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厚岸町議会 第４回定例会

平成27年12月11日

午前10時00分開議

●議長（佐藤議員） ただいまから、平成27年厚岸町議会第４回定例会を続会いたします。

●議長（佐藤議員） 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（佐藤議員） 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、厚岸町議会会議規則第118条の規定により、３番、堀議員、

４番、石澤議員を指名いたします。

●議長（佐藤議員） 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。

５番竹田委員長。

●竹田委員長 議会運営委員会の報告をいたします。

12月10日午後３時５分から、第11回議会運営委員会を開催いたしましたで、その内容

についてご報告いたします。

追加議案として提出された議案第84号 特別職の職員の給与に関する条例の特例に関

する条例の制定についての取り扱いについて協議いたしました。

その結果、本会議において審議することとし、補正予算審査終了後、審議を行うこと

に決定しました。

以上、議会運営委員会報告とします。

●議長（佐藤議員） 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（佐藤議員） 平成27年度各会計補正予算審査特別委員会開催のため、本会議を休

憩いたします。

午前10時02分休憩

午後２時44分再開

●議長（佐藤議員） 本会議を再開します。

日程第３、議案第70号 平成27年度厚岸町一般会計補正予算、議案第71号 平成27年

度厚岸町国民健康保険特別会計補正予算、議案第72号 平成27年度厚岸町簡易水道事業
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特別会計補正予算、議案第73号平成27年度厚岸町下道事業特別会計補正予算、議案第74

号 平成27年度厚岸町介護保険特別会計補正予算、議案第75号 平成27年度厚岸町後期

高齢者医療特別会計補正予算、議案第76号 平成27年度厚岸町介護老人保健施設事業特

別会計補正予算、議案第77号 平成27年度厚岸町水道事業会計補正予算、議案第78号

平成27年度厚岸町病院事業会計補正予算、以上９件を再び一括議題といたします。

本９件の審査については、平成27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、審査を求めていたところ、今般、審査結果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。

８番、南谷委員長。

●南谷委員長 平成27年度各会計補正予算審査特別委員会に付託されました、議案第70号

平成27年度厚岸町一般会計補正予算外８件につきましては、昨日と本日、本委員会を

開催し、慎重に審査の結果、いずれも可決すべきものと決しましたので、ご報告申し上

げます。

以上、審査報告といたします。

●議長（佐藤議員） 初めに、議案第70号 平成27年度厚岸町一般会計補正予算について

お諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

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

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 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（佐藤議員） 次に、議案第71号 平成27年度厚岸町国民健康保険特別会計補正予

算についてお諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

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

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 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（佐藤議員） 次に、議案第72号 平成27年度厚岸町簡易水道事業特別会計補正予

算についてお諮りいたします。
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委員長の報告は、原案可決であります。

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

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 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（佐藤議員） 次に、議案第73号 平成27年度厚岸町下水道事業特別会計補正予算

についてお諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

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

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 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（佐藤議員） 次に、議案第74号 平成27年度厚岸町介護保険特別会計補正予算に

ついてお諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

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

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 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（佐藤議員） 次に、議案第75号 平成27年度厚岸町後期高齢者医療特別会計補正

予算についてお諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

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

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。
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よって、本案は、原案のとおり可決されました。

●議長（佐藤議員） 次に、議案第76号 平成27年度厚岸町介護老人保健施設事業特別会

計補正予算についてお諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

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

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 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（佐藤議員） 次に、議案第77号 平成27年度厚岸町水道事業会計補正予算につい

てお諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

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

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 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（佐藤議員） 次に、議案第78号 平成27年度厚岸町病院事業会計補正予算につい

てお諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

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

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 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（佐藤議員） 日程第４、議案第84号 特別職の職員の給与に関する条例の特例に

関する条例の制定についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

町長。
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●町長（若狭町長） ただいま上程いただきました議案第84号特別職の職員の給与に関す

る条例の特例に関する条例の制定について、その提案理由と条例案の内容をご説明いた

します。

厚岸町きのこ菌床センター及び施設を所管する部署において、厚岸町きのこ菌床セン

ター条例施行規則第７条の規定に違反した事務執行を続けてきたことにより、平成26年

度において2,667万1,800円の収入未済を生じさせ、町財政に多大の影響を及ぼすことと

なりました。このような結果を招いた原因は、先に申し上げたとおり、また、議会の附

帯決議にもあるとおり遵守すべき規則の規定に基づく運用を行ってこなかったことにほ

かなりません。

町政を預かる責任者として、かつ、職員を管理監督する責任者として、議会の付帯決

議を真摯に受け止めるとともに、深く反省をし、改めて皆様方におわび申し上げる次第

であります。今後同様の事態を起こすことがないよう全職員に対し、条例、規則等服務

規程の遵守と一層の事務改善、意識改革を図ることを周知徹底するとともに、早期の債

権回収に努力してまいる所存であります。

つきましては、自らを戒めるため、特別職の職員の給与に関する条例第３条に規程し

ている、私と副町長の給料を１月の１箇月間100分の10を減額いたしたく、本条例を提出

いたしますので、よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願いを申し上げます。

重ね重ね皆様に深くおわびを申し上げまして、議案第84号の提案理由の説明とさせて

いただきます。

●議長（佐藤議員） これより、質疑を行います。ございませんか。

（な し）

●議長（佐藤議員） 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。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり決しました。

●議長（佐藤議員） 日程第５、意見書案第６号 ＴＰＰ大筋合意を撤回し、調印しない

ことを求める意見書を議題といたします。

職員の朗読を行います。

●議事係長（福田係長） 意見書案６号 ＴＰＰ大筋合意を撤回し、調印しないことを求

める意見書。

上記議案を次のとおり提出する。平成27年12月９日。
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提出者、厚岸町議会議員、大野利春。賛成者、厚岸町議会議員石澤由紀子、同じく音

喜多政東。

ＴＰＰ大筋合意を撤回し、調印しないことを求める意見書。

平成27年９月30日から米国アトランタで行われていたＴＰＰ閣僚会議は、何度も延長

し、参加12カ国全ての閣僚が揃っていないにも関わらず10月５日大筋合意したと発表し

た。

その内容は、農林水産物の８割以上の関税を撤廃し、重要５農産物についても無税特

別枠を設定して、輸入を受け入れる内容であり、国会決議では除外又は再協議としてい

ることに明らかに反しています。

ＴＰＰは、地域経済・雇用、農業、医療・保険、食品安全、知的財産権など国民の生

活や営業に直接関わる分野で、日本の国民の利益と経済主権を損なうものです。

国民生活の基盤となる食糧生産の食の安全に深刻な影響を及ぼし、国民の命を守る健

康保険制度や医療制度の改悪につながるこのＴＰＰ交渉は、情報開示のないまま多くの

国民が反対と声を上げる中で強行されました。

とりわけ、米の７万8,400トンの新たな輸入拡大や牛肉・豚肉の段階的な関税引き下げ、

バターなど乳製品の輸入拡大、さらに多くの水産物の関税撤廃などは、政府公約と国会

決議を無視した内容であり、酪農や漁業を基幹産業としている厚岸町にとって断じて容

認できるものではありません。

よって、国においては、国会決議に反するＴＰＰ大筋合意を撤回し、協定には調印し

ないよう強く求めます。

以上、地方自治法第99条の規定により提出する。

平成27年９月24日。北海道厚岸郡厚岸町議会議長、佐藤淳一。

参考送付先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣、財務大

臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣。

●議長（佐藤議員） 提出者であります大野議員に提案理由を求めます。

１番、大野議員。

●大野議員 ただいま上程いただきました意見書案第６号ＴＰＰ大筋合意を撤回し、調印

しないことを求める意見書でありますけれども、内容は、今、職員の方が朗読したとお

りでございます。

10月５日に大筋合意を発表して、その内容が国会決議で重要５品目の関税を守る、そ

れと、守れなかったときは脱退するという内容でございますけれども、明らかにそれと

は違う関税が徐々に引き下げ、８割が撤廃され、重要５品目についても16年後には数％

という内容になっているため、それでは当町厚岸町の基幹産業であります第１次産業、

農業、漁業に多大な影響を及ぼすことから、こういった意見書を提出させていただこう

としているものでございます。

議員各位におかれましては、深いご理解のもと、ご賛同をいただきますようお願い申

し上げます。
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●議長（佐藤議員） これより、質疑を行います。ございませんか。

８番、南谷議員。

●南谷議員 あの、提出者であります大野議員に２点ほどお尋ねをさせていただきたいな

と存じます。

意見書案にＴＰＰは、10段目なんですけれども、食糧生産と食の安全に深刻な影響を

及ぼすとあります。提出者であります大野議員は酪農を営んでおられます。ＴＰＰが調

印されることで、自分の家もそうなんでしょうけれども、本町の酪農に及ぶ深刻な影響

を具体的に教えて、まずいただきたいなと思います。

●議長（佐藤議員） １番、大野議員。

●大野議員 酪農に関してということで、漁業のほうはちょっと残念ながらあれなんです

けれども、酪農に関しては、この大筋合意がこのまま遂行されれば、まず、牛肉の関税

が16年後には９％になります。昨日も一般質問のときに言ったと思いますけれども、厚

岸町の酪農家の生産する乳用牛の、まずは搾り終えた牛の廃用牛の肉、それと親から生

産されます乳用子牛、雄の子牛の肉がこの外国とのそれに競合いたします。それで、本

年は高値で推移していますけれども、これが間違いなくたぶん下落に転じて酪農家の収

入が減ると。

それと、我々当町厚岸町の牛乳はほとんど８割が乳製品向けの加工乳でございます。

乳製品が輸入されますと、脱粉、バター、チーズ、生クリームはあれですけれども、そ

ういったものが輸入されると、間違いなくこれも競合しますから、いずれかは乳価の引

き下げ、国際競争力にやっぱり勝たなければなりませんから、それ相応の同等の価格に

なってしまうと。そういったことから、やはり離農の増大と先行き不安からの多分後継

者が離脱していくという影響が必ず出てくると思われます。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 大変に詳しい説明をしていただきまして、ありがとうございます。非常に窮

地に陥る、肉牛の関係も価格も落ちるのではないか、それから乳製品についても加工乳

だということが分かったんですけれども、ＴＰＰ大筋合意にも至っておるわけでござい

ますよね。そうした中で、苦しい心情はよくわかるんですけれども、ＪＡ釧路太田農協

さんは現時点で、組織の長でございますから、この大筋合意をされた段階で、現在どの

ような農協として動きをされているのかお尋ねをさせていただきます。

●議長（佐藤議員） １番、大野議員。

●大野議員 ただいまの質問にお答えしたいと思いますけれども、この大筋合意が発表さ

れたのが10月５日、きのうも出てましたけれども、これに対する政府のほうの政策大綱

が出されたのが11月のたしか間違っていたらごめんなさい25日でございます。その後、

ちょっと組合長さんとはお話ししたんですけれども、11月25日の大綱を受けて、まだ農
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協全体の理事会とかには諮っていないけれども、組合長は釧路地区の組合長会の会長で

もありますし、もう運動はされております。というのは、個人的な意見になってしまう

んですけれども、組合長としては、個々の農家を守るんでなくて北海道の酪農を守らな

ければならないと。一個人とは言いませんけれども、個々の酪農家のことは聞きますけ

れども、やはり全体のことを考えて、これからの政策に対して今後の農業者を守るべく

対策を打ってもらう運動をしていくと、そういうふうに言っておりました。

●議長（佐藤議員） よろしいですか。

他にございませんか。

（な し）

●議長（佐藤議員） 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。

（「討論あり」の声あり）

●議長（佐藤議員） 討論がありますので、これより討論を行います。

初めに、原案に反対者の発言を許します。

８番、南谷議員。

●南谷議員 本意見書案第６号に反対の立場で討論をさせていただきたいと存じます。

ＴＰＰは21世紀のアジア太平洋に自由で公正な一つの経済圏を構築する挑戦的な試み

であります。世界のＧＴＰの約４割、3,100兆円というかつてない規模の経済圏をカバー

した経済連携、人口８億人という巨大な市場損失がされると国は申しておりますけれど

も、一方、関税の削減、撤廃による本町の基幹産業でございます水産、酪農、林産業に

けではなくて本町の住民全体に大きな影響が及ぶと思いますし、大きな課題であると私

も認識をしております。

厚岸町の基幹産業は第１次産業でございます。水産、酪農業に従事されておられる皆

さん、皆様にとりましては、ＴＰＰはその影響が大き過ぎて不安であると。ただいま、

提案者であります大野議員からも切実な訴えがありましたけれども、皆さんは悲痛な思

いでおられると思いますけれども、意見書を提出なさっている皆さん、それから酪農家

を営んでいる皆さん方は本当に将来生活どうなるんだろう、非常に不安な思いで過ごさ

れておられると。特に、今はいいんですけれども、２年、３年、５年後、将来どうなる

のだと、本当に後継者の問題も含めて憂慮をされていると。そのことについては私もそ

の心情や思いはよく分かるんですけれども、今定例会で３人の議員がＴＰＰについて一

般質問を行いました。大筋合意を受けまして、現段階での町長の答弁、政府はＴＰＰ総

合対策本部が力強い農林水産業をつくり上げるため万全の方策を講ずるなどの内容のＴ

ＰＰ関連政策大綱を決定しました。提案者である大野議員も11月25日と申されておりま
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した。

次のステージに進んだ現在、将来を見越して力強い農林水産業をつくっていけるよう

努めると、町長は明言をされました。特に、酪農業においては草地型酪農の推進、担い

手の育成、高付加価値化の推進、この三つの視点からしっかり取り組んでいくというこ

とを力強く答弁をなさっておられましたし、総合的なＴＰＰ関連政策大綱を確実に実行

してもらうためにも、国に強く要望して関連機関とも連携をとりながら、厚岸町の住民

の皆さんにマイナスにならないような現時点のできることを施策としてとれていくため

の努力をすると、こういうことの答弁がございました。私もそのとおりだと同意をする

ものでございます。

日本の歴史の中で大きな変革、グローバル化の大きな節目３回ございます。一度目は、

日本に黒船が来航、明治維新でございます。江戸幕府が消滅し鎖国が開示をなされまし

た。二度目は、マッカーサーが日本に足を踏み入れたとき、昭和20年ですか、敗戦によ

る、しかも経済が思想が大きく激変しました。経済もこの敗戦によって大きな変革をさ

れました。そして、３回目、現在でございます。私は、未だ携帯電話、ガラケーでござ

います。ですけれども、先ほどの質問にもございました、児童や生徒はスマホを持って

ますよ、もう。世界を相手に私はメールも打てないんです。私が子供のころにこの携帯

電話、そんなことは想像もつきませんでした。ですけれども、今の将来を担う厚岸の子

供たちは、この情報が大きなグローバル化、インターネットで買い物ができる、汽車で

行かなくてもいいんですよ、飛行機で行かなくても、そういう時代になってしまったん

です。そういう時代の趨勢をやはり見据えて、今できることをしっかり取り組んでいく

べきだと私は考えます。

よって、本意見書案に反対の意を表示させていただきたいと存じます。聡明な議員各

位の皆さんがご理解をしていただきますよう、お願いを申し上げまして、反意の討論と

させていただきます。

●議長（佐藤議員） 次に、原案に賛成者の発言を許します。

６番、室﨑議員。

●室﨑議員 大変高度な議論をもって反対の、今、表明がありまして、一々感心いたしま

した。私は非常にローレベルな話で申し上げますが、この意見書を読みますと、関係者

の悲鳴が聞こえてくる。そういう中で国は随分といいことも言ってますし、いろいろな

言葉は踊っておりますけれども、私は、そういう町民に対して大丈夫なんだと、不安は

ないというふうに言う、今、私は自信がございません。したがいまして、このようなＴ

ＰＰを進めないでくれという悲鳴に近いその言葉に対して、いやいや大丈夫だから、こ

んな意見書は要らないんでという自信がございませんので、賛成いたします。

以上でございます。

●議長（佐藤議員） 次に、原案に反対者の発言を許します。

３番、堀議員。
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●堀議員 私も本意見書案に反対の立場から意見を申し上げさせていただくものでありま

す。

今回の確かに10月５日のＴＰＰの大筋合意というものに対しては、日本国内さまざま

な分野での懸念の声というのも確かにありました。しかし、政府は、11月25日にＴＰＰ

に関する総合的なＴＰＰ関連政策大綱というものを出し、その中で、各分野さまざまに

きめ細やかに対策というものを打ち出してきております。厚岸町に関係する部分でおき

ましても、農林水産業においては、次世代を担う経営感覚に優れた担い手の育成、畜産、

酪農収益的効果、総合プロジェクトの推進、高品質な農林水産物の輸出等重要フロンテ

ィアの開拓、合板製材の国際競争力の強化、持続可能な収益性の高い操業体制への転換、

消費者との連携強化や規制改革、税制改正というものについてしっかりと打ち出してお

り、また、個別具体的な政策というものについても、今後取り組むべき重要な課題とい

うものを全て列挙しながらも、しっかりと取り組みたいということを明言されておりま

す。

確かに、１番議員さんの一般質問の中でも、まだまだこの中でも対策というものが十

分じゃないものは確かにございます。しかし、それらはこれからの長い間の影響を懸念

するための改善方策として、しっかりと国が取り組んでいくというものを明言しており

ます。

また、今回、そのほかの方々にも、ＴＰＰに関していろいろな質問というものをされ

ておりました。中でも、懸念として挙げられていていたのがＩＳＤＳ条項だったんです

けれども、しかし、ＩＳＤＳ条項に関して言うと、これは投資家が国に対して訴えを起

こすことのできる権利として、投資家保護としての条項なんですけれども、今回ＴＰＰ

に関してのＩＳＤＳ条項の中には公共の秩序は含まれないというものが入っております。

これをもってすれば、今、例えば北海道やこの厚岸町が進めている地産地消というよう

な運動とかについても、ほぼ問題がないというものを出されております。

なおかつ、ＩＳＤＳ条項というのは、今回のＴＰＰ交渉だけが初めてではありません。

既に中国を初め25の協定でＩＳＤＳ条項は日本は結んでおります。いまだかつて、この

ＩＳＤＳ条項において日本が訴えられた例というものはございません。また、同じよう

な自由貿易協定を結んでいるＮＡＦＴＡ、アメリカ、カナダ、メキシコの自由貿易協定

の中でのＩＳＤＳ条項は、20年以上を経過した中で、カナダに対してはアメリカの企業

が16件、メキシコに対しては30件の訴えというものを起こしております。このうちカナ

ダが負けたのは２件、メキシコが負けたのは６件というような形の中ではなってはいる

んですけれども、ただ、いずれにいたしましても、今回公共の利益が優先されるという

ものをある中においては、よほど恣意的な排除条項というものを持った中での地域、国

が、その企業に対しての損害を被られない限りは、今回のこのＩＳＤＳ条項というもの

は問題ないのではないかというふうになっております。むしろ、このＩＳＤＳ条項があ

ることによって、日本の中小企業が海外への進出といったものをなし得たときに、資産

の接収や、また不利益をこうむらないためにも、これは国際貿易の中において、今後の

日本が取り得る大変重要な条項だと思っております。

これは、２国間での条約交渉の中では、なかなか実現しなかったんでしょうけれども、

今回のこのＴＰＰのような多国間交渉の中において、やはりこれだけの弾力性を持たせ
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たＩＳＤＳ条項というものができたものだと思っております。

また、これらのものも含めました国民への不安払拭というものについては、政府は今

後さまざまな分野で説明をしっかりと行っていくということも、約束していただいてお

ります。こういうような形の中で、今後、長い期間の中で影響力を緩和するためのさま

ざまな政策というものを国が挙げて実行しようとする、私はこのことを強く指示したい

と思っておりますし、ＴＰＰの協定というものが速やかに締結、批准され、そしてまた

それが実行され、国民の利益として一日も早い発言がなされるように切に願うものであ

ります。

どうか議員の皆様、私と賛意を同じくして、今、意見書案に反対していただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。

●議長（佐藤議員） 次に、原案に賛成者の発言を許します。

４番、石澤議員。

●石澤議員 情けないなと思いながら聞いておりました。この議会でも何度もＴＰＰに反

対する決議を挙げたと思います。それは何だったんでしょうか。それが切ない思いで聞

いておりました。

農業は政府が出してきた施策ですけれども、それは前からあったものです。私たち農

業者も13年ごろから乳用牛に対する問題とか、そういうことは全て政府に求めてきたも

のを、今、ＴＰＰに衣替えして出してきたものなんです。本当に農業を守るとか、そう

いう視点に立つならば、アメリカやＥＵのやっているようにきちっと価格補償、それか

ら全額を買い入れる、そういうことをするべきだと思います。この農業は過保護だ、ど

うのこうのと言われますが、輸出補助金で守られているアメリカとかカナダとか、96％

も輸出補助金がつけられているのと、補助金全体の補助金が所得の15.7％しかない日本

の農業と、どうやって闘えと言うんですか。丸裸で闘えと言っているのと同じです。ア

メリカ、カナダでもＥＵでもそうですが、穀物、乳製品の生産が増えて支持価格が下回

ると、支持価格で無制限に買い入れて国内外の援助物資にしたり、補助金をつけて輸出

したり、最終的な販路を政府が確保して価格を支える仕組み、これがあります。

日本にも前にありました。しかし、日本はこれを止めてしまいました。何もないです

よ。農業鎖国は許されない、冗談でないですよ、自給率39％です。私たちの体の中の61

％を海外に依存しています。こんな先進国はありません。ブッシュ前大統領は、食糧関

係者に食糧自給はナショナルセキュリティの問題だ、皆さんのおかげでそれが常に保た

れている。アメリカは何とありがたいことか、それに引きかえ食糧自給できない国を想

像できるか。それは国際圧力と危険にさらされている国だ、奴隷を言ったものです。

あと農業が盛んなウィスコンシン大学の教授は、農家の子弟が多い事業では食糧は武

器であって日本が標的だ。直接食べる食用だけでなく日本の畜産の餌、穀物をアメリカ

が全部供給すれば日本を完全にコントロールできる。これが世界に広げていく米国の食

糧戦略なんだから、皆さんはそのために頑張るのですよ、こういう話までしているそう

です。

私たちは、全品目95％の関税撤廃、水産、林産物の関税ほとんど撤廃、重要５品目に
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ついても３割が撤廃です。こういう形で私たちの地域を守る、今、子供たちに何を残し

てやれるのでしょうか。まず、ＴＰＰ協定に調定しないこと、大筋合併を撤回する、そ

れを求めていく、これはとっても大事なことだと思います。

皆さん、どうぞ、いろいろなことあるとは思いますが、今、この地域を守るためにも、

皆さんの力をかしてほしいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

●議長（佐藤議員） 次に、原案に反対者の発言を許します。ございませんか。

（な し）

●議長（佐藤議員） 次に、原案に賛成者の発言を許します。

12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 私は、この意見書に賛成の立場で一言言わせていただきます。

私は、食品の安全というところで一言言わせていただきたいんですけれども、今、輸

入食品、そういったものの食品検査というのが検査員が非常に、今、不足していると。

全国で、今、406名しかこういった検査員がいないと。以前は12％以上あった輸入食品の

検査率が。現在8.8％まで下がってきていると。そういった中で、十分な検査がされてい

ないという状況にもなっています。検査員がそういった少ない人数の中でやっている中

で、輸入食品がどんどん増えてくるということになると、今でさえも手薄で検査ができ

ないものが、その検査を逃れて入ってくるものが増えてくるというふうに考えます。

検査のための前処理というのは人間の手で行わなければいけない、機械ではできない

ものですね。こういったもののこういった検査を逃れてポストハーベスト漬け、あるい

は食品遺伝子組み換え、そういった表示のない危険な安全ではない、そういった食料品

が入ってくると。そういうことになってしまうと、やはりこれからの子供たちにこういっ

た危険な食品、食料を食べさせるわけにはいかないというふうに考えています。

と同時に、医療や保健の分野でも、今でさえも大変で病院にかかれないという方達が

いる中で、混合診療というものが入ってくるんではないかというふうに言われています

けれども、そうなったら、やはりお金のアメリカ型の医療になって、本当にお金のある

人だけが病院にかかれると、お金のない人は病院にもかかれないと、そういう体制にも

なってきてしまうというふうにも言われています。やはり私たちの食の安全、そして命

そのものをこれから守っていくという点でも、この意見書には賛成をしたいと思います。

●議長（佐藤議員） 次に、原案に反対者の発言を許します。ございますか。

（な し）

●議長（佐藤議員） 次に、原案に賛成者の発言を許します。ありますか。

（な し）
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●議長（佐藤議員） 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。

本案に、賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

●議長（佐藤議員） はい、結構です。

出席議員12人、そのうち、起立者数５人、起立少数であります。

よって、本案は、否決されました。

●議長（佐藤議員） 日程第６、総務産業常任委員会先進地行政視察報告書を議題といた

します。

今般、総務産業常任委員会が閉会中に行った先進地行政視察についての報告書が、委

員長から提出されております。

この際、委員長に対する質疑、討論を省略し、本報告書のとおり了承することにご異

議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本報告書のとおり了承することに決定いたしました。

●議長（佐藤議員） 日程第７、総務産業常任委員会所管事務調査報告書を議題といたし

ます。

今般、総務産業常任委員会において行った所管事務についての調査報告書が、厚岸町

議会会議規則第77条の規定により委員長から提出されております。

この際、委員長に対する質疑、討論を省略し、本報告書のとおり了承することにご異

議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本報告書のとおり了承することに決定いたしました。

●議長（佐藤議員） 日程第８、各委員会閉会中の継続調査申出書を議題といたします。

次期定例会までの間、閉会中における継続調査申出書が、お手元に配付のとおり各委

員長から提出されております。

お諮りいたします。
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本申出書のとおり承認することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本申出書のとおり承認することに決定いたしました。

●議長（佐藤議員） 以上で、本定例会に付議された議案の審議は全部終了いたしました。

よって、平成27年厚岸町議会第４回定例会を閉会いたします。

午後３時27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27年12月11日
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議 長
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