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厚岸町議会 第３回定例会

平成27年９月16日

午前10時00分開会

●副議長（大野議員） おはようございます。

ただいまから、平成27年厚岸町議会第３回定例会を続会いたします。

●副議長（大野議員） 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。

●副議長（大野議員） 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、８番、南谷議員、９

番、佐々木 治議員を指名いたします。

●副議長（大野議員） 日程第２、昨日に引き続き、一般質問を行います。

初めに、５番、竹田議員の一般質問を行います。

５番、竹田議員。

●竹田議員 第３回定例会において、先に通告したとおりに質問をいたします。

１、災害時の避難について。

(１)障害者への対応について。ア、地震・津波・火災発生の避難時に聴覚障害者、あ

るいは難聴者、盲目者、弱視者の方に対しての情報伝達をどのように行う考えでいるの

か。イ、避難所においての聴覚障害者、あるいは難聴者、盲目者、弱視者の方に物資提

供や、さまざまな情報伝達をどのように行う考えでいるのか。

(２)住民避難について。ア、床潭地域の床潭沼の海抜は約５メートル弱と聞いている

が、床潭と町をつなぐ道路は一本道です。混雑して避難が非常に難しいと思うが、現状

の避難所だけで十分だと考えているのかについてお聞きします。

以上、よろしくお願いいたします。

●副議長（大野議員） 町長。

●町長（若狹町長） ５番、竹田議員のご質問にお答えをいたします。

災害時における障害者への対応についてのうち、初めに、地震・津波・火災発生の避

難時に、聴覚障害者、あるいは難聴者、盲目者、弱視者の方に対しての情報伝達をどの

ように行う考えでいるのかについてでありますが、これらの災害が発生した場合におけ

る町からの情報伝達は、防災行政無線、ＩＰ告知、緊急速報メール、町のホームページ、

ブログ、ツイッター、フェイスブック、ファクシミリにより行っております。
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このうち防災行政無線は、聴覚に障がいのある人に緊急速報メール、町のホームペー

ジ、ブログ、ツイッター、フェイスブック、ファクシミリは聴覚に障がいのある人に、

ＩＰ告知は両者に有用であると考えますので、今後もこれらを効果的に活用しながら、

迅速な情報伝達を行ってまいりたいと考えております。

なお、その他の情報伝達としては、自主防災組織の活動における声かけについても、

有効な手段であると考えております。

次に、避難所において聴覚障害者、あるいは難聴者、盲目者、弱視者の方に物資提供

や、さまざまな情報伝達をどのように行う考えでいるのかについてでありますが、避難

所においては、このような要配慮者の方々に対する物資の供給場所や供給方法の連絡な

ど必要な情報の提供に、特に配慮する必要があると考えております。

例としては、聴覚に障がいのある人には、音声によって行った連絡を掲示板や避難所

広報、筆談用のメモ用紙など、文字による情報の提供が必要になります。また、聴覚に

障がいのある人には、構内放送や拡声器などにより音声情報を繰り返し流したり、携帯

ラジオの貸出し、拡大文字や点字による情報の提供が必要になります。しかし、実際に

今、挙げた例を行うためには、避難者や避難を受け入れた地域の皆さんの協力が不可欠

であります。

これまでも申し上げてきたとおり、災害発生時においては、町と消防の職員だけで、

その全てに対処することは不可能であります。８月29日、太田活性化施設において、地

元自治会などの協力を得て、二次避難所開設を想定した避難者受け入れ訓練を初めて行っ

たところでありますが、今後も同様の訓練を通じて、町民の防災意識の高揚を図ってい

く必要があると考えております。

なお、これら以外で町が行うこととしては、関係機関や団体に対する点訳・音訳ボラ

ンティアや手話通訳者、要約筆記者などの専門ボランティアの派遣要請などを行う必要

があると考えております。

次に、災害時における住民避難について、床潭地域の床潭沼の海抜は約５メートル弱

と聞いているが、床潭と町をつなぐ道路は一本道です。混雑して避難が非常に難しいと

思うが、現状の避難所だけで十分だと考えているのか、についてでありますが、現在、

津波時の床潭地域の避難場所は、東地区が床潭神社、床潭中央高台町有地裏山、ピリカ

ウタ広場の３カ所、西地区が有限会社高島食品裏山１カ所の計４カ所であります。床潭

地区の８月末現在の人口や、避難場所に指定できる土地のことなどを勘案すると、これ

以上の避難所を設けることは難しい状況であることをご理解願います。

以上でございます。

●副議長（大野議員） ５番、竹田議員。

●竹田議員 ここ数年間の間で、津波等の避難をする場合のいろいろな方策が考えられて

きました。また、避難所に集めてからのいろいろな問題点も出てきて、そこもいろいろ

と検討されるようになりました。ハード面、そしてソフト面という両方の面から行くと、

まだまだハード面もソフト面も足りないということがあります。

一番大事なのは、その場所に居合わせた人が、どのような行動をとらなければいけな
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いのかということを、いち早く認識をするということが大事であり、その方にどのよう

に認識をさせるかということの伝達の方法が、大事であるというふうに認識しています。

それが一番大事なことだというふうに思っています。

確かに、聴覚障害者の方、また難聴者の方には、特に地震や津波が起きた場合に、例

えば火災が起きてきた場合、慌ただしさが見え、そしてうろたえている姿が見える。そ

のときに何が起きたのか、聞こえないわけですから、自分がどうすべきなのかという対

応方法が分からない。ましてや耳もちゃんと聞こえる身体に何も障がいもない方でも、

津波、そして火事といった現場に居合わせたときに、当然、精神的なダメージを受け、

うろたえるわけですね。ましてや聴覚障害者の方、そして弱者の方、盲目者の方も、分

からないことによってうろたえてしまう、そういう人たちをソフト面で守ってあげると

いうことが非常に大事になってくる。

例えば、想定の話なのですが、役場に何らかの用事で聴覚障害者、または盲目者その

方が来たときに、その方にどういうふうにして伝えるかということが大事になってくる

というふうに思います。聴覚障害者の方に、役場の職員たちが、うろたえているところ

が見たときに、どういう反応を起こすだろうかと。そして何を聞きたいのか、何を伝達

してほしいのかということが極めて重要になってくる。施設内にいないときには、それ

ぞれの緊急通報メール、町のホームページ、ブログ、ツイッター、フェイスブックがか

なり有効になってくるであろうと思います。ただ、その場所に居合わせたときにどうす

るのか。

もっと言うならば、例えば葬儀会場にいたときどうするのだろうか、自治会の会館に

いたときのいろいろな集まりのときにどうするのだろうかといったことを考えると、そ

ういったときの対応というのが、マニュアル的にないというのが現状ではないのかなと

いうふうに思うのですけれども、その点はいかがでしょうか。

●副議長（大野議員） 総務課長。

●総務課長（曾田課長） 今、例として上げられたお客様が役場に来ているときにそういっ

た災害が起きた場合、あと、その場合については職員が、それに対する対応を当然行う

ことになろうかと思います。これらについては、業務継続計画であるとか、あとは職員

への対応マニュアル等で職員に示すことは可能であると思いますけれども、今、言われ

た葬儀会場や地区集会所での集会等があった場合の対応マニュアルというものについて

は、これまで町として、そこまでの対応マニュアルというものは示してきていない現状

にあることは事実でございます。

●副議長（大野議員） ５番、竹田議員。

●竹田議員 すべからず町民の命を守るという部分については、そういった対応、自治会

の対応やそういう施設のいろいろな対応、また、教育委員会が所有する施設等また学校

等、そういった部分についてもしっかりとした対応マニュアルがあればこしたことがな

いわけですよね、それらについてはいかがでしょうか。
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●副議長（大野議員） 総務課長。

●総務課長（曾田課長） 今、私どもとしては、まずはこのたび太田活性化施設において、

二次避難所を開設したことを想定しての避難者受け入れ訓練ということを行わせていた

だきましたけれども、そういった意味で避難所を開設した際の避難所の運営マニュアル

等の作成についてまでは、早期に作成をしたいというふうには考えておりますけれども、

そういった各会場における対応マニュアルというものは、今現在としては考えていなかっ

たところでありますけれども、いずれにしても災害に遭った場合に、そのマニュアルど

おりに行くかということは、なかなか難しい部分もあろうかと思います。どこまでの形

で示せるのか分かりませんけれども、そういったことをマニュアルとしてそれぞれの施

設に置くというのは、かなり難しい部分もございます。

今、広報では、毎月、災害対応の広報を流させていただいて、掲載をさせていただい

ております。この中で、まずは町民の皆さんにそういった場合の対応ということを、広

報で周知をさせていただきたいというふうに考えております。

●副議長（大野議員） 教育委員会管理課長。

●教育委員会管理課長（髙橋課長） 教育委員会の部分についてお答えしたいと思います。

学校につきましては、学校安全計画の中で、避難の災害の際のマニュアルはございま

す。ただ、避難所においての対応という形の部分については、ここのところ規定はして

おりません。

●副議長（大野議員） ５番、竹田議員。

●竹田議員 町としては、ソフト面になるわけですけれども、難聴者、またそういう聴覚

障害者に対しての対応マニュアルをぜひつくっていただきたいと思います。非常に安く、

そして確実に伝える方法として、一例をちょっと挙げさせてもらいたいと思います。

こういった、今、何が想定されているのかということで、うろたえているときの聴覚

障害者、これ１枚をこのように、「今、地震です」と。例、ちょっと小さくて見えないと

思うのですけれども、これは例えばですから。例えば、こういうものをつくって役場の

庁舎のどこかに置いて、時が起きたときにこういうものをぱっと出して、聴覚障害者が

いるかいないか分からないですよね、役場の場合も、そして葬式の会場もいるかいない

か分からない。だけれども、うろたえている姿を見て、自分自身がどうしたらいいのか

と分からない人のたちに、これはすごい活用されているというか、これはすばらしいこ

とではないかというふうな事例があります。それを勉強して、今回、質問させていただ

いたのです。

また、何が起きたのか、「津波」です。何が起きたのか、「火事」です。そして、これ

から避難をします。これがあると、放送で聞こえない聴覚障害者の方もこれを見ると、

自分自身が何が事が起きたのか、そして自分自身がどう行動するべきなのかということ
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が瞬時に分かると。そして、聴覚障害で、または車椅子の人、そういう人たち、また歩

行が困難な人もいます。中にはね。そういう人たちは今度、事が分かると、声を発生し

て自分を助けていただきたいと、私は耳が聞こえませんというふうに声を発することが

できる。そういったソフト面での事態が起きたときに、どういう伝え方をして、どう助

けてあげるかということが非常に大事なことであり、施策の一つとして、方法論の一つ

として、こういうものがある。これをつくるのに、非常に安くできるわけですよね。

そして避難所に着いたときに、そこから自分自身が、お腹をすいている、何か食べ物

が欲しい、飲み物が欲しいといったときに、避難所にせっかく飲み物、食べ物が届いて

いるのに、自分が声を発せられない、また目が見えない、そして耳が聞こえない、そう

いった障害者の方が自分の意思表示をできないがために、満遍なくそういう物が行き渡

らなかったという例が、この数々の毎年起きているような震災、いろいろな実験等でそ

ういう事例があったと、それをどうしたらいいのだろうということも、これが要するに

今、食事の提供しています、食事があります。そしてのどが渇いていたら、飲み物があ

ります。これを避難の会場に行ったら、これを例えば５枚、６枚用意しておいて、協力

していただける方に、消防の人も忙しい、役所の方も忙しい、そういった実際に対応し

なければならない仕事の人たちができない場合に、これを差し上げて、これを掲げてやっ

てほしいと。そうすると、普通に耳が聞こえる方でも、ざわめいている場所にいるので、

一生懸命拡声器で呼びかけて「飲み物があります」と言っても、なかなか伝達方はでき

ないと。そういった場合に、両方でこういうことをすると、伝わりやすくなる。そして

満遍なく皆さんに避難もできる、そしてこういうものが一人一人くまなく当たっている

ということですね。

そして避難所に行って、身も体も疲れたときに、町長が例えば激励に来たと、そうし

たらこうやって、今、町長が来ましたと。こういうことを誰かが来たときに、こういう

ことで冗談抜きで、誰かが来たときもこうやって伝えることがてきると、こういったソ

フト面のお金のかからないこれを、ぜひ役場の庁舎の総合案内所のところに１枚でもい

いです。そして各学校の施設のところに、これを置いていただければ、それなりの活用

方法があると思いますけれども、町長、いかがでしょうか。

●副議長（大野議員） 町長。

●町長（若狹町長） 大変いい避難対応についてのお話と承り、私も同感の意を表すると

ころでございます。常に、厚岸町の資料として身体障害者手帳交付件数のほうで、聴覚

障害者は50名いるわけでございます。そういう中で役場と、または学校等も含めて、見

えない方々に対する対応、今、提示をされました掲示、私は大変いい方法ではなかろう

か、そのように考えますので、今後の避難対応のあり方の参考にしていただきたい、検

討いたします。どうかご理解いただきたいと存じます。

●副議長（大野議員） ５番、竹田議員。

●竹田議員 ついで、床潭地域の避難についての質問をさせていただきたいと思います。
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床潭の避難場所については、東地区床潭神社、中央高台、町有地の裏山、ピリカウタ

の３カ所、そして西地区については有限会社高島水産の裏、計４カ所。高台にもともと

ある場所はいいのだろうけれども、もともと床潭の８番地全体のくくりで言わせていた

だくと、資料もいただきましたけれども、床潭の人口はこんなにたくさんいたのだなと

いうことが、改めて知ったわけですけれども、「そら逃げれ」といったときに、北海道発

表の新たな浸水予測による床潭地区は、ピリカウタの一部を除き浸水地域となるための

人口、これが475人、そして世帯数は165世帯、保有台数は427台、床潭というところはこ

んなにも多く人口・車が保有しているのだなということが、新たに分かったわけですけ

れども、これが一斉に動き出すと、どのような状況になるのだろうかということを想定

した場合に、余りにも避難所が少ない。そして町へ通じるアクセス道路が、ひょうたん

沼の脇にある一本道路と、そこに物すごい集中をするのではないか、そういったことが

大きな問題として想定されるのではないかなというふうに考えざるを得ない。

床潭の住民の方から、床潭の８番の元宮下商店の前から行くと、左手と右手に道路が

分かれております。左手の方は高台に上がるということが、意外と何カ所か上り口があ

ります。２カ所くらいあって、１カ所は多田さんの裏あたりにあるのかなと思いますけ

れども、宮下商店、元の道からＴの字を右手にずっと曲がっていくと、高島水産のあた

り１カ所ということで、この高島水産の裏手にある逃げ道、避難所というのは、もとも

と標高がそんなにない場所であります。そこに集中的に逃げ出すと、どういう状況にな

るのだろうかということを考えると、怖い状況になるのではないかなというふうに思う

のですね。

海岸線に道路が１本、裏手に行こうとすると、高島水産の脇の道路１本しかないわけ

ですね、そこに集中していくしかないと。できれば町民側の意見としては、高島水産と

それからひょうたん沼の奥の中央あたりに、一番奥のほうに、とてつもない岩の高い部

分があるのですけれども、昔はそこまで行けた道路が何らかしらあったということなの

ですね。それをぜひ調査して、整備をして、砂利道でいいから、その高台を新たにつく

るという考えを持てないものかということを言われました。そういうことを少し考える

余地も何も町としては持っていないのか、いやいや４カ所あるのだから、全然大丈夫だ

から我慢しろというのか、その辺はいかがなのでしょうか。

●副議長（大野議員） 総務課長。

●総務課長（曾田課長） 確かに、西地区は、今、高島さんのところのぐらいが、のみの

避難場所となっておりまして、その奥側のほうというのは今までも検討としては、検討

してきておりません。今、ご提言をいただき、また床潭地区の方のそういった要望も聞

いているということもございますので、町としては、まず場所の実態調査をさせていた

だいて、整備が可能なのか、また避難場所として町として指定できるふさわしい場所な

のかということも含めて、まずは実態調査をさせていただきたいというふうに考えます。

●副議長（大野議員） ５番、竹田議員。
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●竹田議員 人数が集中して多いからとか、人口が多いとか、そういう問題で床潭を別に

挙げたわけでも何でもない。逆に言えば、極端な話をすれば、大変失礼な言い方かもし

れないけれども、床潭が学校もなくなり、人口もいなくなって、ひとりしかいなくなっ

たときに、そういう対応をしてくれという要望は、多分、町民もしないだろうと。

今、これだけの人口密集している一つの地域でありますから、今、そこに対応しなけ

ればならない時期であろうと。しつこいのですけれども、早急な調査をしていただいて、

まずは可能なのか、避難所として高島さんから奥の方々の避難場所としての、全域にな

るかもしれませんけれども、床潭沼付近の床潭の町、宮下商店のＹ字路から町に向かっ

ていく、ちょうどその中間あたりですから、固有名詞を言っていいのかどうか分からな

いですけれども、小笠原建設というのですか、そこのあたりから真っすぐ一本、避難に

抜ける道があれば、床潭の反対側の末広というところの地域のほうには逃げれるのかも

しれませんけれども、そういった道も含めて床潭の西地区の一帯を、避難できる高台避

難の場所をということなので、昔々の話ですから、そこに裏道があったと。そこからつ

ながっている、つながっていないというのは、現状把握はできてないという住民の方も

言っておりました。何らかの形で寸断されたのかもしれませんけれども、そこも含めて

調査だけは早急にしていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。

●副議長（大野議員） 総務課長。

●総務課長（曾田課長） 繰り返しのお答えになりますけれども、早期にまずは調査をさ

せていただきたいというふうに思います。

●副議長（大野議員） いいですか。（「はい」の声あり）

以上で、５番、竹田議員の一般質問を終わります。

ここで、議長交代のため、暫時休憩いたします。

午前10時32分休憩

午前10時32分再開

●議長（佐藤議員） 再開いたします。

次に、３番、堀議員の一般質問を行います。

３番、堀議員。

●堀議員 私は、先に通告いたしました２点について質問をするものであります。

まず大きな１点目は、新厚岸市場背後の町有地の利活用についてであります。

(１)新しい厚岸地方卸売市場が、平成31年には若竹第二埠頭にできる。この市場背後

には町有地が３区画あるが、新しい市場機能を十分に発揮するためには、これら町有地

の利活用が不可欠であるため、次のことを質問します。

ア、新市場の背後町有地、それぞれの土地利用計画を示されたい。
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イとしては、公地として利用しない区画は、民間等へ売却すべきである。この場合、

新市場機能の増進、漁業生産力の増進、雇用の創出が図られる計画事業者には、特約を

設けて土地価格を減額するなどして、積極的に民間資本の導入を図るべきと考えるが、

どうかであります。

大きな２点目は、ウチダザリガニについてであります。

(１)広報あっけし８月号の「かんきょう通信」に、町内一部の河川において生息が確

認されているとある。ウチダザリガニは繁殖力も高く、魚類や水草などの水生生物を補

食することから、ふえ続ければ厚岸町の河川や汽水域である厚岸湖にも重大な影響が出

ることから、次のことを質問します。

アは、ウチダザリガニの生息河川及び範囲、生息数を予測するための調査は行われて

いるか。

イは、厚岸町の大事な漁業資源であるサケ、シシャモ、チカなどの遡上性魚類や厚岸

湖に生息する水生生物に悪影響が出てからでは遅い、駆除をしていくべきと考えるがど

うかについてであります。

以上であります。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） ３番、堀議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の新厚岸市場背後の町有地の利活用についてのうち、初めに、新市場の背後町

有地、それぞれの土地利用計画を示されたいについてでありますが、現在の第３種厚岸

漁港における漁港施設用地利用計画は、平成25年２月28日付、水産庁長官通知の漁港施

設用地利用計画策定要綱に基づき、地元厚岸町の意向を踏まえ、北海道開発局が策定し

ております。

ご質問の町有地は、若竹第二埠頭のつけ根から先端に向かって中央にある３区画であ

りますが、現在の漁港施設用地利用計画では、説明資料に記載の①、②、④が駐車場用

地、③が漁港環境整備施設用地となっております。

次に、公地として利用しない区画は、民間等へ売却すべきである。この場合、新市場

機能の増進、漁業生産力の増進、雇用の創出が図られる計画事業者には、特約を設けて

土地価格を減額するなどして、積極的に民間資本の導入を図るべきと考えるがどうかに

ついてでありますが、厚岸漁港では、平成25年度に策定された直轄特定漁港漁場整備計

画により、若竹第二埠頭において衛生管理型漁港施設の整備が進められており、人工地

盤の下を活用した厚岸漁業協同組合地方卸売市場の移転計画が現実のものとなってまい

りました。

厚岸漁港における施設整備の事業効果が一層図られるよう、今後、厚岸協議協同組合

を初めとする関係機関や団体等と協議を重ね、若竹第二埠頭にある町有地の有効活用に

ついて検討しながら、漁港施設用地利用計画の変更なども含め、北海道開発局や北海道

と連携して取り進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解願います。

続いて、２点目のウチダザリガニについてのうち、初めに、ウチダザリガニの生息河

川及び範囲、生息数を予測するための調査は行われているのかについてでありますが、
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ウチダザリガニの生息調査については、公的な研究機関の調査としては、国立環境研究

所が中心となり平成17年までに行った全国的な分布調査の中で、厚岸町では、別寒辺牛

川と尾幌川での生息が確認されているところであります。また、本年度、厚岸漁港では、

サケ・マス遡上河川である旧尾幌１号川での生息調査を行っております。

次に、厚岸町の大事な漁業資源である、サケ、シシャモ、チカなどの遡上性魚類や厚

岸湖に生息する水生生物に悪影響が出てからでは遅い、駆除をしていくべきと考えるが

どうかについてでありますが、本年度、厚岸漁協が行った調査結果では、多量のウチダ

ザリガニの生息状況が確認されたため、現在、厚岸漁協では、ウチダザリガニの駆除の

作業を実施しております。町といたしましても、生態系や漁業資源への影響が危惧され

るウチダザリガニの駆除について、厚岸漁協や環境省などの関係機関と協議を行い、具

体的な対策を講じていきたいと考えておりますので、ご理解願います。

以上でございます。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●堀議員 まず１点目、新しい厚岸市場の背後の町有地についてでありますけれども、こ

の資料をいただいたときに、びっくりしたのですよね。何といっても広大な面積を、全

て駐車場として利用しているのかというふうに思ったのですよね。5,750平米１区画、こ

れを駐車場にと言ったときには、通常、普通車だと所要30平米ぐらいで計算しても190台

ぐらいの駐車が、駐車場スペースとしてつくれるわけであります。それが二つであれば

380、ましてや漁港環境整備施設用地の前の④の駐車場用地にも100台ぐらいまで約500台。

なお、かつ、答弁にもありましたとおり、新しい市場の人工地盤でつくられる上にも

駐車場をつくる予定であるというふうに聞いております。そうなったときには、相当数

の数の駐車場としての利用をするのだなと、一体これだけの駐車場を何に使うのだと、

現状の例えば真竜側の今現在使っている地方卸売市場、その利用形態から見ても余りに

も、過大な計画ではないのかなというふうに心配をしました。

ただ、答弁の中では、利活用については計画変更なども国などと一緒に、関係機関と

協議を重ねながら進めていくということで安心はしたのですけれども、ただ、もうあと

４年後なのですよ、新しい市場ができ上がるのが。そういったときに、今現在、何もこ

れからどうこうしていくのだというものがないというのは、ちょっと遅いのではないの

かなというように思うのですよね。

例えば、厚岸漁業協同組合で、今現在、カキのホタテ盤原盤での種苗生産、厚岸町の

総需要２万連と言われているその需要を全て賄えるだけの施設を漁業振興策として、つ

くっていきたいというような考えがあるように聞いております。そういったときには、

例えばカキ種苗センターのあるところの前の１番の駐車場用地のところ、ここが一番の

適地になるのかなというようなことでも思うのですけれども、ただ、それさえも今現在、

示すことができていない。

一番心配するのは、厚岸漁港の新しい市場をつくるに当たって、清浄海水を導入する

という話がありますよね。そういったときには、現状のこの計画の中では、市場だけの

清浄海水の利用となったときには、管径やまた揚程というものの容量計算というものが、
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それだけでされてしまったときには、これから新たに例えば１番や２番に海水を大量に

導入する、使うような施設というものができようものになったときに、それが清浄海水

を使えないという、施設の十分な活用ができないという懸念が出てくるわけなのです。

あと４年なのですから、これについてはやはり、もっと積極的に進めていかなければな

らないものだと思います。

ましてやこの図面で言う、上側のほうが新しい市場なのですけれども、１、２、３、

４の下側のところというのも、これは国の土地として空き地としてあるわけなのですけ

れども、駐車場としての用地というもの、また漁港との、漁港市場の利用形態と駐車場

としての使い方としては、そちらのほうも利活用することは十分に可能なわけなのです

から、この位置に３、４、これらはもっと早くに固めなければならないのではないのか

なというように思うのですけれども、現状、まだ何もない段階なのでしょうか。あくま

でも今の中では、１番の駐車場、２番の駐車場、３番の漁港環境整備施設用地、４番の

駐車場用地これだけでしかないのか。それとも先ほど言った漁業協同組合の要望がある

ようなそういう施設整備というものが、既に計画されているのかどうなのか、そういう

ものも漁港の新しい市場の所要の中にも含まれた中で清浄海水などの導入というものが

きちんと図られていくのだ、そういうものであるのかどうなのか、それについてまずお

答えしていただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） お答えさせていただきます。

ご質問者の質問の中で、現状の土地利用計画といいましょうか、正式には漁港施設用

地利用計画、どうなっているかということでお示しした資料がこのとおり、今、現状は

このとおりになっております。

それで、この利用計画というのは、厚岸町が定める、策定する計画ではございません。

あくまでも北海道開発局、国土交通省になっています。北海道開発局が定めるというこ

とになっております。この計画は、古いわけでございます。それから、今現在まで変更

がされていないということで、先ほど町長の答弁にもありましたように、衛生管理型施

設の整備がいよいよ始まっていると。ご質問者言われるように、早ければ31年には人工

地盤の下を活用して、荷さばき施設等の整備も行われるという見通しが立ってきたとい

う中では、今の町有地の３区画分はどういうふうに活用していくことが、厚岸町にとっ

ていいのかということを考えないといけないだろうということ、言われるとおりでござ

います。

一方では、漁業協同組合の考え方が、質問者から話があったわけでございますが、町

にもそういった話も聞こえてきております。あるいはそのほかにも、ホタテ盤種苗のほ

かにもそこの船揚げする方のことを考えると、こういう施設も必要でないかというよう

な案的なものも、いろいろ漁業協同組合からは考え方を示させていただいております。

ただ、まだ固まってはございません。そういった町の中、大きな事業でございまして、

町自体が大きく変わるという大きな事業でもございますので、この町有地の利用という

のは、慎重にやっていかないといけない部分だと思います。
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そういう中では、関係する機関・団体等ともお話し合いをさせていただきながら、こ

の土地をどう活用することが厚岸町にとっていいのだろうかということを重ねていって、

その先に北海道開発局と、この利用計画の変更に向けての協議ということになろうかと

思っております。現状、駐車場用地となってございますけれども、今、この事業が行わ

れているのを想定して駐車場用地にしたわけではございません。こういった計画がされ

る前に、駐車場用地ということでの利用計画になって、そのままでございます。

当然、それらの利用に合わせた、今回の事業に合わせた利用計画の見直しというのは、

必要になってくるものだろうなというふうに思っていますし、質問者言われるように、

これについてはできるだけ早く進めていかないといけないというふうにも考えていると

ころでございます。

また、清浄海水の話でございます。清浄海水の部分は、今、開発のほうで想定してい

るのは、あくまでも市場機能だとか、最低限の清浄海水の導入は必要だろうというふう

に考えてございますが、町としては種苗センターもあります。この種苗センターの海水

についても、清浄海水のほうの利用というものも考えて、開発のほうにもちょっと相談

させていただいておりますし、漁業協同組合のほうからは、今、ご質問者言われたよう

なホタテ盤種苗という部分の考え方も持っています。そういったお話も開発のほうには

させていただいている、あるいはこの②だとか④だとかの施設の部分は、想定はまださ

れていませんけれども、斜路の部分にカキの処理施設を持っているところもあります。

そういった背後の部分の方々にも、清浄海水をぜひ使わせていただきたいという話も、

開発のほうにはさせていただいております。こういったことがどんどん現に詰めていき

ながら、漁港の整備事業というのが進められていくのだろうなというふうに思っており

ます。ご質問者言われたようなことについては、町としても十分意を配して、今、組合

とも連携を図って協議を進めているということでございますので、ご理解いただきたい

と思います。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●堀議員 まず、冒頭、現況の漁港整備計画に基づいての土地利用計画を示していると言

うのですけれども、私は、漁港整備計画での土地利用計画なんて求めてないのですよ。

あくまでも現況の土地の利用の計画を示した図面というもの中で、今現在、どう考えて

いるのかというのを示していただきたいということで出てきたものですから、その中で

駐車場としか出ていない中でどうなのかということなのですけれども、だから今、いろ

いろな方策を考えられているというものは分かるのですよ。ただ、あと４年なのですよ。

実際には４年ではない、３年半とかというような切羽詰まったような状況なのですよね。

開発局のほうでの漁港整備計画の変更といったものだって、例えば、今、変更します

よと、来年の春にそれが変更できますよなんて、そんな簡単なものではないはずです。

少なくとも２年くらいはかかってしまうような中において、今現在において固めなけれ

ばならない。先ほど、慎重に土地の利用計画で検討していかなければならないと言って

いますけれども、それは当然なのですよ。でも、今、なのですよ。早くに結論を出して、

どうしていくのか、それをしっかりと内外に出せるようにしなければならない。
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まず、公地としての利用としては、恐らく漁港環境施設用地だけなのでしょう。それ

以外については漁業協同組合なり、また、関係団体なりそういったもの、整備というも

のの利活用というものが、考えられるようにもなるのでしょうけれども、だからそれが

今ではないのかと、私は言いたいのですよ。いつになったらば漁港環境施設用地を除い

た３区画、これなのですね、しっかりとしたものというものが出てくるようになるので

しょうか、教えてください。

●議長（佐藤議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 今、漁港整備に当たって、漁協の市場という部分は、人工地盤

の下ということでございますけれども、全体的に言うと、屋根つき岸壁の整備ということに

なります。今現在、国が考えて想定をしていた屋根つき岸壁の幅についても地元の漁業協同

組合、道庁からの要望を受けると、それをもっと広げて欲しいと、幅をもっと持って欲しい

ということで、そういった調整もしております。

それと、ここにある道路の行き来の部分、国としては一方通行でいたほうが、いろいろな

スムーズに回るだろうという想定をしておりますけれども、漁業協同組合との話においては、

そういった部分までの必要性はあるのかという疑問も呈している部分もございます。そういっ

た調整をやっている現在で、今の町有地の周りの部分の整備も、まだ固まっていないという

状況でございます。今、それをすり合わせしながら、実施設計をこれからやっていきますけ

れども、それでほとんど固まってくると思います。そうなってくると、用地の部分の利活

用の方法もどうするべきかというのは、これはそれに合わせて早急に進めなければいけ

ないというふうに思っております。

それと、町有地の中でもここで図面で③が、漁港環境整備施設用地となってございま

す。今の計画では、このようになっていますが、実はこの前あたり、上のあたりに今の

市場が建設される予定になってございます。そうすると、この環境施設用地については、

この場所でいいのかという議論も当然出てくるわけです。船で荷下ろしをする方々だと

か、作業をする方々のことを考えると、つけ根の部分よりはまだ先端のほうにこういっ

た施設を持っていって、トイレだとか整備したほうが、利用者にとってはいいのではな

いかという話もいろいろ聞こえてきております。

ですから、③を除いてということでなくて、１、２、３、４、あるいは国の施設も含

めて、そういった利用計画のほうの検討を進めていかなければならないというふうには

考えてございます。ですから、国の漁港施設のほうの連動する形で、余り日にちはなく

なってきてございますけれども、そういったことについては開発、あるいは漁業協同組

合と連携をとりながら、この計画の見直しの必要性等含めて、見直しは必要なのですけ

れども、このあり方含めて早急に検討していきたいなというふうに思っております。

時期について、はっきりしてくれということでございますけれども、それについては

まだ、これは例えば用地の利用計画でございますから、売却をするであるだとか、ある

いは賃貸をするだとかといったときには、この計画に基づかなければならないというこ

とに、厚岸の立場としてはなります。

ですから、そういった方向がどういうふうに活用するのかという方向を、早急に検討
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させていただいた中で、この利用計画の検討については、開発のほうと協議をするとい

うことになりますけれども、今時点で今年度中であるとか、来年早々だとかということ

は、まだお示しはできないかと思いますけれども、漁業協同組合等含めて、こういった

土地利用のあり方どうするかというものも、漁業協同組合の考え方もまとめていただか

ないと、うちのほうも協議には正式に応じられないということもなってまいりますので、

そういったことはできるだけ早く取り組みたいと思っております。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●堀議員 漁業協同組合の考え方をまとめていただかなければならないというふうに言う

のですけれども、そうではなくて厚岸町がどうするのか、どうしたいのだというものを

しっかりと、その視線をまずは相手方のほうに伝えなければ、逆に言ってしまうと、漁

業協同組合だってどのくらいまで借りて使うことができるのか、また、買って使うこと

ができるのかとか、そういうものだって計画できないではないですか、どっちが主体か

という話なのですよ。

どうも課長たちの答弁だと、漁業協同組合が主体でというふうになっているのですけ

れども、あくまでも町有地です。厚岸町のまちづくりとしてどうしていくのか、地方卸

売市場、そして厚岸漁港の利活用としてどうしていくのか、その主体はやはりここにつ

いては、厚岸町がしっかりと示さなければならないのではないですか。

検討してもらって、例えば万が一、漁協としては全然使いませんと言ったら、どうす

るのですか、ここ。新しい市場の後ろがずっと空き地のままなのですか、そうではない

のです。やはり町としてしっかりと主体性がどちらにあるかと、これはやっぱり何といっ

ても厚岸町が主体性を持って、この区画についても計画というものは進めなければなら

ない、しかも早急に。ましてや漁業協同組合の漁業生産に役に立つための施設、そうい

うもの以外、万が一、例えば今の市場の背面というのは、ご承知のとおり水産加工施設

とか、そういうものが張りついているわけなのです。だからこそ、あれだけの市場機能

というものが発揮できたというふうに私は考えているのですけれども、では、そういう

ものも考えたときには、民間というものをどのような形の中で取り入れていくのか。

あと、漁協のほうでは、たしか製氷施設の新設やいろいろなのも、浜の活力再生プラ

ンなどにおいても示されていた。そういうものだって、ここにもつくるのか、それとも

こちらの真龍側につくるのかどうか、そういうものも含めて、まずはこの土地について

は厚岸町がどうするのか、それを持たなければならない。しかもそれはやはり相手方に

示すわけなのですから、できるだけ早く。相手方だって示されてすぐに、きょう示され

て、あした結論が出せるわけではないのですから、そういうものを主体性を持ってやっ

ていただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 私が言っているのは、これは町有地ですから、厚岸町で決めな

ければなりません。それは質問者、言われるとおりなのです。ただ、漁業協同組合のほうで、
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今、ホタテ盤の種苗、先ほど質問者も言われましたけれども、宮城県のほうから年間２万連

近くの種苗を入れていると、当初は、その半分程度という話もあったわけでございます。こ

のたびのサケ・マスに関連して、再度いろいろな部分で、漁業協同組合のほうとお話させて

いただくと、できれば今まで宮城から入れていた２万連程度の施設ということで考え方が

ちょっと変わってきてございます。

あるいは、この用地の中に乗組員の方々の休憩施設、例えばこちらにあるような浴場施設

であるだとか、食堂であるだとかいう考えを漁業協同組合のほうでは、考えの中の一つとし

ては持っているようでございます。そういった協議協同組合なりの考え方を受けた中で、厚

岸町としてこの用地をどうするのかということを考えていかなければいけないなと。

例えば、町がそういったことも聞かないで、この１番なり２番なりの用地を加工場の施設

にしましょうと言ったときに、漁業協同組合とのすり合わせというものがない中でそういう

ことをやってしまと、ここの本当に土地利用というのは、それは本当にいいのかという話に

なるかと思います。ですから、事前に関係機関の意向というものを把握した中で、厚岸町と

してどうしていくのが本当にいいのかなと、考えていかなければいけないと思っています。

そういった意味では、漁業協同組合の考えていることというものを厚岸町のほうにまとめ

て、こちらのほうでお聞き入れをして、そしてそれをもとにしながら関係機関・団体等の皆

さんとの協議を踏まえて、厚岸町としての考え方をまとめ、北海道開発局のほうと、この土

地の利用の計画について検討をするということになろうかというふうに思っているところで

ございます。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●堀議員 カキ種苗の２万連の生産というものは、既にそちらから言っていたとおりサケ・

マスの対策としてのものとして、しっかりと上がっているものですよね、もう既に。た

だ、面積がどのくらいいるのか何とかというのは、まだ決まっていないと、でもその要

望というものは、しっかりと厚岸町でも把握しているはずなのです。であれば何も、そ

れではここでというものを、既に出していってもいいわけでありますよね。なおかつ、

相手方があるのであれば、相手方にもやはり早急に出していただいた中で、それでも厚

岸町がどうしていくのかというものを、広く皆さん方に示せるようにしていただかなけ

ればならない。これによって、周辺の土地利用や若竹地区の土地利用、また道路の通行

形態なども想定ができている中で、いろいろな資本投下というものだって当然考えられ

ていくようにはなるわけなのですから、どうもそこら辺が相手方任せで、相手から上がっ

てこないから、相手から上がってこないからといった中で、それが逃げ口上になってい

るのではないのかなというふうになっていたと思うのです。そうではなくて、やはりこ

れについては、むしろこちらからどうなっているのだ、どのくらいなのだというものを

投げかけながら進めていただきたいなというように思いますので、よろしくお願いしま

す。

あと、そういった中で万が一、加工場施設用地なりで売却の可能なようなとき、そう

いったところでは、私はこの中で雇用の増進や漁業生産の増大、市場機能の増進という

ものが図られるような場合については、特約を設けて土地価格の減額をして、売り払う
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というものを検討すべきではないのかというふうに質問させていただいたのですけれど

も、もうあの土地について資産回収というものは、資本的な回収というものは、私は、

十分しているというふうに思っています。冬場はずっと雪捨て場として、町として利活

用してきておりましたし、また、貸地料として漁港整備計画の漁港の公地とかの土地利

用といった中で、貸地料としても十分な収入というものが、何十年にもわたって入って

きていた。そのことを考えれば、何も適正な価格にこだわる必要というものは、ここに

ついてはないのではないのかなと、むしろ雇用の増進や市場機能の増大、そういったも

のが図られるのであれば特約を設ける。

これは、漁業協同組合が万が一、買うとか、また借り受けるとかといった場合とか、

またそれ以外のところが何かやるとかといった場合についても、やはり適用されるべき

ものであろうなと私だと思うのですけれども、この辺の考え方については、もうやはり

まとめておいた中で、しっかりと対応ができるようにしてほしいなというふうに思うの

ですけれども、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） 私から、お答えをさせていただきます。

衛生管理型漁港施設の整備において、第二埠頭は大きく変わります。その将来はどう

あるべきかということについて、今、既にお話、担当課長からありましたとおり、進ん

でいるのです。しかし、それを建設するのには、どれぐらいの費用がかかり、財政負担

がどうなるのか、いろいろと再度に煮詰める点もただただあるわけです。ですから、２

万連、仮にカキ種苗センターの件についても、ホタテの盤のカキ種苗センターについて

も、口では２万連をお願いしたいという、しかしとりあえず１万連をお願いしたいとい

うようなお話もあるのです。堀議員もお聞きしているかと思う。そうすると、当然、規

模も変わってくるし、財政も変わってくるのです。そういういろいろな煮詰める点も出

てきております。

それともう一つは、第二埠頭が大きく変わることに対しての周辺もまた変わってきま

す。ですから、もろもろの懸案事項が今起きておりますので、ですから担当課長は、漁

業協同組合とお話ししながら、今後の利用の活用を考えていきたいという現段階にあり

ますので、どうかそこは堀議員が質問しようとする趣旨でお答えをしていますので、ご

理解をいただきたいと思いますので、本当に大きく変わっていきますので、ということ

は湖北地区も道路も含めて大きく変わってきますので、今後の大きな課題になっており

ます。

そして衛生管理型施設については、今の予定では来年が設計という段階になるであろ

うというふうに考えておりますので、そういう準備段階に入っておりますので、満足で

ないかもしれませんけれども、もう準備段階に入っているということでございますので、

ご理解をいただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。
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●堀議員 町長からも、そういうふうに力強い答弁もいただいたのであれしますけれども、

ただ、いずれにしても時間としてやはりいつまでも悠長なことはしていられないといっ

たものをしっかりととらまえた中で、早急な取り進めをお願いしたいというふうに思い

ます。

それで２点目のほうに入らせていただきます。ウチダザリガニについてであります。

私も、広報あっけしの「かんきょう通信」を見たのですけれども、非常にさらっとし

か載っていなかったのですよね。ただ、やはりこのことが一番心配したのは、漁業協同

組合であったのだろうなと、私も後にして聞いたときには思っています。

漁業協同組合では、６月10日から10月31日まで、旧尾幌１号川での駆除というものを

行っております。聞いた話では、相当量のウチダザリガニが捕獲・処分されていると、

その処分地については堆肥センターのほうでお願いして、処分してもらっているという

ふうなことの中で、適正な法にも抵触しないような形の中で、しっかりと処分がされて

いるようなのですけれども、ただ、厚岸町としてはウチダザリガニが河川域に生息して

いたというのは知っていただと。古くから、平成17年までに行った全国的な分布調査と

いった中で、その結果というものをとらまえたときには、厚岸町としてはウチダザリガ

ニが厚岸町内の河川にいたのだなという、そういう認識があったというふうに理解して

よろしいのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 町長の答弁のほうにありましたとおり、公的な研究機関と

しましては、国立環境研究所が中心となりまして平成17年度まで行われた中で、全国的

な分布調査の中で、厚岸町では昭和57年に別寒辺牛川、それと尾幌川については平成16

年、17年に生息調査が行われたということでの調査記述があります。

ただし、議員、質問のような形での生息河川はわかっておりますけれども、その具体

的な範囲とか生息数、調査による数量等の記述等がないため、現状分布はしている、生

息分布はしているという確認はされてきましたが、具体的なものについては、調査につ

いては進んでこなかった。ただし、「かんきょう通信」等を通じた中で、厚岸町において

も外来特性生物が生息していると、これらについて町民の方々にも周知をさせていただ

きまして、被害防除の三大原則でありますけれども、入れない・捨てない・広げないと

いうような中でのそういう周知活動をさせてきていただいたというのが現状までのとこ

ろでございます。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●堀議員 そうすると、どこかにはいるのだけれども、どのくらいいるかが分からないと

いった中で、後段一番最後のところでは、対策を講じていきたいというふうになるので

すけれども、ではまず、厚岸町にも河川は幾つもあるのですけれども、どこにどのくら

いのものがというものの調査というものをしっかり厚岸町で行っていく、そういう考え

があるというふうに理解してよろしいのでしょうか。



- 89 -

●議長（佐藤議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 今回、厚岸漁業協同組合が事業主体となりまして、先ほど、

質問者おっしゃったとおり、10月10日から10月31日まで間での調査、さらにはその状況

によって生息状況が、区域が確定したということで、９月９日からこの駆除作業を行わ

れているということを、産業振興課を通じまして情報を得ているところでございます。

当然、この分かった尾幌１号川については、単年での許可申請ということで伺ってお

りますので、単年の駆除でいいのかどうなのか。その辺につきましては、逆にこの実績

を受けた中で、漁協さんとも十分協議をしなければいけないと思っておりますし、その

他の河川につきましてもやはり尾幌川に生息状況での調査結果が出ておりますので、尾

幌川、それと別寒辺牛川、この二つの河川についてまず漁業資源等に被害が及ぼされる

のではないかという可能性、全ての河川をできればいいのでしょうけれども、そういう

河川についてまずは調査、生息調査を行った中で生息範囲等が特定できれば、それをも

とにした中で具体的な防除、駆除作業等を計画して実施していきたいという考え方で立っ

ております。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●堀議員 分かりました。ただ、漁業協同組合が今回駆除を行ったのは、今まで町が何も

してきていなかったからなのですよね。環境省のウチダザリガニの関係の駆除というも

のを見たときには、現在のところ26地域、厚岸漁業協同組合の分の別寒辺牛川水系の駆

除も含めて26地域ほどありました。それらのほとんどの申請者というものは、市町村長

でした。ということは、駆除の主体というものは、あくまでも市町村なのですよ。そう

いう理解のもとで、ほかの町村では取り組んでいるのですよね。

例えば、ＮＰＯとかもあったのですけれども、恐らくそれはどこかの市区町村からの

委託を受けているのか、また、公共水域ではない部分のところなのかもしれないといっ

た中で、そこまでの調査というものは私もできませんでしたけれども、少なくとも河川

という公共水域において、特定在来種であるウチダザリガニその駆除というものは、行

政側が主体を持たなければならない。ただ、漁業協同組合は今回やったのは、今まで行

政が何もしてこなかったからなのです。そういうものが理解されているのかなというふ

うに思うのですけれども、その点についてはどうなのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） ただいまの質問ですけれども、行政主体でやっているとこ

ろが多いということですけれども、当然、ＮＰＯ等もやっておりますし、その他の団体、

要は国等が行うと、この防除作業については、駆除等が行うということで直接、国が実

施しているところもありますし、地方公共団体、さらにはＮＰＯ等の団体等でも実施は

行っております。現在まで、厚岸町内においての生息状況は確認はされておりましたけ
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れども、具体的な調査等が進んでこなかった、これは事実でございます。

特に、昨年、サケ等の放流河川であります尾幌川上流域のほうでのウチダザリガニの

生息状況が多いのではないかという情報を得た中で、厚岸漁業協同組合さんのほうで独

自の事業として、まずは実施していただいたということで、私ども町にとっても実際的

なことが分かったということは、本当にありがたい話だと思っております。

今後については、やはり直接的な中で、こういう生産活動における資源でありますサ

ケ・シシャモ・チカ等に直接的な影響があるかどうかと、そういうことについては解明

はされておりませんけれども、やはり影響が出てからでは遅い、危惧される部分でござ

いますので、町としても分かった中ではやはりまずは調査を行い、範囲を特定し、具体

的な防除作業を当然、尾幌１号川については漁協さんでの実績等もありますので、それ

ら情報等もいただきながら、さらには駆除するに当たっても有効な方法としては、かご

を使ったりというような方法もあるようです。それら技術的な部分を含めながら、さら

には環境省等々の指導、協議等を行った上で実施をしていきたいというふうに考えてお

りますので、ご理解願いたいと思います。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●堀議員 地域としては、身近なところでは釧路市の春採湖ですね、ウチダザリガニの駆

除、これの申請者もやはり釧路市長でした。そういった中でやはり調査をして、その駆

除の主体というものも厚岸町がしっかりやっていくのだと、そういうものの中で考えて

いるということの中で安心はしたのですけれども、ただ、やはり実際に生息数が大量な

場所というのも確認をされているわけなのですから、何年にもわたって調査が、また、

いつまでたっても駆除が始まらないでは困るのですよ。早急な調査と一緒に、調査と駆

除というのは大体同じような形の中で、かごを入れての調査兼駆除ということにもなる

のでしょうから、やはり早急な調査と駆除を厚岸町がやっていくようにしていただきた

い。

もう既に漁業協同組合では危険性を感じた中で、今年単独でやったわけなのですから、

少なくとも厚岸町が来年からはしっかりとしたものをやっていくのだというものを持っ

ていただきたいなというふうに思うのですけれども、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 今回、漁業協同組合で実施いただいた中でもやはり船を使っ

たりとか、かごを使ったりとか、いろいろな中で駆除方法を行っておりますけれども、

町単独で船舶等を保有しているわけでもございませんし、それら含めましてどのような

手法でできるのか、検討した上で駆除に向けてまずは調査を行い、駆除を行っていくと

いう方針を立てた中で、実施をしてまいりたいというふうに考えておりますので、ご理

解願いたいと思います。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。
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●堀議員 町長、たびたび申しわけありません。これはやはりある特定外来生物について

は、ある一定数の個体数を超えたときには、爆発的な増加というものそういったものの

中で、それが及ぼす環境への影響というものは、はかり知れないものがある。水産の町

厚岸町についても大きな問題であると思います。何とかその調査・駆除というものを早

期に実施できるようにしていただきたいというふうに思うのですけれども、いかがでしょ

うか。

●議長（佐藤議員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 実は、漁業協同組合が一生懸命、尾幌の河川で捕獲に当たって

いただいて、その上がってきた物の写真を見させていただきました。これは９月９日の

写真だったそうでありますけれども、漁業協同組合が用意したかごが、ほとんどもうびっ

ちり。私も、もちろんでありますけれども、町長も相当びっくりをしておりました。こ

んなに生息しているのかというふうに大変危惧をしております。

今、環境政策課長のほうからも答弁をいたしましたけれども、このウチダザリガニ、

全国的にも分布しているという調査結果も出てきておりますから、国として何らかの対

策はできないのかというようなことも含めて、協議・検討をする必要が早急にやる必要

があるだろうというふうに思います。

それから、捕獲に当たっては、これから漁業協同組合とお話し合いをさせていただき

ますけれども、漁業協同組合のお力もある程度おかりしないと、もう既にかごを設置し

て、それから中もえさがどういうものがいいのかということも何度か試験をされて、こ

ういうものを餌としてつけると、かごに入ってくる量が非常に多いというようなことも

情報として伝わってきております。

それから、捕獲の時期であります。ウチダザリガニの活動が活発になる時期、冬場の

眠っているような時期にかごをかけても、一生懸命されても捕獲の効率が上がらないと

いうようなこともあるようでありますから、それらも含めて協議をして、早急な対策を

講じてまいりたいと、そのように考えます。

●議長（佐藤議員） よろしいですか。

以上で、３番、堀議員の一般質問を終わります。

次に、10番、杉田議員の一般質問を行います。

10番、杉田議員。

●杉田議員 それでは、先に通告させていただきました一般通告書に沿いまして質問させ

ていただきたいと思います。

１番、筑紫恋の中央を通る道路の舗装について。

(１)地域住民から私有地が含まれる関係で、舗装ができないと聞いております。夏場

の昆布干し作業の砂ぼこり、冬場や春先の路面悪化に対応するための舗装は、地域にとっ

ても必要と考えております。町として地権者や地域住民との調整を図って舗装化できな
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いものでしょうか。

２番、奨学金制度について。

(１)教育委員会の奨学金制度、前回の改正から１０年以上経ておりますが、物価変動

や社会情勢を鑑みて、見直すべきで点はないか。

ア、現在の就学、通学、進学に係る費用に対して、貸与上限額は適正と考えておりま

すでしょうか。

イ、厚岸町奨学資金貸与条例第９条第１号に規定される「町の指定する業務」とは、

具体的にどういったものなのか、質問させていただきます。

よろしくお願いいたします。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） 10番、杉田議員のご質問にお答えいたします。

１点目の筑紫恋の中央を通る道路の舗装について。

地域住民から私有地が含まれる関係で舗装ができないと聞いている。夏場の昆布干し

作業の砂ぼこり、冬場や春先の路面悪化に対応するための舗装は地域にとって必要と考

える。町として地権者や地域住民との調整を図って舗装化できないものかについてであ

りますが、町道筑紫恋道路から筑紫恋の中央を通る前浜道路へ抜ける、水産種苗生産セ

ンター横の延長約120メートルの砂利道は、現在、町道の認定はしておりません。この砂

利道は、筑紫恋地区の産業・生活の重要な道路となっており、現状の維持の必要性から、

町が毎年、春先には砕石の補充、冬期間においては除雪作業を行っているところであり

ます。

舗装化を行うためには、道路敷地として用地を確保する必要があります。この道路は、

一部に国の道路用地があるものの、町有地のほかに民有地が多く含まれており、道路敷

地として確保するためには、個人の私有地のほか、26名による共有地の地権者の承諾な

どが必要となり、相続人が多いこと、同意をもらうに当たっては、ほかの問題の解決が

進まなければ難しい問題があることが分かり、なかなか舗装化にならない状況となって

おります。

なお、地元自治会からは、平成17年から平成20年度に、舗装化の要望がありましたが、

用地処理上の問題から舗装化は難しく、防じん対策として、アスファルトを砕いたもの

を使用し、現状を維持する旨の回答をし、ご理解をいただいた経緯もあります。

しかし、今後も地元自治会とよく相談を行い、検討してまいりますので、ご理解願い

ます。

２点目の奨学金制度については、教育長からお答えをいたします。

●議長（佐藤議員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 次に、私からは、２点目の奨学金制度についてのご質問にお答

えいたします。

教育委員会の奨学金制度、前回の改正から10年以上経ているが、物価変動や社会情勢
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を鑑みて、見直す点はないかのうち、ア、現在の就学、進学、通学に係る費用に対して

貸与上限額は適正と考えているかについてですが、厚岸町の奨学金制度は、高等学校以

上の修学能力があるが、経済的理由で進学が困難なものに対し、奨学資金を貸与して教

育を受ける機会を与えることを目的として、昭和41年度から行っており、現在の基金額

は3,500万円で、延べ310人の利用をいただいているところであります。

貸付金の貸与月額の上限については、昭和41年の5,000円から４回の改正を経て、平成

７年から２万5,000円となっておりますが、現在の進学区分ごとの貸与額は、高等学校が

１万2,000円、専門学校・大学については２万5,000円となっているところであります。

この貸与額については、釧路管内の他町村でも平成10年当時から大きな変動はなく推

移しておりますし、他町村と比べても進学区分ごとでは大きな差違はなく、平均的な金

額となっております。

奨学金については、限られた資金の中で、できるだけ多くの希望者にこの制度を利用

していただきたいと考えておりますので、現段階では、貸付上限額を変更する予定はあ

りませんが、今後は、町の財政状況や管内の他町村の状況も勘案しながら、検討してま

いりたいと存じます。

次に、イ、厚岸町奨学資金貸与条例第９条第１号に規定される町の指定する業務とは、

具体的にどのようなものをいうのかでありますが、厚岸町奨学資金貸与条例第９条は返

還金の免除規定で、第１号は目的の学校を卒業し、一定の年限を定めて町の指定する業

務に従事したときと規定されているものであります。

町の指定する業務については、規則等には規定されておりませんが、その時代に不足

している職種を確保するため、その都度、協議をして指定することとなっているもので

す。奨学資金制度の発足当時は、不足している看護師の確保という観点から、看護師に

なるための学校等へ進学した者のうち、卒業後に一定の期間、町立厚岸病院へ勤務した

者を対象として免除しております。

なお、最近では、看護職につきましては、他に有利な奨学金制度を利用される方が多

いため、厚岸町の奨学金を利用される方は少なく、近年、この規定に該当する奨学生は

選定されておりません。今後も、現在の奨学金制度と趣旨を幅広く周知し、この制度が

多くの方に活用されるよう対応していきたいと考えますので、ご理解をお願いいたしま

す。

以上でございます。

●議長（佐藤議員） 10番、杉田議員。

●杉田議員 ありがとうございます。

初めに、筑紫恋道路の件についてでございますが、大変多くの、町道の整備に関して

は順次行っていただいていると思うのですが、この筑紫恋道路に関しましては、大変地

権者の方が関係しておりまして、なかなか難しいということを長年進めていただいてい

る中で難しいという状況、私も存じ上げております。

ただ、やっぱり防災の観点からも、ぜひこの舗装化というものは必要なのかなという

ふうに考えております。先ほど、５番議員の竹田議員からもありました床潭に関する状
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況とも何となく似ているのかなと思うのですが、筑紫恋地域に関しまして言いますと、

避難地域は海岸通り裏山ですとか、水産総合研究センターですか、そちらになろうかと

思います。そこまで西側の住民の方々にしてみると、今、砂利道を通ることになろうか

と思います、実際には。この道路は、大変多くの地権者の方が関係されているようなの

ですが、一部地権者の方、一部でございますが、私が確認した中では、ぜひ舗装、町道

として整備して管理して舗装化していただきたい。また、自治会長さんからも長年要望

しているのだが、なかなかそういった問題で実現できていないという話を伺っておりま

す。ぜひ防災の観点からも、何とか進めていただきたいと思います。

筑紫恋自治会だけの住民の方であれば話は早いのだと思うのですが、町内外の地権者

の方もいらっしゃるようで、こうなると町のお力をかりて進めさせていただいたほうが、

手続上も円滑かなと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思っております。いか

がでございましょうか。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） ご質問者のお話の中からは、これまでの自治会からも町に対す

る要望があり、それに対して町のほうでは、なかなか難しいというお返事をしているそ

の背景もご存じなように、今、お話を伺いました。

それでここの部分、私どもも先般通ってみているのですけれども、比較的前浜道路に

比べると、この道路はスピードが相当出る道路となるだろうと感じます。したがって、

現在、前浜道路でしているような簡易な舗装では、道路が持たないというふうに判断し

ております。

では、どうすればいいのかというと、きちっとした路盤の入れかえだとか、そういっ

たことが必要となる道路というふうに感じます。それをするためには、何とか町道認定

をする、町道認定をするということは、一部地方交付税ということがあって、その中に

費用を若干算定していただけるということで、そういった部分が道路を管理する費用と

して期待できるわけであります。

ですから、道路整備をするに当たって、まず基本的にはきちっとした道路をしないと、

維持管理が到底追いつかないというふうに実は考えておりまして、現在ではアスファル

ト、一般的な道路をつくり直すときにアスファルトの廃材が出ます。それらを砕いた物

を町内の業者でつくっていただいているのですけれども、それは砂利のように利用する

のですけれども、暖かい温度になると、ふっつくそうです。ふっつくことによって、地

面が固まっていくということで、それをして土ぼこりが抑えられる。砂利のように細か

な粉じんが出ないということで、有効に使わせていただいているのですけれども、これ

まで何とか道路は維持していただきたいという思いから、そのような措置をさせていた

だきましたけれども、道路整備をするということは、そういった道路のきちっとした道

路を目指していきたいなというふうに思って、今後とも引き続き地元の方とお話をさせ

ていただきたいなというふうに考えてございます。

●議長（佐藤議員） 10番、杉田議員。
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●杉田議員 ありがとうございます。ぜひ時間はかかるかとは思うのですが、地権者の方

多くいらっしゃるようですので、時間かかると思いますが、今のような対応をしていた

だきつつ、ぜひご検討いただきたいと思います。

続きまして、奨学金制度に関してでございますが、こちらの制度も無利子で10年間の

返済ということで、大変心強い重要な制度だと思っております。近隣市町村と、私なり

に比較させていただくと、市町村名は控えさせていただいて、私の知る限り多くの市町

村は、３万円以上ではないかなと思っております。一部ある町では、１万円の上限額で

返還不要という町があったり、また町によっては学部、大学のことだと思うのですが、

大学の学部によって上限額ふやしているところもあったりするようです。

多く貸していただければ、多く返さなければならない話なので、上げればいいという

ものではないと思うのですが、ぜひ選択の余地を、選択を広げていただく意味で、上限

額を上げていただけないものかというふうに考えております。いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 教育委員会管理課長。

●教育委員会管理課長（髙橋課長） お答えいたします。

今、おっしゃったように、各町村によって規定の仕方はまちまちでございまして、確

かにある町村においては大学は５万円と。ただし、この大学は医大、私大、これについ

ては５万円と、普通のそれ以外の大学については２万5,000円と、厚岸町と同額というよ

うな形になっておりまして、ある町では大学３万円、短大が２万2,000円とかという形で

細く規定されておりまして、総じて答弁にも書かせていただきましたけれども、大体２

万5,000円前後と。区分でいきますと、大学については２万5,000円、ただし専門学校に

つきましては、厚岸町については比較的高いという形になっております。ほかの町村に

つきましては、２万円とか１万8,000円とかの区分になっておりますし、あと、今、おっ

しゃったようにある町では給付という形、金額は低いのですけれども、給付していると

いうような状況もございます。

これらの管内の状況も考慮しながら、今現在、２万5,000円の上限という形で運用させ

ていただいております。たくさんお貸しできればよろしいのですけれども、財政事情で

すとか、あとおっしゃったように、たくさんお貸しすると、返すときが大変になるとい

う部分でございますので、今後につきましては、答弁にもありましたけれども、他管内

の状況、あるいは財政状況等勘案しまして、必要が生じたときには改正をしていきたい

というふうに考えてございます。

●議長（佐藤議員） 10番、杉田議員。

●杉田議員 ありがとうございます。ぜひできる限りの拡充をご検討いただきつつ、柔軟

な選定をいただければと思います。

イの条例第９条第１号の件なのでございますが、答弁書の中にありますとおり理解す

るのですが、僕は、これは必ずしも町内の仕事に従事しなくても対応できないものなの
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かなというふうに考えております。

といいますのは、進学となりますと、もちろん町内の高校、管内の高校、例えば道内・

全国の高校・大学といったものに進学されて、場合によってはそのままその地域で就職

されることもあろうかと思います。必ずしも町内に戻ってきていただいて、この９条１

号にいうものは、町内に戻ってきていただいての話だと思うのですが、例えば、今であ

れば観光大使ですとか、ふるさと納税ですとか、いろいろな形で町内に貢献といいます

か、還元できる方法があろうかと思うのです。ぜひ９条１号の適用範囲といいますか、

これを柔軟な形で考えていただければなというふうに思っています。

この９条１号の状況ですと、予見可能性といいますか、行政手続上も町民の皆様にど

ういったことをではすればいいのというのが、分からない状況だと思うのですね、今現

在の時点。そういったことを、将来的に就職すれば減免していただけるのかということ

が分からない状況だと思いますので、ぜひ可能な限り明確な形で規定していただくと同

時に、柔軟な形でご検討いただければと思います。いかがでございましょうか。

●議長（佐藤議員） 教育委員会管理課長。

●教育委員会管理課長（髙橋課長） お答えいたします。

町外に就職した場合でも、この条項を適用したらどうかというご質問かと思います。

今現在、上級学校に進学されて、厚岸町内に戻ってこられる方というのは本当に少の

うございます。ほとんど貸与した方が、残念ながら町外に就職という形になっておりま

して、それを考えまして、町外の就職した方について、それについて減免をするという

部分については、かなり難しいかなというふうに考えますし、そもそもこれの目的です

けれども、町内に帰ってきて、町内のために働いていただくというような意味合いがご

ざいますので、このような規定になっているということでございます。

●議長（佐藤議員） 教育委員会管理課長。

●教育委員会管理課長（髙橋課長） 周知方法でございます。

この貸与が決まったときに、貸与希望者が出た場合には、教育委員会のほうに申請し

ていただく、それを教育委員会は奨学審議会のほうに諮問すると。奨学審議会のほうで

議論をいただいて、教育委員会のほうに答申をいただくという形になっておりまして、

その後、奨学生として決定という形になります。

その段階でご本人、あるいは保護者の方に来ていただいて、奨学金の内容等をご説明

しております。そして、こういう条例とか規則も見せて、こういう形になっております

のでということでご説明はしております。ただし、広く町民にこの部分が知れ渡ってい

るかというと、その辺については、もう少し工夫が必要かと思いますので、その点につ

いては今後検討してまいりたいと思います。

●議長（佐藤議員） 10番、杉田議員。
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●杉田議員 ありがとうございます。厚岸町のホームページ、教育委員会の部分見まして

も、一番最初に奨学金の制度についてぽんと出たりしていますので、ぜひ広く、広い面

でご検討いただければと思います。

広く奨学金制度に関しまして、気持ちといいますか、要望を申し上げさせていただき

ますと、先ほど町外に出るという話になりますと、人口減少の問題と絡んでは来るかと

思うのですが、これとはまた別で、ぜひ子供たちの夢とか可能性といったものにかける

べきものだと思いますので、町全体で支えていただきたいという思いで、今後もご検討

いただきながら拡充、柔軟な対応をいただければと思います。いかがでございましょう。

●議長（佐藤議員） 教育委員会管理課長。

●教育委員会管理課長（髙橋課長） 現在の制度につきまして十分に検討して、今後、改

正したほうがいい部分につきましては改正を考えたいと思いますので、ご理解をいただ

きたいと思います。

●議長（佐藤議員） よろしいですか。

以上で、10番、杉田議員の一般質問を終わります。

次に、７番、音喜多議員の一般質問を行います。

７番、音喜多議員。

●音喜多議員 第３回定例会に当たり、先に通告してあります、ロシア200海里水域におけ

るさけ・ます流し網漁禁止に伴う、その後の当町の対応について伺ってまいります。

この件に関して、６月第２回定例会で私から質問させていただき、大変なことになる、

こうなるであろうと想定のもとで議論させていただきました。最後となる今年の操業も

終わり、事実上、長年の歴史に幕を閉じた現在、地元業界と厚岸町、そして北海道がと

もに国に対して救済対策の要望をした旨、さきの議員協議会で説明されました。

その要望の結果、どうなったかということでありますが、この産業や仕事を支えてい

た方々の雇用対策に絞って質問させていただき、誠意ある対応策を求めるものでありま

す。

まず初めに、乗組員対策であります。

厚岸町も北海道も緊急的な対策として、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する

臨時措置法という国の救済方法を求めていますが、これはどういうものなのでしょうか。

この臨時措置法の対象となるものの範囲はどのようになっているものなのでしょうか。

この措置の適用期間はいつから始まるのか。乗組員の離職に伴い対応する窓口はどうなっ

ているのでしょうか。

次に、水産加工や関連産業で働く従業員や関係者の対策についてであります。

漁船に直接乗り組む船員以外の関連産業で働いてきた方々に対する国の法的措置や助

成制度による救済方法に、どのようなものがあるのでしょうか。これらに対し、当町は

具体的にどのような対応をし、具体策を考えているのか、示していただきたいと思うの

であります。
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これらの方々の雇用対策として離職者相談窓口を設置し、手厚い施策のもとに定住対

策として、町外へ流出するのを防ぐべきではないかと思いますが、その考え方を伺って、

初めの質問を終わらせていただきます。

よろしくお願いいたします。

●議長（佐藤議員） ７番、音喜多議員に対する答弁は、午後からとさせていただきます。

昼食のため、休憩いたします。

午前11時54分休憩

午後１時00分再開

●議長（佐藤議員） 本会議を再開いたします。

７番、音喜多議員に対する答弁から始めます。

町長。

●町長（若狹町長） ７番、音喜多議員のご質問にお答えいたします。

ロシア200海里水域におけるさけ・ます流し網漁禁止に伴う雇用対策の具体策に関する

当町の対応についてのうち、初めに乗組員対策において、国際協定の締結等に伴う漁業

離職者に関する臨時措置法とはどのようなものかについてでありますが、この法律は締

結等に伴い、我が国の漁船が減船を余儀なくされたことによって、漁業離職者がいっと

きに多数発生するような場合に、対象となる離職者に漁業離職者求職手帳を交付し、就

職指導や職業訓練を行うとともに、就職促進に手当等を支給するなど、漁業離職者の職

業と生活の安定を図ることを目的として、昭和52年２年間の時限立法として成立し、こ

れまで８度にわたり有効期限の延長を行い、平成30年６月30日をもって失効する臨時措

置法となっております。

次に、臨時措置法の対象者となる者の範囲は、どのようになっているのかについてで

ありますが、この臨時措置法でいう漁業離職者とは、操業区域や漁獲量などが国際協定

等で、規制が強化されたことに対処するための漁船の減船に伴い、いっときに相当数の

離職者が発生するものとして、政令で定める特定漁業に従事していた者であって、国際

協定等に対処するために、漁業者が実施する漁船の減船に伴い、離職を余儀なくされた

者のうち、現に失業しており、またはその職業が著しく不安定であるため、失業と同様

の状態にあると認められる者となっております。

次に、この措置の適用時期はいつからかについてでありますが、現行法令では、この

たびのロシア200海里水域でのさけ・ます流し網漁業の禁止をもって適用とはならないた

め、現在、水産庁では、その適用に向け関係省庁と協議を行い、関係法令の整備を進め

ているとのことであり、現時点では、適用時期についてお示しできないことをご理解願

います。

次に、乗組員離職対応窓口はどのようになっているのかについてでありますが、仮に、

国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の適用となった場合、漁業離職
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者が陸上勤務を希望するときには公共職業安定所、再び船員を希望するときには、地方

運輸局が窓口となります。

次に、水産加工業や関連産業従業者対策について、法的措置や助成制度による救済方

法に、どのようなものがあるのかについてでありますが、ロシア200海里水域でのさけ・

ます流し網漁業の禁止に伴う措置はなく、一般的な制度について申し上げます。

就職相談・職業紹介は、釧路のハローワークで行っており、町内での求人は随時、役

場町民ホールに、チラシを提示してお知らせしております。また、離職者が再就職する

ための活動資金の融資制度もあります。

次に、当町は具体的にどのような対応、施策を考えているのかについてでありますが、

関連団体や事業者の聞き取りでは、ロシア200海里水域でのさけ・ます流し網漁業が禁止

となり、その水揚げがなくなることにより、従業員を離職させることを考えているとこ

ろはなく、現段階において、町として従業者対策を講じなければならない状況にはない

と考えております。

水産加工業者など関連事業者は、圧倒的にサンマの扱い量が多く、サンマ漁期に生サ

ンマ、漁期以外は冷凍サンマの加工などがあり、その最大需要と年間を通じた操業等に

合わせた雇用の確保を図っており、水産加工従業者や大型車両運転手などは人手不足に

ある中、当町内においては雇用維持を前提に経営がなされるものと考えております。

最後に、雇用対策として、離職者相談窓口を設置し、充実させて町外流出を防ぐ策を

とるべきと思うが、どのように考えているのかについてでありますが、現段階では相談

窓口を設置しなければならないほど離職者が出る状況にはないと考えており、乗組員対

策や水産加工業等従業者対策で答弁したとおりでありますので、ご理解願います。

以上でございます。

●議長（佐藤議員） ７番、音喜多議員。

●音喜多議員 ありがとうございました。それで、春に質問させていただいて、雇用対策

にだけ絞って今回お尋ねをさせていただきました。

現在、今はご存じのとおり、サンマや昆布で、この１年間の中で最盛期を迎えており

まして、みんなそれぞれ忙しい思いでそれぞれいい仕事されておると思いますが、この12

月過ぎたらどうなるだろうと、この忙しい時期が終わったらどうなるだろうという、そ

ういう一抹の不安を考えている人もいらっしゃいます。

今の答弁の中では、そういった対策を講じるまででもないと、あるいは事業主はそう

いった離職させるという考え方はないと言っていますが、現実にそれぞれの職場という

か、親方がそういう関連業種ですが、来年の３月で一応打ち切るよと、ほかの職業を、

仕事を探してくださいという方も、言われたという方もいらっしゃいますし、加工場で

働くおばさん方も今は忙しい盛りで何とも言わないけれども、話の中では従事している

者は、ある程度年配の方がいらっしゃって、年行った者から整理をするというふうに言っ

ていると言われていると、そういう現実の話もございます。

そういったことから、今回、何といってもそこで働いている人というか、人間働くよ

うにそういう使命の中で雇用の場がないということが、一番の不安というか、生活、あ
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るいは健康面においても、そういう悪影響が及ぼしてこないとも限りません。そんなこ

とから、今回、雇用に絞って質問させていただいておりますが、この１点目の漁業離職

者に対する臨時措置法、この救済手帳を配付というか交付して、過去にサケ・マス以前

の関係外国との絡みとか、あるいは漁獲規制とか、そういった関係で過去に何回か、離

職者手帳を交付しながらやってきているということは、今、答弁にもあったとおり政府

の見解の中にもございます。

早くには、この始まりは、炭鉱の黒手帳交付が始まりというふうに伺っていますけれ

ども、それぞれ職業というか、産業の変化に伴って今回、漁業者のほうにもそういう救

済措置ができているということでございますが、一つは、このサケ・マスが完全に出漁

できないと。しかしながら、その後の現在のようにサンマの操業が行われ、従業員がサ

ンマに従事した場合、この１年間の中で６カ月、あるいは４カ月なりほかの漁業に従事

した場合は、それでもこの手帳というか、救済措置は適用になるのか、その辺の見解は

いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の件で

ございますので、私のほうから答弁させていただきますが、先の議員協議会の中でも北海道

のほうの北洋対策本部のほうでまとめた要望事項を、国のほうに要請をさせていただいた中

に、雇用対策として、この臨時措置法の適用をお願いしたいということでございます。

これ適用と言っていますから、今は適用になっていないのです。その法律自体は、先ほど

町長からの答弁にもあったように特定漁業、この法律、昭和52年に公布されておりますけれ

ども、これはちょうど200海里規制で北洋サケ・マスが、減船が大きく余儀なくされたという

ときに制定された法律でもあります。

ですから、サケ・マスは特定漁業にはなっているのですけれども、この特定漁業に従事し

た者であって、この国際協定書に対処するために漁業者が実施する漁船の隻数、縮減という

ことになっている。ですから、今回のはロシア連邦の法律において、ロシア水域では流し網

漁ができなくなったということは、縮減とはまた違うのですね、漁業者が縮減するのではな

いのですよね。

そういったことの解釈もあって、このままの状況でこの臨時措置法適用にするものができ

るのかどうかというのがあったものですから、北海道のほうから国のほうに、ぜひこの適用

をさせてくれというお願いをさせていただいて、町長の答弁にもありましたけれども、水産

庁のほうで今、関係法令等のこの適用に向けての協議を行っていると、準備を進めていると

いうことでございます。

ですから、この省令等がどのように変わるかによって、この対応も変わるかというふうに

思いますけれども、一応、今までの臨時措置法の中でいくと、ある一定の政令で定めた期間

中に乗組員の方が離職をして、離職を余儀なくされて申請をハローワークなり運輸局のほう

にして、手帳をもらってから効力は３年間ということになってございます。

ただ、今、ご質問者言われたのは、今年になってサケ・マスの漁に従事していた人が、来

年、その漁がなくなって手帳を交付を受けたけれども、その後、サンマ船等に乗って職を得
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た。そしてまた、ある一定期間働いた後に、職がなくなったといったときの対応については、

これについてはどういうふうになるのかは、もう少し水産庁のほうとも状況を確認しないと

いけないと思いますけれども、ある一定の特例というものがございます。離職するのが、そ

の離職者の責務に記すべき理由でない場合だとかという場合には、また、そこから手帳を交

付取得できるような条項にもなっていますので、この法律が適用されたときに、そういった

手当てが今回、今、ご質問者言われたような事案が生じたときに対象になるかというのは、

水産庁のほうに確認しなければ分からない状況であるということでございます。

●議長（佐藤議員） ７番、音喜多議員。

●音喜多議員 今回の国に対しての要請活動等については、町長や議長も慌てて行ってい

らっしゃると思います。しかし、その時点では、まだ今言われたような答弁の仕方とい

うか、これがまともの現在もある法律の中では適用にならないということで答弁あった

ように、関係省庁との連携やら、あるいは法令の整備を進めているということでありま

すが、これはどのくらい待てば、政府のやることですから、しかし、来年の年明ければ

その準備、いつもであれば鮭鱒の準備しなければならないという、そういう段取りの時

期に来るわけですから、いつまででもこれは待っているわけにはいかないだろうと思う

のですが、その辺の見通しは全く皆目つかないものなのか。

それから、過去の今言われたように、この道東、北海道含めて言うと、サケ・マスが

中心だと思いますが、200海里規制ですね、その関係でこれが適用されたということであ

りますが、厚岸町にも以前はそういう黄色い船という大型減船というか、中型船があっ

たのですけれども、それらの乗組員に対してこの適用を受けた経緯があるものなのでしょ

うかどうか、その辺はご存じですか。

●議長（佐藤議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 先ほども言ったとおり、この法、今の現状では適用にならない

けれども、適用に向けて今、協議を進めているということでございますが、今の現行の法令

でいくと、漁業離職者求職手帳が、どのような期間の中で発給する手続になるのかというこ

とでお答えをさせていただきますと、この手帳の申請をするのは厚生労働省令で、当該漁船

が減船が実施された日というのを定めることになってございます。この定められた日から１

週間を経過するまでの間にということになってございます。

ただ、その期間において離職しなかったことについて、特別の事情がある場合については、

その事情に事情がやんだ日の翌日から起算して１週間というふうになってございますが、そ

の適用にする日を政令で定めるということになってございますので、この部分も含めて、先

ほど町長の関係法令と言ったのは、この厚生労働省令、あるいは離職を余儀なくされた方が、

海ではなく陸で働こうとした場合には、この厚生省令になります。なおかつ、その後も、私

は違う船でもいいから、船の上で仕事をしたいのだといった場合には、窓口が運輸局になっ

て国土交通省令になります。そういった省令で定めた日から１週間ということになりますが、

その適用させる日がいつになるのかというのは、今、省庁のほうで検討をしているというこ
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とでございます。ですから、いつから適用になるのかというのは、お示しできないというの

は、そこの点でございます。

ただ、今は、もう今年の漁は終わって、この減船に発生するのは、普通であると４月、５

月に出るということになりますから、その以前になるということになるかと思います。

●議長（佐藤議員） ７番、音喜多議員。

●音喜多議員 それで、先に聞いておいたのですけれども、200海里規制のときに厚岸でも

減船したと、そのときは対象になったのですか。対象になった厚岸では、どのぐらいの

件数で対象になったのか、そういう記録ありますか。

●議長（佐藤議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 申しわけございません。先ほどの質問の中で、その質問もあり

ましたけれども、お答え漏れていました。

実は、この手続については、先ほども言ったように公共職業安定所で、ハローワークです

ね、それか地方運輸局に離職者が直接申し込むことになってございます。ですから、厚岸町

のほうを通じて申請手続をとることになってございません。

それで、私どもも、今、ご質問者言われたような経緯をちょっと調べたいなということで、

いろいろ探したのですけれども、実は平成14年度からしかそういった資料ができてございま

せんでしたので、昭和52年当時の200海里規制によって、厚岸の方がどれだけ取得したのかと

いうのは、今現在、町では把握していないという状況でございます。

●議長（佐藤議員） ７番、音喜多議員。

●音喜多議員 分かりました。問題は、乗組員のほうに関してはそういう政治というか、

関係に伴ってこれからまだ時間を要するというように感じますので、ぜひそれを見てい

きたいなというふうに思います。

加工業者やら関連業者の皆さんは、従業員に直接そのものには、個別的にはとかいろ

いろお話はされているのでしょうけれども、公的な立場では、うちの会社はこういう状

況になったから、こういう先行きだから雇用は、従業員を切るということは公式には、

恐らく言わないだろうと私は思うのです。だから、そのことがまともにこの答弁書の中

に書かされているなと思いますが、現実にそれぞれの個別の状況によっては、さきに話

ししたように、３月で切るよと言われた方の状況を考えれば、現実にはそうではないな

というふうな思いもいたします。

そこで経緯は、何となく想像はつきますが、それでそう言われた方、離職させられた

方、あとはハローワークへ行って自分で探しなさいよということであれば、ちょっと余

りにも町としてこういう対応とりながらというか、国の影響を受けながらちょっと酷で

はないのかな、そんな意味からして相談窓口を設けるべきがいいのではないのかと。そ

れぞれの状況を聞いて、再就職が可能なものであれば、そういった対策を打つとかそう
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いったことはできないのかなというふうに、改めてお尋ねしますが、その点については

いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） このたびは、ご質問受けた段階、それから今まで問

題が惹起されていた雇用に関して、どのような影響があるのかということは注視してい

たわけでございます。その中で、北海道の経済部において、このたびのロシア200海里に

おけるさけ・ます流し網漁禁止等に伴う影響調査というのを釧路・根室・十勝の関連業

者、全社で調査を行います。

この中で釧路管内、その中に厚岸も入っているわけでございますが、320社、対象がご

ざいます。320社のうち、現在、雇用に影響がある、もしくは今後影響があるというふう

に答えたのは10社です。320社のうち10社、全体の３％程度が、そう答えたというふうに

伝えられてきております。この中に、厚岸の業者が入っているかどうかというのは、答

えられないということでございます。当然、調査でありますから、個別の業者が、これ

に影響あるというのはどこだというふうには、公表しないということに当然なっており

ます。

それで、私も実際に町内でそういった雇用に影響あるかということを加工業者、それ

から関連業者等、周辺も含めて聞き取ったわけでございますが、当然、雇用されている

人には聞けません。事業者の方にお聞きしたわけでございますが、押しなべて雇用につ

いては、守る方向で何とか乗り切っていきたいというふうに答えているのですね、町と

してはそのことをやっぱり信頼して進めるべきであろうというふうに思うのです。離職

が進む、進むという前提でやっていくと、マイナスのイメージになってしまいますから、

それと経営する側の方々も何とかこの２カ月、ロシア200海里内から出てきた原魚が厚岸

港に水揚げされない、それを補うべく今から仕込みをやっているのだということも答え

ていました。

町長の答弁では、冷凍サンマの加工で補うというのもありましたが、もう少し情報を

広げると、今年からイワシの水揚げも厚岸港で行われております。それから、サバも水

揚げがされているのですね、それから何か最近イカもちょっと固まって水揚げが出だし

たという、いい状況も来ております。そのあたりは今、サンマとかぶっているものです

から、同時並行的には加工できないそうでございます。ただ、それは冷凍して来年その

原魚が不足する時期の加工等に回せるための仕込みということでですね準備もしながら、

そういった部分を補って、雇用の維持を図っていきたいというふうに申しております。

町としては、そういうことも信用した中で連携とっていくべきだと思います。

それと、現実的に離職が起きた方々への対応というのは、町としても支援したいなと、

当然思っております。それは、今、離職された方が、釧路のハローワークへ行くのは大

変だと思います。ですから、それができるだけ町内でそういった求人があれば教えてあ

げるというのが、町の役割かなというふうに思っていますので、それは逐一、随時、情

報を取って、求人があった場合は、必ず町民ホールのところに掲示しているのです。こ

れもホームページだとかそういうものも利用して、それからそういう掲示のあるという
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こと、お知らせするというのも大事かなというふうに思いますので、そういったことで

何とか補って支援したいというふうに考えているところであります。

●議長（佐藤議員） ７番、音喜多議員。

●音喜多議員 おおむねそういうことだろうと思っておりました。やはり一番そういう影

響というか、あらわれてくる時期は年明けてからだと思うのですね。冬期間、明けるか

どうか、来年度に係る状況の中で、ですから当分少しは、今からそういう不安がってそ

ういうことばっかし追っかけても、これはそれこそマイナス要素になりますので、様子

を見ながら、いざ起きた場合の対応策なりは、きちっととるべき心構えは持つべきだな

というふうに私は思います。

それで、今、まちづくりの課長も見捨てるというか、見放すというか、そういう成り

行きに任せということではないようですから、ぜひそういう教える含めて、または相談

もするというくらいの気構えを持っていただきたいなと思うのですが、それはどうでしょ

うか。

●議長（佐藤議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） 今回の問題につきましては、町、それから水産業対

策協議会、厚岸漁協合わせて、北海道に要望を出しております。それを受けて北海道で

も、国に要望を上げてございます。そういった意味では、連携というのも大事なのかな

というふうに思います。現在、釧路総合的振興局の水産課が窓口になって、振興部局の

横のつながりの連携の中心にも入っていると、その中には当然、雇用対策というのも入っ

ているようでございます。道庁内においても雇用に関する横の連携をとって、支援して

いただけるということになっておりますので、そういった関係するところ、それからハ

ローワークの情報というのは、こまめにやっぱり情報の確認をする必要はあるだろうな

というふうに思っています。 そういったつなぎの役割というのは、やっぱり町が担う

べきだなというふうに思いますので、そういった状況が準備するというのも大事でしょ

うから、それに備えていきたいというふうに考えます。

●議長（佐藤議員） ７番、音喜多議員。

●音喜多議員 最後にします。状況を少し見なければ分からないというのも、これは一考

分かりますし、ただ、何というのですか、中間にいてというか、対策だけを講じて具体

的な策を起こさないというか、対応できないという傍観的な立場だけではまずいと思う

のです。厚岸町は、住民、そういう対象になるというか、そういう関係者というのは町

民でもあるわけですから、道や支庁のように中間的立場でその対策案だけ並べて、こう

だああだ、ああしなければならないということに対して、具体的に動くというか、手だ

てをするのは町なり現地だというふうに、本人でもあり、また現地の我々含めて、町挙

げてそういう対応をとっていかなければならないと思うので、そういった場面にあった
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場合は、相談しますし、相談に乗っていただきたいなということを要請して終わらせて

いただきます。

●議長（佐藤議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） 町いたしましても、事業の経営というのも大事であ

りますが、そこで働く人のことについても、非常に大事なことであるというふうに思い

ます。そういった関連で、寄り添う立場で、そのことについては当たってまいりたいと

いうふうに考えております。

●議長（佐藤議員） 以上で、７番、音喜多議員の一般質問を終わります。

●議長（佐藤議員） 以上で、本定例会に通告ありました７人の一般質問を終わります。

●議長（佐藤議員） 日程第３、議案第57号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規

約の変更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。

総務課長。

●総務課長（曾田課長） ただいま上程いただきました、議案第57号 北海道町村議会議員公

務災害補償等組合規約の変更について、その提案理由と規約変更の内容についてご説明をい

たします。

北海道町村議会議員公務災害補償等組合は、北海道町村議会議員等に対する公務災害補償

等に関する事務を共同処理するために、道内の町村一部事務組合及び広域連合をもって組織

する団体で、地方自治法第286条第１項の規定により一部事務組合の規約を変更しようとする

ときは、関係地方公共団体など組合を組織する団体の協議により、これを定めることとして

おり、同法第290条の規定により、その協議について議会の議決を求めるものであります。

このたびの規約変更の理由とその内容を申し上げます。

一つ目は、平成23年６月１日から施行された地方公務員等共済組合法の一部を改正する法

律、地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令及び地方公務員等共済組合

法施行規則等の一部を改正する省令によって、地方議会議員年金制度が廃止されたことによ

り、条文の整備が必要になったこと。

二つ目は、北広島市・長沼町・由仁町・南幌町で構成する道央地区環境衛生組合と北斗市・

七飯町で構成する南渡島青少年指導センター組合が、本年３月31日をもって解散したことに

より、当組合から脱退すること。

三つ目は、幕別町・豊頃町・池田町・浦幌町で構成する東十勝消防事務組合、清水町・芽

室町・新得町で構成する西十勝消防組合、広尾町・大樹町・更別村・中札内村で構成する南

十勝消防事務組合及び音更町・士幌町・上士幌町・鹿追町で構成する北十勝消防事務組合が

消防の広域化に伴い、平成28年３月31日をもって解散することにより、当組合から脱退する

こと。
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四つ目は、その消防の広域化に伴い、ただいま申し上げた、十勝総合振興局管内の13町２

村に同管内の本別町・足寄町・陸別町の３町と帯広市を加えた１市16町２村で構成する十勝

広域消防事務組合が本年５月１日に設立されたことにより、当組合へ加入することによるも

のであります。

なお、ただいま申し上げました二つ目と三つ目の当組合からの脱退と、四つ目の当組合へ

の加入に関する事項は、この後の議案第58号と59号にも共通する事項となります。

続いて、規約の変更内容であります。

なお、これから行う規約案の説明は、議案書により行わせていただきますので、別に

お配りしている説明資料の新旧対照表につきましては、参考としてあわせてご参照して

いただきたいと思います。

議案書、14ページをごらんください。

初めに、目的を定める第１条の変更については、さきに説明した地方議会議員年金制

度の廃止に伴う規定の整備であります。

次に、規約第３条の規定により組合を組織する町村等一部事務組合及び広域連合を定

める別表第１の変更については、同表から道央地区環境衛生組合、東十勝消防事務組合、

西十勝消防組合、南十勝消防事務組合、北十勝消防事務組合及び南渡島青少年指導セン

ター組合を削るとともに、同表にとかち広域消防事務組合を加えるものであります。

次に、附則であります。

この規約の施行日であります。この規約は、地方自治法第286条第１項の規定による総

務大臣の許可の日から施行する。ただし、別表第１の改正規定中、東十勝消防事務組合、

西十勝消防組合、南十勝消防事務組合、北十勝消防事務組合を削る部分は、平成28年４

月１日から施行するとするものであります。

北海道町村議会議員公務災害補償等組合を組織する関係地方公共団体等の全ての議会

の議決が得られた後、当組合において総務大臣の許可を受けるための事務手続が行われ

ることになりますが、附則の本文では、この規約、つまり次に説明する附則ただし書き

で規定する部分を除く。規約の変更部分を総務大臣の許可の日から施行するとし、附則

のただし書きでは、さきに説明した東十勝消防事務組合、西十勝消防組合、南十勝消防

事務組合、北十勝消防事務組合の解散による脱退が、平成28年３月31日であることから、

別表第１の改正規定中、当該４組合を削る部分を平成28年４月１日から施行するとして

いるものであります。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認を賜りますようよろしくお願

いいたします。

●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。
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（「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４、議案第58号 北海道市町村総合事務組合規約の変更につ

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。

総務課長。

●総務課長（曾田課長） ただいま上程いただきました、議案第58号 北海道市町村総合事務

組合規約の変更について、その提案理由と規約変更の内容についてご説明いたします。

北海道市町村総合事務組合は、非常勤の職員の公務上の災害補償に関する事務などを

共同処理するために、道内の市町村一部事務組合及び広域連合をもって組織する団体で、

地方自治法第286条第１項の規定により、一部事務組合の規約を変更しようとするときは、

関係地方公共団体など組合を組織する団体の協議により、これを定めることとしており、

同法第290条の規定により、その協議について議会の議決を求めるものであります。

このたびの規約変更の理由とその内容でありますが、あらかじめ当組合からの脱退又

は当組合への加入にかかわる各組合の構成団体と解散又は設立の理由に関して、先の議

案第57号と共通する部分がありますので、その部分は省略して説明させていただきます

ことをお許し願います。

それでは、規約変更の理由とその内容について説明いたします。

一つ目は、道央地区環境衛生組合及び南渡島青少年指導センター組合が、本年３月31日を

もって解散したことにより、当組合から脱退すること。

二つ目は、東十勝消防事務組合、北十勝消防事務組合、西十勝消防組合及び南十勝消防事

務組合が、平成28年３月31日をもって解散することにより、当組合から脱退すること。

三つ目は、本別町・足寄町・陸別町で構成する池北三町行政事務組合が、平成28年３月31

日をもって消防事務を廃止することにより、当組合から脱退すること。

四つ目は、とかち広域消防事務組合が、本年５月１日に設立されたことにより、当組合に

加入すること。

五つ目は、東十勝消防事務組合、北十勝消防事務組合、西十勝消防組合及び南十勝消防事

務組合が、平成28年３月31日をもって解散することにより、それぞれの組合が行っていた消

防団員にかかわる事務を当該組合の構成町村に継承するため、東十勝消防事務組合を構成す

る幕別町・豊頃町・池田町・浦幌町、北十勝消防事務組合を構成する音更町・士幌町・上士

幌町・鹿追町、西十勝消防事務組合を構成する清水町・芽室町・新得町、南十勝消防事務組

合を構成する広尾町・大樹町・更別村・中札内村の13町２村が当組合に加入すること。

六つ目は、池北三町行政事務組合が、平成28年３月31日をもって消防事務を廃止するため、

同組合を構成する足寄町・本別町・陸別町の３町が当組合に加入することによるものであり

ます。
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議案書、15ページをごらんいただきたいと思います。なお、これから行う規約案の説

明は、議案書により行わせていただきますので、別にお配りをしております説明資料の

新旧対照表につきましては、参考としてあわせてご参照していただきたいと思います。

規約の変更内容であります。

初めに、規約第２条の規定により、組合を組織する地方公共団体を定める。

別表第１については、石狩振興局の項中、なお、この後の読点等については、点です

ね、省略をさせていただきますので、お許しを願います。

道央地区環境衛生組合を削るとともに、当該振興局内の団体数を16から15に改め、渡

島総合振興局の項中から南渡島青少年指導センター組合を削るとともに、当該組合振興

局内の団体数を17から16に改め、十勝総合振興局の項中から東十勝消防事務組合及び北

十勝消防事務組合、西十勝消防組合、南十勝消防事務組合を削り、十勝中部広域水道企

業団の次にとかち広域消防事務組合を加えるとともに、当該総合振興局内の団体数を28

から25に改めるものであります。

次に、規約第３条の規定により、共同処理する事務と共同処理する団体を定める別表

第２については、同表１から７の項の共同処理する団体欄中白老町の次に音更町、士幌

町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、

幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町を加え、東十勝消防事務組

合、西十勝消防組合、南十勝消防事務組合、北十勝消防事務組合、池北三町行政事務組

合を削り、同表９の項の共同処理する団体欄中道央地区環境衛生組合、南渡島青少年指

導センター組合、東十勝消防事務組合及び北十勝消防事務組合、西十勝消防組合、南十

勝消防事務組合を削り、十勝中部広域水道企業団の次にとかち広域消防事務組合を加え

るものであります。

16ページをごらんください。

次に、附則であります。

この規約の施行日であります。この規約は、附則のただし書きで規定する各改正規定

を除き、地方自治法第286条第１項の規定による総務大臣の許可の日から施行することと

し、別表第１、十勝総合振興局の項中の改正規定中とかち広域消防事務組合を加える改

正規定を除く改正規定、別表第２の１から７の項の共同処理する団体欄中の改正規定及

び別表第２の９の項の共同処理する団体欄中の改正規定中道央地区環境衛生組合、南渡

島少年指導センター組合を削る改正規定ととかち広域消防事務組合を加える改正規定を

除く改正規定は、平成28年４月１日から施行することとするものであります。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認を賜りますようよろしくお願

いをいたします。

●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。
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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、議案第59号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更

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。

総務課長。

●総務課長（曾田課長） ただいま上程いただきました、議案第59号 北海道市町村職員退職

手当組合規約の変更について、その提案理由と規約変更の内容についてご説明いたします。

北海道市町村職員退職手当組合は、組合市町村の職員に対する退職手当の支給に関す

る事務を共同処理するために、道内の市町村及び一部事務組合をもって組織する団体で、

地方自治法第286条第１項の規定により、一部事務組合の規約を変更しようとするときは、

関係地方公共団体など組合を組織する団体の協議によりこれを定めることとしており、

同法第290条の規定により、その協議について議会の議決を求めるものであります。

このたびの規約変更の理由とその内容でありますが、さきの議案第58号と同様、あら

かじめ当組合から脱退または同組合への加入にかかわる各組合の構成団体と解散または

設立の理由に関して、議案第57号と共通する部分がありますので、その部分につきまし

ては省略して説明をさせていただきますことをお許し願います。

それでは、規約変更の理由とその内容について説明をいたします。

一つ目は、道央地区環境衛生組合及び南渡島青少年指導センター組合が、本年３月31

日をもって解散したことにより、当組合から脱退すること。

二つ目は、東十勝消防事務組合、北十勝消防事務組合、西十勝消防組合及び南十勝消

防事務組合が、平成28年３月31日をもって解散することにより、当組合から脱退するこ

と。

三つ目は、とかち広域消防事務組合が、本年５月１日に設立されたことにより、当組

合に加入すること。

四つ目は、この規約を縦書きから左横書きに改めることによるものであります。

議案書、17ページをごらんください。

なお、これから行う規約案の説明は、議案書により行わせていただきますので、別に

お配りしている説明資料の新旧対照表につきましては、参考としてあわせてご参照して

いただきたいと思います。

規約変更の内容であります。

規約第３条の規定により、組合を組織する地方公共団体を定める別表について、同表

の一部組合石狩の項中道央地区環境衛生組合を削り、なお、後ろについているスペース

につきましては、これはそれぞれの団体の間を示すものでありますので、この部分につ
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きましては説明を省略させていただきます。

道央地区環境衛生組合を削り、同表の渡島の項中南渡島青少年指導センター組合を削

り、同表の十勝の項中西十勝消防組合、北十勝消防事務組合及び東十勝消防事務組合、

南十勝消防事務組合を削り、北十勝２町環境衛生処理組合の下にとかち広域消防事務組

合を加えるものであります。

次に、附則であります。

第１項は、この規約の施行日であります。この規約は、附則のただし書きで規定する

改正規定を除き、地方自治法第286条第１項の規定による総務大臣の許可の日から施行す

ることとし、別表の十勝の項の改正規定中とかち広域消防事務組合を加える改正規定を

除く改正規定は、平成28年４月１日から施行することとするものであります。

附則第２項は、この規約を左横書きとするための規定であります。前段では、この規

約を左横書きとすること、後段では次ページにまたがり、この規約を左横書きとする場

合における規約中の漢数字、法の番号、表及び別表の構成に関する取り扱い並びに規約

中で促音としていたつの取り扱いについて、定めるものであります。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い

いたします。

●議長（佐藤議員） これより、質疑を行います。

（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６、議案第60号 電子情報処理組織による戸籍事務等に係る

事務の委託及び受託について、議案第61号電子情報処理組織による戸籍事務等に係る事

務の受託について、以上２件を一括議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

町民課長。

●町民課長（石塚課長） ただいま上程いただきました、議案第60号 電子情報処理組織に

よる戸籍事務等に係る事務の委託及び受託について、その提案理由と内容についてご説

明申し上げます。

議案書、19ページをお開き願います。
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議案第60号 電子情報処理組織による戸籍事務等に係る事務の委託及び受託について

であります。

戸籍法第118条では、法務大臣の指定する市町村長は、法務省令の定めるところにより、

戸籍事務の全部又は一部を戸籍事務を取り扱う電子計算機装置及び端末機により戸籍、

除かれた戸籍、戸籍の附票及び人口動態調査の戸籍事務等を行うシステム、以下「電子

情報処理組織」としますが、これによって取り扱うことができるとされており、厚岸町

においても平成22年11月27日法務省告示第568号により法務大臣の指定を受け、厚岸町単

独で電子情報処理組織による戸籍事務の取り扱いを行っております。

本町の電子情報処理組織による戸籍事務等を行うために使用している電子計算機等の

機器については、本年11月30日をもって保守期限が終了する予定であります。

なお、地方自治法第252条の14第１項の規定により、地方公共団体の事務の一部を他の

地方公共団体にゆだねることができ、行政運営の効率化や合理化を図ることができるも

のとされております。

このことから、システム障害や災害などによる戸籍システムの停止による戸籍事務等

が行えなくなることのリスクの軽減と、戸籍システムの共同運用による費用の節減を行

うため、本町同様、機器の更新時期が近い鶴居村及び浜中町と、平成26年７月からこれ

までの間、戸籍システム共同運用の実現に向けて協議を行ってきたところであります。

このため平成28年４月１日から予定をしている、電子情報処理組織による戸籍事務等

に係る事務の管理及び執行について規約を定め、これを鶴居村に委託し、及び鶴居村か

ら委託を受けることについて、地方自治法第252条の14第３項の規定において準用する同

法第252条の２の２第３項本文の規定により、議会の議決を求めるものであります。

次に、電子情報処理組織による戸籍事務等に係る事務の委託に関する規約の内容につ

いて説明をさせていただきます。

第１条は、委託事務の範囲を定めたもので、鶴居村及び厚岸町は、電子情報処理組織

による次に掲げる事務の処理に必要な電子計算機、その他機器の管理及び執行に関する

事務を別表に定める区分により委託するものであります。

なお、別表に定める区分については、議案書21ページをごらんください。

正中央処理装置・副中央処理装置・住基連携処理装置の管理及び執行に関する事務に

ついては、鶴居村に委託し、第２副中央処理装置の管理及び執行に関する事務について

は、鶴居村から委託を受けることとしています。

なお、これらの機器の設置については、別途お配りしています議案第60、61号説明資

料、電子計算処理組織による戸籍事務等に係る機器設置イメージ図により説明をさせて

いただきます。

まず、今回の電子情報処理組織の主な機器となる正中央処理装置については、鶴居村

役場の電算室に設置をし、この正中央処理装置と関係町村の事務室に設置する端末機を

専用回線で結ぶことで、関係町村がそれぞれの戸籍事務等の取り扱いを行うものであり

ます。

また、同じく鶴居村役場の電算室に設置の住基連携処理装置については、正中央処理

装置で調整を行った戸籍の附票について、この事務を電子情報処理組織にて行う厚岸町

及び浜中町の住基システムと連携を行うものであります。
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次に、鶴居村役場の電算室に設置の副中央処理装置及び厚岸町役場の電算室に設置の

第２副中央処理装置についてですが、鶴居村役場の電算室に設置の正中央処理装置につ

いては、同じく鶴居村役場の電算室に設置の正中央処理装置のシステムに障害が発生し、

その使用ができなくなった場合において、正中央処理装置にかわり、副中央処理装置が

戸籍事務等の取り扱いを行うものであります。

さらに、鶴居村役場に設置の正中央処理装置と副中央処理装置のシステム・電源また

は回線に障害が発生し、その使用ができなくなった場合において、その復旧に相当の時

間を要する判断される場合は、これにかわり関係町村の回線を鶴居村から厚岸町に切り

かえ、厚岸町役場の電算室に設置の第２副中央処理装置を使用し、戸籍事務等の取り扱

いを行うものであります。

議案書、19ページにお戻りください。

第２条は、委託事務の管理及び執行を定めたもので、別表に定める受託町村の条例、規

則、規定等の定めるところによるとするものであります。

20ページをお開き願います。

第３条は、経費の負担及び納付の時期を定めたもので、第１項は、委託事務に要す経

費は、別表に定める委託町村の負担とし、その年度に要した経費を受託町村に支払うと

するものであります。

第２項は、前項の経費の額及び納付の時期は、関係町村の長が協議して定め、この場

合において、受託町村の長は、あらかじめ当該経費の見積もりに関する書類を委託町村

の長に送付しなければならないとするものであります。

第３項は、委託事務に要する経費の負担については、あらかじめ関係町村で、その基

本的な算定方法を定めるとするものであります。

第４条は、予算の計上について定めたもので、受託町村の長は、委託事務にかかる収

入及び支出については、受託町村の歳入歳出予算において、関係町村ごとに分別して計

上するものとするものであります。

第５条は、決算の場合の措置について定めたもので、受託町村の長は、地方自治法第233

条第６項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関

する部分を委託町村の長に通知するとするものであります。

第６条は、連絡会議について定めたもので、関係町村の長は、委託事務について連絡

調整を図るため、必要に応じ、連絡会議を開くとするものであります。

第７条は、条例等の制定又は改廃の場合の措置について定めたもので、第１項は受託

町村の長は、委託事務に適用される受託町村の条例等を新たに制定し、改正し、又は廃

止しようとするときは、あらかじめ委託町村の長に通知しなければならないとするもの

であります。

第２項は、受託町村の長は、委託事務に適用される受託町村の条例等を新たに制定し、

改正し、又は廃止したときは、直ちに当該条例等を委託町村の長に通知しなければなら

ないとするものであります。

第８条は、規約に定めのない事項について定めたもので、この規約に定めるもののほ

か、委託事務の処理に関し必要な事項は、関係町村の長が協議して定めるとするもので

あります。
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附則であります。

附則は、施行期日に関する規定で、この規定は、平成27年10月１日から施行するとす

るものであります。

続きまして、議案書、22ページをお開きください。

議案第61号 電子情報処理組織による戸籍事務等に係る事務の受託についてでありま

す。

本件の提案までに係る経緯につきましては、先ほど説明させていただいた議案第60号

電子情報処理組織による戸籍事務等に係る事務の委託及び受託についてと同様の内容

でありますので、その部分の説明については省略をさせていただきます。

議案書であります。

電子情報処理組織による戸籍事務等に係る事務の受託について。

地方自治法第252条の14第１項の規定により、電子情報処理組織による戸籍事務等に係

る事務の管理及び執行について規約を定め、浜中町から委託を受けることについて、地

方自治法第252条の14第３項の規定において準用する同法第252条の２の２第３項本文の

規定により、議会の議決を求めるものであります。

次に、電子情報処理組織による戸籍事務等に係る事務の委託に関する規約の内容につ

いて説明をさせていただきます。

第１条は、委託事務の範囲を定めたもので、厚岸町及び浜中町は電子情報処理組織に

よる、次に掲げる事務の処理に必要な電子計算機その他機器の管理及び執行に関する事

務を別表に定める区分により委託するものであります。

なお、別表に定める区分につきましては、24ページをごらんください。第２副中央処

理装置の管理及び執行に関する事務については、浜中町から委託を受けることとしてお

ります。

なお、これらの機器の設置については、先ほど説明させていただいた議案第60、61号

説明資料、電子情報処理組織による戸籍事務等に係る機器設置イメージ図と同様であり

ますので、説明を省略させていただきます。

第２条から第８条までについては、先ほど説明させていただいた議案第60号 電子情

報処理組織による戸籍事務等に係る事務の委託及び受託についての規定と同様の内容で

ありますので、説明を省略させていただきます。

23ページをお開き願います。

附則であります。

附則は、施行期日に関する規定で、この規約は、平成27年10月１日から施行するとす

るものであります。

なお、参考資料として、議案第60、61号参考資料①として電子情報処理組織による戸

籍事務等に係る事務の委託に関する規約に基づく協議書案、議案第61号参考資料②とし

て厚岸町戸籍システム管理運営要綱案、議案第60、61号参考資料③として、関連法規抜

粋、議案第60、61号参考資料④として戸籍システムの導入等に要する費用の比較を添付

しておりますので、参考としてください。

以上、簡単ではございますが、議案第60号及び議案第61号の説明とさせていただきま

す。ご審議の上、ご承認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） 初めに、議案第60号について質疑を行います。ございませんか。

３番、堀議員。

●堀議員 この件については、先に行われた議員協議会においても説明があったので、大

体は承知はしているのですけれども、ただ、第３条、経費の負担及び納付時期というと

ころの第３項に委託事務に要する経費の負担については、あらかじめ関係町村でその基

本的な算定方法を定めるものとするということで、その基本的な算定方法というのが参

考資料１のほうに、別紙１というところにあるのかなというふうに思うのですけれども、

ただ、この負担金の算出方法別紙１の。原則関係市町村が均等に負担する、ただし使用

する機器の台数に相違がある場合は、当該機器を使用する町村の負担とする。これはど

この町が、どれだけの機器を使用しているのかというのが全然分からないから、算定し

ようがないのではないかというふうに思うのですけれども、これについてはこれでいい

のか。

例えば、鶴居村が何々が何台、厚岸町は何々が何台、そして浜中町が何々が何台とい

うものを明示した上で、それらに変更があったときには、当然、負担金の変更も生じる

わけなのですから、それをきちんと示しておく必要があるのではないのかなというふう

に思うのですけれども、これについてはどうなのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 参考資料の①の別表１にあります経費の負担方法につきまして、

器械の台数等については、ここで具体的には示しておりませんが、今回、当町として器

械を設置する部分につきましては、説明資料のほうをごらんいただきたいのですが、イ

メージ図に鶴居村に設置する器械が端末機２台、プリンター１台、厚岸町については端

末機２台、プリンター２台、浜中町については端末機２台、プリンター１台ということ

でございます。

それと、機器の構成につきましては、鶴居村に設置しております正中央処理装置、副

中央処理装置、それから厚岸町の電算室に設置します第２副中央処理装置につきまして

は３町それぞれ使用すると。鶴居村の電算室に設置の住基連携処理装置につきましては、

この事務を取り扱う部分が厚岸町と浜中町になりますので、双方で、鶴居村を除く２町

で負担をするということになります。実際に始まって、機器の構成を変えるということ

は、現在のところ想定はしてございません。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●堀議員 想定はされなくても起こり得ないわけではないですよね、当然。必ず、全然、

絶対に現行の機器のままで変わらないのだと、そういうふうな約束ができるということ

なのでしょうか。

そういうものではないと思うのですよね。だから、この規約の中にも当該機器を使用
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する町村の負担するというものでやっていると思うし、また、下のほうの電気料につい

ても使用する機器の台数により案分して算出すると。ふえる可能性だってあるし、減る

可能性だってあるの、当然、ありますよね。であったときに、そのときにどうするのだ

というものを、しっかりとしておかなければならないのではないですかということなの

ですよね。これだけだったら、例えば私方が当初予算とかで示されても、どの部分が一

体案分というか、３町均等負担の分で、どの部分が機器でふえた部分なのかというもの

が、全然判読しようがないのですよ。やはりそこら辺はしっかりと議会のほうにも提出

して、予算としても計上していくわけなのですから、それらができるようなものになっ

ていなければならないのではないのかなというふうに思うのですけれども、いかがでしょ

うか。

●議長（佐藤議員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 議員おっしゃられるとおりでございます。それで予算につきま

しては、関係市町村の受託町村が関係する部分を分別して計上するというふうになって

ございますので、その部分に関しましては、当然、議員おっしゃられるとおり、例えば

鶴居村がプリンター、もう１台追加したいとなった場合に、当然、負担する部分という

のは変わってきますので、そういう部分の説明をさせていただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●堀議員 そうすると、毎年の予算要求の、予算委員会なりでの質疑の中で、必ず今年の

使用台数というものがこれこれこうでと、各町村の使用台数、厚岸町だけではなくて、

浜中が何台予定しています、鶴居が何台予定していますというものを受けた中で、私た

ちにもしっかりと分かるような形の中で資料としても出していただけると、そのように

理解してよろしいのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 執行が始まりましてから、変更があった場合について、その都

度、分かる資料を提供させていただきたいと存じます。

●議長（佐藤議員） 他にございませんか。

８番、南谷議員。

●南谷議員 二、三質問させていただきたいなと思います。

まず、議長、60号、61号一連関連の事業でございますので、包含されているのでね。

●議長（佐藤議員） 質疑は一つずつと。
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●南谷議員 お許しをいただければなと思いまして、よろしいですか。

●議長（佐藤議員） はい。

●南谷議員 いただいた資料なのでございますが、議員協議会のときにもいただいた資料

の４、戸籍システム導入等に要する費用の比較、これでございます。数字書いているや

つね。これ家に行って、もう１回よく見させていただいたのですけれども、単年度の厚

岸町単独の場合と単町でやる場合の差額でございます。単年度で100万円、そうすると、

単純に掛けると、６年だから600万円になるだろうなと思ったら900万円だと、900万円の

数字が出ている。どころだろうなと思ったら、回線工事等の分が１回据えると、あとか

からないから、その差額の66万円がずっとかからなくなるから、その分、５掛ける６で300

万円ぐらいが出てくるので、それを合わせると総体で900万円だと、こういう説明だとい

うふうに理解をさせていただいたのですけれども、そのとおりなのかどうなのか、まず

１点目でございます。

それと、資料いただいた図面なのです。この図面を見て、僕は器械に詳しくないもの

ですから、よく理解できない部分がまだあるので、確認をさせていただきたいなと思う

のですが、今回上程されていることについては、私もある程度理解をします。正中央処

理装置が鶴居村に置かれて、副中央処理装置がこれも鶴居村に、そして何かがあった場

合に困るので、通常は厚岸町にも第２副中央処理装置というものが置かれると。そうす

ると、通常は、ここの厚岸に置いているものは利用されない、事故がない限りというふ

うに理解をしたのですけれども、その辺もうちょっと詳しく説明をしていただきたい。

さっきの説明ですと、鶴居で正常に動いている場合は、鶴居から浜中のほうにも行く

のかなと。通常、一本で来ているものを厚岸の第２副中央処理装置は、何かの災害とか

ない、鶴居のがだめにならない限りは、厚岸のほうのここに設置されるものは通常は動

かなくても、正常に３町のものが動くのかなどうなのかと。それとも、はたまた契約書

で61号にあるのですけれども、厚岸町と浜中との間で契約結んでいるのですけれども、

厚岸から浜中に行くのかどうなのか、その辺の流れをもう少し詳しくお願いします。

●議長（佐藤議員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） まず最初に、参考資料の④につきましては、議員おっしゃられ

るとおりのことでございます。

それと、説明資料につきましては、通常時になりますが、通常時におきましては、鶴

居村の電算室に設置しています正中央処理装置におきまして、図にありますように各町

村の端末機が専用回線でつながりますので、そこから自町分の戸籍事務の処理を行うと

いう流れになります。

同じく鶴居村に設置されています副中央処理装置、これにつきましては、正中央処理

装置に何かのシステムのトラブル等が発生した場合に、正中央処理装置にかわって副中

央処理装置を使用して、それぞれの鶴居村、厚岸町、浜中町が戸籍の事務を取り扱うと

いうことになります。
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同じく厚岸町の電算室に設置をする予定であります第２副中央処理装置につきまして

は、内容としては鶴居の副中央処理装置と同じで、正中央処理装置の前日までの記録を

毎日夜間とるわけでございます。鶴居村のほうで停電ですとか、システム障害等により

まして、正中央処理装置、副中央処理装置、同じ場所に設置されていますので、これが

使用できなくなった場合に、鶴居村、厚岸町、浜中町の３町村が回線を、通常時は鶴居

村につないでおります。それを厚岸町の電算室につなぎかえることで、切りかえること

で厚岸町の電算室に設置の副中央処理装置で、それぞれの端末機から戸籍事務の操作が

行えるというものでございます。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 大体分かったのですけれども、そうすると、疑問に思ったのですよ。60号と61

号に分けていますよね、片方は３町だよ、片方は厚岸町と浜中町と、協議されている内

容のものについては３町１本なのですよ。同じような内容をわざわざ２本に分けた、こ

の根拠というものについてもう少し詳しく、何でこういうふうに分けなければならなかっ

たのかなと。１本でもいいのではないのかなと、集約すれば１本でも可能なはずだよな

と、何で分けたのだろうと、その辺について根拠、もうちょっとはっきり明示してくだ

さい。

それから、３町一緒にやりますよと、これ大変いいことだと思うのですよ。やはり経

費のこういうことも視野に入れて取り組んでいかなければならない、そのことに関して

は積極的に取り組んで進めてこられた理事者に対して、敬意を表するものでございます

が、僕の頭ではちょっと理解できないので、そのことによって不正アクセスとかそうい

うことについてはどうなのでしょうか。、今まで以上に、厚岸町だけとは違うのだけれど

も、そういうものは全然関係ないのだろうか、そういうことに気を遣わなくてもいいの

だろうか。例えば、厚岸が頑張っても他町村から引っ張られるとか、そういう可能性と

いうのはあるのかないのか、その辺についても答弁願います。

●議長（佐藤議員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） まず、最初のご質問にありました議案をなぜ分けたのかという

ことにつきましては、地方自治法の逐条解説にありまして、北海道とも協議をさせてい

ただいております。

実は、昨年までは、道内ほとんどの町村が１本の議案で、３町の規約を定めるという

やり方をしておりましたが、地方自治法の逐条解説との解釈によりますと、複数の地方

公共団体で事務をやることは差し支えないと。ただし、その場合においても、二つの地

方公共団体間において、規約を定めて行われるべきであるという提示が、北海道のほう

から今年度されております。

その先駆けとなりましたのが、七飯町のほうでも似たような戸籍の共同利用、共同運

用をやられているわけですが、その時点から、北海道のほうから２町村間で規約を定め

て、議会の協議を行いなさいという指導がされております。それによりまして、今回、
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議案を鶴居村と厚岸町、それから厚岸町と浜中町というふうに分けて上程させていただ

いております。

それと、不正アクセスの件につきましては、基本的には専用回線で、インターネット

を介さない専用回線を使用させていただきますので、不正アクセス等についてはないも

のと考えております。

以上でございます。

●議長（佐藤議員） 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。

（「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） 次に、議案第61号について、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７、議案第62号 平成26年度厚岸町水道事業会計未処分利益

剰余金の処分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。

水道課長。

●水道課長（遠田水道課長） ただいま上程いただきました、議案第62号 平成26年度厚岸町

水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、この提案理由と内容についてご説明申し上
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げます。

議案書の25ページをごらん願います。

この提案は、平成26年度厚岸町水道事業会計における未処分利益剰余金を繰り越す処

分をすることについて、地方公営企業法第32条第２項の規定により、議会の議決を求め

るものであります。

地方公営企業法の一部が改正され、予算・決算の会計処理などの取り扱いが変わった

ことについては、これまで何度か説明しておりますが、この改正に伴い利益の処分に伴

う減債積立金や利益積立金への積み立て義務が廃止され、利益の処分は条例、または議

会の議決により行うこととされました。

また、この改正に伴う総務省の見解では、利益の処分に関し決算の認定の議決と合わ

せて、利益の処分の議決を受けることを差し支えないとされていますが、同時に利益の

処分が、議会の議決の対象であることを明確にすることが望ましいとの見解が示されて

おります。そのため、認定を求める決算書の中に、議決を求めるべき利益の処分に関す

る内容が混在するより、議案として議会の議決の対象であることを明確にすべきとの趣

旨に沿った取り扱いにするには、別議案としたほうがより分かりやすいとの判断から、

本件を別に提出するものであります。

平成26年度未処分利益剰余金を繰り越すことについては、平成24年度の水道料金改定

において、料金の算定期間を５年間とし、前半の３年間の利益で後半の２年間の欠損を

補塡し、収支の均衡を図ることを前提に、水道料金の算定がされた経緯から、欠損金を

生じた場合において、前年度から繰り越した利益があるときは、その利益を持ってその

欠損金を埋めなければならないとしている地方公営企業法第32条の規定に沿った欠損金

の処理をするためであります。

処分の内容でありますが、平成26年度厚岸町水道事業会計における当年度未処分利益

剰余金について、前年度繰越利益剰余金1,087万3,414円に、当年度純利益1,189万437円及

びその他未処分利益剰余金変動額529万3,027円を加えた総額2,805万6,878円を繰り越すも

のとする内容であります。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお

願いいたします。

●議長（佐藤議員） これより、質疑を行います。

８番、南谷議員。

●南谷議員 ただいま長い説明をしていただいたのですけれども、今回から、この計上、

議決が必要だということは分かりました。そこで改めてお尋ねをさせていただきます。

前年度繰越利益剰余金1,000万円、それから当年度純利益1,100万円、さらには未処分

利益に500万円で総額で2,800万円、これを今回繰り越しますよと、このことの提案だと

思うのですよ。今までは、今の説明ですと、法的に規制があって、今回は議会の議決が

あればこの流用が可能だと、こういうふうに解釈をさせていただきました。

その上でお尋ねをさせていただくのですけれども、全額５カ年ですか、計画、３年黒

字になっていますよね。次年度以降、厳しい数字になるという計画も今までは計画どお
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り推移、この会計してきていると思うのですよ。今回の2,800万円というこの数字が、当

初の計画の推移と比較して、担当課としてどのようにとらえおられるのか、この１点だ

けお尋ねをさせていただきます。

●議長（佐藤議員） 水道課長。

●水道課長（遠田水道課長） 平成24年度の水道料金改定のときの数字と比較して申し上

げますと、平成24年度、料金改定の推計では1,592万9,000円という利益、黒字を見込ん

でおりましたが、この年度はサンマの不漁が大きく響きまして、実際には411万7,000円

と、かなり低い利益にとどまりました。25年度については、推計では781万2,000円、決

算では675万8,000円ですから、少し少ないかなという結果に終わりました。26年度の決

算、お示ししました決算では、推計では316万3,000円という推計を出せましたが、結果

としては1,189万1,000円、かなり大幅な黒字ということになりまして、３年間でいきま

すと、利益だけ積み上げますと、推計では2,690万円ほどになります。この３年間の決算

数値でいきますと、2,276万円ほどになります。

実際には、単年度の利益を積み上げますと、410万円ほど少ない利益なのですが、この

間に改正基準の見直しがあって、過去のみなし償却などで生じた利益とみなせる変動額

五百幾らという数字を入れますと、逆にプラス100万円ほどになります。ですから、決算

の数字、利益だけの数字を見ますと、３年間でほぼ予定どおりかなということになりま

すが、残念ながら推定どおり今年度の予算については、この後の補正を加えますと約400

万円ほどの赤字予算、来年度も予定どおり行くと、結構大きな赤字になりますから、決

算の数字だけ、利益の数値だけをもって見ますと、ほぼ推定どおりだろうというふうに

押さえていますが、今、議員おっしゃられたとおり、問題は中身かなというふうに思い

ます。

この間いろいろ災害があったり、災害対応の費用が発生したり、またはその応急のた

めの施設整備をしたりと、当初見込まれなかった費用、また宮園配水池の改築更新では、

この建設した２年間で工事費の中の労務単価が２割以上、上がったというような中身も

ありますし、単純に利益がほぼ予定どおりだったから、それでよしというふうには思っ

ておりません。

この後１年半後には、また見直した新しい料金体系になりますけれども、ここではど

ういうふうに今後の水道施設のあり方、どうしていくかというのも改めて検討すること

になろうかと思います。数字、利益だけをもってうまく推計どおりいっているから、そ

れでよしというふうではなくて、継続していく事業として、その中身が大事だろうとい

うふうに考えております。

●議長（佐藤議員） 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。
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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８、議案第63号 新たに生じた土地の確認について、議案第64

号 町の区域の変更について、以上２件を一括議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

建設課長。

●建設課長（松見課長） ただいま上程いただきました、議案第63号 新たに生じた土地の

確認について及び議案第64号 町の区域の変更について、提案内容をご説明申し上げます。

議案書、26ページをお開き願います。

議案第63号 新たに生じた土地の確認についてでございます。

本件は、北海道が実施する水産物供給基盤機能保全事業による第１種床潭漁港の建設

工事を施工する上で、公有水面埋め立てが必要なため、公有水面埋立法第３条第１項の

規定に基づき、北海道より意見を求められ、同法第４項の規定により、平成26年３月定

例会において議会の議決を経て異議のないことを答申し、建設工事が進められてまいり

ました。このたび、北海道より工事が完了した竣工認可の通知があり、これに伴い地方

自治法第９条の５第１項の規定により、新たに生じた土地の確認について、議会の議決

を求めるものであります。

内容でありますが、確認地の所在は、厚岸郡厚岸町床潭435番に隣接する公有水面埋立

地、面積197.58平方メートルであります。所有者は、北海道であります。

27ページをごらんください。

位置図でありますが、図面中央部分、やや下よりの円で囲った部分、床潭漁港内であ

ります。

次のページをお開きください。

所在図でありますが、図面中央部分やや右側になりますが、北防波堤及び西防波堤に

囲まれた区域の中央部分に突き出しているように位置する破線で囲まれた部分が埋立区

域であります。

次のページをお開きください。

求積図であります。①から⑰の点を順次結び、最後に①に戻った太線に囲まれた区域

が埋め立て部分であります。その中でＡからＡダッシュ部分の埋め立ての断面図を図面

の左側上部に示しておりますが、Ａ側の既設鋼矢板と新設鋼矢板の間の1.238メートル、

Ａダッシュ側の既設鋼矢板と新設鋼矢板の間の1.402メートルが埋立区域であり、新たに

生じた土地となります。埋立区域の面積でありますが、197.58平方メートルとなります。

図面左側下部に、求積表を示しております。座標法により計算したものであります。
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次に、議案第64号町の区域の変更についてでございます。

議案書、30ページをお開き願います。

変更しようとする町の区域は、議案第63号で説明した水産物供給基盤機能保全事業に

よる第１種床潭漁港の建設工事に伴い、公有水面を埋め立てしたことによる新たに生じ

た土地を本町の区域に編入するため、町の区域を変更するものであり、変更するに当た

り地方自治法第260条第１項の規定により、議会の議決を求めるものであります。

内容でありますが、町の名称は、厚岸郡厚岸町床潭、変更する町の区域は、編入する

公有水面埋立地として、厚岸郡厚岸町床潭435番に隣接する公有水面埋立地、面積197.58

平方メートルであります。位置図、所在図、求積図は、議案第63号で説明したとおりで

あります。

以上簡単な説明でありますが、ご審議の上、ご承認いただきますようよろしくお願い

します。

●議長（佐藤議員） 初めに、議案第63号について質疑を行います。ありませんか。

（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。

次に、議案第64号について質疑を行います。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９、議案第65号 工事請負契約の変更についてを議題といた

します。



- 123 -

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

建設課長。

●建設課長（松見課長） ただいま上程いただきました、議案第65号 工事請負契約の変

更について、提案内容をご説明申し上げます。

議案書、31ページをお開き願います。

議案第65号 工事請負契約の変更についてでございます。

次のとおり、工事請負契約を変更するため、地方自治法第96条第１項第５号の規定に

より、議会の議決を求めるものであります。

平成26年12月11日、議案第81号をもって議決を経た工事請負契約の締結についての一

部を次のように変更する。

変更内容は次のとおりとなります。

１、工事名、２、工事場所、３、契約の方法に変更はございません。４、請負金額を

金２億3,760万円也から、278万6,400円の増額となる、金２億4,038万6,400円也へ変更す

るものです。５、請負契約者に変更はございません。

32ページをお開き願います。

参考といたしまして、工事概要を示しております。表中の左側に、工事内容の区分、

種別、そこから右に変更前、変更後、適用となっており、構成は、契約締結の際に説明

させていただいた内容となっております。今回、変更があった箇所は、下線により示し、

右適用に変更内容を記載しております。

１、工事概要ですが、変更箇所は大きく２点あります。１点目として、現場吹付法枠

工の長さ25.0メートルが、長さ29.50メートルと変更となっており、4.40メートルの増と

なっております。２点目として、鋼管杭、長さ22.50メートルが、長さ18.625から21.975

メートル、また長さ24.50メートルが、長さ23.208から24.259メートルにそれぞれ数量変

更となっており、全体的に鋼管杭が短くなった内容となっております。

２、工期ですが、これら工事内容の変更による工期の変更はございません。

３、参考図として、位置図、平面図、現場吹付法枠工展開図、側面図を添付しており

ます。

33ページをお開きください。

今回の施工位置ですが、図面中央の丸で囲った部分、太田地区と門静地区を結ぶ町道

太田門静間道路の中間となります。

34ページをお開きください。

図面中央上部の平面図をごらんください。左側を門静、右側を太田とした配置となっ

ております。

今回の工事箇所は、図面ほぼ中央、道路を太い線で示している箇所の改良舗装工、延

長500メートルとその工事区域内のやや左寄りに丸で囲み、下に引きだし点で示している

箇所、①現場吹付法枠工及び図面右側、新設ホマカイ橋の両側２カ所を丸で囲み、上に

引きだし点で示している箇所、②擁壁工です。このうち、①現場吹付法枠工、②擁壁工

で変更の必要が生じております。

まず①現場吹付法枠工ですが、図面下部に枠抜きで現場吹付法枠工展開図を示してお
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ります。左側が変更前、右が変更後となっております。現場吹付法枠工は、法面の崩壊

を防ぐために、コンクリートで法面の表面部分を覆うものですが、当初設計ではボーリ

ング等による地質調査や表面の風化の状況等から、法面からの落石等が発生した場合、

道路に影響を及ぼす範囲を想定し、対策が必要な範囲を決めて、工事を発注しておりま

した。

ただし、あくまで設計当時の想定によるところが大きいため、実際に工事を施工する

に当たっては、現場との相違や設計から施工に当たるまでの時間経過による状況の変化

などを確認する必要があります。今回の現場でも、発注者、受注者、設計コンサルタン

トの三者検討会を行い、より詳細に現場状況を確認しながら、対策範囲を確認し合い、

設計時よりも崩落の危険性が少ない箇所や、逆に風化が進んで危険な箇所などの確認を

行っております。

その結果、図で示しているとおり、展開図左側は若干の範囲減少となり、展開図右側

は対策が必要な範囲を広げる必要があり、4.40メートル増となる長さ29.50メートルとす

るものであります。

35ページをお開きください。

②擁壁工の側面図となります。図面の上部が変更前、下部が変更後となります。また、

施工範囲は、新設ホマカイ橋の左右に設置される擁壁の太線部分であり、図面向かって

左側の29.56メートル、図面向かって右側の15.00メートルの部分となります。

まずは、図面向かって左側の擁壁の鋼管杭ですが、当初設計ではボーリング調査の結

果から、支持層となる岩盤層まで達する鋼管杭の長さを22.50メートル、23本としており

ました。実際に施工したところ、想定していた岩盤層が浅い位置にあり、結果としてく

いの長さが23本それぞれ違いますが、18.625メートルから21.975メートルとなったもの

であります。

次に、図面右側の擁壁部分ですが、同じ理由から当初設計24.50メートル、15本の杭が、

23.208メートルから24.259メートルの範囲で変更となります。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げ

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。

３番、堀議員。

●堀議員 説明資料のほうでお聞きしたいのですけれども、現場吹付法枠工、結果的に変

更前から変更後について、左側の部分が削られているのですけれども、説明の中では調

査時よりも対策を講じなくてもよくなったというようなことなのですけれども、現地、

岩がむき出しのところですよね。といったときに、では何かしら風化礫や何かが質が変

わったとか、そのようなものがあって、しなくてもいいようになったというようなもの

なのでしょうか。崩れる心配、やめたところが崩れてしまう心配というものはないので

しょうか。

例えば、実際に施工した中で両方ともふえるとかというのであれば、安全的にはいい

のかもしれないのですけれども、削るだけのしっかりとした根拠、安全性の確認という
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ものが十分にとれているのかどうなのか、これについて教えてください。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） ちょっと左側の図面を見ていただきたいのですけれども、左側

のほうの大きなますの部分ですね。この部分は、今回、山を、岩を削った部分になりま

す。これが今まで道路側に突出していた部分で、これを削り、できるだけ左右と並行に

なるような形の施工となっておりまして、この左側の部分は緑化部分になっております。

当初、そういった広い部分での設計でありましたけれども、工事施工状況を確認しなが

ら進んだところ、その必要がないということであります。

ただし、右側の部分ですね、削ったところによる右側の部分が、さらに大きくかぶせ

る必要が出てきたと、そういうふうにご理解いただきたいというふうに思います。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●堀議員 現地は、道路とせり出している岩山が接近しているところなので、間違っても

通行中の崩落等において、車両等に影響がないような施工方法を心がけてくれているの

だと思いますけれども、心配がないということで、それを信頼するしかないのですけれ

ども、では当初の設計は一体何だったのかなというような疑問も、また出てくるのかな

と。もっときちんと調査をすれば、少なくともふえる部分というのならいいのでしょう

けれども、もっと想定ができたのではないのかなというように思うのですよね。そこら

辺は、今後の例えばいろいろな道路工事などの設計の中でもしっかりと、業者のほうに

も指導していただいた中で、成果品として余り変更等の生じないような、しっかりとし

た成果というものが出せるような形の中で行っていただきたいというふうに思うのです

けれども、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 曖昧な設計によらず、きちっとしたものをつくるべきであると

いうご意見、最もでございます。これまでもそのような方針で挑んでおりましたが、さ

らに一層注意深く施工してまいりたい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。

●議長（佐藤議員） 他にございませんか。

12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 １点だけ確認をさせていただきます。

議決をされた議案ですけれども、これまでの議事録なんかも見せていただくと、ホマカ

イ橋に関しましては、これまで協議会の中でも再三質疑などもされていたと思います。

そこでちょっと改めまして、懸念ということで質疑されていたホマカイ橋、こういう状
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況でつくることによって門静の水はけの問題、あるいは過去に水害に遭われた３軒のお

宅ですか、それについての影響というのはないものとして工事を進めるということでよ

ろしいのか、確認をさせていただきます。

●議長（佐藤議員） 12番議員、今、認定９で提案している内容、議題とちょっと離れる

のですが、よろしいですか。（「分かりました」の声あり）

●議長（佐藤議員） 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。

（「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10、議案第66号 町税条例等の一部を改正する条例の制定に

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。

税財政課長。

●税財政課長（星川課長） ただいま上程いただきました、議案第66号 町税条例等の一

部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。

議案書、36ページをお開きください。

今般、国は、現下の経済情勢等を踏まえ、デフレ脱却、経済再生をより確実なものに

するとともに、地方創生に取り組むとの観点から、地方税法等の一部を改正する法律及

び地方税法施行令等の一部を改正する政令を平成27年３月31日に公布し、原則として、

同年４月１日から施行しました。

この法律の施行に伴い、平成27年度の町税の課税事務にかかわり改正法と同日に施行

しなければならない部分に関しましては、さきに開会されました５月の臨時議会におい

て、町税条例等の一部を改正する条例として専決処分により報告し、ご承認いただいて

いるところでございますが、それ以外について今後の施行を要する部分につきまして、

本定例会に上程するものであります。

改正内容につきましては、別紙お手元に配付の議案第66号説明資料①から⑧により行

いますが、初めに、改正要旨として説明資料①の新旧対照表で行い、より具体的な内容

として説明資料②から⑧でご説明いたします。
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それでは、説明資料①の新旧対照表をごらんください。

この議案は、町税条例の一部を改正する条例と町税条例等の一部を改正する条例の一

部を改正する条例の２条で構成しております。

初めに、１ページ、第１条、町税条例の一部を改正する条例であります。

第２条第３号及び４号は、町税条例の用語に関する規定中、納付書及び納入書につい

て、法人に係る文言を行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律、以下番号法と説明いたしますが、この番号法の施行に合わせて文言を改正す

るものであります。

第８条から、５ページの第10条の３までの規定内容につきましては、平成26年度税制

改正において行われた国税における納税に係る猶予制度の見直しを受け、地方税におけ

る納税に係る猶予制度についてを町税条例において規定するされた内容となります。

第８条は、徴収猶予に係る分割納付等の方法の規定を新設するもので、徴収の猶予及

び徴収の猶予期間の延長する場合における分割納付又は分割納入の方法及び事務取扱に

ついてを規定しております。

２ページ、第９条は、徴収猶予の申請手続等の規定を新設するもので、３ページまで

渡りますが、徴収猶予に係る猶予及び猶予期間の延長に係る申請事項及び提出書類並び

に徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長の申請に係る申請の訂正期間についてを規定し

ております。

４ページ、第10条は、職権による換価猶予の手続等の規定を新設するもので、換価の

猶予及び換価の猶予期間の延長をする場合における分割納付又は分割納入の方法及び当

該換価猶予及び当該猶予の期間の延長に係る事務取り扱いについてを規定しております。

第10条の２は、申請による換価猶予の申請手続等の規定を新設するもので、５ページ

までわたりますが、申請期間、分割納付又は分割納入の方法、申請事項及び提出書類並

びに換価の猶予又は当該猶予の期間の延長の申請に係る申請の訂正期間についてを規定

しております。

５ページ、第10条の３は、徴収及び換価の猶予に係る担保の徴収要件の予定を新設す

るもので、徴収の猶予、職権又は申請による換価の猶予をする場合における担保を徴す

る必要がない場合についてを規定しております。

第８条から第10条の３まで新たに規定したことの内容につきましては、国税と町税と

の取り扱いについて相違はございません。

第11条は、規定中の地方税法の法律番号及び略称規定を第８条第１項に規定したため、

この条例の規定を略称に改めるものであります。

６ページ、第16条第２項は、引用する法律について、これまでは法人税法を引用して

おりましたが、新たに地方税法に同じ内容の規定がなされたため、引用する法律及び条

番号を改めるものでありますが、内容について変更はございません。

同条第３項は、規定中、地方税法施行令の政令番号及び略称規定を第９条第２項第４

号に規定したため、この条での規定を略称に改めるものであります。

第27条第２項は、町民税の所得割の課税標準の算定について、所得税において適用さ

れる課税標準のうち一部の所得について、町民税では除外する規定を追加する改正であ

ります。
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７ページ、第29条の３第８項は、法人町民税の申告に係る必要事項について、番号法

の施行に合わせて文言を改正するものであります。

第29条の４の３第４項は、町民税に係る公的年金と受給者の扶養親族申告書に係る規

定について、引用している所得税法が改正され、法番号が変更されたことによる改正で

あります。内容に変更はございません。

第34条第２項は、町民税の減免に係る申請の記載事項についてで、第１号を削り第２

号を第３号に繰り下げ、新たに第１号及び第２号を追加する改正であります。第１号は

番号法の施行に合わせ文言を改正、第２号は申請に必要な事項について規定するもので

あります。

８ページ、第47条の２第１項第１号は、区分所有家屋の固定資産税案分の補正申し出

について、申出書の記載事項の規定を番号法の施行に合わせて文言を改正するものであ

ります。

第47条の３第１項第１号及び第２項第１号は、供用土地の持ち分による固定資産税の

案分申し出について、申出書の記載事項の規定を番号法の施行に合わせて文言を改正す

るものであります。

９ページ、第57条第１項は規定の文言の整備、同条第２項第１号は固定資産税の減免

の申請について、申請書の記載事項の規定を番号法の施行に合わせて文言を改正するも

のであります。

第60条第１項第１号は、固定資産税の住宅用地の申告について、申告書の記載事項の

規定を番号法の施行に合わせて文言を改正するものであります。

10ページ、第60条の２第１項第１号は、固定資産税の記載住宅用地の申告について、

申告書の記載事項の規定を番号法の施行に合わせて文言を改正するものであります。

第72条第２項は、軽自動車税の納期の取り扱いについて、現行では軽自動車１台に対

して適用される税率は一つであったため、基準日である４月１日に課税対象車両が確定

し、確認作業を経て納期までに納税通知書を送付することができましたが、平成28年度

の課税については、後ほど詳細についてご説明いたしますが、軽自動車税の税率が細分

化されることにより、賦課決定までの手順について、軽自動車の詳細な登録情報を１台

ごとに算定することとなり、基準日から現行の納期までの期間において、納税通知書を

送付することが困難となることから、納期を５月１日から25日までへと変更しようとす

るものであります。

第76条第２項第２号、11ページまでわたりますが、軽自動車税の減免について、申請

書の記載事項の規定を番号法の施行に合わせて文言を改正するものであります。

11ページ、第77条第２項各号は12ページまでわたりますが、軽自動車税に係る身体障

害者等に対する減免について、規定の文言の整備と申請書の記載事項の規定を番号法の

施行に合わせて文言を改正するものであります。

12ページ、第131条の３第１項は、規定の文言の整備、同条第２項第１号は特別土地保

有税の減免の申請について、申請書の記載事項の規定を番号法の施行に合わせて文言を

改正するものであります。

附則第４条は、13ページまでわたりますが、納期限の延長に係る延滞金の特例につい

て、引用法の法人税法が改正され、引用条番号が改正されたことから、条番号を変更す
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るものであります。規定の内容に変更はございません。

13ページ、附則第７条の３の２は、町民税の住宅借入金等特別税額控除に係る特例措

置について期間を延長するものであります。

附則第10条２第５項は、地方税法改正による引用法番号を改正し、法の第５項を第７

項とし、新たに第５項と第６項を追加し、第７項の後に第８項を追加するものでありま

す。追加する第５項は、管理協定を締結した津波避難施設に対し課税標準を２分の１と

する特例であります。追加する第６項は、第５項の津波避難施設に附属する避難用の償

却資産に対し課税標準２分の１とする特例であります。

14ページ、追加する第８項は、サービスつき高齢者向け賃貸住宅に対し、課税標準３

分の２とする特例であります。

附則第10条の３は、16ページまでわたりますが、新築住宅等に対する固定資産税の減

免の規定の適用を受けようとする者がすべき申告について、申告書の記載事項の規定を

番号法の施行に合わせて文言を改正するものであります。

16ページから17ページ、附則第16条第１項から第３項は軽自動車税の税率の特例につ

いてでありますが、平成27年４月1日から平成28年３月31日までに初めて新規検査を受け、

排ガス規制及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい軽四輪等において、平成28年度分の

軽自動車税の税率を３段階で軽減する、いわゆるグリーン化特例の新設であります。

18ページの附則第16条の２は、たばこ税の税率について、旧３級品と言われるエコー、

わかばなど６銘柄は特例により低い税率となっておりましたが、この特例を段階的に廃

止するものであります。

19ページ以降は、第２条、町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例で

あります。この改正は、先の平成26年第２回定例町議会において議決をいただいた町税

条例等の一部を改正する条例、平成26年厚岸町条例第10号を改正するものであります。

19ページ、軽自動車税の税率につきましては、昨年度の税制改正に伴い町税条例の一

部改正を行ったところでありますが、今般、平成27年度の税制改正においても軽自動車

税の税率改正が行われ、この内容をさらに追加し、適用させようとするものであり、税

率の詳細につきましては、後ほどご説明申し上げます。

20ページ、附則第６条は、表中において規定している引用条、附則第16条について、

このたびの改正により新たに項が追加となったことによる引用条項の改正であります。

次に、今回の改正概要をご説明申し上げます。

初めに、説明資料②をごらんください。

この資料は、このたびの条例改正について、番号法施行に伴う改正部分をまとめたも

のであります。それぞれの手続に係る様式の記載事項について、個人番号、または法人

番号が追加となっております。施行期日は、平成28年１月１日であります。

次に、説明資料③をごらんください。

改正条項は、第27条関係です。この資料は、所得税法では課税対象となる国外転出時

の譲渡所得課税を、町民税では適用除外とする内容であります。改正前の所得税法では、

上段の表ですが、所有する有価証券等を国外転出後、譲渡益の非課税国で売却譲渡した

場合には、国内でも転出先でも課税されない、いわゆる課税逃れの状態が生じてきまし

た。国では、こうした課税逃れを防止する観点から、所得税法改正し、中段の表ですが、



- 130 -

国外転出者が１億円以上の有価証券等を所有する場合に、所得の計算上国外転出の時に

有価証券等の譲渡等があったものとみなし、課税対象とする制度を創設したところであ

ります。

この特例の創設を受け、町民税での取り扱いとなりますが、町民税の課税基準日が１

月１日であるため、年の途中で国外へ転出した者が、国外転出前に譲渡等をした有価証

券等の譲渡益に対して、課税されないこととの公平性を踏まえ、表の下段にあるとおり、

この譲渡益を町民税の総所得金額には算入しないとするものであります。

施行期日は、平成28年１月１日であります。

なお、この改正による町民税への影響はございません。

次に、説明資料④と説明資料⑤につきましては、軽自動車税についてであります。納

期の変更と税率の改正について、関連した説明となることから、先ほど説明した新旧対

照表の説明順序と入れかわりますが、ご了承願います。

説明資料④をごらんください。

改正条項は、附則第16条関係で、これは一定の環境性能を有する軽四輪等について、

普通自動車等にも既に導入されているグリーン化特例を軽四輪等についても導入する内

容となっております。例として、自家用乗用車のケースでご説明いたしますが、課税基

準日の平成28年４月１日現在において、グリーン化特例の適用を受けない車両にあって

は、税額１万800円となりますが、特例の適用後では、電気自動車等の場合は2,700円に、

平成32年、燃費基準が120％を達成している車両は5,400円に、平成32年、燃費基準を達

成している車両は8,100円となります。それぞれの車種区分ごとの税額は表のとおりとな

りますが、税率軽減となる年度は平成28年度課税分のみとなります。

施行期日は、公布の日となるところでございます。

次に、説明資料⑤をごらんください。

改正条項は、第72条関係で、軽自動車税の納期の変更についてでありますが、初めに、

この表の下部分、税率改正の内容の表で、上段３段の網かけしていない部分は、平成26

年度税制改正に伴い、昨年６月議会において改正済の内容。下、下段の網かけ部分は、

平成27年度税制改正の内容で、先ほど説明資料④で説明した部分となります。現時点に

おいては、軽自動車１台に対して適用される税率は一つであり、基準日である４月１日

に課税対象車両が確定し、確認作業を経て４月10日ごろに納税通知書を発送してきまし

たが、このたびの税率の改正後では、適用される税率は最大で６種類の区分となり、賦

課決定から納税通知書の発送まで事務量が増大することにより時間を要することから、

納期を５月１日からと２５日までへと改正しようとするものであります。

施行期日は、平成28年４月１日であります。

次に、説明⑥をごらんください。

改正条項は、附則第７条の３の２関係です。町民税における住宅借入金等特別税額控

除の対象期間を延長するもので、現行では平成29年12月31日までに入居した場合、平成39

年度までが控除対象期間とされておりましたが、消費税率の引き上げが１年６カ月延長

されたことに伴い、対象期間も同様に延長しようとするもので、改正後は平成31年６月30

日までに入居した場合、平成41年度までが控除対象期間となるところであります。

施行期日は、公布の日からとなります。
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次に、説明資料⑦をごらんください。

改正条項は、附則第10条の２関係です。固定資産税の課税標準の特例に関する条例で

定める割合についてであります。一つ目が、資料上段の表になりますが、津波避難施設

及び附属する償却資産の課税標準の特例について、津波防災地域づくりに関する法律の

規定により、北海道知事が指定する津波災害警戒区域において、平成27年４月１日から

平成30年３月31日までに、市町村と締結された津波避難施設に係る管理協定の対象とし

た施設及びその施設に附属する避難の要に使用する償却資産についての課税標準を地方

税法の特例割合の２分の１を参酌して、３分の１以上３分の２以下の範囲内で条例で定

める割合とされており、参酌基準の２分の１の特例割合とするものであります。

施行期日は、公布の日からであります。

次に二つ目、表、下段ですが、平成27年４月１日から平成29年３月31日までに新築さ

れたサービス付高齢者向け賃貸住宅について、課税標準を地方税法の特例割合の３分の

２を参酌して、２分の１以上６分の５以下の範囲内で条例で定める割合とされており、

参酌基準の３分の２の特例割合とするものであります。

施行期日は、公布の日からであります。

なお、この対象となる施設は、現在、町内にはございません。

次に、説明資料⑧をごらんください。

改正条項は、附則第16条の２、改正附則第６条関係です。たばこ税についてであり、

旧３級品と言われるエコー、わかばなど６銘柄のたばこについては、特例で低い税率が

適用されておりましたが、このたびの税制改正において段階的に税率を引き上げ、経過

措置を経て廃止することとされました。

内容ですが、現行では1,000本当たり2,495円が、平成28年４月１日から平成29年３月31

日の間は1,000本当たり430円引き上げ2,925円に、平成29年４月１日から平成30年３月31

日の間は1,000本当たり430円引き上げ3,355円に、平成30年４月１日から平成31年３月31

日の間は1,000本当たり645円引き上げ4,000円に、平成31年４月１日以降は経過措置の期

間が終了し、1,000本当たり1,262円引き上げ5,262円とするものであります。

施行期日は、平成28年４月１日であります。

再び説明資料①の新旧対照表、21ページに戻りまして、附則であります。

第１条は、施行期日で、公布の日から施行する。第２条は、22ページまでわたります

が、徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置。22

ページから33ページまで、第３条から第７条までは各税目に対する経過措置についてで

あります。

以上で、議案第66号の提案説明とさせていただきます。ご審議の上、ご承認いただき

ますようよろしくお願いいたします。

●議長（佐藤議員） 質疑は、休憩後といたします。

再開は３時45分からといたします。

午後３時14分休憩
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午後３時45分再開

●議長（佐藤議員） 本会議を再開いたします。

議案第66号に対する質疑を行います。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11、議案第67号 公益法人等への厚岸町職員の派遣等に関す

る条例の一部を改正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。

総務課長。

●総務課長（曾田課長） ただいま上程いただきました、議案第67号 公益法人等への厚

岸町職員の派遣等に関する条例の一部を改正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。

55ページをごらんいただきたいと思います。

本条例につきましては、平成18年５月１日施行の会社法の施行に伴う関係法律の整備

等に関する法律並びに平成20年12月１日施行の一般社団法人及び一般財団法人に関する

法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の

整備等に関する法律における公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律

の一部改正により、公益法人等への厚岸町職員の派遣等に関する条例において引用して

いる字句が削られ及び改められたことから、同法との整合性を図るため所要の改正を行

うものであります。

次に、条例の改正内容について申し上げます。

説明は、議案書により行いますので、別に配付しております説明資料の新旧対照表に

ついては、参考としてあわせてごらんいただきたいと思います。

初めの題名及び第１条中の改正は、前段で説明いたしました平成20年12月１日施行の

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定

等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律における公益法人等への一

般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正により、「公益法人等」が「公益的法

人等」に改められたことに合わせ、条例の題名及び本条中で引用する公益法人等という



- 133 -

字句を法律と同様に公益的法人等に改めるものであります。

なお、法改正により、公益法人を公益的法人に改めた理由としては、改正前の公益法

人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律において、公益法人という用語の定

義を一般社団法人又は一般財団法人を含めて規定していたところ、平成20年12月１日か

ら施行された公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律において、公益法人

という同じ用語の定義が公益社団法人又は公益財団法人と限定して規定されたことから、

二つの法において同一の用語を異なる意味で定義づけることを避け、両者の違いを明確

に区別するためのものであります。

また、公益的法人に「等」を付している理由は、公益的法人等への一般職の地方公務

員の派遣等に関する法律において、職員を派遣することができる法人として、同法第２

条第１項第１号の一般社団法人又は一般財団法人のほかに、同項第２号の一般地方独立

行政法人や同項第３号の特別の法律により設立された法人などが含まれているため、公

益的法人等と規定しているものであります。

次の第８条中の改正は、これも前段で説明いたしました平成18年５月１日施行の会社

法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律における公益的法人等への一般職の地方

公務員の派遣等に関する法律の一部改正により、本条中で引用する同法第10条第１項に

規定されていた特定法人の定義から又は有限会社の字句が削られたことから法律と同様

に、「又は有限会社」という字句を削るものであります。

次の附則については、この条例は、公布の日から施行するものであります。

また、参考として、現在、公益的法人等に派遣している職員がいないことを申し添え

ます。

なお、前段でご説明したとおり、このたびの条例改正は、平成18年と平成20年の法施

行に基づくものであります。本来は、法の施行日と同時又は直後に行うべきものであり、

このたびの改正の遅延についておわび申し上げます。今後は、より一層関係法令等の制

定、改廃に関する情報の収集、把握を行い、適切な事務の執行に努めてまいります。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認いただきますようよろしくお

願いいたします。

●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。
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●議長（佐藤議員） 日程第12、議案第68号 厚岸町手数料条例の一部を改正する条例の

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。

総務課長。

●総務課長（曾田課長） ただいま上程いただきました、議案第68号 厚岸町手数料条例

の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と条例案の内容についてご説明い

たします。

平成25年５月31日に公布された行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律、いわゆる番号法が平成28年１月１日施行の個人番号の利用開始に

関する規定の部分を除き、本年10月５日から施行されることになりました。これにより、

同日から日本国内に住民票を有する全ての人に対し、12桁の個人番号が付番されるとと

もに、平成28年１月１日からは、個人番号の利用が開始されます。番号法に基づく社会

保障税番号制度では、本年10月５日から市区町村が個人番号を付番し、通知カードによ

り本人へ通知することとされております。また、平成28年１月１日から、市区町村は本

人からの申請により、顔写真つきの個人番号カードを交付することとされております。

この通知カードと個人番号にかかわる個人番号の指定、通知カードによる通知、個人

番号の生成、個人番号カードの交付に関する事務は、番号法第63条の規定により、地方

自治法第２条第９項第１号に規定する第１号法定受託事務とされておりますが、これら

の事務のうち通知カード、個人番号カード交付申請書やこれに関連する印刷物の作成や

発送、個人番号カードや個人番号カード交付通知書の作成など、一部の事務については

市区町村における事務軽減と費用削減の観点から、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律の規定による、通知カード及び個人番号カード並

びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第35条の

規定により、平成25年５月31日に公布、施行された地方公共団体情報システム機構法に

基づき設立されました、地方公共団体情報システム機構に委任しているところでありま

す。

また、この委任により、これらの事務に要する費用は、同省令第37条の規定に基づき、

厚岸町から機構へ交付することになりますが、初回の通知カードと個人番号カードの交

付に要する費用については、その全部が国庫補助で賄われることになっており、いずれ

のカードも町民の皆さんの費用負担はありません。しかし、カードの紛失等により再交

付となる場合の費用については、国庫補助の対象外とすることが総務省から示されてい

ることから、厚岸町としては紛失等による再交付を希望する場合は、受益者負担の適正

化の観点から手数料を徴収すべきものと判断し、この事務にかかわる手数料額を規定す

るため、本条例の一部を改正するものであります。

続いて、条例の改正内容を説明する前に、通知カードと個人番号カードについて説明

いたします。

お配りしております、議案第68号参考資料をごらんいただきたいと思います。

紙面の左側に通知カード、右側に個人番号カードを記載しております。まず左側の通
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知カードは、紙製のカードが予定されており、前面には個人番号のほか、氏名、住所、

生年月日、性別の基本４情報が記載されます。顔写真は入りません。また、全町民に郵

送で送付するため、来町の必要はありません。

なお、このカードは、個人番号を通知するためのものであり、行政機関の窓口等で個

人番号の提供を求められた際に、利用することができますが、顔写真が入っていないた

め、本人確認のときには別に顔写真が入った証明書、例えば運転免許証などが必要にな

ります。

次に、右側の個人番号カードはＩＣカードで、前面には個人番号のほか、氏名、住所、

生年月日、性別の基本４情報などが記載され、顔写真が入ります。利便性としては、本

人確認のための身分証明書としての利用や個人番号を確認する場面での利用のほか、カー

ドのＩＣチップに登載された電子証明書を用いて、e-Taxと言われる国税電子申告や納税

システムを初めとした各種電子申請が行えます。

続いて、条例の改正内容について説明いたします。議案書、56ページをごらんいただ

きたいと思います。

このたびの改正条例は、通知カードの交付の施行日と現在交付している住民基本台

帳カードにかわる個人番号カードの交付の施行日が異なることから、２段ロケット方式

と言われる２条立ての構成としておりますので、あらかじめご了知いただきたいと存じ

ます。

なお、説明は議案書により行わせていただきます。新旧対照表につきましては、参考

としてあわせてごらん願います。

第１条、次ページの第２条、ともに厚岸町手数料条例の一部改正であります。

初めに、第１条の改正です。別表中に、行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律に関するものに係る表を追加して、通知カードの再交付に

係る手数料額を定めるものであります。その手数料額は、総務省から示されている再交

付手数料相当経費と同額の500円としております。

57ページをごらんください。

次に、第２条の改正です。個人番号カードの交付開始に伴い、既存の住民基本台帳カー

ドの交付が終了するため、別表中から、住民基本台帳カードの交付の手数料に関する規

定を削るとともに、第１条で追加した行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律に関するものにかかわる表に、個人番号カードの再交付に係る

手数料額を定めるものであります。その手数料額は、通知カードと同様、総務省から示

されている再交付手数料相当経費と同額の800円としております。

また、個人番号カードの再交付に伴い、電子証明書の再発行を希望する場合は、この800

円のほかに地方公共団体システム機構が定める電子証明書の再発行手数料200円を合わせ

た1,000円を徴収することになります。ただし、この200円の手数料については、機構が

定めるものであるため、本条例への規定は不要とされております。

なお、手数料を徴収しない事由については、本条例中に規定しているとおり通知カー

ド、または個人番号カードの追記欄の余白がなくなった場合の再交付としているところ

であります。

次に、附則であります。この条例の施行日を定めております。
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条例中、第１条の規定については、番号法に基づく個人番号の付番と通知カードの本

人通知が始まる平成27年10月５日から。第２条の規定については、個人番号カードの交

付が始まる平成28年１月１日から施行するとするものであります。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認いただきますようよろしくお

願いいたします。

●議長（佐藤議員） これより、質疑を行います。

７番、音喜多議員。

●音喜多議員 住基カード、廃止になるのですね、今までのやつは、そういうふうに理解

していいのですか。改めて今度、新たなこういう顔写真入りの個人番号カードを交付す

るということで理解していいのですか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（曾田課長） 住民基本台帳カード、これまでのにつきましては、10月31日を

もって交付が終了するということで、今、持たされている住基カードの有効期限のある

方については、そのまま引き続き使うことができるということになっております。事務

として、交付事務が終了するということで、その部分、交付手数料の規定を削らせてい

ただいたということでございます。

新たな個人番号カードについては、あくまでも本人の任意です。通知カードと一緒に

申請書が皆さんに通知がされますけれども、それはあくまでも本人が必要と思ったとき

には、その申請書で申請をしていただき、個人番号カードを交付をいただくということ

になります。

●議長（佐藤議員） ７番、音喜多議員。

●音喜多議員 すると以前あった、以前というか、以前交付していた住基カードはなくなっ

てというか、有効期限が来たらば終わって、改めてこういう個人カード、通知カードと

個人カード、必要ならば発行しますよと。今まで国税が、e-Taxで住基カードを利用して

進めてきましたけれども、今回この後、国税との絡みの中でe-Taxに変わるというか、e-Tax

がそのまま生きるのだろうと思うのですが、e-Taxを利用する場合は、この個人番号カー

ドが必要なものなのかどうかなのか、その辺の見解を。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（曾田課長） この条例の改正の中でも説明をさせていただきましたけれども、

電子証明が、個人番号は必要になるということになりまして、個人番号カードを使用し

て、個人番号カードに電子証明をつければ、これまでのe-Taxと言われる電子申告が行う

ことができるということであります。
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●議長（佐藤議員） 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。

（「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13、議案第69号 厚岸町特定個人情報保護条例の制定につい

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。

総務課長。

●総務課長（曾田課長） ただいま上程いただきました、議案第69号 厚岸町特定個人情

報保護条例の制定について、その提案理由と条例案の内容についてご説明いたします。

なお、新規条例でありますので、説明に若干の時間を要してしまいますことをあらか

じめお許し願います。

個人情報の取り扱いについては、国の行政機関が保有する個人情報にあっては、行政

機関の保有する個人情報の保護に関する法律により、地方公共団体が保有する個人情報

にあっては各地方公共団体の個人情報保護条例により、その取り扱いが定められており

ます。厚岸町においても平成８年に、厚岸町個人情報保護条例を制定し、総合的な個人

情報保護体制を整備するとともに、平成17年には個人情報の保護に関する法律を初めと

する個人情報保護関連５法の施行に対応して、厚岸町個人情報保護条例の全部を改正し、

個人情報保護制度の充実を図ってきたところであります。

このたび議案第68号でも申し上げたとおり、行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法が附則の規定の一部を除いて、本年10

月５日から施行されることになりました。

番号法は、個人番号によって名寄せなどが行われるリスクがあることから、特定個人

情報についてより厳格な保護措置を講じるため、個人情報の保護に関する法律、行政機

関の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する個人情報の保

護に関する法律のいわゆる個人情報保護３法の改正ではなく、特別法としての位置づけ

で、別の法律として制定されたものであります。

また、番号法第31条においては、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等

における読みかえ規定で講じることとされる措置の趣旨を踏まえ、地方公共団体に対し、
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その保有する特定個人情報の適正な取り扱いの確保及び特定個人情報の開示、訂正、削

除等を実施するために必要な措置を講ずるものとする旨、規定されております。

この必要な措置を講ずるための条例整備に当たり、番号法が規定する個人情報や特定

個人情報は、既存の厚岸町個人情報保護条例に規定する個人情報とは定義や取り扱いが

異なることから、個人情報保護条例とは別に、特定個人情報の取り扱いの措置等を定め

る、厚岸町特定個人情報保護条例を新たに制定しようとするものであります。

それでは、本条例の内容についてご説明いたします。

議案書、58ページをごらんください。

条例の構成は、初めに題名、次に内容の理解と検索を容易にするための目次をつけ、

その次に４章４節、44条からなる本則、最後に附則となっております。初めの題名は、

厚岸町特定個人情報保護条例といたしました。

なお、議員協議会において、個人情報保護条例と特定個人情報保護条例の区別がつき

にくく、分かりづらいのではないかとのご指摘があり、改めて他の地方公共団体の条例

を参照するなど検討をいたしましたが、題名をつけるに当たっての考え方の一つである

条例の内容を的確かつ簡潔にあらわすことを重視し、当初案と同様の題名にさせていた

だきましたので、ご理解願います。

次の目次は、第１章を総則として第１条と第２条、第２章を特定個人情報の取り扱い

として第３条から第10条まで、第３章を開示、訂正及び利用停止として、第１節が開示

で第11条から第22条まで、第２節が訂正で第23条から第29条まで、第３節が利用停止で

第30条から第35条まで、第４節が不服申立てで第36条から第38条まで、第４章を雑則と

して第39条から第44条まで、最後に附則としております。

第１条は、本条例の目的を明らかにしたものであります。番号法の関係規定や趣旨を

踏まえ、厚岸町における特定個人情報の適正な収集、保管、利用及び提供を確保すると

ともに、個人の権利、利益を保障するため、保有特定個人情報の開示、訂正、利用の停

止、消去及び提供の停止を実施するために必要な措置を講ずることにより、特定個人情

報の安全かつ適正な取り扱いを図ることを目的としております。

第２条は、本条例における用語について、その意義を明確にし、解釈に疑義が生じな

いようにするものであります。

次ページ、第１号の実施機関については、厚岸町個人情報保護条例第２条第１項で規

定する実施機関を引用した規定としておりますが、本条例における実施機関とは、本条

例に基づき特定個人情報保護制度を実施する町の機関、つまり町長、教育委員会、選挙

管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいうものであ

ります。

第２号、第３号及び第５号の用語については、番号法の各条項で規定する用語を引用

した規定としております。番号法で規定されている各用語の意義を申し上げますと、第

２号の本人とは、個人情報番号によって識別される特定の個人をいいます。具体的には、

個人番号及びそれに対応する住民票コードが記載された住民票に係るものを意味します。

第３号の特定個人情報とは、個人番号をその内容に含む個人情報をいいます。

第５号の情報提供等記録とは、情報提供ネットワークシステムを介して国の機関や他

の地方公共団体等との間で、特定個人情報をやりとりしたときに自動的に保存される情
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報照会者及び情報提供者の名称、提供の求めの日時及び提供日時、特定個人情報の項目

と情報提供等に関する記録をいうものであります。

なお、情報提供ネットワークシステムとは、国の機関や地方公共団体などが使用する

電子計算機を相互に接続し、特定個人情報のやりとりを管理するために、番号法に基づ

き新たに総務大臣が設置、管理するシステムであります。

なお、第４号の保有特定個人情報は規定のとおりでありますので、説明は省略させて

いただきます。

第３条は、番号法第20条の確認規定であり、実施機関に対する特定個人情報の収集又

は保管の制限を定めたものであります。特定個人情報が不正に収集、保管され、多様な

特定個人情報が集約されることを防止するための規定であります。番号法は、何人に対

しても特定個人情報を収集し又は保管する行為を原則として禁止しておりますが、番号

法第19条に基づくものは、特定個人情報の提供が認められており、提供を受ける者が特

定個人情報を収集、保管することに正当な理由があると考えられるため、収集・保管の

禁止の例外とされております。

第４条は、実施機関が特定個人情報を保有するときの制限事項を定めたもので、実施

機関が特定個人情報を保有するに当たっては、利用目的をできる限り特定しなければな

らないこと。利用目的の達成に必要な範囲を越えて、特定個人情報を保有してはならな

いこと等の特定個人情報の保有の制限等について規定しております。

特定個人情報の保有は、番号法又はこの条例に定める所掌事務を遂行するために必要

な範囲で行わなければならず、かつ、できる限りその利用目的を特定した上でしなけれ

ばならないとされておりますので、本条により実施機関による無制限な保有に制限を加

えようとするものであります。

第５条は、実施機関が、本人から直接書面に記録された特定個人情報を取得するとき、

事前に利用目的を明示することについて、当該実施機関に義務づけたものであります。

取得した特定個人情報は、組織で供用されるなど、以後の行政運営のための資料として

活用されることが通常であることから、あらかじめ本人が利用目的を認識することがで

きるようにし、その情報が予想外の目的に利用されるのではないかという本人の不安感

を緩和することを目的としたものであります。

また、例外を規定している第１号から第４号に該当する例としては、第１号が事故時

の輸血、第２号が、がんの治療、第３号が犯罪捜査、第４号が許認可の申請などが上げ

られます。

次ページ、第６条は、実施機関に対し、保有特定個人情報を正確な内容に保つことの

努力義務を課したものであります。

第７条は、実施機関と特定個人情報の取り扱いを受託したものに対し、保有特定個人

情報に関する安全管理義務を定めたものであります。

第１項では、保有特定個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止や適切な管理のために

必要な措置を講じることを義務づけております。具体的には、保管庫の施錠、立入制限

等の物理的保護措置、情報の暗号化等の技術的保護措置、職員に対する教育、研修の実

施、安全管理者の設置等管理体制の整備などが上げられます。

第２項は、実施機関に対し、特定個人情報の保有を必要としなくなったときの措置を
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義務づけております。

第３項は、特定個人情報の取り扱いを受託した者に対し、保有特定個人情報の安全保

護に関する措置を講ずることを義務づけております。

なお、個人番号に関する安全管理義務は、番号法第12条に個人番号利用事務を処理す

る者及びその事務の委託を受けた者の責務として規定されておりますので、本条は、保

有特定個人情報に関する安全管理義務を規定したものであります。

第８条は、特定個人情報の取り扱いに従事する実施機関の職員、以前職員であった人、

受託業務の関係者に対する義務を定めたもので、業務において知り得た特定個人情報を

漏らしたり、不当利用することを禁止するものであります。また、本条では、保有特定

個人情報ではなく、特定個人情報と規定することで、より広い範囲としております。

第９条は、番号法の規定に基づき、実施機関が利用目的外の目的のために保有特定個

人情報を利用することを原則として禁止するとともに、例外として利用目的以外の目的

に利用することができる場合について定めたものであります。

なお、その目的外利用については、本条第２項の規定により、人の生命、身体又は財

産の保護のために必要がある場合に限定しております。

第10条は、次ページにわたり、実施機関に対する特定個人情報の提供の制限を定めた

ものであります。特定個人情報については、番号法第19条各号で規定する場合のみ提供

することができますので、条例でその旨を定めるものであります。

第11条は、自己の特定個人情報の開示請求を保障するものであります。特定個人情報

が不正に流通したり、不正な取り扱いがなされていないかとの危惧に対応するため、よ

り一層の保障が求められていることから、番号法では、本人又はその法定代理人だけで

なく、本人の委任による代理人による開示請求を認めているため、本町においても特定

個人情報については、これら代理人による開示請求も認めることとしたものであります。

第12条は、開示請求の手続について定めたものであります。

第１項では、開示請求に所定の事項を記載した開示請求書を提出しなければならない

ここと。第２項では、開示請求をする本人又は代理人に、本人であることを証明する書

類を提示又は提出しなければならないことを規定しているほか、第３項では、開示請求

書に形式上の不備がある場合の補正の手続について規定しております。

なお、第２項に規定する本人又は代理人確認の手続等については、条例施行規則第３

条で規定をしております。

第13条は、次ページにわたり、開示請求に対する実施機関の開示義務を明らかにする

ものであり、開示請求に係る保有特定個人情報に不開示情報が含まれている場合を除き、

実施機関が当該保有特定個人情報を開示しなければならないことを定めたものでありま

す。

第１号及び第２号は、個人に関する情報の不開示情報としての要件を定めております。

第１号は、本条例の開示請求権制度が本人に対して、当該本人に関する保有特定個人情

報を開示するものであり、本人の権利、利益を害する恐れがない場合もありますが、開

示が必ずしも本人の利益にならない場合もあり得ることから、そのような場合には、不

開示とすることができるようにするための規定であります。

第２号本文は、開示請求に係る特定個人情報の中に、本人以外の第三者の情報が含ま
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れている場合がありますが、第三者に関する情報を本人に開示することにより、当該第

三者の権利、利益が損なわれる恐れがあることから、第三者に関する情報は、不開示情

報とするものであります。

また、本号では、ただし書きにより開示請求者以外の個人に関する情報であっても、

あえて不開示情報として保護する必要性が乏しいアからウまでの情報を不開示情報から

除くこととしております。

第３号は、公共の安全等に関する情報の不開示情報の要件を定めております。

第14条第１項は、開示請求に係る保義務の内容及びその要件を明らかにしたものであ

ります。

第２項は、次ページにわたり開示請求に係る保有特定個人情報に開示請求者以外の特

定の個人を識別することが、不開示情報が含まれている場合に、当該情報のうち個人識

別性のある部分を除くことによる部分開示について定めたものであります。

第15条は、開示請求に係る保有特定個人情報に不開示情報が含まれている場合であっ

ても開示請求者に対し、当該保有特定個人情報を開示することができる場合があること

を、裁量的開示として定めたものであります。

第14条、各号の不開示情報に該当する情報であっても個人の権利、利益を保護するた

め、特に必要があると認めるときは、実施機関の行政的な判断により開示することがで

きることとするものであります。

第16条は、開示請求者に対しては、当該開示請求に係る保有特定個人情報の記録の存

否を明らかにし、開示又は不開示を決定すべきでありますが、本条は、その例外として

保有特定個人情報の記録の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否することができる

場合について定めたものであります。

第17条は、実施機関が開示請求に対して、開示又は不開示の決定をしなければならな

いこと、また開示決定をする場合は、当該開示決定に係る保有特定個人情報の利用目的

などを通知しなければならないことを定めたものであります。

第18条は、開示決定等を行うべき期限及び延長可能な期間を定めたものであります。

開示決定等を行うべき期限にあっては、開示請求があった日の翌日から起算して14日以

内、延長可能な期間にあっては、期間満了の日の翌日から起算して30日以内と定め、個

人情報保護条例が規定する期限及び期間と整合させたものとしております。

なお、第２項に規定する事務処理上の困難の例としては、開示請求に係る保有特定個

人情報の量の多少や開示請求に係る保有特定個人情報の開示、不開示の審査の難度など

が上げられます。

また、同じく第２項に規定するその他正当な理由としては、例えば、第23条規定する

第三者に対する意見書提出の機会を付与するに当たり、保有特定個人情報に含まれてい

る情報が大量であるため、第三者に十分な時間を与えることが必要と認められる場合や

第三者が多数存在するため、手続に時間を要する場合などが上げられます。

次ページ、第19条は、著しく大量の保有特定個人情報の開示請求があった場合の開示

決定等の期限の特例を定めたものであります。

なお、本条が適用されるケースは例外的な場合であり、比較的早期に本条の適用の必

要性の検討がつくものと考えられますので、前条第１項に規定する原則的な処理期間内
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に、必要な通知を行わなければならないこととしております。

また、第１号の規定は、本条を適用することが必要となった事情、一般の人が理解し

得る程度に示すことを意味し、第２号の規定は、最終的に当該開示請求に係る保有特定

個人情報の全ての部分についての開示決定等を終えることが可能であると見込まれる期

限を意味するものであります。

第20条は、実施機関が開示請求の処理を行うに当たって、第三者の権利、利益の適正

な保護を図るため、必要な調査の一環として設けた手続規定であり、第三者に対する意

見書提出の機会の付与、開示に反対の意思を表示した意見書の提出があった場合の措置

について定めたものであります。

第１項では任意的意見聴取について、第２項では必要的意見聴取について、第３項で

は反対意見書を提出した場合の手続について、それぞれ規定しております。

第三者に関する情報が含まれている保有特定個人情報について、開示請求があったと

きは、当該第三者に意見の提出の機会を与えることができることとしております。特に、

人の生命、健康、生活、財産を保護するため、必要があることなどを理由として開示し

ようとするときには、義務として当該機会を与えなければならないとしております。

また、当該第三者から開示に反対する旨の意見書が提出された場合において、開示決

定をするときには、開示決定日と開示の実施日との間をあけなければならないとしてお

りますが、これは開示の実施前に当該第三者が訴訟を提起する機会を確保し、第三者の

権利、利益の保護を図るものであります。

次ページ、第21条は、保有特定個人情報の開示について、その実施の方法、開示決定

があった後の開示の実施の申し出の手続等を定めたものであります。

第１項は、保有特定個人情報が文書等が、又は写真に記録されているときや電子的記

録に記録されているときの開示の方法について定めております。

第２項は、開示の実施の申し出について定めており、保有特定個人情報の開示を受け

るものは、規則で定めるところにより求める開示の実施の方法、その他の規則で定める

事項を申し出なければならないとしております。

第３項は、開示の実施の申し出の期限を定めており、開示の実施の申し出は、開示決

定の通知があった日の翌日から起算して30日以内にしなければならないとしております。

また、ただし書きでは、申し出期限を過ぎたことにつき正当な理由があるときは、30

日経過後であっても申し出ることができることとし、開示決定に係る通知を受けたもの

の権利、保護を図ることを定めております。

なお、ただし書きに規定する正当な理由としては、病気療養中などが上げられるもの

であります。

第22条は、この制度により保障される保有特定個人情報の開示請求等の請求権を行使

する場合の費用負担について定めたものであります。

第１項は、自己の特定個人情報のコントロール権を保障するという趣旨に基づき、特

定個人情報の開示、訂正、利用停止、削除又は提供停止に要する手数料を無料とするこ

とを規定しております。

第２項は、写しの作成又は送付に要する費用を請求者の負担とすることを規定してお

ります。
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第23条は、正確で内容特定個人情報に基づいた行政処分、その他の行政行為等により、

本人が不測の権利、利益侵害を被ることを未然に防止するため、何人も開示決定に基づ

き開示を受けた保有特定個人情報について、必要な訂正を請求することができることを

定めたものであります。

第４項は、本人の権利、利益の保護の観点から、第11条と同様に代理人による代理請

求を認めることについて規定しております。

第３項は、保有特定個人情報が利用目的の範囲内で日々更新されたり、保存期間の満

了により廃棄されることがあることから、制度の安定的な運営の観点から、保有特定個

人情報の開示を受けた日から、訂正請求を行うことができる期間を90日以内と定めてお

ります。

次ページ、第24条は、保有特定個人情報の訂正請求の請求手続を定めたものでありま

す。

第１項では、訂正請求に所定の事項を記載した訂正請求書を提出しなければならない

ことについて。

第２項では、訂正請求をする本人又は代理人に、本人であることを証明する書類を提

示又は提出しなければならないことについて。

第３項では、訂正請求書に提出上の不備がある場合の補正の手続について、それぞれ

規定しております。

第25条は、訂正請求に対する実施機関の訂正義務を明らかにするものであり、訂正請

求に理由があると認めるときは、実施機関が利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保

有特定個人情報の訂正をしなければならないことを定めたものであります。

第26条は、実施機関が訂正請求に対して保有特定個人情報の訂正をする又は訂正をし

ない旨の決定をし、請求者に書面で通知しなければならないことを定めたものでありま

す。

第27条は、次ページにわたり、訂正決定等を行うべき原則的期限及び延長可能な期間

を定めたものであります。訂正決定等を行うべき期限にあっては、請求があった日の翌

日から起算して14日以内、延長可能な期間にあっては、期間満了の日の翌日から起算し

て30日以内と定め、個人情報保護条例が規定する期限及び期間と整合させたものとして

おります。

第29条は、訂正決定等に特に長期期間を要すると認めるときの訂正決定等の期限の特

例を定めたものであります。

なお、本条を適用する場合、実施機関は第19条と同様、訂正請求者に対し本条を適用

することが必要となった理由と、最終的に当該訂正決定等をする期限を書面で通知しな

ければならないこととしております。

第29条は、実施機関が訂正決定に基づく訂正の実施をした場合、必要があると認める

ときは、当該保有特定個人情報の提供先に対し、遅滞なくその旨を書面により通知する

ことを定めたものであります。

第30条は、次ページにわたり、実施機関における特定個人情報の適正な取り扱いを確

保する趣旨から、開示を受けた保有特定個人情報について、適法に取得されたものでな

いとき、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、不正に収集、保管
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されているとき、または所定の事由に該当しないにもかかわらず、利用目的以外の目的

で利用、もしくは提供されているときにおいては、何人も当該保有特定個人情報の利用

停止を請求することができることを定めたものであります。

なお、情報提供等記録は、情報提供ネットワークシステムにおいて自動保存されるも

のであり、不正な取得や利用、提供が行われることが想定される、また情報提供ネット

ワークシステムにおいて、不正な提供が行われていないかを確認するためにも情報提供

等記録を保存しておく必要がありますので、情報提供等記録については、利用停止、削

除、提供停止の対象外としております。

第２項は、第24条と同様、本人の権利、利益の保護の観点から、代理人による代理請

求を認めることについて規定しております。

第３項は、第24条の訂正請求に関する規定と同様、行政の適正かつ円滑な運営と個人

の権利、利益の保護との調和等を図る観点から、請求を行う期間を保有特定個人情報の

開示を受けた日の翌日から起算して90日以内と定めております。

第31条は、利用停止請求は、所定の事項を記載した書面により行うべきことなどを定

めるとともに、利用停止請求書に形式上の不備がある場合の補正の手続について定めた

ものであります。

なお、各項の規定内容は、訂正請求が利用停止請求となっているほか、同様の内容と

なっております。

第32条は、利用停止請求に対する実施機関の利用停止義務を明らかにするものであり、

利用停止請求により理由があると認めるときは、実施機関が当該実施機関における保有

特定個人情報の適正な取り扱いを確保するために、必要な限度で当該保有特定個人情報

の利用停止をしなければならないことを定めたものであります。

第33条は、次ページにわたり、実施機関が利用停止請求に対して利用停止をする、又

は利用停止しない旨の決定をし、請求者に書面で通知しなければならないことを定めた

ものであります。

第34条は、利用停止決定等を行うべき期限及び延長可能な期間を定めたものでありま

す。利用停止決定等を行うべき期限にあっては、請求のあった翌日から起算して14日以

内、延長可能な期間にあっては、期間満了の日の翌日から起算して30日以内と定め、個

人情報保護条例が規定する期限及び期間と整合させたものとしております。

第35条は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときの利用停止決定等の期

限の特例を定めたものであります。

なお、本条を適用する場合、実施機関は第19条及び第28条と同様、利用停止請求者に

対し本条を適用することが必要となった理由と、最終的に当該利用停止決定等をする期

限を書面で通知しなければならないこととしております。

第36条は、次ページにわたり、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に対する

不服申立てについて、個人情報保護審査会に諮問すること、不服申立てを受けた実施機

関に義務づけたものであります。

第１項では、審査会に諮問する必要がない場合として、第１号から第４号までに該当

する場合、諮問義務の例外として掲げております。第１号は、行政不服審査法、第40条

第１項又は第47条第１項に基づき却下する場合を意味し、審査会意見を聞くまでなく客



- 145 -

観的に判断できるものであるため、諮問を要しないこととしたものであります。第２号

から第４号までは、不服申立人の主張を全面的に認めるものであり、審査会に諮問する

必要がないため、諮問義務の例外としたものであります。

なお、第３号の訂正請求及び第４号の利用停止請求については、第三者意見聴取制度

を設けていないことから、第２号ただし書きに相当する規定は設けておりません。

また、第２項では、不服申立てに対する決定を行うに当たっては、審査会の答申を尊

重することを定めております。

第37条は、審査会に諮問した旨を不服申立人等の関係者に通知することを諮問の実施

機関に義務づけたものであります。

審査会における調査審議の手続においては、不服申立人等に審査会に対する口頭によ

る意見陳述の求めや意見書提出の機会等が与えられており、不服申立人等がこれらの権

利を行使できるよう、審査会における調査、審議が始まったことを知らせる必要がある

ため、本条でその通知の義務を規定したものであります。

第38条は、第三者に関する情報が記録されている特定個人情報の開示決定等に対する

不服申立てについて、第三者からの不服申立てを却下もしくは棄却する場合、又は第三

者の意に反して開示するという旨の決定を行う場合に、当該第三者に訴訟提供の機会を

確保するため、第20条第３項と同様に開示を実施する日までに14日以上の期間を置かな

ければならないこととするとともに、決定後、直ちに第三者に決定をした旨、その理由

及び開示を実施する日を書面により通知しなければならないとするものであります。

第39条は、次ページにわたり、特定個人情報の安全かつ適正な取り扱いを図るため、

特定個人情報の取り扱いに関する重要事項について、実施機関から厚岸町個人情報保護

審議会に諮問することができることを定めたものであります。

第40条は、他の制度との調整、適用除外するものを定めております。

第１項は、保有特定個人情報の訂正又は利用停止について、厚岸町の情報公開条例及

び個人情報保護条例を除き、他の法令等に定めがあるときは、本条例の規定にかかわら

ず当該法令等の定めによることを規定しております。

第２項は、特定個人情報は、個人情報の一種であるため、本条例と個人情報保護条例

のいずれの規定にも適用されることとなることから、本項の規定により、特定個人情報

の取り扱いと保有特定個人情報の開示、訂正及び利用停止については、本条例の規定に

よるものとし、個人情報保護条例の規定が及ばないようにするものであります。

第３項は、刑の執行等に係る特定個人情報について、第11条から前条までの規定の適

用除外とすることを定めたものであります。

第41条は、本条例の円滑な運用確保をする観点から、実施機関が開示請求、適正請求

又は利用停止請求をしようとするものの、利便を考慮した措置を講ずることを定めたも

のであり、実施機関に対し開示請求等をしようとする者が、容易かつ的確に開示請求等

をすることができるよう適切な措置を講ずべきことを規定しております。

第42条は、実施機関における特定個人情報の取り扱いに関する各種の苦情について、

実施機関が、その適切かつ迅速な処理に努めなければならないことを定めたものであり

ます。

第43条は、町長が、毎年度、実施機関から本条例の運用状況を取りまとめて公表する
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ことを定めたものであります。

第44条は、この条例の施行に関して、必要な事項を規則で定めることを定めたもので

あります。規則で定める必要な事項については、特定個人情報の開示請求、開示決定等

に必要な諸様式及び実施方法等でございます。

附則であります。

第１項は、この条例の施行期日を定めたもので、番号法の基本的な施行日と同日の平

成27年10月５日からとするものであります。

第２項は、次ページにわたり、厚岸町個人情報保護条例の一部改正で、この特定個人

情報保護条例の施行に伴う所要の改正であります。

最後に、参考資料でお配りしております厚岸町特定個人情報保護条例における法令根

拠規定と厚岸町裁量規定に関する区分表についてご説明をさせていただきます。

この資料につきましては、さきの議員協議会で求められた資料でございます。

まず、厚岸町の裁量による規定は、１条から44条までの本則において、第１条、第２

条第１号、第22条第２項、第39条、第44条であります。ただし、このうち第１条につい

ては番号法第５条、地方公共団体の責務及び第31条、地方公共団体等が保有する特定個

人情報の保護の規定やその趣旨を踏まえて定めたものであり、また第２条第１号につい

ては、全ての実施機関において特定個人情報を取り扱うことにはならないものと考えま

すが、本条例には番号法において原則禁止とする特定個人情報の利用や提供に制限を加

える規定があるため、厚岸町個人情報保護条例と同様に、町の全ての機関を実施機関と

して定めたものであります。

一方、法令を根拠する規定は、これ以外の規定ということになりますが、このうち第

３条については番号法第20条において、第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、

特定個人情報の収集、保管を一時的に禁止することとしていることから、本条例におい

ても実施機関による特定個人情報の収集、保管を制限するため、同様の規定を設けるも

のであり、また第10条については、番号法第19条において同各号のいずれかに該当する

場合を除き、特定個人情報の提供を一律に禁止することとしていることから、本条例に

おいても実施機関による特定個人情報の提供を制限するため、同様の規定を設けたもの

であります。

さらに、その他の規定についても法令を根拠とする規定としておりますが、これらは

番号法第31条の規定の趣旨を踏まえ、同法第29条の規定により又は読みかえて適用され

ることとなる行政機関、個人情報保護法の各規定に準じて同様の規定を設けたものであ

りますので、ご理解いただきたいと存じます。

以上、説明に時間を割いてしましたが、ご審議の上、ご承認いただきますようよろし

くお願いをいたします。

●議長（佐藤議員） お諮りいたします。

議案第69号の審査につきましては、議長を除く12人の委員をもって構成する条例審査

特別委員会を設置し、これに付託し、直ちに審査することにしたいと思いますが、ご異

議ありませんか。



- 147 -

（「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、議案第69号の審査につきましては、議長を除く12人の委員をもって構成する

条例審査特別委員会を設置し、これに付託し、直ちに審査することに決定しました。

休憩します。

午後４時44分休憩

午後４時44分再開

●議長（佐藤議員） 本会議を再開いたします。

●議長（佐藤議員） 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、本日の本会議はこの程度にとどめ、あすに延会いたします。

午後４時44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。

平成２７年９月１６日

厚岸町議会

議 長

署名議員

署名議員


