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厚岸町議会 条例審査特別委員会会議録

平成23年３月７日

午前10時30分開会

●臨時委員長（高橋委員） ただいまから、条例審査特別委員会を開会します。

本日は、委員会条例第９条第２項の規定により、年長の私が委員長が互選されるまで

委員長の職務を行います。

これより、本委員会の委員長の互選についてお諮りいたします。

12番。

●岩谷委員 年長委員の指名において決していただきたいと思います。

●臨時委員長（髙橋委員） ただいま年長委員指名の声がありますが、これに異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●臨時委員長（髙橋委員） 異議なしと認めます。

それでは、私から、委員長には音喜多委員を指名したいと思います。これにご異議あ

りませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●臨時委員長（髙橋委員） 異議なしと認めます。

よって、委員長には音喜多委員が互選されました。

委員会を休憩します。

午前10時31分休憩

午前10時32分再開

●委員長（音喜多委員） 委員会を再開いたします。

これより、副委員長の互選についてお諮りいたします。

12番。

●岩谷委員 委員長指名において決していただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） ただいま委員長指名の声がありますが、これにご異議ございま
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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。

それでは、委員長において、副委員長には菊池委員を指名したいと思いますが、これ

にご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ご異議なしと認めます。

よって、副委員長には菊池委員が互選されました。

それでは、議案第34号 厚岸町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例の制定

についてを議題とし、審査を進めてまいります。

進め方について、お諮りいたします。

、 、 。進め方については 逐条ごとに進めたいと思いますが 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。

それでは、逐条ごとに進め、審議してまいります。

第１条、設置。ございませんか。

（ なし」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 第２条、名称及び位置。ございませんか。

（ なし」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 第３条 （発言する者あり）。

休憩します。

午前10時33分休憩

午前10時34分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

13番。

●室﨑委員 いいの悪いのとか、そういう問題では全くございません。教えていただきた
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いんですが、別表のところに、非常に専門的に書かれているものですから、センター施

設、局舎施設、アンテナ施設、放送設備というふうになっているわけです。それで、そ

の役割といいますかね、それについて、専門的に難しい話をされても私のほうは全くわ

、 、 、 、からないので ごくごく簡単に こういう働きをするものなんだよということ 先ほど

サブセンターというものについては、信号が弱るので、そこのところで増幅して、また

強くして先へ送るんだと、20キロ以上のところには、いわゆる、何ていうんですか、増

幅をするところが必要だからというふうに説明あったんですが、ほかのところでもそう

いうような働きをですね、簡単にご説明いただければと思います。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） それでは、お答えを申し上げます。

、 、 、 、 、センター施設 厚岸センターでございます これは いわゆるメイン機器 いわゆる

一般的にサーバー機と言いますが、メイン機器ですべての操作ができる機器でございま

す。これを役場庁舎市街の付属棟の１階に設置してございます。これがメーンになって

おりまして、局舎施設は先ほど説明させていただきましたとおり、約20キロから30キロ

以上は届かないということで、増幅機が設置、中にそういう機器が入ってございます。

アンテナ施設につきましては、いわゆる電柱というか、糸魚沢の322番地のところに、

、 、受信感度の一番いいところを測定し 電柱を立てて受信するアンテナをつけている施設

、 、 、 、いわゆる屋根アンテナと言いますよね パラボラじゃなくて 屋根アンテナ それから

ＢＳもあるので、それもつけます。

それから、放送設備につきましては、厚岸役場親局でございます。親局につきまして

は、今の防災行政無線と同じように、この役場の親局によって、すべての放送、緊急放

送から、例えば、先ほど、第３条、アからキのすべての情報をここで操作をするという

ことのできる施設でございます。

それから、保健福祉センター子局、それから厚岸味覚ターミナル子局、厚岸消防署子

局、この三つにつきましては、緊急放送ができる施設となっております。それから、厚

岸漁業協同組合子局、釧路太田農業協同組合子局、厚岸町商工会子局につきましては、

緊急放送はできませんが、先ほど説明したアからコの内容の放送ができる機器等が設置

されるものでございます。そういう名称を放送設備と総称して、別表に規定させていた

だいたところでございます。

それから、線路設備につきましては、当然のことながら、電柱、これは北電柱なりＮ

ＴＴ柱、既存のＮＴＴ柱、それから自柱、役場が立てなければならない電柱も含め、そ

れから、当然、光ケーブルを指しているものでございます。

以上でございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

。 、 、●室﨑委員 大体よくわかりました 一つだけ確認なんですが アンテナ設備というのは

。 、 、屋根アンテナという魚の骨みたいな格好したやつですよね それで これはそうすると
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テレビの放送をそこで受けて、それで親局まで持ってきて、そこから全部の端末に配信

するための受信アンテナであるというふうに解釈すればいいんですね。

●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。

●委員長（音喜多委員） ほかございませんか。

進みます。第３条、提供するサービス。

14番。

●竹田委員 ３条のところでお聞きします。放送サービス、難視聴地域ですか、厚岸町に

かなりな難視聴地域があるというふうに聞いております。住民の方々から、３月31日を

もって、既存のアパートないし一軒家の借家等々について入居がされていない場合は、

３月31日までに入居されていない場合については、厚岸町としては、そこにテレビの難

視聴区域を解消する機械等の設置はしないということが言われたと。３月31日、４月１

、 、 、日をもって入るということが 例えばはっきり入居がわかっている場合とか それから

何年も空き家になっていて入る見込みがないものとか、それらについては、入居が可能

である、例えば現在新築しているものとか、既存のものとかの分け方とかですね、そう

いったもので随分ちょっと理解してない部分等でですね、不満が出てるということで、

どうなってるんだという話を幾件から、私も専門的な部分で建築に携わっている者なの

で、随分電話の問い合わせ、それから、直接聞かれた部分等々がありました。それらに

ついてのですね、後々の不公平性というのが出る場合と出ない場合が、設置をする場合

の規定どおりの場合にですね、起こる場合があり得るというふうに理解をしたんですけ

ども、それらについての対応についてお聞きしたいと思います。

●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。

これは、平成21年度の国の大型補正によりまして、光ファイバー設備等々を行うとい

うことで、当町がその事業の補助の採択を受けることができまして実現したところでご

ざいます ただし この制度につきましては 平成21年度の国の予算で繰り越しをして 22。 、 、 、

年度中に事業を完成することが大原則であって、それ以前の制度では、宅内、家の中に

つけるものは、すべて有償でつけるということであったところが、この21年度の国の大

型補正にあっては、宅内につけるものもすべて無料でつけるという、国のそういう配慮

といいますか、景気対策等々もあってのことだと思いますけれども、そういう趣旨のも

とに、この補助金が採択されたところでございます。

したがいまして、３月31日に完成をし、その後につきましては、通常の補助制度に戻

ります。となると、宅内につきましては、当然、有償、補助対象にはなりません。そこ

、 、 、 、で 例えば４月１日に入居をされたと ４月１日 ０時０分から４月１日ですけれども
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入居されましたと。そのとき、たった0.0何秒で、お金を払ってつけれと言うのかという

ことかと思いますが、これは、制度上やむを得ないところでございます。なぜかと申し

ますと、従来の制度に戻るということは、当然、補助対象になりませんので、それを無

償でつけるということになりますと、簡単に申し上げますと、町の単独費で、町が負担

をして、４月１日以降入居された方の居所、住宅等につけるという判断をしなければな

らないと、そういう検討して結論を出さなければならないということが起こってくると

ころでございます。したがいまして、現在のところ、今の制度を遵守しながら進めてお

りますので、基本的には有償でつけていただくということしか現在のところは答弁でき

ませんので、ご理解賜りたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 決まりは決まりということで、理解しました。それでですね、その決まりの

中身の詳しい部分なんですけれども、例えばですね、３月25日をもって入居をするとい

う、現時点で入居をするというですね、契約書等々があればいいですよとか、ぎりぎり

の３月31日までに、すれすれにですね、入居をするよという、貸与する側と借りる側の

ですね、一般的に言う賃貸借の契約書というのがですね、成立なっていればいいものな

のか、それとも、その制度上、ちゃんと人が住んでいるのを、ふとん敷いてちゃんと寝

てるというのが確認されなければいけないのか、その辺の中身がね、ちょっと見えない

ものですから、その辺をもう一度詳しく聞きたいんですけど。

●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。

民民同士の賃貸借契約になろうかと思います。３月25日に入居しますという契約を交

わした、これは、例えばＡという者が厚岸に転入、そして、Ｂという屋主が契約を交わ

したということにつきましては、これは役場は知り得るところではございません。した

、 、 、 、がいまして あくまでも この制度につきましては 住民基本台帳に登載されておって

外国人登録の原票はちょっと省略いたしますけれども、おって、その時点が３月31日ま

でという、いわゆる制度になってございます。したがいまして、その契約書があるから

必ず入るんだということをもって、そして、いわゆる補助金を充当し、無償で貸与する

ということはできない制度になっているところでございます。

ちなみに、住民票があって、例えば、外国に長期出張をされてて、例えば半年とか出

張されてて、住んでないと、だけれども、住民票があって、そこに、当然、出張ですか

ら帰ってくるわけですね。こういう場合は補助対象になります、住民票が当然登録され

てますし。ただし、住民票がなくて、登録がなくて、いわゆる入居しますよという契約

をもっての無償の取りつけは、現制度では４月１日以降はできないというふうにご理解

賜りたいと存じます。

●委員長（音喜多委員） 14番。
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●竹田委員 住民票が現在厚岸町にある方の場合の話を、僕はしてたんですよ、外国人と

かでなくて、地方から来た場合とかじゃなくて、もともと厚岸町に住民票があって、そ

れから、手狭になった部分を捨てきって、新しいアパートに入居したい、または、新設

したアパート、新しいアパートというのは、新設したアパートや既存のアパートに転々

と住み歩く人もいると思うんですね。そのときの場合のことをちょっとお聞きしたかっ

、 、 、たんですけども ですから 住民票がもともと厚岸町にあるという限定のもとでですね

例えばそこに、次、移り住むといった場合はどうなのか。

●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。

住民票があり、家屋があり、そこに、いわゆる居所として登録されると、住民登録が

されているというところにつきましては、この制度にのっとって無償貸与で取りつけが

できます。そして、その後、転居されるときは、その転居費用が負担するという規定に

なってございますが、機器類の、大体、５万とか10万とかしますけども、その部分につ

いては、今住民登録されている家屋に無償で今回の制度にのっとってつけたものを移転

するわけですから、次の転居先に。その移転費用のみで、要するに、その機器は無償貸

与されるということになるというふうにご理解賜りたいと存じます。お答えになったで

しょうか。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 例えば、今、何年か住居されていない空き家があったとしますね。そこをで

すね、新しく改装したと、居住者がそこに今現在住んでないわけですよね、それを例え

ば、３月31日、４月１日以降、前ですから３月31日前までに、例えば契約をして、厚岸

町の住民登録をしている方で、厚岸町に新しく改装した、例えば賃貸契約を結んで入る

場合のその部分については、つけてもらえるか、もらえないかという話なんですよね。

わかりますか。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午前10時53分休憩

午前10時54分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

総務課長。

●総務課長（佐藤課長） お答え申し上げます。
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３月31日０時０分までに、要するに、そこに住んでらっしゃると、住民票があるとい

うことであれば、無償貸与、設置が可能でございます。その後、転居されれば移設とい

うことになるということで、ご理解賜りたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 単純に言うと、その新しく住む場所に住民票が移っていないとだめだという

ことを言っていることなんですね。今の答弁だったら、そういうふうに思ったんですけ

ど。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） 今現在、３月31日までに転居する前のところに無償で、３月31

日０時０分まで、要するに、24時までは無償でつけます。そこが寒いから、４月１日に

転居する、それは移設しますということではないんで、という、私はご質問と承って答

弁してるつもりなんですが。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午前10時56分休憩

午前11時00分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

総務課長。

●総務課長（佐藤課長） まことに質問の趣旨を理解できなくて申しわけございません。

３月31日にそういう状況であれば、無償貸与で取りつけができるところでございます。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 確認のために、もう一回聞いてみます。住民票が移ってなくても、例えばで

すよ、そのところにもう住んでしまってオーケーなのか、住民票も移す、住むのも、住

んでるということが両方確認されなきゃいけないのか、さっきそれを言ったんですよ、

寝てるのを確認できないとだめなのかっていう話を、そこでしたんです。だから、荷物

、 、 、 、 、も移す 住民票もそこに移す だけど 実際 寝泊まりはしてない場合もありますよね

完璧にまだ、ベッドがちょっと遅くなって、４月の２日からそこに住むんだと、でも、

住民票も移しますよ、そこに荷物も運んでおきますよといった場合とか、いろいろなケ

ースありますよね、その辺をもう一度聞きたいんです。
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●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） あくまでも、この制度は、住民票、住民登録で判断していただ

ければと思います。ご理解賜りたく、よろしくお願いします。

●委員長（音喜多委員） よろしいですか。

10番。

●谷口委員 ＩＰ告知だとか地デジだとか、インターネットの端末の接続、そして、その

試験は、放送試験だとかね、そういうのはもう始まっているんですか、いつごろから始

まるんですか。

●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。

、 、 。実は 例えばテレビ放送で言いますと いわゆる放送事業者が電波を送信しています

それを、厚岸町で言うと、糸魚沢の地域で、先ほど申し上げたアンテナで受信をし、再

送信をすることになります。それにつきましては、通信事業法で、いわゆる総務大臣、

総務省に届出、あるいは、再送信の場合の認可、許可が必要になります。これにつきま

、 、 。しては申請中でございますが まだ 試験送信ができる状況にはなってはございません

今、テレビ放送のことだけで申し上げてございますけれども、まだ、試験送信ができる

状況にはなってございません。きょうが７日ですから、来週あたりには、総合通信局の

ほうから通知が来るかと、私どものほうはそのように承知しております。ただ、これは

確定的なものではございません。いずれにしても、その通知が来てから、いわゆる試験

ができると、試験送信等ができるということでございます。

ＩＰ告知につきましては、いわゆる届出、許認可等については、ないところでござい

ますので、施設設備が整い次第、電話が通じるかどうかのテストができるかと、このよ

うに考えてございます。

インターネットにつきましては、基本的に通信事業者に貸与することになります。し

、 、たがいまして 各個々人がインターネット通信事業者と契約を結ぶことになりますので

これに関しては、厚岸町は関与はいたさないところでございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 ＩＰ告知の機械は、今、それぞれ各戸に端末機送ってますよね、宅急便か何

かでね。それで、大体届いているのかなというふうに思うんですけれど、これを設置し

て試験をするということですよね。それで、話を聞いていると、地デジのほうも再送信

のほうも、同じように行うというふうに聞いているんですけれど、そういうことをきち

んとやるために、この間、何か、募集のチラシが入ったんですけれど、それをやるため

の、あれは、この間のチラシだったんでしょうか、民間会社のチラシなんですけれど。
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●委員長（音喜多委員） 総務課長。

（ ） 、 、 、●総務課長 佐藤課長 この間 新聞折り込みに入った求人広告 これにつきましては

それぞれの家庭に宅内設備等を接続する仕事をするわけです、それの工事調整のために

人員を増員したというところでございます。その日程調整をするために、人員を増員す

るために求人広告を出したと、そのように承知しているところでございます。地デジと

ＩＰ、これは、その工事は、大体、家の中一つですので、そのための求人広告というふ

うに承知してございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 それで、これは、設置する、接続するときに、そのときに試験も行うという

ふうに理解していいのかどうなのか。

それから、もう一つお伺いしたいんですけど、地デジがこれで再送信されるというこ

とになっていますけれど、現在、地デジ対応を、難視聴地域ですけれど、地デジ対応が

きちんとできるような体制に今なっているのかどうなのか、各家庭がね、全然そういう

対応が、テレビも買いかえていないし、あるいはチューナー等も用意してないという家

も、そういう家があるのかどうなのか、その辺についてはきちんと調査をされているの

か、まだ全然対応されていない家はどのぐらいあるとかね、そういうことは、現在、調

査は行っていたんでしょうか、わかるんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

（ ） 、 、 、●総務課長 佐藤課長 一つ目の質問で 設置のときに試験をするのだと これは当然

線がきちっとつながっているかどうか、これは、家の中に入って工事をする方が接続工

事して、ずっと、入るかどうか、これは当然確認いたします。それから、地デジの関係

の、いわゆる新しいテレビと、もう、地デジのチューナーもＢＳデジタルチューナーも

入っている新しいテレビであれば要らないですけども、ある程度古いテレビでも、アナ

ログでも、チューナーをつければ見れるテレビが当然ありますけれども、それらについ

て、どの程度、この厚岸町内の各世帯がそれに対応しているかということについては、

現在、私ども、まことにお答えにくいんですが、調査はしてございません。調査をして

いるところではございません。したがいまして、この工事をしているときに、例えば、

チューナーがないので、要するに、地デジが見れないと、その場合は、７月24日までア

ナログテレビで見ていただくことになろうかというふうに思うところでございます。そ

れまでに地デジチューナーを用意していただくか、新しいテレビを買っていただくかと

いう対応をお願いするということしかお答えできないところをご理解賜りたいと存じま

す。

●委員長（音喜多委員） 10番。
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●谷口委員 そうすると、そのとき試験をして、接続したときにね、そこから使えるとい

うことではないんですか。それとも、それは、たまたまその端末の機械と、それから本

局といいますか、そちらときちんと接続されているかどうかということを確認するだけ

で、そこはそれで終わってしまうのか、あるいは、テレビのほうも、接続をするけれど

も、そのときは、接続したけれども、以前の自分のアンテナ等で受信をしていくという

ことになるのか、その辺もう一度教えていただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） まず、地デジの関係からでございますが、試験送信、いわゆる

通信ですね、電波というか、信号を流します、地デジ用の。これを流して、実際にきち

っと二百八十何キロ引っ張った線が全部つながってて、信号が届いて、見えるか見えな

いかというテストを当然しなければなりません。それをやるということは、簡単に言い

ますと、ずっと流し続けなければ、全町つながっているわけですから、何か大きな障害

があって、ここが映らない、ここに信号が届いてないというときは、当然、断線、要す

るに、信号は切って、それぞれふぐあいなところを直さなければなりません。ただし、

それがない場合は、信号を切ってしまうと、当然、つないで見ている人は地デジをもう

見られているわけですから、それから、もうアンテナを外してしまった、アナログは見

れないという部分になると、テレビが見れない状況になります。したがいまして、基本

的には、テスト送信といえども、信号は流し続けて、３月31日までテストをし続けるこ

とになると思います。

それから、インターネットについては、先ほど申したとおりでございます。

それから、ＩＰ告知でございます。これも同様でございまして、要するに、つながる

。 、 、 、かどうか 例えば 固定電話の番号が今付番されるようでございますけれども 例えば

私が５３局の１１１１番だということで、Ｂという方が５２局の２２２２番だというこ

とで電話をかけてみて、通じるか通じないかという、そういうテストを当然するという

ことと、これにつきましては、サーバー機のほうで確認が、役場のメーンサーバー機の

ほうで、すべての端末の管理がされていますので、どこが通じるか通じてないかという

確認がとれます。それがとれない場合は、当然、なぜとれないのかという検証をしなき

ゃなりません。それらの検証を済ませた後に、きちんと通じるということを確認するた

めの時間が要るということの意味での試験ということでご理解賜りたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 それで、この取りつけ工事は大体いつごろから始まっていく予定で今います

か、端末。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。
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●総務課長（佐藤課長） 既に配線関係、それから、いわゆる電柱から本線から家に引き

込んでいる関係は、ほとんどもう大体終わっておりますけれども、問題は、宅内のＧ－

ＯＮＵとＶ－ＯＮＵ、地デジ、それからＩＰ、両方言いますと、肌色のものとねずみ色

のものがあると思うんですが、それらについては３月８日ころから随時入る予定になっ

てございます。ですから、３月１日というと、あすごろから入ると。ですから、もう、

箱で届いていると思うんですが、あれの中から、いわゆるテレビ電話というものを出し

て、ねずみ色のものに差して、届くか届かないかするという工事に入るということでご

理解賜りたいと思います。

●委員長（音喜多委員） いいですか。

ほかございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） なければ、進みます。

第４条、サービス提供地域。

２番。

●堀委員 この第４条で、サービス提供地域が町内のすべての地域というふうになってい

るんですけれども、第３条の第１項の第２号、放送サービスといった点では、既に先ん

じて難視聴対策として共聴利用組合などがテレビの放送受信などを自分たちで対応して

いるところというものが町内には幾つかあると思いますし、また、それらのところは、

今回のこのサービスというものが行ってないというふうに聞いてます。実際のところ、

町内に何戸の団体というものがあって、それぞれ加入件数というものが何戸なのかをま

ず教えていただきたいんですけれども。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午前11時18分休憩

午前11時20分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

町民課長。

（ ） 、 、 、 、●町民課長 米内山課長 現在 テレビ共聴組合は 細かいところも入れますと 約18

共聴組合がございます。そのほかに、中継局ということで２局ほど設けております。こ

れは上尾幌のサテ、それから住の江町にあるサテ、この２局が中継局。さきに申し上げ

ましたテレビ共聴組合18のうち、五つについてはまだ対応していませんので、13、共聴

組合が対応済みということで、戸数にしますと、ちょっと出入りもありまして、あれな
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んですが、地デジの対応済みの戸数は約1,100というふうにとらえてございます……、少

々お待ちください、申しわけございません、数字ちょっと変わってまして、大体1,300程

度ということで、あとの端数の数字がちょっと動いてございますので、1,300程度という

ふうにお答え申し上げます。

●委員長（音喜多委員） ２番。

、 、●堀委員 各利用組合ごとにちょっと教えてもらいたかったんですけど 突然だったんで

それはまあ、総体の1,300という数字でとりあえずはいいとします。この1,300なんです

けれども、ＢＳデジタル放送を対応しているところというのは、このうち何戸あるんで

しょうか。

●委員長（音喜多委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） ＢＳにつきましては、今現在、どこの共聴組合も対応してい

るところもそうなんですが、アナログのＢＳ、これの対応でございます。これは、大き

いところで言いますと、私ども今とらえているのは、大きいところで、宮園、鉄北、こ

れに伴う光栄、それから住の江、この辺のところはＢＳ対応を、アナログのＢＳの対応

をしているということを聞いてございますが、ほかのところについては、ちょっと定か

ではございません。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 今回、この情報通信基盤施設ということで整備事業が行われたんですけども、

当初は、このＢＳデジタル放送というものは入ってなかったはずなんですよ。地上デジ

タル放送だけが入っていると、そういった中では、私が当初思ってたのは、補助対象に

ならない、既にもう難視聴地域としての共聴利用組合がやっているところ、これはもう

先にやってしまってて、今回のこれらの補助対象の中には入らないけれども、それは先

。 、にやってしまったからしようがないのかなというようなものの中で思ってました ただ

今回これが、事業が進んだ中で、最終段階になって、このＢＳのデジタル放送がされる

ようになったといったときには、これらのですね、既に先じて難視聴対策をやった難聴

組合というものが、ＢＳデジタル放送を受けれない、格差が生じてしまうと、今まで何

もやっていなかったところは町のほうで見れるようにはなるんだけれども、自分方やっ

たところは、ＢＳデジタルっていうのは、自分方で何らかの、パラボラアンテナなりを

設置してやらなければならないといったようなですね、そのサービス格差というものが

ですね、生まれてしまっているんじゃないのかなと思うんですけれども、この点につい

てはどのように考えているんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。
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●総務課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

ＢＳデジタル放送につきましては、当初、この制度につきましては、地上デジタル化

になることによって、いわゆるデジタル化の電波の伝播の距離が短くなる、難視聴地域

がふえるということで、それを整備することも一つの事業としてやってきたわけでござ

、 、 、 、 、 、いますけれども 工事を進めていくうちに 町民の方から 今現在 屋根アンテナ Ｕ

Ｖ、それからパラボラ、全部ミックスされて、１本の同軸で３部屋に全部見れる状況に

なってると。ところが、この制度を、地デジだけの制度なんで、それで配信すると、パ

ラボラアンテナを取りつけて、例えば新築の住宅、新しい住宅に、壁に、いわゆるモー

ルをつけて、同軸をつけて、そのＢＳのデジタルを再配線をしなきゃならない、当然、

負担も生じてくるわけです。そこで、そういう町民の方からの多数のそういう電話が役

場のほうに、担当のほうに参りまして、実は、総合通信局のほうとかけ合いました。何

とかＢＳデジタルについても補助対象の中でできるようにご配慮を願いたいということ

でお願いをしてまいったところ、このたび、何とかその補助対象の中で、ＢＳデジタル

についても補助対象にしましょうという内々示をいただいたところでございます。それ

をもって、このたび、ＢＳデジタルと地上デジタルをいわゆるミックスさせていくこと

によって、１本の同軸で宅内のあれが、ＢＳ、地デジ、すべてが見れることになったと

いうことで、多数の町民の方から、そういう苦情と申しますか、どうしてくれるんだと

か、そういうお話があったことを解消するべく、総合通信局とも相談をさせていただき

まして、何とか補助の中でできるところになったところであります。

ただし、委員ご指摘のとおり、不公平感は否めないところでございます。なぜかと申

しますと、片や、ＢＳデジタル、地デジ、すべて、配線がきちっとされていれば、１本

つなげばすべて見れる、それも無償貸与ということで、ところが、共聴組合でそういう

対応してないところについては、自分でパラボラを買って、ＢＳデジタル対応のチュー

ナーを買って見るか、要するに、そういう負担が生じてくると、そういう不公平感は否

めないところでございますけれども、制度が、私から申し上げるまでもなく、そういう

制度でございまして、そういう不公平感はございますが、とりあえずは、厚岸町全域が

。難視聴を解消するべく第一歩を踏み込んだということでご理解賜りたいと存じています

●委員長（音喜多委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） 申しわけございません、ちょっと訂正させていただきたいん

ですが、先ほど、テレビ共聴組合の中で、対応済みの戸数1,300と申し上げましたけれど

も、最初に1,100と申し上げてたんですけど、そちらの1,100のほうがですね、正確な数

字でございますので、申しわけございませんでした。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 事業上は、今、一時、その行政サービスの格差というものが生じても、それは

しようがないのかなというのは私も思います。この３月の31日というか、７月の24日ま

でにですね、テレビのほうはすべて対応しなければならない、そのためのこの３月の31
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日までに事業化してやるわけですから、一時は、その不公平感というものがあってもし

ようがないのかなというふうには思います。ただ、その不公平感をそのままにしておい

ていいのかというふうには私はならないと思うんですよ。これはやはり、何らかのとこ

ろでは、やはり徐々に解消をですね、していくことをですね、しなければならないんじ

ゃないのかなと。共聴利用組合ごとに新たに放送サービスをですね、再送信ができるよ

、 、 、 、うなですね 設備投資なりをですね やはりですね 今後していくというものがですね

ならなければいけないのかなと。共聴利用組合がどうしてもそういう町のほうの放送サ

ービスには入らないんだと、自分たちでいつまでもやるんだというようなですね、我を

、 、 、 、張れば それはその組合はその組合でいいのかもしれませんけれども なかなか 当然

利用組合というものは料金を取っての運営というふうにしていると思いますんで、そう

なったときには、やはり町がこのようにですね、無償貸与するサービスといったものに

ですね、やはり乗っかったほうが、将来的には、やはり共聴利用組合の人方にとっても

。 、 、いいのじゃないのかなと 今はこういうふうにですね 格差が一時あってもいいけども

やはり将来的なものというものをですね、しっかりと示していただきたいと思うんです

けれども、この点についてはどう考えるんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） お答え申し上げます。将来的にということで答弁させていただ

きます。

先ほど申し上げましたとおり、不公平感は否めないところは事実でございます。ただ

し、将来的に、この共聴組合との関係につきましては、良視地域につきましては、基本

的には自分で要するに整備するのが、これは当然のことであると思います。ただし、共

聴組合の関係で、将来ずっと続けるのか、それとも解散するのか、これはそれぞれの共

聴組合のご判断によるところでございますが、最低10年間、この補助制度によって、い

わゆる共聴設備をやっている世帯が、役場が今やっているこの制度に乗っかってってい

る、いわゆる無償貸与に変更することはできないということが、総合通信局とのいろい

ろな打ち合わせの中ではっきりわかってまいりました。したがいまして、この10年間に

つきましては、いわゆる共聴組合から抜けて、町のこの事業に乗っかってやるというこ

とはできないというふうにご理解賜りたいと思います。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 そうすると、10年間という縛りがある、これは、要するに、共聴利用組合側が

補助事業を使ってやって10年間ということだというふうにして理解していいのかと思い

ます。そうすると、例えば早いところだと、５年前ぐらいとかには、もう既に国のです

ね、補助事業なりをもらって対応してたところというのはあると思うんですよ。という

ことは、例えばこれから５年後ぐらいには、そういう改修というものが可能になると。

そのときに相談があったときには、町としても何らかの相談というか、事業化といった

ものの中ではですね、乗れるというふうに考えておいてよろしいんでしょうか。
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●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

今、５年という数字が出ましたので、５年という数字で言わせていただきますと、５

年間で共聴組合に補助金が導入されて整備をされたのが、広域適化法等が５年間で切れ

て、要するに、解散できる状況になると、補助金を返還しなくても解散できる状況にな

るということになった際には、当然、そこは難視聴地域ですから共聴をやっているわけ

ですから、解散すると、当然見れない状況になります。そうした際に、この事業でやる

場合に、ことしの、21年からの繰り越しの事業では、公共生活対策、公共投資臨時交付

金という交付金が13億円ほどついたので、過疎債、いわゆる借金が約１億円程度で済ん

だということで、まことにおいしい事業であったところでございますけれども、この共

聴組合が解散し、この事業で、いわゆる信号を流すという場合には、総合通信局が出す

補助金、約３分の１、残りは起債等々で整備をすることになると思います。その際に、

見えないまま放っておくわけにはいきません。したがいまして、今、５年という数字が

出ましたから、この５年の間には、どのような方策で、どのような資金を持って、どう

いうことができるかということを考えていかなければならないと思います。委員、既に

ご承知のとおり、今、Ａ案、Ｂ案とか、いろんな問題が、光何とかということで、総務

省のほうでやってるようでございます。今後、どのような流れになっていくかも見きわ

めながら考えてまいりたいと思っておりますので、ご理解賜りたいと存じます。

●委員長（音喜多委員） ほかございませんか。

（ なし」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） なければ、進みます。

第５条、管理運営。

（ なし」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 第６条、厚岸情報ネットワークを利用することができる者。

13番。

●室﨑委員 ここは、被利用者の規定ですよね。いわゆる利用できる者、利用可能者のと

言ったらいいかな。それで、ちょっとさっきの宅内補助との関係で、要するに、もう一

度ちょっとお聞きしたいんですけどね、この中で、本町の住民基本台帳に記録されてい

る者、もしくは外国人登録原票に登録されている者、これが３月31日現在をもって宅内

補助の恩恵を受けるということでしたよね。そうすると、町内に居住用の家屋を有する

者というのは、利用可能者にはなりますけれども、宅内補助については受けないであろ

うと。それから、２号ですね、これらについても当然、宅内補助対象可能にはならない
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というふうに押さえればよろしいんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） ３月31日までにということでお答え申し上げます。

第１号につきましては、ここで規定しているとおり、住民基本台帳に登録される者も

しくは外国人登録票に登録される者につきましては、無償で貸与すると。それから、第

２号につきましては、法人と公共団体、いわゆる町長が認めた、いわゆる法人等で、無

償でつける者、それから有償の場合もございます、これにつきましては、先ほど説明し

た規則のほうで規定しているとおりでございまして、有償無償の判断につきましては、

その規則によって判断させていただくことになります。したがいまして、３月31日まで

の間に、この第２号にかかわる法人等につきましては、公的機関等を含め、法人、公的

機関、団体について無償で貸与するということになろうかと思います。

●室﨑委員 ８条のほうにもう一度あるので、８条のほうでもう一遍聞きます。

●委員長（音喜多委員） いいですか。

●室﨑委員 ごめんなさい、ちょっと先走りしました、８条でもう一遍聞きます。

●委員長（音喜多委員） それでは、進みます。

第７条、利用の承認。ございませんか。

（ なし」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 第８条、利用者設備の設置。

13番。

●室﨑委員 ６条と絡みますので、ちょっとよろしくお願いします。

６条のほうでもって利用者の一覧が出ているわけですよね。その中から今度は、８条

、 、 、 、 、 、で 特に３月 年度内ですな これについては 特別の規定が上積みになって それで

宅内施設についても本人負担にしなくてもいいよというものが一部あるわけですね。そ

の利用者の、その一部宅内についても無料になりますよというのが、６条の１号に出て

いる、要するに、本町の住民基本台帳に記録されているもの、要するに、そこに住所が

ある者ですね、それと外国人登録原票、これもそこに住所がある、その住所のある居宅

内の者についてはという特別規定があるけれども、新年度からはそれがなくなるから、

宅内については自己負担になりますよという話がさっきあったと思うんです。今度、２

号では、法人等が書いていますし、１号にももう一つあるんですよね、町内に居住用の

家屋を有する者というね、これらについての有償無償について、どういう基準で、どの

ように行われているか、そこのところを説明いただきたいと思います。
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●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） 第１号の有償無償の、いわゆる町内に家屋等を有する者の考え

方でございます。これにつきましては、例えば別荘なんかを持っている方、それから、

先ほどちょっと申し上げましたが、長期出張されて、事務所はあるけれども、いない方

について、要するに、これらは無償で、３月31日までに住民票の登録があれば無償貸与

になるということでご理解賜りたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 ちょっと話がね、ぶれてるんじゃないかと思うんですよ。別荘があるという

場合には、本宅じゃないから、別荘に住民票置いてないでしょう。だから、別荘のある

人、何人いるか知りませんけどね、ここに、町内の居住の家屋を有する者というのが別

荘だとすれば、この場合には、年度内の特別の補助はないんじゃないですか。居住して

いるその住民票をもって、住民票があっても、現実にはまだ居住してませんよなんてい

う話は今こっちへ置いて、住民票があるということは、そこに居住したから住民票があ

るわけですよね。ということでもって、住民票基準で見るわけですよ。そのときに、住

、 、民基本台帳に記録されている者 もしくは外国人登録原票っていうのは同じ意味ですね

この場合はね。それについては、特別の年度内の宅内補助がありますから、本人の負担

、 。 。はありません こういう話でさっき終わったと思います それでいいんだと思うんです

そうすると、そこで今、長期出張してる人とか、別荘の人とかというときに、何かちょ

っとふらふらっとしたような話が聞こえたんだけども、長期出張してても、ここのとこ

ろに住民票があるんであるならば、住所があるんですから、それでいいんじゃないです

か。

それから、別荘云々ということになるというと、本宅じゃないですから、ですから、

そこのところには住民票ないわけですから、そこのところでは、特別の補助というのは

。 、年度内であってもないというふうに解釈すべきではないかと さっきの基準からいくと

いうふうに思うんですが、いかがでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午前11時44分休憩

午前11時48分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

総務課長。

●総務課長（佐藤課長） 大変わかりづらい説明で、本当に申しわけなく存じます。住民
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登録外、私ども、住登外、住登外と言ってますけども、土地で言うと不在地主、東京に

住所があって、厚岸に土地を持ってる、東京に住所があって、厚岸に家があって、そこ

に住んでるという方、住民票は当然ありません。この方たちにつきましては、この事業

でやらなければ、地デジの難視地域にある、例えばそういう家屋が、テレビを見ること

ができません。したがいまして、総務省のほうで、総合通信局のほうでは、この住登外

と言わせていただきますが、その方たちについても、住民票がなくても、無償でよろし

いですよという見解をいただいてまいっているところでございます。ちなみに、約30名

ほどカウントされております。

それから、先ほどの別荘につきましても同様の扱いでございまして、例えば避暑、真

夏の暑いときに来てるときに、テレビが見られないというようなことが、障害が起きる

ということで、同じような扱いにするということで、先ほど別荘というふうに表現をし

てしまいましたけれども、簡単に申し上げますと、そういう住民登録がないけれども、

家屋を有してて、そこに住んでいる方については、この制度にのっとって無償で貸与等

々をするということの内容でございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 今のもう一度確認しますね。それは、年度内に上積みになってる補助までに

ついて全部そうなんですか。それとも、基本的な部分での、要するに、４月１日からは

本則に戻りますという話がありましたよね、その本則についての部分なんですか。そこ

のところをちょっと教えてください。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） あくまでも、３月31日までの今回の制度上の中でのお話でござ

います。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 そうしますとね、先ほど、お隣の14番議員さんのほうから出ていたですね、

住民票がない、そして、ここの町民であるという人がですね、独立して、例えば今、家

を借りるとか、部屋を借りるとかいうときには、この２階建てになった部分の年度内に

というのには当たりませんよ、何となれば、住民票で形式的に解釈するんですからとい

うことと、これとは合わなくなってくるんじゃないかなという気がするんですが、その

点についてはどうなんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） お答えを申し上げます。

委員ご指摘のとおり、まさしくそのとおりでございます。ただし、これにつきまして
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は、私ども、総務省総合通信局とも、かなりやりとりをさせていただきまして、住登外

というふうに申し上げさせていただきますが、この方たちについても、３月31日時点で

は、いわゆる無償でつけるということで、先ほど14番議員に答弁したことと、この取り

扱いについては、制度上のそごと申しますか、そういうことはあるということは否めな

いところでございます。ただし、これをしないことによって、やはり厚岸に居住されて

いる方への不利益を何とか解消しようということでの通信局とのお話し合いの中でのご

了解をいただいたということでございますので、ご理解を賜りたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 一応、国の制度として、こういう齟齬が出てくる部分があるということで、

差し当たっては仕方がないんだろう、国のほうでは、ここまで認めたけど、これはだめ

だよということについて、相当、町の担当者としては、いやいや、そう言わずにという

ことは、議会では言えないでしょうけども、相当やりとりはあったんだろうと思います

から、その結果、ここまで来てるということは、大体推測します。その上で、今、それ

が主要論点ではないですけども、こういうものをやるときには、いろいろとそういう、

全体の中ではごく一部だし、数としてはわずかかもしれないけれども、どうして右手と

左手がこんなに違うのというものが出てくることは、これはあり得るんですね。そうい

うものについては、この後ですね、やはりそこんところ、びほう策といいますか、破れ

てるところを縫うという意味ですが、というふうに小規模修正は、これは町の仕事とし

て考えていかねばならないというお考えはお持ちでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

まことに国と町民の皆様との間に入って、これは仕事ですから、口説いてるわけでは

ございませんが、この後、いかに公平に、そして、いかに皆さんが安全に、それからき

れいな画像、それから瞬時な放送、それからいろんなＰＲ、このＩＰ、光通信を活用し

て、公平に、かつ有効にできるかということを十分検討しながら、鋭意努力してまいり

たいと考えておりますので、よろしく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 それで、６条で言うところの１号のほうの話はわかったんですが、２号のほ

うなんですね、今度は法人団体、個人じゃないですね。これについての有償無償、今の

年度内のところでお聞きするんですが、これについてはどういうような形になってます

か。先ほど規則の話もちょっと出ておりましたので、そのあたり、まとめて、わかりや

すくご説明いただきたい。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。
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●総務課長（佐藤課長） ６条第２号につきましてですが、これも基本的に第１号と同様

の考え方で、３月31日現在で町長が認めた、いわゆる公共的施設については無償で取り

つけするというところでございます。その規則の第６条に規定しております、利用者設

備の設置の特例ということで、第１号から第４号に規定しているところでございます。

これにつきましても、３月31日で判断をされて無償で設置ということになるところでご

ざいます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 それで、規則の第６条なんですが、１号から３号までは、一応累計的という

か、具体的に説明があるんですが、４号については、前３号に定めるもののほか、町長

が特に認めた事務所等という言い方なので、これだけではよくわからないんですね。例

示で結構ですから、どんなものがこれに当たるということになっているのかについて、

ご説明をいただきたいと思います。

●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。

先ほど、私、提案理由を説明させていただいたところでございますが、町長が特に必

要と認めたものというところでございますけれども、国、道の機関、事務所等を初め漁

協、農協、割愛いたしますが、災害対策上必要と認める不特定多数の人がある一定程度

の時間を要し利用する、これは、例えば銀行等で、キャッシュカードではなくて、印鑑

、 、 、 、をお持ちして 1,000万円 500万円おろすと それにキャッシュが必要だというときに

１時間、２時間待たせる、その際に大地震が来たと、そこに、例えば告知、端末等で緊

急放送が流れないといった場合には大変なことになるであろうということで、個別の名

、 、称を挙げさせていただきますが 現在想定しているところを金融機関で申し上げますと

北洋銀行、大地みらい信用銀行、郵便局、それからＪＡ厚岸は先ほど申し上げたとおり

でございます。このほか、今現在検討中の部分につきましては、先般、12月の第４回定

例会で13番議員からご指摘のありました、人が多く集まる施設等々、例えば寺院ですと

か、民間の集会施設とか、そういうところには、最低でも無線施設の設置を検討してい

ただきたいということでご指摘を受けてございます。その件についてもご検討させてい

ただいておりますが、その辺のかけ合いもございますので、それらをどのように組み合

わせていくかということで、現在、今申し上げた以外の部分についても検討中でござい

ますので、ご理解賜りたいと思います。

●委員長（音喜多委員） いいですか。

この条で、ほかにございますか。今、８条です。２人ほどあるんですね。２人につい

ては、午後からといたしたいと思います。

再開は午後１時、昼食のため休憩します。
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午後０時00分休憩

午後１時00分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

第８条、利用者設備の設置の関係。

10番議員さんから進めてまいりたいと思います。

10番。

●谷口委員 済みません、この２項の、前項ただし書きに規定する貸与及び設置に係る有

料とする額は、町長が別に定めるというふうになっているんですが、これについてはも

うできているんでしょうか。

それと、もし、委員長お許しいただければ、この10条の２もそのようなことが出てい

るんですけど、これは、前条の、８条の２項と同じような金額が負担金額となるという

ふうに考えていいんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

第２項では、ただし書きに規定する貸与及び設置に係る有料とする額は、町長が別に

定めることと規定しておるというところでございますが、現在、この、別に定める規定

は、つくってはおりません。調整中ということで、ご理解いただきたいと思います。理

由としては 有料の額ですね それがかなり変動してございます 全道で言いますと 56、 、 、 、

団体がこの事業をやっているようです。かなりの台数が、要するに、購入というか、使

われるということで、価格が下がったり上がったりあるようでございまして、それを見

定めなければ価格を決定することができません。それと、ここで価格を決めてしまいま

すと、逆に下落したとき、例えば５万という規定を設けてしまったと、要項なり何なり

で、そうしたときに、実際に３万に下がったといったときには、じゃ、５万いただくの

かということもちょっと考えなければなりませんので、その辺の規定の手法といいます

か、その辺を今考えながら、調整中でございますので、今お示しすることはできないと

いうことをご理解賜りたいと存じます。

それから、10条２項につきましても、同様の趣旨でございますので、ご理解を賜りた

いと存じます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 そうすると、このことつにいては、結果的には、４月１日の実施日にならな

いと決定しないということなんでしょうか。
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●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） 答弁申し上げます。

少なくとも、４月１日、条例が施行されます、規則等も試行されます、それまでには

。 、 、要項等も当然整備をする必要がございます それまでの間に 先ほど申し上げたとおり

、 、そういうことを勘案しながら どのような規定を設けることが適切かどうかを判断して

要項等を作成して調整してまいりたいと考えております。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 そうすると、今、１回目の説明で、価格等の変動が、設置台数がかなりある

ということから、変わる可能性があるんだということで、今、その金額を決定すること

ができないということなんですけど、結果的に、これ、長い期間使うものですよね。そ

、 、 、うすると やっぱり上がったり下がったりすると思うんですけれど 機械についてはね

、 。 、取付料はまたきっと ある程度固定できるのかなというふうに思いますけれど それと

、 、 、 、もう一つは 電柱から引っ張る場合ありますよね その工事も含めて ここでは料金が

、 。その料金も含めてというふうに理解していいんですか もともと流れている線から取る

●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。

先ほど申し上げたとおり、その価格変動等によることによることで、今調整中という

ことはご理解いただきたいと思います。それから、工事の内容ですけれども、機器の価

格もさることながら、いわゆる引き込み線、引き込みの工事、これにつきましては、距

離ですとか、そういうことで全然価格が違います。例えば、光回線ですと、スパンが40

メートルを超えると、電柱を１本立てなきゃならないという規格があるそうでございま

す。そうすると、例えばどっかにつけたいというときに、50メートルあると、そうする

と、そこにもう１本電柱を立てなければならない、その電柱の料金も、基本的には土地

代なり、電柱を立てるところの土地代は無償ですけども、その電柱代ですとか、そうい

う工事費は負担がかかることがありますので、それらがどういう状況か、建物があると

ころなりそういうところ、設置するところが、どういう状況かによっては、かなり価格

の変動があるということが想定されます。したがいまして、それをどのように規定する

かがちょっとかなり難しいところでございますので、実費という表現もありますが、そ

の実費は何が実費なんだということもございます。これは、有料でつける場合は、要す

るに、つける方が施工する業者さんに頼むわけですから、その業者さんによっても値段

の違いもございます。そうすると、不公平感という、価格が高い業者さんもあるだろう

、 。 、 、し 安い業者さんもあると思います そうすると そういうときに実費といったときに

安い業者さんを選ぶ方は安い業者を選ぶかもしれませんけれども、その実費という表現

が、どういう不公平感なり公平になるのか、その辺も十分考えなければならないという

ふうに考えておりますので、その辺ちょっと十分、どのような規定が一番公平になる規
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定になるのか考えながらつくってまいりたいと、このように考えてございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 あと、もう一つお伺いしたいのは、今度、そういう工事をやりますよね、そ

ういう場合の業者の選定、あるいは機器の貸与でもそうなんですけど、これを扱う業者

なんですけど、これはどういうふうになっていくんでしょうか。例えば、町内の業者が

できるのか、あるいは、今、委託をしようとするところの指定の業者でなければだめな

のか、そういうあたりはどういうふうに、もしやる場合は、町民に徹底されるのか。例

えば水道の指定店みたいなのありますよね、そういう方法でやるのか、そのあたりちょ

っと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。

まず、例えば水道、それから下水道のように、指定店を設ける考えはございません。

それから、機器については、例えば市販で同じようなもので、同じような構造で、同

じものができるものが市販されたと、量販店で、それをつけることによって何らかの障

害が起きる可能性があるという、これは可能性があります。そうすると、そのことによ

ってメインサーバがダウンしたとか、そういうことが起こらないように、機器だけは町

が指定します。今、宅内で地デジであると、黄土色のＶ－ＯＮＬというのがついている

と思います。それから、ＩＰでは三菱製だったかな、ねずみ色のＧ－ＯＮＬというのが

ついていると思います。その機種を指定して、障害が起こらない機器を指定して、業者

さんを私どもは指定することはしません。ただ、機器だけは指定して、障害が起こらな

いようにするように考えております。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 それで、その業者はどういう業者ができるんですか。機器を指定するといっ

、 、 、てもね 例えば町内にいる何々電気だとかという 電柱に上っている人たちいますよね

そういう会社ができるのか、あるいは、電気製品を販売している業者がそういうことを

できるのか、あるいは、町内にはそういう業者がいなくて、こういうところを経て頼ま

なければできないとか、指定できない、指定できないというけど、どういう業者だった

ら指定しなくてもできるようになっているんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

、 、 、 、基本的に 光回線の芯線につきましては 例えば 箇所を動かすとか何とかといって

今、家庭内につける、何か丸めて少し余裕をもってやっているようですけれども、どこ
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かに動かしたいとかというとき、線が足りなくなったという場合には、あの線は、融着

と言ってくっつけるんですが、本線は融着できるんですが、あの白い線は融着できない

んです。それをできる業者は厚岸町内にはございません。したがいまして、この専門業

者、光の回線というか、芯線ですね、それをできる技術を持ってる業者を、町がその業

者にお願いをして、やってくださいということになろうかと思います。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 結果的には、そうすると、町にお願いをしてそういう工事を行うということ

なんですか。個人がするんではなくて、あくまでも町のほうで、ある町民から依頼が来

た、ある工事から依頼が来たという場合には、町がそれを、わかりましたと聞いて、業

者に発注してやるという方法に、工事を行うと、あるいは設置をするということになっ

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） お答えを申し上げます。

基本的には、そのようになるかと思います。先ほど申し上げたとおり、地元業者さん

では、そういう工事をできるところがございませんので、そういう業者、そういう光回

線の専門にできる業者を町が指定してというか、お願いをして発注、それから機器の購

入等々を行って設備を設置するということになります。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 そうすると、ちょっと疑問なんですけど、今の工事をやってるのはね、入札

できちっとやっていると思うんですよね、あるいは随意契約でもいいんですけれど、い

つあるかわかんない工事ですよね、こういう工事っていうのは。そうすると、そのとき

そのときに、業者は町を通して発注をすると。そうすると、業者と町の関係はどういう

ふうになります、一般的にはさ、やはり公平なものになっていかなければならないと思

うんですよね、業者何社かありますから、そうすると、たまにしかない工事を町が一方

的に受けて、そして町がそれぞれの業者に発注するということになると、例えばその業

者と町の癒着みたいなものが生まれたり、そういうものをなくするための手だてだとか

ね、そういうものをきちんとつくっておかなければならないんではないのかなというふ

うに思うんですよ。そして、たまたま、ちょっとどっかに移したいというときでも、こ

こにはいないから、わざわざ釧路かどっかから来るわけでしょう。そうすると、そのた

めの出張旅費から何から、やっぱり住民にすれば、それなりの負担をしなきゃならない

ものですよね、ここにいれば出張旅費もかからないのに、そういう業者が町内にいない

、 、 、 、ということになったときに やっぱり結構 まとまるか まとまらないかは別にしても

うまみのある仕事を町からいただくということになっていくんではないのかなというふ

うに考えるんですが、その辺はいかがなんでしょうか。
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●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

基本的に、町内に、先ほど申し上げたとおり、できる業者はいないということで、毎

、 、 、 、年度 これは単価見積になると思うんですが この工事ができる業者を選定し 毎年度

見積合わせなり入札なりで単価になると思うんですが、それによって業者を決めて、要

するに、その会社を決めて、例えば１年間に10戸の家が新築されたというところに、つ

けてくださいという契約を結んで、施工をしていただくという考え方で進めていこうと

考えているところでございます。

●委員長（音喜多委員） いいですか。

次に、８番。

●中屋委員 ここでちょっと、１点についてお伺いしたいと思うんですが、先ほど午前中

での説明では、本町に住民基本台帳に登録されている者と、ただし、別荘の場合、別荘

の話ししたんですけども、別荘の場合は国のほうでもって優遇されてるような説明を受

けたんですが、これから厚岸町も春になってくると、サケ、マス、定置、いろいろなも

のが、若い人がどんどん入ってきます。その中で、番屋っていうのがあるんですよ、食

住、その中で、そういう場合は、別荘と同じような待遇がされるのか、それともされな

いのか。定置なんて、毎日朝早く出るし、夜遅くまで仕事してるもんだから、そこで寝

泊まりして、テレビも見るし、ふろも入るし、ごはんも食べると、そういう番屋ってい

うのがあるんですけど、そういう扱いはどうなってるのか、ちょっとお聞きしたいと思

います。

●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。

番屋ということで、そこをいわゆる居所、寝泊まりするということは、基本的には居

住してるというふうに判断できると思います。そういうところにつきましては、当然、

有料にはなりますが、取りつけることになると思います。季節的なものでございますけ

れども、基本的に、一度つけると、そこを取り壊さない限り、使用しなくなった場合に

返却するという規定もございますので、その辺は、通年ではないというふうなご質問だ

と解釈して申し上げますけれども、基本的には寝泊まりをして、そこに住んでおられる

ということであれば、先ほど答弁したとおり、有償でそこには設置をするということに

なります。

●委員長（音喜多委員） ８番。

●中屋委員 それじゃ、別荘の場合は無料でもってつけると。そして、今の説明では、番
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屋の場合は有料でもっておつけしますということでいいんですね。別荘の場合は、年間

何日ぐらい来るんですか。だったらですね、番屋だったら、４月から11月、12月まで利

用されてるんですよ、半年以上。別荘は無料で、国のあれか知らないけどね、そして、

番屋のほうは、そういう職住でもって寝泊まりしてるのに、有料ですよというのは、何

かこう、先ほどからいろいろ論議されてる中で、聞いていましたら、ちょっと不合理か

な。どうして別荘、別荘の人方、年間どのくらいで来るの。確かに、別荘の人方も、テ

レビ見たいとき、そういうあれしないば、したら、別荘だって有料にすればいいんでし

ょう。年間のうち何回来るかわからんけど。別荘のほうは無料ですよと、そういう厚岸

の産業である番屋、そういう職住でもって使われる番屋が有料ですよと、何か不合理で

ないかなと思うんですけどね、何か救済みたいのないんですか、そういう番屋だけに際

しては。いかがですか。

●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。

基本的に、３月31日までが無料でございます。４月１日以降は有料でございます。し

たがいまして、別荘につきましても、つけたいという方は、４月１日以降は有料になり

ます。番屋の場合は、４月１日以降、今後、サケ、マス等で、５月ごろから始まるかと

思います、その前から寝泊まりするかと思いますが、４月１日以降になりますと、有料

ということになります。ということで、ご理解賜りたいと存じます。

●委員長（音喜多委員） ８番。

●中屋委員 それじゃ、その前だったら、今ももう寝泊まりしてるんですけれども、今申

し込んだら、４月１日前だから無料になるということでいいんですね。理解して。今の

説明なら、私はそういうふうにとるんですけど。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午後１時24分休憩

午後１時25分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

総務課長。

●総務課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

今、８番議員の申し上げたとおり、番屋において寝泊まり、いわゆる居所としてお住

、 、 、 、まいになって作業等もされているということで ３月31日 まだ来てませんが 無料で

要するに、設置するということでお答えしたいと思います。
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●委員長（音喜多委員） ８番さん、いいですか。

ほかございませんか。

（ なし」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 進みます。

第９条、工事の施工。

（ なし」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 第10条、利用者設備の変更等。

14番。

●竹田委員 10条で聞くのが適当なのかどうなのか、判断がちょっと難しいんですが、違

ったら、違うって言ってください。説明の中に、機器の盗難等についてということがな

。 、 。かったと思うんですよね 盗難されたときのですね 費用弁償はだれがもつのかという

、 、天災とかそういった場合の説明はあったんですけど 盗難という言葉の部分については

説明の中に私はなかったような気がするんです。説明になかった。盗難の部分について

はどうなのかなと。どういう処置方法をとられるのか教えてください。

●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。

、 、 、各戸に設置された機器類を適切に管理をしていたと しかしながら 盗難に遭ったと

その際、その管理をしている住民の方が重大な瑕疵がない限り、例えば、ドアの施錠を

しないで夜寝たとか、そういうような重大な瑕疵がない限り、そういう盗難があった場

合には、これは犯罪でございますので、町として、そのなくなったものについては、町

のほうで再設置をさせていただくことになります。

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 再設置の場合は、無償という考えでよろしいんですか。

●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。

●委員長（音喜多委員） いいですか。

ほかございませんか。
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（ なし」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 進みます。

第11条、利用の中止。

（ なし」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 第12条、芯線の貸与。

（ なし」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 第13条、利用料等。

10番。

、●谷口委員 今回のこの情報通信基盤施設の耐用年数がどのくらいかわかりませんけれど

現在の機器、この施設が、順調に動いて、たまに補修は必要かもしれませんけれど、こ

の機器等が相当耐用年数もたってしまったという場合に、同じような工事をもしした場

合、これ、耐用年数はどのくらいで、このときと同じような事業があるというふうには

限りませんよね。そうすると、それは、その後はどういうふうになっていくのか。今度

は有料の何かになるのか、それが10年後なのか、20年後なのか、ちょっとわかりません

けれど、施設自体は、やはり一定の耐用年数があるものではないのかなというふうに考

えるんですが、これはどういうふうに考えておいたらいいんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

まず、耐用年数でございます。一般的に、こういう機器類は７年というふうに言われ

ております。ただし、皆さん御存じのとおり、町の防災無線、平成６年、もう既に十何

年たっておりますけれども、かなり壊れている、取りかえているという部分もございま

。 、 、 、す したがいまして この機器についても 単に今の防災無線のような無線機と違って

ミニコンピューターみたいな複雑な構造のものでございます、したがいまして、この耐

用年数が７年というのは、どこまでもつかわかりませんが、少なくとも、今の防災無線

のような長期間にわたる耐用年数はないというふうに私としては考えております。

そうした際に、取りかえるときにどうするかと。これは補助金は当然ございません。

そうすると、じゃ、町の単費でやるのかということになります。そうすると、１台４万

で4,000世帯で 四 四 十六 １億6,000万の単独費がかかります その際には １億6,000、 、 、 、 。 、

万町費、すべて一般財源でもつのか、あるいは公平性を保って、例えば良視地域であれ

ば、自分でパラボラアンテナ、それから屋根アンテナをつけて見ていると、これにつき

ましては、例えば電柱を立ててそのアンテナをつけるときには、大体、工事を入れて８
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万というふうに言われています。ですから、そういうことを考えますと、一定程度の負

担を求めて更新をするということも視野に入れて考えていくのが妥当かなというふうに

考えてございます。ただし、今ここで、単独費で１億6,000万円をかけてすべて更新を、

壊れたものを更新をするとか、負担を何割求めるとかということは、この場でのご答弁

は差し控え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 無料だ、無料だと喜んでいたら、10年なんてあっという間ですよね、今の課

長の説明では、耐用年数は７年ぐらいでないかと。それで、防災無線は十何年もってる

と、14年ぐらい、もっともってるか、15年ぐらいもってるかもしれないですけど、それ

よりは期間が短いということになると、私もこれ、どういうふうになってるかわかりま

、 、 、 、せんけれど 今 すごくいいことしたなと思っても 十年一昔というのは相当昔の話で

今、もう、３年、５年で、どんどん変わる時代ですよね。そうすると、結果的には、そ

の後のことは、間もなく、あと六、七年たったときにはもう考えなきゃならないという

ようなことになっていくんだよということを理解しておかなければならないというふう

に、そういう理解でいいんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午後１時35分休憩

午後１時36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） 今の状況では、ご質問者のおっしゃるとおりであります。機械

ですから、いずれ使えなくなることもありましょうし、故障することもあるということ

ですから、それで、4,000世帯の、特にＩＰ告知端末機、これをどうするかというのは、

今の時点では、先ほど総務課長が言いましたとおり、何の財源を使ってどうするという

ことは明言できないことをご理解いただきたいと思います。ただし、その時点で何らか

の措置を講じなければならないということになろうかと思います。これは、防災行政無

線も同じであります。今、アナログ式で出してますけども、これも、いずれデジタル方

式にかえていかなければならないという状況になってきておりますので、この対応もあ

わせて検討していかなければならないと、そのように考えております。

●委員長（音喜多委員） ほかございませんか。

（ なし」の声あり）「



- 33 -

●委員長（音喜多委員） 進みます。

第14条、利用者の義務。

（ なし」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 第15条、利用の停止。

（ なし」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 第16条、事業の中断又は変更。

（ なし」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 第17条、損害賠償。

（ なし」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 第18条、委任。ございませんか。

（ なし」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 附則。ございませんか。

13番。

●室﨑委員 附則で、施行期日、４月１日から施行すると出ておりますが、この条例は４

月１日から施行なんですが、稼働も４月１日というふうに押さえておけばよろしいんで

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。

●委員長（音喜多委員） いいですか。

●総務課長（佐藤課長） つけ加えさせていただきます。４月１日で、要するに、インタ

ーネットを除いて、まずＩＰ告知につきましては、画像とか音声ですとか、そういう加

工なり作成する時間がございます。ですから、４月１日からすぐということにはなりま

せん。ただし、稼働できる状況にはなります。

それから、地デジ関係につきましては、基本的に４月１日から、要するに、もう試験
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から、先ほど答弁申し上げましたが、４月１日から信号が配信されるということでござ

います。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 要するに、条件いろいろありますから、現実にそれぞれの端末のところで、

ぽんとボタン押したら、すぐ動き出したというような種類のものではないと思うので、

いろんな条件はあると思いますが、いずれにしても、４月１日からは、その条件さえ整

えば動き出す体制はできると、稼働体制に入るというふうに理解しておけばよろしいで

すね。

委員長、この後、全体についての項目ありますか。

●委員長（音喜多委員） あります。

●室﨑委員 ありますね、じゃ、そのときに。

●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。

●委員長（音喜多委員） よろしいですか。

それでは、総体的にございませんか。

13番。

●室﨑委員 ずっとお聞きしてきまして、私自身が素人なもんですから、何か、答えに困

るような質問してしまったんでないかなと思って反省しておりますけれども、大体わか

りました。いずれにしても、非常に新しいものですから、なかなかイメージがつかみづ

、 、 、らいということがございまして それでお聞きするんですが 今ずっと進めてきたのは

この条例がそうなんですけれども、基盤施設の設置管理という、いわばハード部分なん

ですね。これに物すごいお金かかってるわけですよね、国から出てるから、町はそんな

に持ち出さなくてもいいからできたんで、これ、町単費でやれったら、とってもできな

いだけのお金がかかりました。これが、今も、ほかの議員から、要するに、ただし、今

回は持ち出し町民にないけども、この後、ずっと未来永劫町民負担がないわけではない

んだよということもきちんと押さえなきゃなんないよねという話、おっしゃるとおりだ

と思います。

それで、問題はですね、これだけお金をかけて、これだけ苦労して、担当者も随分苦

労なさったと思いますが、これだけのものをつくって、高いもんだったねということに

なるか、後から振り返ってですね、それとも、いやいや、非常に、こんな程度のお金で

これだけのものができたというふうに評価されるかは、この機器そのものではないんで

すよね。そこで何をやったかなんです。要するに、そこに、このいわば情報伝達機能の
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ある設備を使って、どんな情報が流されたか、そして、それがどれだけ町民の生活に恩

恵があったかという評価が後世の評価になると思うんです。

それで、ちょっとお聞きするんですが、例えばですね、前から課題の一つであったも

のに、聴覚障害者に対して、いざというときにどうやって伝えようかということで、福

祉関係の担当者の皆さんでは随分苦労なさって、いろんなことを考えてみた、実験もや

ってみたというのがあります。携帯電話を持ってもらって、そして、そこのところに流

すというような実験をたしかやったんじゃないかと思うんですが、なかなか、その対象

になる方が携帯を自由に操れないと、幾ら発信してもどうにもならないというようなこ

ととか、いろいろありました。それで、そういうものが、今回は、少なくとも聴覚障害

者なんかに対しては、恐らくこれをうまく使えば解決できるのかなという気がして、さ

っきから話を聞いておりました。そういうふうに、いろいろあると思います。そういう

ものをですね、結局、この条例によって事業というのでしょうかね、それをやっていこ

、 。うというようなことについては 当然担当者はいろいろな腹案を持ってると思うんです

そういうものを、やはり決めていくに当たってですね、役場庁舎内の担当者だけでつく

ってくのか、それとも、広く町民の中からですね、意見やアイデアを吸い上げていくと

いうような、あるいはもっと、単なるアイデアじゃなくて、これを練り上げていくとい

う作業もあると思うんですが、そういうことを考えているのか。そういう点についてご

説明をいただきたい。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） お答えを申し上げます。

まさしく、委員ご指摘のとおり、機器が設置されて運用がどのようにされるかによっ

て、この22億数百万のものが生きるかどうかが決まると思います。委員さんおっしゃる

とおり、この運用にかかるところが最大の重要なところだと思います。

それから、聴覚障害者等の関係でございますけれども、基本的に、音、絵で見られま

す。ただ、聴覚ですから、音が出ても、当然聞こえない、そうすると、例えば、このＩ

、 、Ｐではないんですが 電話が鳴ると赤いランプがつくとかという設備もあるようですが

この機器にはそれはございません。したがいまして、どのようにそれを利用するかにつ

いては、今後の課題になるかと思います。現在のところ、そういう機器ではございませ

んので。ただし、画像を見る限りは、視覚では見れますので、それは大丈夫だと思いま

す。

それから、もう１点、組織の件でございます。基本的に、先ほど申し上げたとおり、

各子局の団体等については、当然いろんな放送等をやるわけでございます。これらとも

密接な連携が当然必要になってくるかと思います。したがいまして、これらの団体も含

めた中において、一般町民の方からも、いわゆる公募方式になるか、どのような形にな

るかわかりませんが、いかに有効に運用するかということで、役場の職員だけで考えて

やるのではなくて、こういうこともやったほうがいい、ああいうこともやったほうがい

い、とにかく多くの人の意見をお伺いして、有効活用できるようなそういうことを決め

ていくような組織を構築するというか いたしまして 検討し できるだけ有効にこの20、 、 、
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億というお金を活用して運用していきたいと、このように考えておりますので、ご理解

賜りたいと存じます。まことに歯切れの悪い答弁でございます。よろしくお願いいたし

ます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 いやいや、なかなか歯切れよかったです。

それでですね、こういうふうにしたいんだという方向はわかりましたので、今この段

階ですから、それ以上、何月何日に何つくるんだなんていうことは言えませんから、そ

れはお聞きしません。

それで、もう一つ、情報公開という観点からですね、そういうようなものを進めてい

くときに、その過程を含めてですね、町民に広く公開をしていっていただく体制でお願

いしたいと。

もう一つはですね、それはもちろん今後の話ですが、議会にもそういうことは、この

方針というか、過程を含めて示していただきたいなと思います。

それともう一つ、過程を示すという点での関係なんですが、何条かでやればよかった

んですが、業者、いわゆる、単に営利業者だけではないと思うんですけども、貸与する

規定がありましたですね。そうすると、Ａさんにお貸しするときはこういう契約で、Ｂ

さんにお貸しするときはこういう契約で、Ｃさんにお貸しするときはって、てんでんば

らばらなんていうことにはならないと思う。そうすると、そういうようなものについて

もですね、やはり賃貸借契約、あるいは使用貸借契約になるかと思うんだけども、こう

いう類型の人に対しては、こういう契約をしますというようなひな形をやはりつくって

いく必要があると思うんですね。そして、そういうものもやはり、規則が、今回、参考

資料ですが、案としてついておりますが、これと同じように、ソフトをどのように展開

していくかという過程を含めた組織づくり、それから、そういう具体的な利用に関する

いろいろな契約を含めたもの、そういうものについても、やはり町民や議会に対して公

開をしていくということが大事でないかと思いますので、その点についてもお聞きいた

します。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） お答えを申し上げます。

今、３点ほどのご提案、ご指摘等がございました。委員のご指摘、ご提案について十

分検討し、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） よろしいですか。

次、２番。

●堀委員 私も全体的な将来的な利活用といった点では、今、13番委員さんが言われたと

おりのことを思うんですけれども、やはり今回設置された機器というのが、一つの補助
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事業という制約の中でつけられたといった中ではですね、残念なことに、そのアウトプ

ットのものがないんですよね。本来、ＩＰ電話とかにアウトプットがあるとですね、プ

リンターとか何かにつなげたりといったことで、より一層その利活用といったものがで

すね、進んだのかなというようなことではですね、思ったんですよ。そこが実現できな

かったのは非常に残念なんですけれども、ただ、ああいう機器がついたといった中では

ですね、周辺機器も含めて、そういうものをですね、やはり将来的な検討といったもの

はですね、できると思うんですよ、あるだけで。ですから、ぜひともですね、そういう

検討の中に、より利活用を深めるためにもですね、そういう周辺機器の整備とかという

ものをですね、また深くですね、掘り下げた中でですね、検討といったものをしていっ

ていただきたいなというふうに思うのが１点目。

、 、 、あとですね テレビ放送のほうなんですけれども 今回この事業をやることによって

厚岸町内で難視区域というものがなくなることになりますよね。といったときに、今ま

では町民課のほうでテレビ難視区域に関することという事務分掌があったと思うんです

けども、じゃ、これができることによって難視区域がなくなった、じゃ、町民課のほう

では、今後一切、何らそういうものをですね、タッチしないのか、それとも、今現在あ

るテレビ共聴組合とかといったものの利用調整というものをですね、専門的に図ってい

くんだというふうになるのか、そこら辺の姿だけでもですね、教えていただきたいと思

うんですけれども、お願いします。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） お答えを申し上げます。

１点目の、いわゆる告知端末から外部接続、いわゆるアウトプットですね、これの機

能がないことは、本当にまことに残念なところでございます。実は、この機器を選定と

いうか、示された段階に、テレビに信号を送って、テレビで見るような、今の小さいで

すから、できないと、できるものではないということで、それはまことに残念な話なん

ですが、そういうことも、私どもも検討というか、させていただいた経過はご理解いた

だきたいと思います。

それから、２点目の難視区域がなくなるということで、担当の課が全くタッチしない

、 。 、のかということでございますが そういうことはございません 何らかの障害が起きる

不測の事態が起きるということも、これはあると思います。そういう場合に対応するた

めに、すべて解消されたので、今後一切難視区域に対してはタッチをしないということ

で、例えば事務分掌条例の中から難視に対する事項を削るとか、そういうことは現段階

では考えてございません。当分の間は、この事務分掌として対応してまいりたいと、こ

のように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） いいですか。

ほかございませんか。

15番。
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●石澤委員 今、難視区域がなくなるっていうふうに聞いたんですけど、これ、ＢＳデジ

タルとかそういうのを見るときに、かえない場合はチューナーとか買わなきゃなんない

んですよね。そのチューナーが結構高いっていうふうに聞いたんですよ、それをかえな

かった人の場合は、結局、７月になったらアナログのままで見れなくなってしまいます

よね、そういうものに対しての対応はどういうふうにするかっていう考えはないんでし

ょうか。

●委員長（音喜多委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） お答えいたします。

今現在、地デジに切り変わろうとしています。その段階で、最低でもチューナーを用

意しなければ見えないとかというものに対して、国は、まず第１段階としましては、生

活保護世帯に対しての支援がありました。昨年暮れから、実は、このアナログ放送の終

了に伴いまして、やはりまだまだそういう方たちが残るということに危機感を感じまし

て、町民税非課税の世帯、これに対して、チューナーを無償で給付するという制度が今

現在とられています。これは、今月号の広報にも載ってございますし、それから、今現

在、アナログ放送をごらんになっているとわかるんですけれども、上下に黒い部分がア

ナログ放送の場合はついています。この中には三つのことがテロップとして流されてお

ります。一つは、2011年７月に終了します、ここにお問い合わせください、それから、

集合住宅では、解消しなきゃ見れない場合が出てくる、この場合もお問い合わせくださ

いと、三つ目に、住民税非課税世帯の地デジチューナーの１台無償給付制度、これがご

ざいますということで、連絡先その他も実は流れてございます。今後も私ども、７月に

、 。近づくに従いまして もう少し周知に努めていきたいというふうには考えてございます

●委員長（音喜多委員） いいですか。

ほかございませんか。

14番。

●竹田委員 ３月31日と４月の１日でもってですね、格差が出てくる話、先ほどさせてい

ただきました。それについては、厚岸町がどうのこうのという問題でないんで、国の施

、 、 、策の話なので それに対してどうのこうのではないんですけども ４月１日以降ですね

何らかの理由があって、本当に、悲しくも、惜しくもですね、間に合わなかった人、当

然おられると思うんです。そういう人たちも、どこかに行ってて、しばらく帰ってこな

くて、その話、家族からもだれからも聞いてなかったというような人も中にはですね、

必ずしもゼロということでもないのかなというふうに思うんです。そういう人たちもお

られると思うし、ほかの理由で、惜しくも悲しくも３月31日までに間に合わなかった人

。 、 、 、 、 、もおると思います 仮に１日 ２日という話じゃなくて ６月 ８月とか 来年とかで

実費でつけなきゃならないということになった場合にですね、いろんな理由を一々聞く

と大変なんだろうっていうふうになっちゃいます。理由をつけて、その理由を一々聞い

てると、その理由には当てはまるだの、当てはまらないだのといって、区別をつけて判
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断するのも難しくなります。そういうことじゃなくてですね、要するに、つけられなか

った人にですね、とうしてもつけたいんだというふうになれば、そのときにですね、町

として、今すぐ予算を確保して、今からどうのこうのというふうにはならないと思いま

すけれども、これからも徐々に徐々にそういった、例えば民間のマンションだとか一軒

、 、家だとかの改修工事だとかをしながら進んでくるとしたときにですね 何らかの措置を

できれば幾らかの担保をして、優遇をしてあげれるような措置を講ずることはぜひ考え

てもらいたいなというお願いです。よろしくお願いします。

●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。

まことに役人の答弁に尽きるかと思いますが、前向きに検討してまいりたいと存じま

すので、よろしくご理解賜りたいと思います。

●委員長（音喜多委員） ほかございませんか。

（ なし」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

本案は、討論を省略し、原案のとおり可決すべきものと決定するにご異議ありません

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、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

以上で、条例審査特別委員会に付託されました議案第34号 厚岸町情報通信基盤施設

の設置及び管理に関する条例の制定についての審査は終了いたしました。

よって、条例審査特別委員会を閉会いたします。

午後２時00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７日

条例審査特別委員会

委員長


