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厚岸町議会 平成２３年度各会計予算審査特別委員会会議録

平成23年３月10日

午前10時00分開会

●委員長（音喜多委員） ただいまから、平成23年度各会計予算審査特別委員会を開会い

たします。

昨日に引き続き、議案第３号 平成23年度厚岸町一般会計予算を議題とし、審査を進

めてまいります。

145ページ、４款衛生費、１項保健衛生費、２目健康づくり費から進めてまいります。

13番の再質問から進めます。

13番。

●室﨑委員 昨日、ちょっと触れかかって終わったんですが、資料としてＡＥＤの整備体

制状況という資料を出していただいておりますが、簡単で結構ですから、まず、資料の

説明をお願いいたします。

●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） ご説明を申し上げます。

その前に、資料要求をいただきました時点では、寄贈の台数を含めて23台というふう

にお答えを申し上げておりましたが、資料でごらんいただきましたように、全体では27

台の整備でございます。そのとき漏れておりましたのは、平成18年整備の２台分、町立

病院、上尾幌消防団、それから平成19年の社会福祉センターがカウントとして申し上げ

た台数から漏れておりまして、そのほかに学校や保育所の廃止等に伴います移動の関係

で１台カウント漏れがございました。大変申しわけございません。

用意させていただきましたＡＥＤの整備状況につきましては、整備されております施

設名、それから、その施設の中でどこに設置がされているのか、それから設置の年度で

ございます。それから、配置されましたＡＥＤの利用に当たっての普通救命講習の受講

者数を施設ごとに載せております。それから、普通救命講習の直近の実施日につきまし

て掲載をさせていただいております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 それで、補正のときにもちょっと申し上げたつもりなのですが、ＡＥＤとい

うこの機械は、心停止を起こしているような全く急を要する事例のときに、その救命を

、 。 、 、図るという 非常に画期的な器械なんですよね 去年でしたか 東京マラソンのときに

有名なタレントさんが倒れて、そのときにこのＡＥＤが備えてあったために一命を取り

とめたという事件がありまして、世間でも、この器械の力というのを改めて認識したと
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いうふうに聞いております。

それで、私が今回お聞きしたいのは、27カ所に設置されているということで、厚岸町

は、その設置状況に関しては非常に胸を張れる状況になっていると思っております。問

題は、いざというときに、その場でこの器械が有効に働く体制になっているかどうかと

いうことです。

それで、それぞれの設置場所において、実際に何かそういう問題が起きたときに、こ

。のＡＥＤをすぐ使える状況になっているということについての確認をしたいと思います

まず、学校で９カ所ですね。この学校においては、それぞれ少なくとも児童生徒がこの

学校にいる時間、登校時間から総退校の時間までの間には、こういうものが必要になっ

たとき、あるいは学校行事やいろいろなものが行われていて学校に人がいる間には、も

しそういうことがあったときは必ずだれかがＡＥＤを使えるという状況になっているわ

けですね。

●委員長（音喜多委員） 教育委員会管理課長。

●管理課長（須佐課長） 今、学校の状況についてお尋ねでございましたが、この表にあ

りますとおり、厚岸小学校においては、この間、講習が実施できませんでした。実は、

本年２月に計画を持っていたんでありますが、校内行事等々がございまして、この２月

の実施予定をやむを得ず中止をしまして、今考えているのは、新年度の４月に実施をす

。 、 、るということで学校から話を聞いております しかし 受講者２名おりますうち１名は

養護教諭がこの対応ができる状態にありまして、講習そのものはまだ行っておりません

けれども、実際には対応できる状況にあります。

他の学校におきましても、それぞれ受講済みの者もおりますが、当然、何かあった段

階では対応できるということで今回それぞれの学校から確認をさせていただいておりま

す。ご理解をいただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 私、受講している人がいるかどうかを聞いているんじゃないんです。受講票

か何かがありまして、それをＡＥＤに見せるとＡＥＤが自動的に救命をするわけじゃな

いんですよね。極端な言い方をすると受講していなくてもいいんですよ。使えればいい

んです。いざというときに必ずだれかが、例えば、養護の先生が受講して私使えますよ

と言っているけれども、その人が休んでいるときでも、必ずだれかはこのＡＥＤを使っ

て、いざというときの救命ができるという体制があるんですねということを聞いている

んです。その点についての確認してありますか。

●委員長（音喜多委員） 教育委員会管理課長。

●管理課長（須佐課長） 今、先にお答えさせていただきました、使用できるということ

につきましては、受講もさることながら、実際に急なそういった状態になったときには
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対応できるというふうに聞いております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 その点については、きちんとやはり確認をしてください。果たして、一遍受

講した程度でもって問題なく使えるかどうかということについても、なかなかいざとい

うときには、相当に馴れていないとといいますか、腹を据えてかからないと、ちょっと

おっかなくて手が出せないという方もいらっしゃるんですよ、現実にはね。ですから、

そのあたりはきちんと確認してください。これ、お願いしておきます。

次に、保育所関係はどうですか。

●委員長（音喜多委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 保育所においては、パート職員以外のすべての職員が毎年受講

して、ＡＥＤ操作についても正しい操作ができるということを、やっぱり職業人として

やらなきゃいけないという思いから、そのような体制で行っています。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 児童館についても同様ですね。

●委員長（音喜多委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 失礼いたしました。民間保育所とへき地保育所、児童館も含ん

でおります。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 心和園いかがですか。

●委員長（音喜多委員） 特老ホーム施設長。

●特老ホーム施設長（桂川施設長） 設置場所につきましては、心和園側の介護室という

ことで設置させていただいておりますが、もちろんデイサービスのときも使えるように

は、そういう体制にはありますし、受講者についてもほとんどの方が受けているという

ことでございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 受講しているかしていないかでなくて、現実に使えると自信持って言える体
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制になっているわけですね。その点です。

●委員長（音喜多委員） 特老ホーム施設長。

●特老ホーム施設長（桂川施設長） 緊急時には使える状態にあるということで、ご理解

賜りたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 Ｂ＆Ｇの海洋センター、温水プール、このあたりいかがですか。

●委員長（音喜多委員） 体育振興課長。

●体育振興課長（髙根課長） まず、温水プールでございますけれども、温水プールにつ

きましては、毎年３月１日にオープンしておりますけれども、そのとき、消防から来て

いただきまして、職員２人がいるんですけれども、職員と監視員、また清掃員も含めて

受講しておりまして、対応できると思っております。また、今年も行っております。

あと海洋センターにつきましては、昨年、私ども職員のほか、あと、日曜日と夜５時

以降、高齢者事業団に管理を委託しておりますので、その方も含めて受講しておりまし

て、対応できると思っております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 情報館についてはどうなんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（稲垣課長） 情報館につきましては、職員５人、嘱託の職員が１人、そ

れから、非常勤の職員が２人、分館のほうで採用しています臨時職員、分館のほうは全

部で３人いるんですけれども、うち２人が講習を受けておりますし、２年ないしは３年

に１回講習を受けて、いざというときには使えるような状態になっております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 尾幌酪農ふれあい館、それから厚岸味覚ターミナル、このあたりいかがです

か。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 尾幌酪農ふれあい館でございますけれども、これにつきま
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しては、非常勤、それから臨時職員４名、それから理事会の方も含めまして講習を受け

ております。それと、ＡＥＤの操作ができるということで対応となっております。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） お答え申し上げます。

厚岸味覚ターミナルのほうにつきましては、パート職員以外の職員11名おりますが、

その者たちが受講をし、休み等でも対応できるような複数体制での対応をつくっている

という状況でございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 役場庁舎は当然だと思います。役場庁舎とか、町立病院とか上尾幌消防団、

このあたりは聞くまでもないと思いますが、念のため。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） 役場庁舎におきましての、この資料に記載されているとおり、

受講者数が70名おりまして、体制は整っているものと承知しております。

●委員長（音喜多委員） 町立病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 町立病院におきましても、今年に入って２回ほど講習を重

。 、 、ねております 24時間体制で病院が動いておりますが 夜警員も含めて何度も受講して

使用できる体制になっているところでございます。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） 私から、役場庁舎のほかに、26番の上尾幌消防団第３分団庁舎

についてでございます。受講者数１人ということで、例えば休暇等があった場合であっ

ても、団員がおります。そういうことで、その体制がとれると、そのように承知してお

ります。

●委員長（音喜多委員） 13番。

。 、 。●室﨑委員 済みません 水鳥観察館は私のほうで飛ばしてしまったので ごめんなさい

水鳥観察館と社会福祉センターの状況についても掌握していますか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。
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（ ） 、 、●環境政策課長 大崎課長 水鳥観察館につきましては 全員講習を受けておりまして

すぐに対応できる体制にあります。

●委員長（音喜多委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 社会福祉センターにおきましては、社会福祉協議会の職員が受

講して、操作ができる体制と聞いております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 どの施設においても間違いないという力強い答弁をいただきましたので、安

心いたしました。

ただ もちろん受講すればそれでいいというようなものではありませんけれども やっ、 、

ぱり講習会はしないよりしたほうがいいわけですね。

今、町立病院の話を聞いていますと、年に１回じゃないんですね。年に２回もやって

いるわけですね。これを見ていきますと、平成20年にやったきりというようなところも

、 、 、ありますし 平成23年にもやっていますよというところもあって ばらばらなんですが

やはり最低でも年に１回講習会を行って、非常に大事な器械で人の命に直結するもので

すから、万怠りないようにお願いしたいわけでありますが、いかがでしょうか。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長 湊谷課長 今ご指摘を受けた古いほうの受講が 私ども味覚ター（ ） 、

ミナルのほうは、平成20年３月に受けていることで、それ以後はちょっと受けていない

状況でございます。

、 、 、 、今回 この確認をするに当たっても 消防等と連絡をとって 近いうちに協力を得て

対応したいという会社の意向もありましたので、そのようにしたいというふうに思って

おります。

●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 全体にわたるお話ですので、私のほうからＡＥＤの、万が

一のときの使用できる体制についてお話をさせていただきますが、私どもも、今年に入

りまして、町立病院の普通救命講習に一緒に参加をさせていただきました。普通救命講

習、ＡＥＤの訓練も含めて組み込みますと、１クール約３時間という講習時間になって

まいります。町立病院あたりは、平成23年の１月18日、１月25日、立て続けに実施して

おりますのは 対象者が多いとこの３時間の中でなかなか全員が体験をして 自信を持っ、 、

て帰れるという体制にはならないということもありまして、毎年実施する中で２回に分

けて実施しているという状態でありますし、特に温水プールなんかは、利用者のことも

含めて、毎年復習をする中で講習を受けながら対応していこうということでの実施でご
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ざいます。

普通救命講習そのものは、一般的に２年から３年に一度受ければということになって

いるんでありますが、消防自体は、２年に１回受けてくださいという形での、役場も含

めてそれぞれの事業所の対応というのがなされているというふうに聞いております。

そんなことで、質問者おっしゃるように、万が一のときには慌てて、なかなか覚えた

ことが出てこないというようなことも含めて、それは人間の生理としてあり得ることで

ありますので、せっかく習得した知識、技術を維持させるために講習をきちっと繰り返

し受けていくということでの体制で進めていくということが我々の使命だろうというふ

うに思っております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 ＡＥＤという器械は、消耗品が随分、部品としてはあるようですが、それら

については、きちんとした取りかえ、そういう管理は健康づくり係というか、そちらの

ほうの管轄なんですか。それで、きちんとやっているとは思うんですけれども、確認の

ため。

●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 平成18年から設置が進められてきておりまして、新しいも

のではまだ部品そのものの更新は必要ないというものもあるんでありますが、使います

パッドにつきましては、未使用で２年というふうな使用期限が示されております。それ

から、機械に入っておりますバッテリーにつきましては、未使用で４年という一応の基

準として示されておりますので、それぞれ管理するところで使用期限がいつになるのか

という表示をするということも含めて対応させていただいておりますし、町で購入した

部分につきましては、全体で22台ございます。それから、今回の補正予算でコアぽんと

にも１台入ってまいります。そういう意味で、新年度予算の要求時点では忘れないで予

算化するということでの連携というものに努めているところでございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

、 、「 」 。 、●室﨑委員 この施設名の中に ぱっと見たときに あみか がないんですよね これは

つながっている町立病院から持って走れば間に合うからということで入れていないとい

うことですね。

それで最後に、ちょっと提言というか。

津波やそういうことを想定した避難訓練というのは全町を挙げて行っていますよね。

それから、例えば、この役場庁舎が火災になるというようなときの訓練というのもたし

かあったかと思います。それと同じように、やはりＡＥＤというのは、それにも匹敵す

る、人名に直接かかわる緊急時に対応するものですので、それぞれの設置しているとこ

ろで、今私が聞いたような、十分に即座に慌てないで使える体制があるかということの
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全体統括もやはり必要なのではないかと、そういうふうに思うんです。それぞれの設置

場所に任せっきりではなくて、ことしは講習会をやりましたか、やっていないんだった

らちゃんとやってくださいねというようなことの全体を見渡せる部署というのがＡＥＤ

に関しても必要ではないかと思いますが、それについてご検討いただきたいと思います

が、いかがでしょう。

●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 予算を組んで購入をして整備をするというのは、実は、科

目上は常備消防費なんであります。町民の命と財産を守るという立場で、救急車が到着

するまでの所要時間だとかというものを勘案しながら、公共施設の中で不特定多数の方

が集まる施設に対してどう整備する計画を持とうかというところは、私ども保健介護課

、 、で対応させていただいておりますので ご質問者おっしゃる全体の統括という意味では

私どもが対応すべきだろうという思いでおりまして、これまでも部品の対応等も含めて

やっておりますので、消防署と連携をさせていただいて、どこに整備されているという

情報も含めながら進めていきたいなというふうに思います。

●委員長（音喜多委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） ただいまの答弁、ちょっと訂正をさせていただきたいと思いま

す。

予算科目につきましては常備消防費という話をさせていただきましたけれども、各所

管課で予算対応をしているということでございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 いずれにしても、その予算対応は、こっちにとっては大した問題ではないん

です。問題は、きちんとした統合がとれてほしいということです。

それで、もう一つ最後に、町民の皆さんに、ここの場所にはＡＥＤがあって、いざと

いうときにはこういうようなものになるんです、ＡＥＤというのはこういうものですと

いうことについても余り知らされていないんじゃないかという気がするんですよ。それ

で、現場では即対応できる体制があるということが、ＡＥＤを設置するということの意

味ですよね。それでこのようにＡＥＤが設置されていますということも、やはり町民に

対する広報もきちんと行うべきであると、そういうふうに思いますが、いかがでしょう

か。

●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） ご質問者おっしゃるとおり、ＡＥＤを操作する者は救命の

専門職でなくても、一般市民が利用できる、操作することができるということになって
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おります。これはおっしゃるとおり、講習を受けなくても操作できるんですよというこ

とにもなっているんですが、私ども講習を受ける段階では、この施設に限ってという講

。 、 、 、習ではございません 例えば スーパーとかに行って 急に倒れた方がいらっしゃった

そこにＡＥＤがある、何人かが駆けつけて救命の対応をする。その近くにいたときに、

あなたはＡＥＤの操作ができますかというようなことも含めて、お互いに連携しようや

ということでの講習内容であります そういう意味では 町の関係職員 あるいはスポー。 、 、

ツ関係の団体の皆さんだけがわかっていればいいということではなくて、ＡＥＤの機能

そのものは心臓にけいれんがあった場合に有効に効くんですよということでの対応にな

ると思いますので、これは地域ごとに自治会の中での取り組みとして救命講習があって

もいいじゃないかというようなことも含めて、研究し、進めてまいりたいというふうに

思います。

●委員長（音喜多委員） よろしいですか。

ほかございませんか。

10番。

●谷口委員 前年度、結核予防55万3,000円あったんですが、それがなくなっているような

気がするんですけれどね。そして、感染症対策で３万9,000円、結核検査委託料というの

があるんですけれども、これはどうしてこういうふうになったのか。何か最近、結核が

またはやり出したと言ったら変ですけれども、患者がふえてきているというようなこと

が言われているんですけれども、その辺の絡みと関係あるのかどうなのか、お尋ねをし

たいというふうに思います。

、 、 、それから 今のＡＥＤの問題でちょっと追加してお聞きしたいんですけれども これ

私、以前に随分質問したんですけれども、心肺停止状況になって、遠いところから救急

車が、現地に到達できないようなところから順々に配置をしてくるということで、大体

これで全町に設置されたのかなというふうに思いますけれども この問題が大きくクロー、

ズアップされたのは、学校の部活なんかがあって、野球なんかやって急に胸にボールが

当たったりしたときにそういう状況になるということで、ＡＥＤと、それから胸に当て

るプロテクターの開発だとか、そういうものが急がれたということがあったと思うんで

すね。そういうことで、厚岸町ではこういうふうに設置されているんですけれども、こ

こに消防が欠けているんではないのかなというふうに思うんですよね。厚岸消防署には

どういうふうに配置されているのか。消防署の本庁にあるのか、あるいは救急車にそれ

ぞれそういうものが設置されているのか、そういうことはどういうふうになっているの

か、お尋ねをしたいと。

それから、今、課長が説明されておりましたけれども、最近、たくさんの人が集まる

、 、 、ところに それなりにＡＥＤが設置されていると思うんですけれども これは町内では

民間なんですけれども、どのぐらい普及、設置されているのか、つかんでいるのか、ま

ず教えていただきたいというふうに思います。

●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。
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●保健介護課長（久保課長） 結核予防事業についてのご質問でございました。平成22年

度まで結核予防という単独の事業で計上させていただいておりましたが、結核予防法が

予防接種法に統合されましたために、事業名としましては、予防接種事業を中心としま

す感染症対策の中で、従来どおりＢＣＧ接種の実施をしていこうという事業の組み立て

に変わったものでございますので、ご理解をいただきたいと思います。

それから、消防のＡＥＤの部分につきましては、我々が設置しておりますものとは全

くレベルが違うといいますか、二百数十万円という器械が平成18年度だったと思います

が、導入をされております。ちょっと救急車の対応につきましては把握をしておりませ

んので、後ほど総務課長のほうから答弁をいただきたいなと思っております。

それから、民間の人の集まるところの把握という部分では、スーパー等置いていると

ころは確認しておりますが、全体の実態把握というのは、私どもとしては数字を持って

おりません。このほかに学校関係ですと、道立高校も配置をされているところについて

は確認ができておりますが、細かい部分での配置状況は把握をしておりません。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

、 、 、厚岸消防署には いわゆる持ち運びできるＡＥＤが１台 それから救急車については

ＡＥＤというよりも、完全な、要するに除細動器が当然２台に搭載されております。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 そうすると、結核予防費は、予防接種のほうに、0401300に含まれているとい

うことでいいんでしょうか。そうすると、前年度よりこれは減額になっていますよね。

結核がこちらに移っているのに委託料は減額になっているということは、どういうこと

なんでしょうか。また、これからどこかに行ったのはあるんでしょうか。

それから、ＡＥＤ、除細動器の問題ですけれども、実際つかまえていないというお話

ですけれども、例えば民間の医療機関がありますよね。それから、民間の介護施設があ

りますよね。そういうところでは設置されているかどうかというのは確認されていない

んでしょうか。その辺ではどうなんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 後段にありましたＡＥＤの民間設置状況の、これは平成21

年度にまとめた資料がございましたので、前回のお話は訂正させていただいて、報告さ

せていただきます。

厚岸漁業協同組合の、これは本所のほうですね、事務所にございます。それから、医

療法人の田中医院が１台、それから独立法人の北海道区水産研究所厚岸栽培技術開発セ

ンターが１台、それから丸弘水産が１台、それから厚岸調剤薬局、大地みらい信用金庫



- 129 -

厚岸店、それから株式会社宮原組ということで、この中にはご質問者おっしゃっていた

民間の介護事業所等につきましては、田中医院の１台しか入っておりませんで、全体と

してはそこまで把握し切れていないということでございます。

それから……。ちょっと休憩ください。済みません。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午前10時37分休憩

午前10時40分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 時間をとらせまして申しわけございません。

今年度の予算で申し上げました感染症対策の中の検査委託料につきまして、ご質問者

のほうから 去年から予算が下がっているじゃないかというお話でございました 平成23、 。

年度にのせさせていただきました結核検査委託料につきましては、検診時のレントゲン

検査で異常が確認された成人の方を対象に、異常が出てきた場合の検査委託料として計

上させていただいている分でございまして、これは昨年度同様の金額で見させていただ

きました。

変わっておりますのは、幼児、児童を対象にしましたＢＣＧの接種の部分でございま

。 、 、す こちらの予算につきましては 予防接種事業のほうに振りかえになっておりまして

予防接種事業の中では、ＢＣＧワクチンの接種だけではなくて、三種混合ワクチンです

とか、はしかのワクチンですとかといったものが中にあるんでありますが、その中の細

かい事業として、ＢＣＧワクチンの接種料というものを組み込んだ予算に変更になって

おりますので、ご理解をいただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 それで、この感染症対策のほうは、前年度と同じだよということはわかりま

した。それはね。それで、予防接種計上というのがありますよね。ここに予防接種委託

料923万4,000円、去年は940万9,000円と。これ、減額ですよね。

ですから、結核からこの予防接種のほうに移ったら、一般的にはふえるのが当たり前

ではないのかなと。ですから、対象か何かが、その事業内容が変わってきて、予防接種

の事業の中で何か変わったものがあって、今まで対象者として見ていたものを削らなけ

ればならないものがあってこういうふうになっているのか、その内容をもう少し詳しく

説明をしていただきたいというふうに思うんですよ。

それから、ＡＥＤの問題なんですけれども、介護施設は町がやっているだけではあり

ませんよね。それで、そのほかにもグループホームなんかが民間のがあるんですけれど
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も、ここはかなり距離が離れたところにあるということであれば、そこもやっぱり設置

していただくことが必要ではないのかなというふうに思うんですけれども いかがでしょ、

うか。

それから、小中学校のＡＥＤの利用の問題ですけれども、野球の練習中、あるいは試

合もそうですけれども、そういうときに事故が起こった場合にすぐ対応が必要だという

ことですよね。それで、もう大分前になりますけれども、そういう問題をやっぱり起こ

してはならないということで、除細動器をきちんと監督、コーチのそばに１台常に置い

て、子供たちの練習を見守っているというようなところもあるんですけれども、そこま

でをしろということになると、またさらに何台か購入しなければなりませんけれども、

ただ、そのぐらい機敏に対応しなければ、その器械の効力を十分に発揮することができ

ないものなんだということだと思うんですよね。

そういうことで、厚岸町で今設置されていますけれども、今説明された中に学校で10

数名から20名も受講済みの人がいるということなんですけれども、学校の先生方という

のは年ごとに動いていますよね。ここにいる先生方は全部今いる先生でカウントしてい

るのか、受講した人をカウントしているのかということなんですよ。

それともう一つ、スポーツ少年団だとか、体育振興課のほうにも関係すると思うんで

すけれども、そういう指導者は、このＡＥＤを操作することを熟知しているのかどうな

のか、講習を受けたことがあるのかどうなのか、そういうあたりではきちんと調査はさ

れているんでしょうか。ただ配置されていても、結果的に先ほどの話のように、できる

人はいるけれども、残念ながら、その日は学校がもうかぎを閉めて、すぐに学校に入れ

ないという場合には、子供たちが外で練習して何か事故があったときにそれを使うこと

ができないというようなことになる心配はないのか。そういう指導者がいる場合は、常

に学校に何かがあった場合には入れるような仕組みになっているのか。もし入れなくて

も何かを破れば、そこからそれを取り出すようなことができるのか。そのあたりはどう

なっているんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 結核予防事業そのものが予防接種事業のほうに一部振りか

わっているということでの、ご質問者から、そうであれば予算がふえるはずなのに減っ

ているというお話でございました。

予防接種事業では、先ほど申し上げましたように、乳幼児を対象にしました三種混合

ワクチン、それから麻疹・風疹の混合ワクチンと、それからポリオワクチンですとかと

いう事業。それから、高齢者を対象にしましたインフルエンザワクチン等の事業も組み

込まれております。

今回振りかえましたＢＣＧの予算につきましては、平成23年度、70件程度を見込んで

おりまして、約47万円の予算分が加わったということになるんでありますが、その分ス

トレートに上がるということではなくて、それぞれのワクチン接種事業の中で対象者が

減っております。例えば三種混合ワクチンでいきますと、１回、２回、３回という接種

回数が必要という事業の組み方になります。昨年度、それぞれ75名ずつ見ております対
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象者が、今年度は対象幼児が70人ということでの積算というようなことで、全体的には

対象者が動くものでありますから、その積み上げの中で去年と比較しますと、予防接種

の委託料の予算では、前年度より17万5,000円下がっているぞという結果になるわけであ

ります。特に意図があって減らしているということではございませんので、ご理解いた

だきたいと思います。

それから、ＡＥＤの部分でございます。現時点で私ども、介護事業所等の設置状況に

ついては確認をしておりません。おっしゃるとおり設置が広まればということでのご質

問だと思います。町の姿勢として、事業所に広まっていけばいいよねということも含め

て、ご相談をさせていただくということが必要かなというふうに思っておりますので、

そんなことでご理解をいただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 指導室長。

●指導室長（辻川室長） 学校の関係でございますけれども、まず、資料にある人数につ

きましては、現任の学校に在籍している先生方の人数ということでの受講数でございま

す。

、 、 、 、それから 放課後の部活 それから少年団の指導の関係なんですが 平日については

少年団が部活をやっている間は学校のほうはあいていますので、緊急の場合にはすぐ取

り出せるような形になっております。

それから、小学校では少年団なんですが、少年団にはそれぞれ学校の先生方が担当と

いうことで、複数体制で指導含めてかかわっておりますので、土日の練習の中でも学校

のほうをあけられるような形になっているということでございます。

それから中学校につきましては、部活を土日やりますけれども、これについても担当

の先生方がおりますので、緊急時に学校のほうに入って対応できるような形になってお

ります。

●委員長（音喜多委員） 体育振興課長。

●体育振興課長（髙根課長） 私のほうからは、スポーツ少年団の関係でございますけれ

ども、例えば、剣道や柔道等につきましては、５時以降、夜警員の方がおりますので、

そういったことで対応はできると思います。

ただ、実際、指導者の方がＡＥＤを操作できるかどうか、それはちょっと今のところ

は確認はしておりません。

したがいまして、今後、指導者向けの部分でＡＥＤの講習を開催していきたいと思っ

ています。

以上でございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 予防接種は、結果的には、そうすると対象者が動いて、今年度見込んでいる
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のは、対象者が結核を移しても減になるということで、こういう予算になったというふ

うに理解していいんですね。

それから、ＡＥＤを設置したからには、やはり担当者というか、指導者を含めてきち

んと操作できることを、それと夜警の方ができるといっても、夜警だとか日直みたいな

のを高齢者事業団でやっているようですけれども、高齢者の方がそれを持って野球場ま

で走っていったり、パークゴルフ場の奥のほうまで走っていくということはなかなか困

難だと思うんですよね。そういう場合に、やはりそういうものを使える人を一人でもふ

やすと。それから、クラブ活動の指導者は、最低でもその操作ができるような、講習等

をやっぱり受けていることを基本にしてやるべきではないのかなというふうに思うんで

すけれども、いかがでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 予防接種事業につきましては、ご質問者がおっしゃってい

ただいた内容でございますので、ご理解いただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 体育振興課長。

●体育振興課長（髙根課長） 確かにご質問者がおっしゃるとおりでございまして、早目

に体育協会とか、あと体育指導員、またスポーツ関係の指導者、そういった部分を対象

に、ＡＥＤの操作ができるように講習会を開催していきたいと考えております。

●委員長（音喜多委員） 指導室長。

●指導室長（辻川室長） 少年団、部活動の関係につきましても、担当の先生方はそれぞ

れの学校での受講もされている先生もいるんですが 今後もその年によって担当がかわっ、

たりすることもありますので、随時、そういうことで研修を受けるような形で、学校の

ほうにも指導していきたいというふうに考えておりますので、ご理解願います。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 特に、学校の部活等については、そういうことができることを前提にして指

導者となるべきではないのかなというふうに思うんですね。そのほかのこともあります

けれども。ですから、そのときに実際それが使えなかったというようなことになっては

ならないと思うんですよ。その辺では、今後どういうふうに進めるのかということをき

ちんと明らかにしていただきたいなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 管理課長。

（ ） 、 、 、●管理課長 須佐課長 今言われました これからの対応についてですが 新年度早々
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校長会、教頭会が開催されますし、次年度のＡＥＤの各学校における講習日程をつくる

段階で、必ずそういった少年団や部活の指導する先生方への出席、並びに、ただ出席す

るだけでなくて、実際に対応できる体制を各学校で築くよう、改めて再提起させていた

だきながら対応させていただきたいと思っていますので、ご理解をいただきたいと思い

ます。

（ いいです」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ほかありませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 進みます。

３目墓地火葬場費。

４目水道費。

５目病院費。

２番。

●堀委員 病院事業会計の負担金として、３億9,600万円と、これは、金額は去年と同じな

んですよね。ただ、平成22年度の最終補正といったものを見たときには、約６億4,000万

円というものが負担金として一般会計から病院事業会計のほうに行く。これを踏まえた

ものを考えたときには、当然、約４億円から６億3,000万円ですから、２億5,000万円ほ

どが平成23年度も行くものだというものはある程度やっぱり予測として立つと。歳入の

段階での交付税のところでも、そういう議論というものがされていましたけれども、結

果的に、そこでの議論の中で、交付税の留保資金というものが約４億円ぐらいだという

ようなことを言われていました。そのうち２億5,000万円、雪だるま式にどんどんどんど

ん負担金の額がふえているので、ことしになると７億円にも届くのかなというような予

測もあったときには、３億円ぐらいも、その４億円の留保資金から既に行き先が決まっ

ているということになると思うんですよ。じゃ、残り１億円、交付税のほうがどんなに

余裕を持って算定しているにしても、大変危険な財政運営を余儀なくされているのかな

というふうに私方としては思わざるを得ないのかなと思っています。

そうしたときに、とりあえず一般会計予算をつくるに当たって、２億円なり２億5,000

万円の病院会計の持ち出しを加えることができないがために、病院事業会計の予算とい

うものが非常に水増しをしたというか、入院患者の数や外来患者の数というものもすご

いふやしたような予算でしかつくり得ないと。はっきり言って、粉飾予算というふうに

も言ってしまってもいいのかなというふうに思うんですよね。

こういうような予算を組まざるを得ない、一般会計からからこれだけの金しか出せな

いんですから、病院事業会計のほうがこういう予算を組まざるを得ない。こういう予算

を審議しても、私方としては、全然意味がないと言ったらうそですけれども、余りにも

かけ離れた数字、1.5倍もの事業実績と計画がかけ離れるような、そういうような予算を



- 134 -

出さざるを得ないような中では、これについてどのように考えているのかなというふう

に思うんですけれども。

●委員長（音喜多委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 一般会計から病院会計への繰り出しをするという立場のほう

でお話をさせていただきたいと思いますけれども、まず、町全体の予算編成に当たって

は、当初予算と、それから補正対応ということをにらみながら、年間、予算執行に支障

がないようにということを想定しながら予算編成に臨んでいるところでございます。

、 、 、そうした中で 病院会計に対する一般会計からの補助金につきましては 結果的には

平成22年度、６億3,000万円を出して収支均衡を図るという補正予算を組ませていただい

たところでございます。

この手法につきましては、従前から病院会計につきましては、いわゆる年間を見越し

た中での補助金計上という手法はとってございません。平成23年度の予算を当初計上す

るに当たっては、前年度と同額をベースにして、まず病院事業のほうの予算を組んでい

ただくという想定の中でございます。しからば、現段階で見通せる病院会計への一般会

計からの財政需要は年間どのくらい見込んでいるのかということでありますけれども、

予算編成に当たっている過程 ことしの１月という段階では 約５億6,500万円が年間トー、 、

タルでは病院会計のほうで必要とする額だということが我々のほうには示されていると

ころでございます。とするならば、約１億7,000万円ほどが一般会計における補正要素と

して穴埋めするんであれば必要であろうと。その数字が先日までの議論の中で明らかに

させていただきました、年間４億円程度という数字の中に含まれているということでご

ざいまして、その部分については、予算執行に当たっての中でこれを工面しながら、し

かも、病院会計の中でもこれはまだ予想でありますから、経営的な努力をされた中で、

この数字が圧縮される可能性もあるわけであります。可能性として。新年度は新しい医

師の赴任ももう決定しているという状況にもございます。そういった、ある意味では一

部不透明な中での予算編成であったということも加味しながらやっているところであり

まして、この部分については、一般会計としては、財源的には４億円の中に含んで何と

かこれを工面して、この１年間トータルの予算執行を確保していきたいというふうに考

えているところでございます。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 ただ、結果的には、平成22年度の予算執行の仕方というものを見ても、病院事

業会計のほうを見たときに、11月末にはもう現金不足というものが生じてしまった中で

は、12月の補正予算という中で一回やって、なおかつ、この３月の最終補正予算でも不

足分を補正するような感じの財政運営をしているんですね やはり少なくとも 逆に言っ。 、

てしまうと、今の段階で５億6,000万円なりという数字がわかっているんであれば、ここ

で盛り込んで、病院事業会計においてもしっかりとその５億6,000万円の負担金というも

のを入れた事業計画というものを私方のほうに示すべきじゃないのかなというふうに思
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うんですけれども、この点についてはどのようにお考えなんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 町の予算の中では、一般会計と特別会計と企業会計というの

がございます。一般会計と特別会計については、ある程度の収支不足は税で補てんする

という仕組みがございます。企業会計の一部についても、そのルール分というのはあり

ますけれども、それを除いた分は、基本的には企業会計ですから、独立採算を求められ

るという会計でございます。

ですから、そういった中で、当初から財源不足分をすべて一般会計から出すという予

算計上は、見越した中で予算計上するというのは、私はそこまではすべきではないとい

うふうに思います。ですから、先ほど申し上げたとおり、収支の改善する努力をした中

で、その不足分を補っていくという考え方でございます。

なぜかといいますと、最終的には、一般会計のほうが財源がなくなったときに、どこ

でそれを調整するかといいますと、最終的には、企業会計とのやりとりのところで調整

せざるを得ないというふうに、これは極端な話ですけれども、本当に一般会計のほうで

財源がなくった場合には、そうせざるを得ない。従前行われた手法のように、単年度の

、 。赤字を病院会計で出して その中で運営せざるを得ない状況にもなるわけでございます

ですから 最初からすべて財源を吐き出して そこに計上するという手法は こういっ、 、 、

た理由からとらないで、しかも、病院会計の中では、一般会計から、ここ数年は単年度

黒字を出すために補助金を出しています。不良債務も段階的にかなり圧縮されてきてい

ます。あともう一息のところまで来ていますから、この不良債務さえ解消されれば、年

間トータルの現金ベースでの財源不足は解消されるわけですから、あともう一息という

ところまで来ておりますので、この手法を継続した中で、一般会計も努力しながら、こ

の企業会計、一般会計、健全な会計運営に努めていきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 そうすると、今の課長のほうからの答弁の中であったとおり、万が一、本当に

万が一ですけれども、財源不足というものが一般会計のほうで生じたような場合につい

ては、まずは病院事業会計へのこの負担金のほうから考えるんだと。一般会計予算で組

んでいる事業のどれかをやめていくというような手法というものはあり得ないんだとい

うようなことなので、ぜひとも、そのようにお願いしたいと思います。

これ以上の話は、今度は病院事業会計のほうにもなりますので、またそちらのほうの

ときにしたいというふうにも思います。

以上です。よろしいです。

●委員長（音喜多委員） いいですか。

ほかございませんか。
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（な し）

●委員長（音喜多委員） 進みます。

６目乳幼児医療費。

10番。

●谷口委員 乳幼児医療費の1,512万円についてお伺いしたいんですが、いま一度、この対

象者を教えてください。

それと乳幼児医療費の中に、高額医療費ありますよね。これはどういう扱いになって

いるんですか。

●委員長（音喜多委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） お答えさせていただきますけれども、対象者という意味です

けれども、どういう人が対象者になるということでよろしいでしょうか。

●谷口委員 はい。

●町民課長（米内山課長） まず、対象者ですけれども、制度全体の概略ということで。

まず、３歳児未満の乳幼児でございますけれども、初診時一部負担金のみの負担とい

。 、 、 、うことになります それから ３歳から就学児前までの課税世帯につきましては 月額

上限額がございますけれども、原則１割の自己負担となるということでございます。そ

れから非課税世帯につきましては、３歳未満と同様、初診時一部負担金のみの支払いと

いうことになってございます。

小学生については、制度改正によりまして、新たに入院費の部分が助成の対象となっ

てございます。

それから、高額医療費の問題でございますが、まず、乳幼児の部分につきましては、

高額になる部分、入院の部分については、ほとんど乳幼児医療費のほうの関係にはかか

わってこない部分がほとんどでございますが、一部かかわった部分になりますと、雑入

で見ております高額療養費、公費負担金ということで、戻してもらうということになり

ます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 そういう今説明された中で1,512万円を大体見ているというふうに理解してい

いんですよね。

それで、資料をお願いいたしました。そうすると、小中学生の医療費無料化を実施し

た場合に必要となる一般財源額は、３割負担の場合には3,166万6,375円かかりますよと

いうのがこの資料の結果ですよね。それで、これをまた乳幼児の先ほど説明されたもの
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に置きかえていくとどのぐらいの差が出てくるんですか。全く同じではないですよね。

●委員長（音喜多委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） 今の制度の条件のままで拡大をした場合ということでよろし

いでしょうか。

●谷口委員 いやいや、この3,100何ぼというのはどうなるんですかということを聞いてい

るわけ。拡大でなくて、3,166万6,375円とここに出ているでしょう。これを今説明され

たように１割負担だとか、小学生の入院費の問題だとか、そういうものを全部また置き

かえていったらどうなるんですかということを聞いている。これは３割負担をあくまで

も言っているわけでしょう。

●町民課長（米内山課長） はい。

ですから、小学生とか中学生まで拡大して、今の条件のままでということで幾らかか

るかということでよろしいでしょうか。

●谷口委員 そうそうそうそう。

●町民課長（米内山課長） 補助の制度をそのまま小学生、中学生まで拡大したときに出

てくる数字としては、先ほど3,160何万円という、そういう数字に対しては、1,746万円

程度ということです。

●谷口委員 ちょっと待って。もう１回。

●町民課長（米内山課長） 1,746万円程度と。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 そうすると これは小学生 中学生ですよね 小学生 中学生を合わせて3,166、 、 。 、

万6,000円ですから、これをさらに今言われたふうに置きかえていくと1,746万円かかる

と。そうすると、例えば小学生の部分では幾らなんですか。中学生の部分では幾らなん

ですか。

●委員長（音喜多委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） 小学生だけに拡大した場合、今の助成の条件でいきますと、

小学生で1,234万円、それから中学生で512万円程度ということになります。

●委員長（音喜多委員） 10番。
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●谷口委員 つい先日も、どこの町だったか、ちょっと忘れましたけれども、高校生まで

医療費を無料にしようというような取り組みを始めたということが北海道新聞で報道さ

れていたと思うんですよね。それで管内的にいっても、鶴居村なんかがその先を行って

いるわけですけれども、少子高齢化と言われて久しいんですけれども、やはり厚岸の未

来を担っていただく子供たちをどう育てていくのかと。それから、父母の負担軽減をど

うしていくのかと。子ども手当だとかいろんな問題がたくさんありますから、大変なん

ですけれども、医療費の問題は、私は今推計された数字を見て、この資料を見ただけで

かちんとくるような数字で、はっきり言えばね。3,100万円もかかるんだよと。今、乳幼

児医療費で見ている倍の額をさらに用意しろと言うのかというふうに、これだけを見る

と思ってしまうんですけれども、やはりそういう中でもいろんなことをやっていけば、

これだけで、これだけの子供たちの健康のために頑張ることができるんだということを

示すことができるんではないのかなというふうに思うんですよ。

今 小学生 中学生が 私が思うには 乳幼児期というのは相当やはり医療費がかかっ、 、 、 、

ているんではないのかなと。ただ、これは各年の５月分の診療分からはじき出している

わけでしょう。対象者がきちっとしているのかどうかというのも、私が担当するわけで

はないんですから、だから、通年通して計算してみたらこのぐらいになるよというもの

が、もっと下がるかもしれないし、また上がるかもしれないんですけれども、その辺を

きちんと見きわめながら、大体今やっている制度を拡大した場合はどこまでできますよ

というようなことが、もう少し示すことをやってくれてもいいんではないのかなと。こ

、 、 、ういう数字だけを見れば 結果的にやらないことを前提にした資料をつくって 皆さん

これではとってもできませんよということを町民に知らしめているということになるん

ではないのかなというふうに思うんですよ。

今、厚岸町の広報を見て、子供さんたちを紹介しているページがありますよね。以前

には考えられないくらい子供の誕生が少なくなってきている。そして、保育所が閉所さ

れる、学校が閉校になるという、こういうときに、やっぱり厚岸が子供たちのためにこ

ういう手厚いお金を使っていますよ、子育てが非常にしやすい環境がつくられています

よと、できれば厚岸に来てくださいということが言えるぐらいの制度を充実させるとい

うことが大事ではないのかなというふうに考えるんですけれども、いかがでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） まず、データのとり方でございますが、ご質問者おっしゃる

とおり、今現在、私どもの手持ちのデータの中で推測するとすれば、５月分の電子化さ

れたデータが唯一でございます。ご質問者おっしゃるように、実際にどれぐらいかかる

んだということは、正直言いますと不可能ではございません。当然、レセプトを一枚一

枚点検して集計していけば、最終的には出てくる。ただ、作業量が膨大なために今まで

もなされてはきていませんけれども。

ただ、ちょっと前のご質問かなと思いますけれども、申し上げましたとおり、今年度

から、実は電子データ、電子レセプトということになりますので、ある程度集計が可能
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になってくると思います。このときも申し上げましたとおり、やっぱりそういった基本

的なデータを細かくもう少し積み上げた中で、ある程度の見通しをつけた中で、今後の

厚岸町の乳幼児等医療費についての制度設計というものを考えていく必要があるだろう

ということは思っています。ただ、その出たお金をもって、すぐ制度改革ができるとい

うことはございません。当然、何回もまことに同じ答えで申しわけないと思いますけれ

ども、厚岸町の子育て支援という全体の枠の中で、やはりこれも一つの制度として考え

ていかなければならない。総合的に考慮し、判断していかなければならないというふう

に考えているところでございます。

なお、ちょっと飛ぶかもしれませんけれども、私自身考えるのは、やはり子育て支援

というか、今の少子化に関する部分については、国全体の問題であろうというふうには

考えてございます。したがいまして、国も道も実は検討しているところでございます。

そういう支援策の状況を十分見きわめた上で、なお対応してまいりたいというふうにも

考えてございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 新年度からですか、その電子化されるということで、ただ、私、５月１日以

降、この辺にいるかどうかちょっとわからないので、非常に心配なんですけれども。や

はり、今課長がいみじくもおっしゃいましたけれども、こういう時代ですから、国を挙

げて、どう子育て支援を充実させていくのかということが大事だと思うんですよね。で

すけれども、ただただ待っていたのでは、制度というのはやっぱりなかなか改善される

ものではないし、地方が率先してやったことが今では制度化されているというものがた

くさんありますよね。眼内レンズの問題だって、厚岸町も随分苦労して実施をして、今

では保険適用で当たり前になってしまっているというようなことがやられているわけで

すよ。そうであれば、私は、若狹町長が厚岸町ではこんなに頑張っていますよというこ

とを示されることが非常に大事ではないのかなということを期待しているわけでありま

すけれども、ぜひ、町長にそのあたりの見解もお伺いしたいなというふうに思います。

よろしくお願いします。

●委員長（音喜多委員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えをさせていただきます。

子育て支援、将来の厚岸町の宝でございます、その子供たちをどのように支援し、そ

してまた、少子化対策を講じていくか、極めて重要な施策である。今、谷口委員から質

問があったとおりであります。私もそういう意味において、いろいろな町政課題がある

中で、子育て支援対策については重点的に講じておるつもりでおります。町単独の支援

策もあります。また、今、医療の無料化の問題が出ましたけれども、これも財政が余裕

あれば、大事な施策であろうと、そのように考えます。

しかしながら、全体的な厚岸町の町づくりはどうあるべきかの中での財政というもの

も考えていかなければなりません。そういう意味において、私は、将来の厚岸町の宝で
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ある子供の支援対策については、重要な施策として考えておりますが、財政が許せば、

その谷口委員の質問にそのとおりでありますと、そのようにしますとお答えしたいわけ

でありますが、今日の地方財政を取り巻く情勢、極めて厳しい中で、厚岸町の将来を考

えながらの平成23年度の予算編成であるということをご理解いただいて、さらに財政の

見通しがつく中で、子育て支援対策の拡大も当然考えていかなければならない、そのよ

うに認識をさせていただいているところでございます。

（ いいです」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ほかございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 進みます。

２項環境政策費、１目環境対策費。

14番。

●竹田委員 環境対策ということで、下の、まず気象、環境、次世代へということで、環

境政策の２目の水鳥観察館運営の厚岸湖・別寒辺牛湿原学術研究奨励のほうにちょっと

触れる部分もあるかもしれないんですけれども、触れないように注意しますけれども、

もしそういうふうになったら注意してください。

聞きたいのは、まず、環境ということの水質の汚濁、汚泥について、まずお伺いした

いと思います。

まず、汚泥という本来の意味というのを聞きたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午前11時30分休憩

午前11時32分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） ご答弁させていただきます。

一般的な用語の意味では、汚い泥ということでございます。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 その汚い泥というふうに、汚泥の意味なんですけれども、この汚い泥という



- 141 -

ものが、厚岸湖の中にまずあるのかないのか、どういう認識でおられますか。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 厚岸湖内、底質ということで、あるということで認識して

おります。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 底質汚泥という、その本来の一般的な意味というんですか、とらえ方という

のは、どういうふうに認識していますか。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 底質汚泥、一般的には海底汚泥というんですか、プランク

トンの死骸だとか沿岸の粘土質がまざったヘドロ状の黒い泥のことであるということで

あります。

●委員長（音喜多委員） 14番。

、 。●竹田委員 その底質汚泥というのは 一般的に深さ何センチぐらいのことをいいますか

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 底質の汚泥が何センチ以上あれば底質の汚泥なのか、基準

がどうなのかということではないと思います。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 底質汚泥の深さがないということになれば、底質の汚泥というのをどのよう

にはかるんですか。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） １センチだから底質汚泥でないだとか、10センチ以上なけ

れば底質汚泥でないとかということではないという意味でございます。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 底質汚泥の検査をしていますね。底質汚泥、厚岸町では、表面から何センチ
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くらいの深さで検査しているんですか。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午前11時37分休憩

午前11時43分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 大変時間をとらせて申しわけありません。

採泥器というもので汚泥をとるということでありますので、落としてすくうというこ

とで、10センチぐらいの範囲ということでございます。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 汚泥調査の目的の本来の意味というのは何ですか。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 底質の調査項目は、ＣＯＤ、硫化物、強熱減量の３項目で

ございます。

●委員長（音喜多委員） 14番さん、まだ答弁不足か何かありますか。今答えましたけれ

ども。

●竹田委員 だから、今の内容でしょう。おれ聞いたのは、目的だもん。それくらいわか

るでしょう。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 底質の調査は、漁場環境調査をしているわけでございます

けれども、底質調査に加えて漁場環境の監視を目的に調査をしているということでござ

います。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 その漁場環境の、何て言いましたっけ。
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●産業振興課長（高谷課長） 漁場環境調査……。

●委員長（音喜多委員） もうちょっと大きい声で。

産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 漁場環境の監視でございます。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 漁場環境の監視をするのはなぜなのかというのが本来の目的でしょう。そこ

を聞いているんですよ。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 厚岸湖は糊口部が狭く、半閉鎖的な水域であるとともに、

全体的に水深が浅く、流入する大小の河川も多いため、年間を通して河川水や気象条件

及び漁業活動や沿岸住民の生活活動の影響を受けやすく、漁場環境の悪化が懸念されて

おりますので、そのために底質の調査等を行っているということでございます。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 ということは、一つは安心していられないという怖さがあります。そして、

、 。環境が狭いから 環境を保全していくためにきちっと施策をとっていかなきゃならない

、 、 、 、 、そのために町民の安心 安全 漁場環境を守っていくためにＣＯＤ 硫化物 強熱減量

、 、こういった部分について調べをしていかなきゃならないんだということになれば 当然

私、この質問を何回もしています。そのときに、汚泥というものが何センチの深さでこ

ういうふうにしてやっているんだとか、そういった答えというのは一回もしてもらった

ことがないんですよ。だから、今回あえて何センチのところの調査をしているのかとい

う部分なんです。

それでもっと大事なのは、じゃ、その汚泥と言われる範囲が、湖内の中に、一番深い

ところで何センチあるのか、一番浅いところで何センチなのか、それは調査はしていま

すか。押さえていますか。どうですか。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 各定点での調査をしていますので、一番深いところが何セ

ンチ、浅いところが何センチというデータはございません。

●委員長（音喜多委員） 14番。
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●竹田委員 深さを求めない検査というのは、じゃ、なぜそういう検査をしないのか、ま

ずそこを聞きたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午前11時50分休憩

午前11時51分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 大変時間をとらせて申しわけありません。

現在、調査は、漁業協同組合と協力してやってございます。そういう基礎的な調査、

データの蓄積でやっている状況で、環境保全にかかわるいろんな意見交換だとかも踏ま

えまして、どういった調査、今は基礎的な調査をしてございますけれども、これからど

ういった調査をしていくかということも含めまして考えておりますので、今の段階での

調査内容は、基礎的な調査を蓄積して、それによってどういう状態なのかということを

把握しているという調査でございます。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 調査の目的で、水深が浅い、それによって何が生じるかというと、浅くなれ

ば浅くなるほど、例えば風、それから雨、台風、それから生活排水の流れ、そういった

ことが浅いとたまりやすい。そういった懸念がある。浅いということは、要するに、水

の部分については、台風とかそういう部分については、環境というのは物すごく変わる

。 、 。 、と思うんですね 要は 雨が降っても海水面の海水濃度も著しく変わります ですから

深かったら、それなりに海水面が浅いと影響をそんなに受けなくなってしまう部分もあ

ります。

悪化の懸念があるということは、悪化の懸念を恐れるために検査をしているんじゃな

くて、悪化の懸念があるというふうにおっしゃいました。悪化の懸念があるということ

は、もしかしたらということですよね。であるならば、なぜ10センチなのか。

漁協協同組合との話し合いの結果、10センチにしようということになった。なぜ、そ

の10センチに決めたのか。深かったらだめなのか。何センチ深いところ、浅いところの

汚泥があるないというのを知らない。なぜしないのかと疑問に思います。そこははっき

りしてもらわないと困る。

まず、その10センチでいいという話は、どういった結果から、どういう意味合いで10

センチと決めたのか。なぜ、10センチと決まったのか。先ほど、何か採泥器で引っ張っ

てと。採泥器のつめの長さが10センチしかないから、10センチしか汚泥検査できないの

かというふうに思ってしまうんですけれども、そういう意味ではないと思いますよね。
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その辺、もう一回聞きたい。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 今のご質問でございますが、なぜ10センチなんだというこ

とでございますが、採泥の方法が、今使われている採泥器というものが約10センチの部

分までの底質をとるという器械でやってございますので、10センチという深さでござい

ます。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 だから、まさか採泥器の長さが10センチしかないから、10センチまでしか検

査できないのかというふうに申し上げて質問したんですよ。そういう意味じゃなくて、

なぜ10センチなんですか、なぜ10センチのところでとめてしまうんですかということで

す。その下は岩盤で泥がないんだというふうになれば、これはいたし方ない。でも、何

センチあるか確認していないんだというのであれば、なぜ10センチなんですかという疑

問を持たないですか。そこを聞いているんですよ。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 深さを確かめるという以前に、その採泥器で基礎的な調査

をずっと続けております。何センチの深さがあるんだという調査をしているわけじゃな

くて、その基礎的なデータをずっと長年の間はかるために、たまたまその採泥器という

のが約10センチの深さで採取して、基礎的なデータのために採取しているということで

ございます。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 基礎的データを10センチと決めたのは何が根拠で決めているんですか、そう

したら。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 今使っている採泥器の、いわゆる能力が、約10センチまで

のものをとるという能力によって現在行っているということでございます。

●竹田委員 委員長、済みません。質問している意図が伝わっていないと思うんですよ。

ちょっと休憩してもらえますか。

●委員長（音喜多委員） ちょっとということは。
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●竹田委員 聞いていることに答えてもらっていないと。

●委員長（音喜多委員） 質問の趣旨を改めて説明するということですか。

●竹田委員 そのほうが早いでしょう。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午前11時59分休憩

午後１時00分再開

●委員長（音喜多委員） 再開いたします。

14番委員の質問に対して答弁から始めます。

産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） ご答弁させていただきます。

、 、 、まず 底泥の採取方法の根拠でございますけれども 旧環境庁の水質保全局の制定で

底質調査方法がございまして、その中での採泥方法。採泥地点において、エクマンバー

ジ型採泥器、またはこれに準ずる採泥器によって採泥しようとするということで、それ

を根拠に採泥をしております。

その採泥器のエクマンバージ型採泥器と言われるものは、採泥面積が15センチ角とい

う採泥器でございまして、それが器械の性質上、その採泥器を使った場合には10センチ

内外の深さでの採泥ということになります。

以上でございます。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 話の途中に、採泥器の形が、つめが10センチだから10センチしかやらないん

だ、やるんだという話で話をしていったら、旧環境庁の調査方法の中で採泥器、エクマ

ンバージというんですか、要するにつめが10センチあるから、その方法で底質汚泥につ

いてはそれでいいというふうにしているから、そういう調査をしているんだということ

で認識していいんですか。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） その方法が一般的な採泥方式だということでやらせていた

だいているということでございます。
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●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 底質汚泥というのは、底という意味ですよね。底という一般的な底質の深さ

というのは、何センチというふうに言われているんですか。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 一般的に底質の深さという基準はないというふうに考えて

おります。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 答弁の中で、汚泥の深さがわからないというふうにありました。強熱減量と

か硫化物というものに対して調査するということに当たって、一番懸念をしなければな

らない部分だと思います。底質汚泥、その下の汚泥という部分について、深さがわから

なければ、湖内、湾内の部分についても、答弁にも出ました、水深が浅いということで

悪化の懸念があると。であるならば、泥の深さがどのくらいたまっているのかという調

査は当然必要だと思います。

この後の厚岸湖・別寒辺牛湿原学術研究奨励補助金の部分についても聞きたいと思う

んですけれども、この部分についても、ラムサール条約に登録された厚岸湖・別寒辺牛

湿原、なぜ必要なのかという部分はおわかりだと思うんですけれども、厚岸湖、厚岸湾

は、別寒辺牛湿原が環境を保っているという部分はおわかりだと思います。

厚岸湖は、カキやアサリの養殖漁業として活用され、流域の豊かな自然は、町に欠か

せない貴重な財産として町民にも認識されているというふうに学術研究のほうからも言

。 、 、 、われています そういった部分で 後世に残す厚岸湾 厚岸湖内を守っていくためにも

、 、底質の10センチほどの検査でなくて もっと深い部分についても旧環境庁がそうすべき

そういう調査方法としていいんだという見解は見解として、厚岸町の湾と湖内の環境を

守っていくために、それ以上の検査をすべきというふうに思うんですけれども、いかが

でしょうか。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 今、そういう底泥の調査、漁場環境調査を行いながら、基

礎データを積み重ね、さらに水産関連の５機関、厚岸海域環境等現場情報ネットワーク

会議というものもございまして、いろんな会議の中でも意見交換等を行って、厚岸湖の

水質保全にかかわる学術的な、それぞれの立場の中での調査結果を踏まえながら、基礎

的なデータを分析しながら さらには そういった機関の中も含めまして いろんなデー、 、 、

タを調査しながら、これからどういった方法がいいのかも含めまして考えていきたいと

いうことでございます。
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●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 これ一つに対してずっとやっているのも大変恐縮するので、余り長々やりた

くないんですけれども、汚泥になる、この泥というんですか、もともと泥でないのが泥

になる部分もありますけれども、これは、じゃ、どこから来たんだという話になるんで

すけれども、そこはだれも見ていないので、どこから泥が何トン来て、どこからどこの

泥がどうしたんだという話には、それは予想としたってしようがない部分があると思う

んです。

だから、そういう部分では、触れてならない部分もあると思うんです。ですから、な

かなか難しい部分だと思います。言った、言わない部分もあります。出てくると思うの

で、大変難しい問題だというふうに思います。

、 。いずれにしても 泥が堆積しているというのは現実だということは認識していますか

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） そういったことでの提言ですか、そういったことを言われ

ているということは認識しております。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 その認識している部分というのは、汚泥という意味ですから、最初に汚泥の

意味はどういう意味ですかといったら、汚い泥と言いました。汚い泥であれば、あると

。 、いうことを認識しているということだけでは決して許されないことだと思います 実際

、 、 。湾の周り 湖内の周りを調査しろとは言いませんけれども 間近で見ることもできます

その部分については、自分の目視で確認しましたか。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 春先だとかに、環境政策課と漁組の方も含めまして、湖内

の調査というんですか、水質の調査のときに一緒に同行して、そういった状況は確認を

しております。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 湖内の泥が少しずつ多くなっているのか、少なくなっているのか、その部分

についてはどういう認識していますか。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 研究者、それぞれの研究機関等々、環境保全にかかわる意
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見交換会というものもございまして、そういった方々の水質のモニタリング、それから

河川での流域の関係、流れの研究等、いわゆる浅くなっている、深くなっている、いろ

んな状況が考えられるというご提案というんですか、そういった方々の研究のデータ等

を承っている次第でございます。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 担当として最近の湖内の部分を見て、泥が多くなったのか、少なくなってい

るのか、それはどういう認識をしていますか。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 昨年と比べて今年が、昨年と比べてその前の年がどのぐら

いのデータかということは、私、確認しておりません。どのぐらいの状況でふえている

かということは、確認はしておりません。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 早急に担当者として、カキ、アサリの大切な漁場であり、第一次産業を守っ

ていくための大切な資源であります。課として、そういった部分を認識していないとい

うことは大変残念に思います。

私、ずっと提案してきた湖内の汚泥を、少しでも取り除くためにカキ殻サンド工法も

用いてはどうかということでずっと提言してきました。それについて提言してから、い

ろいろ調べてやってみたいと。それについてはどんな人に意見を聞いて、どういうよう

な研究を今までしてきたのか、お示し願えますか。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） カキ殻サンド工法に関しましては、以前、ご質問者からの

一般質問でもございましたけれども、そのメーカー等に確認しまして、それから浜名湖

での実証実験の浄化技術研究会の結果概要等、そういったことで情報を仕入れて研究し

ております。

なお引き続き、そういったカキ殻サンド工法、もしくはその他のいろいろな浄化方法

がございましたら、情報収集に努めてまいりたいということで今まで来ております。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 環境政策課のほうで、カキ殻の浄化作用が非常に効果があるのではないかと

いう、いろいろな研究からいいんじゃないかというふうに、調査の結果そういうデータ

。 、 、 、 、があると であれば実験してみましょうということで 湿原に 去年 おととしですか
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３年前からですか、実施していますよね。じゃ、なぜ、産業振興課のほうでそういった

取り組みをしないのか。環境政策課のほうではカキ殻はいいんだと言っていて、実験し

てみようよと。産業振興課のほうでは、まだまだ調べが必要なんだと。そのとらえ方と

いうのはどういうふうに違って、なぜやらないのか、意味がわからないんですよね。そ

の辺、詳しく説明してください。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 私も環境政策課で行っているカキ殻の浄化工法につきまし

ては、昨年も含めて、一緒に同行して現場を見させていただいております。カキ殻での

浄化作用は私も確認しております。

ただ、環境政策課で行っている実験というんですか、それにつきましては、いわゆる

川の支川の部分で、非常に体積的に、面積的に少ない部分でのデータでございます。厚

岸湖に置きかえた場合に、それに同じ効果なり効果を示すためには、相当な面積、厚岸

湖全体ですので、部分的に閉鎖型でやった状態と、こういった32万平方キロメートルで

すか、湖内を実験するというか、浄化の状況を確認するということは、そのカキ殻サン

ド工法の覆砂工法というんですか、その実証実験でも、かなり小さな範囲だと結果的に

はいい状況が考えられるけれども、大きな状況の中ではなかなか難しいという状況です

ので、私どもは、カキ殻を使った浄化というのは、当然、浄化作用があるということは

認識しております。それから、一部浄化槽にも使っておりますし、浄化作用は認識して

おります。ただ、使う場所、広さ、体積によって、まだまだ確立したものがないという

認識でおります。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 確立するかしないかは、実験によってでしょう。調査方法だって、湖の中の

何点かでしょう。そのカキ殻だけが全部やらなかったら実験できないんだというのは、

おかしいじゃないですか、言っていること。調査は何点かして、底質汚泥の調査もして

いるんだと。泥の深さが何センチあるかわからないけれども、環境省の言っている10セ

ンチでいいんだと。底質汚泥も７カ所か８カ所か、11カ所か、ちょっと忘れましたけれ

ども、その程度だと。全部はやっていないんだ、ポイントポイントだと。カキ殻サンド

については、30万ヘクタールもあるんだからできないんだと。全部やる、閉鎖するよう

なことはできないんだって、そんなの当たり前じゃないですか。実験とか調査というの

は全部やる問題でないでしょう。環境政策課でやっている部分だって、一部分的じゃな

、 。 、いですか 実験って そのデータを用いて本当に活用できるかできないかということが

それが調査じゃないですか。それが実験じゃないですか。それについての今の答弁では

納得でないですよね。

例えばカキの養殖の下に１個でも入れることによって、１平米のカキ殻サンドを入れ

たら、どのぐらいの汚泥がかごの中に付着したのかどうなのか調べてはいかがですかと

いう提案をしていますよ。全部やれなんて一度も言っていないです。全部やるなんて不
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可能じゃないですか。なぜそういう答弁するんですか。調査ですよ。もう一度お答え願

います。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 厚岸湖内を全部実験場にして、カキ殻サンド工法で実証す

るという意味でございません。浜名湖の浄化技術研究会での実験結果だとか、公的な機

関での実績等を確認した結果、まだ有効な情報というんですか、メーカーの技術が公的

に評価できる工法というまで確立されていないということで、私どももそういう情報を

集めながら、本当に実証が厚岸町でもできるどうかも含めまして、今そういう情報を収

集しているという状況でございます。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 カキ殻サンド工法を提案してから、何年たつのかちょっと忘れましたけれど

も、少なくとも、僕、議員になってから８年目なので、多分５、６年以上はたっている

というふうに思います。

今、いろいろな取り組みの結果を待ってやるんだというのは当然だと思います。とい

うのは、実験は何でもすればいいというものじゃないですよね。失敗したら、それの失

敗という部分から、非常に懸念される部分、それから失敗した上での損益の部分も生じ

てくると思うので、それは当然慎重にしなければならないというのはわかります。

ただ、伝わってこないのは、何か、ほかでデータをとっているのを待って、いい結果

が出たらやるんだという姿勢はいいです。しかし、その工法がマイナスになったという

報道もなければ、これはいかんという失敗作の例も、私は、調べた中では聞いていませ

。 。 、ん そんなに長い期間待たなきゃならない何か心配な点でもあるのでしょうか そして

能取湖でしたっけ、の実験結果というか、調査結果というのがあるというふうに言って

いましたけれども、その程度の聞き入れ調査というか、その程度の調べじゃないかとい

うふうに思うんですね。

環境政策課でやっているカキ殻の浄化槽の使い方と底質の中に置くというのは、使い

方は確かに違うと思います。が、しかし、カキ殻を底質のそばに置くとか、カキ殻がよ

くないという例はないはずだと思うんですよ。大昔からカキを食べて、その殻、アサリ

を食べて、その殻は、ずっと湖内にも入れてきたはずですよね、歴史的に。産廃という

問題が出てきてから環境破壊という部分があって、むいた殻についてはまだ異物が残っ

ていると。その異物に対しては、殻についているものの、本来の殻だけであればいいけ

れども、むいた後の貝柱の部分とか、実が残っている部分については、湾の中に入れる

と産業廃棄物の扱いになってしまうよという、そういう国からの見解でもありました。

それもわかっています。それ以上のことについては、カキ殻を使う使わないという部分

については何もないと思うんですよね、私の調べには。であるならば、長々と延ばして

いる理由がわからないというのが私の率直な意見です。

カキ殻が本当にいいというふうになったときに、このカキ殻の浄化作用にしたらいい
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という100％の結果は出ていないですけれども、それなりに、今課長が答弁したようにカ

キ殻がいいんだという話はあちこちでしています。それが最近では、住宅の床下に調湿

剤とか、空気の浄化とか、水分の多い床下については虫よけとか、そういった部分にも

ある程度の素粒子という部分で、粉末じゃなくて、ある程度の荒いもので袋に入れて床

下に入れた場合に、炭のような効果はないけれども、そういったいい効果があるという

ふうに建築のほうでも使われています。厚岸でも産業廃棄物になっているカキ殻を粉末

にして、厚岸の業者も今粉末でつくっていますよね。そういった動きがあります。

、 、そういったことをもうちょっと考慮して ただただ産廃に投げてしまうものでなくて

そういった使い道が、いい面で使えるというふうになれば、新たな使い道ができるとす

れば、いい結果の方向に使えるようになるというふうに思うんですよ。

ですから、そういったカキ殻の使い道というのも含めて、もうちょっと環境保全のた

めにスピードを上げてやってほしいと思うんです。というのは、今、課長が答弁したよ

、 。うに泥が何センチあるのかわからないという答弁ですから 認識されていないんですよ

されていないんであれば、ここ５年、10年後、20年後にそういうことをやるのかとなっ

たときに、もし手のつけようのない問題になってしまったとき、ならないかもしれない

ですよ、でも、なったときのことを考えて、先を見据えて、いろいろ研究をするのでな

いのかなというふうに思うんですよ。悪化するために研究したり調査をしたりお金をか

。 。 、けてやるものではないと思うんですよ その辺は同じ認識だと思います であるならば

遅いより早いほうがいいという話になるんじゃないですか。その辺をもう一度考えても

らいたいというふうに思います。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） ただいまご質問者からのご提言もありましたとおり、私ど

もも同じ認識でございます。

現在、いろんな機関でも、広島大学等も浄化技術の実用化に向けた研究だとかが取り

組まれているという情報も来ております。また、さらに、漁業協同組合でも、いろいろ

な奨励だとか、いろんなことを踏まえて視察をしているということでございます。

私どもも、町といたしましても、漁組、それから関連機関とも相談しながら、今後の

取り組みをしていかなければならないというふうに認識しておりますので、もう少し検

討する時間をいただきたいと思います。

（ わかりました」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） いいですか。

ほか。

13番。

●室﨑委員 ここで、負担金のところで、別寒辺牛川・ホマカイ川流域環境保全協議会と

いうので100万円がついているんですが、この協議会の事業内容についてお願いいたしま
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す。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 別寒辺牛川・ホマカイ川流域環境保全協議会の内容であり

ます。

もともと、この設立の趣旨につきましては、水道水源でありますホマカイ川に、酪農

地帯からの水質の悪化と、そういうことが時々見られるということで、そのために組織

されたというのがきっかけであります。

事業内容につきましては、昨年につきまして、まず、ホマカイ川と、それから別寒辺

牛川、その本流あるいは支流にかかわります河川の水質調査、それから厚岸湖内におき

ます船の上からのパトロール、それから河畔林の造成、それと河畔林造成のための適地

調査ということと、それから、カキ殻の浄化試験を平成21年度、22年度に行ったという

内容でございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 ホマカイ、別寒辺牛川の水質調査を行っている。それから、厚岸湖内の船上

パトロールを 船の上からのパトロールを行っている それから河畔林植栽ですか ちょっ、 。 。

とそのあたりまでは聞き取れたんですが 非常に早いスピードでさっさっさっさっとおっ、

しゃったんで、ついていけなかったんで、もうちょっとゆっくりと、それからもう少し

具体的にその内容を教えてください。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 河畔林の造成、それから河畔林造成のための適地調査。河

畔林は、この別寒辺牛川・ホマカイ川流域環境保全協議会の一つの大きな柱で、環境保

全のための、流域の環境を守るために河畔林を造成すると、そういうことを毎年やって

おりますけれども、流域が標茶町と厚岸町とにまたがっておりますので、そういった関

係で、両町で適地を探したり、そういった活動も行っているという内容でございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 カキ殻の何とかというのが最初あったように聞こえたんですが。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） カキ殻の関係でありますけれども、別寒辺牛川・ホマカイ

、 。川流域環境保全協議会の事業の一つとして 平成21年から行わせていただいております

これは、厚岸、標茶ともに酪農が盛んでありますけれども、その周辺には別寒辺牛川、
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ホマカイ川という川がありまして、それは流域でつながっていて、最終的に厚岸湖のほ

うに流れるということで、流域環境保全協議会ではいろいろこのためにやってきたわけ

でありますけれども、平成21年に本州で既に実証されていますカキ殻に浄化作用があり

ます微生物を繁殖させて そして 酪農排水を浄化すると そういった試験調査を平成21、 、 、

年から行っております。

平成21年には、標茶町中チャンベツの牧場の明渠排水に、カキ殻の蛇かごを用いた工

法によって、100メートルにわたって蛇かごを敷設して、その浄化作用を調査したという

ことであります。去年、結果が出まして、ＣＯＤ、あるいは全燐、そういった汚染にか

かわる物質の除去に非常に効果があるということがわかりました。平成22年度も引き続

、 、き実施をしてございまして 昨年は厚岸と標茶町の境界にございます標茶町内の牧場で

暗渠によりますカキ殻の浄化試験を２年続けて行っていると。その厚岸町、標茶町の境

界にある牧場は、去年、そういった暗渠での実証試験ということで協力をいただいて、

敷設をしていただいたということでございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 わかりました。

それで、河畔林の造成というのは、要するに木を植えていくことですね。さっき植栽

と言ったんだけれども。

それで、これについてもどの程度の面積を、これから恐らく年次計画を持ってやって

いくんだろうと思うんですけれども、その予定というのはある程度決まっていますか。

わかれば教えてください。

それから、カキ殻を使って、暗渠や、それから明渠や、そういうところで水質を保全

していくというのは大変いい結果が出たんだということだと思うんですが、今後はどう

いうふうにこれを展開していくのか、その点についても教えてください。

それからまた、カキ殻だけが水質浄化をするための材料ではないですよね。カキ殻は

確かにいい材料の一つだと思うんですが、今いろんなやり方が出てきていますよね。炭

素繊維を使ったようなものまで出ていますね。それから、もともとあるのでは、活性炭

というものがありますよね。そういうものは併用して進めていくんですか。それとも、

厚岸の場合には何があってもカキ殻一本でいくんだということなんでしょうか。そうい

うことを含めて今後の展開についてどう考えているのか、その点についてもお教えいた

だきたい。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 河畔林の関係でありますけれども、河畔林につきまして、

平成４年から順次実施しているものであります。これにつきましても、厚岸町と標茶町

と非常に流域がまたがってございますので、厚岸町、標茶町、交互にやっていたんです

けれども、昨年は厚岸町の町制施行110周年記念ということで、去年、片無去の町有地の

ほうに河畔林を、ホマカイ川の支流でありますけれども、ホマカイ下川という川の上流
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部に河畔林を造成しました。

そこは１年限りでありまして、今年につきましては、町民の森が既に10回終わりまし

たので、ことし新たに大別川の流域で、町民の森の新たな造成ということを検討してい

、 、 、 、るわけでありますけれども 今回は その河畔林と町民の森造成をあわせて 今年から

大別川の流域なものですから、そこ１本にとりあえず絞ろうかということで計画をして

ございます。

それから、カキ殻の今後の予定ということでありますけれども、これはあくまでも試

験的なことでやってございます。それで、まだ詳しい調査結果も出ていません。平成22

年の関係の調査結果もまだまとまっていないということでございます。今年の設置分に

ついては、現在、標茶町と折衝中でございますので、今年の部分についてはまだ未定で

ありますけれども、何とか総会までには一定程度のめどをつけたいなというふうに思っ

てございます。

それから、何が何でもカキ殻かというお尋ねでありますけれども、これにつきまして

もあくまでもカキ殻は試験でございますので、ほかにいろんな汚泥を取り除くような工

法があるかどうかも含めて、協議会のいろんな団体がございます。厚岸町、標茶町、さ

らには両方の農協さんも、それから漁業協同組合もございますので、いろんな情報を収

集した中で、工法につきまして対応したいというふうに考えてございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 わかりました。よろしくお願いします。

それで、今も話が出ていた河畔林の話でちょっとお聞きいたしますが、これは流域環

境保全協議会の枠を超えての町内全般の話なんですが、釧路の大学の先生かな、河畔林

の必要性というのを講演会なんかもやっているのをちょっと間接的にお聞きしたんです

が、割と河畔林という言葉の定義が、大きな川の両岸に木を植えていく林、それを何か

イメージしているようなので、それはそれで多いに結構なんです。ただ、厚岸町で考え

たときには、その上流部になってきますと、本当に小さな川が網の目のように入ってい

るんですね。それが牧草地の中にもずっと入っているわけですよ。そして、例えば牧草

地150町歩というふうにおっしゃる農家があったとすると、150町歩全部きちっとその草

が生えて牧草地になっているわけじゃないんですよね。他人のところがじぐじぐになっ

ていたり、あるいは、もうちょっと川の形態になっていたりするわけですよね。ところ

が、そのぎりぎりまでやっぱり少しでも反当収量を上げなきゃなりませんからね、牧草

地になっているわけです。

それで、場所によっては、地崩れ起こしているんですよ。というようなところもある

んです。全部が全部じゃないですよ、場所によっては。そうすると、むしろ、その川か

ら、例えば５メーターでも10メーターでもいいから、そんな立派な木でなくていいんで

すよ、やぶでいいんです、ブッシュでいいんです。そういうようなものがあるだけで、

恐らく随分違うだろうと思うんですね。

それで、今後、それは各農家の私有地ですから、そこでもってその部分が草が植えら

れなくなれば、その分だけ生産性が下がるといえばそのとおりなんですけれども、いろ
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いろな相談を個別にしながら、やはりそういう川の始まりといいますか、そういう部分

まで、要するに川のそばについては、何らかのそういう低灌木でも何でも生えているよ

うな緩衝地帯をつくっていくというようなことが必要でないかと思うんです。それで、

河畔林という学問的定義の中にそういうものが入るのかどうか、それは私はわかりませ

んけれども、一応こちらのイメージとしては、そういうものも全部含めて河畔林整備と

いうことを考えていくことが大事でないかなと思うんですが、この点についてはいかが

お考えでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 厚岸町、総体的に１万ヘクタール以上の広大な農地がある

わけです。非常に畑も点在をしているということもございます。私どもとしましては、

その畑にするようなところがあったとしても、畑を造成するときに木を切るなという、

そういった法律はないわけであります。現実に、畑にするためには、当然木を切って農

地にするわけでありますけれども、極力、町の姿勢としましては、お願いでありますけ

れども、なるべく畑にする際には一定程度の緩衝帯を設けてほしいというお願いといい

ますか、草地を川口ぎりぎりまで草地にしないようにという、そういったお願いといい

ますか、そういうことは行っているというわけでございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 新しく草地をつくるときの話ですね、それは。私が言っているのはそうじゃ

ない。現状の中でそういうものを考えていくということが必要であろうと。

私も仕事柄、牧草地なんかに足を踏み入れることが年に何回かありますよね。境界を

見るということがあるんですが、必ず境界のところは、まず、10のうちの10と言っても

いいでしょうね、両隣で境界から１軒ぐらい最低でも離れるんですよ、牧草地は。それ

で、大体ぱっと目で見て、灌木がずっと線のように入っている、ああ、ここに境界があ

るんだなとわかるんです。くいのすぐわきまで牧草地にして、バラ線１本でもってお互

いが仕切っているなんていうところはほとんどありません。やっぱりお互いにそういう

ふうにして使うんですよ、草地はね。町なかの隣のうちとの境界とは違うんです。

そういうような形で、いわゆる川の濫觴という言葉がありますね、杯をやっと浮かべ

るという意味ですが、そういう始まりのようなところを含めて、ぎりぎりまで草地にし

ないで、少しでいいから緩衝帯をつくってほしいということについては、町のほうでこ

ういうわけなんだということをきちんと説明して、そして、一戸一戸の農家の皆さんに

も、農家だけじゃないと思います、そういう土地所有者はね。そういうところにはお願

いをして、なるべくそういう形にしていく。これは強制できるようなものじゃありませ

んから どこまでも趣旨をよく説明してご協力をいただくというようなことが必要になっ、

てくるであろうというふうに思うんですよ。

だから、開墾して草地にするときにはこうしてください、それはよくわかりますが、

現状そうなっていないところが結構あるんです。大きな川はもちろんのことですけれど
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も、大きな川とは言えないようなところでもそういうものがありますので、河畔林とい

うことを考えるんであるならば、やっぱりそこまで視野に入れた政策というものが必要

だと思うということを言っているんですが、いかがでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） ただいまのご質問でありますけれども、木を植えるには、

農地法、それから農振法、それと中山間の事業、あるいは適化法のいろんな規制がござ

います。それらをクリアしないと木を現実に植えるわけにはいかないんですけれども、

ご質問者のただいまのご提言でありますけれども、私も木のそういった緩衝帯をつくる

ということには賛同をいたします。これらについては、農協あるいは農家の方といろい

ろなことで、どういうことができるのかというご相談をしながら、ご質問者のその緩衝

帯に向けての、どういう方法ができるかということも含めまして検討してまいりたいと

いうふうに考えてございます。

（ いいです」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） いいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ほかございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 進みます。

２目水鳥観察館運営費。

13番。

●室﨑委員 水鳥観察館という施設が厚岸町にはありますよね。これを拠点としての事業

計画というものが厚岸町にはあったと思うんですけれども、ちょっと今名前を忘れたん

ですが、それについて説明をしていただきたい。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 水鳥観察館運営計画につきましては、平成18年３月に策定

をいたしております。その計画の中に３カ年の事業計画を定めて、館の運営を進めてい

るという内容であります。

毎年度、予算時期あるいは計画時期に実施計画の達成状況、そういったものをまとめ
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て、３カ年の事業計画を作成する手順といいますか、そういったことで計画を進行させ

ると。そういった方法のもとに、この運営計画を策定しているところでございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 今回は、そうすると第２次３カ年実施計画に載ってくるわけですか。何ペー

ジのどの部分でしょう、もし載っているんであれば。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） ソフト事業で、48ページの下段になりますが、第４節、自

然環境の保全・利用ということで、自然環境の保全ということで記載をさせていただい

ているという内容でございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 ここのところに載っている１から４までの、しかも、これ、相当に量があり

ますが、これが水鳥観察館の事業というふうに考えてよろしいんですね。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 施策の体系のところで、自然環境の保全、それから49ペー

ジの自然と調和した景観の創出、それと３番のこども……。１と３になります。２は除

きまして、１番と３番というふうになります。

48ページにつきましては、１番の自然環境の保全というところで、野生生物の状況の

、 。 、 、把握 それから自然とのふれあいの促進ということです それから 次の49ページには

、 、 、ラムサール条約締結国と それから国内登録湿地の資料収集 関係市町村との情報交換

それから自然観察会、自然素材の体験工作会の開催及び「やちっこクラブ」の活動の支

援ということと、それから、水鳥観察館の展示、あるいは資料コーナーの充実というこ

とと、カヌー利用者へのマナーの啓発ということです。

それから、３番のこども環境教育・環境生涯学習の充実と普及ということでは、人材

活用ということと、それから環境学習機会と学習の場の提供の中に、自然観察会の開催

というのがございます。それと水鳥観察館の展示や活動内容の充実と環境教育の場とし

ての提供ということで記載をさせていただいてございます。

以上です。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 それで、具体的にどういうような仕事なんでしょうか。例えば、野生生物状

況の把握といって、分布状況調査の実施と書いていますよね。年に１回やっても調査の
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実施ですし、毎日やっても調査の実施なんですよね。そういう意味で、もうちょっと具

体的にどんなことを、例えば年内、月内でいうと何回ぐらい、あるいは何時間ぐらいと

いうふうにやっていくのかということについてお聞きしたいんですが。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午後１時58分休憩

午後１時59分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） まず、野生生物の状況の把握ということで、これについて

は、探鳥会、それから別寒辺牛湿原の湿原講座、これらが水鳥観察館の主催事業として

行っているという内容であります。

それから、厚岸湖、別寒辺牛湿原などの学術研究制度の活用ということで、これにつ

いては、平成22年度につきましては、活用につきましては、実施が６回、これを実施し

てございます。これについては、各団体等の報道機関、これについての電子メールある

いはホームページでの周知ということで行ってございます。

それから、ラムサール条約締結国の関係でありますけれども、これは記載内容のとお

りであります。

やちっこクラブの関係でありますけれども、やちっこクラブは４月から翌年の３月ま

での事業期間で、12回開催をしたという内容で、延べ170人参加をしているということで

ございます。

それから、人材の活用につきましては、学校に職員が参りまして、総合的な学習への

参画ということで、これにつきましては７回行っているということでございます。

環境学習機会と学習の場の提供ということで、水鳥観察館の展示あるいは活動内容の

充実と環境教育の場の提供ということで、これについては、10回実施をしているという

内容でございます。

以上でございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 どれを見ても専門的知識のある人がいなきゃできない仕事ばっかりですね。

それで、ちょっと視点を変えてもう一度お聞きしますが、水鳥観察館の事業というの

、 。は 厚岸町にとってどういう位置と意味を有するものというふうに考えているんですか

もっとはっきり言うと、水鳥観察館に来て、あるいはこっちから出ていって、あそこの

ところにいろいろ来る、冬のハクチョウや、夏鳥は余りいないのかな、冬のガン・カモ
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類や、そういうものを眺めると。あるいは、その説明を受ける。そういうことを主とし

た展望台にいろいろなものが付着したような施設だというふうに考えていますか。それ

とも何か違うものだというふうに考えていますか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） ただいまのご質問でありますけれども、私どもといたしま

しては、ラムサール条約の登録湿地であります厚岸湖・別寒辺牛湿原におきまして、水

鳥を初めといたします野生生物と、それから湿地の保全、湿原の利用ということで理解

を深めていただくための普及啓発、啓蒙啓発、そういった活動、あるいは調査研究、監

視、そういったことを行う拠点施設というふうに考えてございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

、 。●室﨑委員 さっきの竹田さんの質問じゃないけれども なぜそんなことをするんですか

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 厚岸町は、厚岸湖、別寒辺牛湿原、第一次産業、カキとア

サリを中心とした第一次産業の盛んな町と。厚岸湖は、まさにその宝の海ということで

あります。したがって、それら産業と、それから厚岸湖を守るための施設というふうに

考えてございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 100点満点の答弁だと思いますよ。まさにおっしゃるとおりだと思うんです。

ですから、歯切れよく、最初からそういうふうに言っていただくと余り時間がかからな

い。

それで まさに今後とも厚岸町が生きていくために この環境保全 それから 今我々、 、 、 、

はどういうところに住んでいて どういう恵みを受けているのかということを知らなきゃ、

なりませんよね。そのことをきちんと調査し、それを町民初め多くの人に教える、そう

いうものの拠点だということですよね。だから、いわば厚岸町というもののもろもろの

施策を基本的に支えるデータをきちっとつくることが、この水鳥観察館には、それはも

ちろん水鳥観察館だけじゃないですよ、ほかにもそういうものはありますけれども、大

きく期待されているということだと思うんです。

それで、今ここのところへ出てきたもろもろのことをやっていると。専門的知識のあ

る人が１人だけでもってやるんですから、これは大変ですわね。１年が500日あっても足

りないんじゃないかと思うような事業が全部並んでいますけれども、どうでしょう、担

当課として今言ったような設置の趣旨ないし目的に、その機能を今十分に果たしている

と自分で評価できますか。
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●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） ただいまのご質問でありますけれども、この水鳥観察館に

つきましては、こちらからの情報が全国に発信をしていると。非常に貴重な自然もたく

さんあって、そういった魅力を全国に発信しているということでございます。それと、

先ほど申し上げた厚岸湖、別寒辺牛湿原に大きな役割を果たしている施設というふうに

認識をしてございますけれども、現体制でそれが十分機能を果たしているかというお尋

ねでありますけれども、十分とは言えませんけれども、手前みそになりますけれども、

十二分とは言えません、十分とは言えませんけれども、及第点で私は役割を果たしてい

るというふうに認識をしてございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 一つ一つやろうとしたことについて、どういうふうにできたかという具体的

な検証をしていますか。今の印象は結構でございます。それから、十分であったり、十

二分であったりして、十分とは言えないけれどもとか、いろんな修飾がついていますけ

れども、具体的に昨年これとこれとこれをこういうふうにしようとしたけれども、これ

とこれとこれについては十分できたと。しかし、これとこれはかくかくしかじかの理由

でそこまでいかなかったというような検証は具体的にやっていますか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） ただいまのご質問でありますけれども、毎年度毎年度、年

度末に、今までに行ってきた内容について、実施状況について、検証を兼ねてまとめて

いるものがございますけれども、これほどの事業の中身でありますので、数の中には、

十分やっているつもりでありますけれども、不十分な点もあったというふうに私自身は

認識をしてございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 としか答弁できないと。具体的にはやっていないから。何回やりました、何

人来ましたというような報告書は出ているけれども、それが具体的に、今言った設置の

目的、意味に比して、照らして、果たしてどこまで十分な機能を果たしているであろう

、 。 、 。 、かという きちんとした検証はしていないと そういうことですね 今の話は それで

今それをこの場でもってやって、これから休憩して待っているから資料を出せなんてい

うことは言いませんから、その点はご安心ください。

それで、そういう検証をきちんとやるべきだと思う。それで、そうなれば、形式的に

はやったけれども、やはり担当者として、あるいは担当課として、もっともっとこうす

べきであった、そういうようなものだって結構出てくると思うんですよ。これはよそに
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は言えないよねというんなら、それでもいいんだけれども、そういうものをやはりきち

んと検証してほしい。それが次に向かってのステップになりますから。それで、あれも

やっぱりちゃんとできなかった、これも８割方しかできなかった、これもなかなかうま

くいかなかった。どうして。もし、体制が弱くてというんであるならば、体制の強化を

すればいいんです。それから、担当者がサボってというならば、担当者がちゃんとやれ

ばいいんです。いろんな理由があると思います。そして、せっかくこれだけのきちんと

した施設があるんですから。そして、そこでは壮大な目的を持っているんですから、そ

れに向けてどうなのかということを早急にやっていただきたい。それが次につながるも

のであるし、また、次の議会では、そういう議論が出てくると思いますので、よろしく

お願いしたい。いかがでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 委員おっしゃるとおりだというふうに私自身も思います。

委員の意を踏まえまして、事業内容等々につきまして検証をしてまいりたいというふう

に思ってございます。

（ 結構です」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） よろしいですか。

ほか。

14番。

●竹田委員 水鳥観察館の厚岸湖・別寒辺牛湿原学術研究奨励補助金について、ちょっと

伺いたいと思います。

この奨励補助金の制度を始めた理由と、いつからなのか、まず教えてもらいたいと思

います。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） この学術研究奨励につきましては、平成９年から実施をし

てございます。この目的につきましては、学術資料の蓄積を目的としてございまして、

ラムサール条約の登録湿地、あるいは周辺の自然を対象にした研究に対する助成制度で

ございます。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 まず、流域環境を守るといった部分なんですけれども、ラムサール条約の部

分のとらえ方の流域と厚岸湖・別寒辺牛湿原との保全のワイズユース、賢明な利用とい

う部分の流域という意味ですか、流域という本来の意味とあわせて、この学術研究奨励
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補助金を出すに至った流域の意味を両方兼ねて説明してもらいたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 最初、平成９年当時、始めたころには、基礎調査といった

部分が非常にウエートを占めていたということであります。最近、私どもが求めている

ものにつきましては、自然と、あるいは産業にかかわっているものと。一次産業のかか

わりといったものについて、そういったことでもっと研究を広げていただきたいという

ことで、各方面に対してはそのように申請を求めているという内容でございます。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 結果的には、ラムサール条約登録湿地という部分で、別寒辺牛湿原は8,300ヘ

クタールという広大な湿地帯であると。1993年にラムサール条約湿地登録というふうに

されて、2005年には381ヘクタールが追加されてということがあるんですけれども、最初

の登録と合わせて5,277ヘクタールが登録されているというふうにあります。8,300ヘク

タールのうち、これを合わせた5,277ヘクタールの登録されている部分と登録されていな

い部分の中身の意味というんですかね、どういう意味なんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） ただいまのご質問でありますが、鳥獣保護区に指定されて

いるか、指定されていないかの、その部分がラムサール条約の登録湿地であるかないか

ということで分かれているという内容でございます。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 そうすると、1993年のラムサール条約登録湿地に381ヘクタールが追加された

というのは、単純に5,227ヘクタールから381ヘクタールを引いた部分が最初の鳥獣保護

区で、後から381ヘクタールがさらに鳥獣保護区として認定されたというふうな意味にな

るんですけれども、それでよろしいんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 追加になった部分は高層湿原と、それから日本野鳥の会が民間

から取得をした土地、それが鳥獣保護区に加わったという内容でございます。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 あわせて聞かないと、最初から鳥獣保護区と言ったら、ただ鳥獣保護区だけ

になってしまうので。順を追って最初から説明してもらわないと、２回目聞かないと中

身がわからなくなってしまうというふうになってしまうので。
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それと、湿原の学術研究奨励補助金の部分を兼ねてなんですけれども、結局、流域を

守るということ自体が、厚岸湾と厚岸湖の自然の保全につながるというふうになると思

うんですね。そういうふうになると、第２次実施計画の第２節の沿岸と流域管理という

ところがあるんですけれども、このソフト事業という部分について、さっきから言って

、 、 。 、いる 平成23年から25年については 物質の循環というふうに書いています そこには

河川、厚岸湖、湾の各種データの採取というふうに書いているんですけれども、その下

に、厚岸湖の栄養塩類のバランスを含めた物質循環の解明及び高い生産性と生物多様性

の保全の推進と書いているんですよね。これだけ読むと、いろんなところに、物質循環

ですから、水と汚泥を切り離して考えるということはとても矛盾もしますし、考えられ

ないことだと思います。

１の次の１のところに、山・湿原・川・湖・湾を通っている水・物質の連鎖とも書い

ています。そして、２番目に環境への負荷の軽減というふうに書いています。これ、ど

こ見ても、第３節、水質保全・大気汚染・有害物質、ずっと見ても、汚泥の部分につい

ては何一つないんですよ。そうすると、物質の循環の中には汚泥は関係ないというふう

になってしまうと思うんですけれども、そのとらえ方というんですかね、このソフト事

業と書いている部分、これらを見ると別寒辺牛から多量とでも流れていく、もともとは

汚泥でない酪農地帯からの何らかのものが流れ着く心配があるというふうに先ほどから

答弁されています。標茶、厚岸の境界線に暗渠、明渠を使ったカキ殻サンド工法を用い

てのというふうに答弁もしています。そういったことから考えると、なぜ、ここに汚泥

という部分の対策をとられるものが書かれていないんでしょうか。すごく矛盾を感じま

す。その辺を説明してもらいたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午後２時25分休憩

午後２時25分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 申しわけございません。

この47ページの中段にあります、物質の循環というふうに書かれていますけれども、

その下に、河川、厚岸湖、湾の各種データの採取ということで、これについては、町と

いうのは厚岸町ですよね。それから協議会というのは、先ほど言った別寒辺牛川・ホマ

カイ川流域環境保全協議会のことであります。それと、あと漁協ということで、これに

ついては、先ほどのお話であります漁場環境調査というふうな環境のとらえ方というこ

とで、この中に包括した形で、この中に含まれているというふうに考えていただければ

というふうなことでございます。
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●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 大事な部分の認識ということを考えれば、ずっと水質、水質というのが書か

れているんですけれども、包括的に考えてくれと言ったって、確かにそう言われればそ

うですよね。湾の各種データの採取と書いているんですけれども、各種と書いているん

ですから、それも含むんだというんであれば、何でこの第２節から第３節にかけて汚泥

というものが一つもない。それはおかしいんじゃないかというふうに思うんです。なぜ

汚泥という言葉を入れないのかが疑問に思うんですよ。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午後２時29分休憩

午後２時32分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 47ページについては、先ほど包括した内容ということでご

答弁申し上げましたが、ハードのほうになりますと、23ページ、24ページのほうに、漁

場造成環境調査事業ということで、この中に底質調査を含めた中での、漁協が事業主体

での漁場環境調査がこの項目に入っているという内容でございますので、ご理解いただ

きたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 事業の内容については、毎年、汚泥の調査をするということで最初から載っ

ているものですよね。それは十分わかっています。ですから、事業については載ってい

るんですよ。載っているにもかかわらず、なぜこの事業の２節、３節のところに汚泥と

いう言葉をわざわざ排除するような書き方ということをするのかなというふうに思って

いるんですよ。ということは、それほど大切じゃない。物質循環と言いながら、その下

に汚泥の言葉もない。水質などの環境調査による適正な生産量の科学的な解明、水質な

ど。などの中に入っているんじゃないか。じゃ、水と汚泥とどっち大事なんだという話

になるんですけれども そうなってしまうと話がややこしくなりますよね だから どっ、 。 、

ちも大事じゃないですか、物質的循環であれば。なぜ汚泥という言葉を排除しなきゃな

らないのかと聞いているんですよ。ハードの事業の中に入っているからいいんだと、そ

ういうものではないと思いますよ。

だから、自分がいろいろずっと質問してきている中で、汚泥の部分についてはなかな

か触れないようにしている部分というんですか、何回か何回か汚泥の部分について聞い

たけれども、今回初めて深さとかいろんな部分について聞いてきたんですね。答えてく
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、 。 。れないし わからなかったからなんです 聞き方が悪い自分が一番悪いんですけれども

何を聞いているかわからないから、聞いたとおり答えたべやという話になってしまうん

ですけれども。

この部分についても、先ほど課長が答弁した、宝の海だと。産業を守るために湖と湾

の保全 環境を守るためにいろいろつくっている いろいろ考えている施策なんだと言っ、 、

ているんであれば、汚泥も物質循環の中の一つじゃないですか。それを踏まえるんであ

れば、汚泥の調査を毎年やっているんであれば、なぜここに汚泥という言葉を入れない

のかということなんです。それほど大事でないかというふうにも考えてしまうんですけ

れども、どうなんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 答弁がかみ合っていないというのは、多分、ご質問者は感じて

おられるかなというふうに思います 我々は汚泥という言葉を使っておりません 汚泥っ。 。

、 、 、 。 、て何と聞かれたから 汚い泥 そういうふうに答えたわけですね 一番最初 汚泥って

じゃ、何だ。我々は調査をしている項目の中に底質調査というふうに、底質、湖の底の

部分の調査という表現をさせていただいて、その調査は漁場環境調査事業によって行わ

れていますよという答弁をさせていただいております。

多分、多分といいますか、私が思うには、汚泥というのは、もう微生物であろうが、

何であろうが、生息するのに耐えられない状況になった泥というイメージがあるんです

。 、 、ね それは 先ほど湖内の状況をおまえたち見たのかというお話がありましたけれども

そういうほかの微生物も含めて生息できないような環境の場所というのは、私はあると

思っています、流域に。それは、どういう状況かというと、目視あるいは鼻でかいで、

いわゆる硫化水素、硫黄山のようなにおいのする場所、これは厚岸の沿岸域にないとは

言えません。それは多分おわかりの上でご質問がなされているんだろうと思います。そ

の部分は、私は、質を調査するということよりも、それの除去対策、あるいはどれだけ

の数量があるんだというようなことをまずやるべきではないのかなと。質はもう、そう

いう硫化水素を発生するような状況になっているということはもう末期症状です。その

ものの質を調べても、そこからは何も生まれてこないというふうに思うんですね。極端

な言い方をさせていただくと。そうすれば、それの除去対策ということをしなければな

らない。

先ほど カキ殻を活用した問題 いろいろこの議会以前からもご質問者から提示があっ、 、

て、どこでどういう調査作業をやっているのかと。それは、水質浄化、汚泥浄化とかそ

ういう言葉は使っていないはずです。水質浄化の機能をそのカキ殻が発揮しているので

はないか。カキ殻の気泡みたいなところに微生物が汚濁、懸濁物質を分解すると。そう

。いう作業があることによって水質が浄化されていくということのテストを今やっている

それは、閉鎖海域の中で限定的にやられているということであります。

ですから、どうして汚泥という言葉を使わないんだというのは、今申し上げたとおり

でありまして、まず、それはまた別の次元で考えなければならない。我々は、厚岸湖・

湾の水質状況、これを経年変化といいますか、データを蓄積していって、それで湖内の
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環境の変化というものをとろうじゃないかということで、この作業を進めているという

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。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 副町長の言っていることはわかります。僕が言っていたのは、まず、誤解し

てもらいたくないんですけれども、僕も底質汚泥という言葉を使ってカキ殻サンド工法

のときにはきちっと説明しています。その底質汚泥について答えています。だから、そ

れを今さら否定されても困るんですよ。僕は底質汚泥という言葉を使って質問していま

す。カキ殻の中に、サンド工法という、沈めた中にカキのふんだとか泥だとかが入った

のを、底に置いたものを日数がたったら一回上げて、泥を払って、また沈めるんだよと

いうことまで言っています。それは答弁書、質問書を読めば、その時点のことを洗い探

せばわかると思います。

ですから、僕の質問は、あくまでも底質は汚泥ということでずっと聞いてきているん

です。それは理解してください。

ですから、カキ殻の使い方が、我々の使い方とあなたの言っていることは違うんだと

いうことはよくわかります。だって、浄化ですから。そこまで、僕、ばかでないと思う

います。そこはわかります。ただ、カキ殻を使った汚泥の回収という部分について質問

したことはご理解願いたいと思います。

それから、どれだけの量があるか調査すべきなんだというふうに副町長おっしゃいま

したけれども、それも僕さっきから聞いていることだと思います。泥が何センチあるの

かわかりますかと言ったら、わからない、調べたこともないですと。じゃ、調べてくだ

さいと言っているんですよ。それが何が食い違っているのかがよくわからない、逆に。

ここに各種データの採取と書いているし、水質などのと書いているんだから、汚泥も

入っているんじゃないかといえば、それはそれでわかりました。

以上で終わります。

●委員長（音喜多委員） 答弁は。

（ 言いたくなかったらいいです」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 答弁はないですか。

ないようですので、次に進みますが、ほかございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） なければ進みます。

３目廃棄物対策費。

10番。
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●谷口委員 今年度の施政方針で、廃棄物対策でリサイクルの向上を図るということで、

今年度、山の手地区の一部をモデル地区として、一般家庭での生ごみ分別収集を試験的

、 、に取り組んでまいりますというふうに説明されておりますけれども この内容について

どういう内容なのか詳しく説明をしていただきたいと。

それから 生ごみ堆肥化容器の購入助成15万8,000円があります これについて 平成22、 。 、

年度の実績をちょっと教えてください。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） ただいまのご質問でありますけれども、生ごみのモデル収

集ということで、今年度予算化をさせていただきました。内容につきましては、平成23

年度、住の江町の山の手地区の一部の方にご協力をいただいて、生ごみの分別収集をモ

デル的に実施をしたいという内容であります。

このことにつきましては、昨年の11月に自治会にお話をさせていただいて、そして、

、 。同じ11月に 役員会に私どもが出席をさせていただいて説明をしたところでございます

時期的には、今年度の５月から年度末までを予定してございます。このモデル地区で

いろいろな問題点、あるいは改善する点、そういったことを平成24年度に１年間かけて

検証して、平成25年度に町内全体でこの生ごみの分別収集を行っていきたいというふう

に考えてございます。

この生ごみの分別収集をなぜやるのかということでありますけれども、これにつきま

しては、全道180市町村がありますけれども、75市町村で既に実施をしているということ

でございます。

それと、これのメリット、行う必要性でありますけれども、まず、一つ目は、もちろ

んごみの全体量を減らしたいということが最大の目的でございます。それから、堆肥化

、 。して有効活用をして 町営牧場の飼料の減にもつながってくるということでございます

それと、いろいろな面で燃やすと焼却灰が発生するわけですけれども、それが全体の10

、 、％ぐらいになるわけですけれども それがすべて最終処分場のほうに行きますけれども

そういったことが軽減をされて、最終処分場の延命化につながるし、それから、生ごみ

は水分が多いわけでありますので、これを焼却するとなりますとごみ焼却場の施設のほ

うにも負担がかかるということもあります。環境保全ということと、それからごみの全

体量を減らすと、そういった大きな目的を持って、この生ごみの分別収集を試験的にこ

とし実施をしたいという内容でございます。

それから、もう一つ、生ごみの堆肥化容器の購入助成の関係でありますけれども、こ

れにつきましては、平成22年度につきましては、無償配布、それから一部助成、それか

らバケツ型容器の購入等を含めて、全部で５つということでございます。予算はそれぞ

れ、無償配布については15個を持っていましたけれども、残念ながら無償配布について

は１個ということです。それから、２個目については一部助成ということで1,500円の助

成がありますけれども、これについては、15個の予算を持っていたところが３つという

ことです。最後に、バケツ型容器については、１つが購入希望ということで、合わせて

５つという内容でございます。
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●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 このモデル事業の仕組みというか、どういう方法でやるか、もう少し教えて

ください。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 方法でありますけれども、これについては、住の江の１丁

目地区を対象として、１丁目地区については週に２日間、燃やせるごみの収集日がある

わけですけれども、この最初の日、火曜日を生ごみの収集に充てたいということで、し

がたいまして、火曜日と金曜日のうち、火曜日を生ごみ収集、金曜日は普通の燃やせる

ごみの収集日ということでお願いをしたいということであります。

それと、このバケツ型容器を各戸に配布をすることになっています。１丁目地区は80

戸ございますけれども、80戸に、大きさは11リッターのバケツなんですけれども、中に

水切り用として仕切りがございまして、水がたまる部分を抜かすと９リッター分生ごみ

をためることができるようにするということでございます。

それと、収集日には、風の強い日については、ごみ箱に入れていただくか、普通の風

のない日については外でそのまま置いていただければ、収集員がその生ごみの収集に当

たるということでございます。

それから、総体的には、１回の排出量というのが、この山の手地区の１丁目地区に限

定をいたしますと 年間22.8トンの生ごみが出るわけでありますけれども これを大体50、 、

回の収集日としまして、11カ月分の50回で割りますと、１回が456キロの生ごみが出るだ

ろうということで、今現在、これを堆肥センターに持っていくわけですけれども、堆肥

センターは、事業系の生ごみは既に実施してございまして、それの年間の処理量が87ト

ン程度でございます。これに新たに今回の山の手地区の22トンが加わるという内容でご

ざいます。

４月までに班ごとに説明会を開催して、理解を求めていきたいと。説明会を開きたい

ということでございます。既に役員会を昨年11月に開いてございまして、その際には、

一応役員会の中では了解をしていただいてございます。その中では、いろんな意見がご

ざいましたけれども、なるべく手間のかからないようにやってほしいということと、そ

れから、趣旨は理解するということでご了解いただいていますけれども、班がそれぞれ

あるから、班ごとに説明会を開いていただきたいという内容の要請はその役員会の中で

はいただいているという内容でございます。

以上でございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 そうすると、このモデル事業というのは、３年後は全町この事業を実施する

ための、まず手がかりとして平成23年度はそれをやるんだと。それで１年間かけてよく
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、 。検証した上で 平成25年度から全町本格実施をするというふうに押さえていいんですね

それで今回、山の手自治会の一部ですね、80戸を対象にしてこれを行うということに

なるわけですけれども、このバケツ80個というのは、これはだれが負担するんですか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） バケツにつきましては、厚岸町が購入するという内容でご

ざいます。すべて厚岸町が購入します。予算化は、この中の消耗品費がございますけれ

ども、需用費の消耗品費の45万7,000円がございますが、このうち20万円ほどの予算を計

上させていただいて、この購入に充てるという内容でございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 大体内容はわかってきたんですけれども、今、北海道170ぐらいあるのか、そ

の中で厚岸町が75市町村に何とか追いつくようにこういう対策をとろうということで、

厚岸町の場合、焼却事業を始めるときから、非常に生ごみの中でも水気の多いものが多

く含まれる地域であるということで、焼却炉には相当負担がかかるということが言われ

ていますよね。それで、それをできるだけ負荷を減らしていきたい、あるいは燃料代を

節約するというような、また環境にもきちんと配慮していくということが目的だという

ことでわかりましたけれども、これはやっぱり相当協力してもらわないと、きちんと協

力していただかなければ、成功する事業ではないですよね。

それと、このバケツなんですけれども、水切りをするとなっていますよね。だから、

言ってみれば上げ底になっていて、その下に水がたまって、たまった水はどういうふう

に処理されるのか。うちの中にはとてもじゃないけれども、置いておけるようなもので

ないのか、それとも絶えず汚水みたいなのがたらたらしみ出るような仕組みになってい

るのか、それはどういうふうに管理するのかね。そのあたりはどうなんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 確かにご心配をいただく点がありまして、そういったご意

見も確かにございました。これについては、特に生ごみから流れ出るものについては、

三角コーナーが皆さんのところにあると思うんですけれども、そういったものをイメー

ジしていただければ、悪いものではないというふうに思ってございます。

これについては、ごみを分別収集する際には、家庭の流し台に直接投げても悪いもの

ではないというふうなことでご説明をして、それから、研修先に何カ所か行っています

けれども 研修先でもそのようなことで説明を受けて 現実に運用していると そういっ、 、 、

たことでございますので、我々としては心配はしていないということでございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。
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●谷口委員 このモデル事業は 対象の住民の方々に全面的に協力をしていただいて 言っ、 、

てみれば実験ですよね。これが、だからきちんと成功するような取り組みをして、やは

り生ごみが資源ごみとしてきちんと活用されるという方向に持っていっていただきたい

なというふうに思います。

それと、生ごみの堆肥化容器の購入助成なんですけれども、この事業も始まって、も

う相当たつと思うんですね。それで、前にも何回も話ししてきていますけれども、堆肥

化容器もさまざまなものが今出ていますよね。それで、町のほうに処理していただくの

と、みずからきちんと処理をして、それを有効活用するというのもやっぱり推奨したほ

うがいいと思うんですね。わざわざ持っていっていただいて、少量であろうが、運ぶこ

とにはやはりそれなりのコストがかかるわけでありますし、それから、自分のうちで小

さな花畑だとか野菜をつくっている人もたくさんいるわけですから、そういう家庭菜園

にも有効利用するようなことも考えていくと、できる人はね。やったほうが私はいいと

思うんですね。そうであれば、これだけの、15万8,000円ですから、額にすればそれほど

でもないかもしれませんけれども、それが有効に活用されるということになれば、その

予算の範囲内で今補助の中に入っていない、そういう機種のものも一部補助の対象にす

るということによって、さらにそういうことをきちんとやろうとする人がふえてくるん

ではないのかなというふうに思うんですよね。電気でやったり、いろんなものをまぜた

りしながら、電気でやるのもあれば、手動式のもあるというふうにも聞いていますけれ

ども、そういうきちんと有効にその器械が働くものであれば、それはそれで全額補助せ

よとは言いませんけれども、それをきちんと購入されることがわかるものであれば、そ

れにも補助を向けるべきではないのかなというふうに考えますけれども、いかがでしょ

うか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） まず、モデル地区の生ごみの分別収集の関係でありますけ

れども、今後とも、まだ細かく説明会等残っていますから、そういったことを開催する

ことによって、疑問点等々に対応したいと考えておりますし、それから、何とかご協力

をひたすらお願いをするという場にしたいというふうに考えてございます。この試験事

業が成功するしないは皆さん方の協力というふうに思ってございますので、その点、細

かく配慮をしたいというふうに考えてございます。

、 、 、それから ２点目の堆肥化の容器の関係でありますけれども 去年はたまたま５月と

それから10月に講習会を開いて、何とか普及を図りたいということで、それこそ家庭菜

園から何から使っていただけるように、この生ごみ堆肥化の普及を図ったわけでありま

すけれども、思ったほどの参加者が集まらなかったということと、それから、普及につ

ながらなかったということもございます。

ただ、先ほど委員おっしゃった電気の関係のことも一度検討したことはあるんですけ

れども、たまたま料金が非常に高額なものだということで断念をしたということもあり

ますし、今、簡単に、手軽に堆肥化が年じゅう通してできるという、段ボールを使った

コンポストも出てきて、たまたまそういった段ボールを使った講習会の実施もしてござ
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います。これも一つ一つの積み重ねというふうに思ってございますので、今後とも、無

。料のコンポストについても継続して実施をしていきたいというふうに考えてございます

地味でありますけれども、この堆肥化のコンポストの購入事業を町の施策として進めて

まいりたいというふうに考えてございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 購入助成、あるいは無料でやるのはいいんですよね。ですけれども、結果的

にあっちこっちへ転がっているんですよ。せっかく町がやっても。そうであれば、何で

生ごみを堆肥化する容器をせっかく町が無償で住民に設置してもらったり、あるいは一

部助成をしてやってもらっても、そういう状況になるということは、やはりその管理も

結構大変なんですよね。そうすれば、結果的には、虫がわいてしまったり、そういうこ

とでそれをきちんと管理できないばっかりに、それがいつの間にか放置につながってし

まうということだと思うんですよ。

そういうことであれば、やはり、私はだから、さっきから言っていますけれども、全

額助成をしろということは言いませんけれども、それに見合った、２回目以降は一部助

成でしょう。そうであれば、その程度、あるいは、それプラス倍ぐらいとかね、そうい

うことを考えて、生ごみを減らす、有効利用を促進するということをやっぱりやってい

。 。くべきではないのかなというふうに思うんですよ そのあたりではどうなんでしょうか

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 以前からご指摘いただいているように、無料で一度配った

んですけれども、活用されていないところもあるということであります。私どももそう

いうことは認識してございまして、かねてから、先ほど申し上げた講習会等、それから

ＰＲ活動もやっていたわけであります。委員の趣旨も十分わかりますけれども、今後と

も、より一層、町として最低限、広報を使ったＰＲとか、あるいはチラシを使ったＰＲ

とか、そういったことしかできませんけれども、この普及で何とか広げて、ごみの少量

化を図っていきたいというふうに考えてございますので、ご理解いただきたいと存じま

す。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 何で、この容器でなければだめなんですか。今、電気屋さんに行けば売って

いるんですよ そういうものが あるいは 家庭用品なんかを売っているところでも扱っ、 。 、

ているんですよ。そういうところの一部助成ができない理由は何なんですか。容器はい

いけれども、そういうものには助成できない、その理由は何なんですか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。
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●環境政策課長（大崎課長） いろいろなコンポストの容器が普及しているのは承知をし

てございます。ただ、その中で、家庭用の電気を使った、電化製品の生ごみの処理機と

いうのがあるというふうに聞いて、それを用いて、ある団体を通じて一度試験的にやっ

たことがあるということであります。そのときの検討した機器については、電熱を用い

て水分をなくして乾燥化させるというものであったということでございます。その検討

結果については、その電化製品については非常に値段的に高かったということと、電気

を使うということで普及しにくいのではないかという判断のもとに、助成対象にすると

いうことになりますと、非常に予算的にも相当膨らむのではないかということで、断念

をしたというのが実態でございます。

なぜそれでなければだめなのかということでのご質問でありますけれども、この生ご

みの堆肥化については、水分をやっぱり減らすということが非常に重要であるというふ

うに思ってございます。その水分を減らすことが、利用される側にとっては非常に面倒

だというふうに思ってございます。したがいまして、いかにその水分を減らすことがで

きるかといったことで、うちのほうで考えている容器でそのことを実践しながら、町民

の皆さん方に利用していただくといったことも、これからも継続して行っていきたいと

いうふうに考えてございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 申しわけないんですけれども、コンポストというのは、一定の敷地があるう

ちでないとできないんですよ。我が家みたいに軒先の向こうはもう隣なんですよ。そう

したら、ほとんど日が当たらないんですよ。そういううちでは、コンポストというのは

なかなか十分な効力を発揮していかないんですよ。さんさんと日が当たる、そういう広

いお庭を持ったうちならそういうことが可能なんですけれども。

そして、今、高齢化しているんですよ。足の悪い人が外まで何歩も歩いていって、生

ごみを容器に入れて、そして、虫がわかないように薬をまいて。物置に行って、腐らな

い、変な虫がわからないような、何というのかわかりませんけれども、その薬をきちっ

とかけて、またそれを戻して、そして自分は投げた容器を持って、また入ってこなきゃ

ならないと。それより、足の悪い人たちが、もう自分のうちに設置している人もいるん

ですよ、できないからということで。

そして 今 課長説明されましたけれども 何種類の器械を使って どういう結果だっ、 、 、 、

。 、 、たんですか 電気も使うし 水切りも悪いしというような説明をされていますけれども

水切りの方法だってあるんでないですか。そういうことを考えながら進めれば、まだま

だ有効なやり方があったんではないのかなというふうに思うんですよ。何かたまたま試

験をした器械がそういう器械だったと。相当当たりの悪い器械でしか、そういう試験を

していないということでないですか。

●委員長（音喜多委員） ここで休憩します。

午後３時17分休憩
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午後３時45分再開

●委員長（音喜多委員） 再開いたします。

環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 時間を経過させて大変申しわけございません。

なぜ電気のコンポストについては助成をしないのかということの答弁をさせていただ

きたいと思います。

まず、電気のコンポストにつきましては２種類あるようでありまして、一つはバイオ

型ということで、外に設置をして、微生物を利用して堆肥化するというのが一つと。そ

れから、乾燥型で、生ごみの水分を熱の力で乾燥させて容量を減らすという二種類があ

るようでありまして、いずれも一長一短があるということでございます。乾燥型が非常

に高いということで、この二種類とも大型、小型があるそうですけれども、値段的には

５万円以上するということでございます。

ほかの町村でも、釧路市もやっているそうでありますけれども、余り普及をしていな

いということでございます。そもそも電気を使うということで、エコではないというこ

とで、これに加えまして、乾燥させただけで堆肥として使うのには１年ぐらい置かなけ

ればいけないと、そういったこともあるようで、これが普及していないということで、

この電気型のコンポストについては助成をしていないという内容であります。

ただ、厚岸町では、電気のコンポストにかわるものとして、小型のバケツの容器の助

成を行っているという内容であります。

そもそも、生ごみの堆肥化を始めた当時は、ごみを減らしたいと、最終処分場の延命

に向けて生ごみをなるべく減らして、家庭で処理して堆肥ができるように普及させたい

ということで始めました。その後、いろんな製品が出てきましたし、時代も変わりまし

て、高齢化も進んできたということでございます。今はエコの時代といいますか、省エ

ネの時代であります。今後、新たな容器がそれぞれ出て、今以上のものがあるというふ

うなことも視野に入れて、さまざまな容器が出ているわけですけれども、いろんなこと

も検討して、何とかごみの量を減らして、コンポストの普及を図っていきたいというふ

うに考えてございますので、ご理解いただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 いろいろ説明をされましたけれども、無償で貸与、あるいは助成を行って、

きちんと有効利用されている家庭と、そうでないところがありますよね。ですから、結

果的に使わないで野ざらしになって置いてあると。そのうち粗大ごみの回収日か何かで

一緒に回収にお願いをするというようなことが、町がやったことで、そういうことが片

方でありながら、片方でそういう新しいものに対する利用が、効率がどうなのか私自身

も十分把握をしているわけではありませんけれども、そうはいいながらも、そういうも

のだって進歩していると思うんですよね。それで、エコでないということを随分強調さ
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れておりますけれども、あの容器をつくるのにも相当エコに負荷をかけてつくっている

わけですよ。それが利用されないで投げられているほうがよっぽどエコを無視したこと

になるのではないのかなというふうに思うんです。

ですから、その辺の天秤はどうやってはかるかということがありますけれども、少し

でも生ごみを減らす、生ごみの有効利用をどう高めていくかということについては、や

はり真剣に考えていただかなければ困るなと。ですから、今回のモデル事業と家庭内の

リサイクル事業と、やはり両方有効に活用していくというのが行政の果たしていく役割

ではないのかなというふうに考えるんですが、いかがでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） ご質問者のおっしゃるとおりというふうに考えてございま

すので、ご質問者の意に沿った形で取り進めをしたいというふうに考えてございますの

で、ご理解いただきたいと思います。

（ はい、よろしいです」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） いいですか。

この目でございませんか。

13番。

●室﨑委員 今の、要するにモデル地区をつくって、一般家庭ごみについても大々的な堆

肥化に入っていくと。前には、特定の飲食店のもので実験を、何年か前からしています

よね。それは堆肥化するときのいろいろな微生物、菌類の調査だとか、そういうことを

。 、 、含めてやっていたというふうに聞いていました 今回 家庭ごみのモデル実験に入って

なおかつ、平成25年度ですか、そのぐらいには全町的にいきたいということになったわ

けですね。ごみの処理ということに、家庭ごみの中の処理の体系が大きく変わっていく

という話だと思うんです。そうすると、この計画をつくったのは、そんな１カ月前とか

そんなものじゃないですよね。

ただ、こういう大きな話のときは、大抵の場合、厚文の委員会のほうに前もってお話

があるはずなんですけれども、今の議論を聞いていると全部初耳なんですよね。こうい

うようなものについて、やっぱり、どうなんです、前から同じことを言っていて、もう

先はないですから、今さらそんなことを言っても始まらないんだけれども、来るべき来

年度にも、やっぱりこういう個々具体的なちょっとした話ではなくて、大きな方針でや

るようなものについては、やっぱり前もって議会にもその旨話をし、そこでもって双方

意見交換して、よりよいものにするというような対応は必要でないかと思うんですけれ

ども、そのあたりどういうふうにお考えなんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。
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●環境政策課長（大崎課長） たしか一昨年、平成21年の、私が環境政策課に来て間もな

、 、 、く 環境基本計画等のご説明をしまして この生ごみの堆肥化のモデル地区を選定して

平成23年度から始めて、平成24年度を検証の年にして、平成25年度から本格的運用とい

うことで、コンポスト化を図りながら進めたいというお話は、たしか厚文で一度お話は

したと思います。ただ、モデル地区を山の手地区に選定して、平成23年度、次年度こう

いうことをやりますよというお話は確かにしてございません。それは大変申しわけござ

いません。

この関係につきましては、私どもとしましても大変重要な案件というふうに思ってご

ざいますので、これらについては、厚生文教常任委員会と議会にも、平成23年度におき

ます内容についてご報告をしたいというふうに思ってございますので、ご理解いただき

たいと存じます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 こういう話が出るたびに、同じような答弁あるんですよね。これやるべきで

ありました、今度はやります。また同じことが繰り返される。もうそろそろそれはやめ

ていただきたい。きちんとしていただきたい。

、 、 、その上で申し上げるんだが 今回このモデル地区というのは 確かにモデルですから

ごく一部だけで行って、その状況を見てということなんでしょう。それで、これはだめ

だということにならない限りは広げていこうという計画をお持ちであると。それで、ど

んどん広がっていった場合、その前に、今、モデル地区は80何戸ですか、そこのところ

では、今話に出ていた生ごみ堆肥化容器をお持ちの家庭もありますよね。そういうとこ

ろも今回は協力いただくことで、全部そっちへ生ごみを入れないで、町の行う実験のほ

うに全部出してくださいと、そういうことにするんですか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 今、町のコンポストを利用されている方については、継続

で、そのまま利用していただいて、ですから、二通りといいますか、家庭菜園のほうは

家庭菜園で利用していただいて、生ごみのほうはまたこれは別として、そちらのほうも

併用していただくというふうに考えてございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 そうすると、今後これがうまくいって、全家庭に広がってきたときも、いや

いや、うちは今までどおり生ごみ堆肥化容器を使ってやっていきますという方には、ど

うぞどうぞということになるんですか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。
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●環境政策課長（大崎課長） 基本的には、そのようになるというふうに思います。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 基本的というのはどういうことでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 全町に普及した場合でも、これまでどおり住の江のモデル

地区同様にコンポストはコンポスト、それから、そのまま生ごみを分別で協力していた

だけるところについては協力していただくという格好で、それはモデル地区と同じ内容

でございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 ちょっと済みません。私の聞き間違いかもしれないけれども、さっきの議論

、 、 、 。の中でも 山の手と出たり 住の江と出たりしているんですけれども どこなんですか

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 大変混乱させて申しわけございません。山の手１丁目地区

でございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 現在は、山の手１丁目というのは住の江じゃないですよね。かつてはどうか

知りませんけれども。それ、きちんとやっぱり言っていただきたい。

それでお聞きします。ちょっと歴史的な話のところでもって何か答弁の中で認識のふ

らつきがあったような気がするので、あえて申し上げますが、生ごみ堆肥化容器を導入

したときは、最終処分場の延命化を図りたいからというようなことは、それは付随的な

ものとしてあったかもしれませんけれども、まず最終処分場で考えて言うならば、大し

た効果はないですよね。灰になった体積はごくわずかですから。そのために中間処理場

としての焼却場があるわけですからね。

、 、 、それよりも一番大きなことは 一つは 水の固まりである生ごみが減ることによって

当時は重油をかけて燃やすというようなことをやっていたので、焼却炉の耐火れんがが

傷むと。これが大幅に軽減される。むしろ焼却場の延命化ですよね。

それともう一つは、それよりもまだ大きい要素は、ごみというものは、基本的に排出

者が自分の手で処理することが最も理想だと言われているんですよね。排出者と処理者

の間の距離が離れれば離れるほどいいかげんな扱いになってしまうという性質を持って

いると。これは、ゴミ弁連、ゴミ問題弁護士何とか連合会の会長である、ちょっと今名
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前出ませんが、その方が講演でよくそれを言いますけれども、自分の庭にこういう堆肥

化容器を置いて、そこで生ごみを処理するときに、その中にビニールや何かをぽんぽこ

ぽんぽこ入れる人はまずいないんです。きちんと分別するんです、黙っていても。とこ

ろが これが全部ごみ収集車で持っていってもらって 自分の目の見えないどこかでもっ、 、

て処理されているということになりますと、えてして無責任になると。こういう一つの

方式、公式があるようです。

という意味で、自分で生ごみを処理して堆肥にするということは、ごみの処理方法と

して最も理想的であると。そういうことが実現できるんだということが一番大きな理由

というふうに当時私は聞いておりましたが、まず、その点については、そういう認識を

お持ちの上で答弁なさっていたのかどうか、確認いたします。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） ご質問者おっしゃるとおりだと思います。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 あとは表現方法だったということですね。わかりました。

それでもう一つお聞きするのは、今回、各家庭が分別をするわけです。そして、それ

を集めて堆肥にするんです。そうすると分別の部分というのは、それぞれの家庭にお任

せしているんですよ。ですから、見ようによっては、きちんとした分別がされているか

どうかについての保証はないんですよね。その場で見ていないんですから。

それで、ビニールだとか、瀬戸物だとか、そのような目に見えるものが入っている部

。 、分については大しておっかなくない これはどこかでチェックして取り除くことは割と

それでも厄介ですけれどもね、割と可能なんです。一番恐ろしいのは有害物質がまざっ

てくることなんです。

この、いわゆる、今、生ごみ残渣というような言い方をされるそうですが、のリサイ

クルというのが全国でどんどんどんどん進んでいく中で、前にも一度申し上げたと思い

ますが、当時もう環境省になっていたと思いますけれども、環境省の担当課のほうから

出ていますよね。リスク管理をきちんとしてもらいたいと。そうでないと、先ほど物質

循環という言葉も出ていましたけれども、ぐるぐるぐるぐる回っていくうちにそういう

有害物質が濃縮されていくおそれがあるんですよね。それが食品としてもう一度我々の

口に届くということになるというと、これは大変恐ろしい。それで、今回は牧草を育て

るようなものに使うんでしょうけれども、それはやっぱり牛が食べて、牛乳になってと

いうおそれだってないとは言えない。

それで、このリスク管理に関しては、どのような方策をお持ちでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 以前から委員のご指摘がございました、このリスク管理の
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関係でありますけれども、確かにおっしゃるとおりであります。以前から、事業所の生

ごみの分別収集については先行して既に行ってございます。件数にして100件未満でござ

いますので、件数的にも限定されていますし、それから、収集する側もきちっと指導が

行き届いていまして、確かにリスクとしては非常に低いということで、危険物質も入っ

ていないということで これについては現在 うまく運用されているなというふうに思っ、 、

ています。

今回、新たに一般の町民の方の生ごみを集めて堆肥化するということになりますと、

非常にいろんな生ごみに適さないものとか、そういったものについては、当然入ってい

、 、るというふうなことで予想されますので やはり最初が肝心ということでありますから

私たちもそういったことで、生ごみに出していいものと悪いものと、そういったことは

きちっと講習会等で説明をして、住民の方にはそのような形で対応したいというふうに

考えています。

それから、堆肥センターに持ち込まれた段階で、生ごみ、それから水産系、それから

町営牧場のふん尿等、これとまぜるわけでありますけれども、そういったまぜる作業を

経た後に、一次発酵槽のほうに移るわけでありますけれども、その一次発酵槽のほうに

今度選別機を平成24年度に一応導入を考えてございまして、そちらの選別機で不純物等

を分けると、そういった作業が、これは平成25年度の本格的な一般町民全域の生ごみを

対応した時点での対応策であります。

今回は80軒でありますので、リスク管理等については、町営牧場の職員の方、あるい

は収集される方に目視でやっていただくことになるわけでありますけれども、そういっ

た形でとりあえず町民の方に注意していただくということと、それから、町営牧場の職

員あるいは収集側の職員の方の対応で、とりあえず不純物といいますか、堆肥化できな

。いものについては除去していただくような格好にしたいというふうに思ってございます

それから、有害物質の混入でありますけれども、これについては、肥料取締法に基づ

きます肥料分析の結果から、まいた後の関係ですけれども、これについては、安全性を

確認できるということであります。これまで年１回、その調査を実施してございました

けれども、リスク軽減ということで、今後、回数をふやすというふうな予定でおります

ので、ひとつご理解をいただきたいというふうに存じます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 何かリスク管理という言葉でもって、いろんな話を、これでもか、これでも

かというふうになさったんですが、結局、リスク管理ってわかっていないんじゃないか

という気がするんですよね。

何が一番おっかないんですか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） カドミウム等の有害物質が一番恐ろしいというふうに考え

てございます。
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●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 カドミウムに限らないですよね。重金属類だとか、あるいは合成化学物質で

しょうね。そういうものが一番恐ろしいと言われていますよね。それに対応してどうい

うことが行われているんですか。

●委員長（音喜多委員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） 私から、持ち込まれた生ごみ等を含めて、堆肥センターで生産

された肥料についてのことについてご答弁申し上げます。

センターで生産されました肥料につきましては、その全量を町営牧場の牧草地に使用

しております。いわゆる自家処理ということで、法的な規制はございませんが、もちろ

ん安全性を確認するという意味で、肥料取締法に準じた成分試験、これは質問者ご心配

されておりますヒ素、カドミウム、水銀などを含めた６項目、それから、さらに北海道

が定めた要領による成分検査、これもこの６項目に加えまして亜鉛、銅、全炭素など13

項目を調べてございます。これができた肥料で、さらに、その肥料を散布するに当たり

まして、散布前、散布後の土壌の検査、これも行っております。これにつきましては、

北海道の土壌モニタリング実施要領、先ほど言いました13項目、これを毎年、従来は５

月ごろにやっておりましたが、平成23年度は、さらに秋にということで、年２回実施す

る運びとなってございます。

センターでつくる肥料についてはそのように対応しておりますが、もちろん前提とし

て、搬入前のリスク管理ということも十分やっていただくということも大前提でござい

ます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 最後の最後になってから一番大事な話が出てきましたね。環境政策課長のほ

うからは何も出てこなかったんだけれども。

散布した肥料、土壌の検査、そういうものをきちんとおやりになるのは大いに結構な

ことです。ただ、そこで数値が出てきたときにはもう終わりなんですよ。これは最後の

最後の、いわばチェックですよね。

それと、今、持ち込んだものと牛ふんと一緒にして堆肥をつくるわけでしょう。そう

ですよね。海産廃棄物なんかも持ち込まれますけれどもね。そうすると、あの施設、牛

ふんだけで全体の何割ぐらいになりますか。持ち込んだものとの比率でいうとどのぐら

いになりますか。パーセンテージ出せなかったら、こっちが何トン、こっちが何トンで

も結構です。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。
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●環境政策課長（大崎課長） 平成22年度、まだ11カ月ですけれども、とりあえず。生ご

みが87トン それから牛ふんが4,182トン それから海産のほうのごみですけれども 600、 、 、

トンが水産系のごみでございます。それから、下水道汚泥が607トン。合計で5,543トン

でございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 大ざっぱに言うと、5,000何百トンと100トンなんですよね。そのぐらいの比

率なんですよ。その中でまぶしてしまったものの中に、何か数値をとったら、ぱあっと

数字が出たといったら、一体どれだけすごい化学物質が入ってきたかということなんで

。 、 、 、すよ だから 全部つくってから すっかりこれだけの量の中にまぶしてしまってから

あったのなかったのという話が出てきたら大変なんです。だけれども、もちろんそこで

も検査は必要でしょう。それはわかります。でも、もっと大事なのは入り口じゃないで

すか。わずか100トンのものの中にどれだけ入っているのかということじゃないですか。

それから、海産廃棄物の中で、ホタテのウロというのはどういう扱いしていますか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） ホタテのウロについては、取り扱いをしてございません。

したがいまして、収集していないということでございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 これ、5,000何百トンの中にまぜたら、ホタテのウロですね、何トンあるか知

らんけれども、今100トンなんかないでしょう。これ、もし入ってきてまぶしてしまった

ら、数値に出ませんよ。ホタテのウロがカドミウムの固まりじゃないんですから、その

中にわずかに入っているんですからね。だけれども、やっぱり多かろうが、少なかろう

が、そういうものが入ってくるのはよくないから排除しているんでしょう。

そうしたら、この100トンに切れる家庭生ごみ、そういうものが入ってくるときに、そ

こはフリーパスにしておいて、後から異物混入だけは目視で見て、そして最後に、全体

ができ上がったときに、そこからサンプル調査して、あとは土壌のサンプル調査して、

それで何ともなければいいんですというんであるならば、リスク管理などと言えるよう

な言葉は使えないんじゃないですか。いかがでしょう。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 堆肥センターに、これまでの段階では、事業系のごみを１

カ所に集めて、その中でごみを点検してまぜているという状況でございます。

したがいまして、今回、新たに加わる山の手地区の分については、別に１カ所に集め

て、ごみの状況等を勘案しながら処理をするという内容でございますので、ご理解をい
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ただきたい。直ちに、集めてすぐ点検もしないで、いきなりまぜるということはないと

いうことでございます。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午後４時17分休憩

午後４時23分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 適切な答弁ができず申しわけございません。

ただいまのご質問の件でありますけれども、当初、我々につきましては、出口といい

ますか、でき上がったものに対してのリスクの調査、そういったことを考えてございま

したが、委員ご指摘ありました入り口のリスクと、そういうものはどうしていくんだと

いう内容でありますけれども、これについては、承ったばかりでちょっと対応が、当初

考えてございませんでしたので、申しわけございませんが、この件については、入り口

、 。の段階でどのようなことができるか 検討させていただきたいなというふうに思います

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 前にも同じようなやりとりがあったんですよね。だから、ちょっとその点で

私のほうはいただけないなと思います。

それで、全町に及ぼしてからこういう話を考えて、さあ、やろうといってもなかなか

大変なんですよ。ですから、まさにモデル事業をやるときに、こういうものを含めての

モデル事業だというふうに考えていただきたいんですよ。

それで、これは素人の思いつきですがね、コンポストヤードとかいうんですか、持っ

てきたものをぼんと置く場所がありますね、コンクリートの床で。搬入したときに。そ

うすると、そこのところからじゅくじゅくじゅくじゅくと、黒ともつかず茶色ともつか

ず青ともつかずという水が流れ出しますよね、まず。そして、それはわきのため池のほ

うに流れていくようにしてありますよ。それで、そこのところでは曝気して、非常にい

い成果を出しているというのもありました。今回のモデル事業で持っていったものがど

この位置に置かれるか私わかりませんから、例えばそういう水がもし、汁がというか、

何というんですかね、ああいいうのは。オジル（汚汁）とでもいうんですかね、オジュ

ウ（汚汁）か。そういうものが流れ出しているんであるならば、そういうものをとって

簡易検査するというとある程度わかるんですよね。いろんなそういう薬物みたいなもの

だとか 重金属みたいなものというのは 恐らくそういうものはみんな溶けて一緒になっ、 、

て流れる可能性が強いですからね 一番簡単な検査なら そんなところでもできるでしょ。 、

う。それ以外にかきまぜてサンプル調査してくれても何しても、そういうのは専門家に
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聞けばいろいろすぐわかると思います。

それから、一回一回厳密な調査をしなくても、この前、ハクチョウでもって大騒ぎし

ましたけれども、あのときにも簡易検査というものがまずありますよね。そして、簡易

検査でも何も出なければ、ほっと一安心。簡易検査でもって出たとなると、それが本物

かどうかというので厳密な検査するわけでしょう。そういうようなものだって今あると

思うんです。そういうものをいろいろ、やはりアンテナを張って、見て、そしてこうい

うもので、町としてこういうことまでは今やっておりますということが胸張って言える

ようにしてください。そういうことが、まさにモデル事業だと思うんですが、いかがで

しょうか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） ことし１年間取り組んでいって、問題点、あるいは改善点

等いろいろ出てくると思います。今、委員おっしゃった内容についても内部で検討しな

がら、このモデル事業がうまく進められるように対応といいますか、検討してまいりた

いというふうに考えてございますので、ご理解いただきたいと存じます。

（ 結構です」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） いいですか。

この３目で、ほかありますか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 進みます。

４目ごみ処理費。

５目し尿処理費。

14番。

●竹田委員 し尿収集・衛生センター運転費並びにし尿処理場管理費、これ二つ合わせる

と8,300万円ぐらいですか。以前にも聞いたことあるんですけれども、これは門静に置か

れているし尿収集、衛生センターのことでよろしいんですよね。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 衛生センターのミックス事業の関係ということでよろしい

でしょうか （発言する者あり）。

●委員長（音喜多委員） 違う。関係ない。

14番。
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●竹田委員 下水道のほうなんで、水道課のほうになってしまうかもしれないんですけれ

ども、以前、門静の処理センターで、ここ約10年くらい前からですか、古くは15年も20

年も前なんですけれども、ぽったん便器という部分から、ふたを上げるともろにものが

見える状態の家庭のぽったん便器とよく言うんですけれども、ぽたんと落ちるからぽっ

たん便器と。そういう便槽の扱いというのが非常に多くて、水分が少なかったから、バ

クテリアでの浄化ができた。ところが、簡易水洗便器となって、ほとんどが、７割、８

割が水になってきた。ふん尿の部分が非常に少なくなってきた。そのおかげで、回収し

ていっても、処理場で、水分が多過ぎて、なかなかそのバクテリアがうまく発生しなく

なった。それが大体３年、５年くらい悩み続けてきた後に、水分が多くても浄化に対す

るバクテリアを変えればいいんじゃないかということで、バクテリアを変えたところ、

、 、だんだんうまくいってきたという話も聞いていますが 依然としてまだまだ前のように

ぽったん便器のように、なかなか同じような数値ではいかないんだという話を聞いてい

ました。

そういうのがあって、本町にあります処理場の部分に配送管でもって配送する部分、

それから、くんだものを直接運搬して向こうで全部処理してしまおうか、いわゆる門静

のし尿処理場はなくなるような形態というのが望ましい望ましくないという話じゃなく

て、そういう処理方法にいきたいような話が２、３年前にありました。それからいろい

ろ研究していって、果たしてそれが、財政的なことを考えると、向こうに持っていって

、 、処理したほうが安くなるのか このまま維持して管理をしていったほうが安くなるのか

その辺をずっと検証していきたいんだという話がありました。その経過ですね、もしあ

れば、教えていただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） お答えいたします。

質問者、以前にもご質問ありまして、私、お答えしています。おっしゃるとおり、衛

、 。 、生センターでの処理量が 下水道の普及に伴って少なくなっていっていると さらには

成分といいますか、搬入されるものもだんだん薄くなってきて、当初の衛生センターの

処理方法と比べると、バクテリアの活動がなかなかうまくいかなくなってきているとい

うことで、将来的には、衛生センターのものを下水道の処理場で処理する方向に検討中

だということをお話ししました。ただ、それには、クリアしなければならない課題が幾

つかあるということで、さらには費用面ですね。この費用面の試算も、当時は私、７億

円程度と申し上げたかと思うんですけれども、それも最近、北海道でそういった一般的

な、ミックス事業と先ほど環境政策課長おっしゃいましたが、その事業のモデル的なも

のをまとめた資料がございますが、それでは、いろんなケースがあるけれども、４億円

から５億円とか、これもはっきりしておりません。実際にその地域の処理方法、追加す

る施設がどのくらい必要かというのも調査しないと金額も出てきません。それと、もち

ろん費用もそういったことで。

衛生センターがいつまで使えるのかということもあります。直ちに使えないという状
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況にはないということと、処理の方法がだんだん難しくなってきているということと、

施設自体の老朽化、こういったこともあわせて役所内部で十分検討しなければ、すぐに

このミックス事業をやるかということにはなかなかならないというのが今の現状にある

ということでございます。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 本町のように、大橋をかけ渡して、単純に言えば、南と北みたいな形の分か

れた町というのは、そんな全道にもあるわけでもないし、全国にもそんなにないと思う

んですね。だから、一概に費用の部分についてぱっと計算できるかといったら、そうで

もないと思います。

似たような取り組みをされた管内の事例とか、そういう事例を調査した部分というの

はないんでしょうかね。

●委員長（音喜多委員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） 釧路管内では、現在、釧路市が検討中ということをお伺いして

おります。そのほか道内でも、これは制度が早くから取り組まれておりますので、道内

でも数々ございます。ただ、釧路管内、近隣では事例がないということと、まだやはり

衛生センターはいろんな工夫をしながら使っていけるという状況にあるものですから、

直ちにこのミックス事業で走るという状況にはなっていないということでございます。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 ミックス事業という形で、要は、最終的にはオキシデーションという処理の

ところに持っていくまでの多目的な配管工事が必要になってきますよね。集めたものを

容器の中に入れて、それが最終的、最終処分のオキシデーションをくぐって処理される

という、そのオキシデーションの手前まで配送する部分がパイプラインを用いれば、そ

、のパイプラインの工事が非常にかかる部分だというふうに認識しているんですけれども

、 、ある程度のオキシデーションの手前のパイプラインに大きな水槽 ラグーンをつくって

もう一つ別につくって、町内の集めたものを収集運搬して、そこに流し込んで最終的に

処分するというふうになると、パイプラインの部分については要らなくなるというふう

に思うんですけれども、そういった事業の取り組みをされる、単純な方式の算定という

ものはなされているんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） 委員おっしゃるとおりです。パイプで搬入するということでは

なくて、あくまでもバキューム車で処理場まで運んできて、それを一時受け入れする受

け入れ槽を設けて、いわゆる下水道の汚水とし尿センターのは違いますので、し渣です
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とか泥のようなものを、前処理といいまして、下水道汚水と同じような状態にして処理

場で受け入れるという施設が別に必要となると。

方法として、いわゆる水処理型といいまして、水状のものをそういった前処理槽で受

けて、それを下水道処理施設のほうに持っていくものと、それから、一度処理して下水

道汚泥が出ます。ですから、その汚泥のほうにし尿を投入する方法と大まかには二通り

あるようでございます。それが厚岸町の、いわゆる今ある処理場を改修して行うことに

なりますので、どちらがいいのかとか、そういったことはまだまだ検証が必要な段階で

ございます。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 年間8,300万円ちょっとかかる費用を、例えば今のまま10年間続けたとしたら

約８億円以上かかるわけですよね。それと今の使われているし尿センターの老朽化とい

う部分で、プラス、それに改修工事等が伴ってくる部分もありますよね。そういった耐

用年数に係る改修工事の部分とかみ合わせて、予想で大体何年ぐらいが、限界の年数と

いうのはあると思うんですけれども、その改修工事を伴う時期、それと衛生センターで

ずっと処理を行っていく、そのタイミングの時期ってあると思うんですけれども、その

タイミングの時期の試算というのは行われているんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） この衛生センターの改修ということになりますと、今、法

律が変わりまして すべて広域化ということを前提に国は補助金を出すということになっ、

ておりますので、厚岸でこの衛生センターを改修するとなりますと、すべて単費で行わ

なければならないということでございますので、この衛生センターとしましては、何と

かミックス事業の開始まで施設を維持したいということで今進めているという段階でご

ざいます。

したがって、去年も補正予算で施設といいますか、ボイラーを改修して、処理の効率

化を図って、夏と同じような状況に、生物処理することもできるように去年改修をした

ところでございまして、今後とも何とかミックス事業ができるまで施設について管理し

たいというふうに考えてございますので、ご理解いただきたいと存じます。

（ わかりました」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） いいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ほか、この目でございませんか。
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（な し）

●委員長（音喜多委員） 進みます。

５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費。

２目農業振興費。

13番。

●室﨑委員 この目でお聞きしますが、トライベツ地区で、農業法人の結成に向けて去年

からいろいろと動いていると。厚岸町もできる限りそれに応援をしていくという話を聞

いております。ただ、事の性質上、厚岸町が主導して、こういうふうにしなさい、ああ

いうふうにしなさいというものではない。どこまでも地元の人たちの自主的な動きの中

に厚岸町がサポートしていこうというものだということも伺っておりますが、現在、そ

の後どのような動きが出てきて、厚岸町としてはどういうようなことを進めていこうと

考えているか、その点についてのご説明をいただきたい。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） ただいまのご質問でございますけれども、トライベツの未

来を考える検討委員会というものが平成21年６月にできました。その背景は、地域の高

齢化だとか過疎化などに直面して、自分たちはこの地区で住み続けていきたいという思

いで、地域存続の方策を自分方が検討して、何とか頑張っていきたいという思いで、住

、 。民自身の手で地域を守るという いわゆるそういった視点で委員会が立ち上がっている

それの解決策として、自分方の高齢化、後継者難に直面している対応策として、ＴＭＲ

センター、いわゆる混合飼料等を共同でつくって、バランスよい、乳牛の健康状態もよ

。 、 、くなる飼料効果を期待した施設をつくりたいと それは 個々に農家をやっていますと

朝から晩までの長時間の労働だとか、採算性、労働効率が悪いだとか、当然労働力が不

足していますので、そういった意味で規模拡大もできないということで、そういった方

式を取り入れた経営をやっていきたいということで、町にとっても、そういう地域の存

続をかけた模範的な地域づくりということでは、町の協働の町づくりとして大変共通す

るところでありまして、私どももすごく力添えをいただくという視点で、何とか頑張っ

ていただきたいし、町としても応援していきたいということでございました。

そのトライベツの未来を考える検討委員会が厚岸町に対しまして、農業生産法人を設

立して、センター建設をしたいということで、新聞報道でもございましたけれども、昨

年の12月27日に株式会社トライベツ酪農天国という法人を設立しました。これは、先ほ

どから言っていますように、酪農家にとっての理想郷をつくりたい、地域存続を自分方

の手でやっていきたいという思いで、そういった農業生産法人をつくりました。それに

伴いまして、施設をつくる用地だとか、施設の建設だとか、町として何かお手伝い、町

としても応援してほしいということで要請を受けております。それにつきましても、町

有地の売り払いの問題も含めまして、それから施設の建設も含めまして、国の予算等々

を使えないかということで、昨年から私どももそういった機関に働きをかけて、今調整
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中ということでございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

、 、 、●室﨑委員 そうしますと 町として応援できることは 例えば施設の用地の確保だとか

あるいは国からのいろいろな支援があるとすれば、そのいわば窓口になって、スムーズ

、 、 。にいくように側面から支援するとか そういう範囲ということですか 現在のところは

この後、具体的にいろいろな事業が、これは株式会社ですから、農業関係事業以外にも

できるわけですよね。

道内の例なんか聞くところによると、例えば、町のバスの運行の一部をそこが行った

りするような例まであるそうですね。ですから、いろんなことが可能性としてはあるわ

けですね。そうすると、それは今後、具体的に一つ一つ事業を積み上げていくときに、

町としても、こういう部分についてはその会社に委託をしてやっていただくというよう

な形で応援するというようなこともあり得るというふうに考えておいてよろしいんです

か。

●委員長（音喜多委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 私どもの課としましては、今のＴＭＲセンターだとかの施

設の建設も含めまして、当然、町の担当課として、その施設の設立に向けまして何とか

頑張っていきたいと。

トライベツの未来を考える検討委員会の委員長とも、私ども何回もお話ししています

けれども、いわゆる地域存続のためにそういった施設もつくって何とかやっていきたい

と。それから、センターだけじゃなくて、今委員おっしゃったようなことも聞いており

ます。地域を存続するために、この会社がいろんなことも考えているんだと。地域の除

雪の問題も含めて、そういったことも自分方が考えているから、トライベツの未来を考

える検討委員会、それから酪農天国という法人ですけれども、それらについても、私ど

もも含めまして、そういう地域づくりのためにかかわっていきたいということでござい

ます。

（ はい、結構です」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） いいですか。

ほかございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 進みます。

３目畜産業費。

４目農道費。
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５目農地費。

６目牧野管理費。

２番。大分ありますか。

●堀委員 普通にあると思いますけれども。

●委員長（音喜多委員） じゃ、明日でいいですか。朝一で。

●堀委員 ああ、そうですか。わかりました。

●委員長（音喜多委員） 皆さんもちょっと今日時間があるので、今日はこの程度にとど

めたいと思いますが、どうですか。いいですか。

本日の会議はこの程度にとどめ、あすに審査を行いたいと思いますが、これに異議ご

ざいませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ご異議なしと認めます。

よって、本日の委員会は、これにて閉会いたします。

ご苦労さまでした。

午後４時52分閉会

以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。

平成２３年３月１０日

平成23年度各会計予算審査特別委員会

委員長


