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厚岸町議会 第４回定例会

平成25年12月４日

午前10時00分開議

●議長（音喜多議員） ただいまから、平成25年厚岸町議会第４回定例会を開会いたしま

す。

●議長（音喜多議員） 直ちに、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

●議長（音喜多議員） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、２番、大野議員、３番、石

澤議員を指名いたします。

●議長（音喜多議員） 日程第２、議会運営委員会報告を行います。

委員長の報告を求めます。

９番、南谷委員長。

●南谷委員長 議会運営委員会報告をいたします。

12月２日、午前10時から第８回議会運営委員会を開催し、平成25年第４回定例会の議

事運営等について協議しましたので、その内容について報告いたします。

議会側から、諸般報告、例月出納検査報告、定期監査報告があります。

議会からの提出案件は会期の決定、陳情第２号 「要支援者に対する介護予防給付の

継続と利用者負担増の中止を求める意見書」採択についての陳情書、平成24年度各会計

決算の認定について、意見書案第５号 森林・林業・木材産業施設の積極的な展開に関

する意見書、各常任委員会先進地行政視察報告書、総務産業常任委員会調査報告書、厚

生文教常任委員会所管事務調査報告書、各委員会閉会中の所管事務継続調査申出書、以

上８件があります。

いずれも、本会議において審査することに決定しました。

次に、町長提出の議案等についてであります。諮問第１号及び第２号の人権擁護委員

候補者の推薦については、本会議で審査いたします。

議案第93号から議案第96号までは一般議案４件、議案第97号から議案第98号までは町

税と国民健康保険税条例の一部改正、議案第99号から議案第102号までは消費税８％関連

の条例の一部改正についてであります。

いずれも本会議において審査いたします。

議案第103号から議案第104号までは、条例を廃止する条例の制定であります。いずれ

も本会議において審査することに決定しました。
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議案第105号は、条例の一部改正であります。審査方法は、議長を除く12人をもって構

成する老人福祉施設等運営に関する調査特別委員会を設置、これに付託し、会期中に審

査を行うことに決定しました。

なお、調査特別委員会での審査は、平成25年度各会計補正予算審査終了後の審査とな

ります。

議案第106号は条例の制定であります。本会議において審査することに決定しました。

議案第83号から議案第92号までは、平成25年度各会計補正予算10件であります。審査

方法は、議長を除く12人をもって構成する平成25年度各会計補正予算審査特別委員会を

設置し、これに付託し、会期中に審査を行うことに決定しました。

一般質問は８人であります。

会期は、12月４日から９日までの６日間とし、７日、８日は休会と決定しました。

その他の協議においてパソコン等電子機器類の議場への持ち込みについて、今後、議

会運営委員会で調査、協議をしていくことに決定しました。

以上、議会運営委員会報告といたします。

●議長（音喜多議員） 委員長に対する質疑を省略し、以上で報告を終わります。

●議長（音喜多議員） 日程第３、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。

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

日までの６日間とし、７日、８日は休会といたしたいと思いますが、これにご異議ござ

いませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。

よって、本定例会の会期は、本日から９日までの６日間とし、７日、８日は休会とす

ることに決定しました。

なお、会期中の会議予定は、お手元に配付いたしました予定表のとおりでありますの

で、ご了承願います。

●議長（音喜多議員） 日程第４、諸般報告を行います。

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

ありますので、ご了承願います。

次に、平成25年９月11日開会の第３回定例会終了時から本日までの議会の動向はおお

むね別紙報告書のとおりでありますので、ご了承願います。

また、教育長から教育委員会の事務の管理及び執行状況に係る点検・評価報告書が11

月28日付で提出されておりますので、ご参考に供していただきたいと思います。

議員の皆様に申し上げます。

議会へ通知された関係資料は、別途、議員控え室に備えてありますのでご了承いただ
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き、後ほど閲覧の上、ご参考に供してください。

以上、諸般報告といたします。

●議長（音喜多議員） 日程第５、例月出納検査報告を行います。

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

供していただきたいと思います。

以上で、例月出納検査報告を終わります。

●議長（音喜多議員） 日程第６、定期監査報告を行います。

今般、監査委員から別紙のとおり定期監査報告がなされております。ご参考に供して

いただきたいと思います。

以上で、定期監査報告を終わります。

●議長（音喜多議員） 日程第７、陳情第２号 「要支援者に対する介護予防給付の継続

と利用者負担増の中止を求める意見書」の採択についての陳情書を議題といたします。

職員の朗読を行います。

●議事係長（田﨑係長） 陳情第２号 「要支援者に対する介護予防給付の継続と利用者

負担増の中止を求める意見書」の採択についての陳情書。

陳情書趣旨。

2013年８月６日付、社会保障制度改革国民会議の報告書では、要支援者に対する介護

予防給付について、市町村が地域の実情に応じ、住民主体の取り組み等を積極的に利用

しながら柔軟、かつ効率的にサービスを提供できるよう受け皿を確保しながら新たな地

域包括推進事業（仮称）に段階的に移行させていくべきであるとして、要支援者を介護

保健サービスから外すことが明確に打ち出されました。

このことは、以下の重大な問題点を引き起こす可能性があります。

①要支援者は対応症候群や引きこもりなど、心身の機能低下を防ぐ上で適切な介護を

最も必要としている方々ですが、報告書は要支援者から一律に介護を奪うものである。

②要支援者の中には、介護保険サービスを利用し、独居での暮らしを保っている方が

多くいます。要支援者から介護サービスを奪うことは、それらの方々の自立した生活を

奪うと同時に介護保険本来の趣旨に反するものである。

③限られた介護保険財源と人材の中で、新たな地域包括推進事業（仮称）を立ち上げ、

運営することは厳しい自治体財政をさらに圧迫することになりかねません。また、従来

に比べ大幅に引き下げざるを得ない給付費では必要なサービスを確保できるのか見通し

が持てません。このように、介護保険を運営する自治体に大きな負荷を強いることが懸

念されます。

④おおよそ４分の１の利用者が介護保険サービスから外されることになり、官民問わ

ず多くの介護事業所の経営を直撃することが懸念されます。事業所の倒産、介護労働者

の失業はただでさえ足りない介護労働者の不足を促し、ますます利用者から必要な介護

を奪う結果になりかねないこと。
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以上の趣旨から、下記の事項について要望いたします。

記。

陳情項目。下記事項について、地方自治法第99条に基づく国に対する意見書を欠損し

てください。

１、要支援者に対する介護予防給付を継続すること。

２、利用者負担をふやさないこと。

３、介護保険財政に国が責任を持つこと。

平成25年11月20日、厚岸町議会議長音喜多政東様。

陳情者、道東勤医協労働組合 委員長、山本隆幸、道東勤医協友の会連合会厚岸支

部、永井儀雄。

●議長（音喜多議員） お諮りいたします。

本陳情の審査方法につきましては、厚生文教常任委員会に付託し、閉会中の継続審査

にすることにしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。

よって、陳情第２号は、厚生文教常任委員会に付託し、閉会中の継続審査にすること

に決定いたしました。

●議長（音喜多議員） 日程第８、認定第１号 平成24年度厚岸町一般会計歳入歳出決算

の認定についてから、認定第10号 平成24年度厚岸町病院事業会計決算の認定について

まで、以上10件を一括議題といたします。

本10件の審査につきましては、平成24年度各会計決算審査特別委員会を設置し、これ

に付託し、閉会中の審査を求めていたところ、今般、審査結果の報告が委員長からなさ

れております。

委員長の報告を求めます。

１番、佐藤委員長。

●佐藤委員長 平成24年度各会計決算審査の結果についてご報告を申し上げます。

平成25年９月11日、第３回定例会におきまして、当委員会に付託をされました認定第

１号 平成24年度厚岸町一般会計歳入歳出決算の認定から、認定第10号 平成24年度厚

岸町病院事業会計決算の認定についてまで、以上10件の審査につきましては、去る10月23

日、本委員会を開催し、理事者から詳細な説明を受け質疑を行い、かつ慎重に審査をい

たしました。

その結果、いずれも原案のとおり認定すべきものと決しましたので、ここにご報告を

申し上げます。

以上でございます。
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●議長（音喜多議員） 初めに、認定第１号についてお諮りいたします。

委員長の報告は認定であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおりに決するにご異議ありませ

んか。

（「異議あり、討論あり」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議ありということでありますので、ここで討論を行います。

初めに、原案に反対者の意見を許します。

12番、室﨑議員。

●室﨑議員 私は本件に対して反対の立場から討論を申し上げるものであります。

今回の一般会計の決算は重大な瑕疵があると、そのように考えております。それは、

備荒基金の設置管理及び処分に関する条例に違反する決算であると、そのように思うか

らであります。

備荒基金の設置管理及び処分に関する条例は、１条では備荒基金を設置する旨、記載

し、２条では責任積立について規定しております。３条では、この基金の積立は北海道

備荒資金組合とすると、そのように明記しております。

したがいまして、責任積立に関しては、この条例に明記されているわけであります。

超過納付に関しましては、確かにこの条文には直接に記載しておりません。これについ

ては解釈によって補わなっていかなければならない部分であると思います。

それで、明記されております責任積立、責任納付に関しましては基金として決算にき

ちんと載せなければならないものだと、そのように私は考えます。

これは、決算委員会において私も質問いたしました。これに対して担当者の答えは、

条例の存在は前から知っていた、この条例にいう基金とは備荒資金組合の中でいう基金

であって、町の基金ではない。補助費の計上は、道の財務監視総決算統計といったもの

でも指摘がない、予算議案説明、決算、監査委員、いずれの場においても指摘がない。

したがって、一条例の条文だけで基金と判断はできない、こういう趣旨の答弁をして

おります。このようにおっしゃっているので、礼儀上これに反論いたします。

まず第一に、厚岸町の条例で備荒基金を設置すると明記していながら、それがどこか

の団体の基金を意味するという解釈は成り立つものではありません。しかも、この基金

の積み立ては、積み立て先は北海道備荒資金組合とすると明記している、その備荒資金

組合の中にある基金が１条の基金だというのは、これは解釈として成り立つものではあ

りません。

それから、今まで指摘がなかったという話については、これは指摘のないことがその

まま積極的承認になるものでは決してありません。また、今までこうやってずっとやっ

てきたのだから合法だと、適当だというのは違法行為や不当行為を積み重ねれば合法や

妥当になるという論理になってしまいまして、これは認めるわけにいきません。

また、この条例が実務上担当者の意識の中になかったというのではないかと、そうい

う事情があるのではないかというふうに私は思われまして、あえて決算委員会でこの問
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題を出したのですが、それに対して担当者は知っていましたよとはっきり言っているの

です。

そうすると、今まで知っていながら何らこれに対して妥当な方法を行っていなかった

のはどういうことなのか、ただ漫然と放置して条例を無視する格好で決算を作成すると

いうことは、法による行政の範囲を逸脱したご都合主義に陥っているのではないかと、

現存するその条例の存在を知り、それを無視し、基金を基金もどきとして計上する決算

というものは、これは許されるものではないと、非常に形式的な問題だと言われればそ

れまでですが、やはり法による行政、法による財政運用というものをきちんと行ってい

く、それが何か角が取れてしまっている、そういうものを感じますので、私は重大な警

鐘を鳴らす意味においても、この問題をきちんと取り上げて反対するということでござ

います。

●議長（音喜多議員） 次に、原案に賛成者の発言を許します。

９番、南谷議員。

●南谷議員 私は、平成24年度の決算認定に当たりまして、ただいま反対の討論がござい

ましたけれども、法の解釈といいますか、やはり今日の経済情勢にあわせた中で理事者

の皆さんも、この数字計上についてはしっかりと基金を煮詰めるだけの財源を捻出して、

決算認定に上程をしてこられておるわけでございますから、その結果というものはきちっ

と評価をすべきではないのかと、法の解釈は解釈として、本来、認定そのものが大きく

逸脱しているものでは私はないと思います。

どうか、議員の皆さんのそれぞれのご判断もあろうかと存じますけれども、認定のほ

ど、よろしくご理解をしていただければと思いますので、賛成の討論をいたします。

●議長（音喜多議員） 他に討論ありますか。

（な し）

●議長（音喜多議員） なければ、以上で討論を終わります。

これより、起立により採決を行います。

お諮りいたします。

本案のとおり可決すべきものと決するに賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

●議長（音喜多議員） 着席願います。

出席議員数12人、そのうち起立者数11名、起立多数であります。

よって、本案は、可決されました。

●議長（音喜多議員） 次に、認定第２号についてお諮りいたします。
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委員長の報告は認定であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおりに決するにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。

よって、認定第２号 平成24年度厚岸町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついては、原案のとおり承認されました。

●議長（音喜多議員） 次に、認定第３号についてお諮りいたします。

委員長の報告は認定であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおりに決するにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。

よって、認定第３号 平成24年度厚岸町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついては、原案のとおり認定されました。

●議長（音喜多議員） 次に、認定第４号についてお諮りいたします。

委員長の報告は認定であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおりに決するにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。

よって、認定第４号 平成24年度厚岸町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いては、原案のとおり認定されました。

●議長（音喜多議員） 次に、認定第５号についてお諮りいたします。

委員長の報告は認定であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおりに決するにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。
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よって、認定第５号 平成24年度厚岸町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

ては、原案のとおり認定されました。

●議長（音喜多議員） 次に、認定第６号についてお諮りいたします。

委員長の報告は認定であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおりに決するにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。

よって、認定第６号 平成24年度厚岸町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認

定については、原案のとおり認定されました。

●議長（音喜多議員） 次に、認定第７号についてお諮りいたします。

委員長の報告は認定であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおりに決するにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。

よって、認定第７号 平成24年度厚岸町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

については、原案のとおり認定されました。

●議長（音喜多議員） 次に、認定第８号についてお諮りいたします。

委員長の報告は認定であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおりに決するにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。

よって、認定第８号 平成24年度厚岸町介護老人保健施設事業特別会計歳入歳出決算

の認定については、原案のとおり認定されました。

●議長（音喜多議員） 次に、認定第９号についてお諮りいたします。

委員長の報告は認定であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおりに決するにご異議ありませ

んか。
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（「異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。

よって、認定第９号 平成24年度厚岸町水道事業会計決算の認定については、原案の

とおり認定されました。

●議長（音喜多議員） 次に、認定第10号についてお諮りいたします。

委員長の報告は認定であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおりに決するにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。

よって、認定第10号 平成24年度厚岸町病院事業会計歳入歳出決算の認定については、

原案のとおり認定されました。

●議長（音喜多議員） 日程第９、議案第105号……

（「９番、議事進行」の声あり）

●議長（音喜多議員） ９番、南谷議員。

●南谷議員 議長、大変申しわけないですけれども、議運の委員長として、議運で決めた

ときに日程のこの表は出ていなかったのですよ。ここで議案の105号は日程の順番として

調査特別委員会を立ち上げるという話はしたのですよ。

この議案上程は立ち上げた後に、審査のときにするという認識ではなかったのかなと。

立ち上げるのはここで立ち上げますよ、調査委員会は。これだと、上程をして委員会を

立ち上げるになっているのですよ、そういうことではないのですよ、議運で決めたこと

は。

調査特別委員会を立ち上げますよ、その上でそれは調査特別委員会は補正予算審査特

別委員会が終了後、議案上程をした、そこで調査委員会を開催して、そこで議案上程す

ると、審査すると、こういうことですから、議員の皆さんそれぞれどんな理解している

かわからないのですけれども、半分以上の議員の皆さんはここで本日、議案の上程がさ

れるという認識ではないのですよ。

ですから、日程表、きょうもらったのが初めてなものですから、改めて皆さんに諮っ

ていただければと思います。よろしくお願いします。

●議長（音喜多議員） 休憩します。
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午前10時30分休憩

午後１時00分再開

●議長（音喜多議員） 本会議を再開いたします。

お諮りいたします。

ただいま議会運営委員会委員長より、報告の申し出がされております。

これを日程に追加し、追加日程として、直ちに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）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。

よって、議会運営委員会報告を日程に追加し、追加日程として直ちに行うことに決定

いたしました。

議会運営委員会報告を行います。

委員長の報告を求めます。

９番、南谷議員。

●南谷議員 議会運営委員会報告をいたします。

本日、午前10時40分から、第９回議会運営委員会を開催し、日程第９について審議を

いたしましたので、その内容について報告をいたします。

日程第９として審議予定でありました、議案第105号につきましては、議案第104号の

審議が終了次第上程され、審査は平成25年度各会計補正予算審査特別委員会終了後とす

ることに決定しました。

よって、発議案第４号 老人福祉施設等運営に関する調査特別委員会の設置について

を日程第９といたします。

以上、議会運営委員会報告といたします。

●議長（音喜多議員） 委員長に対する質疑を省略し、以上で報告を終わります。

●議長（音喜多議員） 日程第９、ただいま議会運営委員長報告にもありましたとおり、

発議案第４号 老人福祉施設等運営に関する調査特別委員会設置についてを議題といた

します。

職員の朗読を省略し、提案者であります堀議員の説明を求めます。

６番、堀議員。

●堀議員 議長、大変貴重なお時間、割いていただきましてありがとうございます。
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ただいま皆様方のお手元のほうに配られております発議案第４号であります、老人福

祉施設等運営に関する調査特別委員会の設置についてでありますけれども、本件につき

ましては、去る10月10日開催の議員協議会におきまして、理事者側のほうから提案の特

別養護老人ホーム心和園とデイサービスセンターの指定管理者制度への移行について、

この問題の町民の不安や関心の高さと事の重大さにもかんがみまして、この調査及び審

査等については慎重に行うべきと思われますので、特別委員会を設置すべきものとして

発議するものであります。

裏面には設置についてということで、１、２、３ということで本会議は議長を除く12

人の委員をもって構成する老人福祉施設等運営に関する調査特別委員会を設置する、２

番は議会は老人福祉施設等運営に関する調査特別委員会に次の事項を付託するとさせて

いただきました。

１としては、老人福祉施設等運営に関すること、２としてはその他でございます。

なお、３番としては本委員会は閉会中においても継続調査活動ができるものとすると

いうことで発議させていただくものであります。

この問題につきましては、本当に町民の方々の不安に思う、また関心の高い議題でも

ありますので、ぜひとも特別委員会を設置したいと思いますので、議員各位、ご協力を

よろしくお願いいたします。

●議長（音喜多議員） これより質疑を行います。

（な し）

●議長（音喜多議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は、原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（な し）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

●議長（音喜多議員） 本会議を休憩いたします。

午後１時05分休憩

午後１時17分再開

●議長（音喜多議員） 本会議を再開いたします。
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●議長（音喜多議員） 日程第10、これより一般質問を行います。

質問は、厚岸町議会会議運用内規61の規定により、通告順によって行います。

初めに、９番、南谷議員の一般質問を行います。

９番、南谷議員。

●南谷議員 第４回定例会に当たり、さきに通告してあります２点について質問いたしま

す。

まず１点目でございます。老人福祉施設指定管理者制度導入についてお尋ねをさせて

いただきます。

老人福祉施設運営デイサービスと心和園、あわせまして、かつてはプラスの年が確か

１年ございました。平成23年度7,932万、平成24年度の決算では8,444万2,000円の一般会

計からの繰り入れをしてきております。

こうした状況の中で、10月10日の議員協議会におきまして、老人福祉施設への指定管

理者制度導入について、理事者側としてこれから取り組みたい旨の説明がありました。

正直、驚いていたところでございます。とはいえ、今後の高齢化時代、厚岸町も迎えて

いるわけでございますが、町民の誰もが安心して入所利用できる老人福祉施設運営を望

む観点から質問をさせていただきたいと存じます。

初めに、指定管理者制度導入に至った背景とメリット、デメリット、及び厚岸町が目

指す老人福祉施設運営についてお尋ねをいたします。

二つ目、指定管理者と町との関係はどのようになりますか。

三つ目、指定管理者の選定方法についてお尋ねいたします。

四つ目、制度導入により心和園、デイサービス利用者へのサービスや利用料金等がど

のような影響が及ぶのかどうか、お尋ねをさせていただきます。

五つ目、現在施設で働いている皆さん、大変、動揺されておられると思います。働い

ている職員の身分、給与、働く意欲はどのようになるのかお尋ねをいたします。

次に、アッケシ草について質問いたします。

アッケシ草につきまして、今は亡き北本喜一氏の執筆、「厚岸町の古代を想ふ」に明

治42年ころ、厚岸湖内65島のうち15島に塩性植物とハマナスの草原でアッケシ草を初め、

５、６種類の塩性植物が群生がなしていると記載がございます。

1891年、明治21年に北海道大学の宮部金吾により厚岸湖の牡蠣島で発見され、地名に

ちなみアッケシ草と命名されました。アッケシ草の名は、多くの町民が周知をしている

ところでございますし、アッケシ草に対する強い思いがあると思います。

平成23年第４回定例会で、５番、中川議員がアッケシ草の植栽について港町の栽培場

所が適しているか、また場所移動等、それからエリア拡大について質問をなさっており

ます。このとき、エリア拡張や他に条件をクリアする適地がなく、今のところ最も適し

ている港町で続けるという答弁がございました。

10月の上旬でございます、私も港町の植栽現場へ出向きましたら四つの植栽現場があ

りましたけれども、３面が、よし、ぼうぼうでございます。全く植栽もされておりませ

ん。たった１カ所、２メートル半ぐらいの狭い面積の中に真っ赤に色づいたアッケシ草

がわずかに生息しておりました。そして、かつてあそこに確かアッケシ草の案内板もあっ
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たのですけれども、それも全く見えませんでした。

ことしのアッケシ草の天然の生育状況、そして試験栽培の実態について、ただいまの

ような状況を鑑みどうなっているのかなということで、非常に私自体不信に思いました。

正直なところ。そんな観点から、今年度のアッケシ草、天然の生育状況と試験栽培の実

態についてお尋ねをさせていただきます。

また、今後の取り組みで自然の生育実態調査と試験栽培の取り組みはどのようになっ

ていくのかお尋ねをいたします。それから、アッケシ草の生態や土壌などの環境調査、

さらにはアッケシ草のルーツ探し、遺伝子解析調査をするべきと考えますがいかがでしょ

うか。

アッケシ草の取り組みや調査結果公表についてでございます。せっかく実施されてお

られるのですが、町民によく見えない、もっと理解をしていただくための工夫が必要と

考えます。アッケシ草取り組みのアピール方法を工夫されるのかどうかお尋ねをいたし

まして、１回目の質問といたします。

●議長（音喜多議員） 町長。

●町長（若狹町長） ９番、南谷議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の老人福祉施設指定管理者制度導入についてのうち、初めに「指定管理者制度導入

に至る背景とメリット・デメリット及び町が目指す老人福祉施設運営とは」についてであり

ますが、町は昭和56年から特別養護老人ホーム心和園を平成３年から在宅老人デイサービス

センターをそれぞれ運営開始し、老人福祉法に基づき行政側で利用者のサービス内容を決め

る措置制度の時代を経て、平成12年度にスタートした介護保険法に基づく制度の中で利用者

にサービスを自由に選択していただき、利用者と同等の立場での契約を行い、サービスを提

供している今日まで、町の直営事業により老人福祉施設の運営を行い、高齢者福祉サービス

の維持向上に努めてまいりました。

この間、平成15年９月に地方自治法の一部を改正する法律が施行され、地方公共団体が設

置する公の施設の管理にこれまでの管理委託制度にかわる指定管理者制度が導入され、他の

地方公共団体においては、老人福祉施設の管理方法が検討され、指定管理者制度を採用する

事例があるところとなっております。

そのような中で、平成22年11月８日に開催した平成23年度町政執行にかかわる各種団体と

の意見交換の場において、厚岸町社会福祉協議会から在宅福祉サービスの充実に向けて、厚

岸町在宅老人デイサービスセンターの運営を行うことで、厚岸町の福祉の町づくりに貢献し

たいという意見をいただいたところであります。

町では、平成23年５月に関係課長などで組織する厚岸町老人福祉施設管理運営検討委員会

を設置し、老人福祉施設の管理運営状況の検証を行った上で、今後の老人福祉施設の管理運

営に関する基本方針について、今年10月10日開催の厚岸町議会議員協議会において、「老人福

祉施設への指定管理者制度の導入について」という内容で報告をさせていただいたところで

あります。

指定管理者制度については、地方自治法第244条の２第３項の規定により、多様化する住民

ニーズに効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間能力を活用し、住民サービ
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スの向上と経費の削減等を図ることを目的とされているところであります。

なお、指定管理者制度のメリットについては、質の高いサービスの提供が期待できること、

柔軟な対応が期待できること、経費の縮減が図られる可能性が高いことから、町負担の増加

の回避などが期待できることと考えております。

一方、デメリットとしては業務の範囲、業務内容、仕様などについて詳細に協定しなけれ

ばならないため、協定事務などが煩雑になる可能性があると考えております。

町が目指す老人福祉施設運営については、職員が誇りを持って長く働くことができ、将来

の入所者となる町民が安心して暮らすことができるよう、安定した運営を行うことにより、

特に老人を大切に思う気持ちのあらわれを示す運営であります。

次に、指定管理者と町の関係についてでありますが、指定管理者が行う管理の基準や業務

の範囲などについては、施設ごとの設置条例と規則の整備を行います。その後、指定管理者

制度の実施に当たっては、指定に関する議会の議決が必要となります。

なお、管理の基準については、公の施設の休館日、開館時間等の基本的条件のほか、管理

を通じて取得した個人の関する情報の取り扱いなど、適正な管理の観点から必要不可欠な業

務運営の基本的事項を言います。

業務運営に当たっては、町と指定管理者とが管理運営に関する業務にかかわる協定を締結

することとなりますが、経営が赤字となった場合、町が債務保証を行うことは地方自治法上

できないことになっておりますので、指定管理者の責任のもとで処理されることとなります。

なお、施設の軽微な修繕等については、指定管理者が行い多額となる修繕や備品の整備に

ついては、町が必要に応じて行うことになると考えております。

また、指定管理者は管理業務を行うに当たって、指定管理者の責めに帰するべき事由によ

り、第三者または町に損害を与えた場合は、その賠償をしていただくこととし、指定管理者

の責めに帰すべき事由により第三者に与えた損害について、町が当該、第三者に対して賠償

した場合は町が賠償した金額、その他賠償に伴い発生した費用を指定管理者に対して求償す

ることができるよう、協定の締結を図ってまいります。

なお、指定管理者は毎年度、終了後に町に事業報告書を提出することとなり、町は指定管

理者に対して報告の聴取、実施調査及び指示を行う関係となるものであります。

次に、「指定管理者の選定方法は」についてでありますが、指定管理者の選定に当たっては、

町内の民間活力の積極的活用と町民の雇用の確保を図るため、人材確保能力かつ介護保険制

度に熟知した経営能力を有している町内の法人から、公募によらない指定管理者の候補者を

選定する考えであります。

次に、「制度導入による心和園、デイサービス利用者へのサービスや利用料等の影響は」に

ついてでありますが、制度導入に当たっては現在、実施している全ての事業を実施すること

としておりますし、利用者負担は介護保険法に基づく額によることになりますので、利用者

に対する影響はありません。サービスの低下を招くことのないよう、一層のサービスの質の

向上に努めてまいりたいと考えております。

次に、「施設で働いている職員の身分、給与、働く意欲はどうなりますか」についてであり

ますが、まず現在、在籍する職員の身分について正職員については人事異動により町職員と

しての身分を確保いたしますが、介護支援専門員及び介護員については資格を生かせる同種

の職場を確保できない場合もありますので、事務職への職種がえ、または町職員から指定管
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理者の嘱託職員、もしくは正職員となれるよう、指定管理者選定候補者にお願いをしてまい

りますが、移行時から正職員としての採用は難しいものと考えております。

嘱託職員については、特別養護老人ホーム及びデイサービスセンターに勤務する嘱託職員

として採用していることから、人事異動の対象とはせず、希望者全員を指定管理者の嘱託職

員となれるよう、指定管理者選定候補者にお願いをしてまいります。

臨時職員については、その身分上、指定管理者が臨時的任用職員を募集する際に改めて応

募していただくことになります。

次に、「給与」について、給与は指定管理者における給与に関する規定に基づき支給される

ものでありますが、現在、町がそれぞれの職員に支給している給料月額を下回らないよう、

また指定管理者の職員となった後の昇給については、指定管理者における給与に関する規定

に基づき、適切に行われるようお願いをしてまいります。

次に、「働く意欲はどうなりますか」については、これまで施設に勤務する職員が一丸となっ

てよりよい施設運営に努めてきておりますが、結果として、一般会計からの繰り入れにより

収支の均衡を図ってまいりました。

町内には、民間事業者が複数あり、いずれも介護報酬内での経営努力により職員の資質の

向上に取り組まれております。

このことから、指定管理者制度は民間事業者と同様な経営感覚を持って、多様な希望に応

えられるよう柔軟に事業を進められるほか、資質向上のため、人材育成への取り組みにより

将来まで誇りを持って厚岸町の老人福祉施設で働き続けるという職員の意識高揚が図られる

ものと考えております。

アッケシ草については、教育長より答弁があります。

●議長（音喜多議員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 私からは、アッケシ草についてのご質問にお答えいたします。

１点目の「アッケシ草の天然の生育状況と試験栽培の実態は」とのご質問ですが、自

生しているアッケシ草はご承知のとおり、厚岸湖岸周辺の金田崎地区から東梅川地区に

かけて分布しており、現地の実態調査は平成23年度以降は行っておりません。

それまでの現地の状況は、湖岸の波打ち際の堤防上に発達した部分が波の浸食により

一部決壊し、浸水域が増加していることと、他の塩性植物の繁茂によりアッケシ草の生

育分布が減少している状況となっております。

平成18年度から港町において試験栽培を行ってまいりましたが、他の塩性植物の繁茂

と土壌の変化などにより、今年度は試験栽培ができない状況となりました。

これを受けて海事記念館前のプランター16個を用意し、栽培用の土を黒土と浚渫土、

それらに堆肥を混ぜたものなど、幾つかの栽培条件のもと海水や真水、液肥をそれぞれ

与え、気温、地温などを計測しながら観察を続けてまいりました。結果としては、それ

ぞれの組み合わせで生育の度合いが異なっており、今後の栽培に生かしていければと考

えております。

２点目の今後の取り組みについてのア、「自然の生育実態調査試験栽培の取り組みは

どうなりますか」についてでありますが、自生地における厚岸町の生育状況並びに分布
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域の確認は今後、湖岸の分布調査が必要であると認識しておりますし、試験栽培につい

てはさらなるデータの蓄積も必要であると考えており、今後もプランター栽培により引

き続き調査に努めたいと存じます。

次に、イ「アッケシ草の生態や土壌などの環境調査とアッケシ草のルーツ探しをすべ

きでは」についてでありますが、これまでも土壌や遺伝子について調査を実施し、その

成果をアッケシ草栽培地土壌分析報告書やアッケシ草保護増殖推進交流事業報告書など

にまとめておりますが、今後も湖岸での分布や試験栽培の状況を整理する中で検討して

まいりたいと存じます。

３点目の「アッケシ草についての取り組みについて調査結果公表に工夫が必要では」

についてでありますが、これまでも厚岸町教育委員会において調査結果等を報告書にま

とめ、海事記念館や情報館で閲覧できるように常備しており、必要に応じてコピーを配

付するようにしております。

また、海事記念館のホームページや海事記念館で発行している海事記念館通信におい

てもアッケシ草の栽培状況を掲載しておりますので、今後も引き続きこれらを活用しな

がにら調査結果を公表していきたいと考えております。

以上でございます。

●議長（音喜多議員） ９番、南谷議員。

●南谷議員 まず１点目のほうからお尋ねをさせていただきます。

まず、釧路・根室館内の自治体のこういう施設の実態というものについてどうなって

いるのかお尋ねをさせていただきますし、10月10日以降、現在までの私どもに議員協議

会で説明がありました、これから取り組みますよと、今日までの状況はどのようになっ

ているのかお尋ねをいたしますし、それと今後のスケジュール、いつからそれを実施す

るのか。先ほど細かい部分は別なんですけれども、町でも大きな話題になっております

が、いつから、４月１日なのか、はたまた来年なのか、この辺についてどういうスケジュー

ルで捉えているのかお尋ねをさせていただきます。

●教育長（富澤教育長） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） まず、釧路･根室管内の状況を確認をさせていただいてお

りますが、現在、釧路・根室管内の特別養護老人ホームだけで申し上げますと19施設が

ございます。そのうち、自治体でやっているのが厚岸町、標茶町、別海町というふうに

なっておりまして、別海町については26年度から民間に事業移行する作業が進められて

おります。

なお、近年では弟子屈町、白糠町において、社会福祉法人に事業を移譲する事例があ

りまして、管内はいずれも指定管理者制度の導入の実態はないところでございます。

それから今までの状況、これは10月10日以降でありますけれども、私ども直接、心和

園とデイサービスセンターに働く職員にお会いをして、まずは全体に３回に分けて説明

をさせていただきました。その内容については10月10日に議員協議会のほうで説明させ
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ていただいた内容に加えて、今、町が考えている選定候補者と協議する具体的条件です

か、これらをもってお話をさせていただきました。

その後、１週間を経て、２週間以内だったのですけれども、今度は私たちがまた心和

園に出向き、直接、職員お一人ずつ私と１対１で率直な私の町の方針を聞いて、まず理

解していただけたものなのかどうなのか、あるいは質問事項、不安なことがないのか、

そのようなことをお聞きした上で、大変、町の職員には大変な負担をかけてしまったの

ですけれども、これらが実施された場合に社会福祉協議会で働く意向があるのか、ある

いは正職員として町のほうにそのまま他の業務で残るかと、そういった実は選択を実は

迫らざるを得ない状況があって、お一人ずつ確認をさせていただき、お一人ほどまだ

ちょっと保留という方いるのですけれども、そういう状況でございます。

なお、今後につきましては、これらの一連の業務が整えば来年、平成26年４月１日よ

り指定管理者制度の運営を進めるために、明年１月にできましたら臨時会を招集してい

ただき、指定管理者の指定についての議案のご審議をいただければなというふうに考え

ているところでございます。

●議長（音喜多議員） ９番、南谷議員。

●南谷議員 次に、メリットの関係についてお尋ねをさせていただきます。

先ほどの答弁でメリットとして質の高いサービスの提供が期待できると、それから柔

軟な対応が期待できると、経費の関係は何となくわかるんですけれども、まずこの２点、

具体的過ぎてどういうふうに高いサービスが指定管理になるのとできるのかなと、それ

からなぜ柔軟な指定管理になるとできるのか、この２点についてお尋ねさせていただき

ます。

●議長（音喜多議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） 質の高いサービスというふうに申し上げておりますけれど

も、これについては具体的に今、考えているのはデイサービスセンターにおいて、今の

受け入れ時間の窓口の拡大というのでしょうか、受け入れ自体の時間を延長するという

ことを考えております。

これについては、柔軟な職員配置ができない場合は、逆に職員増だけで経費の負担に

なるということでありまして、こういった職員配置も行えるような体制を考えながら一

つ考えております。

また、研修についても、これもやはり職員もいろいろと、それこそ柔軟に配置させて

いただくことによって研修機会の確保、そのようなものも十分に確保していきたいなと

いうことでありまして、特にその柔軟な職員配置というのは、そういった面ばかりでは

なくて、町職員のように人事異動により、いわゆる事務部門はこれより人事異動により

配置、それから配置転換というふうのが繰り返されておりますので、そのような経営で

はなくて、もう少し職員を専門的にかかわれるように、そこら辺も柔軟性を持った人事

異動でしょうか、そういうような考えでお答えをしているところでございます。
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●議長（音喜多議員） ９番、南谷議員。

●南谷議員 運営上の関係でお尋ねさせていただきます。

組織的になんですけれども、町と福祉法人の関係でございます。町は経営に介入でき

ないという答弁でございました。その分、協定書で業務内容が協定書に基づいて業務遂

行されているか監督すると、こういう理解をしたのですけれども、もう少し具体的に説

明していただきたいと思います。

●議長（音喜多議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） 組織の関係でありますけれども、協定成立後の事業運営に

ついては当然に指定管理者がほぼ全てのことの業務について執行していくところとなり

ます。そのうちに、町がここだけやるという関係は今のところ持っておりません。

それと、指定管理者に私どもが今、考えているものが、指定管理者として直接やって

もらわなければならない業務と、あとは指定管理者の業務とせず別途、委託業務として、

委託事業としてやると、そういう二つの関係を考えております。

いずれも予算の面では当然、議会等の関与もあるのですけれども、そういった関係で

町は協定に基づいた業務の指導というのでしょうか、そういったことをしなければなら

ないというふうに考えております。

したがって、経営自体には直接どこまで入っていけるかというのは別にして、運営の

内容全面において、町は指定管理者に意見を申し述べれるというふうに考えてございま

す。

●議長（音喜多議員） ９番、南谷議員。

●南谷議員 議会と福祉法人とのかかわりなんですけれども、自治法上、介入できないと

いうふうになっているのですよね。そうすると、我々議会としてはその指定管理者から

はどう対応できるのか、議会に対してどんな関係になるのだろうと、この辺について具

体的に説明いただきたい。

●議長（音喜多議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） 法人がこの指定管理者の法人が今後、特定された場合には、

またそれの場合によってその議会とその関係の法人との関係もあるかと思うのですけれ

ども、一般的なことでお答えいたしますと、直接的に議会と法人の関係は法律上、構築

されていかないという部分があります。

しかし、私どもとしては町議会、厚生文教常任委員会、あるいは厚岸町議会の議員協

議会などに、そういったことの報告といいますか、私ども指定管理者から報告いただく

ようにいたしましたので、しなければならないことになっておりますので、そういった
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ことについての報告は行っていきたいなというふうなことで、議会の関与というのでしょ

うか、公的な関与ということではないと思うのですけれども、そういったことで考えて

いるところでございます。

●議長（音喜多議員） ９番、南谷議員。

●南谷議員 もう少し、この件についてお尋ねいたします。

例えば、コンキリエであれば１年に１回計算書がコンキリエの収支状況報告が議会に

提出されるのですけれども、今回は指定管理制度ですから直接そういうものが出てこな

くて、福祉法人からの総体の決算書の中でそういうものが出て議会に報告があると、ど

こでどういうような、もう少し具体的に説明をしていただきたいなと思います。

●議長（音喜多議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） 地方自治法上に基づく経営状況報告として６月議会にコン

キリエと厚岸町社会福祉協議会について、私どもから報告をさせていただいております。

これについては、もちろん地方自治法に基づくことでの報告となりまして、今、議員

がおっしゃられたとおり、今回の指定管理者との関係での経営状況の報告というものは

地方自治法上ではないというふうに判断しております。

そこで、先ほども申し上げたのですけれども、今後、私ども今、ちょっと失礼します、

ちょっと休憩してください。

●議長（音喜多議員） 休憩します。

午後１時55分休憩

午後１時55分再開

●議長（音喜多議員） 再開いたします。

●保健福祉課長（松見課長） 失礼いたしました。10月10日の議員協議会において、今、

考えているのは町内の厚岸町社会福祉協議会を考えているというふうにご説明しており

ますので、その一環としてご説明させていただきますと、厚岸町社会福祉協議会は現在、

建物の元利償還に関して、町は債務負担行為において議決を得て、それが地方自治法上、

議会に報告を要する根拠となっております。

この償還期間はまだまだしばらく続きますので、この課においては従前どおりその決

算の一部として、あるいは事業内容の報告の一部として、その決算報告書、あるいは決

算書の中に事業ごとに入ってくることになります。

その中で、事業の執行状況、あるいは決算の状況が確認いただけるものと思います。
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●議長（音喜多議員） ９番、南谷議員。

●南谷議員 ここばかりやっていらないので、次に参ります。

財源や施設設備関係については先ほどの答弁で大体、説明の内容については理解をさ

せていただいたのですけれども、損失補填の関係なんですが、今までであれば一般会計

からの繰り出しですよ。私が気になったのは、管理者委託になってから例えば赤字になっ

た場合の補填の財源はどうするんだろう、銀行からの借り入れをするのかな、そのとき

のもしするとすれば債務負担行為はどうなるんだろう、町としての。

それから、この前いただいた書類の中に移行後３カ月間、介護報酬未収期間を含め運

転資金などはどうなさるのか、この２点についてお尋ねをいたします。

●議長（音喜多議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） 現在、これから選定候補者と協議を進めるに当たっては、

まず前提として赤字ということの状況、いわゆるそういったぎりぎりの状況での協定は

危険だというふうに判断しておりまして、そういったことのないように協議を進めてい

こうという時点で、将来の損失補填、そこまでは現在は考えていないところでございま

す。

済みません、失礼いたしました。それから、運転資金でございます。これも社会福祉

法人を想定をしたお答えというふうにさせていただきます。

社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会は訪問介護、それから居宅介護ということで介護

保険事業のサービスを行っておりますけれども、この新たな事業に対する運転資金まで

の留保資金はございません。

そのようなことから、運転資金が必要であるというふうに私ども考えておりまして、

この介護保険の介護報酬については４月１日から４月末までの１カ月分についての報酬

が１回目、６月27日に入ってきます。それまで無収状態となりますので、これらざっと

計算しますと約8,000万円ほどになります。これらについて、社会福祉協議会でどのよう

に工面するのかお聞きしながら、私どもはそういった例えばそういった貸し付け、こう

いったことも他町村でもあるようでございますので、そういったことも勘案しながら協

議をしてまいりたいというふうに思っておりますので、いずれにしてもここはちょっと

少し協定に基づく大きな部分なのかなというふうには考えております。

●議長（音喜多議員） ９番、南谷議員。

●南谷議員 指定管理者の選定方法についてお尋ねをします。

私は、広く入札で財政的にしっかりした医療にパイプの太い大手法人のほうが今日の

激変する国のルールなどにも対応しやすい専門的な知識の多く抱えている、そういう社

が望ましいのではないのかと、かように考えますがいかがでしょうか。

さらには、町内福祉法人で本当に大丈夫なんでしょうか。私が思うには町内の福祉法
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人、この大きな施設運営というのは未経験だと思うのです。先ほどの答弁にもありまし

た、民間経営の感覚でと言っているのですけれども、私が一番懸念するのは本当に今ま

で以上にその施設人数の多い、それも町民の皆さんにサービス提供するという大きな目

的を持った事業を抱えた中で、その経営感覚を持ったリーダー含めてスタッフが本当に

やっていけるんだろうかという疑念があります。

その辺につきまして、この２点についてお答えいただきたい。

●議長（音喜多議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） まず１点目でございますけれども、選定方法については町

内の活力から町内の法人というふうにお答えしておりますが、これは今後、その業者選

定においてその協定とそういったことで当然、議論になる部分かと思うのですけれども、

私ども今、働いている職員に何とかこのまま同じ職場で働いていただきたいといふうに

考えております。

というのは、その職員が全員入れかわると、今、議員おっしゃるとおり大きなサービ

スの低下だとか、戸惑いが生じますので、こういったことはやはりある程度、町のほう

で職員の処遇に対して条件をつけて受けてくれるのが、やはり町内の法人にしたいとい

うところでございます。

加えて、それは町内の消費にもつながりますので、大手の場合はそこら辺、協定には

なかなか入りづらいというふうに聞いておりますので、職員の処遇においても難しい条

件になるのかなというふうに思っております。そんなことから、町内で公募しないで選

定をしたいという考え方であります。

また、町内の事業所で大丈夫なのかの２点目でありますけれども、今、想定している

ことで話しますと、ほとんどの職員が働きたいというふうに幸いにもおっしゃっていた

だきました。そうすると、彼らの実力からすると十分にサービス低下することなくやっ

ていけるものと考えております。

ただし、まだ指定管理者側の施設長、いわゆるそういう幹部の部分の各方法等をお聞

きしておりませんので、そこら辺は十分に協議といいますか、検討させていただきなが

ら作業を進めさせていただくことになるかなというふうに思います。

大きな施設で未経験だということでありますけれども、そういう介護保険の制度上の

受け入れ面だとか、そういった部分ではなくてやはりその人を雇って大勢の人を管理す

るということについては、確かに今よりも多いわけでありますけれども、現在も約35名

ほどいる社会福祉協議会であります。さらに約60人が加わるわけでございますけれども、

そういったことから一定程度、そういった組織を管理する能力はあると、そのように考

えてございます。

●議長（音喜多議員） ９番、南谷議員。

●南谷議員 私は今回の指定管理を進めるに当たって一番懸念するのは、まず利用してい

る町民の皆さん、サービスの提供、本当に答弁では向上するというふうにも理解とれる



- 26 -

のですけれども、本当に大丈夫なのかなと、安心して入所できるのかな、将来も安心し

て心和園のデイサービスを運用していただけるのかなという不安がっていると思うので

す。

さらには、本当に危惧するのは、先ほどの答弁にありました働いている職員の皆さん

の身分、給料でございます。かの松下幸之助氏は企業は人なり、人なくして企業はない

と私も思います。

現在、施設で働いている皆さん、施設長はみずから送迎車を運転するなど本当に施設

の皆さん一丸となってサービス向上に努められていることは私も熟知しているつもりで

ございますが、そんな皆さんが今回の指定管理で本当に移行することで意欲をなくして

しまうのではないのかなと、そのことによって施設運営というのはどうなるんだろうと

いう危惧をいたします。

もし、これから進めていく上で最終的には私なりの判断では指定管理を進めるとなれ

ば、現行、ただいまの説明を受けた中では協定の中で現状の給料以上の給料のアップは

望めないまでも、給料の現状の確保、それから働く意欲を向上するためにもスタッフの

先ほどちらっと言っていたのですけれども、一生懸命やる人はそれなりの地位、身分や

処遇というものは私は考えていかなければならないのではないのかなと、かように思い

ますがいかがでしょうか。

●議長（音喜多議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） 将来の利用者のことを思う、私たちはやはり一番に考えて

いくべきだということを念頭にございます。といいますのは、要は20年後、30年後こう

いった経営状態で直営でやっていくと、やっていっても高齢者の不安がなくならないの

か、逆に不安になるのではないかと、そのようにも考えている次第でございます。

したがいまして、この民営化に伴って安定した経営ができると、将来、安心して暮ら

すことが約束できると、そのように私どもは考えたところでございます。

それから、職員の意欲の関係でございますけれども、現在、現状は施設の中は正職員

がいて嘱託職員がいるという形態になっております。そういった施設の業務でございま

すので、そういう責任者の業務は違うわけでございますけれども、同種の業務となると

やはりそこら辺の正職と嘱託職員の業務との格差というのでしょうか、ここら辺も実は

現実的にはやりづらい部分があるようでございます。

ですから、そういったことをまずなくして、ずっと嘱託職員のままでなくチーフです

とか、そういう部門部門でチーフを指定管理者は築いていかないと、その人材養成だと

か、効率的な組織運営ができないものと考えておりますので、そういった方については

特にリーダー的なものについては正職員という道ですか、こういったこともありますの

で、そういった部分では同じレベルでの、同じ身分での競争と言ったらちょっとあれな

んですけれども、励みになるのかなというふうに考えていまして、直接、意欲をなくす

ることにはならないのではないかというふうに考えております。

現在の給料の関係でありますけれども、人件費比率が高い状況でこうやって一般会計

の繰り入れの上がる現状からすると、やはのこの現状のままの給与を指定管理者に受け
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ていただく条件というのは相当厳しい条件になるのかなというふうに思いますけれども、

私ども社協を想定して試算しましたところ、やっていけるという状況でありまして、そ

ういった定期的な昇給についてもできるというふうに現在、考えておりますので、そう

いったことも含めて何とか現在の給料を支給していただきたいという条件を持って指定

管理者等の交渉に当たっていきたいと、そのように考えているところでございます。

●議長（音喜多議員） ９番、南谷議員。

●南谷議員 議長、あと何分ありますか。

●議長（音喜多議員） 11分30秒。

●南谷議員 次、アッケシ草について、まとめて聞きますのでよろしくお願いします。

答弁いただいたのですけれども、何か歯が抜けているような感じなんですね、正直言っ

て。まとめて聞きますよ。

ことしの教育長の教育方針、10ページなんです、アッケシ草の栽培について過去の試

験結果をもとに実施してまいりましたが、満足のいく結果が得られませんでした。本年

度においてもさらに栽培方法や作業方法を研究、検討しながら引き続き取り組んでまい

りたいと書いてあるのです。従来どおりやるというふうに理解したのですよ。ただ、条

文の中で満足のいく結果が得られなかったと、私なりに一般質問提出させていただいて

から情報館、海事記念館のほうに行って一応どんな取り組みをしているのか調査をさせ

ていただきました。

そうしたら、全然やっていないわけではないんですよね、一生懸命やっているのです。

だけど一向に、私も議員なんですけれども見えないし、いつ、どこで港町のあそこが町

民の多くの皆さんもことし中止になりましたよと、この行政執行方針にもうたっていな

いのですよ、取りやめになったというのが。いろいろな事情があってなったのはわかる

のですけれども、厚生文教常任委員会か何かでも報告があったのかどうか私はわからな

いです、もう少しこういうことだからどうだと、変更するよと、少なくても大きな事業

計画の私は変更だと思うのです。大きな部分の面積の広い部分をやらないわけですから、

全然わからないで、秋で、よし、ぼうぼうでは、これでは困ると思うのです。せっかく

汗流しているのですよ、違うところで。

そういうこともやはり町民にしっかり、またアッケシ草に興味を持っている方、全国

にいるわけですから、そういう人たちにもＰＲの方法、研究の結果というものをきちん

と私は取り組まなければならないと思いますが、これが１点目です。

それからもう１点、平成15年に遺伝子の解析調査、過去にいろいろあって北前船の種

の移動とか、こういう説があったり、まだ解明されていない部分がありますし、16年度

に厚岸町としてしは遺伝子の解析調査をして春国袋みたいなものと四国のものとどう違

うのだろうという検査をした結果がありますよね、これらも含めているのですけれども、

それらについてもはっきりとしてまだ研究課題が残っていると伺っているのですけれど

も、せっかくカキ種苗センターのほうには大変、高いお金出して遺伝子の解析調査機器
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を購入してあります。

私はもう少しそういうことに詰めても連携をとりながら、100％でなくても、もっとそ

ういうものを活用した中でプランニングをして、毎年は無理でも遺伝子の解析調査をす

ることによって、やはりもっとロマンを持ってほしいと思うのです。少なくてもそうい

うことに前向きに取り組んでいるんだよと、能取湖のように大きなエリアを栽培するこ

とは不可能かもしれません。ですけれども、アッケシ草という冠がついているわけです

から、そういう調査、それから何年か隔年、計画的に自然のものも調査する、23年営業

していません、でもそのアッケシ草の調査をすることによって、厚岸湖内の環境調査な

んかも、やはり調査というのは継続するべきだと思うのです。ですから、３年に一遍は

アッケシ草の生育状況を調査するとか、そういう長期にわたったデータというものを先

ほど情報館のインターネットで書いてあります。僕、引っ張ってもらったのですよ、で

もアッケシ草の厚岸町の海事記念館のデータは他のデータより少ないですよ。これでは、

アッケシ草ついている、取り組んでいる町として私は情けないなと、もっとしっかり取

り組んでいただきたいと思いますが、いかがですか。

●議長（音喜多議員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（桂川課長） まず港町の栽培場なんですけれども、答弁書でもありまし

たけれども、平成18年から行ってまいりました。

ただ、この土地につきましては浚渫土を使っているんですけれど、やはり二、三年で

雑草が生えてきたり、土が硬くなったりということで、どんどん、……（発言する者あ

り）

港町の試験栽培場につきましては、今はやっておりませんけれども、今、プランター

でやっている試験データを蓄積しまして、将来的にはまたそこで、規模は縮小になるか

もしれませんけれども、やっていきたいと考えております。

それと、ＤＮＡ鑑定なんですが、これにつきましても今、お話がありましたとおり、

新しい機械が入りました。ただ、２点ほど問題があります。１点は個体数が50から100ぐ

らい必要だということです。それで、厚岸湖岸やら、厚岸で今、我々使っている宮園の

公園にあった種、あるいは全国にある種を茎ごと、50体以上を集めなければならないと

いう、そういう問題がありますので、今後そのあたりがクリアできるのかどうかという

のを検討させてもらいたいと思います。

それと、その鑑定には機械だけではなくて薬品が必要です。その薬品代も相当額かか

るということですので、これにつきましては、また日を改めて産業振興課のほうと協議

しながら進めてまいりたいと。また、カキ種苗センター所長に余り負担かけないような

方法でできるかどうかも検討させてもらいたいと思います。

それと自生地につきましては、おっしゃられるとおり私らもその生地がどうなってい

るかということは、やはり確認が絶対必要だと思っておりますので、これについても予

算措置が必要です。財政当局と協議しながら年次的に進めてまいりたいと考えておりま

す。
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●議長（音喜多議員） よろしいですか。

以上で、南谷議員の一般質問を終わります。

次に、７番、金橋議員の一般質問を行います。

７番、金橋議員。

●金橋議員 第４回定例会の一般質問に当たり、さきに通告してあります質問事項につい

てお伺いいたします。４点であります。

一つ目は、第３回定例会で質問したサイクリング観光のその後の取り組みについて。

（１）釧路管内の８市町村関係団体で構成されたサイクリング観光協議会の内容につ

いて説明願いたい。

二つ目、来年１月から３月に道東８路線を運行する定期観光バス・エクスプレスバス

が釧路空港から厚岸町をめぐる便を新設するとしていますが、その内容を把握していの

か。

（１）このことについて、厚岸町の取り組みについて説明をお願いします。

三つ目です、厚岸産カキなどを東京で提供するご当地酒場１号店のその後と２号店の

今後の展開について。

（１）現在、アンテナショップとしての役割は果たせているのかであります。

四つ目、釧路管内地域活性化協議会がベトナムを訪れて、その中で管内を挙げて物産

の輸出と観光客誘致をどう進めていくか勉強してきたいとしておりますが、厚岸町とし

てはこのことについてどのように取り組むのか。

（１）特に観光面についての可能性を説明願いたいと思います。

以上であります。

●議長（音喜多議員） 町長。

●町長（若狹町長） ７番、金橋議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の「第３回定例会で質問したサイクリング観光のその後の取り組みについて、釧路

管内の８市町村関係団体で構成されたサイクリング観光協議会の内容について説明願いたい」

についてでありますが、釧路管内の８市町村で構成する釧路地域活性化協議会において、本

年度の事業の一つにサイクルツーリズムの推進を掲げ、管内市町村を初め、釧路開発建設部

や釧路総合振興局、釧路空港、運送関係の団体などにより協議会を発足させるため、10月上

旬から担当者レベルでの協議を開始する予定であると、さきの定例会でお答えをいたしまし

たが、釧路地域活性化協議会によるベトナムへの観光物産プロモーション事業などの対応も

重なり、担当者レベルでの協議の場はいまだ開催されずおくれている状況にあります。

釧路地域活性化協議会事務局に確認したところ、その一方でサイクルツーリズムの推進に

向け必要となる釧路管内における休憩スポットとなり得る施設を洗い出し、位置やトイレ、

通信環境、施設間距離など下地となる基礎調査は別途進めており、その報告書の提出が間も

なくあることから、担当者レベルでの協議を年内には開始したいとのことでありますので、

ご理解を願います。

続いて２点目の「来年１月から３月に道東８路線を運行する定期観光バス・エクスプレス
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バスが釧路空港から厚岸町をめぐる便を新設するとしているが、その内容を把握しているか、

このことについて厚岸町の取り組みを説明願いたい」についてでありますが、このひがし北

海道エクスプレスバスは、ひがし北海道観光事業開発協議会のバス運輸部会が道東各地のイ

ベントや流氷観光の拠点、列車などを結び道東を効率よく周遊できる交通手段として今年度

は１月25日から３月３日までの期間において、全体で８路線の運行をするものであります。

平成22年から運行を開始し、利用者の要望などを踏まえ毎年、ルートの見直しを図ってき

ているもので、来年１月からの運行において厚岸町に立ち寄る便も新設されたところであり

ます。

しかし、この便は９時25分に阿寒湖温泉のホテルをたち、ツルセンターや釧路空港を経て、12

時20分に昼食のため厚岸味覚ターミナルに30分くらい立ち寄った後、中標津空港や野付半島、

尾岱沼をめぐり18時15分に再度、厚岸味覚ターミナルに立ち寄り、10分間のトイレタイムを

とって、終着の釧路市へ向かうといったものであることから、特段、厚岸町としての取り組

みを現時点では考えておりませんのでご理解願います。

続いて、３点目の「厚岸産カキなどを東京で提供する、ご当地酒場１号店のその後と２号

店の今後の展開について、現在アンテナショップとしての役割は果たしているのか」につい

てでありますが、質問のお店は東京の株式会社ファンファクションが経営する「カキ酒場北

海道厚岸」ということでお答えをさせていただきます。

この店は、昨年８月、厚岸町のアンテナショップの居酒屋として全国的なブランドとなっ

ているカキを中心に、豊富な海産物や乳製品など、厚岸町のすばらしい食材をメニューとし

て提供するほか、厚岸町の知名度を高めるため、観光パンフレットを備え置いたり、宿泊案

内やイベント情報の発信など、店のスタッフが宣伝マンとなりながら観光客誘致に向けた仕

掛けも行うなどとしており、東京日本橋にある高島屋本店前のビルの地下１階に座席55席で

オープンいたしました。

開店以来、満席状態の日が続き、予約なしでは入店が難しいほどの盛況ぶりなようであり

ますし、店のこだわりで始めたカキフライ定食のみのランチ時間には限定80食を求め、長い

列ができる人気だそうであります。店内には、厚岸町内の写真パネルを初め、観光や特産品

を紹介したポスターやパンフレットなどを掲示し、厚岸町の街並みや風景を視覚的に紹介し

ていただいております。

また、本年３月には店のスタッフ10名が厚岸町を訪問し、自分の目で厚岸町を勉強すると

ともに、カキ博士認定試験にも挑戦するなど、厚岸町の宣伝マンとしての資質向上にも取り

組んでいただいているところであります。

さらには、テレビや新聞、雑誌などでもなんども取り上げられ、厚岸町のアンテナショッ

プとしての役割は十分担っていただいているものと思います。

さて、そのカキ酒場の２号店についてでありますが、先般の新聞紙上でも紹介されており

ましたが、東京日本橋の百貨店前で不動産会社が進めている大規模複合再開発の第２弾とし

て現在、建設中の地上22階、地下４階の複合ビル内に設けられる商業施設の１階に34席を備

えた「牡蠣場北海道厚岸」を出店することになりました。

１号店の「カキ酒場北海道厚岸」同様、厚岸町のアンテナショップとしての機能を持たせ

ながら、カキを中心に厚岸町の食材をメニューとして提供するほか、全国の日本酒も提供し

て和製オイスターバーとして展開するとのことで、来年３月20日のオープン予定と聞いてお
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ります。

続いて、４点目の「釧路地域活性化協議会がベトナムを訪れて管内を挙げて物産の輸出と

観光客誘致をどう進めていくか勉強していきたいとしていたが、厚岸町としてはこのことに

ついてどのように取り組むのか、特に観光面についての可能性について説明願いたい」につ

いてでありますが、先月の11日から15日にかけ、ベトナムとの経済交流の促進を目指しなが

ら観光客誘致や釧路地域の物産の販路拡大について可能性を探るとともに、日越相互交流の

促進を図ることを目的に釧路地域活性化協議会が行ったベトナム観光物産プロモーション事

業に私もその一員として参加してまいりました。

ベトナムでは、観光総局や旅行会社、貿易関係会社を訪問してまいりましたが、経済力は

急速に伸びているものの、国民の貧富の差は大きく、生活水準はまだまだ低いのが実態のよ

うであります。

まず、物産関係から申し上げますと、訪問した２社の貿易関係会社はいずれも北海道の新

鮮な海産物に魅力を感じているものの、当面、気候の関係からベトナムへの輸出商品は冷凍

食品や加工食品、顧客のターゲットとしては生活水準の高い富裕層に限られるものと思われ

ます。既に１社から釧路地域活性化協議会の事務局に業者との仲介依頼があったようですが、

日本にあるその会社の支社と情報提供の段階と伺っております。

しかし、貿易手続きなどの面からも釧路地域独自の展開には困難もあり、北海道にお

いてベトナムとの物産交流の動きもあることから、今後、連携を深めながら次年度以降

の進め方を検討することとしております。

一方、観光面に関して申しますと、冬の雪に魅力を感じる国民が多く、訪問した旅行

会社から今後、北海道への旅行客の送り込みに力を入れたいとの意向が示されましたが、

ベトナム人にとって訪日旅行はホテルや食事、土産品など価格面に問題があり、まだま

だ高嶺の花の存在であると言えます。

しかし、円安による外国人観光客の訪日が増加傾向にある中で、来年からベトナム・

羽田間の直行便就航が予定されており、北海道や釧路へ入りやすい環境が整いつつあり

ます。

国土交通省の観光庁の調べで平成24年の訪日ベトナム人は６万人程度とまだまだ少な

い現状にありますが、アジアの中で最も親日度の高い国となっており、我が国において

もベトナム市場への取り組みが強化されてきております。

私としても北海道、できれはこの釧路地域に多くのベトナム人においでをいただき、

地域経済の活性化に資するよう今後の事業展開において、釧路地域活性化協議会と連携

を図ってまいりたいと思います。

以上でございます。

●議長（音喜多議員） ７番、金橋議員。

●金橋議員 ４点ありますので、１点ずつそちらのほうにお伺いいたします。

平成25年９月30日の新聞記事に「自転車観光支援、釧路空港の拠点、釧路市が開設、

愛好者誘致の一助」というふうに釧路空港には既にそういうことでポイントといいます

か、小さなそういうところが設けられたわけでありますけれども、今後、少なくても若
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い世代とか、時代の流れを感じるとあと５年、10年、広がっていくのが当たり前のこと

だと私は思っています。

今ここにいる人たちではなくて、５年、10年たった後に私たちよりも若い世代がもっ

とそういうことに関心を持って動き出したら、厚岸町としてはそういう若い人たちに応

援をしてどういう計画、施策をして、どういうふうにそういう若い人たちにバックアッ

プをして、例えばポイントとかつくっていのか。大体、今お答えいただいたような形に

なると思うのですが、そういうような動きがあるというふうになると、厚岸町ではいろ

いろあるでしょうけれども、お金をかければいいというものではなくて、精神的な部分

で頑張ってやれよとか、そういう形で応援する気があるかどうかだけお答えください。

●議長（音喜多議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 今、ご質問をいただきましたサイクリング観光の件

でございますが、釧路空港のほうでサイクルツーリズムに向けた施設整備ということで、

先駆けて飛行機を利用されてサイクリングを楽しもうと自転車を持ってきた方々が組み

立てる場所的な部分の整備をしたところでございます。

先般の第３回定例会の中でも質問議員からご質問がありまして、いろいろ町長のほう

からも答弁させていただいておりますが、北海道というのは地形的な部分、広く広大、

道路が直線が多い、そして気候的にも冷涼という部分ではサイクリング観光を進める上

で大変、有利な地域になるということ。

それと、国内旅行だけではなくてインバウンド、海外から来られるお客産をターゲッ

トとした場合に、今、道東地方に、北海道に訪れるお客さんの中で一番多いのは台湾か

らのお客さんという中では、台湾人におけるサイクルツーリズムに関する関心がすごく

高まりを見せているということも相まって、この活性化協議会のほうではサイクリング・

ツーリズムに取りかかろうという動きをしているということでございます、質問者もご

承知のとおりだと思います。

そういった中で、10月ぐらいからそういった協議を担当者レベルで進めるということ

でしたが、先ほど町長の答弁にあったような内容でおくれているという状況でございま

すが、一方ではその進めに当たってこの各自調査は並行的に進めさせていただいている

ということでございまして、今、質問議員言われたような厚岸町としてもこのサイクル・

ツーリズムについてはグリーン・ツーリズム、エコ・ツーリズム、そういった観点から

も大変、有効な手だての一つだと思っておりますので、厚岸町としてもできる範囲の中

で、どうしてもルートとなります交通事情、あるいは道路環境等々で制限があるかもし

れませんけれども、可能な範囲でのサイクリング観光のほうに取り組みをしていきたい

なというふうには思ってございます。

●議長（音喜多議員） ７番、金橋議員。

●金橋議員 １点目については今後、展開していくということで、それは１点目の質問は

終わります。



- 33 -

２点目なんですけれども、定期観光バス、今、ご説明いただいたとおり30分ぐらい立

ち寄った後で、そのままほかに行くということでなんですけれども、30分の間に何がで

きるかといったら、私も何もできないというのはわかるのですけれども、ただ、どれだ

け30分の間にもう一つ短い時間の間で厚岸町をＰＲしていくかということに力を注ぐべ

きではないのかなと思います。

ですから、流行語じゃないですけれども、30分の間で厚岸町でどういうおもてなしが

できるかとか、どういう厚岸町に対するいいイメージをその観光客の人たちに与えるこ

とができるかというのを考えるのが、今、最良の方法ではないのでしょうか。

ですから、バスが来て厚岸町はいいところだなと、30分の間にもう１回来てみたいな

と思うような努力をしてはどうなのかなと思います。それはもちろんコンキリエのほう

の方たちも一生懸命やっていると思いますけれども、厚岸町ももう一押し、釧路から押

してやってはいかがかなと思います。そのことについてどのようにお考えでしょうか。

●議長（音喜多議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） お答えをいたします。

先ほど町長の答弁にありましたが、これを運営するのは東北海道観光事業開発協議会

といいます。

この協議会の主立ったメンバーというのは、道東地方、いわゆる道東という部分での

大手の宿泊業者、あるいはバス関連業者、あるいは大規模にやっている観光協会等々と

いうことで、道東でも主要な観光地が主体になってやっているということでございます。

そして、このエクスプレスバスにつきましても、その構成団体、構成員の各施設を回

るというようなコース立てになってございます。

実は、このバスは８ルート、先ほどありました８ルートあるのですが、阿寒・釧路・

中標津空港・野付釧路号というバスで８ルートのうち、１号車、２号車、３号車という

ことで７号車がこれに該当します。これは毎年、その利用するお客さんの意向等をお聞

きしながらルートをかえていっているわけです。

その中で、来年１月から運行する７号車のルートの中に厚岸の方面も通過すると、そ

の際に実はコンキリエのほうに寄るという説明をさせてもらいましたが、この協議会の

ほうにコンキリエ賛助会員ということで実は入ってございます。厚岸町の中ではコンキ

リエだけが入っているものですから、厚岸味覚ターミナルのほうに立ち寄りをしていた

だくということの内容でございます。

ご質問者言われるように、あそこのターミナル30分立ち寄る中でいかに厚岸町を説明

するか、コンキリエの機能としては食だけではなくて観光の拠点施設というふうにもなっ

ています。そういった部分ではあそこに総合案内所もありますし、あそこの職員という

のは北海道の観光マスターという資格も取るなどして、観光面にＰＲでもいろいろな部

分で力を入れさせていただいております。

そういった中では、30分限られておりますけれども、サービスを含めて、接遇含めて

利用するお客様が喜んでいただけるような対応というのは当然、会社としても頑張って

くれるものだと思いますし、毎年ルートは変わります。ことしは、１月からは１ルート
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ですけれども、それが好評であれば、もしかするとほかのメニューもまた厚岸に立ち寄

るという可能性もないわけではありませんし、その状況に応じては滞在時間がまた延び

るということも考えられますので、そういった部分は株式会社と味覚ターミナルとも連

携をとりながら、よりよい方向に向かうような形で協議をさせていただきたいと思いま

す。

●議長（音喜多議員） ７番、金橋議員。

●金橋議員 １番、２番については、大枠の中でどうするかという話なので、二つ目はこ

れで終わります。

その次に「カキ酒場」の三つ目のことなんですけれども、私は平成24年６月19日、第

２回定例会の10時00分から10時40分の一般質問の中で、東京都内に出店予定のご当地酒

場厚岸町についての質問をしました。そのときに、「町」をつけるかつけないかというこ

とで、「町」はつけないという形でいろいろと議論がされました。「町」をつけるという

ふうになると、厚岸町の食材について、要するに食中毒とかそういうふうになった場合

にどう責任を取るかというのが主な内容であったと思います。

ただ、大変そういうふうになると、考えていくと、それは全くごもっともだと思いま

す。ただ、厚岸町のカキを全国的に知らしめるということになると、やはりそれなりに

厚岸町なのか、厚岸なのかというのがすごくそれは議論があって当たり前だと思うので

すけれども、やはりその厚岸町ということは、厚岸町がいろいろなことをやっているよ

という、その厚岸町のアピールをするほうが私はその立場で考えていましたけれども、

ただいろいろと問題を考えれば予防策として「厚岸」で終わらせておこうと、そのほう

がいいんじゃないかというのであれば、それはそれで仕方がないだろうと私はそういう

ふうに思いました。

そちらの、そのときの答えの中で「厚岸町の持つすばらしい資源が認められたもので

あり、大変ありがたく思っておりますし、可能な限りの側面的な支援をしてまいりたい

と考えております。なお、今後、このような新たなお話があった場合には、その案件ご

と、慎重に検討しながら厚岸町の振興に結びつけてまいりたいと考えております」とあ

りましたけれども、現在もその答えに変わりがないかお答えいただきたいと思います。

●議長（音喜多議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 今、ご質問者言われたとおり、その慎重に判断しな

がらというのは、今回のファンファンクションがやられた事例に対する質問があって、

今後そういうような取り組みをしたいという業者があらわれた場合にどうしますかとい

う質問に対して、そのようにお答えをさせていただきましたが、今もその考えには変わ

りありません。

●議長（音喜多議員） ７番、金橋議員。
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●金橋議員 それで、きのうの話になります。奇しくも、きのうのあるテレビ局の22時か

らの番組の中で、北海道厚岸カキ酒場が出ておりました。町長さんのポスターというか、

お店に入ってくる中でしっかりと顔も出ておりました。

それで、厚岸町のその番組の中で厚岸町のＰＲもどのような方法でしているのかとい

うをきちっとやってありました。

今、お答えいただいたとおり、職員はきちんと全ていろいろな細かいこと、さすがにカ

キ博士に来ていただけあるなという部分で、メモをとりながら、要するにメモをとった

そういう忘れないようにそういう工夫を、努力をしながらお客様にも対応していました。

こういうカキはどういうつくられ方をして、どうだという答えているような、その場面

もありました。だから、それだけのものをなぜ私はそこまでするのかなとずっと番組を

見ていたんですけれども、ファンファンクションの社長、合掌さんは26歳で上京して、

東京の居酒屋で修行したと、その後、東京都内の北海道物産品を扱っているアンテナ

ショップで疑問を感じた。なぜ、北海道のどこの市町村なのかの表示がないのだろうか

と、それがご当地居酒屋とつながったということを話されていました。

厚岸町だけではなく、個性がある地方のある程度、疲弊したというか、そういうよう

などうすればいいかなというアピールしようとする九州だとか、そういう町も出ていま

した。それで現在、合掌さんは36歳で大変お若いけれども、そういう発想のもとに行動

力があって、あっち飛び、こっち飛び、地方の町を活性化させる一つのお役に立つとい

うようなことをやっています。

やはり、私、思ったのですが、そのようなことはやはり若い年代でなければできない

と思っております。ですから、ちょっと話は飛んでしまうのですが、町長さんは海外の

視察を職員出しているのはもちろんなんですけれども、国内でそういう発想をどうする

かとか、要するに役場ではないかもしれません、役所じゃないかもしれないですけれど

も、そういう国内で実際に動いている現場を若い職員が例えば研修で行くとか、そういっ

た意欲があった場合に、そういう研修をさせるとか、ちょっと飛躍しているかもしれな

いですけれども、そういう可能性があるかどうか、ちょっとお答え願いたいなと思いま

す。

●議長（音喜多議員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えさせていただきます。

今、質問にございました、きのうのテレビ放映、私も拝見をさせていただきました。大変、

厚岸町としても感動を受けたところでございます。

あれだけ厚岸町を大きく、また経営者みずから厚岸のよさを訴えている姿を見て、また職

員自体もそのような気持ちで商売繁盛のために努力している姿を見て我々自体も厚岸にいな

がら、東京でああいう姿であるならば、もっともっと厚岸のよさというものも考えていかな

ければならない。

実は、平成21年だったかと思います、ある同じテレビ局でありましたけれども、厚岸に突

然来まして、厚岸のいいところはどこですかと尋ねられたときに、「いや厚岸なんていいとこ

ろないよ」という一町民の声があったわけであります。私といたしまして、これは困ったと、
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その考えた末に厚岸再発見というものを生み出したわけであります。

そこで、全戸に厚岸の歴史なり、厚岸の文化、観光等含めて周知をしなければならない、

自分では厚岸に住んでいる方々は厚岸という町はご承知でありますけれども、改めて厚岸の

よさというものを認識していただきたいということで、全戸に厚岸要覧を配付をさせていた

だいたところでございます。

そういう中で、私は今、町職員に対するそういう場所を見せてやるのもいいじゃないかと

いうご質問でありますが、やはり私は常に言っております、百聞は一見にしかず、やはり積

極的にそういう場を見ながら町政の何で生かしていただきたい、そのように考えております

し、やはり私は現場主義という話もいたしております。そういう人材育成をさらに進めなが

ら厚岸の観光、経済の活性化に努力していかなければならないと、そのように認識しており

ますので、金橋議員と一緒な気持ちで私も頑張ってまいりたいと、そのように思いますので

ご理解を賜りたいと存じます。

●議長（音喜多議員） ７番、金橋議員。

●金橋議員 今の３番目のことについては、今後もいろいろな可能性があって、ただファ

ンファンクションだけではなくて、恐らくそういうものがいいなと思えばまねするとこ

ろがどんどん出てくると思います。

それで、ファンファンクション以外に、またちょっとそれよりも意識としては落ちる

部分で、厚岸町を利用するというような考えだけの商売だけという人も出てこないとも

限りません。ですから、その辺はしっかりと目をこらしてチェックして、あとは先輩議

員の方々からも言われていますように、いろいろと食品の部分については衛生管理含め

て、そういうものは厚岸町でもできるだけ目をこらして指導していくようにして、でき

るだけ厚岸町を広くＰＲするということをしていただければいいと思いますので、それ

については、３番目については終わらせていただきます。

４番目になりますけれども、またこれも過去を振り返ってお話しすることになるので

すが、平成24年12月５日、第４回定例会、16時05分から16時50分の質問の中で、「海外、

関西圏、関東圏、道央圏からの観光客の誘致の推進が雇用の創出につながると思うがど

のように考えるか」と質問いたしました。いろいろと町長さんもベトナムに行くとか、

そういう形で私はその中で東アジア、東南アジアということも話したと思います。

意外とそういうことというのは時代の流れの中で「あれ」と気がついたらそちらのほ

うまで手が広がって、そして観光もただ日本だけではなくて私は言っていましたけれど

も、中国や韓国の人たちだけではなくて、東アジア、東南アジアの人たちともそういう

観光面でつながっていったらどうなのですか、どうするのですかねというような話をし

たのですが、知らない間に少しずつ、例えば町長さんがそちらに行ったと、ということ

は向こうとこっちとのつながりができると、それは１年、２年じゃないかもしれないと

思います。これが５年、10年、15年となったら、20年となったら私たちもここにはいな

いかもしれないですけれども、いるかもしれませんけれども、そのときに若い人たちに

どうやってつないでいくかという、そのことにやはり考えをめぐらせなければいけない

んじゃないかなと思いますので、町長さんも勉強してきたことを次の世代にどうやって
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伝えていくかというのを考えていただきたいなと思います。

そして、また平成25年11月21日の新聞記事の中で、ベトナム、釧路からも航空会社チャー

ター便ＰＲということで、道内とベトナムを結ぶチャーター便の運航拡大を目指すベト

ナム航空はとかと書いてありました。着々と、やはり確かに貧富の差があって、富裕層

との落差はあるんでしょうけれども、私はこれまた過去を振り返りますけれども、戦後、

日本は戦争跡、丸焼けで焼け野原だったところからこういうふうになっております。次

の世代に長いスタンスでは、物の見方でいくと私たちが今どうやって次の世代にそうい

うことをつないでいって、東アジアだとか、東南アジアのそういう人たちが観光に来た

場合どうなのかという素地をどうやってつくるかなという企画立案ぐらいまではしてお

いてもいいのではないかなと思います。

あとは若い人たちは、優秀な人がたくさんいると思います。ですから、そういう人た

ちにどうやって動くかというその素地をつくっていくように少し考えてはいかがかなと

いうふうに思っております。

観光という面で大枠で話させていただきますと、北海道横断自動車道は平成28年、別

保まで来ます。その先はどうなるかまだわかりませんけれども、私は。少なくても札幌・

釧路間は４時間台でつながります。ですから、これからあと５年、10年と言っている間

に私がここに立って、平成23年の12月の第４回定例会でそこで何もわからないままいろ

いろ話していきました。ただ、ここの町をよくしようとすることだけで質問をしており

ます。諸先輩におかれましては、そこまではまだ達していないかもしれませんが、でき

るだけここの町をよくしていくということを考えていくのは、それは重要なことだと思っ

ております。

ですから、そういう５年、10年ということを考えて動くのもいいのですけれども、将

来を考えた場合、すぐ来ちゃうのですよね。23年でそこに立ちました、そして23、24、25

で３年ここに立っていますけれども、あのときに例えば５年後、10年後といったら、確

かに合ってしまうのです、これ28年ということはそこで話していたことが５年後になっ

ちゃうのです。これからあと５年ぐらい話したら10年たって、もうこちらについちゃっ

て、それで札幌の人たちがその辺を歩いているということになりますから、ですからそ

ういうことを考えて話はまた元に戻しますけれども、東南アジア、ベトナムのほうの、

そちらのほうのことも含めて、できるだけ海外に向けてもちょっと目を向けて考えていっ

てほしいと思いますが、そういうことについて最後に一言いただきたいと思います。

●議長（音喜多議員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えをさせていただきます。

現在の外国からの日本への観光客といいますのは、質問者もご承知のとおり香港、台湾、

韓国が主たる厚岸に、日本に向けての観光客になっているわけでありまして、その中でもこ

の当地域に関する人といいますと台湾なんです。この台湾人が当地域によく来ているわけで

ありますが、その足で若干、厚岸町にも来ているわけでありますが、今回、ベトナムに行っ

てまいりまして感じましたことは、これからはベトナムが大きな市場になるだろうと、そう

いう考えを持って帰ってきました。
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なぜならば、今、日本とベトナム便、飛行機便といいますのは成田空港しかございません。

来年から羽田空港が便ができるわけであります。すなわち、なぜかといいますと、仮に厚岸

から行くという場合、また厚岸まで来るという場合、釧路空港、羽田空港、羽田空港から成

田空港、もう乗りかえ乗りかえで行かなければならないということであります。来年からは

ベトナムから羽田空港、乗りかえて釧路空港、羽田空港から釧路便という便宜上、大変優位

になるわけでございまして、その点も多いにＰＲしてきたところでございます。

また、ベトナム人といいますのはどちらかというと、第１回目の答弁でいたしましたけれ

ども、関西方面多いようであります。この北海道の雪というものに魅力を感じたということ

も答えとして出てきたわけでございまして、そういう点も大いにＰＲできたと思っておりま

す。

いつになるか、ここ二、三カ月ぐらいかと思いますが、ある旅行者の責任者が札幌までやっ

てまいります。そのついでというとちょっとあれですけれども、我々の要請を受けまして札

幌から厚岸も含めてそれぞれの地域を見たいというお話も承っているところでございます。

大いに期待をいたしているところでございます。

このように、我々のベトナム観光物産プロモーションは効果があったなということで理解

をしてもらたいと思いますが、今後とも厚岸は何といいましても景色もあり、また何といい

ましても先ほどから議論されておりますとおりどこにもない食というすばらしい観光資源が

あるわけでありまして、これを生かしながら現在も大事ですけれども、将来を見据えた町づ

くりというものもご指摘のとおりであります。そういう方向で考えていきたい、そして厚岸

の活性化、発展のために努力をさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願い

したいと存じます。

●議長（音喜多議員） 金橋議員さん、もういいですか。終わりますか。

以上で、７番、金橋議員の一般質問を終わります。

休憩します。

再開は、３時30分といたします。

午後２時59分休憩

午後３時30分再開

●議長（音喜多議員） 本会議を再開いたします。

12番、室﨑議員の一般質問を行います。

12番、室﨑議員。

●室﨑議員 さきに通告いたしました、一般質問通告書に従って質問申し上げます。

１点目は感染症対策とその情報の共有についてであります。

町内における感染症の流行を阻止するためには、関連する各施設、機関、団体が素早

く正確な情報を取得することが大事であります。そのための体制はどうなっているのか。

２番として、感染症対策にかかわる人に一定レベルの知識、技術が共有されなければ



- 39 -

なりません。そのためにどのようなことを行っているのか。

３点目としては、町民の意識啓発、特に高齢者や児童等への働きかけ、これはどのよ

うになっているのか。この高齢者児童等というところが、一番この感染症に対して被害

が弱いところでありますので、その働きかけについてお聞かせいただきたい。

大きな質問事項として２番目は文書と印鑑についてであります。

１として、町民が窓口に提出する文書、申請書、届出書、報告書等々は全て氏名記載

の後ろに押印が必要なのかどうか。署名と記名の場合で取り扱いに異同、違いがあるの

かどうか。

それで、必要なものと不必要なものがあるのであれば、その類型と区別の理由を示し

ていただきたいわけであります。

次に、押印を必要とする法的根拠、これについてもご説明いただきたい。

それから、３番目として押印を要する文書はごく特別なものを除き三文判、あり合わ

せ印でよいことになっています。あえて三文判、あり合わせ印を押捺させる実質的な理

由、それについてお聞かせいただきたいわけであります。

以上、今回の一般質問とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

●議長（音喜多議員） 町長。

●町長（若狹町長） 12番、室﨑議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の感染症対策とその情報の共有についてのうち、初めに「町外における感染症の流

行を阻止するためには、関連する各施設、機関、団体が素早く正確な情報を取得することが

大事である、そのための体制はどうなっているか」についてでありますが、冬場に流行する

インフルエンザでは、町内の医療機関に受診された場合には都度、連絡いただくこととして

おります。

また、学校や保育所、老人ホームなどでの発生状況についても都度、連絡いただいており、

発生状況については医療機関、教育委員会、保育所、老人ホームにおいて共有している状況

にあります。また、ノロウイルスでは町立病院や教育委員会から都度、連絡をいただき、保

育所、老人ホームとの情報共有を図っております。

これらの情報は保健福祉課が集約し、できる限り年齢や家族構成なども把握するようして

いるところであります。

なお、例えば結核や赤痢などの感染症は医療機関から保健所での全数報告となりますが、

保健所では公表は行わず、強制力を持って施設や個人へ直接感染予防措置を図るため、市町

村では情報の入手ができないものとなっております。

次に、「感染症対策にかかわる人に一定レベルの知識、技術が共有されねばならない、その

ためにどのようなことを行っているか」についてでありますが、給食のある施設では食中毒

予防にかかわる研修やマニュアルに沿った業務を行っており、学校、保育所、老人ホームな

どでは集団感染対応のための研修、取り組みを行っております。

特に町立厚岸病院では、医師が講師となり月２回の定期的な感染症勉強会を実施しており、

病院職員内外を問わず参加できる状況にあります。

また、町内施設所管部署による会議である、食中毒予防連絡会議では、食中毒予防や集団
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感染対応に向けて各施設での取り組みや消毒方法についての情報交換を行っております。

次に、町民の意識啓発、特に高齢者や小児等への働きかけはどうかについてでありますが、

インフルエンザやノロウイルスなどの大規模流行となりやすい感染症では、流行の兆しが見

えた時点で広報防災行政無線、ＩＰ告知端末などにより予防を啓発しております。

小児では、各種予防接種の勧奨や健康教育などにおいて気をつけるべき疾患や感染症予防

について個別指導をする機会を設けております。高齢者については、現在は特に感染症に関

する内容での啓発などの事業は行っておりませんが、地域で行う健康教育の機会などで行う

ことができるものと考えております。

続いて、２点目の文書と印鑑についてのうち、初めに「町民が町の窓口へ提出する申請書、

届出書、報告書等々の文書は全て氏名記載の後に押印が必要か」についてでありますが、厚

岸町では当町に提出される申請、申し込み、届け出等々にかかわる全ての行政文書について

押印を必要とはしておらず、公の施設の使用許可や使用料免除にかかわる申請書については、

平成10年４月に施行した特例規則に基づき押印を不要としております。

次に、「署名と記名の場合、取り扱いに異同はあるのか」についてでありますが、知的障が

い者福祉法施行に関する規則など、幾つかの規則の様式中に記名、押印または自筆による署

名のいずれかとするとの明確な記載がされているものもありますし、様式中への記載はない

ものの、運用において自署による署名である場合については、押印を省略し、ごむ印等の記

名である場合については押印を必要とするといった取り扱いをしているものもありますが、

基本的には規則等の様式で印と定められている場合については、署名であっても押印を求め

ているのが実態であります。

次に、「必要なものと不必要なものがあるならば、その累計と区別の理由を示していただき

たい」についてでありますが、一般的には署名を原則とした上で押印が必要なものとしては

一つ目には法例等の定めにより、押印を必要とされている文書、二つ目には北海道、または

他市町村と同様の様式行為が求められている文書、三つ目に社会習慣上、本人の意志及び責

任を慎重に確認して、事務処理をすることが求められている文書。つまり、法的係争のおそ

れがあるものや継続的債権債務を伴うものなどで、具体的には公金の支出にかかわる文書、

公の施設の使用を除く許認可等にかかわる文書、貸付金、補助金、助成金等にかかわる文書、

契約にかかわる文書などが挙げられます。

一方、押印省略の判断基準としては、１に不正が行われる可能性がないと判断できる場合、

２に本人、または代理権の授与された者を特定する必要が乏しい場合、３に他の手段で本人、

または代理権の授与された者であることが特定できる場合、４として申請者等が本人または

代理権の授与された者であることが明白な場合、５として申請等が乱用される可能性が少な

い場合とされております。

また、平成９年７月に国が示した押印見直しガイドラインでは、記名に押印を求めている

場合については、押印を求める必要性や実質的意義が乏しく、押印を廃止しても支障のない

ものはこれを廃止し、記名のみでよいこととし、署名に押印を求めている場合についても原

則として押印を廃止し、署名のみでよいこととしております。

厚岸町においても、各部署ではこれらの例に倣った取り扱いをしているものもありますが、

全町的には特例規則で定めた公の施設の使用許可や使用料免除にかかわる申請書以外、指針

やガイドライン、規則などにより統一した整備を行っていないのが現状であります。
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次に、押印を必要とする法的根拠は何かについてでありますが、申請書等への押印につい

て、本人みずからが確認し、意志決定を行ったことを証明するために規則などで定める様式

中に印の記載をしてきたものであり、これが法的根拠になるものと考えております。

次に、「押印を要する文書はごく特別なものを除き三文判、あり合わせ印でよいことになっ

ている、あえて三文判、あり合わせ印を押捺させる実質的理由は何か」についてであります

が、町の行政文書で求めている押印はそれがいわゆる三文判によるものでも、その三文判を

文書提出者の認印として取り扱うとともに、押印された文書については形式的に成立した文

書として受理しております。

また、押印を求める理由については、申請者のより明確な意思確認と申請者本人であるこ

とを証明するためのものであります。

以上でございます。

●議長（音喜多議員） 12番、室﨑議員。

●室﨑議員 まず１番目の感染症のほうからお聞きいたします。

感染症対策の基本というのは発生の阻止ではなくて、流行の阻止にあるというふうに

言われていますよね。発生そのものを完全に抑えることはできませんから、それが流行

しないように抑えると、そのためにどうするかというのが基本であると、そのように聞

いておりまして、その立場からこの後の議論を進めようと思いますのでよろしくお願い

いたします。

それで、もちろん感染症といってもいろいろな種類がありますよね、一類感染症から

始まって風邪に至るまでありますから、それはいろいろなんですが、喫緊な例で答弁の

中にも出てくるようにインフルエンザであるとかノロウイルスであるとか、このあたり

はもう非常に我が町にとって、町民にとっておなじみの感染症ですよね。だから、そう

いうようなものを念頭に置きながらお聞きしていきます。

それで、ここのところ新聞報道でもノロウイルスがまたぞろ猛威を振るってきている

と、それで保健所などでもいわゆる警報を出していますよね、そういう中での質問とい

うことになりました。

それで、先ほど言った流行の阻止ということから各施設、機関、団体はそれぞれ自分

の持ち場の中で必死の努力をしているということだと思います。それはいろいろとうか

がい知ることができます。ただ、なるべく早く手を打たなければだめなんですよね、こ

ういうものは。

それで、特に大事なのは施設、保育所、幼稚園、学校、特養、デイサービスなどの高

齢者施設など、今現在どこでどんな感染症が流行しているのか、あるいは出てきたのか、

出ようとしているのか、そういう正確な情報を得る手段を持たなければなりませんよね。

それが今の厚岸町で十分にあるとお考えですか、ある、ないだけで結構です。

●議長（音喜多議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） リアルタイムで正確な情報が確認できているかという観点
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からいうと、ないのではないかというふうに思っております。

●議長（音喜多議員） 12番、室﨑議員。

●室﨑議員 非常に率直な答弁なんですが、実はこれをつくっていかないと流行を抑える

ことはできないのです。だから、地域でのリアルタイム情報共有の体制、システムとい

いますか、それをどうやってつくるかということだと思うのです。

その情報を持って各機関なり、団体なり施設が努力をするということですよね。情報

共有が進まない理由というものをあるところで書いていたのを見つけましたが、まず町、

情報を持っていない。保健所、広報機関の役割がない。道、保健所からのデータを集め

て公表するので早くても１週間以上おくれる。マスメディア、ニュースソースは保健所

である、地域に密着した情報は持っていない。病院、正確な情報を持っている場合が多

いけれども発表しない、発信しない、したがらない。口コミ、これが一番早いんだけれ

ども、甚だ不正確であると、こういう中でみんなが苦労しているというふうに言ってい

るのですが、全くそのとおりだと思います。

それで、病院や医院で発見した場合に、ここでお聞きしているというと恐らく町立病

院がこの得た情報に関しては町内のしかるべき機関、町内というのはこの場合には厚岸

町という行政機関の町ですが、内で動いていると思うのです。この情報を共有する範囲

というのがどうしても行政は行政だけになるんですよね、ところが感染症は行政の枠の

中だけで感染するわけではないんですよね、全町全体、この地域全体、へたすると厚岸

町超えて感染が広がりますよと。

そういう意味で、まず情報を共有する人たち、この範囲をどのように捉えているかと

いうことです。例えば、この架空の話ですよ、特別養護老人ホームの中で感染症が何か

出たとします、あるいはデイサービスに来ている人に出たとします。そうすると、特に

デイの場合には、この町にあるもう一つの民間のデイと両方使っている人もいるわけで

すよ。だから、双方の民間とそれから町の機関が緊密な連絡をとって情報のやり取りし

なければなりませんよね、でも、どうもそういうような話は余り聞こえてこないのです

よ。

それで、感染症の流行阻止のために情報を共有する範囲というのはどういうふうに持っ

たらいいと考えていますか。

時間かかるなら休憩してください。

●議長（音喜多議員） 休憩します。

午後３時50分休憩

午後３時51分再開

●議長（音喜多議員） 再開いたします。

保健福祉課長。
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●保健福祉課長（松見課長） 今、私どもが考えて対応させていただいているのは、不特

定多数の方々が出入りする施設と、簡単に言えばそのように考えておりますし、その中

に学校、保育所、老人福祉施設、それから今言った双方のデイサービスですか、そういっ

たことが範囲に含めると、そのようにすべきだというふうに思います。

●議長（音喜多議員） 12番、室﨑議員。

●室﨑議員 おっしゃるとおりだと思いますよ。

官民を問わず今、言ったようなこの流行を広げてしまうような可能性があって、そこ

を抑えなければならない、そういうような機関、団体含めて全部一緒になって考えなけ

ればならないですよね。そのどこかで火の手が上がったぞという話がぱっとみんなが共

有すると、いわゆる情報の共有、こういうものをやはりつくっていかなければならない

と思うのですよ。これは、今、何かそういう計画がおありですか。

●議長（音喜多議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） 現時点では、具体的なそのような方向への組織づくり考え

方は持っておりません。

●議長（音喜多議員） 12番、室﨑議員。

●室﨑議員 これ感染症が大きな流行を起こしてしまって、世界的にいうとパンデミック

とか何とか言うそうだけれども、厚岸町における大流行があってから考えたのでは遅い

のです。これ、ぜひ検討していただきたい、ぜひ実現させていただきたい。

その上でもう一つお聞きします。多くの人が情報を共有するところが基本だというこ

とになった場合、その情報というものについてはやはり一定に絞っていかなければなら

ないと思います。

すなわち、例えば個人情報保護だとか、いろいろな問題入ってきますから。でも、余

り最初から絞ってしまって抽象的な話だけだったら、これ役に立たないのです。そのあ

たりの検討もきちんとやっていただきたいのです。

すなわち、前にも私、避難か何かのときに言ったような記憶があるのですが、１類、

２類、３類というような類型をつくって、１類の詳細な情報を持っているのはこの人た

ち、もうちょっと絞ったものを持っているのは、もうちょっと多くの人たち、町民に行

くときにはもうここまでしか出しませんよというようなものをつくらない限り、その本

当の専門家が必要とするような情報を防災行政無線なんかで流してしまったら、それこ

そ個人情報の保護はどうなったのだというような話に陥ってやるべきことができなく

なってしまいますので、そのあたりも一緒によく考えていただきたいと思いますが、い

かがでしょうか。
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●議長（音喜多議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） 今、議員おっしゃっていただいたように、私ども実際に担

当者が情報提供、いずれかの施設に送る場合において、本当に現実的にどこまで言った

らいいのかということがあります。

例えば、小学生がインフルエンザになった、家族のおばあちゃんがデイサービスに行

くといった場合に、デイサービスにどこまでの情報を個人情報を考えながら、あるいは

人権等も考えながら対応しているのが現実であります。

今のご意見を参考にさせていただいて、その情報を提供する範囲、関係者もちょっと

考えさせていただいて、関係者の意見をいただいた、あるいは相談させていただきなが

ら前進をしていきたいなというふうに思います。

●議長（音喜多議員） 12番、室﨑議員。

●室﨑議員 個人情報の壁という言葉と個人情報の盾という言葉があるのだそうです。個

人情報の壁というのは、個人情報が邪魔になってうまくいかないときですね。ところが、

個人情報の盾というのは、それを言い訳にしてしまう。だから、我が身を守る盾に使う、

それで個人情報の盾という言葉もあるのだそうです。

これはちょっと違う分野ですが、ＳＯＳネットに関して警察庁は個人情報より命であ

るということを明確に打ち出しました。これは昨年だったかな。そういうようなことも

ありますので、個人情報の壁に余りおびえないで有効な組織をつくってっていただきた

い、これは切にお願いします。

それで次に進みますが、よくいろいろな問題で温度差という言葉を使いますよね、い

ろいろな人たちが入ると。情報の共有と同時に意識と知識の共有ということが非常に大

事ですよね。情報が来てもそれをどう処理していいかわからない人が中にいると、非常

にそういうことに堪能なところではうまく使えるけれども、どうしていいかわからない

で終わってしまうところがあってはうまくないわけです。

それで、この各施設の担当者、そういう人たちが具体的な中で疑問があった場合に、

それに専門家が答えられるような、やはりこの組織の中にそういうものも必要だろうと

思っております。

何かお聞きすると感染症勉強会を実施していたり、あるいは食中毒予防連絡会議とい

うようなものをしているというのですが、今言った必要とする機関、団体全てを含めて

どの程度の人がこれに関与できているのでしょうか、そして年に何回ぐらいこういうこ

とをやっているのでしょうか。有効なものとして全町的なものとして機能しているので

しょうか、その点お聞きしたい。

●議長（音喜多議員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） １回目の答弁にも書かれておりましたけれども、特に町立

病院から感染症対策の勉強会ということで毎月２回実施をさせていただいております。
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これにつきましては、保健福祉課、それからデイサービス、特老、それから社協にも

毎回ご案内を申し上げて、今、はやりつつある感染症ですとか、今これから冬に向けて

はやるであろう感染症等々の勉強会、どういったものなのかということ等含めて勉強会

を発信しております。

どれくらいということでしたので手元にデータがあります。昨年は、月２回ですから24

回やりまして、合わせて345名が参加しております。ことしは11月までで18回開催し、306

人という数字が参加しております。

社協からも、外からも、それから田中医院の関係者も多く参加して、そこでいろいろ

な情報を発信しているという状況にあります。

●議長（音喜多議員） 12番、室﨑議員。

●室﨑議員 大いに結構なことで、どんどんこれはやっていただきたい。１回15人ぐらい

ですね、大ざっぱに言って。

それで、この中に民間の福祉施設なんかの人たちも来ていますか。

●議長（音喜多議員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 福祉施設ですから、田中医院さんが経営されている施設か

らも見えております。

●議長（音喜多議員） 12番、室﨑議員。

●室﨑議員 田中医院さんはさっきお聞きしたのだけれども、それ以外にもひと昔前だと

小規模作業所というような言い方をしたけれども、そういういろいろな施設ありますよ

ね。ああいうようなところからも入っていますか。それから町立病院からも積極的に声

かけていますか。

●議長（音喜多議員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 残念ながら、そこの範囲までは広げてお知らせはしていな

いというのが今の現状です。

●議長（音喜多議員） 12番、室﨑議員。

●室﨑議員 そういうことも含めて目配りをしていただきたいわけです。

それで、ここで一つはそういう勉強会が月２回あれば、大体そこでできるんじゃない

かとは思いますけれども、何か具体的に出た場合に各施設からこんな疑問があったとき

に、それこそリアルタイムでぱっとどこにお聞きして、答えてもらえるかというような

ことも必要だと思います。
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それから、もう一つ、これが非常に大事だというのですが、専門家が現場に出向いて、

この場合、専門家というのは病院スタッフ、病院スタッフというのは医師、看護師、薬

剤師、臨床検査技師、みんな含めます。そういうスタッフがそれぞれの必要に応じて、

それから保健師もその専門家ですよね、そういう人が現場にいって、現場でその疑問に

対して、その衛生環境をチェックして、その現場に合わせた感染症対策、それをその現

場で助言するというような体制が非常に大事だというのです。

ですから、勉強やるのは大いに結構ですが、もう一歩進めたそういうような現場指導、

これについてもぜひ考えていただきたいわけでありますが、それからもう一つはこれも

非常に今、言われていることなんですが、専門家による手洗いの講習、実際の技術指導

です、それから吐瀉物の処理なんです、これはノロウイルスなんかのときは大変な問題

になるかと思います。これは実際に疑似吐瀉物を使って飛散状況をみんなでやってみる、

そしてその清掃の方法を実際にやってみる、いわゆるノートと鉛筆だけではできない部

分まで踏み込むということが大事だと思うのですが、こういうようなものについてもお

考えいただきたいのですがいかがでしょうか。

●議長（音喜多議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） 現場での指導の関係ですけれども、これはその感染症の種

類によって、やはり現実的には保健師、保健福祉課だけで考えるとドクターがその現場

に行くということになると別でしょうけれども、保健師であるだとか、そういった部分

ではやはり感染症の種類によってはその保健所との逆に指導もいただきながらというこ

とに、現状ではそのような状況であります。

したがって、どの範囲でその感染症の種類によって、あるいは規模等によって現場で

町が直接指導すべきといいますか、できるものとか、そういったものについてきちっと

考えていきたいと、指導できるように考えていきたいと思います。

また、手洗いの講習でありますけれども、これは機械が、実は講習用の機械とかがあ

ります。これを前に保育所の話ですけれども、保育所で借りてきてブラシを使って洗う

と、一生懸命やってもとれないのがわかるのですね、そういった機械等もありますので、

このところで講習が必要だという思いはございますので、そういったことについては引

き続きまた職員研修の中に取り入れていくような形で考えてまいります。

それから飛散ですね、その後の掃除の、あるいは換気の仕方だとか、そういうようなこ

とも一般的なマニュアルとしては持っておりますけれども、具体的にそれでいいのかど

うか、その辺の検証もやはり必要だというふうに感じる部分もありますので、関係機関

と相談しながら、これも取り入れるように考えてまいります。

●議長（音喜多議員） 12番、室﨑議員。

●室﨑議員 結局、私が勝手に思っているのは、今マニュアルという言葉が出たのですが、

大体そういうことはみんな本に書いているのですよね、それからネット見ても厚生労働

省でしたか、そこのところが例えば高齢者介護施設における感染対策マニュアルなんて
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分厚い本になるようなものが出ていますよね、そしてその解説書というのがたくさん売っ

ています。

だから、頭ではみんなわかるのですよね、もちろん担当している方たちはそういうも

のを隅から隅まで読んで理解していると思う。

ただ、いざというときには頭の中で考えていることではなくて、体が動かなきゃなら

ないのですね。だから、いろいろな防災のときだとか何だとかも同じことで、やはり体

が自然に動くぐらいまでにしておかなければならない種類の問題だということだと思い

ますので、そういう実際にいざというときに役に立つ体制をどうつくるかという一語に

尽きるかと思います。

それで、まずその連絡網から始まって、そういうところまで情報知識、意識の共有、

そしてそれには全町的なネットワークをつくり上げるということをぜひお願いしたい、

そのように思いますがいかがでしょうか。

●議長（音喜多議員） 町立病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 実践的な勉強ということでは、感染症対策委員会が主催す

る勉強会の中で手洗い、これは基本中の基本です、どんな感染症のマニュアルにも最初

に手洗いという部分が出てきます。

町立病院で実施しています感染症勉強会の中には、実際、手洗いする勉強をやってお

ります。それは特殊な薬を塗ってどれだけ洗えているのか、洗えていないのかというの

が光に当てるとわかるとか、簡単な装置がありましてそれらも使いながら広く、できる

限り広く職員に参加していただいて、民間の方も参加していただいて、基本となる手洗

いを実行しておりまして、そういった部分をまたより進めてやっていければなというふ

うに考えます。

●議長（音喜多議員） 12番、室﨑議員。

●室﨑議員 この問題については最後にもう一つお聞きしますが、現在までのところはい

わゆる担当する人というか、そういうところでの間の話でした。今度は、いわゆる一般

町民というか、そこのところでの啓発という問題ですが、これについては小児に関して

は個別指導する機会を設けていると、高齢者については地域で行う健康教育の機会など

で行うことができるものと考えていると、考えているだけなんですね、まだ。

このあたりについても、やはり個々人が手洗い一つでもそうなんですけれども、きち

んと大事だということを意識してやっていただかないとなかなか押さえ切れないですよ

ね。そのあたりについては、やはりこの後、特に今はノロと、それからインフルエンザ

がこれからどんと出てくる時期ですから、出てこられた困るんですけれども、やはりこ

のあたりについても具体的なものを進めていただきたい、そのように思うのですがいか

がでしょうか。

●議長（音喜多議員） 保健福祉課長。



- 48 -

●保健福祉課長（松見課長） 今後、機会あるごとに隅々にわたるような形でちょっと具

体的な健康を考えて、具体的な方法を考えて実践してまいりたいというふうに思います。

●議長（音喜多議員） 12番、室﨑議員。

●室﨑議員 次、２問目に移ります。文書と印鑑であります。

詳細な資料をいただきまして、たくさんの文書が載っておりまして、私もこれは申し

わけなかったなというふうに思っております。感謝しております。

ここで、認め印という言葉を使ってらっしゃるので、私のほうもそれに合わせて認め

印というふうに言葉をかえますので、三文判とかあり合わせ印とか全部同じ意味ですの

でご了承いただきたい。

それで、この認め印を押すということなんですが、これは結局、文書の申請担保とい

う意味だろうと思うのですが、それでよろしいでしょうね。

●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） そのように受け取っていただいて結構です。

●議長（音喜多議員） 12番、室﨑議員。

●室﨑議員 それで、この文書の申請担保のためのはん、これは署名の場合も同じなんで

すが、これは二重の推定ということを言われていますよね。認め印でも実印でも何でも、

印でいうと、それがその印形がその人のはんであるということの推定、そしてもう一つ

はその人の意志によってそれが押されたということの推定、この二重の推定が必要なん

ですよね。それがあって初めて文書の申請ということの問題に行き着くわけです。

結論からいいますと、そういうことが必要な文書であるという基準で洗い直してほし

いのです。そこまでの推定をもって文書の申請が担保されなければならないものであり、

なおかつ認め印でも、一応それが推定されていますから、町のほうでは申請だという思

いましたという必要のあるもの、それだけでいいわけです。というふうに考えます。

それで、答弁の中でもいろいろとおっしゃっているのであれなんですが、本人の出頭

義務のあるようなもの、窓口までの、あるいは本人確認が厳密に必要なもの、むしろこ

う言ったほうがいいでしょうね、本人確認が厳密に必要なもの。それで身分証明書だと

か、そういうものを必要とするもの、それのときに、その書類に認め印をさせる意味が

何かあるのかということですね、こういう点。

それから、今度、署名、または記名、なつ印という記載があっちこっちにあります。

法律上だとか、いろいろな中に、その署名または記名なつ印というときは、例えばはん

で、例えば私なら室﨑正之と押してなつ印してある場合、これが記名なつ印ですよね、

ワープロで書いた場合も記名なつ印です。それから手で書けば署名ですよね、署名また

は記名なつ印というときには、署名していればはん要らないのです。記名なつ印と署名
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を同等に考えるということですね。こういうようなものを取り入れようというお考えは

今、ありますか。

●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） 町長の答弁にもありましたけれども、実を言いますと平成９年

７月に国が押印省略のガイドラインというものを示しました。それに倣った形で平成10年４

月に一部、対象としてはあくまで公の施設ということで対象絞った中で特例規則を定めて限

定をして、それらについては規則に印があっとしても、押印省略することができるというこ

とで定めたわけでありますけれども、公の施設に限ったものということで、これが今、考え

ると、当時、私担当者だったものですから中途半端だったなというふうには思いますけれど

も、今回、改めてこのようなご質問をいただき、全町的に統一した整理を行いたいというふ

うに考えております。

●議長（音喜多議員） 12番、室﨑議員。

●室﨑議員 結論を言われてしまった後、聞くことは何もないということなので、参考に

なるお話をさせていただきます。

丸印というのが様式の中についているところ、氏名欄の。それをもって法的根拠とし

てということですよね。

したがって、その丸印というものの定義、これは印鑑登録をするときだけは定義があ

るのですよね、それで名前か通称か名字か、これが入っていなければだめだと、それか

ら外国人のように日本語以外のものになっているとき片仮名に直してやりなさいと、そ

ういう規定があるのです。

ほかの文書には単に様式の中に後ろに丸印という、いうならば図形があるだけで、そ

の内容についての定義はないですね。

●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） はっきり申し上げてありません。

●議長（音喜多議員） 12番、室﨑議員。

●室﨑議員 これは昔聞いたことのある話であるのですが、私がＡＢＣというはんをつくっ

て、これがおれの認めなんだと言って持ってきてはんを押した場合、どうしますか。

●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） それが本人のはんだということであれば、認めざるを得ないだ

ろうというふうに考えます。
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●議長（音喜多議員） 12番、室﨑議員。

●室﨑議員 ここに一定の基準が書いてありまして、そこではゴム印だとかそういうふう

にすぐ変わってしまうものはだめだというような話もありましたが、これは全部にわたっ

てそういう規定があるわけではないですよね。

そうすると芋版持ってきて押されても、これ私のはんだと言われたら、現在はお断り

できない、ＡＢＣのはんと同じだということになってしまいますよね、いかがですか。

●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） いわゆる実印については、そのように考えます。

●議長（音喜多議員） 12番、室﨑議員。

●室﨑議員 そういうわけで、これはやはり、なぜ、はんを必要とするのかというのを厳

密に一つ一つ一定の基準の中でふるいにかけていただきたいと思います。

なんでこんなことを言っているのかというと、これはどこかの町の市長さんが何年か

前に公約で言った話なんですが、ほとんど実用実質的には必要としないものについても

認めをしなさいというのが慣例になっているのがお役所だと。そうすると、そこの市長

さんですから、市民ということになりますか、はんを忘れてくれば窓口で受け付けらな

らないでもう一遍帰らなければならない、何のために必要なのかということになると、

さしたる理由もない中で、慣例が生きて、そして市民にそういう手間をかけさせるのは

首長としては忍びないと、こういう言い方をしています。まさにそうだと思うのです。

それで、さっきから係争の可能性があるものということですよね、要するに申請な文

書であるかどうかということが、それによって担保されるというのであれば、署名で十

分なわけですよ。むしろ、認め印のほうが今の二重の推定に対しては難しくなる場合が

多いのです。だって、私の名字はどっちかというと珍しいとされているのですが、今、100

円ショップで売っているのですよ、「室﨑」というはんまで。誰でも買えるんですね。

だから「室﨑」というはんを押してあったからお前のだと言われても、私そんなの預

かり知らないと、それから100円ショップで売っているような本当のあり合わせ印という

のですか、ああいうものは印形が皆同じなんです。そうすると、押してしまったらどの

はんだかわからないですよね、そういうようなものもありますので、やはりこれについ

ては整理をしていただきたいと、そのように思いますがいかがでしょうか。

●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） 先ほど、先に結論言ってしまいましたけれども、そのようにさ

せていただきたいと思っております。
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●議長（音喜多議員） よろしいですか。

以上で、12番、室﨑議員の一般質問を終わります。

次に、３番、石澤議員の一般質問を行います。

３番、石澤議員。

●石澤議員 さきに通告した通告書に従って、質問いたします。

最初に、町づくりについて。厚岸町においても少子高齢化が進んでおり、基幹産業を

担う後継者不足は深刻です。若者が安心して仕事に従事し、生活できるようするために

今後の対策について伺います。

若者が定住できる雇用対策はどのように考えていますか。

後継者問題としてはどう取り組んでいかれますか。

次、福祉灯油助成について伺います。

原油高騰で灯油価格が高いままになっています。現行助成分の60リットルを100リット

ルに拡充できませんか。また、助成期間を年度末まで延長できませんか。さらに、灯油

助成分相当でまき、石炭などへの助成ができませんか。

次、学力テストについて。

文科省は以前から市町村学校ごとの公表については慎重の上にも慎重を期する旨の通

達を出し、調査結果が目的ではないことを強調してきましたが、来年度から区市町村教

育委員会の判断で学校別成績を公表できるよう実施要領を見直す方向で検討に入ったと

の報道がありました。学校ごとの公表をこれまでどおりすべきではないと思いますが、

考えを伺います。

北海道教育委員会は、平成25年全国学力テストの結果報告を公表し、また平成26年度

までに道内平均を全国平均以上にするとの目標を掲げています。管内別の公表と全国平

均以上の目標設定は過度の教育をあおることにつながり、テストの点数のみで学力をは

かる危険性があると考えられますが、見解を伺います。

児童生徒に生きる力、基礎学力をつけることは当然のことですが、教職員の指導法の

向上とそれを補償する十分な教育条件の設備が必要だと思いますが、どうですか。

これで１回目の質問を終わります。

●議長（音喜多議員） 町長。

●町長（若狹町長） ３番、石澤議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の町づくりについてのうち、初めに「若者が定住できる雇用対策はどのように考え

ていますか」についてでありますが、厚岸町の雇用情勢は長引く景気の低迷により、企業の

経営規模縮小や廃業などもあり、依然として厳しい状況が続いていることはご承知のことと

思います。

特に、若者にとっては自分に合う仕事や職場がないことや企業が求める人材と求職者の条

件が合わないというミスマッチが原因と思われる若年層の早期離職も増加傾向にあるほか、

高校や大学などで取得した資格や技術を町内で生かせる職場が少ないという現状もあり、若

者の多くが就職の場を求め町外に流出しております。
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平成20年２月に行った15歳以上の町民2,000人を対象にした町民意識の調査の結果でも、厚

岸町の愛着度について伺ったところ、20歳未満では約68％の方が愛着を持っていると回答し

た一方で、約56％の方が今後転出したいと回答しており、その原因を伺うと「自分に合う職

場がないから」が一番の理由となっております。

厚岸町に限らず、ほとんどの市町村でも人口減少や少子高齢化が急速に進んでおり、その

大きな要因の一つは若者の流出と言えます。

生産年齢人口の減少は地域経済の減退を招き、町のにぎわいや活力の低下へとつながる重

要な問題でありますが、その半面、最も難しい課題でもあります。

厚岸町としては、公共機関や経済団体、教育機関などが雇用問題に関して相互に連携する

ことにより、雇用失業情勢の把握や各種雇用対策の円滑な対応と推進を図るため、町内の商

工業、産業団体、金融機関、教育関係者に参加いただき、厚岸町雇用対策連絡会議を設置し

ております。

本年も先月28日に開催いたしましたが、その際には釧路公共職業安定所の担当者にも出席

いただき、釧路管内における雇用情勢を初め、新規高卒者の採用や就職動向の説明をいただ

いたほか、厚岸翔洋高等学校の進路指導部からは卒業予定者の進路状況についての説明を受

け、それらを踏まえて出席いただいた企業側から今後の雇用についての説明や学校への意見、

要望を伝える一方、学校側からも企業への意見や要望を伝え、少しでも町内での雇用が生ま

れるようお互いに連携を図っているところであります。

町内での就職を望む若者が１人でも多く地元で就職できるよう、さらに町としても関係機

関と連携しながら雇用対策に取り組んでまいりたいと考えております。

次に、「後継者問題に対してはどう取り組んでいかれますか」についてでありますが、まず

商業については人口の減少や消費購買力の流出などにより、小売店にあっては年々販売額が

減少してきており、数年先を見越して明るい展望を見出せない現状から、地元商店における

後継者問題は深刻な課題となっております。

このため、厚岸町商工会では会員の商店を個別に訪問して、事業主から後継者の有無を初

め、経営の継続希望年数や廃業の見通しなどの聞き取り調査を実施しております。現在も調

査継続中でありますが、厳しい実態が浮き彫りになってきているようであります。

厚岸町商工会としても、これまでの経営改善指導や新規創業、新分野進出に対する支

援に加え、従来のような家族による事業承継だけではなく、第三者による事業承継が円

滑に行えるための事業継承セミナーの開催など、新たな取り組みを行っております。

厚岸町といたしましても、町民の暮らしを支える大切な生活基盤である商店や商店街

が街中から消えてしまうような事態を招くことがないよう、今後も厚岸町商工会や関係

機関との連携を図りながら、後継者問題の対応に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

次に、農業については、当町の酪農経営においては、昨年２戸の農家が離農し、こと

しも１戸が実質的に離農しており、人・農地プランの意向調査の結果から、今後もこの

傾向は続いていくものと考えております。

こうした状況は、将来の酪農地帯として、あるいは地域自体の存立の危機を招くもの

となるため、後継者や新規就農者といった新しい担い手の育成は今まで以上により重要

な課題となっております。
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後継者問題としては基本的には親子による経営承継が主体であり、女性後継者のケー

スもふえてきておりますが、結婚や親子間での経営方針の違いなど、スムーズな経営移

譲にはさまざまな問題があることから、これらに対する支援の必要性が改めてクローズ

アップされてきております。

現在、取り組まれている内容としては、結婚対策として厚岸町農業後継者対策協議会

が酪農後継者と女性との出会いの機会をつくる取り組みを行っておりますが、すぐに成

果が出る問題でないことから、今後も地道な取り組みが必要とされているところであり

ます。

新規就農対策については、まず農業委員会が地域担い手育成センターとして新規就農

希望者に対する窓口の役割を担っており、町では厚岸町新規就農者誘致条例により、農

用地などの賃貸料の２分の１の助成や固定資産税担当額の助成、制度資金にかかわる利

子補給金の交付を行うなどの支援体制を整えております。

また、釧路太田農協でも酪農の基礎研修から実践研修、就農に至るまでの各種の調整

や生活支援、基金貸し付けの支援など、全面的なバックアップ体制をとり、さらに農業

改良センターや農業共済組合がそれぞれの立場で新規就農者に対するサポート体制を

とっております。

さらに昨年からは就農相談活動をする場として、東京や札幌で行われている新・農業

人フェアに農業委員会と釧路太田農協が連携して相談ブースを出店し、当町での新規就

農の呼びかけを行っており、その結果、現在、１組の夫婦が町内の酪農家で研修されて

おります。

また、担い手への農地の集積など、人と農地の問題を解決するための人・農地プラン

についても今年度末までの策定に向け、作業を急いでいるところであります。

いずれにいたしましても後継者や新規就農者といった担い手対策を進めるためには、

町内の関係者が総合的な情報交換や支援体制を話し合い、方向性を決め、またそれぞれ

の期間がそれぞれの役割の中で最大限の支援を行う必要がありますので、現在、その協

議の場としての組織の設置に向け作業を進めているところであります。

次に、漁業については、漁業におきましても年々、漁家数は減少してきており、後継

者問題は大きな課題となっています。水揚げの変動や資源の減少、燃油や資材の値上が

り、漁家の低迷などにより、漁家経営は非常に厳しい状況にあるため、親が子供に後を

継がせない、子供も後を継がないというようなケースがふえ、漁家の減少や高齢化が進

んでいる状況にあります。

このようなことから、漁業については基本的に漁業生産基盤が強化され、漁家経営の

安定が図られることが第一の後継者対策と考えているところであり、国や北海道、漁協

としっかりと連携し、現在進めている漁家振興施策を確実に実施することにより、漁家

経営の安定と魅力の向上を図ってまいります。

また、後継者を育成するための具体的な研修施設として、道内には鹿部町に道立の漁

業研修所があり、また当町は厚岸翔洋高等学校を有しております。当町としても引き続

き、研修生の募集や生徒の実習、各種の試験研究活動を支援してまいります。

なお、当町の漁業における新規参入者の受け入れについては、漁業権の付与の問題な

どのハードルが高く、漁業関係者においてその対策の必要性は理解しながらも、取り組
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みを推進する状況には至っていないという話も聞いており、今後の推移に注意してまい

りたいと考えております。

続いて、２点目の福祉灯油助成についてのうち、現行助成分の60リットルを100リット

ルに拡充できないかについてでありますが、昨年度の福祉灯油の助成内容は灯油60リッ

トル相当を420世帯に助成をし、灯油価格は95.55円で、総額約240万円でありました。今

年度は灯油単価に上昇が見られることから、灯油単価を103円と見込み、昨年と同様に灯

油60リットル相当分として、総額約275万円となるよう、今議会の補正予算に盛り込んで

いるところでございます。

平成19年度には急激な原油高騰を受け、灯油単価の大幅な値上がりがあったことから、

対象世帯の生活に大きな影響を与えると判断し、値上がり相当分の20リットルを加算し

た措置を実施させていただいたところであります。

しかし、その後も灯油単価は高値で推移し、北海道が行う福祉灯油助成の拡大も加味

しながら、平成20年度には100リットルの助成を行うことができました。灯油単価は平成21

年度と平成22年度では下降気味であったものの、平成23年度からは再び上昇傾向となっ

ており、今後も前年度と同じく100円を超えて推移しておりますが、現時点では60リット

ルを100リットルにする予定はありませんので、ご理解願います。

次に、助成期間を年度末まで延長できないかについてでありますが、昨年度までの申

請の期限は12月末までとしておりますが、申請の忘れなどの実態を考慮し、今年度は１カ

月間延長して１月31日までといたしましたが、早期に助成券を利用できるようにと交付

時期をこれまでの１回から２回としたところであります。

なお、助成券の使用期限を現在、２月20日とさせていただいておりますが、町の会計

年度が３月までとなっていることから、灯油取り扱い店が町に対して請求する手続きの

期間も考慮し、延長する予定はありませんのでご理解願います。

次に、灯油助成相当分でまき、石炭等への助成ができないかについてでありますが、

近年ではまき、石炭の利用のほか、オール電化の住宅もふえ、灯油に頼らない生活様式

も取り入れられておりますので、まき、石炭、電気のように現物支給をすることができ

ない場合は、現金支給の対応を図っているところであります。

以上でございます。

質問の学力テストについては、教育長より答弁があります。

●議長（音喜多議員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 続きまして、私からは３の学力テストについてお答えします。

（１）「学校ごとの公表をこれまでどおりするべきではないと思うが、考えを伺いま

す」についてですが、全国学力学習状況調査とは、児童生徒の学力や学習状況を把握、

分析し、教育施策の成果と課題を検証し、児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改

善等に役立てることを目的に平成19年度から国が実施しているものです。

今年度までの実施要領では、競争の過熱や学校の序列化を避けるため、都道府県が市

区町村別の成績を公表したり、市区町村が学校別の成績を公表したりすることを原則禁

止としています。



- 55 -

しかし、去る11月29日に来年度からは市区町村教育委員会の判断で、学校別の結果を

公表できるよう実施要領を改定すると文部科学省が発表しました。これまでも本町では、

各学校ごと、自校の状況や課題等を明確に分析し保護者へ公表しております。各家庭に

結果をお知らせすることで、家庭での学習や生活に生かすことに効果的な手段となって

おります。

このように、各学校ごとで結果を有効活用しておりますので、私といたしましては現

段階では市区町村が学校別の成績を公表するのは適切ではないと考えております。

（２）「北海道教育委員会は、平成25年全国学力テストの結果報告をした、また平成26

年度までに道内平均を全国平均以上にするとの目標を掲げている、管内別の公表と全国

平均以上の目標設定は、過度の競争をあおることにつながり、テストの点数のみで学力

をはかる危険性があると考えるが見解を伺いますについてですが、道教委の目標設定に

より、教育局は各学校の学力向上に向けて事業改善への指導助言等、今まで以上に力を

入れております。

このことにより、各学校は指導法等のさらなる検証を行い、学校を上げて授業改善に

今まで以上に取り組むなど、一定の効果があらわれております。しかし、先ほども述べ

ましたが、児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てることを目的とし

た調査ですので、点数だけがひとり歩きしている状況は本来の姿ではないと考えており

ます。

（３）「児童生徒の生きる力、基礎学力をつけることは当然のことだが、教職員の指

導法の向上とそれを補償する十分な教育条件の整備だと思うがどうですか」についてで

すが、教職員の指導力向上は本町のように若い教師が多い自治体にとっては喫緊の課題

であると考えております。

本町では、昨年度から釧路教育局の指導主事を講師として迎えて教員授業力向上研修

会を町立教育研究所と連携して開催し、今月24日にも第３回目を実施するところであり

ます。

また、管内や道内への研修会へも積極的に参加しており、教職員はスキルアップを図

るため、日々研さんに努めています。ただ、子供の学力は教師の指導力だけで上がるも

のではないので、地域、家庭の協力をいただく取り組みを充実させてまいりたいと思い

ます。

また、少人数指導の実施等、ゆとりを持って児童生徒への指導に当たるため、教員の

加配措置等、道教委とも連携しながら学校への支援体制の充実整備を推進してまいりま

す。

以上でございます。

●議長（音喜多議員） ３番、石澤議員。

●石澤議員 厚岸の雇用の状況とか景気の状況は説明してもらってわかったのですが、若

者がいないということは、若者が減っていくということ自体が厚岸町にとっては未来が

どんどん減っていくということにつながっていくと思うのです。

それで、商店街も含めてそうですが、後継者対策問題も商店街がだんだん衰退してい
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くというのも、ここで生活していく人の賃金がどんどん下がっていくことによって買う

能力が減ることで、購買力が減ることによってお金が循環しないというのが今回の状況

になっていると思うのですが、厚岸町で中小企業振興基本条例というのを立ち上げまし

たよね。それを使ってその雇用の問題とか、そういう全体で話し合うような機会は持っ

ているのでしょうか。

●議長（音喜多議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 中小企業振興基本条例、設定されていまして、あれ

は基本理念ということで制定をさせていただいて、施行していますけれども、実際には

その条例が議会の中でもお話ありましたけれども、条例を制定するのが意味があるので

はなくて、その条例に基づいてどんなことをこれから行っていくのか、町、あるいは企

業、町民がどういう心構えでこれから取り組んでいくのかということが大事だというこ

とで、その基本条例を踏まえて厚岸町では中小企業振興基本計画というものを今、策定

中でございます。

実は、いろいろな形で町民の方々にも入っていただいて、議論をしていただいて町の

ほうに提案もいただいていますが、今度はそれを受けて町で、町の計画としてまとめ上

げる作業を今行っていますが、いろいろ難しい部分もありまして、最終的な段階まで至っ

ていないということでございますが、その策定作業には早急に取り組んでいきたいとい

うふうに思ってございます。

そういった計画の策定中でも行政だけではなくて、やはり民間の方々、実際に経営さ

れている方々がどういう思いで今まで経営をしてきて、これからの経営に当たって行政

に対してどういうことを望んでいるのかということも聞き取りをしながら策定作業を進

めてきたということでございます。

●議長（音喜多議員） ３番、石澤議員。

●石澤議員 この不況で後継者もいないとか、それから中小企業というか、どんどん大変

になっているというのはどこの町でも同じ状態だと思うのです。

それで、そのことに関して今、計画をつくっていると言いましたけれども、策定して

いるのでしょうけれども、そこに町内にある金融機関とか、それからオブザーバーとい

う形でもいいのですけれども、それから漁業組合とか農協とかというのも入れた上での

総合的な計画みたいな形はとっていないのですか。

●議長（音喜多議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 民間の方々の策定委員会というものを立ち上げさせ

ていただきましたが、そういう中では商工会だけではなくて漁業者、農業者、消費者、

そういった方々にも入っていただいて検討していると。

また、その会議だけではなくて、各個別のほうに、全てではありませんけれども幾つ
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かの事業体をピックアップした中で事前に聞き取りをして、実態を把握した中でそういっ

た議論をさせていただいているということでございます。

●議長（音喜多議員） ３番、石澤議員。

●石澤議員 そういう形で進んでいれば、どのくらいで出ているのかわからないですけれ

ども、早く出してきてほしいなと思うのですが、その中に今、これから卒業してくるよ

うな高校生とか、そういう方たちの意見なんかは入ってはいないですか、取り入れるこ

とはまだしていないのでしょうか。

●議長（音喜多議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 今までの策定段階の中ではそういう高校生等の意見

の取り入れというのは行ってございませんが、２件目の町長の答弁の中でもありました

けれども、小学校４年生以上と中学生、それと15歳以上の方々を対象にしたという調査

を、総合計画策定する段階、20年度行ってございます。

そういった中で、意見もいろいろいただいておりますので、そういった過去の調査結

果をもとにしながら、あるいは実は今年度もこの後、意向調査をちょっとやろうという

ことも考えてございますけれども、これは中小企業の計画策定という意味ではなくて、

町としてそういったさまざまなこれまでの調査結果も押さえた中でそういった策定作業

を進めているということでございます。

●議長（音喜多議員） ３番、石澤議員。

●石澤議員 わかりました。

その中で、雇用調査、実態調査なんかも行っていると思うのですけれども、これは全

国的なことなんですけれど非正規労働者と正規労働者の非正規労働者を正規として雇用

した場合にどれだけ経済効果があるかというのを試算した例があるのですが、結論から

言えば労働者の賃金が年間21兆3,000億円を増加し、消費者需要が14兆9,000億円増加と、

それぞれによって各産業の国内産業24兆3,000億円誘発されたということで、ＧＤＰで

2.52％を仕上げるという、こういうような経済効果のことが出ているのですけれども、

厚岸の場合は非正規の方たち、どうしても若い人というのは今、非正規で働くことのほ

うが多いように感じるのですが、そのことについての話し合いなんかは、その非正規の

人たちでなくて、その正規で働けるような場所をどうやってつくるかというような話し

合いはしてはいないのですか。

●議長（音喜多議員） 休憩します。

午後４時50分休憩
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午後４時51分再開

●議長（音喜多議員） 再開いたします。

ここで会議の延長を行います。

本日の会議時間は、石澤議員の一般質問が終了するまで、あらかじめ会議時間の延長

を行います。

●議長（音喜多議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） お答えさせていただきます。

以前、この議会の中でも石澤議員から非正規雇用、正規雇用に向けてのという質問も

過去にあったかと思います。その際にもお答えさせていただいている部分がございます

けれども、町長の最初の答弁の中でも雇用情勢は大変厳しいというお話をさせていただ

きました。

日本国内としてはアベノミクスと言われる形で景気自体は上向きになってきていると

いうふうに言われてきておりますけれども、この厚岸の東の果てのほうまでは、まだま

だその効果はあらわれてきていないというのが、質問議員もご承知のことだと思います。

そういった中で、特に円高による農家の部分のそういった影響、円安によるです。円

安によることによって燃油も上がる、あるいは減与の部分、不安定な部分もあるという

ことでは、企業自体がまだまだ盤石な状態でないので、やはり非正規を雇用にまで回せ

る状況にはないということ。何よりも雇用の場を確保するためには、そういった経営状

況の悪化を防ぐということで、今、企業も必死な状態であります。

そういった中では、石澤議員が言われるように非正規が正規になることによってプラ

ス面、一方では経営的には厳しい部分も当然出てきますけれども、雇用環境としては改

善を図れるわけでございますけれども、そこにまではまだまだ経済状況はまだいってい

ないのかなというふうな押さえ方をさせていただいております。

それと、今回の中小企業振興計画策定の中で、そういった非正規を正規社員化するよ

うな取り組みについての具体的な検討というまでには至っていないというのが実態であ

ります。

●議長（音喜多議員） ３番、石澤議員。

●石澤議員 どうしても若者の流出を防ぐということになったら、そういうことも含めて

検討していかなければならないと思うのです。これは、その中小企業ではとても大変だ

し、中小企業だけの問題ではないと思うのです。

今、そういう意味でいえば町とか、それから農協、漁協という、ここの部分でも非正

規の部分を少しでも減らすような取り組みをしていかないと、本当に若い人がどんどん

出ていってしまうというのも実際あるし、そういうことも含めて対応してってほしいと

思うのですけれども、その辺についてはどうでしょうか。
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●議長（音喜多議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 厚岸町の人口減少進んでおります。先ほども言いま

したけれども厚岸だけではありませんけれども、やはり大きいネックになっている大き

な要因としては、今、言われるように若者の働く場所がないということです。

町は町づくりは人づくりだと言われます。そういった部分で、より知識豊富な人材を

育てるというものは厚岸町の財産として大変、大事なことです。

ただ、そこで立派な方々が育って、あるいは自分の知識をより伸ばそうとして大学、

専門学校等に行って、さあ厚岸町のために戻って働いて、ご恩というか、厚岸町に恩返

ししたいというふうなことを思っても、それに見合った職場がないというのが、これ実

態だというふうに思っております。

実は先月の末にも雇用対策連絡会議を開催をさせていただいて、町内を、あるいは管

内、町内の希望者というのはまだまだ多いわけでございますが、その方々が働きたいと

いう職種がどうしても少ないというのも実態でございます。

ただ、厚岸町内でそれであれば働く場所がまるっきりないのかというと、実は手が不

足している会社というのは一方ではあるのです。ですが、若者との条件が合わないとい

うミスマッチという状況があるわけでございまして、こういった難しさが雇用対策の部

分ではあります。

いずれにしても厚岸町、これからもずっと活力のあるような、あるいは将来的な希望

を持てるような町にするという意味では、若者の定着がされなければ、街中から子供の

声、あるいはそういう活力というか、町を何かしようという動きがあらわれてこないと、

ほかの他から見ても魅力のある町としては感じなくなりますので、そういったことは避

けなければならないというのが重々危機感を持って感じているところですが、一方では

これは行政が全て雇用するわけではなくて企業、あるいは経営者の方々が雇用というふ

うになりますので、そういった難しさもあります。

そういったことも含めて、いろいろなこういった会議、あるいは関係機関とこの後も

いろいろ連携を密接にしながら取り組んでいくということに尽くしていきたいなという

ふうに思っております。

●議長（音喜多議員） ３番、石澤議員。

●石澤議員 またこれからもこういうことで質問していきますが、今回はこれでです。

次に、福祉灯油なんですけれども、前回も質問したときにこういう回答だったような

気がするのですが、去年も。

高いままずっといってて、それでだからずっと高くきてて、そのままきているから、

ことしも60リットルでしか出させないんだよというのではなくて、ことしの冬もとても

寒くなるという予想も出ていますよね。それで、その60リットルではとても大変なとい

うのがたくさんふえてきていますので、やはり前回100リットルやってもらったときに本

当に助かったという声が出ていたのです。今回どうして、何とか町で100リットルという

形をとれないのかなと思います。ほかのところでは３万円とか、それから１万円とか、
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そういう形で灯油換算にして１万円分とか、そういう形で補助しているところあります。

別に道の補助がなくてもやっているところがあるのですけれども、今、これから本当に

寒くなって、どんどん大変な思いしている人が出ているときにそれの補助をしてほしい

なと思うのですけれども、かたくなに60リットルというのはどういうことかなと思うの

ですが。

●議長（音喜多議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） 福祉灯油につきましては、ことしの第１回定例会ですか、

３月のときにも、こういう場でも議論させていただいたことがございます。

私どもは古くからこの福祉灯油を続けている中で、何とかこれは守り続けたいという

思いで、なくしないまま何とか持続可能な中でやってきております。

特に、その19年、20年というのは、本当に今までに経験したことのないような高騰ぶ

りで、特に20年については一時134円までいくという状況なんです。これが、実は平成20

年の交付した後にすぐ67円とかに一気にがくっと落ちていると、ですからこういう大き

な変動がある中にあって、やはり冬期間がどうなのかなというふうに見たいなというふ

うに考えております。冬期間の単価がどうのかということです。

そういうことからすると、この辺でもこの資金に当たって検討させていただいており

ますけれども、昨年と同程度の額に今なっております。ただし、この夏に関しては若干、

去年よりも10円ほど高値ではありますけれども、特に多く灯油を消費するという冬、や

はりここがこの福祉灯油の助成の意義があるのかなというふうに考えておりますので、

このやはり冬期間の価格が今回、実は今11月現在で105円になっているようでございます

が、これがさらにもっともっと上がるような、過去みたいに上がるようなことになれば、

これは考えていかなければならないとは思っておりますけれども、現状、昨年と同程度

でありますので、大きな高騰ということでないものですから、60リットル据え置きとい

うことでご理解をお願いしたいなというふうに考えているところでございます。

●議長（音喜多議員） ３番、石澤議員。

●石澤議員 急激な高騰ではないですけれども、ずっと高い状態でずっと続いているので

すよね。だから、金額にしたらそんなに高騰したのと大した変わっていないような状況

で、使っている方にとってはずっと続いていると思うのです。

だから、そういう面で含めれば、100リットルにふやせないという理由にはならないと

思うのですが。ことしの冬もずっと寒かったこともあるし、これからも本当に雪も多い、

寒くなるような、実際、予報でも出ていますし、微妙ですけれども少しずつでも上がる

状態になっています。円安だから余計そうなんだと思うのですけれども、この福祉灯油

という意味はやはりその助成することで、その助成したもらった人がすごく助かる意味

ではあるのだとは思うのです。

だから、そういう意味でもやはりもう少し量をふやして考えることがちょっと大事な

のかなと。さっき言っていましたが、これ以上上がるんだったら考えるということも言っ
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ていましたけれども、長い助走が、ずっと長く高い状態でずっときているということも

少し加味してほしいと思うのですけれども、いかがですか。

●議長（音喜多議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） 同じような答弁になるかなと思うのですけれども、やはり

これまでの行財政改革の中でも、それぞれの事業検討される中で、私はどうもこの福祉

灯油という灯火を消したくないという思いで60リットルを何とか確保させていただいて

おります。

ですから、そういった意味では今年度は60リットルということでありますけれども、

先ほど申し上げましたとおり、これがまだまだやはり高騰が続くのであれば、やはり考

えていかなければならないというふうには思っておりますので、そういったことがご理

解をお願いしたいなというふうに思います。

●議長（音喜多議員） ３番、石澤議員。

●石澤議員 ごめんなさい、後ろに戻ってもいいでしょうか。

後継者の問題で吹っ飛ばしてこっち行っちゃったのですけれども、後継者の問題なん

ですけれども、酪農も漁業もそうですが、酪農の問題でこれは意外に新規就農が入って

くるというのは、とても大変だと思うのです。ほかの畑作地帯に比べても、まず資金が

すごく大変ですよね。土地とか牛舎とか、そういうのも全部含めて入ると、やはり5,000

万円ぐらい、少なくても3,000万円から5,000万円くらいのものを買って入ってこなきゃ

ならないという、そういうなんかすごい高いハードルがあることで、新規就農が入って

こないということもあります。

だから実際問題、後継者として、酪農の後継者が戻ってこられるような何か施策とい

うか、それも考えるほうがいいのかなと思うのですけれども、後継者に対しての援助と

いうのは資金を貸しますよとか、新規就農に入る人に比べてはるかに結構きつい、もと

もと土地持っているのだから、土地とか、親の持っていたものがあるからいいじゃない

かという話もありますが、親にすればずっと結局、自分たちで終わるならこのままでい

いという施設できている場合もあります。そうすると、それを新規に新しくするために

は立てかえなければならないというのもありますよね、それに対してどういう建て方に

するかわからないですけれども、それで3,000万円、4,000万円、5,000万円、最低でも5,000

万円かけないと牛舎の新築からできないような状態のところもあります。

やり方によっては、2,000万円くらいできちっとできる方法もあるのですけれども、そ

ういうことも含めて後継者が帰ってくるときに、それに対して例えば牛舎の、今ある既

存の牛舎を直すことに対する援助の方法があるとか、そういうものがあるとすごくいい

と思うのですけれども、新規就農者が入ってくるということは、酪農の場合とても大変

だと思います。

やはり、新規就農が来ることがすごくいいと思うのです、新しい血が入るし、考えが

入るから。だけども、入るときにいろいろなやり方とかも含めていろいろな幅の広い受



- 62 -

け入れというか、やり方を認めてくれればいいのですけれども、ある程度、ここまでな

いと資金が返さないよとか、そういう場合も出てきたりしますので、それも含めて、そ

の新規就農者を入れるなら入りやすい方法とか、それから後継者をどういう形で戻って

きた場合にできるかというのも含めて、これは普及所とか、それぞれ話し合いっている

ようですけれども、いろいろな農家の人たちも含めた話し合いの場とかがあればいいの

かなと思うのですけれども、町にそれ全部やれというのではなくて、町が一つの声かけ

みたくなって、いろいろな形の後継者対策というのはとれないのかなと思うのですけれ

ども、どうでしょうか。

●議長（音喜多議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） 新規の人が入ってくるという部分では、今おっしゃられた

ように非常に大きな資金が必要ということで、私たち実際に5,000万円ですとか、7,000

万円ですとかというお話を聞きますので、自分たちのレベルからしてもとんでもないお

金だなということでは、本当に大変な大きなハードルだというふうに思います。

その中で、ただ町がその支援をする、条例の中で支援をするというような形で持って

いますけれども、その過去の実績でいきますと、５年間で1,000万円くらいの町の資金が

入っていくというような制度になっています。

ですので、そういう意味では町が個人の就農者に対して、そういった大きなお金を投

入するというような形になっていますし、そういう意味ではここのところはやはりそう

いう制度の中で町民の税金を投入するわけですから、そういう制度の中で今、そういう

制度を持たせていただいているということはご理解いただきたいなというふうに思いま

す。

それと、後継者ということで親子で子供が帰ってくるというようなことということに

ついては、おっしゃられるように一番それが入りやすいですし、一番望ましいのだとい

うふうに思います。

ただ、やはり親子関係というのは結構いろいろな難しさがあると、自分の家庭の中で

も当然そういうふうに思いますし、そういう意味では、いろいろな親子の中でも問題が

あって、なかなか入りづらいとかというような問題もあるというふうに聞きますし、そ

れから経営をどういう形にしていくのかということが、その親と子で違う方向があると

いうようなことも出てくるということも聞きますので、そういう意味ではやはりすごい

難しい、大変難しい問題だなというふうにはやはり認識しております。

そこの部分の対策というのがやはり今までの中では薄かったのかなというのは感じて

おります。そこにお金の問題もあるのですけれども、そういった難しい問題をなかなか

直接親子の中では難しい問題も、少しいろいろな人の話が聞いてもらえるような場をつ

くっていけたらいいなというふうなことで新しい担い手の施策をいろいろ検討する会議

を設けらせていただきたいということで、前の議会の中でもお話させていただいており

ますけれども、今その作業を進めているということでございますので、そういった中で

いろいろ検討していきたいなというふうに思いますので、ご理解いただきたいと思いま

す。
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●議長（音喜多議員） ３番、石澤議員。

●石澤議員 親子の問題は一番難しいかもしれません。

それで、今回、リフォーム助成ですごい効果上げていますよね、いろいろ壁直した何

だと、そのリフォーム助成を例えば酪農の場合は牛舎、今、古い牛舎の一部を直したと

きに使うとか、それからこれは標茶だったと思うのですが店舗、店舗の改修にリフォー

ム助成ではないですけれども、店舗の改修するときに町が助成するような方法とかある

んですけれども、厚岸の場合でもそういうような営業をするためのものに対しての改修

の助成というような方法もちょっと考えることができたらいいのかなと思うのですけれ

ども、その辺はどうでしょうか。

●議長（音喜多議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 私のほうから、商工の商工業者に対するそういった

部分のことについてお答えさせていただきますと、商工業者に対して言いますと町の融

資制度といって、小規模商工業者に対する設備近代化資金、これは町内の金融機関を使っ

て借り入れを起こして、その設備するための実質的な補助ではありませんけれども、当

然、借り入れを起こしたら金利が発生します。その金利分を全額利子補給しますという

制度と、それとあるいはもう一方、中小企業融資というのがあって、運転資金で使うの

と設備を更新するために使う両方あります、限度額は違うわけですが、その際には今度、

保証協会付でお金を借りなければいけない、これは業者によって保証料率というのは変

わる、結構大きな負担になるわけです。その保証料相当分を町が全額補助しますよとい

うような助成制度といいますか、そういった制度は今、厚岸町のほうで持っていまして、

それを主に商工会通じて活用していただいているということでございます。

そのほか、新たな部分の検討というのは今、行っておりません。

●議長（音喜多議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） 牛舎のその改築にですとかという部分の、そういった意味

合いでの産業関係でそういった制度というのは申しわけないですけれども持っておりま

せん。

●議長（音喜多議員） ３番、石澤議員。

●石澤議員 考えてください。考えていないというよりも。

これは直せば使えるものに対するリフォームというか、牛舎のリフォーム助成みたい

のがあるとちょっと助かる場合もあるので、そういうのも考えてほしいなと思います。

店舗改修なんかでは、ここに住んでお店を開いてというか、事業をやってくれる人に

対して貸し付けと言いましたけれども、ほかのところでは給付を、お金を出すというこ
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とで、そのかわり町に、その町に住んで事業を興してくださいというためのお金を出し

てる場合もありますので、それもちょっと検討してもらいたいなと思います。

もう時間がないですね、あと５分ですね、そういうふうに考えてもらえたらというふ

うに思います。

あと、教育委員会のほうにお願いしたいのですけれども、今回の学力テストの中で地

域ごとの格差が広がっているというのが何か新聞に載ったりしているのですけれども、

平均で道がすごく、道が下のほうにいるというようなことを言っていますが、全国平均

と比べると２点くらいですね、そんなもので大変だ大変だと、成績上げれ上げれという

のはおかしいと思うのです。さっきずっと子供たちのために利用して教育をしていきま

すということ言っていましたので、それをきちっとやはり若い教員を育てながら、ぜひ

それを続けていってほしいなと思います。

今回の学力テストの問題は、結局、教育条件が全部一定で、どこの教育も全部同じ条

件でやっているわけではなくて、離島もあれば、それから子供たちの教育を受ける現場

がさまざまであって、同じところでやっているわけではないのに、それを平均にして出

すということ自体が物すごく乱暴なことだと思うのです。できれば私、学力テストはな

くて、厚岸でやっている、町独自でやっている学力テストというのですか、そういうも

のを中心にやってほしいなと思うのですが、それはどうなるかわからないのですけれど

も、今これからもこういう形で、さっき答弁してもらった形でずっとやっていってほし

いなと思います。

●議長（音喜多議員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 今回のことを受けて、北海道内の市町村の考え方等も一部聞い

ているのですけれども、北海道道内では少なくても市町村教委で学校別を出したいとい

うふうな動きは出ていません。

先ほどもお話ありましたけれども、北海道と全国の平均は年々詰まってきております

し、日本全国を見ても、これだけの人口で、これだけの広さがありながらトップと一番

下の差が５点以内というふうなことは、子供たちの学力は非常に高いというふうに評価

している部分も多いのです。

また、きょうの新聞にも出ていましたけれども、ＰＩＳＡの調査でも今回４位と、ほ

とんどの部分で４位というのが出ていまして、上海、香港、シンガポールの次の４位と

いうのは、実質的、その都市としてのようなところを除くとトップに近いというふうな

成績ですから、ある意味よかったか悪かったか別にして、文科省の今までの学力向上策

の部分、効果があらわれているのかなというふうな部分もあると思います。

ただ、学力はこの２科目だけではありませんし、総合力の中で判断していくべきです

し、それをつけていくのが教育の本文だというふうに思っておりますので、今後もこの

調査については参加していきたいというふうに思いますけれども、小さい学校もあるわ

けですから、１校に１人か２人しか受けていない部分もあるわけですから、学校別の公

表するということは、我が町ではまずないだろうというふうに私どもは考えております。
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●議長（音喜多議員） 以上で、３番、石澤議員の一般質問を終わります。

●議長（音喜多議員） 本日の会議はこの程度にとどめ、あすに延会したいと思いますが、

これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。

よって、本日は、この程度にとどめ、あすに延会いたします。

ご苦労さまでした。

午後５時19分延会

以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。
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