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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15日

午前10時24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。

本日は引き続き、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。

215ページ、６款商工費、１項商工費、１目商工総務費から進めてまいります。

先日の審査は、13番議員の質問に対しての答弁から始めてまいりたいと思います。

まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） ご質問の確認も含めてでございますけれども、定住

自立圏形成協定、そしてそれを結ぶことによって共生ビジョンが策定されたはずだと、

それについて議会のほうでも説明をしていただけるように言ったけれども、そういった

説明が行われたかという確認的な質問だったかというふうに思っております。

この、定住自立圏形成協定につきましては、昨年９月21日に議決をいただきまして、

９月27日に釧路のほうで締結を結ばさせていただきました。

その後、ビジョンの策定に当たらせていただきまして、釧路市のほうでは９月29日付

をもちまして共生ビジョンというものを策定をいたしました。

その報告を受けまして、私ども厚岸町では議員協議会のほうで10月５日開催されまし

た議員協議会のほうで、この内容について説明をさせていただいたということになって

ございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 定住自立圏形成協定と共生ビジョンに関しては、今回の町政執行方針の中に

は全く出てきていないのですけれども。

それで、この言葉が定住自立圏形成協定にという言葉が、教育行政執行方針の中には

出てきております。それで、だからどうこうというわけではもちろんないんですけれど

も、この共生ビジョンと、それからその協定がその後、行政の中でどのように生かされ

ていくのか、それから行こうとしているのか。

それから、形成協定の締結に当たっては、議会でもいろいろな議論がありまして、こ

ういうものがのなぜ載っていないのか、いやこういうものはなぜ載っているかという言

い方はなかったでしょうけれども、もっとこういう定義は必要ではないかとか、いろい

ろな意見が出ておりまして、そのときの話では１年ごと、恐らく１年ごとでしょうが、

定期的に見直して、その都度また議会ともいろいろ話し合っていきたいというような話

がありましたが、まだ半年ということなのか、それともこの後、そういうふうに話もし
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ていこうとしているのか、今後の見直し、あるいは方針、そういうものも含めてお聞か

せをいただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 答弁させていただきます。

皆さんご承知のとおり、昨年数字に出しました形成協定につきましては、基本的には

これまで取り組んでいたことということの内容として結ばさせていただいたということ

でございます。

今後につきまして、次年度以降も継続した中で進めるという部分では、執行方針の中

でこの定住自立圏協定に基づいたというものというのは記載をさせていただいておりま

せん。ただ、今、言われたような、質問にあったような昨年の協定が消極的ではないだ

ろうかというご指摘もいただいております。

、 、 、また １対１の協定という中で 釧路のそういった機能を厚岸町も共有できるような

あるいは厚岸町でもそうやってどんどん使っていただけるような、双方のそういったメ

リットを生かすためにもっと追加すべき事項もあるのではないかというご指摘もいただ

いております。

実は、２月22日になりますけれども、定住自立圏の担当者の会議を実は開催をさせて

いただいております。この前、今後のこの共生ビジョンの変更も含め、あるいは新聞等

でもありますけれども、今、加入していない弟子屈、標茶町でもこういった釧路市との

協定を結ぶぼうという動きが出てきております。

そういった部分も考慮しながら、今後の進め方について担当者のほうで協議をさせて

いただいたということがあります。その中では、うちのほうからも、厚岸町のほうから

も参加をさせていただいて、こういった議会での経緯、経過を含めた中での厚岸町の意

向をその会議の場で釧路市に対して申し出をさせていただいておりますし、そのほか白

糠や釧路町のほうからもそういった追加をしたいという意向があるという意見交換も

行っております。

いずれにいたしましても、そういった弟子屈、あるいは標茶の動きもあるということ

では、お聞きしますと６月の議会で議決をいただいて、その後に釧路市と各１対１の協

定を結びたいという予定でございますので、その後に共生ビジョンのほうの見直しもそ

の議件で出てくるというふうには想定されます。

そういうことからいきますと、私ども釧路市のほうにこういった形の意向をお示しし

ておりますので、厚岸町が言ったからといって必ずしも結べれるという話ではなくて、

釧路市のほうも厚岸の意向を受けて、釧路市で検討していただいて、双方協議が整った

段階で結ぶということになりますけれども、そういったものを検討していただくように

、 。釧路市のほうにも うちのほうから投げかけていきたいなというふうに思っております

いずれにしても、ビジョンの変更にも関係するわけですから、そういったものが整え

ば、６月の議会に間に合うような形では進めていきたいなというふうに私どもは考えて

いるところです。
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●委員長（音喜多委員） ほかございませんか。進めます。

２目商工振興費。

13番。

●室﨑委員 今回、協議会で中小企業振興基本条例というものが制定されました。

これは、まさにその言葉が言うように包括的既定であり、基本条例ですから、そこに

は具体的にこういう、これをやります、あれをやりますということは書かれておりませ

んけれども、それで確かその基本条例に基づいてこのような具体的な施策を具体化して

いくための委員会なり、審議会なりができて、そこで具体的なものを決めていくという

話でした。

これについて、まず大きなものとしてこういう部門、こういう部門についてはこうい

うことを進めていきたいというような概略的なものでも今、お持ちでしょうか。

●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） お答えをさせていただきます。

中小企業振興基本条例、これにつきましては４月１日から施行ということになりまし

た。

まず、町のほうとしては、そういった条例の内容を町民の方々にまずお聞きをすると

いうことで、４月の広報誌の中でそういった部分をページを押さえていただいてよろし

い、周知をさせていただきたいというふうに思ってございます。

今、言われましたのは、質問がありましたのは、この中小企業振興基本条例が施行さ

れて、具体的にそれではまずどういったことを検討しようと思うことを町のほうでは考

えているものがあるのかということでございましたが 基本的にはまだ具体的なこういっ、

たものについてという考えは持ってはおりません。

ただ、この振興基本条例を制定を施行をいたしまして、まず最初に中小企業振興会議

という会議でございますけれども、まずこれを設置をしたいというふうに思っておりま

すし、それに伴って今回の参考資料ということで、この中小企業振興基本条例、あるい

は振興会議に基づく規則、要項等も参考資料ということで全員にお配りさせていただい

ておりますけれども、こういった役場庁舎内部的な組織ですね、それと民間サイドのま

ちづくり応援隊という組織の立ち上げ これは民間サイドになりますけれども そういっ、 、

たものを促進しながら厚岸町全体の中小企業振興施策についての具体的な検討を協議す

る場所づくりをまずつくっていきたいなというふうに考えております。

ですから、具体的なこういった部門の施策という部分はまだ詰まっていない状況でご

ざいます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 この会議ないし、応援隊の人数がこういう大きな問題に対しては小さ過ぎる

のではないかという、少な過ぎるのではないかという趣旨の議論も議会では出ていたよ
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うに聞いておりました。

決して、そういう何とか会議だとか、何とか応援隊だとか、役場部内の、あるいは町

民のというのをつくったからといって、白紙にしてそこでやっていただくわけではない

という答弁もあったように伺っていたのです。

すなわち、こういうような問題、こういうような課題、そういうものについてはやは

り投げかける、当然、担当課ないし、あるいは町のほうである程度のものがつくらざる

を得ない、その上で問題かなというような形になるからできるのではないかというよう

なふうに聞いていたつもりですが、私の誤解かもしれないので、その点は改めて確認し

ますけれども、その点、進め方としては私が聞いていたような話なのか、それともとに

、 。かく後は全部そっちで考えてくれというような形でやっていくのか そのあたりをまず

●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） この条例ができる、できないに関係なく、これまで

、 、中小企業振興施策と言われる部分については 行政のほうでは必要に応じて検討をして

そして理事者の判断をいただいて、議会のほうに提案してということで進めてきており

ました。

そういった中は、今までと変わらず行うのですが、今までなかった町長の審議機関と

いうことで振興会議を置くと、町がそういった考えたときに、そういった第３次的な

さんの意見もいただきながら、最終的には判断をするということはやると。

一方、今回、この振興会議を立てることによって、例えば民間レベル、地元の実際に

活動している中小企業の方々が町のほうにぜひこういう施策をやってほしいのだという

ことで、重要なものもあるのだろうということでは、先ほど言ったまちづくり応援隊と

いうのは、そういう組織でございまして、今、既存のあるものでもいいと、あるいは新

たにそういった目的、だからといって何でも無責任な団体ということにはなりませんの

で、ある一定の歯どめをかける要件をつくって、その要件があった部分については、ま

ちづくり応援隊ということで登録していただいて、そこでいろいろな民間レベルで考え

られたことを町に提言をする、提言をされたものを受けるために町内組織であります戦

略会議というものを役場の庁舎内に置くと、民間のそういった町全体から懸案あったも

のをこのまま上げていいものもあるかもしれません、ですがそこに何かまたプラスする

ともっとよくなるものもあると、あるいは法令的に問題があるものによって、それはで

きないというものがあってというものを取捨選択しながら、肉づけをして、そして最終

的に振興会議なるところに提案をするということで実現化を図っていくと。

ですから、あくまでも行政が考えたものを最終的には市民会議とかけるというだけで

はなくて、民間からも提案をできるような組織体をこういった中で進めたいと、つくり

上げたいということです。

ですから、まちづくり応援隊は、町のほうからこういったものではなくて、民間レベ

ルで考えられる、あるいは何人か集まってこういうことをやりたいということを幾つか

できることが、よりよい町づくりにつながっていくというふうには思っているところで

ございます。
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●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 よくわかりました。

非常にこういうものが理想的に動いてくれることを私自身も祈っています。

ただ、今のお話を聞いていて、１点ちょっと気になるのは、どうもこういう新しい施

策ができないか、こういうことができないかというほうに何か力点があるような気が、

ちょっと聞いていてしました。

こういう基本条例の場合には、それも大いに大事なのですが、もう一つは今まで行わ

れている施策、いろいろなもの、これはタイトルからいったら中小企業支援とは直接結

びつかないようなものであったとしても、こういう基本条例の理念に基づいてより適正

なものというか、適当なものにしていく必要があるのではないかという、いわば洗い直

しをかけていく作業も一緒に行わなければならないと思うのです。

その点についても、どうか落ちのないようにお願いをしたいということなのですが、

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） 質問者に言われるような意に添うような形での運用

というものに心がけていきたいということで考えております。

（ 結構です」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ほかございませんか。

14番。

●竹田委員 ２目の小規模商工業者設備近代化資金貸付という部分で、中小企業融資につ

いてお聞きします。

まず、中小企業融資の規則３条の３項に、滞納がある場合であっても、その納入につ

いては、町長が確実と認められるときはこの限りでないというふうにあるのですけれど

も、この辺をもうちょっと具体的に説明してもらえますか。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） お答えをさせていただきます。

中小企業の融資規則の第３条第１項３号でございますけれども、その中で公納金を完

納しているというのが条件でございます。

ただしということで、滞納がある場合であっても町長が確実に認めた場合ということ

でございます、納入について認めた場合というふうになりますので、そういった部分は

今現在、借りようとしたときには滞納があっても、いついつまで入りますよということ
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での誓約書だとか、そういったもので確実にこの方については借り入れるまでに滞納部

分について納めていただけるよという見通しがついた場合には、申請があった時点で、

そういうことであっても特に町長がそういうふうに認めた場合にはお貸しすることがで

きますよという既定でございます。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 過去に借りたいという方で、借りられなかったという事例は何件かあります

か。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午前10時42分休憩

午前10時47分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 貴重な時間費やしまして、申しわけございません。

今、担当のほうにも確認をさらせていただきましたが、担当者のほうでお聞きすると

そういった記憶はないと。ただ、この制度上、町、あるいは商工会のほうに事前に相談

をしに行くということで、相談あった時点で要件を確認をさせていただいております。

後納金があった場合には借りられませんよ、あるいはそれが返す見込みが当日だとい

、 、うことであれば別ですけれども そういったものがあって事前にそういう相談があって

そういったことで、もう申請さえも出さないであきらめた方がいるかもしれません、で

もそういったものを除けば、申請書を出されて、そういったことで借りれなかったとい

うことはございませんし、また、本年度も１件ほどそういった該当者があったわけでご

ざいますけれども、そちらのほうについても分納誓約が提出をされて確認ができたとい

うことで、そういった実行をさせていただいているという相手が１件あるという状況で

ございます。

●委員長（音喜多委員） 14番。

、 。●竹田委員 中小企業ということで 商売をされてから期限というのがあると思うのです

例えば、きのう会社を興したのだという人もいれば、３年前にもう興したという人もい

ると思うのです。

法人、個人、別に分けないで考えてほしいのですけれども、そういった中で、この貸

し出しする規則の中である一定期間の経過がないと、頭打ちで貸す貸さないというのは

決められていると思うのですけれども、この規則については一定期間というのは上限と



- 260 -

いうのはあるのですか。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） この貸し付けを受けることができる方の比較を、第

３条の中でうたっているものでございますが、その２号の中で、そういった独立した事

業所、または店舗を有して同一事業を引き続き１年以上、営んでいる者でということ、

。それと保証協会の保証対象業種であるということが条件というふうになってございます

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 今の、その２号の中での１年以上という部分なんですけれども、新たに厚岸

町に長年在住をしていて、新たに資本金がある程度なくて事業を興したいという人も中

にはいると思うのです。

この１年以上というのがネックで借り入れないという人もいます。というのは、１年

以上とうたっているわけですから、そこで申し込みする前に断念をしてしまうという部

。 、分があると思うのです 一般銀行もやはりその１年以上の軽減経過というのがなければ

なかなか貸してもらえないというのがあるのです。

お願いなんですけれども、この規則を何とかもう少し１年以上ということでなくて、

厚岸町に数十年間住んでいて、ずっと税金も払ってきている人たちが厚岸町に残って商

売をしたいというようなことであれば、これはもう厚岸町のためにもなる部分なので、

何とかそこの部分の１年以上というのをもう少し短くしていただくか、もしくは商売を

するときにいろいろな誓約があると思うのですけれども、事業開始時の運転資金という

のも必要になってくると思うのです。

せっかく、この中小企業基本条例をつくろうとしている中で、こういう部分にも手を

つけて緩和していっていただきたいというふうな願いなのですけれども 町長どうでしょ、

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、ご質問のありました企業を興そうかという際、

あるいは創業しようかという際ですけれども、実は町の制度融資としては、そういった

１年以上というしばりがございますけれども、国、あるいは北海道の融資制度もござい

ます。

そういった中には、起業家に向けての資金であるだとか、創業貸付という部分もござ

います。さまざまな機関によるそういった資金もありますので、まずそういった意向を

お持ちの方がおりましたら、私どもまちづくり推進課のほうにまず足を運んでいただけ

れば、それに合った資金を何とか紹介できるのではないかなというふうには思っており

ます。

また、今、竹田委員からそういうふうに言われた部分、実は私どもにそういった要望
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も、実際の話、生の話としてまだ届いていなかったというのも現状でございます。そう

、 、 、 、いった国 道の資金等でも どうしても利用できないような状況があれば 町を交えた

金融機関交えた金融懇談会、これは急遽、きのうも開催してございますけれども、そう

いった会を開催するとかして、いろいろな手だてを検討するということも可能でござい

ますけれども、今はそういった国、道の制度がありますので、もしそういうようなご希

、 。望の方がおれば まず私どものほうにご相談いただければというふうに思っております

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 せっかく中小企業基本条例を制定するに当たって、そういった部分でこれは

あくまでも厚岸町の中小企業融資規則ということなので、町民に使い勝手のいい方向性

でいってほしいなというふうに思います。

もう一つは、小規模商工業者の設備近代化資金の利子補給条例ということで、先ほど

の中小企業融資のほうは、保証料の免除、こっちの小規模商工業者設立近代資金利子補

給条例は、利子補給ということになっています。

この利子補給のほうのほうなのですけれども、最大500万ということで、単年度で合計

2,500万までということであれば、500万借りる人が５件いたとしたら、それで打ち切り

ということなのですよね。

●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） ご質問の小規模商工業者設備近代化資金の関係でご

ざいますが、単年度において総額2,500万円ということになってございます。小規模商工

業者１件につき、500万円を上限とするよということでございます。

ご質問者、言われるとおりで、満度にお借りしたところが５件ほど出ればそういった

形になりますけれども、実態として、これまでの実態として貸付状況を見ますと、この

2,500万円で足りないという状況には至っていないというのが現状でございます。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 使い勝手がいいとか、悪いとかという話もあると思うのですけれども、町民

のほうから要望として、この小規模商工業者の設備近代化の資金のほうなんですけれど

も、500万を借りて最大償還が５年ということなので、こちらは利子がかからないという

ことなんですけれども、単純に500万借りて５年で返すとなると年間100万という形にな

ります。

どうしても、設備資金ということで借りるので、営業等の楽な営業をしている方は当

然、借りないわけでして、借りなければならない理由がうあって借りるわけですから、

この５年という上限が年間100万の返済はとても苦しい、きついということがあります。

ここも 中小企業基本条例をこれからつくるに当たって どうかこの辺も例えば７年 10、 、 、

年というふうに、ほかの貸し付けも先ほど言った道があるとか何とかというふうにあり
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ますけれども、僕はあくまでもこの規則、条例とつくったものというのは、やはり厚岸

町のものですから、何とかその厚岸町の在住の方に使い勝手のいいものをつくっていく

という施策が大事だというふうに思っていますので、この辺の部分も考えていってほし

いなというふうに思いますけれども、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） 実は、こういった小規模商工業者、あるいは先ほど

の言った中小企業の融資、どちらもそうでございますけれども、町の資金をもって充て

ているという部分ではなくて、原資についてはプロパーさんのほう、銀行さんのほうで

用意をしていただくという厚岸町の制度上はそういう形になってございますので、今日

の意向だけで制度をかえるなとかという部分で実際、難しい部分もあります。

そういった意味では、先ほども申し上げましたけれども、金融懇談会という輪の中で

町内の金融機関、それと商工会、町と混じって、そういった懇談会、場を持たせていた

だいております。その中で、今の地方の制度融資の金利、来年以降どうするか、あるい

はその制度的な中身についても検証しながらということを進めてきております。

あくまでも町の制度なんだから、町の制度の中で町民が使いやすいようにという趣旨

だという部分でございまして、それとちょっと今、私答弁外れるかもしれませんが、先

ほど言われたような北海道のほうの融資の部分は金額も500万円ではなくて、8,000万円

までいいよ、あるいは３年、５年、７年、10年以内ということで、利率はそれぞれ違う

のですが、それぞれ借り入れの要件に応じて選択もできるということもあります。

ただ、町の制度みたいに保証料を補助するだとか、利子を補給するだとかというもの

はありませんので、どうしても500万円以内であれば町の制度を使われますけれども、そ

れ以上、大きな融資を求めるところは、どうしても道融資のほうにお願いをしていると

いう実態もあるようでございます。

経緯も含めますと、今、竹田委員言われたような部分につきましては、今、そういう

提言をいただいて、町のほうですぐどうするということは申し上げられませんので、金

融懇談会等々の場で、そういった意向もあるということをお伝えをして研究をさせてい

ただくということから始めたいというふうに思っております。

（ はい、わかりました」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ほかございません。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 進みます。

３目食文化振興費、４目観光振興費。

９番。
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●菊池委員 あやめの保護育成についてお聞きします。

この件につきましては、協会及び関係機関並びに町民、学生ボランティア等があやめ

ヶ原の雑草など駆除に取り組んできたわけでございますが、昨年に絶滅危惧種のイワヨ

モギ問題で一時休止となっている状況となっています。

そこで、そのあやめ育成保護に関する会議はどうなっているか、状況をお聞きしたい

と思います。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） お答えをさせていただきます。

あやめの保護育成に関することでございます。これについては、議会等の一般質問で

もお答えをさせていただいておりますが、そういった事案が発生したということで、厚

岸町としてはあやめヶ原の保護、保全という部分は、厚岸町の貴重な観光資源でもある

ということで、いろいろなどういうふうな形で保護ができるかという検討を進めてきた

ところでございます。

そういった中で、昨年でありますがあやめヶ原保護育成協議会という組織を立ち上げ

させていただきました。この協議会のほうでは、やはりあやめヶ原の中の状況を把握す

る必要があるだろうということでございました。現状の認識は必要だろうと、実際にそ

のイワヨモギによる影響がどれだけあるのかを、やはり経年経過を見ながら、そうやっ

て押さえる必要があるだろうということで、昨年、会議を終わらせていただいておりま

す。

そういった中で、実は補正予算等でもお願いをして、この調査にかかる経費一部見て

いただきましたけれども、大きくその植生調査と言われる部分と、コドラート調査とい

う二つの調査を今、実際、実施してございます。

その協議会の委員にもなっていただいている専門の先生にあやめヶ原一帯を歩いてい

ただいて、植生を大まかな形で区域を入れてどんな植物がこの地域に生えているよとい

う植生調査を昨年、行いました。

それともう１本、コドラート調査というのは、イワヨモギ、あるいはあやめが単独で

生息している、あるいは混合して生息しているという部分をあやめヶ原全体に20カ所で

ございますけれども、２メートル四方の枠に、その２メートル四方の中にあやめがどう

いった形で生息しているか、あるいはイワヨモギがどういった形で生息しているかとい

うのを図面に落としながら、木杭を打って場所を特定をさせた部分を20カ所設置をして

ございます。そういった調査を22年度に行いました。23年度は、その22年度の状況から

何ヶ月、あるいは１年を経てどういった形に変化をしているのかという調査を今年度行

うということになってございます。

それで、その結果によりまして、本当にイワヨモギによるあやめを被覆した形で生息

を妨げているという状況が明らかになれば、そのための公園管理事業ということでの公

園事業でもって、保護、保全活動を進めていくということになろうかと思いますが、い

ずれにしても私どもイワヨモギの頒布によってあやめの育成を阻害しているのではない

かという実態は本当にそうなのか、どうかという今、把握調査をしているという状況で
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ございます。

●委員長（音喜多委員） ９番。

●菊池委員 いろいろと調査について研究しているようでございますが、観光協会の中に

も会合についても積極的に行って、先生方、あるいは有識者の方々に協力を得ながら、

この問題については積極的に取り組んでいただきたいと、このように思います。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 質問者も、重々、十分ご承知のとおり、あのあやめ

ヶ原というのは、厚岸町だけでなくて、厚岸道立自然公園、北海道としても大変、貴重

な資源というふうに認識しております。

そういった資源を保護できるのが、どういった形でするのが適切なのかということを

十分踏まえながら、そういった保護活動に取り組んでまいりたいというふうに思ってお

ります。

●委員長（音喜多委員） いいですか。

（ はい、いいです」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ほか。

14番。

●竹田委員 ここで、釧路町、厚岸町、浜中町の広域観光推進協議会についてお聞きした

いと思います。

３町広域観光推進協議会、これはいつからできたものですか。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） お答えをさせていただきます。

この３町の広域観光推進協議会、これは昭和57年から設立させていただいているもの

でございます。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 改めて聞くのも何なのですけれども、目的という部分について、これだとい

う部分の、これは要するに３町が観光をもとにいろいろ考え方はあると思うのですけれ

ども、最終的に観光客がふえていって、それぞれの町に利益をもたらしていこうという

ことが最大の目的でないかなというふうに自分は理解しているのですけれども、その辺
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はどうでしょうか。

●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） この広域観光推進協議会、これはいわゆる北太平洋

シーサイドラインと言われている広尾から根室に至る海岸線のルート これ北太平洋シー、

サイドラインというふうに言われておりますが、その中でも厚岸道立自然公園の中にあ

る３町、ここが３町連携をしながら、この厚岸道立自然公園の魅力を訴え、そして今、

竹田委員言われたような観光の施設整備だとか、観光宣伝だとかをしながら、１人でも

多くのお客様に来ていただくとして観光産業を育てていくという目的で設立された団体

であります。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 別保の桜まつりと厚岸の桜・牡蠣まつり、これがいつの間にか同じ時期で、

同じ日にち、開催日がぶつかってしまっているように、最近なってしまっている、その

部分については認識しているというか、ご存じですか。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） どちらも、秋の牡蠣まつりみたいような場合でした

ら、３町の中で日程を調整をしてということで可能なのかもしれませんけれども、桜ま

つりにつきましては、メインはあくまでも桜・牡蠣とは言っても、桜を見ていただきな

。がら厚岸の特産であるカキもご賞味いただくということで行っているものでございます

そういった部分では、どうしても日程を設定するに当たっては、桜の一番見ごろの時

期がいつごろなんだろうかということをいろいろ考えて、これはうまく当たらないとこ

ろが多いのですけれども、そういったことを考えてやるものですから、どうしても重な

ることはあり得る、ただ、釧路の部分はお祭りは１日限りのお祭りのはずなのです。う

ちの「あっけし桜・牡蠣まつり」につきましては、日曜から日曜日に向けての８日間と

いう部分で、イベント日は２回ありますけれども、もしかすると最終日の釧路町のほう

が若干、開花あそこは遅いわけですから、最終日に重なることもあるかもしれませんけ

れども、どうしてもそういった桜の開花に合わせたイベント設定ということになります

ので、場合によっては重なることもあろうかと思います。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 別保の桜がだんだん開花が厚岸町の開花に似てきたのかなというふうに、そ

れじゃあというふうに思うのです。前は、数年前は１週間とか、10日以上の開花が厚岸

町よりも相当遅かったということで、全くぶつかってはいなかったのですけれども、そ

うしたら別保の桜が開花がだんだん早くなってきたということなんですかね。
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●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） お答えをさせていただきますが、確かずっと厚岸は

、 。早くは道東 日本列島最後の桜まつりという名目でお呼びをしていたところもあります

実際には、根室の千島桜ですか、遅い桜も当然ありますし、実は別保公園のほうが厚岸

町より開花が遅い、日当たりの部分もいろいろあるのでしょうけれども、そういったこ

とだったのですが、もし重なるようなことになってきたとすれば、どういう状況かわか

りませんけれども、別保のほうが早くなっているのかなと。

ただ、昨年の場合もたしか重なったかもしれませんが、若干、開花は遅かったと思い

ますので、お祭りは一緒だとしても花が咲くのは遅かったかと思いますので、いずれに

しても向こうのほうが厚岸より遅いのかなと思っています。

ただ、いずれにしても、町の設定はそういったそれぞれの町でいつごろが見ごろにな

るかということを推測しながら設定をさせていただいているということでございます。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 せっかくの３町広域観光推進協議会を立ち上げたのですから、我が町は我が

町とというふうにして、開花に合わせてやっているのだと言うけれども、そんな何ヶ月

間も咲いている桜ではないのでいいじゃないかというふうにも考えられるのです。

ただ、やっぱり少ない観光客を少しでも自分の町にというのは、お互いの気持ちであ

るわけですよね。少ない観光客を取ろうとするのも自分の町に何とかというのもわかる

のです。

、 。 、 、ただ 隣町同士です 広域でやっているわけですから なるべくぶつからないような

そういう日程を協議した上でやっていくというのが、やはりこの広域を組んでいるよさ

でないのかなというふうに思うのですよね。その面も含めて、これからの課題にしてほ

しいなというふうに思うのですけれども、両町ともお話をしていただきたいなというふ

うに思うのですけれども、厚岸町の町民の中でもかなりこういう観光の話をすると、何

でわざわざぶつけなければならないのだと、どっちがぶつけてきたのだと、別保かとい

う話までしているのです。これはもう、町民同士の仲違いになっちゃうのです。

そういうこともあり得るので、本当に観光のことを真剣に考えてる人が町民の中にも

たくさんいます、そういう人たちはやはり考え方真剣なんですよ。だから、そういうと

ころは微妙かもしれないけれども、ずらせれるものであればずらしてほしいなという協

議をしてもらいたいといふうに要望しておきます。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） お答えをさせていただきます。

やはり、お客さん一方、地元の受け入れるほうからすると竹田委員、言われるとおり

だと思います。ただ、お客さんとして、厚岸町なり、釧路町の別保なりに来られるお客
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さんはお祭りと、桜まつり、あるいは桜・牡蠣まつりと言われれば、そのときが一番見

ごろなんだろうなと、５月の下旬といっても、そのころに行くのがやはり子野日公園の

桜を見ようとしたら、その祭りのときに行くのがいいのだろうなというふうに来るはず

でございます。

そして、来たときに 「あれ、もう終わっているんじゃないか」と、あるいは「まだ早、

いんじゃないか」と、これは快くお客さんを受け入れるという観光の本旨からすると、

必ずも近隣町村の中で調整するという意図も十分わかるのですけれども、そういったも

のも配慮した中でのお祭り設定というのはやはり、先ほど一番先に言いましたが牡蠣ま

つりのような部分であれば、前後は可能だと思うのですが、そういった桜まつりとなれ

ば、そういう一番見ごろな時期にどうしてもお客さんにお示しをするというのがやはり

第一かなというふうに思っています。

ただ、以前、ずっと離れた中で、だんだん詰まってきているような実態にあるみたい

です。そういった意向があるという部分は、３町の中でもお伝えすることは十分可能で

ございます。だからといって、伝えたからといって、厚岸が１週間前後させるのか、釧

路が前後するのかということには、必ずしも結びつかないかもしれませんけれども、主

、 、催者である観光協会等々にそういった意向はお示しをしながら 研究するということは

投げかけだけは、そういう意向であればして、させていただきたいなというふうに思い

ます。

ただ、やはりお客さんには一番見ごろな時期をご紹介するという意味でのお祭り設定

になるんじゃないかなというふうには私どもは思っております。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 もともと有名な言葉で 花より団子 という言葉がありますよね 厚岸もじゃ「 」 。

あ、その見ごろに合わせてというけれども、過去にそうしたら何発中、何発当たったの

という話になっちゃうのですよ。だから、たいしたものでないので、気持ちはわかりま

すよ。でも、外れているのも実際ですよね。

こんなこと言っちゃ悪いですけれども、最終的には「花より団子」という言葉もあり

ます。観光というのは、桜を見に来るのだというのは確かにわかります。それも一番大

事なことであります、ないがしろには絶対できない部分です、言ったとおりだと思いま

す。

ただ、やっぱり１週間ずれてどうなんだろうということの、やはり協議をしながら進

めていっていきたいなというふうのは、やはりお互いの両町の関係もあるのですけれど

も、その辺やっぱりもうちょっとその観光客を多く来てもらうという部分については、

やはり観光産業やっていく上で最も大事なことだというふうに思うので、これはぜひな

るならないは別として、連携の協議会のときにでも、ぜひその部分についてはお話をし

ていってほしいというふうに要望しておきます。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。
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●まちづくり推進課長（湊谷課長） それが実際として、可能かどうかというのは別なこ

とになろうかと思いますが、委員言われたような意向が町内の中ではあるということに

ついては、そういった３町の、釧路町だけでなくて、浜中町とも重なる部分も当然、時

期的にはある部分でありますので、あやめとえぞかんぞうとかという祭り等々もありま

す。

そういった意向があるということは、３町協議会の担当者会議、あるいは総会等々あ

りますけれども そういったところでお伝えをしていきたいなというふうには思っ、

ております。

●委員長（音喜多委員） よろしいですか。

（ はい、いいです」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ２番。

●掘委員 私は、この目で道立自然公園の国定公園化についてお聞きしたいと思います。

以前、道立自然公園の国定公園化については、その漁業者漁業協同組合というものは

厚岸港をその区域から外してくれということが第１条件なんだということは話させても

らったことがあります。

そのときの答弁においても、町のほうも漁業者漁業協同組合と同じスタンスで、この

国定公園化については向かうのだというような答弁をいただいた記憶があります。

そうしたときに、そのことが今現在も変わりがないのかというものをまずお聞きをし

たいと思います。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） お答えをさせていただきます。

厚岸町、それと漁業協同組合それぞれのトップ、組合長とうちの町長連名で21年７月８

日付をもって、当時の釧路市町長のほうに厚岸道立自然公園における厚岸湖、これは第

３種の特別地域になってございますけれども、それを普通地域のほうに地区分変更して

くれないかと、していただきたいという要望をさせていただきました。

それをもっていろいろと北海道のほうでも協議を進めてきたところでございますけれ

ども、正式に北海道のほうからも過日、町のほうに、あるいは漁業協同組合のほうにも

文書をもって回答があったところでございます。

その内容というのは、普通地域に向けて地区分の変更をしていただきたいという趣旨

を受けて、北海道としてはその検討に入るということでございます。ということは、こ

、 、れは実際に普通地域になるかならないかというのは これからのいろいろの事務手続き

環境審議会等の審議もございますので、先が見えませんけれども、北海道としてはそう

いった申し出を受けた手続的なものにこれから入るという回答はいただいたところでご

ざいます。
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●委員長（音喜多委員） ２番。

●掘委員 そうすると、再度、確認しますけれども、町のスタンスとしてはその普通地域

にならない限りは、国定公園化というふうには走らないということで理解したいと思い

ます。

そうですね、今現在が第３種の特別区域ということなんですけれども、やはり特別区

域と普通地域だと、やはり法的な意味合いというものも大変、いろいろと変わってくる

のかなというふうにも、私もいろいろと調べさせてもらったときには思ったものですか

ら、このことを言わさせてもらったのですけれども、例えば平成21年の171国会において

は、自然公園法の改正というものがあったわけなんですけれども、ここで特別地域等に

おける広域性の追加というものが、実は法律のほうではされていると、これは国立公園

等の特別地域において環境大臣等の許可を要する行為としては、一定の区域内での木築

の損傷、本来の生息地以外の動植物の放出等を追加することとするということで、今現

在は、その厚岸町で行っているその漁業生産活動にも支障を来すような法律改正という

ものが、特別地域においてはやはりされているというような現状の中では、やはり厚岸

の漁業を守るといった上でも、この普通地域化というものはやはり絶対の条件だという

ものを改めて町としても認識をしていただいて、今後の国定公園化というものに進んで

いただきたいと思うのですけれども、その点について再度、ご答弁をいただければと思

いますけれども。

●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） まず最初に、厚岸町は漁業協同組合とともども連名

を持って普通地域にしてくださいというお願いはさせていただきました。それに基づい

て、その趣旨を尊重しながら北海道の粛々事務的な部分を進めるよということでござい

ます。

ただ、今、質問委員言われたような、普通地域でなければ厚岸町としては国定公園を

進めないのかというふうに理解させていただきますというような話がありましたが、そ

うではございません。

厚岸町はあくまでも 町民の方々の総意を持って 合意を得て国定公園にステップアッ、 、

プをしたいというふうな意向でございます。そういった中では、漁業者の中で、今の現

状の特別地域であるならば、将来の漁業活動に対する不安払拭ができないということで

合意に至っていないというのが現状です。

それで、漁業協同組合といろいろ協議をさせていただく中で普通地域、今は特別地域

であればいろいろな強化制度がなるのですが、普通地域ということになると届け出制に

なります。そういったことを、普通地域になれば漁業者の方々の不安もまるっきり100％

とは言わなくても、ある程度の部分は払拭できるだろうという方針が漁業協同組合も持

ちまして、町と同一的な行動をとっているということでございます。

ですから、厚岸町としては町民の方々の、漁業者を含めた町民の方々の同意を得るた
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めの手法として今、こういう動きをしてございます。ただ、最終的にこの厚岸湖が普通

地域にならなかったといって、国定公園を断念するという言い方はしてございません。

ですから、結果はまだ普通地域になっていただくことが、一番、厚岸町としても望ん

でいるところでございますが、その方法いかんによっては、漁業者の不安払拭できる方

法をまた再度、考え直すということも場合によってはあるかもしれません。

それと、特別地域であるといろいろな規制があって、漁業者に対する漁業活動はかな

り規制があるのではないだろうかという部分では、この先もぜひ普通地域にというご意

見です。私どももそういう部分は、重々、北海道の説明を受けると第３種という特別地

域の性格上、漁業活動に支障を及ぼすような規制をかけるような、目的とした区分では

ないという言い方はされておりますけれども、それに対する漁業者の方々の不安という

のは できないという意味では、ぜひ厚岸町としても普通地域に種区を変更していた

だけれるように、この先も取り組んでいきたいというふうには思ってございます。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●掘委員 そこまで言うのであれば、どうしても逆に言っちゃうと厚岸湖をその特別地域

としてこだわらなければならないのかというものになってくると思うのです。

道立自然公園に関して、指定要件というのは面積要件とかはありませんけれども、国

定公園以上だと面積要件というのがあるのですけれども、変わりにこの面積要件にして

も公園面積が国定公園だと１万ヘクタール以上、そのうち特別保護地区が1,000ヘクター

ル以上あれば国定公園になるということですよね。

今現在の厚岸道立自然公園の面積はというと、約２万1,523ヘクタールと、これは北海

道の資料なんですけれども、２万1,000ヘクタールほどあると。あるということでの中で

は、特別保護地区というものは現在、国定公園化をしているわけではないですから、特

別保護地区の指定はしていませんけれども、北海道で考えている特別保護地区というも

のに厚岸湖が入るわけではない、むしろ厚岸だと高層湿原のところとか、そういったと

ころで1,016ヘクタールほどの面積を特別保護地区とするのだということの中では、それ

を考えたときには、国定公園化をするための指定要件というものに、何ら厚岸湖が普通

地域のほうに下がったからといって、指定要件から外れるわけではない。じゃ、何でそ

んなに北海道は国定公園化のときにその厚岸湖を何だかんだ保護地区として、特別地域

としてしなければならないのだという話になると思うのですけれども、この点について

は何か北海道から正式な見解とか出されているのでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 町長。

●町長（若狭町長） 私からお答えをさせていただきます。

まず、質問者にご理解をいただきたいことは、厚岸町と漁業協同組合で共通をしてお

ますことは、道立厚岸自然公園を国定公園化しようということについては、共通な意見

を持っています。そのためにどうしたらいいのかということで、いろいろと漁業協同組

合と厚岸町が協議を重ねてきたところであります。
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特に、漁業者からは、公園化されたものは漁業生産活動に影響があるのではなかろう

かという声の中で、特別地域から普通地域にしてもらいたいという意見がありました。

そこで、厚岸町として、それでは漁組と厚岸町で普通公園化に向けて努力しましょう

ということで北海道に要請をいたしたところであります。

その結果、北海道ではその要請を受けて、最善の努力をさせていただきたいという回

答をいただいているところでございます。しかしながら、北海道といたしましては、そ

のためには環境審議会というのがございます。そこに諮って決定をすることであります

ので、現段階ではどうなるかまだわからなのです。

ただ、我々の厚岸町漁業協同組合も要請に北海道がこたえてくれたと、またこれも最

善の努力をいたしますという現段階でありますので、しからばどうする、こうするでは

なくて、現段階、私は高く評価をいたしております。北海道の努力も評価をいたしてい

るわけでございます。

私といたしましては、それに向けて厚岸町としても最善の努力をいたし、早期の国定

化に向けて頑張ってまいりたいと、そのように思っておりますのでよろしくご理解いた

だきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●掘委員 現行の道立自然公園の面積というものが２万1,000ヘクタールほどなのです。国

定公園をするときに３万1,000ヘクタールほどに今しようとする。この３万ヘクタール以

上というのは、逆に言っちゃうと国立公園の指定要件になっちゃうのですね。

つまり、北海道として考えているとしたらば、今現在、道立自然公園を面積要件を包

含した中で、国定公園にしておいて、時期を見たときにそれを国立公園までに昇格させ

ようとかいう、そういうものが、その面積要件だけを見ればありありとその北海道の考

え方というのが見えてきちゃうのかなというふうに思うのです。

別に、１万ヘクタール以上あればいいわけなんですから、わざわざ３万ヘクタール以

上に今の段階でふやす必要というものがどこにもないわけなんですから、そういうもの

を見たときに、やはりそういうものを見て感じたときには、やはり今後の厚岸湖におけ

る漁業生産というものに対する、どうやってもやはりいろいろな不安というものが出て

くるというふうにも私は思うのです。

今回、このように大きな被害も受けた中では、その生産向上としての厚岸湖の再生と

いったものには一定期間以上の時間というものがかかると思いますけれども、そういう

ものを考えても、やはりしっかりとした漁業としての厚岸湖というものにやはり確保し

、 、ていただくようでなければ やはりそれを担保ない中でのやはり国定公園化というのは

やはり私は危険だというふうに思うのです。この２万から３万ヘクタールにふやすとい

うものを見ただけでも。

そういった中では、何とかその北海道の真意というものの、いろいろとあるとは思う

のですけれども、やはり厚岸としての最善の利益というものがどこにあるんだというも

のをやはり考えていただいた上で、やはりこの自然公園化、国定公園化というものを進

、 、めていただきたいと思うのですけれども この点について申しわけありませんけれども
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もう一度町長のほうからご答弁いただきたいというふうに思います。

●委員長（音喜多委員） 町長。

●町長（若狭町長） 今、質問者からありましたとおり、当然、道立公園と国定公園につ

いては面積は違います。

今、国定公園化された場合には当然、別寒辺牛湿原等も面積に入ります。そういたし

ますと、町数も変わってきます。今は３町でありますが、当然、国定化に基づいて標茶

町も別寒辺牛湿原の一角にあります。そういうことを考えて当然、国定化と道立自然公

園の面積は違います。そのとおりであります。

しかし、今日、漁業協同組合から普通地域にしてもらいたいと、共通な国定化に向け

て普通地域にしてもらいたいという要請もあり、厚岸町もそのように考えてともども、

普通地域にすべき努力をしている最中でありますので、どうかそのことはご承知を賜り

たいと思います。

●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。

５目観光施設費。

７款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費。

２目土木車両管理費。

３目土木用地費。

４目地籍調査費。

２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費。

９番。

●菊池委員 234ページ、道路照明管理。

ＬＥＤの規格についてだと思いますが、内容を説明願います。

●委員長（音喜多委員） 建設課長補佐。

●建設課長補佐（水上補佐） お答えいたします。

道路照明管理費、内訳は道路照明の電気料、道路照明の修繕料という内容で、ＬＥＤ

とは別というふうに考えていただきます。
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●委員長（音喜多委員） ９番。

●菊池委員 ちょっと聞こえなかったのですけれども、もう少し大きい声で。

●委員長（音喜多委員） 建設課長補佐。

●建設課長補佐（水上補佐） 道路照明管理費、内容は光熱水費といいまして、道路照明

の電気料、もう一つは道路照明の修繕料という内容でございます。

●委員長（音喜多委員） ９番。

●菊池委員 第２次実施計画に書かれている道路照明整備事業、これとは関係ないわけで

すか。

●委員長（音喜多委員） 建設課長補佐。

●建設課長補佐（水上補佐） 今の質問者にお答えします。

道路照明整備事業、この中でＬＥＤ照明の設置が出てきます。ＬＥＤ照明金額は35万

という金額を計上させていただいております。

●委員長（音喜多委員） ９番。

●菊池委員 それではお聞きします。

道路には町道と道道と国道があります。町道は役場、道道は土木現業所、国道は開発

ということで維持管理がなされておりますけれども、定期的な点検方法というのは道路

照明の管理ではどうなっていますか。

●委員長（音喜多委員） 建設課長補佐。

●建設課長補佐（水上補佐） お答えいたします。

道路照明の定期的な管理ということで答弁を申し上げますけれども、夜、この町道の

道路パトロール等を行って、町道の照明が消えている箇所等については、管理のほうで

調査を行っています。

また、必ずしも役場だけでは確認できない部分もございまして、これについては町民

のほうから連絡が入った段階で本当に切れているかどうかの確認を行っております。

●委員長（音喜多委員） ９番。

●菊池委員 時々、ところにより消えたところがありますが、ただいまの回答では住民か
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らの通報、あるいは自治会からの要請というというか、そういうようなものでもって、

役場でばかりではできないから、通報によってやるということに考えられるということ

でございますが、いつまでたっても直らないのがあるのです。それで、せっかく直して

もらっても、また消えているという状態がすぐあらわれる、やはり定期的に維持管理す

るためには、防犯灯街灯の設置については、これからもっと明るい町にするためにしっ

かりと定期的な検査、管理をする必要があるのではないかと思うのですが、いかがです

か。

●委員長（音喜多委員） 建設課長補佐。

●建設課長補佐（水上補佐） 今の町内には、この街灯と呼ばれる物、大体1,530件程度あ

ります。これは、すべての町道においてほぼ設置されてはいるのですけれども、これを

この決められている人数の中で定期的にパトロールをしても、必ずしもその町民が消え

たときにパトロールと、ぴたっと合うというふうにもちょっとならないものですから、

その辺については地域のほうの協力を得ながら、照明が消えている物についてはわかっ

た段階で、地元の電気の業者のほうに連絡をして対応しているというのが現状でござい

ます。

●委員長（音喜多委員） ９番いいですか。

（ はい、いいです」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ほか、２番。

●掘委員 私も道路照明でお聞きしますけれども、先ほど来、言われています町道におい

て道路照明が設置されるといった中で、ほぼ町道のほうにはついているのだと、ただ、

やはりそれ以外には今度は防犯灯というものが、各自治会からの要望の中でもついてく

るのかなというふうに思うのですけれども、ただ、その町道とかの道路照明をしてやっ

ても、どうしても地域としては、地域の人方、住んでいる人方にとっては暗いとかとい

う場合というものが、場所によってはあると思うのです。

そういったときに、最近よくあるのがその照明を自分たちでつけるから、電気代を町

のほうで払ってもらうように、道路照明として自分家のほうに、自分がつけるから照明

をつけるから電気代のほうだけは町のほうで、あとは維持管理とかも、球の切れたとき

の維持管理とかも、その人が言うのはＬＥＤ電気をつけるから何とかつけさせてもらっ

て、それを町のほうで見てくれないかなとかというふうに言うのですけれども、そうの

も可能なんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 建設課長補佐。

●建設課長補佐（水上補佐） 今、その自治会単位で照明をつけて、最終的には電気料で
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あるとかという維持管理、それについて町のほうで行うという、これについては従来、

こういう町内において自治会単位で防犯というものを設置しております。

最終的に、その維持管理も含めた中で、町のほうで要は今現在、電気料維持管理、全

部、町のほうで管理するような状況になっております。これは、要は自治会単位でつけ

られますと、本当に正規の形でこの照明が要は適正な位置に設置されているかどうか、

今、質問者が言われるように、それは極力あるには越したことはないと思います。

しかし、最終的には歩行者の数も少ないであるとか、防犯上必要でない場所まで設置

されたものを管理、電気料については町のほうで本当にどうかなということで、もし自

治体の要望があるならば、町のほうで本当にそこの場所で必要なんだというのについて

は、今後の計画において設置を計画的に進めてまいりたいというふうに思いますので、

自治会のほうで設置した部分についての電気料、維持管理というものを町のほうでそっ

くり引き受けるという考えは現時点でございません。

個人的に設置されたものであっても、現在はそういうものを全部、町のほうで引き受

けるという考えはございません。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●掘委員 そうすると、あくまでも街灯照明や防犯灯照明についても、あくまでも地域に

おいての要望としては、自治会要望が第一だと、その上でその現況を考えた上で町のほ

うが設置を検討するというふうにして理解してよろしいということですね。

●委員長（音喜多委員） 建設課長補佐。

●建設課長補佐（水上補佐） 質問者言われるとおりでございます。

（ 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。ほか、ございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 進みます。

２目道路新設改良費。

11番。

●大野委員 ここで、太田・門静間道路の整備事業6,713万4,000円計上しておりますけれ

ども、これの事業内容をちょっと説明してください。

●委員長（音喜多委員） 建設課長補佐。
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●建設課長補佐（水上補佐） お答えいたします。

まず、事業内容でございますけれども、全体の計画延長3,245メートルです。工事事業

規定は国道44号、釧路から厚岸方向に、ちょうど門静の入り口でございますけれども、

この陸橋を曲がってすぐ、変形の交差点があるんですけれども、そこを計画後の起点。

そして、石山方向に源道があるのですけれども、基本的にはそこの道路を極力利用する

計画でございます。

しかし、この国道44号の交差点部分については、ちょうどカーブの途中に交差点があ

るものですから、もう少し門静側、完全にカーブを曲がり切った場所付近に町道の交差

点を持ってこようかなという計画でおります。

また、そこをずっと石山方向のほうに行きまして、今度、門静、太田に上る場所なん

ですけれども、要は急カーブ、急勾配が連続してあります。まず、そこの場所について

は、最終的には自衛隊の車両が通るという、そういう理由もつけまして、少しでも曲が

りやすいカーブ、またその勾配についても少しでも緩くした計画で、最終的にはその太

田の方向で上りきった交差点までということで、全体延長3,245メートルというふうに計

画しております。

また、現状では、この太田の上り口というのも、相当変形の道路となっているもので

すから、その橋梁の位置の変更もこの道路改良工事とあわせて検討してまいりたいとい

うふうに思っております。

●委員長（音喜多委員） 11番。

●大野委員 とりあえず概要はわかりました。

本年度はこれ、設計委託料ですよね。これ、何年計画で進めようとしているものなん

ですか。

●委員長（音喜多委員） 建設課長補佐。

●建設課長補佐（水上補佐） 事業計画は、平成23年から平成28年です。

●委員長（音喜多委員） よろしいですか。

11番。

●大野委員 これに伴う改良工事して、多分、用地買収とか絡んできますよね。それは、

順次進めていくという理解でよろしいのでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 建設課長補佐。

●建設課長補佐（水上補佐） お答えいたします。

平成23年度に、今現在、実施設計を計画しております。この実施設計を計画すること

によって、最終的には道路のルートというものがはっきりします。
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一応、工事については国道から現在、真ん中辺に橋梁があるんですけれども、そのま

ずはその１期工事として国道44号から橋梁まで、23年度に道路のルートが明確になった

段階で、この起点部になると。交差点１の変更によって、起点部分の用地買収が今度、

明確になるものですから、用地買収については一遍に全部、買収をするのではなく、そ

の道路のルート、用地の面積がはっきりした段階で計画を持って買収をしていくという

計画でおります。

●委員長（音喜多委員） 11番。

、 、 、 、●大野委員 まず 橋梁までの区間 第１工区になるのか 番号はわかりませんけれども

そこまでなるとして、次に事業設計組んだ段階でルート決まりますよね。そうしたら、

。一発で買収しておかないと地権者がだめだと言ったら工事どういうふうになるのですか

ならないのですか、そういうふうに。言っている意味、わかりますか。ちょっとお伺い

したいと思います。

●委員長（音喜多委員） 建設課長補佐。

●建設課長補佐（水上補佐） これまでの道路事業においても、最終的にその用地買収で

道路が完成しないということは、私たちも一番心配する内容でございます。

この23年度の実施設計で、道路ルートについては明確になるものですから、そのルー

ト上にある地権者については当然、その辺の同意というのは、前もって省略はしてもら

うのですけれども、用地の買収としては順番にその工事の前に買収をして、翌年、工事

をしていくという計画でおります。

（ わかりました」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 ここでお伺いしますけれども、住の江通の整備事業2,020万ですか、これはこ

の改良舗装工事ということで、今年度、これは完成の見通しがついたのかどうかお伺い

をいたします。

それから、今のこの門静、太田門静間道路なんですが、今、説明を聞いていますと、

国道の取りつけというか、この部分の位置を変えるというようなお話がありましたけれ

ども これはあれですか そうするともうなくなったのですけれども 別海のほうに入っ、 、 、

ていく道路ありましたよね、その道路はありますけれども、その道路のほうに寄ってく

るということなのか、さらにまだ門静が駅のほうに寄っていくのか、その辺はどういう

ふうに考えているのか。

それから、ルート的には同じルートを線路沿いというか、国道沿いに迂回していくの

か、それとももっと農家のほうに行って沼を超えたあたりをルートとして変更していく

のか、その辺はどういうふうになるのか。
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それから、それを超えたあたりに土砂崩れというか、落石しているところありますよ

よね、それらあたりのルートはどういうふうになっていくのか、改良するのか、その斜

面をきちんとした上で道路工事が行われていくのかどうなのか。

それと、今、聞いていて正確にわからなかったのですけれども、その橋を越えてから

のルートなんですけれども、太田の一番道路に向かってのそのあたりの急傾斜はかなり

幾らかかわるのかどうなのか、そういったちょっと気になったのです。あのルートを自

衛隊が通るようにしようというようなことで計画されているのでしょうか。そこを通る

ということはどこに自衛隊は行ったり来たりするようになるのでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 建設課長補佐。

●建設課長補佐（水上補佐） お答えいたします。

まず１点目の住の江町通り整備事業の関係でございます。

この事業は、平成23年度を完成年度として、この防衛の町政交付金事業で実施をして

おります。

昨年12月に、この住の江町通りの補償費、用地買収費を河川費のほうに流用させてい

ただきました。その際にも、地権者との交渉が22年度中にはまとまらないという経緯の

もとで、そういう予算づけをさせていただいたのですけれども、これについてはもとも

とその23年度までの事業期間で完成をするという事業計画でおります。

今回、その用地買収できない部分については、現道の敷地の幅で用地買収されている

場所から、要は源道幅で一度すりつけをして、当然、道路とあわせて排水の工事も行う

ものですから、排水については道路の中に入れてすべて整備を完了すると。

しかし、道路の幅員については、補償用地買収ができないことから、現況の普及でま

ずは工事を行うと。また起点部については、非常にこの住の江町通り、病院の前から住

の江町通りに入りにくい状況にあるから、現状よりも少しでも交通安全上、危険のない

ような感じで、要は交差点部分についてはもう一度、この整備をしたいというふうに考

えております。あくまでも、用地買収できない部分については、現状の敷地幅で整備を

行います。

次に、太田門静間道路の関係で答えます。

まず、国道の位置なんですけれども、現状よりもう少し門静側のほうに行きますと、

町道があるのですけれども、大体、その町道に重複させるような位置で、現在は検討し

ております。

当然、この現道と位置的にぶつかるということになれば、その町道部分の整備につい

てもちょっと一部、必要となってくるのかなと。

または、その基本的には源道を利用することが一番、工事費も軽減される、軽減でき

るということで、こちらのほうは考えていますので、交差点の位置をかえたにしても、

それ移行の道路のルートについては、基本的には源道のルートを通るというふうに考え

ております。

また、途中部分、落石の箇所もあるんですけれども、道路幅が若干広がることによっ

て、その落石部分の何らかの対策も必要となってくるものですから、これについては今



- 279 -

回の工事にあわせて落石対策の工事を実施していきたいというふうに考えております。

次に、橋から太田側については、今、質問者言われたとおり非常に急勾配、例えばＲ

も小さなＲとなっていますので、まだその辺のルートについては、23年度の実施設計、

その中で何案か設計するコンサルのほうから案を出してもらった段階で、この交通安全

上の支障のないルートで決定をしてまいりたいというふうに思います。

最後の、この自衛隊車両通る、ちょっと私もちょっと言ったのですけれども、これは

あくまでも要は防衛のお金を利用して事業を実施するものでございます。あくまでも、

事業採択に当たっては、防衛の車両が通るのだという意味合いで、ちょっと私が答弁さ

せていただきましたので、その辺についてはご理解願います。

●委員長（音喜多委員） 昼食のため、休憩します。

10番の再質問については、午後１時、13時から再開いたします。

午後０時03分休憩

午後１時00分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

２目土木新設改良費。

10番の再質問から始めます。

10番。

●谷口委員 住の江通り整備事業について、今の説明を聞きますと、用地については結果

的に話し合いが整わないということで、源道で工事を進めるということなんですけれど

も、結果的にそうするとかなりまた途中から狭まった道路に一気になってしまうという

ようなことになるのかなと。

それと、この道路はそれでずっといっちゃうのですか。それとも、何とかその地権者

との話し合いを進めてきちんとした買収を行い、あるいはその他の手法を使っての用地

確保を目指すのか、その辺は今後どのようになっていくのかお伺いをしたいというふう

に思います。

それから、太田門静間道路については、大体ルートについてわかりました。それで、

結果的には、初めに私が言ったように別海のほうに向かう道路を使うということですよ

ね、その道路を使いながら現道にあわせていくということだと。

それと、落石対策については、これは別な事業で行うのか、この工事の中で完全なも

、 。 、のが行うことができるのか それと非常に川に縁の通る場所がありますよね その辺は

どういうふうにしていくのか、今、全然防護策も何もなかったかな、あったかな、正確

に自分自身も忘れちゃうのですけれども、そういうものが必要な場所が例えば出てこな

いのかどうなのか、縁みたいなところがあったような気するのですけれども、そういう

のは心配ないのかな。

それから、太田の、この上り坂というか、坂については二、三案、今後その実施設計
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の中でつくって、それをどれを選択していくかという方法をとるのだということで理解

をしていいのかな。そういうことでよろしいのでしょうか、お願いいたします。

●委員長（音喜多委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） まず、住の江の道路の関係でありますが、ただいまご質問者言

われたとおり、用地の取得ができないという状況であります。これは、さきの議会でも

ご説明を申し上げたとおりでありまして、したがって斜めに広いところと、狭いところ

とカーブに直角直角というふうなやり方ではなくて、斜めに据えつける方法で今、施工

を考えているということであります。

将来どうするのかというのは、今の段階でこれは一たん防衛予算案でありますので、

その財源をもって計画をしていた道路であります。これは23年度でもって１回切れてし

まいます。その後、どういう方法で、どういう財源でということは、今後、検討してい

かなければならないだろうと、そのまま放置は危険性等々もいろいろ考慮しなければな

らないと、そのまま放置はちょっと無理ではないかと、そうすればなお用地の折衝をす

るか、あるいは放線を変えるかということが考えられるわけですけれども、それは今の

段階で直ちにこうするということは言明はできないということでご理解をいただきたい

と思います。

それから、太田門静間道路でありますけれども、この据えつけはご質問者のおっしゃ

るとおり、できるだけ今の現道に据えつける形で町道も利用しながら、据えつけたいと

いうふうに考えております。

それから、一部崖崩れ、これは３年ほど前に実はあそこの防護ネットを破って道路の

ほうに落石がありました。これは、道路側まで出ては来なかったのですけれども、ぎり

ぎりのところまで落石があったということで、これは業者さんの協力を得て上部の排除

できるものは排除したのでありますけれども、今回、この事業、予算をもってあの箇所

も落石、あるいは崖崩れみたいな状況を防止するための設計、施工、これも含んでこの

事業の中で検討したいと。

あそこは、川にもうすぐ隣接している場所がありますので、少し山側に入って来なけ

れば施工は難しいのではないかというふうに考えておりまして、その辺も含めて、この

事業の中で工事を検討してまいりたいと、そのように考えています。

それから、橋を超えて太田に上がっていく道路の放線でありますけれども、これは測

量試験等々を踏まえて、できるだけ急勾配、それから急カーブ、これらの解消ができる

かどうかも、その設計の段階でいろいろ協議をして、可能な限り急勾配、急カーブこれ

を解消してまいりたいと、そのように考えております。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 住の江町通りについては、やはりいびつというか、異常な設定になってしま

うようなことで、当面は進めていかざるを得ないのかなと思いますけれども、なるべく

この問題については早期に解決していただきたいなというふうに私は思います。



- 281 -

それから この太田門静間道路なんですけれども やはりこの安全第一で道路をつくっ、 、

ていただきたいというふうに思います。取りつけ部分については十分、考慮されると思

うのですけれども、特にその落石、あるいは川の縁、このあたりのルートについてはき

ちんとしてほしいと。

それともう一つ、今の説明で聞くと、そうすると山側にさらにルートが変わってくる

というふうに考えるんですけれども、以前、あの辺にし尿処理の何かあったような気が

するんですけれども、その辺は大丈夫なんでしょうか。ちょっと気になってお尋ねをす

るんですけれども。

以上です。

●委員長（音喜多委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 住の江の通り、残念ながら、今の段階ではそうせざるを得ない

ということでありますけれども、これはそのままあきらめということではありませんの

で、できるだけ早期に何らかの方法で解決を模索してまいりたいと、そのように考えて

おります。

それから、太田門静間の道路、これもそうでありますし、住の江もそうでありますけ

れども、安全確保、これをきちっと大事な話でありますので、その辺、両方とも安全第

一に努めてまいりたいと思います。

それから、後段でそのし尿処理の云々という話がありましたけれども、それはちょっ

、 、 、 。と今 私ども押さえていなかったのですけれども 何のお話か もし差し支えなければ

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午後１時10分休憩

午後１時11分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

副町長。

（ ） 、 、 、●副町長 大沼副町長 今 その落石防止のことを措置しなければならない場所と 今

ご質問者がおっしゃった場所は、もっと山側にずっと入った比較的道路よりももう少し

中に入った部分かなと思います。

、 。 、それは 今回のこの放線上は多分出てこないだろうというふうに思っています 一部

その落石の心配がある箇所について、川側に膨らますことはどうかということも、これ

は技術的なレベルで、我々の段階で検討させてもらいましたけれども、莫大な費用がか

かると、それよりは削れるところまで削って、擁壁を立てて、ネット等を張るというほ

、 、 、うが経費的には コスト的には そちらのほうが安いという判断をいたしておりまして

そういう方向で今、検討に入りたいと、そのように考えております。



- 282 -

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 あともう１点お伺いしますが、桜通りのこの整備事業というのは、これは何

をどういうふうにやるのですか。

●委員長（音喜多委員） 建設課長補佐。

●建設課長補佐（水上補佐） まず、この桜通りの全体の計画でございますけれども、全

体計画の延長805メーター、そのうち、これは要は何区間かに分けて道路断面が変わって

きます。

まず、この工事の起点が厚岸中学校、終点が道道別海厚岸線、全体で805メートルでご

ざいます。

、 、 、 、 、まず 厚岸中学校のほうから 延長が425メートルについては 現在 車道が９メーター

歩道が1.2メーター、両側あるんですけれども、そこについては全体で14.5、内訳とした

ら車道が7.5、歩道が両側3.5という計画断面でございます。

それと、次の断面なんですけれども、桜通り、ちょうど山側でちょうど中央付近が両

側の地滑り対策工事をやっている場所なんですけれども、一応、そこを超えた場所から

道道別海厚岸線まで、これについては現在、車道９メートル、歩道1.5メートル、もしく

は車道９メートル、歩道3.5という二つの断面があるのですけれども、この1.5メートル

の歩道部分については、最終的には3.5メートルの歩道とするという計画でございます。

まず、工事の進め方については、道道別海厚岸線側のほうから、まず工事、23年度に

おいては380メートル程度を施工し、来年24年度において425メートルの工事を行う計画

でございます。また、今回、この歩道の造成とあわせて、車道のオーバーも各年度ごと

で施工してまいりたい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） 済みません、今、道路の工事延長について、平成23年度380メー

トルというふうに申し上げましたけれども、360メートルでございます。それから、24年

度が425メートルという数字になります。訂正させていただきたいと思います。

失礼しました、24年度につきましては445メートル、申しわけございません、訂正させ

て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 この桜通り、そうすると全面改良ではないのですね。厚岸中学校から、車道

についてはそうすると下層改良はないと、歩道について1.5メーターのは3.5にするとい

うような、そういう工事は行うけれど、車道については変更はないと。

それから、今の説明で言いますと、厚中から道道までと言いますけれども、結果的に
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はそうすると平らな部分でなくて、少し上り、勾配が始まるあたりから工事を行うと、

道路に向かって、そういうことでいいのでしょうか。

ですから、厚中のほう、始まりは平らなんですか、それとも勾配がついているのです

か。厚中のほうは。今、工事はこっちからやるでしょう、奔渡のほうからやると言った

けれども、今の課長補佐の説明では厚中から道道に向かっての区間をやると、それで厚

中のほうはまだ勾配があるのですか、ないですかと、平らなんでしょうか、その辺はど

うなっていますか。

●委員長（音喜多委員） 建設課長補佐。

●建設課長補佐（水上補佐） 工事の内容でございますけれども、基本的には、要は車道

はそのままの状態で、今度、歩道が狭い箇所については最終的には3.5メートルの歩道を

つくるという工事の内容でございます。

その際に、今回、このバリアフリー化も行うものですから、当然、その車道部につい

ても舗装のかさ上げが当然 必要となってくるものですから それにあわせて車道のオー、 、

バーレーも実施をするという内容のもので、道路自体の縦断勾配については、現在と全

く同じです。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 今回の工事内容についてはわかりました。

それで、その厚岸中学校というのですけれども、場所、この場所は正確に言うと、さ

くらストアーの前からですか そこの前というのは勾配が始まっているのですか 始まっ、 、

てないのですか。

●委員長（音喜多委員） 建設課長補佐。

●建設課長補佐（水上補佐） 現地の状況でいけば、若干、上りの勾配に入っている状況

です。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 そうするとわかりました。

それと、今回は災害あった地滑りあったところ、後年度、24年度でやるということで

すね、今の計画でいくと。

そうすると、今回のこの計画と、あの地滑りが起きて養生していますよね、それとの

関係では、あの地滑り養生はさらに補強するだとか、そういうことをしなくてもできる

工事なのか、その辺、説明してください。

それと、今回は工事行いませんけれども、その先なんですが、湾に向かっての桜通り

、 、 、自体 途中はきっと管になっているのではないのかなと あそこ浮田川というのですか
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その川の影響ですよね。その管に、今回、それを伝っての水の津波が冠水してきている

というふうに聞いているのですけれども、その管自体は今回はどういう状況だったので

すか、道路の下、それについてちょっと説明をお願いしたいのですが。

●委員長（音喜多委員） 建設課長補佐。

●建設課長補佐（水上補佐） 今、排水管については、この道路の下、ちょうど縁石の前

に雨水升があって、その中に道路の排水管が入っている状況にございます。

今回、その津波によって、当然、流末の潮位が上昇することによって、当然、その雨

水管の中も逆流をするということは考えられます。

ただし、今回、この桜通りの部分について、その津波のときにどこまで水が上がった

、 、 。であるとか その辺の状況については ちょっと今回については確認をしておりません

今、もう１点目の地滑りの区間の施工なんですけれども、一度も地滑り対策で工事を

やった場所をもう一度、要は広げて、対策工事をするということになりますと、要は今

回の工事以上に、地滑り対策費というものが当然、必要となってくるものですから、あ

くまでもこの場所については、決められたこの敷地の中で歩道を最大限に広げるという

計画でおります。

（ はい、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。

９番。

、 、 。●菊池委員 その桜通りの街路樹なんですけれども 今 どういう状態になっていますか

●委員長（音喜多委員） 建設課長補佐。

●建設課長補佐（水上補佐） 現在の植樹の状況でございますけれども、道道別海厚岸線

から、有明町に抜ける道路までについては、今現在、歩道3.5メートルの……（ いや、「

違います。桜通りです」と発言する者あり）全体ですか。

歩道幅3.5メートルの場所については植樹升があって、そこの中に桜の木が植わさって

いる状況にございます。

●委員長（音喜多委員） ９番。

●菊池委員 初め、桜通りができたときにはナナカマドがついていたのです。それで、名

前にちょっとふさわしくないということで、ライオンズクラブが80本、両端、近藤林業

さんに協力してもらって80本植えたのです。

その後、それは全部でないのです、それで桜通りの起点から、奔渡の道道のまでの間

なんですけれども、でもその状態が名前のとおり、名前にふさわしい桜通りになるかど
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うか、その点をお聞きしているのです。その計画があるかどうか。

●委員長（音喜多委員） 建設課長補佐。

●建設課長補佐（水上補佐） 今回のこの整備計画を持っている区間については、最終的

には歩道幅、要は３メートル50の計画ではありますが、要は既設に道道別海厚岸線から

有明に抜ける道路についても、今現在、植樹升があって、要は桜の木が植わさっている

状況にございます。

今回のこの工事で、まずこの工事の計画をつくる段階で奔渡自治会、梅花町自治会の

ほうと、この事前にこの工事の、要は住民説明会を開催しております。そこの中で、こ

の桜通りの位置づけであるとか、要はこれまでの経過等についても、その辺のお話はご

ざいました。

しかし、結果的に両自治会からの要望としては、このせっかく３メーター50の歩道を

つくっても、要は１メーター50程度の植樹升があれば、安全でゆっくり歩道を通行がで

きない、さらには今現在のこの植樹の状況を見れば、結構、枯れている状況にあるとい

う等々のことから、この今回の工事において、この805メートルの区間については植樹升

を撤去し、今現在、中に植わさっている桜の木については、近くの公園、児童公園のほ

うに移しかえるという要望もあって、現在はそういう計画で進めております。

●委員長（音喜多委員） ９番。

●菊池委員 町長にお伺いいたします。

日ごろ、町長は協働のまちづくりということでお話をしてございます。ライオンズク

ラブ並びにジュニアクラブ、ジュニアクラブの場合は松葉町通りにニセアカシアを植え

て、緑のある、潤いのあるまちづくりということで、何もない殺風景な状態の中から緑

のあるまちづくりということで、ニセアカシアを当時の林務省に相談して、協力を得て

植えました。

その後、町のほうではどういう管理をしていたのか、みずからも会員育ててまいった

のでございますが、自然に消えていったような状態になります。それで、桜通りの桜に

ついても80本寄贈しているということで、それはいいことだ、うれしいことだと、町と

してもとってもいいことだということで受け入れていただき、林業会社と相談しクラブ

が植えました。

それを今の回答では、公園のほうに移すというような表現をしております。松葉町通

りは緑のあるまちづくり、桜通りは桜通りにふさわしい町の木である桜の木を植えよう

して頑張っている中にあって、協働の町づくりとは逆行としているのではないかと、こ

う思うのですがいかがですか。回答願います。

●委員長（音喜多委員） 町長。

●町長（若狭町長） お答えをさせていただきます。
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今、質問者から質問がありましたとおり、桜通りの桜については、当初、ライオンズ

クラブがあのとおり植えたわけでありますが、しかしながら枯れるという状況の中で、

さらに自治会がいろいろと手直しをしながら何とか育成をしようということで努力をい

たしてきたことは事実であります。

しかしながら、今回の道路整備に当たりまして、今、補佐からお話がありましたとお

り、自治会と相談の結果、まず安全な道路をつくってくれ、歩道をつくってくれという

要望の中で、その残っております桜については児童公園の中で桜という極めて厚岸の大

事な木でありますので、この点については、それの精神を大事にしながら児童公園に移

そうという計画になっていると思います。

そういう意味において、当初の精神を大事にしながら名前のとおり桜を大事にする地

区として、これからも協働の町づくりの中で推進をしていかなければならない、そのよ

うに私は考えておりますので、どうか自治会の要望等も、安全な道路と、確かにご承知

のことと思います。通学道路なんです、あそこは。そういう意味で、考えた自治会の安

全という意味合いもあるのではなかろうかと、そのように考えます。

●委員長（音喜多委員） ９番。

、 、●菊池委員 今 町長から自治会との交渉があったということでお話をいただきましたが

いずれにいたしましても、ボランティア団体から町としては快く受け入れて、それに賛

同し、協力していただいたわけでございますから、そういう変更があったときにおいて

は、変更になる前に寄贈のあった団体、今こそどちらも自然休会になっておりますけれ

ども、ライオンズにしても、ジュニアにしても自然休会になっておりますけれども、や

はり町民にこういうことで、こういうような状態にしましたということを知らしめる必

要があるのではないかと思うのです。

労力奉仕、金額奉仕しているわけでございますから、それが無にならないような手当

が必要ではないかと、このように思うわけでございますが、いかがですか。

●委員長（音喜多委員） 町長。

●町長（若狭町長） 先ほども答弁いたしましたが、ライオンズクラブの精神を大切にし

ようという地元の自治会が、枯れている木等につきましてもさらに植栽しながら、何と

か育てようということで進めてきたやに私は承っております。

その精神の中で、今日、桜もよく育たない、育成できない、しからばまずこういう道

路の中では、通学道路でもあり、安全というものを大切にするなら、一方、桜通りとい

う名前を大切にしながら、さらにはまた当初、ライオンズクラブが考えたその思想、考

え方を大事にしながら、その精神を児童公園に残していこうということであろうと、私

はそのように感じておりますので、自治会の皆さん方のライオンズクラブの精神という

ものをいまだに継承されていると、そのように考えております。

●委員長（音喜多委員） いいですか。
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（ はい、いいです」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。

（な し）

●委員長（音喜多委員） なければ進みます。

３目除雪対策費。

３項河川費、１項河川総務費。

５番。

●中川委員 ここで質問させていただきます。

節、説明欄にあります汐見川護岸工事、それから裏にあります奔渡川改修事業、２点

について質問させていただきます。

副町長は、課長を兼務しておりますので、副町長からお話を聞きたいと思いますが、

この汐見川護岸工事につきまして、９日の議会終了と同時に補佐といろいろと勉強させ

ていただきましたし、その前に２日か３日でしたか、朝ちょっと早めに来まして、この

工事のことで２回ほど勉強させていただきまして、よくわかるのでありますが、ただ、

私が心配しているのは、副町長もここの前を通りまして、気がつくと思うのですけれど

も、非常にあれは道路幅が狭いのです。

それで、護岸工事は171メーター、ずっと上流からやられてきまして、25年完成という

ことでございますけれども、これは以前から課長が生前中から２人で議論していたので

すけれども、そういうことで非常にせっかくあの工事をやられるのですけれども、道路

幅が狭いのです。

それで、私は先ほど津波の関係で話が出ていましたけれども、桜通りを昔の我々、子

供のころは川を今、ふたしているというか、上を道路が走っています。うちらの近辺で

は、浮田川もそうですけれども、あのようにやったら道路も普通の、歩道はとられなく

て車道はとれるのではないですかと、このようにいろいろと課長とも議論していたので

すけれども、それはわかるのですけれども莫大な経費がかかるのだと。それをやったら

なかなか予算が大変で、もうできませんと、そういうことでいろいろ話をしてきました

のですけれども、それではその当時の課長との話では、それでは北海道と協議、その高

校と協議されて、あそこに校門といいますか、道路のすぐ学校ですから、それを少しで

も学校側のほうに送ってもらって、少しでも幅を広げてもらうことはできないのかと、

それも生前中、課長にも申し上げていたのですけれども 「うーん」と言って、課長はそ、

うやって考えてくれてましたけれども、それであのような事態に終わってしまったので

す。

それで、この２日間にわたりまして補佐にもいろいろと私の意見を申し上げながら、

今、副町長に申し上げように厚岸町から道教委なり、地元高校で協議されて少しでも学

校側に校門というか、あそこは何か自転車置き場があるのですよね。それを少しでも正



- 288 -

面玄関のほうに移してもっらて、道路幅を広げたらどうかなということで、２日間にわ

たって補佐とも話をしていたのですけれども、上司の課長や町長はどうのようなお考え

かなということで今、質問をさせていただいておりますので、よろしく答弁をお願いし

ます。

●委員長（音喜多委員） 建設課長補佐。

●建設課長補佐（水上補佐） お答えいたします。

この具体的なその断面の話等については、何回か建設課のほうに見えられたときに、

ちょっとそういう説明いたしました。と同時に、その佐藤建設課長のせっかく河川の護

岸工事をするのであれば、それにあわせて現在、車道幅、大体４メーターぐらいなんで

、 、 、すけれども 少しでも車が交差できるようなことで ちょっと検討するかということで

ちょっと私も一緒に検討してまいりました。

この状況的には、学校があって道路があって、川があるような状況の中で、学校側と

いっても、今、質問者が言われるように、この駐輪場であったり、また奥のほうについ

ては、要は建物、本体もいろいろとある中で、現実問題としてこれ以上、学校側のほう

には拡幅することはできないと、そうなれば桜通りのように川を全部覆っちゃって、そ

の上を道路が通るような断面もということで、いろいろな工法について検討してまいり

ました。

結果的には、川を覆ってしまうような断面であれば、現在のこの予算をはるかに超え

てしまい、10億円以上の工事費が必要となってきます。今回、この事業というのは防衛

省の調整交付金の事業でやっているものですから、要はその10億円以上の工事を短い期

間に完成さすというのは、ちょっと現時的に難しいということで、この現在、このコン

クリートブロックが歯抜けの状態になって、要はいつこの護岸が崩れるか、海面が陥没

するかという状況なものですから、少しでも早く護岸の整備をしたいということで、今

回の設計の護岸の計上になったものでございます。

また、その道路については、要は今現在、この防塵的な舗装があって、川側に法面が

ついて、そして川の護岸があるわけなんですけれども、今度、護岸と道路、要は平らに

することによって、現況の法面部分も、要は道路の一部として利用できると、あずまし

く車同士が交差できる形には決してならないかもしれませんけれども、現在よりも道路

幅については広くなるということでご理解願います。

●委員長（音喜多委員） ５番。

●中川委員 今、補佐から答弁をもらったのですけれども、非常にちょっと生意気な言い

方をしますと、澤田町政のときに、さっきの話出ていましたけれども、浮田川、若竹町

の町道から海に下がったほうに行くと、ミール工場の跡地がありますけれども、その間

を今、私が申し上げたようにやってもらったのです。

そうしたら今、補佐は10億円と言っていますけれども、私の記憶は6,000万ぐらいしか

かかっていなかったと思うのです、私の記憶、間違っていればあれですけれども。それ
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でできたのですから、それは当時、課長に申し上げたのですけれども、何か課長が10億

だとか言った記憶がありますけれども、たしか若竹町の町道から海のほうに向かってい

くあそこ、何メーターあるかな、あれでたしか6,000万ぐらいで終わったと思うのですけ

れども、それは私の勘違いかもしれませんし、時代も違いますので、いろいろな工法も

あるから10億円もかかるのでしょうけれども、そういう今、考えで記憶を今、話させて

もらったのですけれども。今、補佐からのいろいろな話では、今までの通りよりも大型

と普通車が交差できないけれども、今まで以上に通れるのではないかと。高校のほうも

自転車置き場やらいろいろあるので、それで一つ、我慢してもらおうということだろう

と思うのですけれども。できないと言えば、私はすぐ北海道やら、高校とを協議すれと

いうのではなくて、やっぱりやるというのなら１年も２年もかかるでしょうから、川の

工事はとんとんとんと25年で完成ですからいいのですけれども、あとは問題はその道路

を道教委やら高校と協議されて、少しでも学校側のほうに広く見てもらいたいなと思う

のが私の気持ちであって、それはどうしてもできないとなれば、これはそこを通っても

らうしか、何ぼの距離ないのですけれどもね、あれ。何メーターありますかね、学校の

正門。せっかくもう、川やるわけですから、願えばそういうふうにやってもらいたいの

だけれども、今、補佐の言うのにはできないと言えば、やれやれと言ってもどうしよう

もないと思いますから、町民の皆さんにもあそこは我慢してもらって通るしかないなと

思っております。わかりました。

それから、２点目の奔渡川の改修に入りますが、これは去年、第３回か第４回の議会

で、私も質問しようと思いましたら、菊池委員に先に質問されまして、私もわかりまし

て質問をしなかったのですけれども、あと７年ぐらいかかるのですね、それで２年ぐら

い前に町長に奔渡川駐車場を使っている漁民の心境を訴えて、１年でも早くあれを完成

してもらうべく、この議会で町長に訴えたことがあるのですけれども、あとまた６年で

すよね、非常に長くて、しかも町長はよく我々漁民の、しかも昆布の業者の気持ちを十

分にわかってくれているのですけれども、奔渡川というのは、行きは漁場に向かうとき

は船が軽いですし、５分かそこらで大黒のスタートラインまで行けるのですけれども、

問題は帰りなんです。

わかるように、もうぐっと通っていくわけです。厚岸一番遠いのです。この真龍だと

か、そんなもの門静以上なんです。その奔渡川で帰るとすればです。それに今度、潮が

引いたらまた一苦労も二苦労もあるのです。そして、私もよくうちらの家族にも言うの

ですけれども、太陽は厚岸の上にいないのです、だんだん時間たつと西のほうに下がっ

ていくわけでしょう。そうすると、もう昆布なんか多くの人方は大変なんです。

それで町長にも訴えさせてもらったのですけれども、実は２月の我々組合の理事会に

その奔渡川を利用している実行組合員から要望が上がりました、この奔渡川の勾配につ

きまして。そこに今、私が町会議員の立場もありまして座っているものですから、組合

長からこれとどうなっているのだという質問も受けたのですけれども、それはこの予算

は防衛の予算で考えていますので、６年も７年もかかるのですよということを訴えたの

ですけれども、じゃあ私の名前で厚岸町長のほうに一つ要望を出そうということで理事

会で決まったのですけれども、この津波の前に組合に行ったら要望書を町長に上げたの

かと言ったら、まだ実は上げていません、今、近々上げますから中川さんもひとつ議会
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のほうで頑張ってくださいという要望も受けたのですけれども、非常に漁師が困るので

す。

そして、この新年度の予算で７メーター、990万ですか、当初予算ついたのですけれど

、 、 。 、も 議会前に私 現場見ました そしてあそこに橋の上から厚岸湖のほうを見て左岸側

ちょうど私見方が違うかもしれませんけれども、７メーターの工事をやれば完成するの

ではないかなと、ちょうど７メーターぐらいあいていましたので、これをやれば左岸側

が、これ全部完成するんだなと思っていますけれども、今度、右岸側が全然これからで

すよね、今春入れましたらまだ６年あるわけです、ひとつ町長、そういうわけで今、組

、 、合側から近々に要望書上がってまいりますけれども 町長の政治力を大いに発揮されて

その防衛の予算であそこをやられているのは私も重々わかっていますし、１年でも早く

漁民のために、あの川を完成させていただくように、組合長にかわりましてお願いを申

し上げたいと思うのですがいかがでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 町長。

●町長（若狭町長） 予算づけのことについてのご質問があったかと思いますが、先ほど

の汐見川と奔渡川、できれば早くやりたいと、そのようにも思いますが、限られた防衛

予算の中でやっているわけであります。

今の時代は集中と選択の時代であると思っています。そういう意味において、両河川

についても厚岸町にとっては重要な課題であるという中で、年月はたっているわけであ

りますが、予算づけをしながら地域住民はもちろん、町民の重要な課題として解決をし

たいということで執行をいたしているつもりであります。

ただいま、奔渡川についてもありましたが、十分にその意を配しながら、これからも

予算づけをしながら長期に安定できるように努力もさせていただきたいというふうに考

えております。

●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。

９番。

●菊池委員 この、今、左岸側がほぼ終了で、今度は右岸側になるということでございま

すけれども、この工事の住民説明会はいつごろ予定していますか。

●委員長（音喜多委員） ９番、奔渡川ですか。

建設課長補佐。

●建設課長補佐（水上補佐） この奔渡川改修事業の住民説明会については、これは要は
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一番最初、このどういう形の護岸をつくるのかということに住民の意見を聞いて、今回

の奔渡川の形状にしたものでございます。

●委員長（音喜多委員） ９番。

●菊池委員 それは何年前ですか。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午後１時53分休憩

午後２時00分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

建設課長補佐。

●建設課長補佐（水上補佐） 大変、貴重な時間、申しわけございません。

住民説明会 全部で３回やっております まずは 16年８月２日 ２回目 16年10月12、 。 、 、 、

日、３回目、17年１月21日です。

●委員長（音喜多委員） ９番。

●菊池委員 左の左岸がほぼ終了で、この１、２、３の16年の２回と、17年の１回、これ

については左岸側工事が第１期工事だとすると、第２期工事についての説明会ではいつ

ごろということを問い合わせたところ、先般、担当課に問い合わせたところ、近いうち

に会議を開くということで回答をいただいたわけですが、これは何だったのですか。

●委員長（音喜多委員） 建設課長補佐。

●建設課長補佐（水上補佐） 先ほど、護岸工事をする前に３回の住民説明会を開催して

おります。

これで、今現在、左岸のほう23年度、もしくは24年度で整備が終わって、今度、引き

続き右岸側、これは右岸側については用地買収、移転補償等影響するものですから、一

応、工事を着手する前にはその地権者のほうに私たちが出向いて、その辺の具体的な説

明をするといった内容のものでございます。

●委員長（音喜多委員） ９番。

●菊池委員 そういう回答をいただきたかったわけです。ありがとうございました、わか

りました。
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●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。

４項都市計画費、１目都市計画総務費。

３目下水道費。

５項公園費、１目公園管理費。

６項住宅費、１目建築総務費。

２目住宅管理費。

２番。

●掘委員 町営住宅の入居の際に、借り受け申込書というものを出すんですけれども、そ

のときに、その借り受け申込書には、連帯保証人をつけると思うのですけれども、各民

間の賃貸住宅とかでは従来は連帯保証人というのは当然、その自然人というのか、人に

、 、 、対して保証人だったのですけれども 昨今 その民間の住宅とかの保証人関係で見ると

いろいろな信販会社とかの会社法人等の方々が保証業務を行うふうにもなってきており

ます。

これに関してのトラブルというのも実際には、インターネット上で何かいろいろと騒

がれてはいるんですけれども、そのことはさて置いても、ただ今現在、厚岸町において

町営住宅に入居しようとした場合、人としての連帯保証人を２人必要だといういった中

で、今現在、民間住宅で最近やられているこういう法人関係の連帯保証人をつけるとい

うものが検討として値すると私は思うのですよ。

最近だといろいろと核家族化とか、社会とのつながり性が低くなっているとかといっ

た中では、どんどん人に頼むということをなかなかしづらいという中で、そういうよう

な社会にもなってきている中で、こういう民間会社とかの連帯保証とかというものをや

れるというのは、いろいろな選択肢がふえるといった中ではいいことではないのかなと

いうふうに私は思うのです。

厚岸町の町営住宅において、この連帯保証人を、こういう法人関係も可能にするとか

というような、そういう検討というのはされているのでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 建設課長補佐。

●建設課長補佐（水上補佐） まずは、町営住宅の申し込みの際に、最終的にはこの連帯

保証人２名、これについては厚岸町住宅管理条例の中にも規定しております。現実とし
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て、そういうお話も私たちのほうにも多くはございませんけれども、そういう相談もあ

るというのは事実でございます。

これに対応して、平成14年３月29日、この住宅局総務課のほうからこの文書が入りま

して、この最終的には保証人が見つからない場合は、要は１名、もしくは町外以外の保

証人とすることも可能であるというふうな形で、多少この柔軟な対応はできるものと認

識しております。

今、質問者おっしゃられる保証代行団体というのですか、ちょっとその辺の話につい

ても、ちょっと私たちのほうにも話としてはございますけれども、まだこの具体的な内

容であることは、ちょっと情報であるとか、その辺については今段階、いろいろ集めて

いる状況にございます。

もし、これが厚岸町民にとって本当にいいものであれば、それについてはちょっと積

極的に取り入れることも可能だとは思うのですけれども、現時点においては、まだこの

情報を集めている段階なものですから、はっきりした回答は出てきませんけれども、い

ろいろなものはちょっと検討してまいりたいというふうには思います。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●掘委員 今、その課長のほうで言われた保証団体というのは、今、国のほうの法律で出

されていて、まだ恐らく審議中で、まだ法律は通っていないと思うのですけれども、賃

貸住宅における賃借人の居住の安定確保云々といって、非常に長い法律案があるのです

けれども、このことだと思うのです。

その公的な保証業務を行う機関といった中で、もしこれが衆議院というか、内閣法で

すから恐らく通らないということはないと思うのですけれども、そういった中で、通っ

たときには当然、法的な保証業務を行うところができるのだとは思います。

それに関して、より公的ですからそこに乗ることはいいのですけれども、私が今、聞

きたいのは、そうじゃない今、民間でもやられている信販会社とかの保証代行業務、こ

ういうものが町営住宅入居に際しての保証人となり得ることというものが、そういう検

討というものも必要ではないかということでお聞きしたのですけれども、その点につい

てはどうお考えでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 建設課長補佐。

●建設課長補佐（水上補佐） お答えいたします。

この民間会社ということであれば、ちょっとなおさらですね、現時点においてちょっ

とその辺の、本当にいろいろいい点もあれば、きっといろいろな問題点もあるかと思い

ます。

この辺については、ちょっと私たち現時点においては、ちょっとその辺まだ資料等集

めきっておりませんので、ちょっとその辺も含めて検討をしてまいりたいというふうに

は思います。
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●委員長（音喜多委員） ２番。

●掘委員 せっかく、その町営住宅に入れることが決まって、入ろうとしたときにこの保

、 、証人がなかなか見つからないとかといった中で やはり町営住宅に入る方ですから当然

、 、所得も低くてという方が対象ですから そういった中で保証人が見つからないがために

やはり入居ができないとかという、そういうことにだけはならないように、重要なのは

その国からの通達といった中で、１人ないしは町外もといった中で若干、緩和されてい

るようですけれども、やはりここら辺はかといって家賃の滞納が３カ月以上でもたまれ

ば、当然それは退居をしてくださいとかというふうにいうほうの該当にもなるわけです

から、そちらの運用というものもあわせた中では難しいということもあるとは思うので

すけれども、やはりそういうものもぜひ検討してもらいですし、今、その国のほうで法

律として上げているものが通ったときには、少なくても率先してやはり条例の改正が必

要であれば、そういうものも知っていただいた中で、早急な対応というものをできるよ

うに、今から検討というものをしておいていただきたいと思うのですけれども、この点

についてどうお考えでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 建設課長補佐。

（ ） 、 、 、●建設課長補佐 水上補佐 今 質問者のおっしゃられるとおり 連帯保証人にかわる

また一つの選択肢というふうにもちょっと考えられるものですから、ちょっと引き続き

その辺については検討をしてまいりたいというふうに思います。

（ はい、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。

３目住宅建設費。

８款１項消防費、１目常備消防費。

２目災害対策費。

13番。

●室﨑委員 今回、行政報告が出ておりまして、今回の大津波、東北地方太平洋沖地震と

いうのですか、これに関してもいろいろな状況についてのご説明がありまして、現時点

ではまだ、先ほどもちょっと言ったのですが、全く経過報告の範囲であると、中間経過

報告の範囲であるというふうに思われますので、その範囲でお聞きするということにな

りますし、やはり二、三気がついたこと、問題点といいますか、提案を含めて話をさせ

ていただきたいというふうに思います。
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まず、それに入る前に、宮園真龍地区に大きな防波堤というか、あれは何と言うので

すか、防潮堤ですか、これが今、道の仕事ですね。これで進んでいると、住民説明会も

終わって、これからいろいろ予算に入ってくると思うのですが、今回、こういう国の大

きな大災害がありますと、通常と予算の編成が変わっていく可能性がありますよね。物

によっては、大被災地のほうに送るためにこれはちょっと待ってくれというような話も

これから出てくるかもしれないのですが、これはお願いなんですが、物が物だけに、そ

してこれだけのすさまじい被害を見せられていると、ああいうものが、もちろんそれを

超えて来たらどうにもなりませんけれども、非常に大事なものだということは改めて私

自身 身に染みたわけでございまして 厚岸は後回しでもって ほかにということになっ、 、 、

て、あれが何年もおくれるというようなことがないよう、ぜひひとつこれはお願いした

いと思うのですが、そのあたり懸念を含めていかがでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） お答えになるかどうかわかりませんが、このたびの東北地方太

平洋沖地震による津波に関する被害については、委員おっしゃられるとおり防波堤とい

うか、あれがかなりの威力を発揮したと、ただし、あれがこの津波の来襲によって破壊

されたわけではないということで、まだ現存していると、機能しているということでご

ざいます。

国は、13日の公布で平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての、激甚災害

及びこれに対し補給すべき措置の規定に関する政令についてというものを閣議決定をし

た模様でございます。これは、その津波等の災害によって、いわゆる破壊されたものを

、 、 、復旧するためにそれらの補助制度ですとか 復旧のためのそういう制度であって 現存

、 。今 その効力を発している施設を補強する等々のものではないということでございます

したがいまして、この今、国が決めたことは即この厚岸町の事業費用に加算されると

かということは、今のところは考えられるところではないというふうに承知しておりま

す。

ただし、必ず耐用年数というのがあると思いますし、そういう意味で今までもいろい

、 、 。ろな津波の経験があるし これからも大きな津波が来る可能性も当然 あると思います

それは、それなりの基準によってそういう更新の際の参考値になるかと思います。

答えになったかどうかわかりませんが、一度目の答弁とさせて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 私の懸案はそういうことではなくて、今もう、大分前から懸案だったのです

よ、このいわゆる真龍地区というところの前浜の防潮堤、これをもっと強い物にしてく

れ、それからあっちこっちに船通しの隙間があいている、そこのところには角材を積ま

なければならない、いざというときには間に合わないのではないかと、いわゆる防潮扉

というのですか、稼働扉にしてくれ、あるいはもういわゆる漁業をやっていないところ



- 296 -

にも、前やっていたからあいていますよね、船通しが、そういうものを含めて、今、新

しい物に切りかえるという話が出て、それの住民説明会も終わり、さあやるぞと言って

いるときにこれが来たのです。

そうすると、そっちのほうが大変だから、この予算ちょっと先送りにして、例えばこ

としから入ると言ったのが、３年後からということになるというようなことになっては

困るわけです。

そのあたりの懸念とそういうふうにならないようにの件を特にお願いしたいと意味で

あって、今あるものをどうこうとか、そういう話ではなくて、今、まさに動きだそうと

、 、 。している事業について 何とか計画どおりお願いしたいなということですので どうぞ

●委員長（音喜多委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 厚岸漁港海岸の海岸保全事業にかかわる防潮堤等と言われてお

りますけれども、これはもう既に調査設計が済んでいるということでありますし、それ

から角落し釧路というふうに言われておりますけれども、船の上げおろしをする箇所が

２カ所ございました。これも、住民説明をして、その角落しが今後も必要かどうかとい

うご意見もいただいて、もう角落しをつけなくてもよろしいというお話もいただいてい

るというふうに聞いております。

これは、北海道が進めておりまして、本年度からこの改修作業に当たると、もう相当

老朽化していて、よくこの波を耐えこたえたなというふうに思っておりますけれども、

もう危ないということは採算道に応対をし、やっと設計が終わって今年度、こちら側か

ら、まだちょっと具体的に何メートルということは、今、この段階では申し上げられま

せんが、事業を進める運びになっていると。

ただし、今ご心配のように、これは北海道の予算でありますから確実ではないかとい

うふうに思っておりますけれども、それがやや東北のほうに協力しほしいとか、何とか

といういろいろな要請が北海道にも、例えば自衛隊員の要請ですとか、そういう要請が

あって、もう既に派遣をしているという状況でありますから、張りついた予算が満度に

つくかどうかということは、今、この段階では申し上げられませんけれども、私たち町

としては当初の計画どおり進めていただくようにお願いを申し上げたいと、そのように

思います。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 ほかのものと違うので、よろしくお願いしたいと。

その上で、今回の津波に関して二、三気のついたことをお聞きすることと、提言、ま

だまだそんな話は今答えられないよということは遠慮なく言ってください。それで、そ

れは問題点としてとめておくというので結構ですから。

まず１点なんですが、被災者に対する救援です。一般家庭についての、特に高齢者の

ところについての安否確認はずっと電話でなさったというのを聞いていまして、大変、

心強い思いをしたという話も随分聞いております。
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それで、ただそういう家があったかどうかわからないのですが、床上浸水をして、も

う畳みから何からすっかりもう濡れてしまって、全部、上げなきゃならないようなとこ

ろで、お年寄りがひとりで住んでいて、また周りで手伝ってくれる人もなかなか見つか

らないような、そういうようなところはあったのでしょうか。そういうようなところに

対する支援というのは、何か当然もしそういうのがあるとすれば支援をしていると思う

のですが、そのあたりはどうでしょうか。

それから、もう一つは事業所の被害状況の調査というのは、恐らく一般家庭の調査か

らおくれて先に一般家庭をやって、その後なさったと思うのですが、今回の住宅の被害

状況の集計というのは、これはそういう事業所で床上浸水をしたり、そういうようなと

ころも一緒に入っての数字なんでしょうか、その点についてまずお聞きをしたいです。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

床上浸水で高齢者の方があったかということについての、おられたかという確認につ

いては、災害対策本部のほうではしておりません。

したがいまして、床上浸水をした状態の中で、おひとりの高齢者の方がいたという事

実は本部ではつかまえてございません。

それから、翌日、調査に回ったときに、実はきのう床上浸水でひとりでいたんですよ

という確認もとっておりません。逆に、とれておりません。そういうような推定ですけ

れども、そういう方はいなかったのかもしれませんし、いたかもしれません。状況はそ

ういうことでございます。

それから、翌日13日に調査した内容につきましては、委員ご承知のとおり、いわゆる

町の見舞金条例がございますが、これに該当する、いわゆる世帯等を調査するべく12日

と13日の一部について、町内に職員が出向いて調査をさせていただいたところでござい

ます。そこで確認した中身のきょうの行政報告の数字につきましては、住宅という定義

でございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 すべて支援とか、救援とか、救難とかという場合には、何が起きているかと

いう実態を知らなければできませんよね。

それで、今、何というのですか、災害要援護者というのですか、一ころは災害弱者と

いうような言葉を使っていましたが、やはりそういう人たちが、この全体数の中にどれ

だけいて、そしてそこでは特にどんな援護が必要なのかということについては、やはり

きちんと押さえていかないとならないと思うのです。そのあたりが、もしまだできてい

ないとすれば、早急に行う必要があると思います。

それから、事業所に関しても住宅ではない事業所というのは結構あります。小さな工

場のようなものから、事務所のようなものまでを含めて、その中でどういう状況があっ

たのか、そしてその中でまたいろいろと必要な手を差し伸べなければならない問題もあ
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るかもしれません。ないかもしれません、これわかりません。まずは、実態を知らなけ

ればならないと、その点についての調査ということもやはりきちんと行っていくという

必要があるとか思いますが、いかがでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） まず、高齢者の関係でございますが、災害対策本部を立ち上げ

た段階で、すぐ安否確認を指示をさせていただきました。

今回の避難に当たって、実は１件、水がついてしまって住宅にも戻れないという相談

がありまして、その方につきましては公営住宅のあきがございましたので、そちらのほ

うに入っていただくという手はずを……まだ入ってはおりませんけれども、入っていた

だく方向で今、調整中ということでございます。

そのほかについては、そういう相談の実態がなかったと、なかったからなかったのだ

ということではないということは承知をしております。なお、不備な点、今回の反省を

踏まえて完全なその対応を図っていきたいと、そのように考えておりますし、今回の避

難対応等に当たりまして、職員に対しましては、既に全職員にメールでもって、今回の

津波被害の対応に当たって気づいたことということを全職員に挙げていただくという手

はずをもう整えておりまして、既にメールで発信をして、その中からまたさまざまな、

いろいろな職員がいろいろなことを気づいていると思いますので、災害対応に生かせる

ものについては生かしていきたいと、そのように思っております。

それから、事業所につきましては、これは住宅の被害状況を把握するということをま

ず優先的にやらせていただきました。その後、翌日になってしまいましたけれども、津

波到達地域の事業所について、職員に出向いていただいて、状況把握をさせていただき

ましたけれども、残念ながら日曜日になってしまったということもありまして、シャッ

ターが閉まり放しのところもありました。可能なところは、全部で23事業所について調

、 、 、べさせていただいて どこまで水がついたのか それから海の関係の仕事をされている

例えば先ほど言いましたけれど補機、要するに船の発電機といいますか、そういうとこ

ろに水がついてしまったですとか、預かっていた機械器具に水がついてしまって、その

きちっと作動するかどうか心配だというようなお話も伺ってきております。これらにつ

きましては、商工会等とも通じまして、より正確な被害の状況を把握していただけるよ

うに関係機関にもお願いをしているところでございます。それらの被災者被災事業所に

対する対応、これも今後、検討してまいりたいと、そのように考えております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 この後、聞こうと思ったことまで全部、答えていただいて大変ありがたい。

漁業協同組合や商工会など、それぞれの団体を通じて、そういう被災産業の支援という

のがこれから非常に重要な課題になると思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。

それから、今回、避難指示ですか、避難勧告でしたから、ちょっとどっちだったか私
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も忘れてしまったけれども、これが出て、多くの方が避難なさいました。その避難に関

して一、二お聞かせいただきたいのですが、避難をするときに恐らく指導としては、指

導というか町のほうがこうしてくださいというところでは、自動車での避難は避けてほ

しいということが原則だったと思うのですが 私は真栄町ですので裏の高台の会館に行っ、

たのですが、とにかくそこまでの道で見る限り自動車がものすごく多かった、これはあ

る意味では人情的には、心情的には仕方がないのですが、ただ私の見た大きな道路では

ないですが 細い道路のほうではこの後 聞いたのですが 渋滞で身動きがとれなくなっ、 、 、

てしまって、進むも退くもどうにもならないという状態になっていると、これが今回テ

レビで見ているような大きな津波がそういうところへ来たら、これは走って逃げている

人より、はかるかに危険ですよね、そういう状況が起きた。

それから、私が実際にこの自分の身にあったのは、私は跨線橋を上がっていって、そ

この道道を横断しようとしたんだけれども、もちろん人員も足りないから町の方がそこ

で交通整理なんかできるわけがない、そうすると国道が閉鎖になる前に早く行きたいの

でしょうね、止まってくれないですよ、自動車が。それで、お年寄りなんかは非常に冷

やっとするような横断になってしまうのですね。あそこでもって事故が起きたら、これ

は大変だなというふうに思いました、これが１点です。

それから、その避難場所に行きまして、そっちのほうへ行ってくださいという指示は

前もって聞いておりますから私は行ったのですが、やはり味覚ターミナルのほうが外が

見えるんですよね、だもんですからどうしても心情的に皆そっちのほうに行ってしまっ

て、私の行ったほうは非常にすいておりましたが20人ぐらいでしたか、いたのは。こう

見ていると、それからその後、いろいろな方から話を聞いていても貴重品というのは通

帳だとか、現金だとか、実印だとかということでしょうか、そういう物は持っている人

がほとんどのようですが、あとはほとんど身一つで避難している人が割と多かった。

それで、夕食にはかんぱんと備えつけの水を供出していただきました。これはやっぱ

り、できる限り最低限の食料や救護品はそれぞれがリュックだとか、そういうもので身

につけて避難をするということが大事でないかと思うのです。一晩ですから、それで済

みましたが、これが三晩、四晩と続かなければならないような状況に入ってきたら、一

遍に底ついてしまいます。そのとき、一人一人が幾らかずつでも持っているか、持って

いないかというのは非常に大きいですよね。

こういう、まずこういうときに自己責任なんていう言葉は私は振り回したくないので

すけれども、やっぱり自分でできることは何なのかということはきちんと考えてほしい

ということは言うべきではないかと。

それからもう一つは、阪神大震災の何かの例を見ますと、そのときにこういうものは

用意しておきなさいと、これはどうも救護用リュック一式なんていって売っている物と

多少のずれがあるようです。それで、特にこういう年齢の方はこういう物とか、そうい

、 、う一覧表がいろいろ出ているようですので そういうことを含めて町のほうからこの後

情報提供していただくとみんな、なるほどなというふうに思えるのじゃないかと思いま

した。

また、保育所、学校、小中高ありますけれども、ちょうど授業中といいますか、開い

ているときだったのじゃないかと、この時期ですから休みに入っている学校もあるので
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すけれども、保育所なんかも当然やっていましたですよね。そういうところは、どうい

う形で避難をして、その後、家族の人たちが引き取りにくるというか、要するにそれぞ

れにしたのか、または帰宅させたのか、そのあたりについてはどんな方法をとっている

のか、まずこのあたりのまず避難というところでわかる範囲で結構ですから教えていた

だきたい。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

確かに、委員ご指摘のとおり車で避難していた例は私どもも承知しております。これ

は、理由があるのは二、三点考えられるところではございますが、まず避難先、高いと

ころに逃げるところに車で行きたいと、それから、もし眠くなるところで施設のないと

ころに避難をしようとしたときには車で暖を取るために避難するという考えを持って避

難した方もいたであろうし、これは私の推測でございます。それから、そのことによっ

て細い道が渋滞したという情報も一部入っておりました。そのほかにも、厚岸大橋が若

干、ほんの一時的だそうですが車が二、三台とまっていたという情報も入ってまいって

おります。

それから、国道の車が横断歩道があろうが、信号があろうが、これは私は現場を確認

しておりませんので申し上げられませんが、とまらないという状況は目に見るような気

がいたします。それからコンキリエのほうに避難されている方の中身で、いわゆる貴重

品を抱え行って、それ以外の物は持っていなかった、いわゆるそれ以外は着の身着のま

まといいますか、そういう状況であったということで、いわゆる防災グッズ、いろいろ

言われている物がありますけれども、そういうものが必要ではないかということでなか

ろうかと思いますが、これについてもそういう物を持って避難している人は少なかった

ということは今、お聞きしてわかったところでございます。

この４点につきましては、例えば湾月町は愛冠のネイパル厚岸が避難場所になってい

まして、あそこまで避難するには、やはり距離も遠いと、気持ちが私はわかります。た

だし、今回、この程度で済んだから大丈夫だったかもしれませんが、奥尻のような例、

例えば数秒後であれば、もう完全に命がなかったであろうというふうに思います。

したがって、私どもは、防災無線では当然、車で逃げてくださいとか、そういうこと

は言っていません、直ちに高台に避難してくださいという放送をかけておりますが、に

もかかわらずやはり車で避難している方がいることは事実でございます。したがいまし

て、大きな津波が来たときに、いかに車で逃げることが危険なのかということを周知し

ていただくことが大切かと思います。

今回、一つ町の人全員ではないかもしれませんが、経験をできたことがあると思いま

す。市街地の町道、道道が冠水しました。ガソリン車で走っている車で、塩水ですので

エンジンがとまった車もございます。そういうことで、車で逃げることが、要するに逆

。 、 、に危ないと気がついた方もいるはずです したがいまして そういうことも含めて今後

できる限り広い意味でそういうことは避けるようにと、とにかく徒歩なり走って近いと

ころの高台に避難するようにという周知をするべきであろうと、していくべきであろう
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というふうに考えています。

それから、コンキリエでの貴重品以外の物でございまして、これは一時、災害が大き

な地震等があった際に防災グッズといってはやったことがございます。ただし、これも

委員ご指摘のとおり、地域地域によって入っている物が全く違います。これはやはり、

例えばＡ商店とかというところでそういう物を買ったといったときに入っている物が

違って、何日も持たない物が入っていて役に立たないというような場合もあります。

したがいまして、このそういう、こういう物が必要ですよというふうにしてあれです

けれども、やはりこの町、この厚岸の町に住んでいて、この町に合った避難の仕方に自

、 、 、 、分の思う必要な物 これを備えるように今後 周知 指導等をしていく必要があるかと

このように考えているところでございます。

以上、まず第１回目のご答弁とさせていただきます。

●委員長（音喜多委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 保育所と児童館、児童館のほうは押さえていませんけれども、

私の所管するところの保育所と児童館という施設がございまして、日ごろから避難訓練

をやらせていただいている場所に、まずはスムーズに避難することができたということ

であります。

、 、日ごろから保護者には非常時の避難場所をご連絡申し上げておりまして さらに常時

玄関に行き場所、外出している場合は行き場所を必ず掲示しております。そういったこ

とで、保育所、児童館空っぽになった場合にも保護者が動揺することなく、行き場所を

わかるようにして、加えてああいった施設には職員に若干の時間いてもらうということ

で、保護者にはできるだけ迎えに来てくれということで、ほとんどが避難場所へ迎えに

来ていただくと、そういったことができたということです。

●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） お尋ねの、当日の学校での対応について説明させていただきま

す。

このとき、片無去、さらに高知、それから太田小中につきましては、津波の避難には

、 。対象になっておりませんので 町内中心４校と床潭の学校について報告を受けています

厚岸小学校は、この日、３月11日金曜日ですが、13時45分で全校の児童４時間授業だっ

たものですから、下校が終わっておりました。幸いにして、子供たちはおりませんでし

たので、発生と同時に委員会のほうから小学校を避難場所として開設していただけるよ

うに対応を図っていただきました。以降、管理職がずっと夜中一晩中対応していただき

まして、ここではそういう対応をさせていただきました。

同じ小学校でありますが、真龍小学校につきましては、この日は一、二年生は５時間

授業で２時に帰っております。３年生から６年生につきましては、６時間目終了後であ

りますが、２時50分から児童会役員の選挙が行われておりました。体育館に全員が集合

しておりまして、２時46分の地震でございますから、ちょうど全員集合しているところ
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で地震が発生ということで、学校のほうは即座に津波注意報の発令を確認をし、全部の

児童に対して、これは３年から６年生の児童でありますが、こういったことが発生して

いるということ、さらには教師を集めて対応を協議し、それも津波注意報が発令された

ので、次の事項を確認したということです。それは、保護者が迎えに来た児童は担任の

先生が確認の上、下校させる。そのほかの児童は体育館で待機させ、スクールバスで帰

る子は時刻になったらバスで帰ると、徒歩の児童は教師がついて下校すると、さらに児

童に下校準備をさせるために一たん教室に戻って改めて体育館に全員集合ということで

対応をさせていただいております。

13時14分、多分、これは津波警報が発令になったときでありますが、既に迎えに来た

保護者には順次、児童を引き渡しておりますし、全校児童に警報が出たことも子供たち

には説明をして、今度は３階の教室のほうに全員が避難をしております。３時35分、大

津波警報に発令が変わった段階については、保護者が迎えに来ておりますが、ここ３階

に避難している児童を順次、保護者に引き渡しながら対応しております。４時には、ス

クールバスが、今度、帰りのバスが来るわけですが門静方面、尾幌方面の児童生徒を家

の近くまで送ってくれるように運転手に伝え、保護者と確認をとれた児童には教員がつ

いて、さらに下校の対応、このときには10名ぐらいの親御さんが迎えに来ております。

そういうことで、スクールバスは尾幌、門静方面にスタートしております。

この段階で、学校のほうから私のほうに連絡がありましたが、光栄地区から通学して

いる子供については、路線バスを利用していたわけでありますが、このとき校長のほう

からきょうは路線バスを使わないで、できるのであればスクールバスで集団下校という

のですか、教師もついて行くのでスクールバスの対応はできないかという相談を受けま

した。スクールバスは既に、各学校から出発の準備をしておりましたので、この段階で

即答はできませんが、ちょっと時間をくれと、今、行ったバスの中で戻ってくるバスが

あって、対応できるのであれば、今言われたように光栄地区の子供たちを集団で帰すよ

うに何とか対応できるようにしたいということで、最終的に連絡がとれまして４時20分

には児童生徒をバスに乗せて、光栄地区のほうへ教員も２名付き添いまして送迎をさせ

ていただきました。

最後に、子供は親御さんが迎えに来るのを待っていた子供２人が５時20分、親御さん

が迎えに来まして、この段階で全部の児童生徒が下校できたということであります。さ

らにその10分後ぐらいには、ちょうど学校の前に津波が押し寄せて来たということが、

この日の真龍小学校での経過でございます。床潭小学校は、ちょうどこの日、２時50分

に津波注意報を発令を受けた段階では、既に下校開始をしておりまして、子供たちは帰

る途中であったのですが、気をつけて帰るように伝えて、３時10分にはすべての児童が

家に帰っていたことを教員が全部確認をしております。したがって、この段階で児童生

徒は帰った後に、今度は教職員が近くの避難場所に全員が避難をして、ピリカウタ広場

に避難をしたということであります。５時過ぎに学校に戻り、学校で待機をし、ここも

避難場所でございますので、管理職を含めて一晩、対応をしていただいたということで

ございます。

さらに厚岸中学校でありますが、厚岸中学校は２時45分の地震の段階で、生徒は下校

時間となっておりましたが、校内放送にてその場に伏せるよう指示をしたということで
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あります。揺れが収まった後、生徒を各教室に集め何人残っているか確認をし、下校を

した生徒もおりましたけれども、その他在校生を確認したということで、生徒の総下校

を指示したのは３時10分発の下校バスを若干おくらせて、校舎の異常ないことを確認し

てバスに乗せて下校をしたということです。

この段階で、３時10分の段階で避難場所として学校のほうでも３階の教室を確保して

いただきまして、残っていたバスで下校しない生徒もおりますから、これらにつきまし

ては保護者等の迎えを受け、３時30分にはすべての生徒が下校しているということを確

認しております。３時30分ぐらいから既に避難場所として地域の方を受け入れて、教室

のほうに待機をしていただいているということであります。一番最後に保護者が迎えに

来た方は５時半でございます、さっきのは３時半ではなくて５時半、５時半に最後の保

護者が迎えに来て、この段階で生徒全員が下校ということです。あとは、それ以降は避

難場所として中学校も活用しております。

最後に、真龍中学校でございますが、真龍中学校はこの日、この当日、11日の金曜日

は３年生を送る会ということで、体育館で全員が集まって送る会を行っておりました。

全員が体育館にいたものですから、体育館で地震を受けた生徒は悲鳴を上げる子や、そ

ういった形でかなり動揺していた状況であります。この日は、本来であれば真龍中学校

、 、 、は６時間授業で ３時40分に終了する予定だったのですが この２時46分の地震を受け

校長は直ちに子供たちも動揺している状況にありますので、１時間繰り下げて、この段

階で３年生を送る会を終了し、直ちに下校の指示をしております。みんなでその下校の

準備をし、大きな津波や地震がこの後、来ることもあるかもしれないので、なるべく早

く下校するようにということの指示をしております。

最終的に、津波注意報から津波警報、さらには大津波警報ということで、順次、段階

的に警報が引き上がっておりますが、そういった中では瞬時に徒歩で帰宅する生徒、さ

らには親に連絡をして迎えに来てもらう生徒など、さまざまおりますが、そういったこ

とを公衆電話ではなくて、さらに職員室の電話も使用させながら親との連絡等々をとっ

て、下校開始を始めております。３時には、全校生徒の下校が開始になっております。

学校側の生徒への指示及び体制につきましてですが、真龍中学校から出て、住の江方面

に下校する子供については、国道沿い、高台のほうを通って下校すること、職員は複数

で下校中の生徒の巡視を行う、もちろん高台やポスフール、フクハラ、駅前、さらに交

差点のところにあるセイコーマートなどを場所を区切って、それぞれ先生方がついて生

徒の帰りを見守っていたということであります。

なお、どうしても上のほう、国道沿いではなくて、下の町道沿いに帰る子供もおりま

すが、そこには巡視に当たった先生がついて、自宅までの帰宅を確認しているというこ

。 、 、とでありました 学校に残っていた生徒でありますが 親と連絡がとれなかったのが三

四名、さらに学校からは出たのでありますが、セブンイレブンの前で生徒二、三名が要

はお店の前で立っていたという子がおりましたので、それは立っているのではなくて、

学校にとりあえず先生と一緒に学校に戻って、親が来るのを学校で待ったということで

あります。したがいまして、真龍中学校は４時45分、ないしは50分ごろには全校生徒が

下校の完了をし、その後、ここも避難場所としてずっと夜中一晩中あけていただいたと

いう対応であります。
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今、説明させていただきましたように、学校それぞれさまざまな授業時間中でありま

した。全校生徒が屋体に集まっていたり、あるいは教室で授業をやっていたらどうなっ

ていくのかということもありますが、この日の段階においての学校の判断はそれぞれ適

切に対応していただいたというふうに私ども受けとめております。

ただ、今回、経験させられたのは、津波注意報発令から30分もたたないうちに警報に

かわり、さらにはその警報が大津波警報という形で、段階的に引き上がっていったとい

う、このタイミングの早さというのは今で経験していなかったものですから、どちらか

というと注意報が出ると長い間の注意報だなみたいな、警報が出ると何時になったら解

除されるかなというような気持ちは我々自身持っておりましたが、今回のこの経験で学

校単位で本当に子供たちをとどめたほうがいいのか、帰ったほうがいいのかという、こ

の判断というのは改めて検証させてもらいながら、次に生かしていきたいなというのが

率直な感想でございます。

以上でございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 よくわかりました。

次に行きます。先ほど、答弁の中で各職員、それぞれの持ち場でもって見た状況、そ

こでもって考えられる問題点についてそれぞれ寄せてもらいたいと、この次のためのい

。 、 。 、い布石になるわけだからというお話がありました 全く そのとおりだと思います と

同時に、これを広く一般町民にやはり同じようなことをして、何でもいいから言ってく

れと、町長への手紙という制度がありますよね、ああいうのの特別版でいいと思うので

す。それで、アンケートのようにこれに丸をつけてくださいというふうに答えを決めな

いで 何でも今回ので気づいたことを書いてくれないかというのを出してはいかがでしょ、

うか。

非常に建設的意見があるかと思えば、おれのことをどうしてくれるというのがあるか

もしれません、いろいろなものが出てくると思います。ただ、何だ全く自分のことだけ

でないかというものの中にも実は、ちょっと視点を変えるとものすごい大きなヒントが

隠されてる場合もあるのですよね、そういうようなもちろん無記名でこうだったよと、

そうすると職員や、ましてや対策本部のほうではこのほうがいいだろうと思ってやって

いることが、町民のほうの目から見るというと、いやいやこうでなくてこうだったとい

うようなことが出ると思いますので、そういうものをぜひやっていただきたいのです。

ちょっと問題点の一例を挙げますと、実は水に浸かったいろいろな物を早く処分した

い、処理したい、廃棄物の処理ですよね。それで、ストックヤードをつくったらどうか

というようなことを強くおっしゃる町民の方もいらっしゃいました。私も、それは大分

言われましたが、担当者のほうの話を聞いていると、そういうストックヤードじゃなく

て、道路上のごみを集めて今、捨てようとして山になって置いてある、そこのところに

自分の家からごみ持ってきてぼんぼん捨てていく人がいると、しかもそれが９割方、こ

の被災と何の関係のない物を持ってくるというのです。

それで、職員が張りついてやめてくれと言うのだけれども、トラックで持ってきて置
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いていくのまでいると、倉庫の奥にもごっそりと捨てるとなると金がかかるような物が

突っ込んであるのを、このときとばかりに持ってって捨てていくのがいると、それに追

われてしまっている状況なんだと、これでは、せっかく被災者のために、すぐそばに捨

てる場所をつくってあげようとしてもできないのです。

だから、そういうときには、私もその話しを聞いてかっと来まして、そんなのお巡り

さん呼んできて不法投棄でその場で手錠をかけて引っ張ってしまえばいいのだと、乱暴

なことを言いましたけれども、まさにそういう特に担当者はそういう気になったと思い

ます。そういうような事例が既に出ているのですね。

だから、違反者、これに乗じてとんでもないことをやる者に対しては、厳しい態度で

臨むことと、それから本当に困っている人にはきめ細かな、しかも手厚い手を差し伸べ

ると、その両方が必要だと、そういうふうにしみじみ思いました。

また、先ほどのひとり暮らしの畳み上げなんてという話もちょっと言いましたけれど

も、そういうと聞いているととにかくそういう大型ごみはどんどん搬入してくれと、受

けるからという話は聞いているのですが、その搬入する手だてのないようなところには

、 、 、また それぞれの戸別の特別の収集の手当が必要だと思いますが そのあたり含めて今

ちょっとつかんでいるものをお教えいただければお願いいたします。

●委員長（音喜多委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） まず、職員だけではなくて、全町民の皆さんからそういうご意

見等を聞くというべきであろうというお話でございました。望む限り、速やかにそうい

う方法でご意見をいただくように準備をさせていただきたいと、そのように思います。

それから、今回の災害対応に当たりまして、貴重なご意見もいただいた、それから夜

も真夜中に何をやっているのだお前たちというふうにおしかりを受けた場面もありまし

た。それから、今、ご質問者、紹介をしていただきましたように不届き者がいると、一

、 、 、生懸命民間業者さんが泥 あるいは家庭のそういう浸水したお宅の畳み等 カーペット

それと汚れた物の搬出の作業をしている最中に、まさに水にも浸かっていないテレビ、

洗濯機、あれどこから出てきたのと、このとき疑うざるを得ないようなごみまで搬出さ

れたと、それから若竹の埠頭には、漁業協同組合にお願いをして立っていてほしいと、

しかし、やはり漁業協同組合の職員も組合員に対しては、そうきついことも言えなかっ

たのかなというふうに思います。

ここは、そういうものを投棄をしてはならない場所だよと言っても全然、聞いてもら

えなかったと、結局は、そういう不法投棄があって、これは私ども速やかに警察に巡回

をお願いしました これは もう１件１件 その所有者を調べて しかるべき措置をとっ。 、 、 、

てもらいたいなというのを、これは私の個人的な心情ではありますけれども、そんな作

業すらできない状況であります。

とにかく、今ある状況をそのまま放置しておくと、もっともっと不法に投棄される物

がふえていくだろうということで、まず片づけようと、きれいにしようと、まさかきれ

いにしたところに、さらにまた、ごみを捨てていくというようなことはないだろうと、

そういうふうに期待をしておりましたけれども、残念ながらそうにはなっていないとい
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う状況があります。

可能な限り、私どもの手で処理できるものはしますが、今回のそういうような事案が

あったということも、できればどこかの時点でお知らせをして、町民の皆さんのモラル

の喚起ということを図ってまいりたいと思います。

それから、先ほど総務課長のほうから答弁をいたしました。車で避難場所に避難する

ことの可否、これは前、私どなたかのご質問でお答えをしたことがありますけれども、

特に都市部については、車を使って避難するということは、もう交通渋滞招いてにっち

もさっちもいかない、あるいは地震で倒壊した電柱、津波で流れてくるガスボンベやド

ラム缶、これらはもう全然、対応できないというふうに判断をされますから、車での避

、難というものを避けてくれというふうにアナウンスをしているようでありますけれども

このことが冬場で、地区によっては建物のない地区もあって、寒空に何時間も立たされ

ていなければならないというような状況を勘案する、あるいはこの避難場所を設定する

ときに私は申し上げましたけれども、健常者の足で30分以内というところで、ほとんど

到達できるというふうにお話をさせていただきましたけれども、高齢者にはとっても無

理です。そうなれば、車で移動するなと言っても、やはり車を使用せざるを得ない状況

もあるだろうと。

そこで、先ほど言いましたように避難経路、少なくてもその立ち往生するような、す

れ違いができないようなところは車は避けてくれというようなことも、少し、もう少し

く研究をさせていただいて、対応をしてまいりたいと。

それから、実験所道路と言いますけれども、上がっていくのに、やはり見たいもので

すから 先を急ぐ人と 津波の海の状況を見たい人と もうがちゃがちゃになってしまっ、 、 、

て、にっちもさっちも身動きがとれなくなるという状況もあるものですから、その辺も

今回の反省点で出てくると思います。

我々は、津波の避難場所に正しい職員を配置というふうにしましたけれども、その途

上の対策というものも、もう少し考えていかなければならないのかなと、そのように考

えています。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 全くおっしゃるとおりだと思いまして、状況に応じてということは、常にこ

ういう場合には入ることだと思いますが、自動車で行かなければならない状況でない人

までが、みんな自動車で出ていっているような状況があったものですから、こういう点

ではやはり、ですからそういう特別事情のある方までどうのこうのという問題は全くな

いというのは、これはすべてについて言えることだと思いますので。

それから、公的機関の備えの問題なんですが、既に全部のガソリンスタンドなのかど

うかわかりませんが、ガソリンスタンドでガソリンの供給、ガソリンだけではなくて軽

油も、いわゆる自動車燃料の供給が十分でないので、１人20リッターに制限というよう

なのが町内でも出ているようです。また、逆に慌ててそういうものが呼び水になって、

どんどんは満タンにしちゃうというふうな動きも出ているようです。

その災害時、その日、その物に関して言いますと、町ではガソリン、いわゆる自動車
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燃料のメーターが半分になったら、すぐ満タンにするというようなものをとって、いざ

というときに備えると、動かそうと思ったらほぼ、もうからに近かったななんてことが

ないようにするというのは聞いております。

ただ、と言っても長い時間走っていれば、満タンにしてあった燃料がなくなるわけで

すね。そのときに、ガソリンスタンドでの供給はもうできないというようなことになっ

ては困るわけで、そういう意味での災害時に緊急車両、公的車両の燃料の確保というも

のについては、やはり何らかのことを考えたほうがいいだろうと、もちろんそれを上回

るいろいろなことがあればできますけれども、やはり考えておくべきだろうと思います

が、そのあたりはいかがでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） ご答弁申し上げます。

今、公的関係で必要とする燃料、ガソリン、軽油等々のことでございますが、許認可

等が必要かどうか、その辺も勉強させていただきまして、一定程度の量を保管ができる

ものであれば、きちっとしたそういう施設に保管をして、最悪の場合に備えるための勉

強をさせていただきたいと思います。

今、直ちにここでどういう許可を得て、どのぐらいの量の物を貯蓄できるということ

がご答弁できませんので、後日、勉強をさせていただいて、体制をとらさせていただけ

ると思いますので、ご理解賜りたいと存じます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 それから、私はやまびこというのか、その避難場所に避難しておりました。

そこでは、その管理団体である自治体の方たちが来て、役場の職員の方といっても張り

つき２人ですから大変なんです。そこのところに何人もの方が見えまして、そして毛布

を出したり、かんぱんやいろいろな物、水を皆さんに配るように手配したり、それから

あるいはここ備えつけの自治会の物なんだけれども コーヒーだと何だとか 何でも使っ、 、

ていいからと。それから、お湯はちょっと待てよ、こうやれば湧いたかなと、こうやっ

て暖かいお湯でも、コーヒーでも入れて飲んでくださいと、やってくださいました。み

んな喜んでいました。

それぞれの避難場所でそういうふうに支援をしてくださった方ということがいろいろ

いらっしゃると思うのです。学校が避難場所になっていれば恐らく、学校の先生たちが

献身的ないろいろな支援をしているのだろうと、支援協力をしているのだろうと思いま

す。それは、当然、子供たちへのいい教育になると思うわけです。そういう実態は見て

いただきたい、どういうことがあったのか調べていただきたい。

、 、 、そして また差し入れだとか あるいはある避難所では近所の方がお米を持ってきて

そしてお米を炊いて、みんなでもっておにぎりをつくつて夜配ることができて、あの中

で暖かいおにぎりを食べることができたのは大変、うれしかったということを本当に涙

声出して言っているお年寄りがいらっしゃいました。そういういろいろな話は、ぜひ調
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。 、 、 、 、べていただきたいのです そして やはり町長 町長として 町としてということかな

そういう方たちに対して個別でなくて結構ですから、的の感謝の意を供するということ

は非常に大事ないかというふうに思うのです。

片一方には、今、先ほど副町長が言ったようなふらちな者がいる半面、片一方にはそ

ういうような方たちがいらっしゃるわけですから、そういう方たちに対しては十分な感

謝の意を表明をして何の悪いことではないと、そのように思うのですが、その点はいか

がでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 町長。

●町長（若狭町長） お答えをさせていただきたいと存じます。

今回の震災については、避難場所についてはいろいろな形態があったということにつ

いては、ご承知をいたしているつもりであります。

今、例として挙げました山の手集会所、ここは本当に指定管理者として頑張っていた

だいているところであります。今回の震災に当たりましても同様でありますが、実は厚

岸町が毎年、主催をいたしております防災訓練の際も同じような対応をしてくれており

ます。また、このたびの震災にあっての避難場所として少年自然の家も避難場所になっ

ているわけでありますが、そこでも夜の分においては初日はカレーライスをつくってく

れたとか、そういう本当に親身になって対応してくれた集会避難場所があるわけであり

ます。

それと同時に、時間的な何日もという場合もありますが、今回の三陸沖地震のように

何日もかかるようなことであるならば、課題が大きく出ているようであります。特に暖

房の問題、さらには食の問題、今はまだ携帯の時代ですから充電器の問題等々と、いろ

いろな課題があります。それぞれを考えながら、これから対応していかなければならな

いと、それは当然のことであろうと思います。

また、今回の被災に対して、そういう事例に対して、私も各自治会の方々、そしてま

たお世話になった方々に対しましても、実はお礼かたがたごあいさつに行っている場所

もありますので、さらにそういう状況を調べてお礼にまいりたいと、そのように考えて

います。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 避難場所に関しては、今、まさに町長がおっしゃったように、停電時の問題

や断水時の問題、いろいろあるかと思いますが、細かい話は今やめますが、最後１点だ

け、厚岸町の本当に主要産業であるカキの養殖というのは、宮城県のそういう業者の人

たちや、そういう地域の人たちが、それこそ昭和の初めから支えてくださって、今日の

厚岸町があるわけですよね。

その地域は今、壊滅的状態になっているわけです。それは単に、養殖施設が壊滅した

というようなレベルではなくて、町一つがなくなってしまような意味での壊滅的状況に

なっているわけです。
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そういう、今までのずっといわばおつき合いのある、ある意味では厚岸町を支えてく

ださっていた地域、そういう皆さんに対して当然、漁業協同組合はそこに対しての支援

ということ、これは組合として考えていると思います。と同時に、厚岸町もその地域の

まずは救援、それから今度、産業復興支援、そういうものについて何ができるかという

ことについて 連絡をとりながらやはり検討をしていくことが大事でないかと そうやっ、 、

てお互いに助け合ってやっていくことこそ、その産業を育てるという意味では非常に大

事なことだろうと思いますので、その点についてお聞きしますがいかがでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 町長。

●町長（若狭町長） 今、お話ありましたことは最もなことであります。

現況においては、まだ調査中でございまして、また相手側のほうも大変な被害に遭っ

ております。はっきり言って連絡がとれないというような状況であります。そういうこ

とについて 今回のカキ被害 そしてまた稚貝の問題等々 実は既に組合等でお話し合っ、 、 、

ているわけでありますが、そういう現況の中でどうしたらいいのかというよりも、まず

調査をして、その結果、また相手のあることでありますので、それぞれを確認しながら

対応をとっていこうと、既にお話しし合っておりますので、この点ご理解いただればと

思っております。

●委員長（音喜多委員） 13番いいですか。

（ はい、いいです」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午後３時19分休憩

午後３時48分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

２目災害対策費。

４番。

●高橋委員 今回の災害について若干お尋ねをしたいのですが、この住宅等の被害状況に

ついて、どんな形でもって調査をしてきたのか、まずこの点についてお伺いします。

さらには、避難をした、この状況を見ますと大体、湖南地区が大半、90％ぐらいが特

に床下、床上の浸水ですよね、松葉町、若竹地区、湾月、これらを含めて80件余り、こ

れらの避難した人方については青年の家、あるいは厚岸中学校、厚岸小学校、それぞれ

がかなりの人数の方々が避難をされております。

これ、避難時に与えられる非常食等についてはどんな形で配付されていたのか、この
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点について若干、お尋ねしたいと思いますが、よろしいですか。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

翌日、12日から13日の家屋等の調査でございます。町職員によりまして、要するに浸

水されたと思われる住、土地、家、住居について黙視で、要するに留守の方は中に入れ

ませんので、例えば窓があれば窓から見るとか、それとか浸水した水の高さを見て、こ

れは上までいっているなとか そういう判断でやっているところと それから在宅なさっ、 、

ていて、お会いができてはっきり聞けるところ、要するに家の中に入れていただいて、

はっきり確認できるところは、そういう形で調査をさせていただいております。

それから、湖南地区の90％近くが湖南地区のほうだということでございます。これに

つきましても、主に先ほど教育委員会のほうからの答弁があったように、小中学生等が

多かったかという推測になりますが、そういうことになろうかと思います。

、 。 、それから 非常食の配付の方法です 避難をされた避難の施設に無線を活用しまして

要するに固定の無線があるのですが、業際防災無線、同じ無線なんですが、それで排出

されている職員に対して避難をされている人数等々を照会して、それに相当する量、水

であれば何リッター、乾パンであれば何個、それから毛布であれば何枚というふうに、

一定程度足りなくならないように配慮しながら配付したところでございます。

以上でございます。

●委員長（音喜多委員） ４番。

、 、 、●高橋委員 今 担当者のほうからお伺いしたのですけれども この被害の状況について

特に私どもは被害当日からずっと家にいましたけれども、私のほうからわざわざ役場の

ほうにこういうわけで、水が上がっているのでということでもって報告したけれども、

役場のほうからの職員は一度もお見えになりません。状況はどういう、今、前段聞いた

ように浸水の状況によって、外見から見た判断でそれぞれ調査をしたということで、こ

れはあくまでも今のところ推計なんだろうけれども、これからまだまだ何件かふえるん

だろうかなと、私は想像しております。

床上浸水がかなりふえるんでないかなと思っているのです。床上浸水については、も

う相当、物を出していますから、大体、目測でおわかりと思いますけれども、せっかく

私どものように報告していながら、全くお見えにならないですね。これもやっぱり、床

上浸水の１戸に加入されているのかなと、こんな感じでいるんですけれども。

それから、後段申し上げた避難された方々への非常食、あそこは私がちゃんとしてい

る松葉、梅花、若竹の老人クラブの方々が多いわけです。この方々から連絡がありまし

て、非常食はかんぱん一つ出なかったんだけれども、これについて会長どうなっている

のですかと、こういうご意見を伺ったものですから、先ほども副町長にお話ししたので

すけれども やはり現場の担当者も混乱しているわけですから そういう行き違いがあっ、 、

たのかなというふうに私は感じているんですけれども、この点については、今回はたっ
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た１日かちょっとですから、まあいいとしても、これがやはり２日、３日となったらや

はり少なくてもこういったことのないような、手落ちのないような被害者に対してかん

ぱん、水、最低限、やはり１日１食ぐらいはおあげするような準備というか、手はずを

きちっとやはり連携をとりながらやるべきでないかなと思うのですね。

今回はかなり、これ緊急、こんなことあっちゃ困るんだけれども、若竹の方、梅香の

方２件、３件ぐらいから避難した人方から私のところに電話があったものですから、今

日は特に聞いてみましょうかなと思ってお伺いしたのですけれども、できるだけそうい

うことのないようにやっぱり今後の教訓に生かしてほしいと、こう思っております。

そして、もちろん青年の家に行った人方は、おかげさまで何かボランティアの差し入

れがあったり何かして、私たちはおかげさまでよかったですよというお話をしていまし

た。あるいはまた、道新に乗っているように給食センターでつくられた物が、どちらの

ほうに配付されたのか、この点についても一つお伺いしたいのですが。

●委員長（音喜多委員） 町長。

●町長（若狭町長） お答えをさせていただきたいと存じます。

質問者みずから町に連絡したということでありますが、さらにまた、乾パンの問題で

すが、非常食の問題、実は報告受けていませんので、そういう手落ちがあったとするな

らば、まことに申しわけないと、今後の教訓といたしたいと、そのように考えます。

ただ、不幸中の幸いでした今回は。といいますのは非常食なんです。今、質問者から

お話がありましたとおり、土日だったものですから生徒、児童生徒が休みなんです、そ

れで学校給食センターを使って非常食を提供をいたしたと。特に、１日目は行政報告で

いたしましたが1,000食、ですから大体、すべての人方に避難所にいる人方には配付がで

きたのではなかろうかと、そのように認識をいたしていることでございまして、そうい

う事例があったということは今後の教訓にさせていただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） ４番。

●高橋委員 今、町長からお話がありましたように1,000食ですね。1,000食というと、や

はり中学校なり、小学校に避難した人方には間違いなく当たるはずなのに、当たるはず

なのに、その人方が何も当たらなかったということは、何かしらちょっと考えられない

ですね。

どういうミスでそういうことがあったのか、その方々は高齢者ですから、ぼけてはい

ないから間違いないと思うのですけれども、私は謙虚に受けとめてそれは大変だったね

と、ご苦労さまですねと、私は個人的には逃げるときにはおにぎりつくって毛布と貴重

品だけは持って逃げたのです。これは当然、やはり避難する態勢をつくるには、やはり

自己責任ですから、やはりおにぎりや、そういったわずかな食料品、水等は必ず持って

逃げるのが常識なんです。着の身着のままで逃げるということは、それはもう普段から

やはり防災に備えて、私どもは年に１回やる、町がやる防災訓練には、私どもの業界、

老人クラブは必ず参加させてもらって、会員の皆様方に必ず言うのです。
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やはり、災害は災害を守るには自分から守らなければだめですよと、逃げるときには

必ず少なくても食べ物、あるいは病気の人方は、血糖値の高い人はキャンディーを持つ

とか、いろいろな物をちょっとした物を持つと、やはり自分の命は自分が守れるわけで

すから、何もかにも行政や何かが守るわけではないのだから、自分の体は自分で守りま

しょうということだけはもう、常日ごろ口やかましく言っているのです。

それにもかかわらず今回は、どういった手違いか知らないけれども、せっかくそうい

、 、 、うところに施設があり そういった対策というか 常時備えてあるそういったかんぱん

そういった物があるにもかかわらず配付にならなかったと、何かの間違いだったのだろ

うねということで会員の方々には、一応そのように報告をしておきました。

ぜひとも、今後、訓練を通しながらでもやはりそういったこと、間違いがないように

徹底した指導をしてもらいたいということを要望して終わります。

●委員長（音喜多委員） 町長。

●町長（若狭町長） わかりました。

そういうことがあったとするならば、本当に大変申しわけなく思いますが、実態をお

話させていただきます。

地震のありました夜については、今、ご指摘ありましたとおりかんぱんと水と毛布を

。 、 、 、直ちに配付させていただきました 次の日の朝は 学校給食センターにおいて ごはん

それから豚汁をつくって配付をいたしたところでありますので、この点はご理解いただ

きたいと存じます。

●委員長（音喜多委員） よろしいですか。

（ はい、いいです」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ２番。

●掘委員 今の質問、私はちょっと別なことを聞こうと思ったのですけれども、今の質問

でちょっと思うのですけれども、やはり各避難場所で何時にそういう非常食や飲料水が

配られたとか、何食配られたのかというものは、やはりわからないとやっぱり今みたい

な感じで、例えば後から避難場所に行った場合だと、もうなかったとかという場合だっ

てあるでしょうから、やはりここら辺の時系列というものは、やはり各避難場所でも取

りまとめをされた上で、今後の対応というものにもあるので、やはりそういうものをつ

くって私方や町民のほうにも出すようにしていただきたいなというふうに思います。

私が聞きたいのは別なことで、まずこの行政報告の中で、建設海岸についての被害の

報告というものがなかったのですけれども、例えばピリカウタから末広並びに小島です

か、こちらのほうの被害、大黒島のほうも被害というものがなかったのかというものを

確認したいなというふうに思います。

それと、この被害を受けられた方々、これからいろいろな場面で例えば保険を申請す
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るとかというような場合でも、やはり町のほうの罹災証明というもの求められるように

なると思うのですけれども、この罹災証明に関して言うと今回のこの被災というものに

対して、基準というものをどのような基準のものに対して罹災証明を出すのかというの

は、そういうものはもう決まっているのかどうか教えていただきたいのですけれども。

●委員長（音喜多委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 今回の災害対策につきまして、総務課のほうである程度、時系

列的なことを今、まとめている最中でありまして、どういう対応をとったのかというよ

うなことも含めて、まとまった段階で町民の皆さんにも照会をする方向で対応させてい

ただきたいと。

紙面限られていますから、恐らくどういう状況だったのかという写真が最も説得力が

あっていいのかなというふうに思いますけれども、今、委員おっしゃられたような方向

でちょっと検討をさせていただきたいと思います。

それから、建設海岸の避難でありますけれども、実は小島の自治会長さんもきのう、

。 、 、 。おとつい役場のほうに見えられました 小島のほうには だれも今 残っておりません

したがって、今後の調査になるということで、小島、大黒は押さえさせていただきたい

と思っています。

それから、ピリカウタ等の災害でありますけれども、これは職員、見て歩きまして、

車路の一部、車路のチョコレートブロックみたいなやつの下が吸い出しかかって陥没し

ているというようなところが何カ所かあります。これらについても、詳細を調査して、

これは建設海岸ですから北海道のほうへ対応を要望してまいりたいと、そのように考え

ております。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） 私のほうからは、罹災証明についてご答弁申し上げます。

罹災証明につきましては、多分、例えば津波保険、いわゆる災害に関する保険に加入

されている方がおられるかと思います。その保険金を請求する際に、町が発行する罹災

証明を添付をしてくれという要請があるかと思います。その際には、厚岸町としての罹

災証明を発行することとなっておりますので、ご了解願いたいと存じます。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●掘委員 初めの２点についてはわかりました。

その罹災証明なんですけれども、例えば今回の場合でそのまま家具家財関係というも

のですね、被害というものが畳みから始まって多いのかなというふうに思うのです。そ

ういう物までも、やはり町のほうとしては証明はしていただけるというふうに理解して

よろしいのでしょうか。
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●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） お答えいたします。

基本的に保険会社様がどこまで、何を保証、保険金としてお支払いするかによると思

います。

したがいまして、畳みは該当しない、家財であるテレビ、冷蔵庫は該当する等々があ

るかと思います、例えば。それによって、罹災証明を町として発行して、それを添付し

て保険会社さんに請求をしたとしても、これは保険の加入時の契約外ですのでお支払で

きません、いやこれは契約のうちですのでお支払いしますと、そういう判断になろうか

と存じます。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●掘委員 そうすると、今回、その床下、床上浸水されたところが、この罹災証明される

対象だというふうに考えていいということなんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） 委員おっしゃるとおりでございます。

（ はい、いいです」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 次、８番。

●中屋委員 ここでお聞きいたします。

厚岸小学校は避難場所になっていますか。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） 厚岸小学校につきましては、避難場所の指定にはなってないと

ころでございます。

●委員長（音喜多委員） ８番。

●中屋委員 先ほど、教育委員会の関連の課長から説明ありましたけれども、小学生が３

時ちょっと過ぎにみんな下校したと、その後、受け入れ体制、避難してきた人の受け入

れ体制をしていただきたいということを先生にお願いしたという報告が先ほどなされま

したけれども、そこに教育委員会のほうからそういう依頼があったもんで、先生が十数

人受け入れたそうです。

そこには、今、４番委員の高橋さんと同じく毛布はもちろん、非常食も夕方４時から
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避難して、受け入れしてくれたものですから、４時から次の日の朝の７時半まで避難し

ていたそうです。十数名の人が。皆さん、高齢者の方が多かったとは聞いております。

その中で、非常食も毛布もなくて、ただ先生方には本当に温かいコーヒーを１杯ごち

そうになったそうです、その間で。本当にありがたかったということは言っておりまし

た。だけども、そういう教育委員会がそういう指示をしながら、こちらのほうで把握し

ていないということは、どういうことですか。

●委員長（音喜多委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 結果として、そういう事態があったということは、大変、申し

わけなく思っています。まず、おわびを申し上げたいと思います。

実は 津波を想定した際の避難場所は 厚岸小学校は指定をしておりません これは 500、 、 。 、

年感覚置き地震のシミュレーションで、津波の到達予想区域というものを北海道のほう

で出していただいて、これは議員の皆さんにもお示しをさせていただいて、それからま

ちづくり懇談会、この際にもスクリーンを用いて皆さんに説明をさせていただいたとこ

ろであります。

それを見ますと、厚岸小学校は浸水区域のエリアに入ってしまうのですね。したがっ

て、それと同等の険路の建物ということになりますと、厚岸中学校ということになりま

す。

、 、 。今回は 津波 まず一報では高台に避難してくださいというご案内を申し上げました

その後、これは長時間になるぞと、へたすりゃ夜中過ぎてもまだ避難をしてもらわなけ

ればならない事態になるぞということでもって、行政報告で申し上げたとおり、19カ所

の施設に集約をさせていただきました。

その方法は、町職員と配置されている町職員と、防災行政無線でお知らせをしたとこ

ろであります。恐らく、その情報が厚岸小学校には伝わっていなかったのだろうという

ふうに思います。当然、避難場所に指定をしておりませんから、厚岸小学校には町職員

も配置されていなかったということであって、結果的には、そこには水もかんぱんも毛

布も届かなかったということであります。しかも、なおかつ電話が非常に当時通じない

、 。状況があって 連絡もスムーズにとれなかったということだろうというふうに思います

いずれにしても、そういう事態があったということでありますので、学校のほうとし

ては、せっかくそうやって一生懸命歩いて来られて、避難して来られた方を、いやいや

ここはそうじゃないからあっち行けみたいな話で、言うこともできなくて、結局は収容

させてもらったというふうに想像できるわけでありますけれども、その辺の反省も踏ま

えて、今後の対応をとりたいと、そのように考えておりますので、ご理解をいただきた

いと思います。

●委員長（音喜多委員） ８番。

●中屋委員 その事情はよくわかりましたけれども、教育委員会のほうでも、先生の受け

入れのほうでは、ここ避難場所ですかと、ああ、いいですよ、避難してくださいという
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あれがあったものですから、その人が中に入れてもらったということなんです、それは

徹底してもらたい、もしそういうことで、今、副町長が言ったとおり、そういうことで

あるならば、教育委員会のほうとも徹底してそういう指導をしてもらいたいと。

、 、それと やっぱり今回は2.5メートルか３メートル弱の津波で治まったんですけれども

これはどうですか、避難場所というのは、はっきり指定して、ここに必ず、高台に上が

れということはわかるのですけれども、やっぱり屋根のあるところに避難したいと、だ

から学校はどこでも避難してもいいんですよという、やっぱり一般の町民の考えがある

のです。そして、なおかつ今、言ったようにそういう受け入れいいですよというものだ

から避難したと、これが大きい津波だったら、到底そういうシミュレーションができて

いる関係、厚岸小学校はもう避難場所じゃないと。

だから、そういうこともやっぱり、もう少し町民に知らしめて知ってもらうというこ

とが必要でないのかなと、これからの課題として、そういうことを大いにやってもらい

たいと思うのですけれども、いかがですか。

●委員長（音喜多委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 今、委員おっしゃるとおりでございまして、ただ、この避難場

所の設定等々は、この議会で何度もご指摘をいただいて、どこにその場所を設定すべき

かということ、それらは地図でコンター（等高線）を調べ上げたり、それからその500年

感覚置き地震のシミュレーションを参考にさせていただいたり ということで今 全町48、 、

カ所だったかな、50カ所弱の避難場所を設定させていただいております。

これは、堅牢な、例えば役場みたいな堅牢な建物をなぜ、津波のときに避難場所にし

ていないかということであります。この建物は、ここの場所はもう海抜ゼロメートルで

す。どんな頑丈な建物であっても、どっかの町役場みたく10メートルを越すような津波

がもし襲来したら、もう一発で持っていかれるわけですから、そういう理由があって、

高台に避難をしていただくということが、これはもう最も大事なことだといふうに私ど

もは考えておりまして、そういう観点で先ほども言いましたように、実際に私が歩いて

いみて、健常者の足で30分以内に到達できる場所はどこだと、港町の端っこからコンキ

リエまで歩きました。それは、その場所しかもうないわけです、この真栄町、それから

港町は。あと、高台確保しようといってもできないわけですから、最短で安全だと思わ

れる場所はあそしかないということで、あの場所を、そういう考え方でもって指定はさ

せていただいているということでありまして そういうことも含めまして今 委員がおっ、 、

しゃったように、どこにどういう避難場所があるのか、どういうふうにして、どういう

考え方で設定したのかということも含めて、まだまだＰＲが足りないのかなと思ってい

ますし、それから毎年、これは９月２日、防災の日、この前後、町民の皆さんに参画を

いただいて防災避難訓練をさせていただいております。これも、もう何年かになります

けれども、実際に震災に遭った年、さらには議会にご指摘をいただいて初めてやった年

、 。に比べると どんどん残念ながら参加者が少なくなっていくというのは現状であります

また、その後、もうちょっとやり方も、やる内容も工夫しなさいということで海上保

安部や漁業協同組合の救難所、あるいは消防署、警察署、自衛隊、これらの方々にも町
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長、直接出向いていって、参加協力を願って、総合的な防災訓練をさせていただいてい

るということでありますけれども、これとて十分とは言えません。実際に、命を守って

いただくのは先ほど、高橋委員からお話があったように自分の命は自分で守るという気

持ちがなければ、どんなに行政が頑張っても無理であります。

そういうようなことも含めて、普段の心構え、そして非常食、非常持ち出し、これも

きちっと考えていただく これらはもう何度も私どもチラシ折り込みや町の広報誌を使っ、

てやってきたつもりですけれども、まだまだ足りないのかなというふうに思っておりま

すので、その辺の対応も今後させていただきたいなと思います。

●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） 次、10番。

●谷口委員 今回のこの津波なんですけれども、皆さんどういうふうに感じたかわかりま

せんけれども、議会がとまって対策会議があるということで、我々も議会はこの日はそ

こで終わりにして帰ったのですけれども、帰って途中でもう真竜保育所の子供たちが先

生と一緒に避難されていると、その中、私帰っていったのですけれども、やはり今まで

の習慣みたいのがあって、まず家に帰ってテレビを見ていて、そしてそのテレビを見て

いる中で、だんだん悲惨な光景がどんどん見せつけられると、そしてそのうちに大津波

警報にかわって避難をしなさいというふうになっていきましたよね。

そういうことで、これはと思って、やっぱり我々もきちっと避難しなきゃならないと

、 、いうことで その先ほどおっしゃっていたように歩いて逃げれればいいんですけれども

私たちの地域の人たちはかなり高齢者の方がいると、そういう中でずっと歩いて逃げな

、 、さいというようなことをやって そしてできれば近くにちょっと元気のいい人がいれば

その人に一緒に連れていってほしいというお願いをしながらずっと歩いたのですけれど

も、我が町内会ではなかなか自力でその避難場所まで行くというのは困難な人がほとん

どです。

そういう中で、私も何人か連れていったのですけれども、言えば避難しようとする人

は、やっぱりちゃんとリュックサックに物を入れて、そして必要な物を持って一緒に僕

も車に乗せて避難場所まで行ったのですけれども、やはり一つは交通がどうやったらス

ムーズに行くのかということも考えてほしいのですけれども、やはりもう一つは徒歩で

逃げる人のためには、多数の抜け道というか、それを確保しておいてほしいなというふ

うに思うのです。

鉄道の跨線橋を越えれる人、それから踏切を越えれる人、私たちの地域ではそこしか

ないのですよ。その間を抜けるとすれば、あとはどっか鉄道の金網を破るか何かしない

限りは、そこを抜けて行くことはできないのですよね。それか、相当詳しく地理を知っ

ている人が何らかの形で抜けていくということは可能ですけれど、やはりそういうこと

をきちんとしておかないと、かなり混乱をしてしまうし、それからなかなか町内会だと



- 318 -

かそういうので、協力をしていただきたいというふうに思っていても、それぞれの考え

というものはありますよね。無理して逃げなくてもいいのだいうような人もいる人に、

無理無理頼むというのも、これもなかなかその人たちを説得するというのは大変なこと

なんですよね。

そういうことから、なかなか全部の人にお願いを仕切るということは、残念ながらで

きなかったのですけれども、ですけれども、今回、避難してみて、実際、真栄町、私た

ちのところは１条通りが浸水したのですけれども、遠くの自治会のほうはもう３条通り

まで浸水をしてしまうと、そういう実態を見せつけられて、今回の地震、津波というの

がある意味、町民にとっては大きな教訓を残したし、今後、どうしなければならないの

かと、先ほど町長が500年感覚のシミュレーションどおりだというようなお話をされてい

ましたけれども あの三陸で起きた事実というのは それをはるかに超えたものでなかっ、 、

たのかと、それでこういう役場庁舎でさえも飲み込まれているわけでしょう。防災セン

ターというのは骨組みだけと、何のための防災センターなんだということですよね。

そこにしがみついた役場の職員、町長初め、しがみついたその人たちの気力というも

のは、すごいもんだなというふうに思いますけれども、やはり今回のことを私たちは幸

いにもこの程度で済んだけれども、あれ以上のことがあったら、もう厚岸は全滅になる

ということはやはりきちんと教訓にしておかなければならないのではないのかなという

ふうに思いました。

そこで、お伺いをしてまいりますけれども、今回、この避難をいたしまして、本当に

役場の職員の方々にお世話になりました。本来は３人、張りついているはずなのに、た

またま１人が休暇中だったということで、２人の職員が一生懸命頑張って対応しておら

、 。れましたけれども 通信についてやはりもうひと工夫必要かなということを思いました

無線と、それから一般の電話と、それから携帯といろいろやっていましたけれども、室

崎委員と同じところに避難したんですけれども、やはり避難どんどんしてくると、あそ

この施設を管理している自治会で、快く受け入れてくれて対応してくれたのですけれど

のも、トイレが残念ながらすぐ使えるようになっていないと、普段は経費節減で、障が

い者用のトイレだけを使っていると、ところが人がどんどん来ているのにトイレが不自

由だということで何とかしてほしいということで 話をしているうちに自治会の人がちゃ、

んとやってくれたのですけれどもね、そういうことも連絡は思うようにまかせないとい

うか、そういう点ではやはりもう少し連絡方法の改善が、何らかの形でできないものな

のかなということを常々思わさせれております。その点について、今後どうしていくの

かなというふうに思います。

それから、今回、この浸水で床上浸水までなってしまって、結果的に廃棄物がたくさ

ん出てしまっているようでありますけれども、先ほどから話を聞いておりますと、要領

がよかった人は上手にそれを処分することができたみたいですけれども、まじめにきち

んと処分しようと思っていると、それがタイミングが悪いのかどうなのか、結果的にま

だ自宅で保管をしているという人が結構いるんですよね。そして、それは全部、濡れた

もので、結構、時間がたつとさらににおいなんか増してくるというような状況であるん

ですけれども、そういう汚れてしまった物の処分は自己責任でやらなければならないの

か、それともある程度、町が指導すればきちんとそれを処理できる方法を町がとってい
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ただけるのか、その辺はどういうふうになっているのでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） ご答弁いたします。

委員ご指摘のとおり、通信手段としては町の防災無線、これは全戸の部分と、それか

ら移動系、いわゆるトランシーバーです、それから車載、車に積んである、避難所に車

、 、載の無線がついた車に対しては 役場の移動系の局から全部の車の同じ周波数ですので

全部に聞こえるようになっています。

ただし、届かない箇所もございます。そういうところもございますので、そういう場

、 、合は携帯電話という必要もありますが 今回の場合は携帯電話も皆さんご存じのとおり

もう開いた段階で待ってくださいとか、そういうことでだめでした。

そうなると、あとは固定電話です。固定電話は、断線等がしていない限り通じます。

例えば、Ａという避難場所から役場にかけて、こうこうこうだと、こういう通信はとれ

ると思います。しかしながら、この固定電話も混み過ぎると、例えば今回は固定電話に

ついてはそんなに混んでいなかったようですけども、固定電話もＮＴＴのほうで満杯に

なって通じないことも考えられます。これにつきましては、やはり災害の規模によると

思います。

したがいまして、移動系を使えるうちは当然、使いますし、届かないところは何らか

の手段をとりますけれども、唯一、全員には聞こえますが、いわゆる同報系の防災無線

で、みんなには関係ないことも周知しなければならないかもしれませんけれども、それ

を優先して非常事態ですので伝えることは伝えると、関係ないところは関係ないように

きちっと無視ししていただくような、そういう手法を考えて、とにかく情報の伝達がき

ちっと届くように研究してまいりたいと考えています。

このたびの件については、防災無線でかなり津波の来る高さですとか、まだ来ますと

か、そういうほうに集中していたのはご存じのとおりと思います。どこの地域がどうの

こうのということまでは、詳しくは放送はしてございません。それにつきましては、夜

でいつ来るかわからないということで、すぐ流さなければならないということもあった

、 、 、ので 同報系については常に開けておこうという そういう側面もあったものですから

そういう状況になったところでございます。

いずれにしましても、この通信手段四つあります、移動系、同報系、携帯電話、それ

から固定電話、これらの通信手段をいかに大参事になったときに有効に活用するか、十

分、検討して対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。

●委員長（音喜多委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 私のほうからは、汚れた物の処分という関係で答弁をいた

したいと思います。

まず、今回、地震が金曜日でありましたので、当然、土日をかけて後片づけをすると

いうふうに思ってございました。今回、津波が役場周辺にも、真栄町のほうにも３条通
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りまで来たという状況もございましたので、私どもとしましては土日についても受け付

けの対応、それから委託先等の連携をとってごみ処理場の本部に土日にかけても災害ご

み等については受け付けをするということで、持ち込みごみについても対応したという

ことではございます。現状は、通常ごみのほかに災害ごみの受け付けも並行して現在の

ところも行ってございます。

それで、きのうまでの対応でありますけれども、きのうまでについては持ち込み、直

接、焼却場のほうに持ち込みされた方については42件で、24.7トン、既にこの分につい

ては受け付けをして対応してございます。

あと、災害ごみの今度、収集の関係で、まだ全部、収集されていない、また後片づけ

の終わっていない人もおられると思いますので、そういった関係については、今日から

臨時……それで、災害ごみの収集については臨時的にきょうから通常の収集とは別に、

きょうから委託先でも臨時的な収集を行ってございます。

また、状況を見まして、まだ予約されている方がおられますので、委託先等で対応で

きない場合については、町も我々のほうで建設課のほうの協力を得ながら、収集運搬を

今後とも予定をしているという内容でございます。

24件の収集ごみについては無料で受け付けをした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 先ほどのはわかりました。

とりあえず、このごみなんですけれども、結果的に町民の中でまだどうすればいいの

かがわからない人もいるみたいなんですよね。それで、頭瞬時に働いていく人はきちん

とすぐ対応できるんでしょうけれども、やはり高齢の方だとか、そういう人たちは結果

的におろおろするだけで、自分家の物を片づけて、それもきれいに今度は一つ一つを折

りたたんで外に出しているのですよね。ところが、それをどうしたらいいんだというの

で悩んでいるのですよ。

ですから、そういうのをやっぱりこういうふうにやればということを、やっぱり知ら

せる手段も町としてはとるべきではないのかなというふうに思うのですけれども、その

辺は町のほうから直接、お知らせする方法もあるだろうし、あるいは町内会等を通じて

やる方法、あるいは例えばヘルパーさんだとか、そういう人にお願いするだとか、さま

ざまな手段を駆使して、やはりそういう問題をきちんと解決してあげるということが大

、 、 。 、事ではないのかなというふうに思うのですが もう一度 お伺いをいたします それで

それはもしお願いすれば町のほうで収集していただいて、無料で収集するというふうに

理解していいのでしょうか。

それから、もう一つお伺いいたします。先ほども質問されておりましたけれども、真

、 、竜の海上護岸なんですが 735メーターを今年度は150メーター事業でやるということで

３月１日に説明会がありました。それで、今回の災害を見て、非常に思ったんですけれ

ども、今回、こういう図面、私たちいただいているのですけれど、こちらが一番すぐそ

こですよね、それから何十メーターか行ったところから始まっていくということで、こ

こをやることは私、悪いとか、いいとか言わないですけれども、この始まりの部分なん
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ですけれども、始まりの部分、真っ直ぐですよね。そして、これが今度こっちに切れて

いくのかな、上のほうが宮原さんのあるほうになるのかなというふうに思うんですけれ

ども、この宮原さんの後ろあたりまでは一部、頑丈な物でできていますけれども、それ

とこの現在ある護岸の間は、これは何もないですよね。海のまんまというか、堆積され

た状態になっていると。

それで、今回はこの間からかなりの津波というか、これが入ってきて、あの辺にあっ

、 、 、た物を押し流したり 工場の中に入ったりしているんですけれども この工事について

やはり少しやるからにはある程度の検討をもう一度きちんと行うべきではないのかなと

いうふうに思うのです。

それで、この工事については北海道、こちらは開発というふうに言われていますけれ

ども、やはり開発、北海道の垣根をきちっと取り払えとは言いませんけれども、その連

携を密にした上で、やっぱり住民の生命、財産を守るためのこの工事が本当にやってよ

かったという工事にならないと困ると思うのです。これは今度、今回の工事ではさらに

何十センチか上げるわけですよね。こっちはよかったけれども、それのおかげで今度は

反対側のほうにどんどん水があふれ出て、災害が大きくなったというようなことになら

ないような対策をとっていただきたいなというふうに考えるのですが、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） まず、私のほうからは、先ほどのごみのほうの廃棄物のほ

うの関係でありますけれども、この対応については当分の間というふうにしてございま

す。というのは、まだ確定が完全に終わっていないというふうに判断をしてございます

ので、この点については当分の間というふうな対応をとりたいというふうに思います。

、 、 。それから 既にきのうまでで42件 それから予約されている方が30件ほどおられます

市街地区等々、それからどなたが床上、床下浸水をされているのかという状況もうちの

ほうでつかんでございますので、これらについては委託先とも連携をしながら、通常の

ごみの被害にそういった必要な、こちらのほうの対応が必要な場合については、委託先

とも連携をとりながら、その辺についても対応したいと、このよ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） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 真竜の護岸の関係でありますけれども、実は今、既に住民の皆

さんに説明をさせていただいているのは、海岸保全対策としての北海道の事業にかかわ

る説明をさせていただいております。

今回の災害、あるいは被害状況の調査に当たっては、実は発生と同時に自衛隊、それ

から釧路開発建設部、それから建設の職員が直ちに役場のほうに張りついていただきま

した。

開発建設部のほうは、直接、漁港の担当者ではございませんが、それらの状況につい
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てつぶさに見ていっていただいております。今、ご指摘の箇所は漁港施設のほうになり

まして、実は所管がおっしゃるとおり国のほうの所管のエリアになってまいります。あ

の場所から、町の細工場もありますし、かつての油の処理施設、それから隣には板金屋

さん、そこの裏から相当の大量の水が越破して入ってきたという状況も伝えてありまし

て、これらについて北海道ができるのか、それから国ができるのかもあわせて、双方に

要望をしてまいりたいと、すぐできるとかできないかというのは、この場では申し上げ

られませんけれども、そういう要望も上げると、既に要望をしておりますし、写真もつ

けて説明をさせていただいているという、担当課の報告もまいっておりますので、それ

に対応してまいりたいと、そのように思います。

（ はい、よろしいです」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ほか、ございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 進みます。

９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費。

２目事務局費。

３目教育振興費。

４目教員住宅費。

５目就学奨励費。５目ですか（ 教員住宅、４目」と発言する者あり）４目ですか。「

10番。

●谷口委員 教員住宅の下水道排水設備整備事業なんですが、新規で７戸というような説

明があったというふうに思っているんですけれども、現在まで教員住宅、この下水道区

域の教員住宅は何戸あって、そのうち何戸が下水道と接続されているのか、その辺はわ

かりますか。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午後４時43分休憩

午後４時50分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

教育委員会管理課長。

●管理課長（須佐課長） 時間をとらせて、大変申しわけございません。

ただいまお尋ねの教員住宅の関係でございますが、下水道区域内に教員住宅42戸ござ
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いまして、昨年、22年度までに整備終わっているのが24戸であります。現在、18戸が下

水道未整備であります。そのうちの、18戸のうちの７棟７戸を23年度で宮園地区の整備

を行いたい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 あとのそうすると11は戸どういうふうになるのですか。

●委員長（音喜多委員） 管理課長。

●管理課長（須佐課長） 残りの11戸の関係ですけれども、政策的に古くてこれ整備がで

きないというのと、それには来年度以降の引き続き年次計画でやっていくという部分が

残っております。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 その年次計画でやるのは、何戸残っているのですか。

●委員長（音喜多委員） 管理課長。

●管理課長（須佐課長） 昨年計画でもお示ししておりますが、24年度で住の江地区の６

棟６戸を今、計画している段階でございます。

●委員長（音喜多委員） ほかございませんね。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 進みます。

５目就学奨励費。

10番。

、 、 。●谷口委員 奨学金なんですけれども 現在 返納状況はどういうふうになっていますか

●委員長（音喜多委員） 管理課長。

●管理課長（須佐課長） 22年度、今、決算前でございますが、償還中でありまして返済

をしていただいている金額につきましては、今年度275万8,300円が３月12日現在の数字

でございますが入っておりますし、さらにはこの間、ご説明させていただいております

が、返還期間を過ぎている者も何人かおります。それらの者が、今年度中に返済いただ

いた額が21万3,000円と、約290万円ほどの合計になりますが、返済をしていただいてい
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る状況にございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

、 、 。●谷口委員 22年度 返納していただく目標をどのぐらいにしていたのですか 22年度は

それで23年度はどのぐらいを目標にしようとしているのでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 管理課長。

●管理課長（須佐課長） 22年度中、この３月末までの返還予定金額は、返還者31名の金

額を311万5,000円ということで、今年度、22年度は予定しております。

23年度につきましては、これからまた貸し付け者決定していくことになりますので、

返還はそういうことで22年度はこういうことで、完納されれば翌年度また人数が変わっ

てまいりますので、今年度の末で完全に返還が終われば人数は減っていくし、金額もま

た変わっていくということに、順繰り順繰りなってきますので、今年度は311万5,000円

の予定をしているというところでございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 そうやって示されると 40万ぐらいの差があるのかなと 目標と返還額と 40、 、 。

万でないか、20万ぐらいの差ですから、そういう点では、その返還状況というのは、過

去と比べて今は比較的よくなってきているというふうに理解していいのですか。それと

も、以前と変わらないというような状況なんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 管理課長。

●管理課長（須佐課長） 自信を持って言わせていただければ、現在、返還期間内の人た

ちについては、約束を持っていただいて、適切に返還していただいております。

お話させていただきましたが、返還期間を過ぎた方たちも、今年度は先ほど説明させ

ていただきました21万3,000円という金額いただいております。そういった中では、少し

ずつではありますけれども、そういった方も返還に応じていただいておりますので、若

干ではありまが、全体的には不良債務は減ってきているということになっております。

●委員長（音喜多委員） よろしいですか。進みます。

６目スクールバス管理費。

２項小学校費、１目学校運営費。

２番。

●掘委員 新年度から新学習指導要領は、小学校は全面適用ということになります。７回

目ほどの学習指導要領の改訂だということなんですけれども、今回の指導要領の改訂の
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大きなところというは、私方が伝え聞くところによると、脱ゆとり教育、それと小学校

の英語教育の必修化というものが主なものなのかなと、あとはそれ以外の道徳の時間の

いろいろとあるんですけれども、何せ学習指導要領だけ見ても百十何ページもあるもの

なので なかなか私もすべては目通しというのはならなかったのですけれども そういっ、 、

た中でお聞きしたいのですけれども、授業時数ですね。

、 、 、 、新学習指導要領で 小学校のほうが授業時間が若干 その英語が入ってくる ５年生

６年生、英語が入ってくるといった中では、その標準の授業時数というものが決まって

、 、 、いるのでしょうけれども １年生が850時間 ２年生が910時間とかというような感じで

６年生になると980時間という総授業時数というものがあると、これはあくまでも標準で

しかないというわけで、実際のその授業時数というのは各学校長が決めるのかな、これ

は。というふうになると思うのですけれども、今現在、この新学習指導要領受けた授業

時数というものを各学校何時間にするというものは既に決まっているのでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 指導室長。

●指導室長（辻川室長） ただいまのご質問でございますけれども、小学校においては、

平成23年度、次年度から実施される新学習指導要領でございますが、わかりやすく言い

ますと３年生以上については６時間授業の日が１日ふえると、週１時間、時数がふえる

という形になります。今、週28時間なんですけれども、29時間になるということで、そ

れぞれ時数がふえる形になってございます。

それで、この標準時数は１年間、35週を基準として設定されております。夏休み、冬

休み、それから春休みを除きますと、大体、各学校で40週弱、行事等もありますので正

確にすべての学校というふうにはならないのですけれども40週弱になりますので、標準

時数といいまして、この標準時数プラス学校行事等もあるんですけれども、そのたもろ

もろの時数も合わせますと、少し余裕があるという状況でございます。

その質問者おっしゃっられたように、その１年間の授業時数については、授業時数と

いいますか、総時数については学校によって若干の上がり、下がりありますけれども、

約40週の中で３年生以上は週29時間、それから１年生につきましては26時間、27時間と

いう中でそれぞれ１週間ずつ授業を組まれまして、それを標準の35週を上回る形で年度

の計画をしている状況でございます。

ですから、普通に何事もなく、インフルエンザの流行とか、学校閉鎖等が何事もなけ

れば、普通の状況であれば標準時数は確実に超えるという状況で計画は立てられており

ます。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●掘委員 今、そうすると40週で計算したら週６時間授業の計画したときに、約30時間ほ

ど、この標準時数よりもふえるというような単純計算でしかないのですけれども、なの

かなという。

じゃあ、この30時間というのは、それではこの新学習指導要領を考えたときに、適切
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、 、な時間なのかと 新学習指導要領に定めてられているものをすべてやるといったときに

この標準よりも30時間ほど多いものというものが適切なのかどうなのかという、そうい

う判断というものを、これはあくまでも学校長がやるのだとは思うのですけれども、教

育委員会としては、これに対して何らかの指導とかはするのでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 指導室長。

●指導室長（辻川室長） ただいまのご質問ですが、先ほどお話ししましたように、基本

的には各学校の学校長がそれぞれの学校の教育課程というものを作成しまして、学校ご

とにその教育課程に基づいて、教育活動を実施しているという形になります。

それで、教育委員会のほうといたしましては、学期ごとにそれぞれの各教科、それか

、 、 、 、 、ら道徳 それから特別活動 それから学校行事等も合わせて それぞれの学期 １学期

２学期、３学期において何時間ずつ、各それぞれ時数を消化しているかということと、

その中身の状況ですね。進路状況等も含めて、教育課程の実施状況調査というのをやっ

ております。

その中で、これにつきましても行事とかで学期ごとに若干の上限はあるんですけれど

も、大きく落ち込んでいるような状況がある場合には、教育委員会のほうからその分に

つきましては残りの学期の中で調整しながら、バランスをとって教育活動を進めるよう

な指導をしているところでございます。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●掘り員 そうやって考えていったときに、１週間の時数がふえるよといったときに、大

変になるのは先生方が実際のところは大変だと思うのです。週５日の中で時数がふえる

わけなんで、当然、１週間ごとの働いていったときに、テストをつくって、テストを採

点してとか、あとは10分学習とかという何とかというものをやるとなると、また別な資

料とかもつくったり何かもしなければならないといったときに、非常に今現在の週５日

というものが、この学習指導要領の中で非常に厳しくなってくるのではないかなという

ふうに私は思うのです。

というものを考えていったときには、昔のような４週６休とか、そういうものもやは

り場合によっては、必要な場合というのが出てくるのではないのかなというふうに私は

思うのです。もちろん、４週６級がすべていいというわけではないですし、また１週間

の中で６時間のものを７時間にするとかということでも可能なのかもしれませんけれど

も、何せ先生方にとっては学校の中で働いている日数が短いがために、厚岸の小学校と

か中学校とかでも、やはり毎日、夜の７時、８時ぐらいまでも職員室というのは電気が

ついていて、本当に定時の５時とかに真っ暗になるなんていうことは、なかなかないよ

うな状況というものを考えたときには、そういうものを例えば東京都の教育委員会とか

が昨年やりましたけれども、土曜日の授業をやるとかというものを東京都とかはやった

のですけれども、そういうような検討というものがこの厚岸町とか、ほかのところもそ

うなんですけれども こういう田舎のほうの教育現場においても必要になってくるんじゃ、
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ないのかなというふうに思うのですけれども この点についてはどのようにお考えでしょ、

うか。

●委員長（音喜多委員） 指導室長。

●指導室長（辻川室長） 質問者おっしゃられますように、非常に、先ほどお話ししたよ

うに６時間授業が１日ふえるということは、学校におきましては放課後、子供たちが下

校した後にいろいろな会議、研修等を行うことの時間をとっているのですが、６時間授

業が１日ふえるということは、その時間が削られていくというようなことで、非常に放

課後の先生方のさまざまな業務を処理する時間が減るという状況は出てくるということ

は、あらかじめ予測しているところなんですが、その点につきましては各学校ごとに会

、 、 、議の数を減らす あるいは会議の中身の簡略化を行うだとか 文書を整理するだとかで

極力時間を有効に使うような努力をするような形で、その辺も教育課程の編成とあわせ

て今、効率化を図る方向でいろいろと策定しているところではございます。

それから、土曜学校等、休日を利用した学校の部分ですけれども、都市部、東京等、

大学などがたくさんある町においては、学生ボランティア等を活用したというようなこ

とでの土曜学校等を計画したり、実施しているところも幾つかあります。ただ、今、厚

岸町におきましては、今、そういう状況というのは、今のところ考えていない状況であ

ります。

ただ、今年度、各学校のほうでは長期休業中の何日かを使いながら、先生方が教える

ことになるんですけれども、子供たちを集めての補修学習等を実施している学校もふえ

てきているという状況にあります。これにつきましては、次年度も各学校のほうでいろ

いろな方法で取り入れていくような方向で今、考えているということで計画していると

ころでございます。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●掘委員 なかなか、この土曜日学級をやるとなると、ハードルがいろいろと問題点が多

過ぎるくらい多いので、なかなか委員会としては組み込むというのはなかなか難しいと

ころはあるのかもしれないんですけれども、やはり一つにはやはり学力低下への対応だ

し、一つには働いている先生方のことというのもあるので、やはりこれらの研究という

ものは常に教育委員会としてもしていっていただきたいというふうに思います。

あと、最後にこの学習指導要領で、私のほうでぜひお願いしたいなというものがある

のですけれども、指導計画というものを年度、これは初めに各学校でつくられると思う

のです。この指導計画は各教科、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動

のそれぞれについて学年ごと、あるいは学期ごとなどに指導目標、指導内容、指導の順

序、指導方法、使用教材、指導の時間配当等を定めたより具体的な計画であるというよ

うなことでなっているのですけれども、この指導計画をできましたならばＰＴＡとか、

親御さん方にも配っていただいたらどうなのかというふうに思うのです。

というのもやはり、親にしてみると、今、この例えば算数なら算数、何をやっている
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のかというのはわかるんですけれども、じゃあそれが当初つくった指導カリキュラムと

いうか、指導計画に沿って進んでいるのかおくれているのかという判断というものがな

かなかつかないと思うのです。そういうようなものをやっぱり考えていったときに、や

はりもしおくれているというふうに親も判断できるのであれば、家庭学習の中で、そこ

に追いつこうとするとか、補充的な家庭での補充的な学習というものもよりできるので

はないのかなと私は思うのです。

とっいったときには、このどうせつくる指導計画というものを、各家庭のほうに配っ

ていただいて、常に学校の進みぐあい、カリキュラムというものを親も一緒に検証して

いくことができるようにしたらどうなのかなという、いいんじゃないのかなというふう

に思うのですけれども、この点についてはどのようにお考えでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 指導室長。

●指導室長（辻川室長） ただいまのご質問でございますが、学校では今、委員おっしゃ

られたように、非常に詳しい学習指導計画、各教科ごとに作成しております。今、新し

い教科書にあわせて作成中かというふうに思っています。それともう一つは、単元指導

計画といいまして、何月に何をやっていると、単元名のみの一覧表も学校のほうでは作

成しております。

中身の詳しい部分ではなくて、何月に大体こんなことをやっていますよという一覧表

は学校でつくっていますので、そういうものについてはきっと、家庭のほうにもお示し

することはできるかなというふうに考えております。

それから、今、学力のいろいろな問題がありまして、学力向上の一つとしてやっぱり

家庭との連携だとか、家庭学習の重要性というのも非常に問われている部分もあります

ので、委員がおっしゃられたように、その家庭の協力を得るためにも、そういうものも

各家庭に配付して協力をお願いするということについては、非常にいいことではないか

なというふうに思いますので、この部分につきましては学校のほうとも相談しながら、

、 、全部の学校が同じ様式ではないんですけれども 可能なところで配付するような方向で

学校のほうとも相談していきたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきた

いと思います。

（ よろしいです」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午後５時11分休憩

午後５時11分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

10番。
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●谷口委員 小学校の運営費で、学校運営費をお伺いをいたしますけれども、父母負担の

軽減費、これは前年と同じでしょうか。3,000円の6,000円でしたか、もっと高かったか

な、ちょっと教えてください。

●委員長（音喜多委員） 管理課長。

●管理課長（須佐課長） 23年度の父母負担軽減費のご質問でございますが、昨年度と同

様の金額で、22年度同様の金額で実施したいと考えております （ 幾らですか」と発言。「

する者あり）小学校は3,000円の父母負担軽減でございます （ 中学校は」と発言する者。「

あり）中学校は6,000円でございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 これはあれですよね、学校の配当予算の中にこの父母負担軽減費は入ってい

るんですよね。

、 、 、 、それで 現在 その学校での父母等の徴収金というのは これでなくなっているのか

あるのか、その辺はどうなんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午後５時14分休憩

午後５時17分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

管理課長。

●管理課長（須佐課長） 大変、申しわけございません。

父母負担軽減費の22年度の実施状況でございますが、厚岸小学校でご説明させていた

だきますと、年間の教材購入費等が学校の平均で5,009円に対しまして、父母の負担金の

徴収合計は1,933円という金額でございます。これら、真龍小学校については、7,547円

に対して、父母の負担が4,502円等々、各学校の金額のうちの前段申し上げました3,000

円が町からの負担となっております。

中学校については、厚岸中学校で説明させていただきますと、1万3,980円の教材購入

でございますが、父母負担金は7,980円をいただいている状況でございます。真龍中学校

では、同じく1万2,828円に対しまして、6,828円を父母負担としていただいております。

、 。そういったことで 町としては6,000円の軽減費を負担している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 ちょっと課長、早口なんで私、メモしていないのですが、結果的にはあれで

すか、3,000円、6,000円、父母負担軽減費を計上しても、小学校では2,000円近く、中学

校では7,000円から8,000円近くのお金を依然として父母負担していただいているという

ことなんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

（ ） 、 。 、●教育長 富澤教育長 町内 各学校によってそれぞれ違うのです 小さい学校ですと

例えば高知の中学校ですと父母の負担金については1,500円程度、あるいは片無去小学校

ですと870円、高知ではかかっていないというふうに学校によって、買う教材によっても

違いますし、学校規模が小さいほうがその分、父母軽減費で見れる部分が多くなるのか

なというふうにも思いますので、大きい学校については大体、今おっしゃったような、

こちらのほうで示したような金額を負担していただいているという内容です。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 一般的に、ほかの人はどういうふうに考えるかわかりませんけれども、効率

の面を考えるとたくさん児童生徒がいるところは、紙でも何でもまとめ買いできますよ

ね、ところが小規模の学校になると単品で買い求めなければならないというふうになれ

ば、非常に効率が悪いのではないのかなというふうに思うのです。

ところが、大規模校は負担が大きくて、小規模校に行くにしたがって負担が小さくな

るというのは、一般的に考えたら効率はどっちがいいのと考えると、大規模校のほうで

はないのかなというふうに思うのです。それがどうして、こういうふうに大規模校のほ

うが負担が大きくなるのか。

、 。 、それともう一つお伺いしたいんですけれども 学校の配当予算ありますよね それで

学校の配当予算をどういうふうに使うのかということは、学校と教育委員会の間できち

んと決められて、それが効率的に運用されていくように、そういう仕組みがきちんとつ

くられているのではないのかなというふうに思うのですけれども、例えば細いものを購

入したいという場合に、それをもし早急に必要だという場合に、それでも教育委員会に

お伺いをして買っていかなければならなくて、紙の往復を何回もやった上でようやく購

入に至るというようなことが行われているのか、そしてそれを待ち切れずに先生方がそ

んなんだったら自分のポケットマネー少し出せば何とかなるからということで、先生方

が自分で負担をしてしまっているようなケースというのはないのか、絶対あってはなら

ないことだと思いますけれども、そういうことがないのかどうなのかというのはきちん

と調査されておりますか。その辺について、お伺いをいたします。

●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） 前段の父母負担軽減の費用の関係でございますが、これの経費
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につきましては、いわゆるペーパーとか用紙代を含めた経費ではなくて、あくまでも教

材として使うテスト類とかですね、そういった形の購入費でございますので、ペーパー

類等につきましては後段のほうの配当予算の、いわゆる学校消耗品とか需用費とか、そ

ちらのほうでの計上になっております。

したがいまして、今、最後のほうに言われました、一般的に需用費と言われる中の消

、 、 、耗品とか そういった購入についての費用について 学校での自由に使えるお金という

学校単位で使える金額というのは生徒の人数割りとか、そういった形で人数の少ないと

ころは消耗品とかの金額が少なくなりますけれども、それは１人当たりの金額を示して

小学校であれば幾ら、中学校であれば幾らというそれぞれ人数で積算しております。そ

ういった形を年度当初に示しておりますので、その中でそれぞれ執行していただいてお

ります。

年度途中で、どうしても必要な場合も出てきます。それは、補正予算の中でそれぞれ

予算計上させていただきまして、対応させていただいております。この間、委員のほう

からも、昨年もそういった文集等を印刷するときに用紙が足りなくなるようなことを話

されておりましたし そういった心配も私どもは押さえておりましたが そういったケー、 、

スはございません。必ず、最終的には委員会のほうで対応しますし、学校の内部の中で

の調整で、いわゆる消耗品としての扱いの中での対応、さらにはもちろん個人が、個々

人の先生方が自腹を切ってということの対応は 私どもも伺っておりませんし そういっ、 、

た報告は一切ありません。

したがいまして、これまでの予算の対応の中で、それぞれが学校の中で工夫しながら

使っていただいていると、執行していただいているということで押さえております。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 わかりました。

それで、需用費消耗品で見るものは、そういう形できちんとやられていると、あとは

言ってみればテスト代だとか、そういうものは先生方の考え方というか、そういうもの

、 。に基づきながら進められるので 結果的には父母負担になりますよということですよね

ただ、そうは言いながらも小中学校は義務教育なんですよ。義務教育は無償でなけれ

ばならないと決まっているのですよね。そして、先ほどからご意見が出ているように、

今の学力の問題、低下低下と言いますけれども、そんなに低下しているのかなというふ

、 、 、うに私は思うのですけれども 立派な子供たち 厚岸の子供たちは立派に育っているし

学力の低下が見えるような形になっているとはとても思えないんですけれども、そうで

あればなおさらのこと、公費できちんと学力を上げるためにどうしなければならないか

ということをしていかなければならないと思うのです。

厚岸には、大都市のようにさまざまな塾があるわけでもないし、そういう中で子供た

ちがどうやって学力を上げるかということになると、今ある義務教育の中で学力を伸ば

していくということが大事になると思うのです。

、 、 。やはり 必要な経費は やっぱりすべてが公費負担でなければならないと思うのです

私学に子供をやっているわけではないのですよ。公立の小学校、中学校に子供たちを通
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わせているわけですから、これは親の責任でもあるかもしれないけれども、公の責任も

きちんと果たしていかなければならないと思うのです。

ですから、父母負担は最終的にはゼロにならないとだめなんです。学校にそういう格

差が出てきてはだめだと思うのです。そのあたりは、どういうふうに考えているのかも

う一度、説明をお願いいたします。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 確かに、義務教育という中でなるべく自己負担がないようにと

いうことを考慮しているわけです。

ただ、例えば昔で言えば書道の道具であるとか、美術の個人の持ち物となる道具につ

いては、基本的には個人負担というのがずっと今までの個人負担の考え方です。ただ、

それとてもできるだけ共通の物については、父母負担軽減費等で対処できるようにとい

うことで私たちも考えておりますし、先ほどおっしゃられたように、学力の問題は北海

道のほうも大変厳しく受けとめておりまして、民間のテストではなくて、自主的に道教

委がつくっているチャレンジテストというのを年に３回から４回、それぞれの市町村に

配付して、それはＣＤロムの形で配付されて、それを無償で印刷することによって、い

わゆる小テストが無償で行われるようにというふうな配慮もしてきております。

厚岸町内でもチャレンジテストを定期的に使って、委員おっしゃるように塾に行くと

いうような家庭が少なくても、厚岸町内のすべての学力が底上げされるような形で、そ

れこそ学力テストの結果を見るとわかるんですけれども、全員が１問上がれば平均に届

くというふうな程度の学力差なんです。

ただ、その全員が１問というのが、本当に確かになかなか言葉で言うようには上がっ

ていく点数ではないんですけれども、ただ、そこを上げるためには我々は上の子を伸ば

すのではなくて、真ん中の子、今、特に言われているのは学力がフタコブラクダになっ

ていて、上のほうと下のほうに山があるというふうな状況が日本の子供たちに見られる

兆候としてあるのです。

そういう意味でいうと、やはり真ん中にこぶができるような形で、下の学力を上げて

いくという努力を私たちはしなきゃならないというふうに思っておりますし、そのため

にできるだけ学校のほうにも言ってみると、お金をかけると確かに教材は教材の会社か

ら買うとやりやすいかもしれないけれども、その分を手づくりの物で例えば賄うことに

よって父母負担も少なくなるのではないですかというような話も校長会ではさせていた

だいておりますし、なるべくこの学校間の格差というのなくなるように校長会とも協議

してまいりたいというふうに思います。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 やはり憲法でも言っているわけでしょう。すべての子供に義務教育を受けさ

せなければならないと、そしてそのためには義務教育は無償でなければならないという

ふうになっているわけですよね。
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それで、教育長おっしゃるように、教育長はまだ私より大分、若いですからあれです

けれども、やっぱりその戦後の大変な時期に義務教育を受けた人たち、厚岸小学校が火

事になってみたり小学校は空襲で丸焼けになってしまったり、そういう中で学校、地域

の人たちがみんなして力を合わせて、学校をどうしても再建しなければならないという

ことで、山で木を切れる人は木を切って、運べる人は運搬をし、そして製材所に送り込

んで、その学校をつくっていったということを、私たちも目に見て覚えているのですよ

ね。ですけれど、今の時代はもうそういうことを地域でしたくてもある意味、できない

時代になっているし、それも社会が社会資本の中できちんと整備をしていただくという

のが、もう当たり前になるだけの力を持った時代に今、みんなが生活をしているわけで

す。

そういう中でも、残念ながら、社会の中で生活をする人たちの中には大変厳しい人も

たくさんいると、そういう中での義務教育費の父母負担は、やはり生活に影響を与える

だけではなくて、やはり教育を受けることに対しても差が出てきてしまっては困ると思

うのです。ですから、昔は私が通った学校には給食はありませんでしたけれども、給食

の時間にブランコに乗っている子がいたとかという話がありますけれども、やはりそう

いう子供をつくらないような状況をきちっとつくっていかなければ、余り私、極端なこ

、 、とを言うわけではありませんけれども やはり後少し頑張ればゼロにできるのであれば

それは大変、こう厳しい財政状況ではありますけれども、厚岸町の子供たちのためにそ

の努力をさらに進めていただきたいなというふうに考えるのですけれども いかがでしょ、

うか。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 学校の父母負担については、委員のおっしゃるとおりだという

ふうに思います。

そして、もう一つは、このようにやはり一つの学校が父母の負担金が多少、多いと、

やっぱり次の年もある程度それに習っているというのを見ると、やはりその学校として

買ってきた物というのが、なかなか急にかえられなくて、前の分を継承しているのかな

と。安い学校は、何年間も安いというのが続いているのが、表を見ると見て取れるので

す。

そういうことから言うと、やっぱり先生たちにも、もう一度その教材等の工夫、ほか

、の同じ教科書を使ってやっている中でもかかっていないところもあるんだという中では

やはり理科なり、生活科なり、いろいろな中で教員それぞれの中で工夫があるのではな

いかというふうに思うのです。

だから、この辺についても校長先生の中でちょっとお話をしていただいて、父母負担

軽減費というものを極力抑えるようにというふうなことで話し合いをさせていただきた

いというふうに思いますので、どうぞご理解をお願いいたします。

（ はい、よろしいです」の声あり）「
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●委員長（音喜多委員） 進みます。

13番。

●室﨑委員 ここでお聞きしますが、中学校のほうにもまたぎますのでよろしくお願いし

ます。

ＰＴＡという組織がありますね。これは、ＰＴＡのＰというのは親ですか、それから

Ｔというは学校の先生ですね、Ａというのは何かそういう会というような意味で、それ

で間違いないですね。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 父母と先生の会ということです。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 これは、子供が学校に通っているその親というのは、全員入らなければなら

ないとか、そういうような種類のものですか。

●委員長（音喜多委員） 指導室長。

●指導室長（辻川室長） 基本的には、在籍している子供たちの保護者が全員ＰＴＡ会員

という扱いで所属しているというふうに考えております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 ちょっと言い方が悪かったですね、もう一度やりますが、もし何かの決まり

で、それが法律だろうとなかろうと、子供が学校に通っている親が入らなければならな

いのだということが、いわば強制されているものであれば、それ以外の人は入れないわ

けですよね。ひっくり返して言うと。

そうでなくて、もうちょっと柔らかいものであれば、その親が入るなというわけで全

くないですからね。そうでなくて、もう少し地域の人たちだとか、そういう人たちがＰ

ＴＡ会の中に親と教師の会の中に一緒になって入って、その学校を支えていくというよ

。うな形にできる性質を持っているものなのかということが一番聞きたいところなんです

●委員長（音喜多委員） 指導室長。

●指導室長（辻川室長） 委員の今のご質問に、中身が沿うかどうかわかりませんけれど

も、学校によってちょっと組織のつくり方が違うのですけれども、小さい学校のほうで

はＰＴＡ会員というのは、現在、学校に在籍している子供の保護者という会で構成して

いると。もう一つは、言い方は地域によって違うんですけれども、例えば地域振興会だ
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とか、あるいはいろいろ呼び方があると思うのですけれども、地域にいらっしゃる既に

お子さんは卒業されてしまっているけれども、地域に住んでいる方々を含めて協賛会と

いう言い方をしているところもありますけれども、そういうようないろいろな呼び方あ

りますけれども、そういうことでＰＴＡをバックアップするような形での組織をつくっ

ている地域もあると。

大きい学校については、なかなかそこまでつくっているところはないように、厚岸町

内の学校でも市内の大きい学校については、そういう組織はないというふうに認識して

いますけれども、小さい学校についてはそういうふうにしてＰＴＡの数が少ない、会員

数が少ないですので、そういう会の力も借りながら、いろいろと運営をしているという

ことはあります。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 ＰＴＡというのがあって、そのまた向こうに協賛会があるというような構図

のようですね。

それで、そのあたりもう少し研究してほしいのです。というのは、子供が猛烈な勢い

で減ってきています。少なくても、こんなに厚静小学校、上尾幌小学校、尾幌小学校、

片無去小学校と、次から次とその前に糸魚沢の学校があったか、トライベツもあった、

末広もあった、随分たくさんあったなと、今は随分、少なくなったなという、それから

真龍小学校や厚岸小学校にしても かつての１学年分ないんじゃないかというぐらい減っ、

てきていますよね。

、 、そういうふうにになってきますと 特に一つの学校で人数が減っているという話は今

ちょっとこっち置いて、例えば上尾幌、尾幌、今これは真龍小学校に通っているのです

か、厚静門静地域の人も真龍小学校に通っていますよね。そうすると、地域と学校がど

んどん離れていくんですね。かつて、そこに学校があれば、その学校を中心にして、地

域の結びつきというのがあったのですよ。ところが、もうはるかバスでもって向こうに

行かなければならない学校に、その地域から何人かの子供が通っているということにな

ると、学校は地域を結びつける機能を失ってしまうわけです。でも、やっぱりその地域

上げて、自分の地域にいる子供たちを支援名したいという気持ちは、皆同じだと思いま

す。

それで、例を挙げて悪いんですが、上尾幌だとか、尾幌だとかというふうにうんと離

れたところが、真龍小学校のＰＴＡの外にある協賛会でどの程度、学校と話ができるの

かという気はします。それならば、むしろＰＴＡというものをもっと柔く、もしできる

のであるならば考えて、ＰＴＡ会員に上尾幌地域の皆さんになっていただいて、いわば

真龍小学校ＰＴＡ上尾幌支部みたいなものをつくって、そして学校がどんどん出かけて

いくと、そして地域と真龍小学校との結びつきをもっと密にするというようなこともこ

れからは、それは何も上尾幌だけにという意味ではないですからね、全町にそういうよ

うなことをして、相当遠くから、かつて学校があって、そこに一塊だった地域、それが

学校がなくなっているところと、現在、そこを訪問して今こっちにある大きな学校との

結びつきをどうつけていくかということをやはり考えるべきときに来ているのではない
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かと、そういう気がいたしますが、そういう点については。いやいや、そんなことでは

なく、別の方策でこういうのをやっているのだというのであれば、それでも結構なんで

すがお教えいただきたい。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） ＰＴＡという組織が適当かどうかというのは、いろいろな方策

があるのかなというふうに思います。

というのは、一つには、今、学校が地域に対してどういうふうな対応をとっているか

、 、 。という中では 昔から見ると随分 開いてきているというふうに私自身も思っています

というのは、やはり、昔はやっぱり学校に行くのは、それこそＰＴＡだけだという認識

で、地域にいても子供がいない人には私が学校に行くなんてという認識は普通は持って

いない。だけども、例えば、今、真龍小学校でも、毎年の授業参観については、これは

ＰＴＡにお越しくださいというの同時に、地域の方にもぜひ見に来てくださいというふ

うなご案内を差し上げて、地域開放、あるいは地域の参観日というふうな形をとってい

ます、また今、国で少し出てきているのは、いわゆるコミュニティースクールというふ

うな形で、地域が学校を支える、その支えるときにはＰＴＡという単位ではなくて、い

わゆる町内会組織のようなものが学校自体を見ていく、ですからそのＰＴＡという組織

というよりは、地域自体がその学校の応援団になっていくというふうなものが一つの子

供が少なくなってくる、あるいは校区が広くなってくるという中では、そういうふうな

形での学校を開いていくというのが一つの形になっているのかなと。

ただ ＰＴＡの中にすべての地域の方が入れるのか 入ってしまうのか それもちょっ、 、 、

となかなか難しい定義ですし、イメージがわきづらいのですけれども、一つとして学校

としてはそういうふうな形で開いていっているというふうには考えております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 確かに、ＰＴＡという組織でなければだめだというものではないと、いろい

ろなやり方があると。

そういう、私の言ったのは一つの例証です。ただ、昔から見ると、学校の垣根は低く

なってきていますよと、前に私、議会で言ったことがある。学校というのは天井がなく

て、横の塀ばっかりはやたら頑丈だと、だから上から来るものはすうすうと入るけれど

も、横からは何を言っても通じないと言ったことがあるんですが、いまだにその印象は

結構あります。そういうものにはぶつかる、学校というものの持っている特殊な、閉鎖

的なものを感じることはよくあります。

、 、 、 、 、今 教育長が随分 開けているんだとおっしゃるんだけれども さあそれじゃあ 今

例を挙げた上尾幌だとか尾幌だとか、あるいは門静、苫多にいる人たちが、自分の学校

という意識でもって、真龍小学校にそこに住んでいる人たちが来ているだろうか。

それから、学校参観日、どうぞ親御さんでない方もどうぞと言います。それは、真龍

小学校の付近のですね、真栄町だ、港町や宮園町や、住の江町だ、そういうところから
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来ているかもしれないけれども、そういうところに、それこそ上尾幌の奥からそんなこ

とがあるのかいという、何人来ているのだろうか、そういうことを考えると、やはり学

校のほうが出ていかなければならないのではないかと。そのために、どういうふうにそ

の地域との結びつきをつくっていくかということを考えていかなければならないのでは

ないかと。

、 、 、得てして お医者さんと学校の先生は この町にいても厚岸町民じゃないよなという

つぶやきが聞こえることがよくあります 学校の先生が 非常に立派なことをおっしゃっ。 、

ているんだけれども、よく聞いてみたら厚岸町のことは全然知らないで、ほかの町の話

を一生懸命していたということは何回もぶつかっています。

ですから、そういう意味でも、やはり地域との結びつきをきちんとつけるためにどう

するかということについては、やはり相当に考えていただきたいと、そのように思いま

すがいかがでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） ここ何年間の間に、多くの学校が統合してきました。

確かに、委員おっしゃるように、地域とその学校との結びつきというのは、一つの大

きな課題なんだろうというふうに思います。

私ども、統合するに当たっては、一つには例えばスクールバスで通う子が課外活動に

参加できないというようなことがないようにという配慮を一生懸命させていただいたつ

もりです。ただ、それだけではなくて、やはりその地域の方たちが自分たちの子供はこ

ういう学習をしているんだよと、あるいは地域の人たちもこういうふうな協力をお願い

したいというもの含めて、どんな形で地域に入っていけるか、どういうことが保護者た

ちの中で不満に思っているところがあるか等々も含めて、少し研究をさせていただけれ

ばというふうに思います。

（ 結構です」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） よろしいですか。進みます。

２目学校管理費。

３目教育振興費。

３項中学校費、１目学校運営費。

２目学校管理費。

３目教育振興費。

４項幼稚園費、１目幼稚園費。

５項社会教育費、１目社会教育総務費。

２目生涯学習推進費。

３目公民館運営費。

15番。
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●石沢委員 今、厚岸の場合、公民館事業として進めている内容はどんなことですか。

●委員長（音喜多委員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（稲垣課長） 公民館事業として進めている事業の内容でございますけれ

ども、多々ございます。

まず、高齢者の生きがい大学として、公民館の施設を使って町内約50人の大学生です

か、大学生に集まってもらって、町外での研修、それから施設の中でのクラブ活動等、

活動していただいております。

それと、趣味の講座といいまして、これはご婦人たちのアレンジフラワー講座等、地

域のご婦人たちが何人か集まりまして、これは上尾幌のコミセンのほうで実施しており

ます。

太田地区の公民館で言えば、老人クラブの集まりとか、カラオケの集まり、それから

じゅうたんを編む団体の集まりですか、だねらという団体なんですけれども、それらが

集まって活動をしております。

●委員長（音喜多委員） 15番。

●石沢委員 こうやって見ると、公民館の事業として今は高齢者が対象のものとか、それ

から女性の対象のものが大体多い感じで見えるのですけれども、それで公民館となって

、 。 、 、 。いる地域というのは こうやってみると何カ所あるんですか どこと どこと どこと

●委員長（音喜多委員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（稲垣課長） 公民館の施設につきましては、太田地区の公民館、それか

ら苫多地区の公民館、筑紫恋、末広、それと社会福祉協議会の中には厚岸町の公民館の

分館として利用できる部屋が幾つかございます。本館です。

●委員長（音喜多委員） 15番。

●石沢委員 それで、皆さんいろいろ活動しているのですけれども、太田公民館のことな

んですけれども、耐震は終わったと思うのですが、それはどういうふうになっているで

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） 太田公民館の耐震診断でございますけれども、12月にも一

般質問で出ておりましたが、その耐震診断の結果が出る工期につきましては３月10日と

いうことでもって答弁しておりました。

３月10日の２日ぐらい前だと思うんですけれども、一応、耐震診断を請け負っている
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業者のほうから、完成届けが出てきております。その結果につきましては、構造耐震指

標と、それから保有水平耐力にかかる指標という、二つの指標があるんですけれども、

構造耐震指標のほうが 数字で言いましたら0.32ということでもって 標準値0.6を下回っ、 、

ておりますので、診断の結果といたしましては危険性が高い、それから危険性がある、

危険性が低いと、３段階に分かれておりますけれども、0.32ですので、危険性があると

いう建物に診断結果が出ております。

●委員長（音喜多委員） 15番。

●石沢委員 このほかの苫多、筑紫恋、末広、ほかの地域の公民館はどういう状態になっ

ていますか。それは、まだ耐震をする、審査するまでもないということですか。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） 苫多、筑紫恋においては、比較的新しい建物でございます

ので、耐震診断の必要はないと考えております。

また、末広については、もと末広の小学校として使っていた建物で、老朽度は結構あ

ると思います。ですけれども、今の段階では末広の公民館を耐震診断かけるという予定

はしておりません。

●委員長（音喜多委員） 15番。

●石沢委員 今回の津波のときに、太田公民館に10人くらい避難して来たのです。結局、

上尾幌のところでとめられて、それでここ通行どめになりましたよね、茶内まで。それ

、 、 、 。で 太田に上がってきて 帰れなくて公民館を開けて そこで避難してもらったのです

そのときは連絡うまくいきまして、太田公民館の場合は、これは避難所になっていた

。 、 、 、のでしょうか ちゃんと 一応はかんぱんとか それからそういう避難の道具が届いて

何とか過ごしたのですけれども、結構揺れていて、そこでいた人が本当にこれは避難所

かいというような感じだったものですから、そういう意味でも急いでいろいろなものを

含めてきちっと検討してほしいなと思うのです。

やっぱり高齢者が生きがいで元気でいるというのは、太田の場合は50人くらい毎回集

まって、元気いっぱいやっていますので、そのおかげで割りと太田の高齢者は病気にも

ならないのかなという感じの元気なものですから、ほかのところの地域も含めてそうな

んですけれども、やっぱり予防も含めて公民館の活動ってとっても大事だと思いますの

で、早めに考えて対処してほしいと思うのですけれども、どうでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（稲垣課長） 22年度で耐震診断の結果が出ましたので、23年度早急に12
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月の一般質問の答弁でも答えておりますとおり、太田地域の皆さん、それから自治会の

皆さんと早急に太田公民館の今後の利用のあり方について協議させていただきたいと思

いますので、ご理解いただきたいと思います。

（ はい、いいです」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ほか、ございませんね。

４目文化財保護費。

５目博物館運営費。

６目情報館運営費。

６項保健体育費、１目保健体育総務費。

２目社会体育費。ございませんか。

６時くらいまで、もう少しで終わりますので、ご協力いただきたいと思います。

13番。

●室﨑委員 前にスポーツ障がいについてお聞きいたしました。

それで、23年度の教育行政執行方針を読ませていただきますと、最後のところで、こ

の社会体育費に関するスポーツ振興についてでありますという章があるわけです。ここ

を見ると さあ皆さん一生懸命スポーツをやりましょうと スポーツの推奨に関して延々、 、

と記載がされておりますが、スポーツ障がいに関しては一言も出てこない。教育委員会

の基本的態度について、考えについてお聞かせをいただきたい。

●委員長（音喜多委員） 体育振興課長。

●体育振興課長（高根課長） ただいまのスポーツ障がいの関係のご質問でございますけ

れども、確かに23年度の教育行政執行方針には記載しておりません。

ただ、スポーツを進める上で、振興する上で、スポーツ障がい、または外傷等が発生

した場合、そういった中で指導者を含めて研修とか受けるように、話をしてまいりたい

ということで、一応、教育委員会では考えております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 スポーツ障がいや外傷が発生した場合に、そういうことについて考えるとい

うのが基本的な方針であろうというふうに今、聞こえたのですが、それでよろしいです

か。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） スポーツを行うに当たっては、当然、その注意義務、あるいは

いろいろなトレーニングをするに当たっても、科学的な知見をもってスポーツを行うと
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いうことは必要だと思います。それを怠ることによって、スポーツ障がいがあったり、

外傷の危険性が増すというふうなことであるというふうに考えております。

ですから、スポーツを奨励するということの中には当然、スポーツ障がい等について

も十分、指導者等にその知識等の普及を行って、安全に子供たち、あるいは大人の人た

ちがスポーツを楽しんでいただくためには、スポーツ障がい等の知識を普及することが

大切であるというふうに考えております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 苦しいですね。

去年もおととしも、スポーツの振興について同じような文書が並んでいました。その

ときにも、スポーツの振興というのは、スポーツ障がいに対する対策を含んでいるんだ

と、当然であるというふうにおっしゃるのであるならばやっていたはずなんですよね。

だけども、私、１年前に心臓震盪の話を聞いたときに、担当者は心臓震盪という言葉

すら知らなかったのですよ。そうしたら、含まれていないじゃないですか。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 心臓震盪のことだけではなく、当然、少年団なり、スポーツ協

会がスポーツを振興していく中では、そういうものがつきものですし、指導者の技術の

中には、そういう知見というのも当然、必要であるというふうな認識にありますので、

それについても含まれているというふうに我々は思っています。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 いやいや、だから、当然、含まれているのなら今までもいろいろやってきた

でしょうというの。あなたの言い方だったら。当然、含まれているものだから、ことは

スポーツ振興という言葉の中には、スポーツ障がい対策が十分含まれているし、やって

いくんですよと、そんなことは当たり前ですと、この言葉の中に入っているんでよとい

うのが今の答弁ですよね。

ならば、去年どうだったのか、おととしどうだったのかと聞いている。当然、含まれ

ているものをやっていなかっただけですということなのか、それとも当然、含まれてい

るというのは今、ここでつじつま合わせのために言っていることなのか、私には理解が

できないのです。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） かつてにおいて、いわゆるサポートの技術ですとか、そういう

ことについては、行っていることもあったのですけれども、ここ数年については実施さ

れていない状況にありました。
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●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 そうすると、教育委員会としては、言葉の持つ意味がその年によって変わる

と、そういうことなんですね。わかりました。

それでは、ことしの言葉の意味についてお聞きいたします。そこでは、スポーツ障が

い対策というのは、このスポーツ振興という言葉の中に、ことしは入ってくるんだと、

ことしというは23年度ですから、来年度ということになりますか、ということでよろし

いですか。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長 富澤教育長 例えば プールの施設の中にトレーニング機械があると トレー（ ） 、 、

ニング機械の指導に当たりましても、当然、それに関する最低限の知識というものを受

けていただくことによって、それ以降にご使用いただく、これも一つの知識の一つであ

ろうというふうに考えるのです。

ただ、私どもも今回、講演会を実施するに当たりまして、専門の先生とのやりとりも

させていただきました。その中でも、こういう知識をできるだけ指導者の方に多く知っ

ていただくということが大切であるというふうな認識に立っておりますので、今回の講

演会に限らず、23年度においても実施してまいりたいというふうに考えております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 言葉尻を捕まえるような話はやめますが、とにかく23年度においても、この

スポーツ障がいに対するもろもろやっていきたいんだというお話ありました。どんなこ

とをやっていくのですか。

●委員長（音喜多委員） 体育振興課長。

●体育振興課長（高根課長） スポーツ障がい等の関係でございますけれども、23年度の

今、実施していきたいという考えておりますのは、また体育指導者関係ですね、例えば

体育指導者の関係に対象としまして、そのＡＥＤの研修会と、そういった部分を含めて

使えるといいますか、使いこなせるように研修会を開催していきたいということで考え

ております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 もろもろと言うから、たくさんあったと思ったんだけれども、これだけです

か。
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●委員長（音喜多委員） 体育振興課長。

（ ） 、 、 、●体育振興課長 高根課長 あとそのほか その外傷 障がいではありませんけれども

その外傷につきまして、またいわゆる応急処置法、そういった分を一応、進めてまいり

たいということで考えております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 済みません、最後のほう聞こえなかったのですが、応急措置法についてどう

するのですか。

●委員長（音喜多委員） 体育振興課長。

●体育振興課長（高根課長） 応急措置法、いわゆるテーピングとか、そういった部分含

めて、その対象者、その指導者を含めて講習会なり、研修会を開催していきたいと考え

ています。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 大いに結構なことで、進めてください。

それで、二、三こっちで気がついたことを申し上げます。まず、一つは体育指導員と

いう方は、学校で体育を教えたり、クラブ活動の指導をしたりしている学校の先生、こ

れも入るのですか。

●委員長（音喜多委員） 体育振興課長。

●体育振興課長（高根課長） 実は、体育指導員につきましては、現在、15名が町でおら

、 。 。れるんですけれども そのうち体育の学校の先生も２人ほどおります 体育の先生です

指導員に任命しております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

、 、 、●室﨑委員 体育やクラブ活動や 学校の中でのいろいろなそういう指導 あるいは監督

そういうのに当たっている先生が全部入っているわけではないですね。これはまた別で

すね。

それで、私は両方とも必要だと思っているのです。今、ＡＥＤの話がありました。こ

れはＡＥＤのときにも出ていました。そのほかに、やっぱり人工呼吸であるとか、心臓

マッサージであるとか、ＡＥＤだけがすべてではないですよね。そういうものを全部含

めて、万が一のときの緊急事態ということかな、そのときにばっと対処できる力を持っ

てもらわなければならないですよね。講習を何回受けましたとかという、形式的なこと
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だけではなくて、その実際にできるようになっていてもらわなければならないというこ

とだと思うのです。このあたりを含めて、今の話は進めていくというふうに理解してい

いのですか。

●委員長（音喜多委員） 体育振興課長。

●体育振興課長（高根課長） この講習の部分でございますけれども、例えばＡＥＤの関

係とか、そういった部分につきましては、その救命含めて、救命の講習でございますけ

れども、こういった部分はスポーツ少年団の指導者、または体育指導員の今は15名委嘱

、 、 、しているんですけれども その人たち含めて参加していただくよう 養成してまいって

、 、 、普段というか すぐにその講習だけでなくて 普段使えるような部分で対応できるよう

そういった部分で養成してまいりたいということで考えております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 何遍も同じこと繰り返しませんが、それは要するに広い意味で、体育にかか

わっている先生たちも全部入れていただきたいと、そういう対象の中に。同じ講習会で

やれという意味ではないですよ。皆そういうようなものについては、知識と、それから

いざというときにできる技術を持っていただきたいと、そのように思うのですがいかが

でしょうか。

●委員長（音喜多委員） 指導室長。

●指導室長（辻川室長） 今のスポーツの指導者の関係でございますけれども、学校では

少年団、それから部活動、それからもう少し広くとらえると体育の時間もあるわけでし

て、特に中学校については体育専門の先生がおりまして、要望も含めて十分に準備運動

からいろいろ知識を持って指導しているところがありますけれども、特に体育専門でな

い先生、もちろん部活のほうの指導に入っている事実もあります。それから、小学校に

おきましても、体育の専門ではないけれども少年団指導に携わっているという先生もお

りますし、体育においては全く専門外の先生が小学校においては体育の授業も行ってい

るということがありますので、いろいろな機会の中でそういう専門的な知識に入れる機

会を設けていきながら、そういう機会に積極的に参加するように学校のほうにも働きか

けていきたいというふうに考えておりますし、もし厚岸町で解消できる部分がありまし

たら、そういう講師、準備ができればそういう機会も持てればなというふうに考えてお

ります。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 今年度、スポーツ障がいに関しての講演会というか、講習会というのを行う

という話は補正のときに聞きました。
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来年度に関しては、そういう点では何か考えていますか。

●委員長（音喜多委員） 体育振興課長。

●体育振興課長（高根課長） 今年度につきましても、22年度の今年度３月26日にスポー

ツ障がいの講演会をやるわけでありますけれども、その中でいろいろな先生からの話を

聞きます。

そういった分含めて、また、どういったそのテーマが含めていろいろ検討して、今年

度も何とかスポーツ障がい講演会を開催してまいりたいということで考えております。

来年度です。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 例えば、自主的な勉強会をやってもいいんですよね。いろいろなやり方ある

。 、 、と思います そういうものを考えていっていただきたい 問題は少なくてもこの最低限

児童生徒にかかかわること、もちろん大人のスポーツにかかわることでももちろんなん

てですが、基礎知識と意識をみんなが持っていただくようにならなければ、これはなら

ないということですよね。それをお願いしたいと。

その上でもう一つお聞きしますが、これは全国的な問題で厚岸町や、この隣町で起き

たなんてということではないんですけれども、一つはちょっと前まではだれもほとんど

特別な人以外は知らなかった心臓震盪のような問題も出ております。だから、ついこの

間までは、私も小学校のときには野球をやったことがありますが、そのときには体でと

めろと、ボールをおそれるなというふうに先輩からも言われましたし、先生からも言わ

れました。でも今は、それをやってはいけないそうですね。胸のある位置にある角度で

当たると 心臓が動かなくなってしまう いわゆる心臓震盪という症例がはっきりわかっ、 、

て、しかもあっちこっちでその報告がされているという時代なんですね。というような

ことがあるわけですよ。

それで、ちょうど頭部を守るにはヘルメットを使うように、このヘルメットだって一

時は耳覆いのついた物は使いづらいといって嫌がった時代があるそうですよね。でも今

は、両耳が覆いついているヘルメットが当たり前の形になってしまいました。というよ

うに変わってくるわけですね。心臓震盪に関しては、胸のところにプロテクターをつけ

ることで防がれると、100％防げるのかどうか、それは私も専門家でないからわからない

が、そういうものがありますよね。

こういうものをやはり モデル的にでもいいから使っていくというような 普及を図っ、 、

ていくというようなことも必要ではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 指導室長。

●指導室長（辻川室長） 心臓震盪もそうですけれども、それ以外に含めてスポーツ障が

い、前にもお話ししましたけれども、そういうことでスポーツができなくなるというこ
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とは非常に不幸なことですので、例えば心臓震盪防止のためのプロテクター、何か今、

軽量化ですごくつけていても邪魔にならないような物もできてきているということは

伺っておりますが、それについての着用、試験的な物も含めてちょっと研究させていた

だきながら、町内の少年団とも相談させていただきたいというふうに考えております。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 進めていきたいという話なので、そうすると例えば23年度の予算のところで

何個か買って、子供たちにつけさせてみるというようなことまでやるということを含め

ての今の答弁だというふうに考えてよろしいですか。

●委員長（音喜多委員） 指導室長。

●指導室長（辻川室長） そのような方向で、検討させて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 それから今、指導室長さんのほうは、私の質問を私が聞くよりも前に答えて

くださるような言い方で、非常に積極的な答弁をしてくださったのですが、確かに心臓

震盪だけではないのですよね。ほかにもいろいろあるわけで、それらに関する防具だと

か、あるいはまた慢性的にいわゆる使い過ぎ症候群とでも言うのかな、それに関しては

指導者がブレーキをかけなければならないというような部分がありますよね。

、 、 、こういう点についても やはりそれぞれの項目を明示して こういうものについては

こういう例えばプロテクターのような物を着用させるとか、こういう部分に関してはこ

の程度になったらもうとめなければならないとかということを、やはりきちんきちんと

明示していっていただかないと、総論だけの話ではどうしてもこういうものは具体的な

ところまで届かないんですよね。その点についても研究と、それからその情報の発信を

きちんとお願いしたいし、また物が必要であればモデル的にでも町自身が持ってつけさ

せるというようなところから始めていただきたいんですが、いかがでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 指導室長。

●指導室長（辻川室長） ただいまのご質問でございますけれども、例えば野球であれば

１日に50球以上投げないだとか、連投しないとかというような具体的な予防の指導方法

等もある程度、確立されてきている部分があります。

ほかのスポーツにつきましては、私自身もちょっと勉強不足で、個別の部分まだわか

らないところもありますが、それぞれの種目の指導者とも相談させていただきながら、

未然に防ぐことも含めて、相談した上でそういうものをまとめていければというふうに

考えております。
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●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 これでやめにしますけれども、今、大体どちらかというと対象が子供の話を

してきました。

それで、ある程度以上の年齢の方の部分もあるわけです。それの一つに、今、厚岸町

では非常に盛んに行われているパークゴルフというのがあります。これも、いろいろな

ネットやそういうところで見ると言うと パークゴルフ ゲートボールみんな一緒でしょ、 、

うけれども 体をひねる運動なんですね そのために 腰の部分に負担がかかってしまっ、 。 、

。 、て痛めるということがやっぱりあるんだそうです 若い人なら何ともないんだけれども

高齢者と言われるところに入ってくるというと、十分に温めたり、十分に準備運動した

りということをしなければならない。

、 、それで その準備運動の仕方もラジオ体操をやればいいというようなものではなくて

やっぱりこういう運動をしなさいと、やっておけばまず非常に確率が高く防がれますよ

というのがあるようです。ごく簡単な運動で。

そういうものもやはり、パークゴルフ場だとか、そういうところで会もあっていろい

ろな方が見えていますので、機会をつかまえて偉い大仰で大変な体操ならみんな面倒く

さがってやらないと思うのですけれども、ごく簡単なものでもってけがが防がれるとい

う話を聞いていますので、そういう点もぜひ研究をなさって、そういう情報も実際に流

していただいて、せっかく楽しんでいる、そして健康増進にもなっている方に逆になら

ないようにしていただきたい。

それからもう一つは、プールの上にある、先ほど教育長がちょっとおっしゃいました

けれども、それからあみかにある健康器具なんですけれども、これについてはフィット

ネスクラブというのが今、あっちこっちにありまして、これは業者です。そのときは、

。 、 、 。必ず人がついていますよね ところが これには人がついていないのですよ 基本的に

そこのところで非常にスポーツ障がいという観点からは、弱点がありますよね。その

点をどういうふうに補うかということなんで、これは100％補う方法は恐らくないんじゃ

ないかとは思いますけれども、なおこの点についてはそれぞれのところで、要するにも

う少し、もう少しといって頑張ってしまうと、自分の体壊してしまいますから、その点

についての注意というのは、これはきちんとやっていただきたいと、そういうふうに思

いますので、この２点いかがでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 体育振興課長。

●体育振興課長 高根課長 まず１点目の成人といいますか 大人の方のそういうスポー（ ） 、

ツ障がいなり、そういった部分でございますけれども、これにつきましては今年度、実

態調査しまして、幸いにしましてパークとか、そういういわゆる体育協会の参加につき

ましては、陸上の部分だけで障がいが１件しかございませんでした。幸いにしまして、

パークについては聞き取りしましたところ、１件もございません。

ただ、その質問者がおっしゃるとおり、今後、そういう体育協会の役員会とか、そう

いった部分がございますので、そういった中で各種目の部分につきまして、そういうス
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トレッチ、いわゆる準備体操、そういう腰痛を防ぐ、そういう分は必要だということを

強調しまして、協力してもらうよう努めてまいりたいと考えております。

２点目でございますけれども、温水プールにつきましては、確かに今現在、器具ある

んですけれども、何かあった場合、下のほうで質問者がご存じのように指導員なり、職

員が監視しているわけでございますけれども、確かにやり過ぎとか、そういった部分、

全然、最初の運動のときだけ話はするんですけれども、その後はほとんどしておりませ

ん。

したがいまして、今後もある程度、そういうやり過ぎ含めて、そういった部分で指導

員に極力といいますか、上に来てそういった話をするようにしてまいりたいということ

で考えています。

●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） あみかの２階の健康増進室の機器の利用についてでござい

ます。

厚生文教常任委員会の所管事項調査の中でも、施設の調査をいただきまして、報告の

中で利用に当たっての使い過ぎの障がいということについても、十分、配慮をするよう

にということでのご意見をいただいております。

私ども、あの施設で日中、それから週２回、夜間の開放をしておりますが、人がつい

て利用していただくという体制は組める状況にございません。そういう意味では、今現

在も利用されるご本人方の判断の中で、もちろん使っていただく前段では温水プールと

同様にこの機械はこういう使い方をして、１クールの利用については15分、ないし20分

の利用で、その後はクールダウンをしていただく、いわゆる体を休めていただいて、次

の機械を使っていただくというようなことでの指導はさせていただきますが、その実践

されるご本人の方々につきましては、自分の判断の中でやっていただいているというの

が一体でございます。

そういう意味では、ご意見いただいた後で、私どもの考えておりますは、利用のあり

方についてのマニュアルというものを、この器具についてはこういう使い方をしていた

だく、次にはこういう使い方をしていただくと、言葉ではなくて、絵で見て、文字で見

て、理解をしていただくというようなものを整備をする必要があるだろうと、その中で

安全な利用を目指そうということでございます。

幸いにして、私どもの機械はストレッチをするような、大きな負荷をかける機械では

ございませんが、なお利用に当たってのより安全性という意味を含めて、そういった検

討で進めていく必要があるのではないかということでの検討を進めているところでござ

います。

（ はい、結構です」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） この目で、ほかに10番ですか。

ほかにいませんか。
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（な し）

●委員長（音喜多委員） なければ、きょうはこの程度に終わりたいと思うのですが、い

いですか10番さん。

（ はい」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 本日の会議はこの程度にとどめ、あすに審査を行いたいと思い

ますが、これにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ご異議なしと認めます。

よって、本日の委員会は、これにて閉会いたします。

ご苦労さまでした。

午後６時34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15日

平成23年度各会計予算審査特別委員会

委員長


