10月１日より案分した数値を用

いているところでありますということは、普通交付税の算定上の協議であって、ほかのこと

に影響を及ぼすものではないというふうにうたっております。

しかし、中身を見ますというと、釧路町の面積は252.57平方キロメートル、そして厚岸町

の面積は734.72平方キロメートル、合計して987.29平方キロメートル。このように行政区域

がはっきりしているのにもかかわらず、この関係については今後も案分の方法でいくつもり

でいらっしゃるのか、私には全く理解ができないのであります。

いろんな資料を精査、検証し、これだけ明確であるにもかかわらず、案分にしなければな

。 。らないという根拠がわからないのであります 町長の前向きな答弁を求めるものであります

資料の一部を抜粋して申し上げますが、昭和40年９月の段階では、当時の釧路支庁で、釧

路町と厚岸町が釧路支庁さんが中に入って協議がなされたとの資料があります。また、町長

は、当時お尋ねの議員に対し、大変難しい問題ではあるということを感じていると述べてい

るのでありまして、したがって、町長として、今までの経過を十分に踏まえながら解決に向

けて取り組むとの記録もあります。

さらには、当時の質問者が、当時の釧路支庁さんのところへ行って、町界にかかわるいろ

いろなお話をしたところ、当時の支庁長さんは、厚岸町さんはこの件について損害を求める

のですかと言われたそうです。質問者は、損害をとるのは町長がやることであって、我々議

員のやることでないと話をしていた記録も残っております。

ここで確認のためにお尋ねします。厚岸町の財務規則、第10章財産、第１節公有財産、第

２款の管理（第214条～第255条 、第214条公有財産管理の事務の総括、第217条には公有財産）

の管理 「土地にあっては、その境界 、適正な管理に努めなければならないと明記されてい、 」

るところでありますが、間違いありませんか。

、 、以上の項目についてお伺いしましたが 特定防衛施設周辺整備調整交付金については

何度も申し上げますが、厚岸湾、厚岸湖、厚岸湿原を中心としたところの環境整備が急

務かと思うのであります。特に、湖内へのヘドロ対策については、より十分な調査、検

証をしながら、しっかりその対策について取り組んでいただきたいのであります。

また、町の境界については、前段申し上げたように、旧建設省、国土地理院が公表し

た昭和63年10月１日現在の市町村面積であり、今でもその算定に用いた面積で交付金が

案分されている状況なのであります。一日も早い解決に向けて取り組んでいただきたい

のであります。

厚岸町の財政安定のためにも、今こそ若狹町長の手腕発揮の時期です。政治経験40年、

だてじゃないと私は思うのであります。若狹町長にご期待を申し上げるものであります。
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釧路町との境界問題が解決すれば、毎年、多額の交付金が入ってくるのであります。

町にとっては大きな財源なのであります。そして、介護予防対策にも多くの予算が盛り

込まれることと思うが、いかがでしょう。年々人口が激減する町内を見ながら、住みよ

、 、いまちづくりと賢明に努力する町長を初めとする職員各位に対し 衷心より敬意を表し

私の質問を終わりますが、時間がもうないもんですから、できるだけまとめての答弁を

いただきたいと思います。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えをさせていただきます。

境界問題は、地方公共団体のセールス要素の一つであります。地方公共団体の存立、運営

、 。 、に関する大きな問題であると そのように認識をさせていただいております そのために今

町長として、その責務を感じながら、真剣に取り組んでいるところでございます。期待にこ

たえるよう、 善を尽くしてまいりたいと、そのように考えます。

また、普通地方交付税の案分問題についても、この問題が解決すれば、おのずから解決で

きる問題であると認識をいたしているところでございます。

その他の問題については、担当課長から答弁をいたします。

●議長（南谷議員） 本会議を休憩いたします。

午後１時26分休憩

午後１時26分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

副町長。

●副町長（大沼副町長） 私からは、防衛予算の関係でご答弁をさせていただきますが、

厚岸町は、環境に配慮いたしまして、防衛省に対しまして土砂の生産減対策をまとめて

おります。これからも継続的にその対策をまとめてまいりたいと、そのように考えてお

ります。

●議長（南谷議員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 介護に関する部分でございます。

ご質問者のご提言の趣旨、十分受けとめさせていただいて、今後、検討を進めてまいりた

いというふうに思います。

●議長（南谷議員） 以上で、４番、髙橋議員の一般質問を終わります。

次に、13番、室﨑議員の一般質問を行います。
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13番、室﨑議員。

●室﨑議員 さきに提出いたしました一般質問通告書に従いまして、質問をさせていただきま

す。

１点目は、プレミアムつき商品券についてであります。

この事業に当たりまして、経済効果をどのように見ているのか、それをお示しいただきた

い。また、公平性をどう担保するか。それについてもお聞かせをいただきたいわけでありま

す。

次に、前回もお聞きいたしましたが、ＴＰＰ及び日豪ＥＰＡについてであります。

、 、 。前回については ＴＰＰが非常に突然に総理大臣が提言して 開国だということを言った

それによってこの地域がどうなるかという話を聞いたんですが、ここへ来て、今度はＴＰＰ

もさることながら、日豪ＥＰＡがまた動き出した。聞いていると、米については関税を維持

するから、かわりに牛乳は差し出しましょうというような雰囲気の話も聞こえてきている。

そういう中で、ＴＰＰ及び日豪ＥＰＡについて、予想される厚岸町の産業、経済への影響に

ついてお示しいただきたい。

また、前回、あらゆる機会を通じて、あらゆる場において、関連する団体と一緒になって

断固反対ということを言っていきたいというふうに町長もおっしゃっていましたし、また、

それ以外の町のやるべきことについても、私もいささかの提言をさせていただきましたが、

この３カ月、厚岸町の行った施策、それについてもご説明をいただきたいわけであります。

以上で、１回目の質問を終わります。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） 13番、室﨑議員のご質問にお答えをいたします。

１点目のプレミアムつき商品券について、初めに 「経済効果をどのように見ているのか」、

についてでありますが、厚岸町商工会が事業主体となって行う厚岸プレミアム商品券発行事

業は、消費購買力の町外への流出を防ぎ、地元消費の拡大と商工業者の活性化を図るととも

に、町民の皆さんの生活支援を目的にして、30％のプレミアムをつけた商品券を発行する事

業であります。

事業内容につきましては、現在までに商工会からいただいている情報の範囲内でお答えを

させていただきます。

厚岸プレミアム商品券は １セット5,000円で販売し 額面6,500円となる商品券を6,800セッ、 、

ト販売する計画となっております。額面総額では4,420万円となり、厚岸町は、そのプレミア

ム分に1,000万円の補助を行う予定であります。

これによる経済効果としましては、商品券が完売し、すべて利用されますと、つり銭を出

、 。さないという制度上 少なくとも額面総額の4,420万円を上回る消費が町内で発生いたします

また、金額でお示しすることはできませんが、30％というプレミアムの魅力もあり、消費購

買力の町外への流出を抑える効果もあります。さらには、本商品券の取扱事業所間における

利用者獲得に向けた商戦の展開により、売り手側の商工業者の振興と買い手側である町民の

生活支援という効果にも大きな期待を寄せているところであります。
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次に 「公平性をどう担保するか」についてでありますが、この点については、厚岸町商工、

会も留意しながら制度設計に努めているとお聞きしております。このため、当初、１セット

１万円での販売を想定したところでありますが、5,000円に販売価格を下げて購入のしやすさ

に配慮するとともに、販売セット数の倍増を図るとしております。

また、当該商品券の販売場所については、商工会の窓口のほかにも、湖北・湖南両地区の

取扱事業所の協力をいただき、町内３カ所での販売を計画しているとのことであり、さらに

は、町民の皆さんに購入の機会をひとしく与えるための一環として、事前予約の取り組みに

ついても実施に向け、検討中とお聞きしております。

厚岸町におけるプレミアムつき商品券は、１世帯４セットまでの購入を限度とし、年２回

に分けて実施いたします。しかし、販売セット数には限りがございますので、仮に第１弾で

の販売の際に購入できなかった町民の方へは、第２弾の商品券販売において優先販売を行う

方針となっております。

いずれにいたしましても、厚岸町商工会では、来月からの事業展開に向けて今月中旬まで

には詳細な事業内容を固めなければならず、町といたしましても、連携をしっかりととりな

がら、公平性の確保に意を配してまいりたいと考えているところでございます。

続いて、２点目のＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）及び日豪ＥＰＡ（経済連携協定）につ

いて、初めに 「ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）及び日豪ＥＰＡ（経済連携協定）につき、、

予想される厚岸町の産業、経済への影響」についてでありますが、まず、農業におけるＴＰ

Ｐの厚岸町の影響額については、昨年の第４回定例会において、影響を受ける農家を85％と

試算し、影響額を示させていただきましたが、乳価が下落した中で、残り15％の農家が経営

を継続できるのかというご指摘を受け、経営を継続することは困難であろうという判断のも

と、ＴＰＰによる厚岸町の農業への影響を100％と想定し、影響額を試算しました。

また、日豪ＥＰＡについては、オーストラリアからの平成21年の農林水産物の輸入額は輸

入全体の14％、4,643億円で、そのうち牛肉、乳製品、小麦、砂糖、大麦は、日本が関税撤廃

の対象から除外する重要品目となっております。

本年２月に７カ月ぶりに再開された第12回日豪ＥＰＡ交渉において、米は関税撤廃の対象

外で交渉されているものの、牛肉、乳製品などは交渉が難航していると聞いております。

北海道による試算では、ＴＰＰによる影響額は２兆1,000億円、平成19年試算額ではありま

すが、日豪ＥＰＡによる影響額が１兆4,000億円と試算されております。

つまり、北海道にとって、ＴＰＰの影響額の７割はオーストラリア関係と言えます。

このことから、日豪ＥＰＡの影響額についても、ＴＰＰ同様、厚岸町の農業は壊滅的被害

を受けるものとして試算しましたので、ご理解願います。

まず 厚岸町における平成21年度の農業生産額でありますが 生乳生産及び育成で58億6,600、 、

万円、肉牛生産で２億3,200万円、合わせて60億9,800万円であり、その全額が影響を受ける

ものと試算しました。

町内農家113戸が離農を余儀なくされ、240人余りの生産従事者、300人余りの家族が生活に

困窮するものと予想しております。

また、町内の農地１万737ヘクタール余りが耕作放棄地となることが想定されます。

次に、地域経済に及ぼす影響額でありますが、平成21年度をもとにして算出しております

が、農家からの預託がなくなり町営牧場の閉鎖に伴う影響額が２億4,500万円、農家の離農に
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よって太田農協が解散となることを想定し、その損益が34億2,200万円、畜舎や農家住宅建設

など町内の建設業者への影響額が5,800万円、乗用車などの購入の影響額が6,700万円、自動

車の整備工場などへの影響額が1,800万円、コントラや生乳運搬、牧草や堆肥運搬などの消滅

による運送会社への影響額が２億3,800万円、農家の子供たちの教育に及ぼす影響額として

1,200万円、農協及び農家がその所有する森林整備のための施業に関する費用で森林などへの

影響額が4,200万円、農協以外での食料品や衣服、一般雑貨、衛生費など町内商店への影響額

が３億5,200万円と試算し、ＴＰＰまたは日豪ＥＰＡにより厚岸町の肉牛生産などが壊滅した

場合の農業への総影響額は、105億5,500万円と試算しました。

次に、水産業における影響額でありますが、オーストラリアからの水産物の輸入品は、エ

ビ、カツオ、マグロが主で、カキも輸入されておりますが、輸入量は少なく、多くは殻ガキ

でオイスターバーなどで消費されていることなどから、日豪ＥＰＡによる厚岸町の水産業に

及ぼす影響は少ないものと考え、ＴＰＰによる影響額のみを試算しました。

厚岸町における水産物の生産額は、昆布生産で12億3,100万円、市場水揚げ額などで55億

4,000万円の、合わせて67億7,200万円となっております。

農林水産省及び北海道の試算をもとに、厚岸漁協や関係者からの聞き取りを行い算出した

影響額は、まず、漁家数では、昆布漁業着業者について影響が大きく、昆布を主に専業とし

ている着業者364戸のうち、53％の193戸、483人が影響を受けるものと試算しました。

生産額の影響も、昆布への影響が大きく、厚岸町の生産する昆布の多くは加工向けである

ため、輸入品と競合することから、農林水産省の試算数値である70％が影響を受けるものと

推定され、その影響額は８億6,200万円と試算しました。

サンマは、北海道試算の16％が影響を受けるものと推定され、３億7,300万円、そのほか、

タラ、イカ、ホタテ、サケ、マス、カニ、アサリ、ウニなどを合わせた魚種への影響額は５

億7,800万円、昆布と合わせると14億4,000万円の生産額が影響を受けるものと試算をしまし

た。

、 、 、 、次に 地域経済への影響額でありますが まず 昆布干しアルバイトの232人が影響を受け

延べ30日で6,900万円、漁協手数料収入への影響額が、昆布と市場を合わせて6,300万円、漁

協を通しての燃料や資材などの購入も減少することから、漁協購買額が２億2,400万円の影響

を受けるものと試算をしました。

運送会社への影響は、その多くが市場に水揚げされたサンマを主に取り扱いをしており、

サンマの水揚げ量が大幅に減少することは少ないものとの想定から、昆布着業者の減少に伴

う昆布干場の砕石運搬による影響として約200万円、昆布倉庫や乾燥機倉庫の建設は年平均１

戸として、建設業者への影響額を500万円と試算しました。

船舶販売業者への影響は、年２隻の買いかえが減るものとし、約500万円、船外機販売業者

への影響は、年平均32台の船外機の更新が減少するものとし、3,800万円の影響と試算しまし

た。

また、昆布着業者の減少により干場の補充用砕石が減少することから、砕石業者への影響

を約300万円と試算しました。

水産加工業については、昆布以外の漁業者が減少しないと考えると、サンマなどの原魚は

確保されますので、影響はないものと推定しました。

漁家消費による影響額については、北海道商業統計調査による小売業年間販売額に対し、
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昆布着業者減少に伴う合計世帯員数を算出し、人口割により推定し、４億9,300万円と試算し

ました。

ＴＰＰによる厚岸町水産業への影響額は、漁業生産における影響額が14億4,000万円、地域

経済への影響額が９億300万円、合わせて23億4,300万円が影響を受けるものと試算しており

ます。

次に、林業についてでありますが、昨年の第４回定例会で説明したとおり、厚岸町への直

接的な影響はありませんが、農協や農家の所有する森林整備のための施業に4,250万円が支出

されていますが、この額は農業の地域経済へ及ぼす影響額とし、計上しました。

キノコについては、林野庁や北海道や釧路総合振興局への確認、また、生産者への聞き取

りなどから、ＴＰＰの影響はほとんどないものと想定します。

厚岸町の農業生産及び水産業の漁業生産における影響額が75億3,800万円、地域経済に及ぼ

す影響額が53億6,000万円、合わせて厚岸町全体でＴＰＰにおける影響額は128億9,800万円に

も及ぶものと試算しました。

なお、個々の試算の内訳については、お手元の説明資料を参照願います。

この影響は、厚岸町経済の根幹を揺るがすものであり、ひいては厚岸町の崩壊をもたらす

ものと考えます。

国内総生産構成比1.5％の農漁業ではありますが、輸出産業の犠牲となってよいものではあ

りませんし、農産物の関税撤廃で日本の食料自給率は13％に低下すると農林水産省は試算を

しています。

食料の確保は、軍事、エネルギーと並んで、国家存立の重要な三本柱の一つであるという

のが世界の常識と言われております。

厚岸町のみならず、日本の農林水産業や地域経済に大きな影響を与え崩壊を招くＴＰＰへ

の交渉参加及び牛肉、乳製品を関税撤廃の対象から除外できない日豪ＥＰＡには、断固反対

というのが変わらない私の考えであります。

次に 「この３カ月間、厚岸町の行った施策」についてでありますが、ことし１月に、全国、

の消費者協会、それに関連する団体89団体に対し、ＴＰＰ交渉の参加を行わず、地域社会を

守り、食の安全・安心を守るための呼びかけを行ってきました。

また、２月24日には、北海道に対し、釧路町村会、釧路町村議会議長会、釧路市、釧路市

議会と共同で、ＴＰＰへの参加を絶対行わないよう提案してきております。

、 、農業及び水産業においては ＴＰＰ及び日豪ＥＰＡ対策として明確に区分はできませんが

コントラクター作業機の導入やＴＭＲセンターの設置のため、北海道防衛局と協議を行って

おりますし、トライベツ地区の法人の設立にかかわってきました。

漁業では、釧路管内共同で、生産物に付加価値をつけ、安全・安心をメーンにブランド化

を図り販売していく取り組みを、本年度は厚岸町が座長となり、関係市町、釧路総合振興局

と協議を新たに始めたところであります。

しかし、外国の輸入農産物に対抗できる農林水産経営を確立していくためには、国の支援

が必要不可欠であります。

農業や水産業や林業の生産に携わる方々や担い手の方々が、夢と希望を持って農林水産業

の生産活動ができるよう、国や北海道に対して対策を早急に講ずるよう、あらゆる機会に、

あらゆる団体と連携しながら求めていきたいと考えています。
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以上でございます。

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 まず先に、プレミアムつき商品券についてお聞きいたしますが、これは１万円の

券を買うと１万3,000分の買い物ができる。3,000円がいわゆるプレミアムというものなんで

すね これを２回に分けて これ前回 臨時会の補正予算のときの説明であったんですが 1,700。 、 、 、

セットずつ２回に分けて、これを発行すると。そういう話でしたですね。そのときはまだ細

、 、かなことが何も決まっていなかったので いろいろ各議員から質問は出ていたんだけれども

なかなか担当課のほうにおいて、決まっていないものだから、話ができなかったという部分

があったかと思います。

それで今のご答弁の中にもあったわけですけれども、これは、一つには購買力の流出抑制

というんですか、町内で買ってもらう、早く言いますとね。それからもう一つは、やはりそ

ういう補助をつけて町民の生活支援を行いたいという、この二つの目的があるんだというこ

とだと思います。

それで、ここで経済効果ということをお聞きしているのは、その前段の、要するに商工業

者の振興という部分が主になるかというふうに思います。それで、町民の中では、この経済

効果なるものについていろいろな声がもう既にあります。ニュースを聞いてね。

一つは、今、厚岸町の小売購買総額というのは、これは平成21年度の厚岸町統計書で見ま

すと、平成19年度で114億円ぐらいでしょうか。毎年減ってきているんですね。この減り方を

勘案して言うと100億円ちょっとぐらいでないかというふうに思うんです。そのうち、厚岸町

にある大型店が全体の中で何割ぐらい売り上げをしているのかということについても、町民

の中でもいろいろな憶測を含めた推定値が飛び交っています。

今回は商工会事業であって、商工会会員なら、皆手を挙げて、私のところ扱いますという

ことができるというふうに聞いているので 大型店も一緒になってこの事業に参加するんじゃ、

ないかと。そうすると、例えば全体の６割とか７割とかが大型店であったとすれば、私もわ

、 、 。からないんですよね 1,000万円町が出したお金は その同じ率が大型店に流れるんでないか

そうすると、それは町がこの事業に補助を出す意図と合うんだろうかと、こういう懸念が実

は町民の中に流れているんですよ。

それで その点について そうなのか そうでないのか あるいは こういう数字からいっ、 、 、 。 、

てこうなるんだということをまずお示しいただきたいんです。簡単にで結構です。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） お答えいたします。

まず１点、今回のプレミアムつき商品券、ご質問者言われるとおり、商工会が事業主体に

なってやるということで 商工会会員のほかにも非会員の方にも呼びかけをして 367店の方々、 、

にご案内を差し上げました。結果として、87店が参加をするということでございます。

今言われているような大型店という部分、何店か厚岸町にもあるわけでございますけれど

も、その中でも、いわゆる大型スーパーと言われるのが、個別には言いませんけれども、２
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店ほどありますが、そちらのほうは、この募集に当たっては手を挙げなかったと、参加はし

ないということをお聞きしております。それとドラッグストアも２店ほどありますが、１店

のほうについては参加をしないということでございます。

それでは、大型店と言われる部分でどういったところが逆に入るかというと、ホームセン

ターの１店がありますが、そちらのほうと、先ほど言ったドラッグストアのもう１店舗、そ

れと大型家電店が入るということでございます。

当初は、商工会のほうも、かなり大型店のほうに流れるんではないかという危機感を大分

持っていたようでございます。参考になるのは、地域振興券が以前に高齢者、あるいは若い

方々を対象にして国の施策として配布して、町内の登録したところで利用できるというもの

があったんですが、そのときは大型スーパーが１店ございました。おおむね31％がそちらの

ほうに流れたという部分でございます。

、 、 、 、ですから そういったことから またその後 厚岸町には現在までに幾つかの大型スーパー

あるいはドラッグストア等も入ってきておりますので、そういった危機感は商店会の会員の

方々も皆さん持っていたようでございますが、結果としては、このようなことでございまし

た。

それと一方では、町民の生活支援という立場からいうと、前回、定額給付金にあわせて、

地元商店会、あるいは湖北の商店街組合のほうも、そういった商品券も販売をしましたが、

そのときには大型店が入らなかったということなんですが、そういった意味では、消費者の

ほうから、町民の皆様からは、そういったところが入ればもっともっと使いやすいんだけど

なという、いろんな両面の意見もあったようでございます。

そういったものも加味しながら、今回、総じてご案内をさせていただきましたが、そうい

う形の結果となりましたので、それほど商店街のほうとしても、大型店のほうに流れるとい

う状況は、地域振興券のときほど、逆に言うとないかもしれないという見方をしているよう

でございます。

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 わかりました。その点については、大型店のほうの、この制度の趣旨の理解を得

たんだろうという要素が非常に強いんでないかと推察いたします。

それで、もう一つお聞きするんですが、今ちょっと答弁の中で出た定額給付金だとか地域

振興券だとか、いろんなことがありましたよね。そのときにそれを否定的に論評する人と肯

定する人と、またいろんな議論がありました。その中で、やはりみんな共通して言えること

は、経済効果の分析と、そのきちんと分析したものを発表すべきであるということについて

は一致していたように思います。ためにする議論は別ですよ。きちんとした議論をするとき

にね。

そこでもって言われていたことは、ただでもらえるものを拒絶する人間はいないが、大抵

の人はただが幻想だということを知っている。財源は自分たちのものなのだと。こういう言

葉が書かれておりました。それで今回についても、このねらいというのはよくわかりますの

で、果たしてそれがねらいどおりであったかどうかということの検証はきちんと行うべきで

ある。そして、これを町民に、そして議会に、きちんと示すべきである。それは次の施策の
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ステップになるわけですから。その点についてはどのようにお考えでしょうか。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 今回のプレミアムつき商品券発行事業につきましては、

町のほうから補助という形で行うと。申請の中にも、当然補助をいただくに当たっての目的

が書かれる 終わった後には実績という形での報告を求めるということになります そういっ。 。

、 、た中で今まで行ってこられなかったような経済効果分析 検証という部分もきちんと行って

それを公表すべきではないかというご提言でございます。

そういった部分、当然、このプレミアムつき商品券、ほかの町も何度かやっているところ

もあります。私ども今回、このプレミアムつき商品券につきましては、今回、平成23年度、

２度に分けて行いますが その以後についてはまだ考えてはございませんけれども そういっ、 、

た検討するに当たっても、今回のやった事業が結果として厚岸町内の経済にどのように効果

があらわれたのかという分析、検証も必要かと思いますので、そういった部分につきまして

は、商工会のほうとあわせて検討をさせていただきたいというふうに思います。

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 よろしくお願いいたします。ねらいどおりの効果があるものであるならば、これ

からもやっていけばいいわけですからね。そのためにも、やはりきちんとした分析、評価、

発表、これが必要だと思います。

それからもう一つは、公平という言い方で、ちょっと余りに抽象的な聞き方をしたので、

担当者は苦労なさったかもしれないんですが、よくこちらの意図を酌んでご答弁いただいて

いるんですが、２回に分けて3,400セット出すわけですよね。ところが、今回は３つ買えば１

つただになると、簡単に言いますとね。３割のプレミアムですから、３つで４つ分になるわ

けですよ、大ざっぱに言いますとね。だから、非常にプレミアム部分が多いんですね。

、 、 、それで 恐らく相当人気が出るんではないかなと私は個人的には思っておりますが これ

3,400人を希望者が超えてしまった場合、１人で何セットというのがありますから、人という

のはよくないのかな、3,400以上の希望がぼんと出てきた場合、当たらなかった人はやっぱり

おもしろくないわけですよ。それで、その当たる人と当たらない人の差は全く意図的なもの

ではないということがシステムとしてきちんとしていなければ、配布をする役の人が大変に

なるわけです。例えば早い者勝ちですよなんていうことになれば、ほかの町であった話を聞

いていると、配布をするところの人が自分の親しい人の分をこっそりよけていたんじゃない

かなんていう余計なことを言われて、甚だ不愉快な目に遭ったなんていう話もちらちら、こ

れだけではありません、ほかのものでも聞いたりします。

それで、そんなものではなくて、例えば宝くじなんていうのは、１等というのはあれだけ

の数の中から１つしか当たりませんけれども、だれもその当たらなかった人がけしからんと

は言わないのは、非常に公平に抽選で行われているからなんです。というのは、そういうシ

ステムができ上がっているからなんです。

という意味で、この公平ということが、もちろんきちんと公平に行われることは当たり前
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なんですけれども、と同時に、外から見てもそういうものなのだということがはっきりわか

るシステムをつくる必要があるだろう、そういうふうに思うわけですよ。この点はいかがで

しょうか。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） お答えをいたします。

さきの臨時会の中で、補正予算でお願いした際は、先ほど質問議員も言われたように、ま

、 。だそれほど固まっていないという中で １セット１万円というお話をさせていただきました

その中のいろんな議論の中で限りなく多くの方々にということのいろんなお話もあったわけ

ですから、そういった中では、１セット5,000円という形にして、セット数を倍増させていた

だいたという工夫をさせていただいています。

また、公平性の確保と言われる部分では、今言われたように、１回につき3,400セットでご

ざいますが、これにつきましては、１世帯４セットまでということになりますと、仮にマッ

クスで、限度額まで皆さん４セットずつ求められた場合は、850世帯にまでしか行き渡らない

ということになります。

そういったことから、どういうふうにして公平性を確保するかという部分を先ほど町長か

らの答弁にもありましたけれども、商工会のほうでもいろいろ検討を加えて、商工部会のほ

うでも検討されたようでございます。そういったことでは、事前に予約を受けつけようと。

当初は、高齢者であるだとか、販売店から遠い方々についてファクスだとか電話だとかで事

前の予約を受けつけようかという話もされていたようなんですけれども、全体的な公平性を

保つという部分では、事前の予約を承りましょうと。そして、今言われたような3,400を上回

る購入希望が出た場合には、これは抽選で行おうと。そして抽選結果を相手方のほうに何ら

かの形で引換券なるものをお渡しして、それと交換で販売をするということを考えていると

いうことでございます。そして、なおかつ、１弾目で購入できなかった方々については、２

弾目のときに優先に販売をしたいということで、可能な限り、この公平性の確保に努めたい

ということでございます。

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 わかりました。どうかよろしくお願いしたい。期待している向きも多いわけです

からね、どうかよろしくお願いしたい。

それで次に移ります。次に、ＴＰＰ、日豪ＥＰＡ、これについてお聞きします。

１回目の質問のときにちょっと申し上げるのを忘れたんですが、ＥＰＡというのは経済連

携協定というふうに日本語には訳されています。それから、ＦＴＡというのは自由貿易協定

というふうに訳されていまして、日本では割と官庁を初め、経済連携協定というのが枠が広

くて、その中に自由貿易協定が入るというような趣旨でとらえているところが多いようです

が、国際的にいうとそうも言い切れなくて、ＦＴＡのほうが間口が広くて、ＥＰＡが狭かっ

たり、いろいろなんですね。それで、私は、今回はいわゆる農水省や政府や、あるいはマス

コミが使っている日豪ＥＰＡという名前によりました。でも、聞いていることはＦＴＡもＥ
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ＰＡも一緒になってということですので、その点、どうかよろしくお願いいたします。

それで、こういう文章がありますね。今回まず、今答弁いただいた内容をよく調べていた

だいたというふうに思います。３カ月前のときには、いわば机上で計数を掛けた発表でした

が、今回は実際に町の中を歩いてきちんと実態調査をして、実態に合った数字をできる限り

出していただいたということがよくわかりまして、その点は大変に評価いたします。

その上で申し上げるんですが、こういう文章があります。

一方、オーストラリアを初めとするＥＰＡ（経済連携協定）や、ＦＴＡ（自由貿易交渉）

のほか、現在中断しているＷＴＯ農業交渉の行方によって、大きな打撃を受けることが懸念

されております。このため、基幹産業の一つである酪農村の存続を図っていくため、経済支

援策と関連対策の充実を、行政はもとより関係機関や団体と一体となり、機会をとらえて国

へ強く働きかけてまいりますと。

これは町長の平成22年度の町政執行方針の一文であります。ことしのかなと思うような文

章ですよね。既にこのときに、もうこれだけ差し迫った問題であるということは、町におい

ては十分認識しておったはずなんです。ところが、12月に私がＴＰＰに絡んでこういう問題

をお聞きしたときに、町内の産業に対する影響がどのようになるのか数字であらわしてくれ

と言ったときは、今回のようなものは出なかったんです。これは、厚岸町としては余りにも

ゆったり構え過ぎているんではないか。言葉は発しているけれど、実際には何もやっていな

かった。大変なんだ、大変なんだとは言っているけれども、どう大変なのかと聞いたら、答

えようがなかった。今回の答弁の、そして出していただいた資料は、実に立派なものであり

ますが これは既に 少なくとも農業関係に関しては １年前には出ていなければならなかっ、 、 、

たものではないのかと、そのように思いまして、非常にこの点については、私は強く町の各

位の意識を喚起するところであります。

その上で申し上げますが、地獄をきちんと見ることのできない者にはまちづくりはできな

。 、 、 、いという言葉があるんだそうです 私自身 今日 この日豪ＥＰＡやＴＰＰが襲ってきたら

こんな状態になってしまうんだというこの数字を、やはり聞きながらも、まあ、そうはなら

んさと。だれかがどこかでうまくやってくれるさという気がして、それを私が否定すること

できません。私自身の中にもそういうものはあります。しかし、現実に 悪の状態というも

のを見ながら行政を進めていかなければならないということは事実なんです。

それで申し上げますが、当初、道が15％ぐらいの農家は残るだろうという数字を出したの

は、結局、飲用牛が、生乳のうち飲用、飲む牛乳ですね、それが大体16.6％ぐらい飲用に使

われているんですね。それで加工用の部分は、関税、消費税が取り払われればどんと入って

くるけれども、飲用として飲む部分については残るから、その程度の農家は残るだろうとい

う計算だったんじゃないかというふうに思われて、大体数字が合うわけですね。

ただし、今ここで出ているように、１割程度ぽんと残っても、それを支援するというか、

。 、 、支えるいろんな産業や機構がなければ農家はやっていけないわけですよね でも それは今

厚岸町に110戸あるからそういうものがきちんと整備されているわけで、これが10戸だの、15

戸だのというふうになっちゃったら、周りはできないですからね、そうすると野中の一軒家

が自分で牛乳を搾って牛乳を売りなさいというようなことになったら、できるわけがないと

いう意味で、これは全滅するということだと思うんです。

それと同じ意味で、今度は漁家。昆布漁家を初めとしての漁家についてもお聞きするんで
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、 。 、すが 昆布の生産額でいいますと７割減まで落ち込むというようなことになる そうすると

今の収入にかける、例えば全体のうちの半分とか３分の１を昆布で生計を立てている人が、

その0.3になると。あとはそのままというようになればやれるよと。それから、全部昆布のと

ころは全体が３割になっちゃうと、収入がですね。これじゃ、とてもできませんというよう

な計算をして出したのが、この昆布漁家が半減するという数字なんでしょうか。まず、その

点。

●議長（南谷議員） 産業振興課長。

●産業振興課長 高谷課長 この昆布の７割減という根拠ですけれども 前に議員がおっ（ ） 、

しゃっていたようなＦＴＡＡＰですか、そういったことではなくて、ＴＰＰに直接関係

して７割減という、いわゆる輸入国、関係国がＴＰＰでの昆布には直接かかわっており

ませんけれども、私どもの試算、漁組との試算の中では、いわゆるそういったＴＰＰの

個別交渉の中でいろんな昆布に対する保護制度が撤廃されるおそれがあるんじゃないか

、 、 。ということで 北海道は43％ 国は70％の影響があるだろうということでございました

前回、私どもは道の試算をもとに43％の減ということで出させていただいたわけですけ

れども、今回、そういった背景も 悪の場合を考えて７割減ということでございます。

その７割の減というものは、私ども、漁組とその試算の根拠についていろいろと打ち

合わせしました。各地区ごとに……（ 端的にお願いします。時間ないですから」の声あ「

り）各地区ごとに専業の昆布漁業者を調査しまして、昆布漁業者の７割が減になるとい

うことで想定しました。

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 昆布漁業者の７割がいなくなるんですか。

●議長（南谷議員） 産業振興課長。

●産業振興課長 高谷課長 失礼しました 金額は７割減ということで 昆布漁業者の53（ ） 。 、

％ということでございます。失礼しました。

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 そうすると、今の話を聞いていると、答弁、端的にお願いしますね、時間ないで

すから。聞いているところだけ答えてくれればいいですから。７割について、私聞いていな

かったんですよ。

、 。 、 。 、それで 要するに昆布漁家が半減すると 53％ 早く言えば半分になるんですよ それで

それはそうすると一人一人に聞いたら、そうなったらおれやめるよという人と、いや、おれ

はまだやるよという人をずっと数とったら半分になったと。そういうことですか。
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●議長（南谷議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） それは漁組と相談しまして、昆布漁業者の各地区ごとに洗

い出しまして、そういった 悪の場合を考えて、専業で昆布をやっている方、いわゆる

兼業でやっている方につきましては、ほかの漁家も扱いますので、漁業者が減るという

ことは考えませんでした。いわゆる昆布専業の漁業者をカウントして出したものであり

ます。

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 昆布専業漁家がちょうど53％いた、昆布やっている人の中にね。その人はやめる

であろうと。そういうことですね。はい、わかりました。次行きます。

それで、今回、影響としては、昆布漁家が半減するというところで終わっているんだけれ

ども、漁師の人に関してはね。なかなかこれ、予想は難しいと思いますよ。ただ、今ぎりぎ

りのところでやっている人が多いんですよ。それは精神的にも、肉体的にも、単に経済的な

問題じゃなくて。後継者がいない。70代も中を過ぎた。でも、昆布で頑張っている。ほかの

仕事をしながらも、前浜定置なんていうのをやりながらでもやっている。そういう人がたく

さんいるんですね。これ、各地区なんですよ。

そういう漁業者の人たちと話ししていると、ほかのところはどうか知らんけれども、うち

。 、の地域はという話がたくさん出ます そういうところにこういうものが襲ってきた場合には

雪崩現象が起きないのかなという気はするんですよ。こういうところの数値としてあらわす

のは、これはちょっと無理だというのはわかるんですが、そういう懸念についてはどうお考

えですか。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からお答えをさせていただきます。

昆布漁家は、厚岸の漁業にとりましては、余り大宗という言葉は現実にないそうでありま

すが、大方が昆布漁で生産が成り立っているという意味で言うんですが、大宗漁業です。基

幹産業のうちでも。そういう意味で、ご承知のとおり、昆布については、ＩＱ制度があるわ

けであります。それでどうにか我々今日までＩＱ制度の撤廃については反対ということで国

に強く要求をし、今日も維持をされております。

このＩＱ制度があるから昆布が守られている、そういう認識をいたしております。しかし

ながら、このＴＰＰが実施されますと、ご承知のとおり関税ゼロであります。そういう意味

で、先ほどから議論されているように漁家の影響は極めて大きい。特に昆布、大宗漁業であ

る厚岸においては影響額が大きいということでございます。

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 それはよくわかっているんですよ。私が聞いているのはそんなことではなくて、
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それがいわば雪崩現象を起こして、今かろうじてもっている、いわゆる、いそのいろいろな

ものをやって、その中の一つとしての昆布をやっている、後継者はいない、自分はもう７０

代に入った、そういうような人たちがやっていけるんだろうかと。これが一つの何か突っか

い棒を外すようなことになって、ばたばたと漁業者がこの町から消えていくというようなこ

とが起きないのかと。そういう懸念は、このＴＰＰだとかＥＰＡだとかという前からいろい

ろ言われているんですよね。こういう問題について、どんな懸念を町としては持っているか

ということを聞いているんです。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） 昆布問題については、大宗漁業として、いろいろな漁業協同組合が単独

で実施いたしております雑藻駆除の問題等々、町の補助を得ながら、相携えて、連携しなが

ら、その昆布漁の増産対策を講じておるところでございます。

しかしながら、今お話ございましたとおり、高齢化に伴う漁業経営の問題、これは一次産

業の課題として大きな問題であり、また、ＴＰＰが結ばれたら、さらにそれが過度に進んで

いくだろう、そのように認識しているわけでありますので、私としては、何度もお話をして

おりますが、断固として反対という意思表示をしているところでございます。

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 それで、何でこんな目に遭わされなきゃならないんだというのが町長の偽らざる

心境だろうと思います。私もそう思います。国のやっていることは、全然地域を見ていない

んじゃないかという気さえいたします。そこへもってきて、主要大臣が1.5％だの、1.9％だ

のの、ＧＤＰの一次産業なんかどうでもいいんだと。98％の産業を守ればいいんだというよ

うなことをけろっとして言うわけですよね。もう全然つける薬がないわいなと言いたくなり

ますよね。いわゆる国が崩壊していくわけですから、一次産業が崩壊するということは。そ

ういう感覚がないというのは一体どういうことなんだと言いたいんですが、私と町長が今こ

こでもってお互いにそうだそうだと手を取り合って泣いても世の中は動きませんので、そう

いう話はこれだけにしますが。

それで、厚岸町としては、こういうような難題がどんどん降りかかってくる中で頑張って

いる人たちに、やろうとする、今はやりの言葉で言うとモチベーションというんですか、頑

張るぞという気持ちをやはり持ってもらうような施策を行って、支えていかなきゃならない

ですよね。経済的には今まだいいんだけども、こんなものではとてもやっていられないから

やめるわというような状態がばたばたと出てきたら、これ大変なんですよ。ということだと

思うんです。

、 、 、それで申し上げるんだけども 前回のときにも私ちょっと申し上げたんですけれど 今回

そういうことも含めてやっていただいているようなので、その点については評価します。あ

りがたいと思いますが、なお一層進めてもらいたいのは、一つには、関係する団体と協力し

てあらゆる場で反対行動をとる、反対の発言をする。それともう一つは、やはり全国の消費

者と厚岸町が手を組んだ動きができるところまで持っていかなきゃならないですよね。それ
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、 、 、で 何かここでもって今見ましたら そういうこともやってくださっているようなんですが

その消費者団体にいろいろ連絡をとっていると。全国の消費者協会、関連する団体89団体に

呼びかけをしたと。反応ありましたか。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） お答えをいたします。

ご質問あったように、年を明けて12月の末から準備は進めておりましたが、１月に発送さ

せていただきました。それで今言われたように、89団体にこういった投げかけをさせていた

だきました。結果として反応あったのは、実は１団体、大阪のほうの消費者団体連絡会、こ

ちらのほうから私どもも100％賛同しますと、一緒にやっていきましょうという回答が、１団

体ですけれども、ありました。

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 余りおしとやかな文章じゃなくて、あなたたちはどう考えているんだと。生産者

殺してしまって、消費者運動成り立つのかというような問いかけをやはりがちっとやってい

ただきたいです。消費者団体によっては、これに反対しないで、安くなるからいいんだとい

うようなことを、そんな言い方したら悪いですがね、のうてんきな話しているところもある

んですよ。だから、こういうものなんだよということをやはりこっちから強く訴えかけると

いうことはやっていただきたい。

と同時に、もう一つ、ちょっと気になるのは、厚岸のこの地域の農協は、釧路太田農協で

すね、今ね。ここは牛乳を「よつ葉」を通して売っているんじゃないかと思うんですがね。

この「よつ葉」というのは、都会の大きな生協だとか、いろんな消費者団体が受け取る。基

本的に店売りではないんですよね。だから 「よつ葉」に関連する消費者と生産者というのは、

非常に近いところにいるという話は前から何回か聞いたことがありますが、この道東からと

いうことなのか、あるいは釧路太田農協がということなのかちょっと私はそこら詳しくない

んですが、入っている消費者、何とかという名前の、ちょっと今名前をど忘れしましたが、

牛乳ですよね。釧根何とかといったのかな、そういったものを受け取っている消費者、その

団体、そことはコンタクトをとっていますか。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 今年初めの投げかけの際には、とっていないのが実情で

ございます。

●議長（南谷議員） 13番、室﨑議員。

●室﨑議員 そういうところは、やはり、この厚岸というところはどこですかなんて言わない

と思いますよ。非常に近しいと思います、向こうの感情としては。そういうところとどんど
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ん話をしてタックを組むようにお願いしたいんです。ただ一遍の文書がぽんと来ただけとい

うのとは意味が違うと思います。そういうことをしながら、消費者にとって、厚岸町を殺し

たらだめなんだと。厚岸町というのはこれだけいいものをつくっている、安全で安心できる

ものをつくっている生産者の地域なんだから、ここはみんなでもって手を組んでやらなきゃ

ならないんだと彼らに思わせるところまで持っていかなきゃならないと思う。そのことは、

実は厚岸のいろいろな産品を売り込むことでもあるんですよ。そうすると、一番の逆境とい

うのは実はチャンスでもあるんです。そういう考えで進めていただきたい。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） ご質問者の言われる意図を酌んで、産業振興課ともども

検討していきたいというふうに思います。

●議長（南谷議員） 以上で、13番、室﨑議員の一般質問を終わります。

次に、１番、音喜多議員の一般質問を行います。

１番、音喜多議員。

●音喜多議員 第１回定例会に当たり、さきに通告してあります２点について質問させていた

だきます。

まず１点目は、護岸対策についてであります。

厚岸大橋を境にして、真龍と言われる湖北側の、元○大洋跡地付近の護岸対策について、は

どのように考えているか伺うものであります。

現状を見るとき、今までに国や道などの機関との協議、あるいは対策などの要請など、そ

れらを協議、あるいはお話があったのかどうかということであります。また、あの状況を町

はどのように見て考えられているのかということであります。

次に、２点目に公共建築物への木材利用についてお伺いします。

、 、公共建築物等における木材の利用促進に関する法律に基づき 地方公共団体の責務として

木材利用の促進に関しての施策を策定し、実施するよう求められております。そこで次の点

について考え方を伺うものであります。

一つは、木材の地産地消に積極的に取り組む考えがあるかどうか、その姿勢をお伺いする

ものであります。

二つ目は、その地産地消を進める上で、町が補助あるいは支援する産業団体や必要とする

事業者等に木材利用を積極的に働きかけていくべきだと思いますが、そのような取り組みを

町から働きかけるなど、そういうことはできないかということであります。

３点目に、町は、公共建築物における木材利用の利用促進に関する方針を定めることがで

きるとされております。ぜひ、その方針に基づき、指針をつくっていただきたいと思います

が、その考え方をお伺いします。

４点目に、新年度にまちなか再生で、松葉町に木造平屋の公営住宅建設が予定されており

ますが、その後の公共施設への木材利用計画をお示しいただきたいと思います。

以上で、私からの１回目の質問とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
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●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） １番、音喜多議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の護岸対策について 「厚岸大橋を境にして、元○大洋跡地の護岸対策について、 は

どのように考えているか伺う。国、道機関等との協議経過と計画の有無及び町の考え」

、 、 、についてでありますが 厚岸大橋から元○大洋跡地の海岸線につきましては 以前にはは

旧フェリーボートの発着場があり、その湖南側に漁船に燃油を供給するパージ船の接岸

桟橋や加工場がありましたが、現在はＢ＆Ｇ海洋センターの艇庫があり、その先は民地

境界に沿って矢板やコンクリート、割石等が敷設され、海岸線となっております。しか

し、その矢板やコンクリートは老朽化し、加工場等の施設が撤去された跡地も整備され

ておらず、そのままの状態であります。

この海面では、Ｂ＆Ｇ海洋センターが春から秋にかけて、主に子供たちのヨットやカ

ヌーの体験実習などを行っており、町内外の子供たちにも利用されておりますが、景観

上好ましくないという意見もあり、平成21年度に老朽化した旧フェリーボート桟橋の撤

去を行ったところであります。

海岸線の浸食の状況でありますが、現在、浸食が進んでいるような状況にはなく、土

地所有者などからも護岸整備の要望などは受けていないため、具体的に護岸対策などを

検討したことはありませんので、ご理解願います。

続いて、２点目の公共建築物への木材利用について、初めに 「木材の地産地消に積極、

的に取り組む姿勢を伺う」についてでありますが、森林は、国土の保全、水源の涵養、

自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖化の防止、林産物の供給等の多面的な機能の発

揮を通じて、町民生活及び経済の安定に重要な役割を担っており、森林の適正な整備及

び保全を図ることにより、これら森林の持つ多面的機能が持続的に発揮されることが極

めて重要であります。

しかしながら、長期の木材価格の低迷により、林業の採算性が悪化し、所有する森林

への関心が薄れ、森林の持つ多面的機能の低下が懸念されております。

ご質問の木材の地産地消としての地域材の需要を拡大することは、林業の再生を通じ

た森林の適正な整備や森林の持つ多面的な機能の持続的な発揮につながり、さらには、

地域経済の活性化につながるものであります。

これまでも町発注工事のうち、 近では特別養護老人ホーム心和園増築工事などで地

、 、域材を使用しておりますが 今後も地域で生産された木材を可能な限り使用することで

林業本来の資源循環となる木材の地産地消に積極的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

次に 「地産地消を進める上で、町が補助する産業団体にも木材利用促進を働きかけて、

いくべきと思うが、その取り組みは考えられないか」についてでありますが、民間事業

者が建築物を整備する場合、どのような建築資材を利用するかは、本来、その整備主体

がコストや好みに基づいて自由に選択するものであります。しかしながら、建築物の中

には、公共性に着目して、公的な許認可や財政支援の対象となっているもの、その他法

令で一定の公的な位置づけがなされているものについては、国及び地方公共団体が整備
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するものに準ずる建築物として法で定められております。

ご質問の産業団体への働きかけにつきましては、団体営等の補助事業において、木材

の利用促進が可能かどうか、今後、指導機関である釧路総合振興局森林室とともに働き

かけてまいりたいと考えております。

次に 「町は、公共建築物における木材利用の促進に関する方針を定めることができる、

としている。ぜひ、その方針を定めていただきたいと思うが、考えを伺う」についてで

ありますが、公共建築物等における木材の利用促進に関する法律第９条では、努力義務

として、市町村は都道府県方針に即して、当該市町村の区域内の公共建築物における木

材の利用の促進に関する方針を定めることができると規定されており、北海道では、平

成22年度中に北海道地域材利用推進方針を作成し、平成23年度に市町村に対して順次説

明会を開催する予定であると聞いております。

このことから、道の方針ができ次第、町としても、この推進方針に沿って作成を検討

してまいりたいと考えておりますので、ご理解願います。

次に 「平成23年度は、まちなか再生で木造平屋公住が予定されているが、その後の公、

」 、 、共施設への木材利用計画を示していただきたい についてでありますが 平成23年度は

松葉地区に木造平屋建ての町営住宅の建設を予定しており、さらには、宮園鉄北地区集

会所についても、木造平屋建てでの建設を計画しているところであります。

木材の利用につきましては、これまでも建物の用途や規模により木造にしたり、さら

に、木はぬくもりや優しさが感じられることから、内外装仕上げ材に積極的に使用して

きており、設計段階での検討や発注時の特記仕様書への道産材使用を記載するなどの対

応をしているところであります。

今後の公共施設への木材利用計画については、年次的にまとめたものは特にありませ

ん。しかし、第２次３カ年実施計画に基づき進められる事業においても、木材の利用が

可能なものについては木造化を図り、積極的に使用できないものについても仕上げ材に

利用するなど、これまでと同様、設計段階から木材利用を積極的に進めてまいりたいと

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（南谷議員） １番、音喜多議員。

●音喜多議員 私が要請している場所というか、そのことは今の答弁にもありましたとおり、

現状はこのような状況になっているということは、お互いに共有できるかと思います。

そこで、私がこの質問をさせていただいたのは、質問の動機となったのは、厚岸大橋のふ

もとに、広島から来られた方が、いわゆる弁天島を見ようと。それで来られたわけですね。

たまたま私は歩くのが好きでというか、そこを通りかかったときに声をかけられて、お話の

あったきっかけに、なるほどなという、教えられたというか。ふだんここを通っていても何

気なく思うことですが、よそから見るとちょっと異様なところがあったようです。

弁天は弁天でいいんですが、目をちょっとあれすると、ちょうど潮引きだった。今ここに

書かれているとおり、コンクリートやら、昔の、潮が引いているからかなり出ているわけで

すね。それがちょっと異様に、普通なら砂利というか、何もない海岸線であればいいんです
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が、いわゆるそういう工作物が昔のままそっくり残っていますから、あれは何ですかと。あ

れは厚岸町随一の産業遺産ですと、私はそう答えたんですが、産業遺産の殻というか、形跡

ですという話から、そこに厚岸町は昔○大洋が、捕鯨船が出入りして、ここが鯨の解体の作は

業場所だったんですという余分なことまで話ししちゃったんですが、あのままでは、私は

ちょっとそれでいいのかなと疑問に思ったわけですね。

それでいろいろと言われたことやら話し合ったことを気にしながら今日まで来たわけです

が、今、答弁書に書かれているとおり、あの地区は、いわゆるＢ＆Ｇ海洋センターの艇庫が

あって、子供たちが水に親しむ随一の場所ですよね。そのことからすると、あれはあのまま

でいいのかなと。あるいは、厚岸町は国定公園を目指して、海の公園、あるいは自然の公園

とか、そういったことから考えるとあのままでいいのかなと。特に、大橋というか、そうい

う人の往来するところでどうなのかなと。そんな観点からちょっと質問させていただいたわ

けであります。

今ここに書かれているとおり、地上部分は個人や法人の所有地でありますので、とやかく

言う必要はございませんと思います。ただ、満潮時は水没しちゃって頭だけが見えたりなん

なりしますし、特にあれがあることによって浸食がするとか、現状の中ではそういうことは

ないのかなと思っていますが、先ほど言ったように、すぐ被害を受けるとか、特に悪いとい

う、今までさんざんというか、フェリーがなくなって、あるいは○大洋がなくなって、それは

こそ、その状況があのままになっていますけれども、それが悪いというわけではないとも思

いますが、ただ、ほうってもおけないのではないのか。そのことからすると、いずれは町と

してもそのことを考えていただかなければならないんではないのかと思いますが、その点に

ついてはいかがでしょうか。

●議長（南谷議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） ただいま議員からご質問のあった件ですけども、先ほども

町長から答弁ありましたように、土地の所有者から護岸整備の要望などは受けてござい

ません。

今、議員おっしゃっているとおり、放っておいていいのかというご質問でございます

けれども、今言われているのは船の跡だとか、そういった問題かと思うんですが、その

ことにつきましては、町としての考えですけれども、町が所有しているものではござい

ません。まず、これからやらなきゃならないことに限って言いますと、町が勝手に処分

するからできないだろうと。その所有者がだれかということの状況を調べるということ

がまず先決かと思います。その解決方法等を所有者と協議しながら、所有者がだれかわ

かりませんけれども、そういった方と検討していかなければならないというのがまず第

１点かと思います。

以上でございます。

●議長（南谷議員） １番、音喜多議員。

●音喜多議員 私は、工作物を処分せとかではないんですね。あれはあそこに置いてあるとい
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うか、以前に必要としてああいう工作をしたんだろうと思うんですが、それをそのまま放置

していかれたという、平たく言えばそうですよね。それが自分の土地だから、そこへ置いて

おいてというか、その工作物をそのままにして置いていったというか、所有権を売買してそ

ういうふうになったのかどうかわかりませんけれども、個人のそういうものについてはとや

、 、 、 、かくは言うことはできませんが いわゆる陸上と それから海との境は やっぱりこれは国

終的には町になるのか知りませんが、海岸保全をしていかなきゃならないと思うんですよ

ね。その意味で護岸というか、あの地区を考えると、そういう手当てをしていかなきゃなら

ないのではないかと私は思うんです。

今ある工作物を撤去せだとか、そういうことではないので、あの地区は、そういう意味か

ら護岸工事を、その護岸工事をするとなるとどういう方法がいいとかこうだとかというわけ

ではないんですが、町としては、あれはあのままでいいと思っているんですか。その辺をも

う一度伺いたいと思います。

●議長（南谷議員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 通告を受けておりました護岸対策についてでありますが、海岸

保全事業の目的は国土保全であります。国土保全ということは、海岸浸食が激しくて、

そこを守るために事業として起こされるという内容でございます。

今、ご質問者がおっしゃったように、浸食の状況がないということでありますれば、

これを事業要望しても、直ちに採択になるということは考えられません。

それから、これまで奔渡もそうでありますし、港町のこの地区もそうでありますけれ

ども、景観上問題があるというご指摘を受けた部分につきましては、平成21年度にその

工作物を撤去したということでありますので、直ちに、速やかに何かをしなければなら

ないという状況ではないというふうにとらまえております。

●議長（南谷議員） １番、音喜多議員。

、 、 。●音喜多議員 町の今 状況というのは そういう見方をしているということはわかりました

、 、 、 。それでは 私のほうから二 三ご提案というか 申し上げさせていただきたいと思います

先ほどのきっけかになった状況からして、あの状況では、観光地としてとか、あるいは客

を呼ぶ、あるいは水辺に親しむとか、そういったことからしては、ちょっと難点があるので

はないのか。そういう意味からして、固い言葉で言えば景観上とか、観光上とか、そういう

ことになるのかもしれませんが、やはり、あのところは将来的に対応をとっていくような形

を考えられないかということであります。

そのことは、町単独では私は難しいと思います。その中には、やはり先ほども言っている

とおり、観光面やら、子供たちのＢ＆Ｇ海洋センターを中心とする海とか水辺に親しむとい

う、そういう対応を考えながら、護岸というか、海岸線を保持していくというか、守ってい

くという考え方で取り組めないかということであります。その点についてはいかがですか。

●議長（南谷議員） 副町長。
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●副町長（大沼副町長） 大変難しい問題があろうかと思います。あそこは漁業権が設定

。 、 、されている場所であります それから いたずらに工事を施工するということになると

そのための影響が出てくる場所であります。

それから、先ほども答弁をさせていただきましたけれども、地元、あるいは漁業者か

らは、特別あそこの地域を守ってほしい、護岸整備をしてほしいという要望も町には上

げられておりません。したがって、速やかに、直ちに何かをしなければならないという

考え方には今のところございません。

ただ、観光面でどうするこうするという今お話がありましたけれども、それをそうす

ることによって違う影響が出てくるということは大変心配をしなければならない問題で

あろうかと思います。その両面を見ながら対応をしていかなければならないかなという

ふうに思います。

それから、あそこは第３種厚岸漁港、これの漁港区域の中にも入っております。それ

からもう一方では、河川の区域にも入っているのではないかと言われております。その

両面でどういう対策ができるのかということは、国あるいは道に相談を申し上げられる

部署ではあるかもしれませんけれども、今言いましたように、何を守るために、どうい

う工法で、どれだけの規模でということになりますと、大変難しい問題があるというふ

うに考えております。

●議長（南谷議員） １番、音喜多議員。

●音喜多議員 しつこいようですけれども、あの場面というか、あの地域を難しいけれども、

いずれは厚岸町としては手をつけていかなければならないんではないのかなというふうに私

は思うんですね。その観点から、厚岸町の方針が決まらなければ、国や道に対してそういう

働きができないものなのか、その辺はいかがですか。

●議長（南谷議員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 先ほどもお答えをいたしましたとおり、今のところ、国土保全

のための何か必要な施設が必要であるというふうには考えてございません。

●議長（南谷議員） １番、音喜多議員。

●音喜多議員 ということは、町としては、全然あの地区については現状のままで、その対応

については考えないというふうに言われているというふうに受けとめますが、そういうこと

でよろしゅうございますか。

●議長（南谷議員） 副町長。

（ ） 、 、●副町長 大沼副町長 通告にありましたように 元○大洋跡地の護岸対策についてはは
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今のところ、その必要性はないのではないかというふうに考えております。

●議長（南谷議員） １番、音喜多議員。

●音喜多議員 それでは、２点目の公共建築物の木材利用についてお伺いします。

１点目の地産地消の関係です。

答弁書にもありますように、その考え方については、我が町も木材生産地であって、町も

積極的に利用していきますよということでありますので、この点については、ぜひ、これか

らもそういう考え方を持っていただきたいなと。

２点目の、公共の部分でありますけれども、町だけではなくて、いわゆる産業団体や、あ

るいは必要とする業者と、今までの中には、特に道の考え方の中には、酪農家等での畜舎の

改築、あるいは、おが粉などが非常に需要があるという考え方であります。

それは、厚岸町の場合は、正直言って、ずっと調べてみたら、昔の木材会社は結構あった

んですが、現在はそういう製造する業者というのはほとんど大型化されて、浜中町へ行っ

ちゃっているという。その生産する部分というのは、厚岸町ではなかなか難しいよというふ

うな状況にあると。しかしながら、地産地消の意味からも、今言われたように積極的に町が

そういうところに働きかけをするというか、具体的にどういう方法がいいのかと、どういう

やり方、使い方というか、それがいいのかということになれば、私もそれぞれの使っている

方々の、聞く限りでは今言われたようなことしかわかりませんけれども、機会があれば、そ

ういうところに働きかけていくということではどうでしょうか。

●議長（南谷議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） ただいまの音喜多議員の２回目のご質問の関係でございますけ

れども、町といたしましては、そういった産業団体等に普及という、地産地消ということで

ありますけれども、確かにこの法律につきましては、その産業団体という言葉はございませ

ん。したがいまして、北海道が、木材の利用促進のための基本方針、そういったものが現在

策定中でありまして、もう間もなくできると思うんですが、その作成を見ながら、厚岸町と

しても沿った形で利用促進を図っていくという形をとりたいなというふうに思いますけれど

も、ただ、この法律の２条の２項で、公的主体でない民間の事業者が整備する公共建物につ

いて、木材の利用を推進させようというふうなことが記載をされてございます。それで厚岸

町におきましても、１回目のご答弁で申し上げましたけれども、国あるいは北海道から許認

可を受けて、そして、各種補助金で建てられている建築物、これがそれらに当たる建物であ

りまして 例えば例を挙げますと 私立学校とか それから民間の老人ホームとか そういっ、 、 、 、

たものが考えられますけれども、これらが国及び地方公共団体が準備するものに準ずる建築

物というふうな位置づけになってございますので、これらについては、木材の積極的な利用

推進を図っていただくというふうに法でも記載をされております。

それから、農協等の関係に限定をいたしますと、団体事業、これでいいますと農協、ある

いは漁業協同組合、それから森林組合、そういったところが事業主体で建てられる建物、こ

ういった建物のうち、例えば農協の倉庫、あるいは牛舎、農協営でやるそういった建物がこ
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ういったものに該当いたしますので、これらにつきましては、この対象になりますので、こ

れらの利用促進を図っていただけるものというふうに思ってございます。

以上でございます。

●議長（南谷議員） １番、音喜多議員の一般質問の途中でありますが、続きは再開後とい

たします。再開を午後３時30分といたします。

本会議は休憩いたします。

午後３時00分休憩

午後３時30分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

１番、音喜多議員の一般質問を進めてまいります。

１番、音喜多議員。

●音喜多議員 先ほどの続きをさせていただきたいと思います。

町のほかに、木材利用を積極的に進めていくというか、推進していくという意味で、産業

団体や必要とする業者等にそういう働きかけをしていくということを要請しているわけです

が、先ほどの話では、この答弁書にもあるように、民間というか、そういう建築を進めてい

く業者の中にも、公共性に着目してという意味合いがございまして、それは道の今回の指針

の中にものっているようでございますけれども、ただ、そういうところにも、例えば建物を

建てるのには確認申請を上げるとか、あるいは許可申請を出すとか、公の機関がかかわって

くるわけですよね。先ほどの答弁の中にもあったように、民間業者というのは、どういうも

のの材料を使って、どうしようという、それは勝手だよと、自由だよという、それは原則と

しては当然だと私は思います。しかしながら、例えば、そこに補助が入ったりなんなりする

ときに、やはり町としてもそういうところに木材利用促進の意味からも、こういう部分には

こういう地元、地域材を使っていただけないかという要請と申しますか、打診というか、そ

ういう働きかけを町は積極的にやっていけないものかと。

欲を言えば、町の考え方、これから道に基づいてそういう指針というか、努力義務である

けれども、やっていかなきゃならない部分があるわけですね。そういうところに明記すると

いうのか、含んでいくというか、そういうことはどうでしょうかね。できないものでしょう

か。その辺のところ、まだ道の考え方が町としては受け取っていないから、これからの説明

会になると思いますけれども、ただ、道の考え方はそういうところにもぜひという考え方は

持っています。

ですから、それを先取りするわけじゃないわけですけれども、私の質問としては、町の補

助なり、あるいは支援をするようなところにも、そういうことを含んで指導できないか。あ

るいは、そういうものを含んだ方針をつくれないかということなんですが、その点はいかが

でしょうか。
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●議長（南谷議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） ただいまのご質問でありますけれども、国は基本方針を立てて

いると。それから、北海道も現在、作成中ということもございます。厚岸町は、答弁書にも

書きましたけども、平成23年度に検討していくというふうにお答えをしてございます。

ただ、国あるいは北海道も、この公共建築物への木材の利用ということで、この方針につ

いてはかなり国も北海道も共通している部分が多いということであります。それで、既にも

う国はそういった形で発しているわけでありますけれども、厚岸町としましても、北海道の

方針を見てからということになるとは思いますけれども、北海道の方針に従って作成という

ことを検討していくわけでありますけれども、北海道の考え方に沿った形で基本方針をつく

るというふうになると思いますが、厚岸町としましても、そういった民間の事業者にも、農

協あるいはそういった産業団体にも、積極的に使っていただけるというふうに、そういった

方針になろうかと思います。

それと、これを進める北海道のほうは森林室でありますけれども、森林室のほうでも、以

前から地産地消に向けて農協のほうにも一緒にお願いに行こうという話はしてございますの

で、私どもにとりましても、木材の積極的な利用を図るために、そういった基本方針に沿っ

た形で農協のほうにもお願いをしたいというふうに考えてございます。

●議長（南谷議員） １番、音喜多議員。

●音喜多議員 ぜひ、その考え方に基づいて進めていただきたいというふうに思います。これ

が厚岸町としてもでき上がった時点で、ぜひ、私どもに、次期在籍していたら、お示しをい

ただきたいなというふうに思います。

それであと、利用促進に関する方針については、この答弁書にもありますし、今答弁して

いただいたとおり、それをやっていきたいと言っていますので、それはそのように理解いた

します。

次に、４点目に当たるわけですけれども、今年度は、今、松葉町に木造の公営住宅４戸を

建てますよということで、この間、総務にも説明がございました。きょうの質問の中にも、

宮園鉄北地区集会所についても、そういった形で木造でやっていきますよということを言わ

れております。

、 、計画というか そういったことをちょっと示していただきたいなと思ってはいたんですが

３カ年事業計画の中にも、見るだけでも、あやめのトイレを平成24年度につくり直すよと。

トイレですから、木材を使えるところというのはあるのかなというふうに疑問に思いますけ

れども、いわゆる危険性のないところというか、火器類とか、そういったできないところに

は できるだけ木材の住宅を使っていただければなというふうにも思いますし 当然 平成24、 、 、

年度に実施計画で、平成25年度のまた、まちなかということで公住を建てる予定でもあるよ

うですから、それも当然、今回と同じように木造と考えていいのではないのかなと私は思う

んですが、その辺はどうでしょうか。

それから、この木材利用に当たっては、教育委員会のほうでも、床潭や太田のへき地教員

住宅を建設するよという、３カ年計画にのっています。それは所管というか、違うと思うけ
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れども、そういったところでも、公共の道の関連する部分ですので、ぜひ、そういったこと

では木材を使っていただきたいというふうに思いますが、その辺はいかがでしょうか。

●議長（南谷議員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 木材の利用計画ということでご質問があったわけですが、今の

段階できちっとした計画というものは準備しておりません。しかしながら、３カ年で張

りつけております事業のうち、例えば平成23年度には、松葉地区のまちなか団地、これ

は木造平屋建て、258.24平米、それから宮園鉄北地区集会所、これも木造の平屋建て、

213.17平米という計画を立てております。そのほかに、新たに真龍中学校の改修であり

ますとか、国泰寺の整備事業でありますとか、門静地区集会所の外壁、屋根の改修等々

がございます。これらについては、まだしっかりした設計がなされておりませんので、

木材がどの程度利用されるかというのははじき出されておりませんけれども、今、ご質

問者がおっしゃったとおり、できるだけ木材の利用を図ってまいりたいというふうに考

えております （ いいです」の声あり）。「

●議長（南谷議員） 以上で、１番、音喜多議員の一般質問を終わります。

次に、14番、竹田議員の一般質問を行います。

14番、竹田議員。

●竹田議員 さきに通告していました質問通告書に従いまして、質問させていただきます。

１として、厚岸町の観光客増のための施策について。

(1)今後の取り組みをどう考えているか伺う。

アについて、元厚岸町在住の方にアンケートをとる考えはないか。

イとして、来町者へのアンケートをとる考えはないか。

ウとして、町は、観光客増に向けて、今後どう取り組んでいくか。

エとして、夏まつり（競演）の今後の発展について、町はどのようにとらえ、町としての

役割をどう考えるか。

以上、よろしくお願い申し上げます。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） 14番、竹田議員のご質問にお答えをいたします。

厚岸町の観光客増のための施策について 「今後の取り組みをどう考えているか伺う」、

のうち、初めに 「元厚岸町在住の方にアンケートをとる考えはないか」と 「来町者へ、 、

のアンケートをとる考えはないか」についてでありますが、近年の北海道観光は、中国

を初めとした東アジアからの観光客が増加傾向にはあるものの、国内景気の低迷や航空

機の減便、小型化などにより、道外からの観光客の入り込み数は減少傾向にあります。

観光については、少子高齢化や人口減少が進行する厚岸町において、交流人口を増加

させ、地域経済の活性化を図るすそ野の広い産業であり、今後のまちづくりにおいて極
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めて重要であります。

このため、現在の観光をめぐる情勢は厳しさを増しておりますが、本町の持つ自然環

境や歴史、文化、食材など、さまざまな資源を生かした魅力づくりによる観光客の入り

込み数の増加に向けた取り組みを効果的に展開していくことが求められております。

こうした中で、以前に厚岸町に住まわれていた方は、他の市町村に転出して初めて本

、 、町の魅力や課題などに気づくこともあるでしょうし 厚岸町以外で住まれている方々は

自分の町と比較して評価することも容易であり、現状や課題の分析、新たな展開策など

を検討する上で、こうした方々を対象にしたアンケート調査の実施は有効な取り組みの

一つとして認識いたしております。

このため、平成18年度には、旅行専門雑誌「北海道じゃらん」の誌面を活用した観光

アンケート調査を実施したこともあり、第５期厚岸町総合計画の策定作業に反映すると

ともに、観光振興施策の検討資料として活用しております。

今後においても、必要に応じて、こうしたアンケート調査等の実施について検討して

まいりますが、手法についてはいろいろとございます。味覚ターミナル・コンキリエで

は、来館者から施設に関することや厚岸町観光に対する意見などをお聞きするため、お

客様ご意見番を設置しており、これを活用することも可能でありますし、町や観光協会

のホームページを活用しながら、広くご意見を伺うことも可能であります。

いずれにいたしましても、調査の手法や内容の絞り込み、どのタイミングで行うのが

も有効なのか等々、研究しながら、必要に応じて対応を図ってまいりたいと考えてお

ります。

、「 、 、 」 、次に 町は 観光客増に向けて 今後どう取り組んでいくか についてでありますが

近年の旅行形態は、団体旅行から個人や少人数のグループによる旅行へと変化してきて

おり、観光客のニーズも景勝地などをめぐる見る観光から、潮干狩りや加工品づくりな

どを行う体験観光、さらには人や自然との触れ合いを重視したアウトドアや自然散策な

どといった新しいタイプのエコツーリズムなどへと広がりを見せています。

このため、多様化する観光客のニーズに対応して、地域独自の資源を生かした特色の

ある体験型メニューの充実や開発が求められている一方、町民ボランティアガイドの養

成など受け入れ体制の整備が急がれており、観光協会を初め、北海道や近隣市町村など

と協力しながら、充実に努めてまいります。

また、観光による経済効果をより高めるためには、町内での滞在時間を延ばすことが

重要で、宿泊へと結びつけることが大切ではあります。しかし、観光客の誘致に向けた

プロモーション事業などでエージェントから指摘を受けるのが、町内の宿泊施設におけ

る設備の状況や収容人数であります。このことは、民間事業者に委ねざるを得ないとこ

ろであり、当面、近隣市町村との役割分担や連携を図ることで対応していくこととして

おります。

観光客の集客には厚岸町の魅力を的確に情報発信することも重要です。厚岸町や観光

協会、さらには厚岸味覚ターミナルのホームページを活用しながら、四季折々の新鮮で

魅力的な観光情報の発信に努めてまいります。

また、さまざまなニーズに対応した魅力ある観光ルートを形成するには、近隣市町村

との連携は欠かせませんし、釧路町・厚岸町・浜中町広域観光推進協議会や釧路地域活
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、 、性化協議会などと連携をさらに深めながら 旅行代理店へのＰＲやプロモーション事業

自然・食・体験メニューを中心とした広域観光モデルルートの商品化を行い、広域連携

による集客にも努めてまいります。

次に 「夏まつり（競演）の今後の発展について、町はどのようにとらえ、町としての、

役割をどう考えるか」についてでありますが、この夏まつりは、山車の競演を通じて、

厚岸町の活性化に寄与し、参加チームの親睦と融和を図るとともに、後世に伝承してい

くことを目的に、賛同する個人及び団体等で厚岸夏まつり実行委員会を組織し、すべて

町民有志の皆さんの手で独自に運営、実施されてきたお祭りであります。

しかし、少子高齢化や人口減少などを背景に、競演に参加する団体、人数も年々減少

し、人的及び金銭的な苦境から町では支援要請を受け、平成13年から、町職員によるボ

ランティア協力という形で側面的支援を行い、現在に至っているものであります。

長引く景気の低迷や少子高齢化が進行する中、町内の各種団体による町の活力やにぎ

わいをもたらす事業展開が少なくなってきている今日、この夏まつり実行委員会による

取り組みは、民間団体の発想のもとでの主体的な事業として大変評価されているもので

あり、今後も継続実施されるよう期待を寄せているところであります。

また、行政による過度の関与は夏まつり実行委員会の自主性や主体性をそぐばかりで

はなく、その他、民間レベルでの発想で実施している既存事業や新たな取り組みなどに

も決してよい結果に結びつくことは考えられません。

このため、夏まつりに対する町の関わり方については、人的支援という現在の側面支

援にとどめることが好ましいと判断しているところでありますので、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（南谷議員） 14番、竹田議員。

●竹田議員 答弁の中で、アンケートについての調査実施を検討していただくということで、

手法についてはいろいろさまざまございますと。そのとおりだと思います。アンケートをと

るに当たっての、どのようなアンケートをとるかというアンケートのアンケート調査が必要

だなというふうにも考えるわけです。とればいいというものでもない。どういった手法、ど

ういったタイミングでとるのかというのは、まさに答弁のとおりであると思います。である

ならば、アンケートの内容がどのような内容であるのかというのが大事になってくると思い

ます。

、 、 、 、そういったことを考えるに 私は 例えば 釧路町・厚岸町・浜中町広域観光推進協議会

釧路地域活性化協議会などと連携するのもよいのではと思いますけれども、まずは、町民の

方々に、どのようなアンケートをとれば活性化につながるかということを第一に研究しても

らいたいというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） お答えをさせていただきます。
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町長からの答弁にもありました調査の手法、内容、絞り込み、そして、どのタイミングで

というのは、まさしく質問議員言われるとおりでございます。そして、なおかつ、アンケー

トにつきましても、厚岸町の観光振興を図るためにどうしていったらいいだろうかという漠

然なアンケート調査というのは今までやっていますけれども、実際には具体的手法の検討に

は至らない。それよりは、逆に、今求められているのは体験型観光、アウトドアだといった

ときに、絞り込みをしながら、厚岸町における体験型観光を進めるとするならば、どういっ

た材料というか、資源があるんだと。それを進めるためには、今、厚岸町には何が不足して

いるんだというような、かなり絞った中で、内容を詰めた中で行わなければ、その後の展開

には結びついていかないんだろうなというふうにも考えております。

そういった意味で、先ほど調査の手法であるだとか、内容の絞り込み、タイミングという

ものを検討させていただきながらということを答弁させていただいたところでございますけ

れども、そういった今議員言われるようなアンケートの内容の重要性については、私ども十

分承知していますので、これからの振興策等々、いろいろ詰めていく中で、必要が生じたと

きには、アンケートのそういった手法を含めて十分検討していきたいというふうに思ってお

ります。

●議長（南谷議員） 14番、竹田議員。

●竹田議員 ぜひ、アンケートの重みを考えていただいて、アンケート調査に頑張ってほしい

というふうに思います。

それと、観光客のニーズに対応するというのは、本当に観光客が求めているものが多様化

しているというのは事実だと思います。

各団体たくさんありますけれども、私ども昨年からやっています、牡蠣博士実行委員会と

いうことで、これも一つの観光客を町内に呼ぼうと。牡蠣博士、厚岸町はカキなので、

カキを主体とした取り組みの中で、試験をやって、その後にカキを食べてもらおうとい

う、３月には厚岸町は余りイベントがないので、３月のイベントになって、観光客が増

になっていけばいいなという一つの手法でやってまいりました。

さまざまなそういった団体等が厚岸町にもあります。厚岸町を考える会「うるする」

とかありますけれども、そういった団体が行っているところにもいろいろな手当てをし

。 、 。てきているのが事実です 中においては 身銭を切ってやっている団体等もございます

いずれにしても、方向性、矛先は一緒の目的であり、同じ考え方だというふうに思っ

ています。こういった団体がさまざまばらばらに行うということよりも、一緒になって

組んでいくという施行策を考えていくということも、民間独自、それぞれの団体が独自

性で考えていくというのは金銭面でも大変難しいものもあります。そういったものにつ

いての側面的な支援的なものはどんどんやっていってもらいたいというふうに思います

けれども、いかがでしょうか。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） まず１点目のアンケートにつきましては、必要な状況に
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応じて検討させていただきたいということでございます。

それと２点目の観光客のニーズが多様化しているということでございます。私どもも、ど

んどんどんどん状況が変わってきていることを身をもって感じておるところでございます。

そういった意味では、従来、景勝地であるだとか、温泉であるだとか、味覚であるだとかと

いうことだけで多くの観光客を引き込めていた状況でもありました。そういった部分から、

先ほど町長の答弁にあったように、従来の団体旅行型から個人、小グループ化というふうに

だんだん変わってきて、今はエコツーリズムと言われるように、その場所に来ないと体験が

できないこと。ですから、イベントだけがあれば、そこを目的に来てくれる方もいますけれ

ども、その地域に来て体験できる、文化に触れるだとか、歴史に触れることが、そういった

ことも今は、その地にお客さんを呼び込む資源というふうにもなってきているという部分で

ございまして、従来の観光イベントということに限らず、いろんな手法の中で交流人口をふ

やす取り組みというのが可能なんだろうなというふうにも感じてきております。

そういった意味では、観光客増という意味合いとともに、交流人口の増加という施策を、

これについては全庁的な、役場全体の中でのそれぞれの役割分担の中で取り進めていくべき

なんだろうなというふうな思いをしているところでございます （ 団体の支援について」の。「

声あり）

済みませんでした。団体の支援についてでございます。

例えばということで例示で出た中で、牡蠣博士もありましたし 「うるする」ということも、

ありました。そういった中では、今私が答弁させていただいた中で、観光イベントに限らず

ですけれども、さまざまな団体に対して、必要に応じて、これは観光サイドの補助金ではあ

りませんけれども、人的、金銭的な支援を含めて、いろんな形での支援も行ってきておりま

す。そういった中では、町に活力を与える、活性化を図るという意味では、そういったこと

を今後も継続していく必要はあるんだろうなというふうには認識してございます。

●議長（南谷議員） 14番、竹田議員。

●竹田議員 まさしく課長おっしゃいましたエコツーリズム、このことについては、町の人が

実際それを見ると大したものでないのかもしれない。しかし、そこに来たことがない、見た

こともない、触れたこともない、聞いたこともない人が、初めてそのものを見たときの、そ

のそれぞれの見方によって、角度によって、価値観が変わってくる。そういったことでエコ

ツーリズムをやるということについては、廃墟も逆に大切な資源に変わってしまう部分とい

うのもあると思います。その中には、歴史とか、なぜ今こうなったのかということを、会話

を持って、それが実感として伝わっていることによって、それが廃墟のものであっても、高

価なものに変わってしまうというエコツーリズムの主体的な感じ方で、いろいろだめなもの

が、要するに町の得意わざ、つまり財産に変わってしまうのもあると思います。

そういったことを体験してもらおうということで、牡蠣博士実行委員会のほうでは、スタ

ディーツアーというのを20日の試験の前の日に、東京から、札幌から、今声をかけていただ

いて、少人数でありますけれども、スタディーツアーを募って、ダブルミルクを体験しよう

ということで、哺乳ロボット、そして搾乳ロボットの第一次産業の酪農のほうを勉強してい

ただこうと。そして、厚岸の別寒辺牛川から野鳥の姿を見てもらおうということで、体験を
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してもらおうというふうに組んでいます。その後は厚岸町の歴史を学んでもらおうというこ

とで、国泰寺に行っていただいて、国泰寺がなぜこの地にできたのかという建立の目的から

始まって、今の厚岸の歴史をずっとひもといて皆さんにわかっていただくと。その間、食事

としてコンキリエを使って、歓迎レセプションで厚岸の獅子舞を見てもらって、厚岸町の馬

。 、 、 「 」鹿ばやしを見てもらうと その後に 今話題のコンキリエ 各お店で出している えもん丼

を食べていただいて、その後にアサリとカキむきの体験を味わってもらうという、まさしく

エコツーリズムをやっていただいて、町外から来ていただいた人にアンケート調査をして、

実際体験したことについて、１時間かけて厚岸町のよさ、そして厚岸町の足りないところ、

単純に言えば、どこどこに行きたいんだけど看板がないとかという、そういう小さなところ

、 、から全部始めまして このエコツーリズムを通じてスタディーツアーをやろうということで

３月19日に催しをやろうとしております。

そういったことを毎年やることによって、厚岸町の本当のよさ、厚岸町の本当の見たいと

ころ、だめな部分を町外の方に見ていただいて、一つの参考になればと。その参考になった

ものをレポートにまとめて、厚岸町観光協会、並びにそういうところの団体に、逆に提出で

きればなという取り組みをしようと思っています。

その中には、東京海洋大学の川辺助教授を含めて大学院生２人、合計３名で東京の方にお

願いをして、今やろうとしているわけです。少しでも厚岸町の観光のお役に立てればという

実行委員会の目的でもあります。

そういったことから、各団体の支援をぜひお願いしたいなというふうに思っております。

、 、 、そういった部分については この取り組みについて どういうふうに評価してもらえるのか

それについてお聞きをしたいと思います。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） お答えをさせていただきます。

まず１点目のエコツーリズム。今、質問議員言われたように、独自性というか、厚岸町で

なければ体験できない、感じることができないというのもあるでしょうし、厚岸町の持って

いる特性を生かしてお客さんを呼び込むという、資源を使うという部分では、まさしくエコ

ツーリズムだというふうに思っております。

そういった中で、スタディーツアーということで全国の方々に来ていただいて、その活動

の中で、 後にはアンケート調査も実施をし、そしてまとめ上げていくという取り組みに大

変厚岸町としても活用できるのでないのかなと思っていますし、そういったものを町なり観

光協会のほうにも、そういった結果がもし提供いただけるんであれば、ぜひ活用させていた

だきたいなというふうにも思っているところでございます。

そういった意味で、さまざまな団体が厚岸町のためにいろんな形でそういう取り組みをし

てくれているところがあります そういった部分は 今後も町としては 町長が早くから言っ。 、 、

、 、 、ているのは 協働のまちづくりというのは 行政がすべてやればうまく回るものではなくて

町民がやることによっていいこともあるでしょうし、企業がやることによっていいこともあ

るだろうし、いろんなそういう団体でやることがということで、こぞって厚岸町のためにと

いう思いを一つにしながら、さまざまな主体によったまちづくりを進めていく。そして、明
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日に結びつくすばらしい厚岸町を築き上げていくという思いで取り組んでいるという部分で

は、そういった民間の方々の活動というのは大変心強い取り組みだというふうに思っており

。 。ます そういうふうに町のほうでも評価していることだというふうに私も理解しております

●議長（南谷議員） 14番、竹田議員。

●竹田議員 課長のおっしゃっているとおり、民間は民間の活力、そして町政は町政の活力と

いう中で、お互いに協力していかなければならないものだと思っています。

夏まつりのように、そういった団体に対して直接お金を援助するとかということよりも、

厚岸町のすばらしい職員の皆さんが側面的な応援をいただければ、なお各種の団体の皆さん

の取り組みが活性化していくと思うんですね。そういう団体にとけ込んでいって、日曜日で

あろうと土曜日であろうと、いろんな面で取り組みをしてもらって、応援をしてもらえるよ

うに、ぜひ、ここでお願いをしたいんですけれども、どのように考えますか。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） お答えをさせていただきます。

ご質問の中では夏まつりということで限定の質問でありましたけれども、今、質問議員の

話をお聞きしますと、民間のいろいろな団体、そちらのほうに側面的な支援、こういったも

のはこれからもどんどん町のほうでということでございます。

ただ、町の職員もだんだん少なくなってきている中で、ボランティア的な協力というもの

も、年間を通じるとさまざまなイベントがあります。そういった中では、かなり厳しくなっ

てきている状況はありますけれども、先ほど町長から１件目のご答弁にもあったように、こ

ういった地域の活力、にぎわいを与えてくれるイベントというのは今後も必要だろうという

ふうに思っております。

ただ、町の基本的な姿勢というのは、何事も新しい取りかかりの立ち上がり団体というの

は、やはり支援をしなければいけないというふうには思っています。ですから、いろんな部

分も２年、３年、立ち上がり団体は支援しますけれども、その後についてはひとり立ちをし

ていただくというのが基本であろうかと思います。ただ、そういったことは言っていても、

人口の減少であるだとか、高齢化とかという部分でだんだん困難さが出てきたときには、今

町が行っている側面的支援ということでのボランティア協力でございますけれども こういっ、

た可能な部分は今後も続けて支援をしていきたいなというふうに考えてございます。

●議長（南谷議員） 14番、竹田議員。

●竹田議員 ぜひ、お願いをしてもらいたいものだというふうに思います。我々よりも、いろ

いろな分野、そして、いろいろなことで知恵を持っている職員の方々に、ぜひ応援してもら

いたいというふうに思います。町長、その辺、職員の方にぜひ協力してもらうようによろし

くお願いしたいと思います。

それから、厚岸神楽というのがあるんですけれども、夏まつりの競演についてつながって
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いく話なんですけれども、厚岸神楽は、文化の保護として、今いろいろな活動を少しずつ立

ち上げていって、いつどこから来て、厚岸になじみが出てきて、いつごろから厚岸神楽を踊

るようになったのかという、そういう歴史的なものもだんだんわかってきているようであり

ます。それに附属して、厚岸神楽の中に獅子舞が登場して、獅子舞の歴史が今夏まつりにあ

る競演に出てくる獅子舞というふうに流れがあるのではないかということでありますけれど

も、それはまだ事実ではないみたいです。

こういった歴史の部分についても、厚岸町の夏まつりになぜ獅子舞が登場してくるように

なったのか、そして、馬鹿ばやしがいつどのようにして生まれてきたのか、これらもせっか

くの夏まつりの競演の一つになっている部分なのにもかかわらず、いまだにはっきりしてい

ないというのは事実だというふうにお伺いしたいんですけど、その辺をどのようにとらえて

いますか。

●議長（南谷議員） 本会議を休憩いたします。

午後４時10分休憩

午後４時12分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

教育長。

（ ） 、 、●教育長 富澤教育長 厚岸神楽 あるいは夏まつりの獅子舞の問題でございますけれども

厚岸神楽の各種踊りについても、いわゆる民俗学的にどういうふうなものがあるんだという

のは、海事記念館のほうでも少しずつ調べるというふうな姿勢を持っておりますし、その中

で、夏まつりとの関係について直接今我々の中でこうだというふうな結論を持っておりませ

んけれども、その関係についても地元の芸能として調査していくということも必要じゃない

かなというふうに考えております。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 夏まつりの際の獅子舞、あるいは馬鹿ばやし発祥の部分

ですが、ちょっと私も記憶まであれなんですが、古くは広報誌のほうでも、以前、発祥の部

分をある程度取り上げたという事実もあるみたいですので、そこら辺ちょっと調べさせても

らって、研究させていただきたいというふうに思っております。

●議長（南谷議員） 14番、竹田議員。

●竹田議員 言う人、聞く人によっては、さまざまな憶測があって、現実的には、いつからど

のようにというのがはっきりしていないというのは、今のところそういう形になっているみ

たいです やっぱり夏まつりの競演ということであります 厚岸の一大イベントとしてもなっ。 、
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ているわけなんで、ぜひ、この辺はきちっと調べていただいて、はっきりしたものが出なく

ても、調べていくということは必要でないかというふうに思います。

それから、この夏まつりについてなんですけれども、せっかくの厚岸町の大イベントの競

演の中で、夏まつりを見に来て、そして厚岸町に宿泊をしてまで見に行きたいという、そう

いう観光の方が非常に少ないというふうに認識をしているわけなんですけれども、その辺に

ついては、町としてはどういうふうにとらえていますか。

●議長（南谷議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 厚岸町の夏まつりに合わせて町内のほうに来られている

お客さんが実際どのぐらいいるのかというのは、実は私ども押さえているところではありま

せん。ただ、その時期は、ちょうど厚岸町の中でも一番観光シーズンということで、そのお

祭り前後を含めてでも多くのお客様が訪れてきているということでございますので、夏まつ

り見物を目的にどれだけの方が来られているかという部分は、正直なところ押さえておりま

せんので、ご理解いただきたいと思います。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からつけ加えて答弁をさせていただきたいと思いますが、夏まつりに

ついては、厚岸の夏の風物詩として、町内外から高く評価されておることは事実だと思いま

す。ただ、しからば何名来ているのかといいますと、まだそういう調査したこともございま

せんので、ここでお答えすることはできませんが、ただし、ご承知のとおり、友好都市、村

山市の徳内ばやしが、東北においても大きなイベントとして高く評価されておるという事実

を見ましても、いかに厚岸の夏まつりが多方面から評価をされているかという調査でもなか

ろうかと、私はそのように認識をいたしているところでございます。

●議長（南谷議員） 14番、竹田議員。

●竹田議員 後に村山市の例をとって終わりたいなと思ったけれど、町長のほうから村山市

の例を先に言われちゃったので、これで 後になってしまうかもしれないですけれど。

観光の入り込み数全体を見ても、道内外の数字を見ると、平成11年度でいくと62万9,200と

いう数字がありまして、平成21年度については34万4,700ということで、54.7％の減というふ

うに数字を厚岸町でとらえているものがあります。残念ながら、夏まつりについての観光客

は、今課長がおっしゃいましたように、たくさんの他市の方、いろんなところに行きたいと

いうことで、まざって来ていますから、特定して調査するということは困難だと思います。

それについては理解をしております。

山形の村山市に、聞くところによると平成３年ころから馬鹿ばやしが向こうに行って、今

活性化になって、何十万人もの人が、山形市じゃなくて山形全体、県で盛り上がっている、

そういう大イベントに発展した。これはもう厚岸町から行ったおかげというのは町長の言う

とおりで その反面 教えてあげた地元の厚岸町が 夏まつりの山車がどんどんどんどん減っ、 、 、
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ていっているという部分については、ちょっと寂しいなという町民の声は聞かれます。

こういった部分についても、たくさんの方が夏まつりを見に来られるような、そういった

手法がこれからは必要になってくると思います。その手法をこれからどう考えるかというこ

とが大きな課題になると思います。それについても町が側面的に応援していける部分につい

ても、たくさんの方が来られる方法としてどうあるべきかということを、広域の３町の中で

も検討していかなきゃならないと思います。２町の協力を得て、厚岸町の、浜中町にも釧路

町にもないすばらしいイベントをもっともっと広めていくことが観光客増につながるという

ふうに思っています。

後になりますけれど、その辺、もう一度伺いたいと思います。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からお答えをさせていただきます。

実は、お話承りますところ、少子化時代を迎えまして、昔は各自治体ごとに山車が出てい

たということもあるわけでありますが、残念なことに少子化を迎えて山車も出せないという

ことは、子供たちがだんだん少なくなってきているという実態の中で大変苦労をいたしてお

るようであります。

しかしながら、この夏まつりになると、よくもこんなに子供がいたなというぐらい、子供

が強い関心を持っておるようであります。そういう意味においては、大切にしていかなけれ

ばならない夏まつりであり、また、山車の競演だろうと、そのように認識をいたしておると

ころでございます。

しかしながら、町のほうからは、側面的に支援をするという気持ちの中で対応していかな

ければならない理由もあるわけであります。そういう意味におきましては、実行委員会とよ

く連携を図りながら、さらに盛り上がる、また町内外から高く評価される夏まつりに、イベ

ントとして大きく成長するようなことになっていただければと、そのように私自体も期待を

持っているところでございます。

●議長（南谷議員） よろしいですか。

以上で、14番、竹田議員の一般質問を終わります。

次に、15番、石澤議員の一般質問を行います （発言する者あり）いやいや、するよ。。

その時点で延長すればいいでしょう （発言する者あり）。

本会議を休憩いたします。

午後４時22分休憩

午後４時24分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

15番、石澤議員。
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●石澤議員 さきに提出した通告書に従って質問いたします。

１番、子育て支援について。

子供医療費無料化を中学３年まで実現できませんか。

ひとり暮らしの若者や子育て世代の家賃などの支援を考えられませんか。

就学援助の増額と対象者の拡大を考えられませんか。

２番、高齢者支援について。

高齢化が進んでいる集落に対して、その地域を支えていくために町ではどのようなことを

考えていますか。

買い物難民対策として、上尾幌などで出前商店街のような取り組みは考えられませんか。

、 、いきいき援助隊など 若者の雇用と結びつけた取り組みを行っているところもありますが

厚岸町でも考えられませんか。

これで１回目の質問を終わります。

●議長（南谷議員） 町長。

●町長（若狹町長） 15番、石澤議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の子育て支援について、初めに 「子供医療費無料化を中学校３年生まで実現で、

きないか」についてでありますが、ご質問は、厚岸町乳幼児等医療費の助成に関する制

度の拡大についてのこととしてお答えいたします。

ご質問者ご存じのように、この制度は、北海道医療給付事業の助成制度を受けて実施

しているものであり、厚岸町乳幼児等医療費の助成事業費の２分の１は北海道が負担し

ているものであります。

この制度については、ここ10年間において、４度の対象年齢の拡大を行ってきており

ます。近年では、平成20年10月に、入院と訪問看護に限定されておりますが、小学生ま

で拡大したところであります。

この制度の拡大につきましては、これまでも何度か一般質問をいただいてきており、

子育て世帯の経済的負担の軽減を図り、安心して医療を受けられるようにしてほしいと

の思いは十分理解できますし、厚岸の未来を担う子供たちの健やかなる成長は、私が

も望むところであります。できればご質問にありますように、かかる医療費全額を助成

することができ、その範囲も中学生まで拡大できればよいわけでありますが、拡大した

部分は道の補助制度の対象外となり、町の単独補助となることから、財源の検討が必要

となります。

新たに必要となる財源ですが、推計したデータでは、現在の助成条件のまま中学生ま

で拡大した場合に必要な額が年間約1,700万円となり、ご質問にあるような医療費全額無

料化となりますと、年間約3,100万円が必要と試算され、全額町の負担となります。

、 、 、 、このような状況から 現段階では ご要望に沿ったお答えはできませんが 今後とも

国や道の医療制度の推移などを見きわめながら、限られた財源の中で、また、厚岸町に

、 、おける子育て支援施策全体の中で 引き続き検討してまいりたいと考えておりますので

ご理解を願います。

次に 「ひとり暮らしの若者や子育て世代の家賃などの支援を考えられないか」につい、
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てでありますが、町では、住宅に困窮する低所得者に対し、低廉な家賃で賃貸する町営

住宅があります。

入居者資格については、公営住宅法第23条に規定されておりますが、現在では、単身

での入居、ひとり親世帯などの入居が可能となっております。

また、家賃については、入居する世帯の収入、住宅の規模、立地条件、住宅の経過年

数等により算定されていますが、所得が著しく低い方は家賃の減免なども受けることが

できます。

さらに、公募した町営住宅の戸数以上に申し込みがあった場合には、住宅に困窮する

、 、 、実情を調査し 厚岸町営住宅管理条例第９条の規定により 困窮度の高いひとり親家庭

高齢者等を優先的に選考して入居させることができます。

このような町営住宅の入居者資格や家賃の減免制度などについても、今後、広く町広

報誌等で町民に周知してまいりたいと考えており、ご質問のひとり暮らしの若者や子育

て世代への家賃の支援については、現時点では特に考えておりませんので、ご理解を願

います。

なお、次の「就学援助の増額と対象者の拡大を考えられないか」については、教育長

が答弁をいたします。

続いて、２点目の高齢者支援について、初めに「高齢化が進んでいる集落に対して、

その地域を支えていくために、町ではどのようなことを考えているか」についてであり

ますが、ご質問の高齢者支援の視点では、少子高齢化、核家族化の進行により、単身や

夫婦のみで生活している高齢者がふえ続けることによって、さまざまな生活不安の課題

を抱えたときに、それを支える仕組みが求められています。そのためには、公的な福祉

、 、はサービスはもちろんですが その公的サービスだけではカバーできない仕組みとして

民生委員、児童委員や自治会など地域を中心にした地域コミュニケーションを充実して

いく環境づくりが重要であり、見守り活動や日ごろからの助け合い、支え合いが展開さ

れる地域づくりを進めていかなければならないと考えております。

厚岸町の高齢化率は、ことし２月１日現在で28.6％ですが、地区ごとでは限りなく50

％に近い集落も存在します。さらには、かつては中心市街地と言われた地域の高齢化率

は34％から36％と高い率を示していることを見ても、高齢化社会は町の全体の課題とと

らえるべきであります。

地域で多くの担い手が支え合う姿を目指し、平成23年度から27年度までの５カ年計画

となる地域福祉計画では、安心して地域で生活を続けられる地域社会を目指して、高齢

者も含め、町民みずから参加する地域づくり、地域住民が主体となる担い手の育成、こ

れらを支援する公的施策の充実を社会福祉協議会などと連携して進めることで、協働の

まちづくりを推進してまいりたいと考えております。

次に 「買い物難民対策として、上尾幌などで出前商店街のような取り組みは考えられ、

ないか」についてであります。

ご質問では「買い物難民」と言われておりますが、町では、町政執行方針を初め 「買、

い物弱者」という表現に統一させていただいておりますので、ご承知を願いたいと存じ

ます。

マイカーのない高齢者などの買い物弱者対策では、地域の会館などを利用し、幾つか
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の小売業者が提携して、御用聞きや配達も兼ねた出前商店街事業に取り組まれている地

域があることは承知しているところであります。出前商店街事業のほかにも、移動販売

者による巡回販売や宅配サービスなども実施され、ご質問にあります上尾幌地区でも巡

回販売や宅配サービスの利用が多く、現時点では、衣料品を除き、地域に商店がないこ

とでの大きな不便はないとのことでありましたが、町全体としては、高齢化対策として

はもちろんでありますが、町内購買力の向上による地域商店街の活性化の課題も含め、

重要な課題であります。

現在、厚岸町では、商工会の協力を得て、ＩＣＴを活用した買い物弱者救済に関する

調査研究を実施中であります。これは、光ファイバー回線が町内全域に敷設され、全戸

に設置される告知情報端末を活用した事業の可能性についての研究でありますが、この

検討の中で、日々の買い物に困窮する方を支援する制度と、その事業化の検討を進めて

まいりたいと考えております。

次に 「いきいき援助隊など、若者の雇用と結びつけた取り組みを行っている町もある、

が、厚岸町でも考えられないか」についてでありますが、質問者からいただいた情報を

もとに、国の交付金を活用した同様の事業の取り組みを調べさせていただいた中では、

該当する事業例を見つけることができませんでした。ご質問の趣旨では、若者の雇用の

場を高齢者見守り等の町の事業として取り組む考えはないかとのことですが、 初の高

齢者に対する地域の支援の答弁でも申し上げましたとおり、これからの地域福祉のあり

方は限られた財源の中での公的サービスの展開と公的サービスだけではカバーできない

、 、ところを 地域を中心にした地域コミュニケーションを充実していく環境づくりを進め

見守り活動や日ごろからの助け合い、支え合いが展開される地域づくりを目指していか

なければならないと考えておりますので、ご理解を願いたいと存じます。

以上でございます。

●議長（南谷議員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 私からは、１点目の子育て支援についてのうち 「就学援助の増額と、

対象者の拡大を考えられないか」についてのご質問にお答えいたします。

平成22年度の就学援助の実施状況を説明させていただきますが、援助の内容としては、学

、 、 、 、 、 、用品費 通学用品費 新入学児童生徒学用品費 体育実技用具費 校外活動費 修学旅行費

給食費、さらに医療費の援助を行っております。

平成22年度の援助費の総額としては、学用品等で272万3,000円、給食費で430万1,000円、

合計で702万4,000円となる見込みであります。

なお、平成22年度の国からの補助は、要保護の修学旅行費の２分の１、15万7,000円の見込

みとなっております。これは、平成17年度に実施した国の大幅な税源移譲に伴い、就学援助

に関係する費用を普通交付税の基準財政需要額に算入する改正を行ったことにより、補助金

が減額となったものであります。

さらに、平成22年度の就学支援対象児童生徒数は、要保護26名、準要保護97名、合計で123

名が援助の対象となっております。

既にご承知のことと存じますが、要保護とは、生活保護法に基づく保護の認定を受けてい
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る家庭でありますが 準要保護については 厚岸町は 生活保護基準に対し 世帯の所得が1.2、 、 、 、

倍以下を対象として援助を行っております。

なお、これについては、管内の多くの町村も同様の基準で準要保護の認定を行っておりま

す。

就学援助の現状をご説明いたしましたが、お尋ねの援助費の増額、さらには対象者の拡大

は、いずれも財政負担が伴う課題があります。現在の厚岸町の財政状況を勘案した場合、前

段説明させていただきましたが、これ以上の財政負担は非常に困難な状況にあると認識して

おりますので、ご理解をお願いいたします。

●議長（南谷議員） 15番、石澤議員。

、 。 、●石澤議員 厚岸町が財政が大変だというのは それはすごくわかっています ですけれども

若い人たちとか子育てしている人たちの財政も非常に大変なんですよね。これで平成21年度

分の課税所得というのを資料で出してもらったんですけれど、300万円未満の世帯から500万

円未満、400万円くらいの世帯の人たちがすごく多いですよね。特に300万円未満の世帯とい

うのはものすごく多いです。そして、厚岸町の町の基準を大体聞いていますと、臨時職員の

給料を何かベースにして給与を考えていくという話も聞きました。それをベースにして考え

るから、それよりは安くなるんだよという人も何件か聞いたんですよね。そうすると、月17

万円ぐらいですか、臨時職の給料というのは。そうしていくと、２人合わせても大体300万円

ぐらいになるかならないかと思うんですけれど、その世帯で子供たちを育てていくというの

はとても大変なことだと思うんですよ。

これも単純に私は子供医療費無料化というふうにしたんです。援助とかじゃなくて、全部

無料化にしてほしい。それは年間3,100万円が必要となると計算されたんですけれども、その

ことによって子供たちが守られていくということが出てくると思うんですよ。働いている人

たちも、本当に自分が子育てしていくのに大変で、朝から晩まで働かなきゃならない、パー

ト、パートで重ねているという、今、正規で働く場所が余りないですからね、その中でやっ

ていく中で命綱になっているような気がするんですよ。

ちょっとお金が大変だというのはありますけれども、未来の子供たちに投資だということ

で一歩進むことできないでしょうか。中学３年まで無理でしたら、小学校６年まででもいい

ですけれど 完全無料化というのは それを希望として出してきたんですけれど どうでしょ、 、 、

う。

●議長（南谷議員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） お答えさせていただきます。

ご要望、ご質問は、子供医療費完全無料化であるけれども、段階的な拡大も含めてできな

いかということでございます。

町長の答弁にございましたように、過去10年間で４度ほど上げてきております。この間、

厚岸町においては、厚岸町独自で実は上げてきた部分もございます。

それで、まず私ども、答弁の 後にも申し上げてございますけれども、子育て支援全体の
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中で検討しているということでお答えさせていただきました。ご質問者おっしゃることも、

重々、答弁書の中でもお答えさせていただいておりますけれども、わかります。ただ、いろ

んな面で、いろんな要因があります。私ども町民課においても、交通弱者の問題ですとか、

そういったもので一般財源がきゅうきゅうに必要だというような部分もございまして、その

時々の限られた一般財源の使い道として総合的に考えざるを得ないという状況にあります。

その中で、実は、ご質問いただくたびに試算をし、段階的に上げたらどうかというような

ことも検討はさせていただいております。今後とも、やはり総合的な子育て支援、いろんな

子育て支援のご質問も出てございますけれども、それらも含めた中で検討させていただくこ

とになろうかと考えてございます。

●議長（南谷議員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 私からは、ご質問者から要求ありました資料に関して、若干ご説

明させていただくという意味で答弁させていただきます。

ご質問者からは、課税所得段階別ということでしたので、任意に段階を設定させていただ

いて作成させていただきました。

ちなみに、わかりやすくご説明いたしますと、課税所得100万円、この一つだけでちょっと

説明させていただきますが、普通の給与所得の方、例えば子供お二人いらっしゃる、いろん

な控除の関係がありますけれど、年収がおよそ四百二、三十万円、そういう方がおよそ課税

所得100万円前後というイメージで持っていただいてよろしいのかなと思います。あとは、か

なり数十万円単位で前後いたします控除の関係はそれぞれさまざまでございますので、ある

意味、標準的な家庭でという意味でご説明させていただきました。

●議長（南谷議員） 15番、石澤議員。

●石澤議員 わかりました。

それで、ほかの町村でやっていますよね。浜中町とか鶴居村でやっているんですよね。鶴

居村は高校生まで無料になりました。浜中町と鶴居村の人たちにどうなっているのという話

を聞いたんですけれども、あそこは全部無料なんですけれど、一応これ、年間3,100万円が必

要というふうになっていますけれども、それほどかかっていないんだよという話が出たりし

ているんです。全部が全部病気になるわけじゃないし、ただ、そういう保障があることで、

安心していられるというのがそこに住んでいる人たちの言葉でした。

厚岸もある程度きちっと援助もしてくれているし、そう思うんですけれども、むかわ町な

どのようにプレミアム商品券などに変えて無料化で、町で物を買うようなやり方もしていま

すけれど、それはちょっと持ち出しが出てくるので大変だと思うんですが、出したことで全

額町の負担ということじゃなくて、そのことで、そこで使う若い人たち、子育て世代が町で

お金を使うことになるという発想にはならないですか。

●議長（南谷議員） 町民課長。
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●町民課長（米内山課長） 医療費と町内の消費ということとのつながりというのは、医療費

ですから、病院にかかる、そのときの費用ということでありますけれども、必ずしも因果関

係がどうなるかということは、ちょっとわかりませんけれども、病気にかかってお金を支払

うのは 補助があろうがなかろうが 実は払わなきゃなりませんから この制度の拡大によっ、 、 、

て消費拡大とかということにはちょっと考えにくいのかなというふうには思います。

●議長（南谷議員） 15番、石澤議員。

●石澤議員 お母さんというのは、病院に行くために、制度がないときは、２枚ぐらいこう、

何かあったら困るからポケットに入れておくんです、必ず。貯蓄をしておくんです。自分の

貯蓄なんですけどね。それが、医療費がかからなくていいとなったときに、子供たちに必要

なものを買ってあげるということが可能になってくるんです。ほかの町に行くということも

。 、 。あるかもしれない それが消費の拡大になるということがあるので それで質問したんです

だから、それも含めて、単純に負担になるというふうに考えると何も前に進みませんけれど

も、そうでないんだということも少し考えて検討していただきたいと思います。

それでは、次に移ります。

ひとり暮らしの若者や子育て世代の家賃などの支援を考えられないかなんですけれども、

ここに所得の著しく低い方は家賃の減免なども受けることができるとなっていますけれど、

厚岸町で民間の平均の家賃の金額というのは大体５万円前後ですよね、ひとり暮らしで。ワ

ンルームで大体安くて３万9,000円と言っていましたかしら、４万5,000円か５万円というふ

うに聞いたんですけれども、そうするとここに来て、いろんな仕事につきたいとか、そうす

ると大体15万円 16万円ぐらいの生活費の中で５万円のものを払って そのほかに国保を払っ、 、

て、それから年金を払ってとなってくると、本当に使えるお金って物すごい少なくなってき

ますよね。さっきの子育て２人とか４人とか言っていましたけれど、そのときもそういう金

額になっているけれど、家賃の部分でもう少し、例えば１万円とかという援助があったりす

ると、大分変わってくるんでないのかなと思うんですよ。

だから、子供たちを守っていくことと、そのお母さんたちや若い世代を守っていくことが

今とても大事な時期に来ていると思うんですけれど、そういう意味で、もっとちょっと踏み

込んで考えられないかと思うんですけれど、それはどうでしょうか。

●議長（南谷議員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 先ほども町長から答弁をさせていただいておりますけれども、

特に所得の低い方、そして住宅に困窮されている方、さらには同居のある方、これらに

対応するために、町では町営住宅というものを建たせていただいて、そういう方たちへ

の住宅の提供というものをさせていただいております。さらには、公営住宅法の中で規

定されている同居のある方ということも、これは近年、過疎地域においては、単身者で

もさきの条件を満たせば入居が可能であるというふうに改正されてきております。

そういった意味で、個々人に現金でどうするこうするというやり方もありましょうけ

れども、町ではそういう施策をとってきているということでご理解をいただきたいと思
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います。

●議長（南谷議員） ここで、会議時間の延長を行います。

本日の会議時間は、15番、石澤議員の一般質問が終了するまで、あらかじめ延長いたし

ます。

15番、石澤議員。

●石澤議員 町営住宅、公営住宅があると言うんですけれども、実際入れない人がいるんです

。 、 。 、よ ぎりぎりのところではねられちゃうんですよね ひとり暮らしだったりすると だから

その辺のことをもう少しきちっと調べてほしいなと思います。本当にぎりぎりのところで、

入れればすごく楽なのにという世帯がありますので、ちょっとその辺考えてください。

それから、あと就学援助のことなんですけれども、前のときもお金がないからありません

と言われた、全然ないんですよと言われたのが、いまだにトラウマみたくして残っているん

ですけれど。

先ほども言いましたが、若い人たちの生活というのは本当に大変ですよね。それは皆さん

わかっていると思います、言わなくてもね。税金の問題もあるでしょうし、すごくわかって

いると思いますけれど。生活が大変だということで、生活の貧富の差によって子供たちが学

ぶということ、それから学校生活に支障が出てくるということはあってはならないと思うん

です。

それで、今これ、平成22年度からなんですけれども、クラブ活動費、生徒会費、ＰＴＡ会

費の３項目が追加になるというのが国の試算で出ているようですけれども、厚岸の場合は、

これはどういうふうに対応するんですか。したんでしょうか。何か検討するというような、

対応したように聞いているんですけれど、どうなんでしょう。

●議長（南谷議員） 副町長。

（ ） 、 、 。●副町長 大沼副町長 私のほうから 先に 公営住宅のほうでのお話がございました

ぎりぎりのところで入居できない方がいらっしゃるということでありますけれども、逆

を返せば、もっと困窮されている方が優先されているというふうに言えるんだろうと思

います。供給できる住宅が潤沢にあればそういう方も入居が可能になってくるかと思い

ますけれども、町では、そういう困窮の度合い等々を勘案して審査委員会にお諮りをし

て、その優先順位を決めていただいているということでございますので、ご理解をいた

だきたいと思います。

管理課長。●議長（南谷議員）

●管理課長（須佐課長） 就学援助の関係でのご質問でございましたが、クラブ活動費とかＰ

ＴＡ費、生徒会費の関係につきましては、既に平成21年７月から、要保護者者、いわゆる生

活保護基準の中で、これは月々支給をされてくるようになっていることは承知をしておりま

す。その後、国のほうでは子ども手当等々がありまして、全体の子供の支援としてそういっ
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た形での支給もされておりますので、厚岸町として、さらにこういった形での学習支援とい

う費用の上積みは考えておりません。

現在、支給しているのは、先ほどの教育長の答弁でもございましたが、学用品費、小学校

では１人5,000円、中学校では１万1,000円とか、そういった基準でそれぞれ通学用品、新入

学生徒の学用品等々でそれぞれの金額を定めまして、就学援助として支給をしている実態で

ございますので、ご理解をいただきたいと思います。

●議長（南谷議員） 15番、石澤議員。

●石澤議員 文科省の通達で、就学援助の増加や３項目を含んだ交付金として190億円を増額し

たと言っていますけれども、これはどういうふうになっているんでしょうか。

管理課長。●議長（南谷議員）

●管理課長（須佐課長） 今、お手元で言われた資料、私どものほうにはないんですが、190億

円という数字について、私どもが把握している中では、個別に、いわゆる学習支援費として

クラブ活動やＰＴＡや生徒会費として190億円を新たに交付をするということについての内容

について、まだうちのほうでは把握をしておりません。

これまで同様、今回の答弁でもさせていただきましたが、文科省の補助金で受け取ってい

るのは、修学旅行費用の２分の１の補助金という形が補助としてはいただいていると。それ

以外は交付税の中での措置で、基準財政需要額に算入するという平成17年度の制度改正をそ

ういう形で受け取っているという形でございます。

●議長（南谷議員） 15番、石澤議員。

●石澤議員 これは、平成22年度に出されたものです。だから、平成22年度でどういうふうに

なっているか。平成22年度にもう入ってきていると思うんですけれども、これ、道のほうで

の周知もちゃんとしていなかったみたいですね。それで、今、道のほうでもそういうのをき

ちっと、道教委も放置していることができないで市場に乗り出すというふうに言っています

けれども、その辺きちっと確かめて、もし、これがきちっとあるんでしたら、ちゃんと対応

してほしいと思うんですけれど、それはどうですか。

●議長（南谷議員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 今おっしゃっている部分ですけれども、あくまでも、いわゆる交付

税の中に算入する計算式としての、その分の算入であろうというふうに私たちは考えている

んです。先ほど言ったように、税源移譲によって、そこの部分というのは、この金額を準要

保護の部分について言うと、それぞれの町村の基準によって算出して出しているという中で

ございますから、そこの部分が国のほうから算入されているので、この部分を必ず交付しな

さいという性格のものではないというふうに我々は理解しているんです。
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●議長（南谷議員） 15番、石澤議員。

●石澤議員 これね、多分、こういうのが出てきたというのは、すごく生活が困窮している世

帯がふえていると思うんです。厚岸の場合は、こういう就学援助の申請の数はどうですか、

ふえていますか、ふえていないですか。

管理課長。●議長（南谷議員）

●管理課長（須佐課長） 手元にある資料でいきますと、申請決定の関係で、この間の中で申

請が著しくふえているということではございません。平成19年度以降、要保護、準要保護の

数字を申し上げますと、平成18年度が169人、平成19年度が若干ふえまして175人、平成20年

度以降、下がっておりまして、平成20年度は160人、平成21年度は135人、平成22年度は、今

、 、 。回答弁の中にもありましたが 123人ということで 準要保護の援助者の数は減っております

かといって、申請で却下されている、申請したけども受けられなかったということがかなり

ふえているかということではございませんので、大体このような数字で申請と決定がイコー

ルということになっております。

●議長（南谷議員） 15番、石澤議員。

●石澤議員 子供の数の増減と関係あるわけじゃないでしょうね、これね。子供が少なくなっ

ている分だけというのもないのかなと思いながら今聞いていたんですけれど。

これは全道どこでもそうなんですが、厚岸だけじゃないんです。平成22年度、対象に加え

たのが17から18市町村なんですよ、この項目を加えたのがね。ですけれども、やっぱり一応

、 、 、こういうふうに出てきていますし 国の財源措置になって その数式でと言いますけれども

やっぱり子供たちのことを考えたら、だんだん少なくなってきている子供たちの生活の部分

が守られるんでしたら、やっぱりもう少しこれを考えて、この部分をふやしていただきたい

なと思うんですけれども、そういうことはどうでしょうか。

●議長（南谷議員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） この部分についても、我々も検討はさせていただいております。そ

の中で、追加部分の新規部分を算出すると現在の人員の中でどの程度になるかということで

計算させていただいているんですけれども、小学校で54名が対象、中学校で42名対象という

中で、約80万円ぐらいの財源が必要というふうな計算になりまして、現在の算出の中では非

常に厳しい状況だなというのが我々の考えなんですけれども、今後に向けても検討は重ねて

まいりたいというふうに思います。

●議長（南谷議員） 15番、石澤議員。
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●石澤議員 子どもセンターのアンケートがあるんですけれども、子供の様子の中に、本、ス

ポーツ、遊び用具、レジャー等で希望が満たされていない子供はいますかというのを先生方

に聞いたところがあるんです。その中で、やっぱり教員の目から見てもちょっと満たされて

いないなというのが見える子供たちもいるようです。ですから、今おっしゃったように80万

円、大きなお金ですけれども、できれば対応を前向きに検討してほしいと思います。

それから、次に移ります。

高齢者の問題なんですけれども、高齢者支援ということなんです。高齢者の人たちは皆さ

ん元気で、頑張っている方がいっぱいいるので、すごく失礼かなと思いながらちょっと考え

たんですけれども、65歳に高齢者なんて言ったら殴られるんでないかと思うぐらい皆さんは

元気です。

ただ、だんだんだんだん年齢がいく、それから車に乗れなくなるという中で、その地域地

域で支えていくというのが大事だと思うんですけども、冬になってきたら除雪の問題、町道

なんかはきちっと除雪してくれるし、70歳以上という高齢世帯の家の周りの除雪もきちっと

してもらっていますし、それに対してはみんな喜んでいるんですけれども、やっぱりもう少

しやってほしいという部分があったり、それから、本当に冬になるととても不安だという世

帯があったり、それから、だんだん自分たちの生活していく場所がどうなっていくのかなと

いうような思いを抱えている人たちに何人もお会いしたんです。それで、夏は何とかなるよ

と。野菜をつくっていればいいし、それからみんながそばにいるからいいんだけれど、冬に

なって孤立したような感じになってくると、余りにも寒くて。そういうのを含めて、地域コ

ミュニケーションとなっていますけれども、それと一緒に見守る若者がいたらなというよう

な言葉もありましたし、実際、ごめんなさいね、私が見守り隊というところの町の名前を忘

れたばかりにちょっと答えられなかったと思うんですけれども、若者が高齢者とかかわるこ

とで、自分たちも変わっていくし、全く仕事をしていなかった人が、競争社会ではなくて、

ゆっくり生活できる、こういう田舎、厚岸とか、そういう場所で自分をつくり上げていくと

いうことに役立っているという取り組みだったものですから、そういうのも含めて、町とし

ても両方を兼ねて 冬の足とか除雪の対策とか 大きい部分を動かすのは大きな車とかで入っ、 、

てきますけれど、本当に小さな部分を、そこに住んでいる人と一緒にできるようなものを、

若者を育てながら、それから高齢者の人から知恵を借りながらやっていけるような集落のつ

くり方ができないのかなと思ってこの質問をしたんですけれども、これはあっさり考えられ

ないということだったんですけれども、そういう生き直しみたいなものをもう一度考えても

らえないかと思うんですけれど、どうでしょうか。

●議長（南谷議員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 高齢者支援のご質問で、お聞きいただいたのが一番後ろのほう

になっちゃったんですが、質問者おっしゃるとおり、現時点では65歳以上の方を対象に見た

ときには、元気な方はたくさんいらっしゃいますし、私どもも、そういう意味では、町が実

施しております介護予防教室の参加者の中にも、地域で見守りでありますとか、地域の介護

予防にかかわっていただける対象の方もたくさんいらっしゃるという認識の中でおります。

冬の除雪の問題も言われておりました。私ども、特にお一人住まいの方、それから高齢者
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のみの方、障害をお持ちの方の冬の除雪につきましては、委託事業の中で、現時点では無償

、で災害対応も含めて安全な生活を守るという意味での除雪サービスも展開をしておりますし

特に山間部になりますと、幹線道路から自宅まで遠いという意味で70歳以上の高齢者の方に

つきましては、建設課の協力もいただいて、近くまで除雪に入ったときには高齢者の玄関先

まで、とりあえずは通れるようにする等のサービスもあわせてやっております。

その中で、さらに冬の孤立感でありますとか、寒さの問題でありますとかという気持ちの

中で、若い人と交流ができたらいいなというご意見については、これは、町の中でもやっぱ

り同じようなことが言えるんだと思うんです。隣住まいがあっても、隣と交流がなければ、

まさしく孤立、ひきこもりになるわけでありまして、そういう意味では、地域全体としての

地域コミュニケーションの向上ということが、行政の役割なり、地域の役割としては、その

ことが早道なのかなという認識でおります。

そういう意味で、若者の雇用の場の話につきましては、町長の１回目の答弁の中でも、厚

岸町のシフトはこうであってというお話を前提にさせていただいた中でお答えをさせていた

だいた部分でありまして、きょうの北海道新聞の紙面の中にも、山間部の雪深いお一人住ま

いの高齢者のところに若者が２人訪問をしてという、いわゆる地域づくり支援みたいな報道

がございましたが、厚岸町としては、そういった事業の活用というものは、まだ現時点の中

では、地域コミュニティーの力の中でやっていけるものだという判断でおりますので、ご理

解をいただきたいというふうに思っております。

●議長（南谷議員） 15番、石澤議員。

●石澤議員 それはわかりました。だけれども、だけれどもと言ったら何かあれですけれど、

ただ、触れ合いとかだけでなくて、マイカーのない高齢者などとありますから、何かあった

ときに、そこで支援員がいて、車で病院に運ぶということも可能になってくると思いますの

で、その支援員というのも考えてください。

それから、移動販売、これは標茶町が 初に始めたと思うんですけれど、出前商店街の事

業なんですけれどね、やっぱり物を見て、さわって買うというのは、男の人はわからないけ

れど、女性にとっては 高に幸せなんですよね、買い物をするというのは。結構、活性化に

なって、すごく楽しいんです。男性も同じだとは思うからと思うんですが、それで、そこに

集まってきて、そしていろんな話をしながら物を買って帰るというのは、ある意味、ひきこ

もりも防ぐこともできるだろうし ここでは光ファイバーといって 見て注文というのもあっ、 、

たんですけれども、やっぱりある程度年齢がいく人にとっては、それよりも物を見て買いた

いと。変な話ですけど、病院バスありますよね、走らせていますよね、その中で、病院の前

に開いてくれやという話もあるくらいですからね。

だから、そういうのを含めて、地域の方と話し合いながら、そういうことも考えて、これ

は今回上尾幌などと言いましたけれど、上尾幌だけじゃないと思うんですよ。だから、ほか

、 、 、の町の中でもそういう問題がないか それから商店街と商工会なんかと話し合って そして

どういうふうにして高齢者とか、地域で商売をうまくやっていくかも含めて、ちょっともう

少し検討してほしいなと思うんですけれど、その辺はどうでしょうか。
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●議長（南谷議員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） マイカーのない高齢者の生活の中で、病院通院のお話もござい

ました。運動機能が低下されている方なんかにつきましては、なかなか公共の交通機関を使

いづらいというようなこともありまして、そういう意味では、居宅訪問サービスの中でヘル

パーさんが通院援助をする等の制度もございます。必ずしもだれかに頼まなきゃ通院ができ

ないということではございませんので、私どもはそうした介護タクシーの利用も含めて、厚

岸町内にある福祉資源というものをうまく使いながら、地域の中での生活を送っていただく

ということを目指していきたいなというふうに思っているわけであります。

その中で、出前商店街のお話がございました。現在、標茶町の塘路地区で実施されている

というお話でありまして、新聞報道なんかを見ましても、質問者おっしゃるとおり、塘

路地区も実は巡回販売車が入っているそうであります。これは、品ぞろえの分も含めて

なかなか難しい、難しいといいますか、十分ではないなという中での標茶町の商工会の

事業として、今現在、11事業者ですかね。実際にチラシを見ますと、10のお店しか載っ

ていなかったんですが、参加をして、地域の施設を利用した出前商店を開いているとい

う話でございました。物を見て買えるという意味では、非常に今までと違うよという喜

びの声も聞いております。

塘路でありますとか、上尾幌でありますとか、厚岸町内では末広もそうなんでありま

すが、かつてはお店があって、その集落に小売店がなくなるというような状況の中で長

い時間経過しているという意味では、地域の方はないことになれちゃって、例えば末広

あたりでも、週１回来る巡回販売を利用して物を買うという意味では、今のところ、当

面困った部分もないし、どうしてもというときには、患者輸送バスなんかを利用して町

に出てきて、そこで買い物をして帰っていくというようなサイクルもお聞きしておりま

す。

そういう意味で、必ずしも現時点で困っていますよという実態にはないんであります

が、質問者言われるとおり、近い将来は必ず高齢化が進んでいって、買い物に困るとい

う実態になってまいります。そんなことを課題にしながら、厚岸町としましても、この

高齢化社会を迎えた中での買い物弱者の対策というものを、町長の施政方針の中でも書

かせていただいているところであります。

商工会等の協力の中で今やっております研究事業自体は、ＩＰ告知システムの整備に

伴ういろんな展開ができないかということの研究でございます。そこには、厚岸町が主

体的にかかわるという話ではなくて、事業者の団体であります商工会が中心になって、

町の消費生活をどうしていくのか。特に、巡回販売なんかの例、それから宅配サービス

の例、宅配サービスは率直に言いまして、さっぽろ生協のトドックであります。町内の

中では、集落も含めて結構利用者がふえております。そういう意味では、町内事業者で

はなくて、町外から入ってきたサービスというものが展開をされている。それでいいの

かどうかということも含めて、例えば、ＮＰＯ法人を立ち上げた中で、厚岸の町の商店

が手を結んでそういった事業を展開していく。個別に回らなくても、ＩＰ告知システム

を使えば予約ができる等のシステム構築も含めて今研究をしているところでありますの

で、質問者言われるとおり受けとめながら、研究を進めていくということになると思っ
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ております。

●議長（南谷議員） 15番、石澤議員。

●石澤議員 今の現状を見て、そう思うんですけれどね。巡回販売は多分見て買えるんだと思

うんですけれど、宅配サービスの場合は、小さな字を見てチェックしなきゃならないんです

よね。そして、今度お金を振り込みに行かなきゃならないんですよね。だから、そういうの

も考えて、さっき言っていたように、町内でできることでしたら町内できちっと。将来、多

分、子供たち、若い人がいればいいんですけれど、だんだん後継者がいなくなって、正直な

話、70歳、80歳になってくる世帯がふえてくる場合もあるだろうし、こうやって考えてみた

ら、宮園とかああいうところへ行ったら、セブンイレブンとか、セイコーマートもあります

けど、普通のお店ってないですよね。そうすると、あそこに住んでいる人たちとか、例えば

湖南の人たちとか、お店がだんだん少なくなってきている人たちも含めて、釧路市もそうで

すけれど、釧路市の中に同じようなこういう出前商店街のような取り組みも始まっているよ

うですから、それも含めて、早い段階で考えていってほしいと思います。

以上です。

●議長（南谷議員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） ご質問者の意向は十分承知をしているつもりでございます。主

体的な役割を担っていただきます町の事業者の皆さんとの研究も含めて進めてまいりたいと

いうふうに思いますので、ご理解いただきたいと思います。

●議長（南谷議員） よろしいですか。

（ いいです」の声あり）「

●議長（南谷議員） 以上で、15番、石澤議員の一般質問を終わります。

●議長（南谷議員） 本日の会議はこの程度にとどめ、明日に延会いたします。

ご苦労さまでした。

午後５時21分延会

以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。

平成２３年３月３日

厚岸町議会

議 長
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