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厚岸町議会 第２回定例会

平成29年６月29日

午前10時00分開会

●議長（佐藤議員） おはようございます。

ただいまから、平成29年厚岸町議会第２回定例会を続会いたします。

●議長（佐藤議員） 直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

●議長（佐藤議員） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、厚岸町議会会議規則第118条の規定により、３番、堀議員、４番、

石澤議員を指名いたします。

●議長（佐藤議員） 日程第２、昨日に引き続き、一般質問を行います。

はじめに、６番、室﨑議員の一般質問を行います。

６番、室﨑議員。

●室﨑議員 さきに提出いたしました、一般質問通告書に従い一般質問を行います。

まず一番目は、学校司書についてであります。

学校司書の役割と設置の効果について、お伺いします。２番目として、厚岸町での必

要性と今後の展望、それについてお伺いいたします。

２問目は、厚岸町の行う発注についてであります。厚岸町の行う発注はどのような方

法でその公正が担保されているのか。その仕組みについてお聞かせいただきたい。

３問目は、アスベストについてであります。

最近全国で公営住宅等にアスベストが使用されていたという報道がなされております。

厚岸町ではどうなのでしょうか。それから、その検査はいつどのような方法で行われた

かどうか。それから３番として、町民への周知の必要性があるのではないか。この３点

についてお伺いをいたします。

それでは、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） おはようございます。

６番、室﨑議員のご質問については、３点となっておりますが、私からは２点目の町

の行う発注についてと３点目のアスベストについてのご質問にお答えをいたします。

はじめに町の行う発注について。
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厚岸町の行う発注は、どのような方法でその公正が保たれているのかについてであり

ますが、地方自治法第234条第１項では、売買、賃借、請負その他の契約は、一般競争入

札、指名競争入札、随意契約または競り売りの方法と規定されておりますが、特別な事

情がない限り、工事業務及び物品などの購入は、現在厚岸町では主に指名競争入札と随

意契約により行っているところであります。

指名競争入札の業者選考につきましては、町が設置する厚岸町競争入札委員会におい

て、建設工事等競争入札参加資格者名簿に登録されている者であるとともに、経営内容、

法的適正、技術的適正、地理的適正、義務的適正などを満たしている者、かつ地元業者

の育成に努めることとし、５社以上の指名を原則とする規定などに基づき、業者選考が

できているところであり、指名競争入札においては公正な発注が担保されていると考え

ております。

なお、厚岸町財務規則第136条の規定に基づき、随意契約によることができる場合など

で少額な物品や消耗品などの購入については、原則として二人以上の者から見積もり徴

取しなければならないと規定されており、業者選考に当たっての細かな基準を設けてい

ないことから、これまでの取引実績などに重点を置き、各課による業者選考を含めた発

注手続が行われている状況にありますが、今後より多くの方の受注機会に配慮する必要

があると考えております。

続いて、３点目のアスベストについてのうち、全国で公営住宅等にアスベストが使用

されていたといった報道がされている。町ではどうかについてでありますが、町では平

成17年に公共施設で吹きつけるアスベストの使用疑いがある17施設を調査した結果、次

の４施設に吹きつけアスベストがあることが分かりました。一つ目の施設は奔渡団地の

昭和62年建てのうち１戸で、居間、天井に吹きつけアスベストが検出されましたが、ア

スベスト含有率も基準値未満であることから、健康への問題はないと判断しております。

二つ目の施設は生活改善センターで、大研修室天井裏に吹きつけアスベストが検出され、

囲い込みされている状況にありますが、年２回の浮遊調査を継続実施しているところで

あり、調査の結果、アスベスト浮遊はありません。三つ目の施設は浄水場で、地下ポン

プ室天井に吹きつけアスベストが検出されましたが、平成19年に除去しております。四

つ目の施設は、尾幌小中学校の渡り廊下などから吹きつけアスベストが検出されました

ので、渡り廊下は平成17年に除去、そのほかに検出された体育館ステージ、更衣室、放

送室、器具庫については二重に囲い込みする工事を完了しております。

また平成28年には、公共施設19施設の保温材、耐火被覆材、煙突用断熱材の劣化、破

損状況を調査した結果、次の二つの煙突用断熱材に劣化、損傷を発見しております。一

つ目は厚岸消防署の煙突でありますが、主に冬期間に車両などの洗浄に使うお湯を確保

するためのものであることと、近く庁舎移転も予定されていることから、現状はボイラー

の使用を中止し、今後も使用の予定はありません。二つ目は高知小中学校の校舎の煙突

でありますが、日常的に児童生徒が使用する施設であることから早急な対策が必要と考

え、成分調査と浮遊調査を先行して実施したところ、アスベスト含有がないことが確認

されております。

なお、平成28年に調査を実施した施設のうち、現状では健康への影響が強く疑われる

劣化、損傷のなかった施設についても、10月ごろには成分調査などの実施を検討して、
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今後の管理方法を決めていく予定であります。

次に、検査はいつ、どのような方法で行われたのかについてでありますが、平成17年

の吹きつけアスベスト調査については、アスベストの使用の有無を目視及び設計図書等

により設定した施設について、コンサルタント会社による成分調査を実施したものであ

ります。

また、平成28年の保温材、耐火被覆材、煙突用断熱材の調査については、水道管など

に取りつける保温材、耐火被覆材は各課によって目視で、劣化、損傷の状況を確認し、

煙突用断熱材については設計図書をもとにしたコンサルタント会社による目視調査を実

施したものであります。

なお、町営住宅については、入居の見込みのない老朽化した空室の町営住宅や煙突に

素焼きの土管を使用した煙突用断熱材にアスベストを使用していないことが明らかな町

営住宅の調査を行ってはおりません。

次に、町民への周知の必要性についてでありますが、平成17年10月の広報あっけしに

おいて、アスベストの使用疑いのある公共施設と町の対策について周知しておりますが、

アスベストがあることが判明した４施設のその後の状況については周知しておりません。

また平成29年１月までには、道から提供されたマニュアルが民間でも活用できるもの

となっていることから、不特定多数の人が利用しボイラー設備を備えていると思われる

関係者の団体機関となる厚岸建設業協会、厚岸漁業協同組合、厚岸町商工会ほか、３機

関に対して、それらの団体の施設管理業務及び施設管理点検の参考にしていただくよう

お願いしたところであります。

町としても、今後の公営施設の管理のためアスベストの成分調査は必要と考えており、

次の町議会定例会に補正予算案を上程し、成分調査などを行い、その結果をもって公表

の検討をしてまいりますので、ご理解願います。

なお、１点目の学校司書についてのご質問は、教育長から答弁があります。

以上でございます。

●議長（佐藤議員） 教育長。

●教育長（酒井教育長） 私からは、学校司書についてのご質問にお答えいたします。

１点目の、学校司書の役割と設置の効果についてでありますが、学校司書は学校図書

館で蔵書の整理や運営に当たる職員で、学校図書館法第６条では、学校には司書教諭の

ほか学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童または生徒及び教員による学校図書

館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員を置くよう

努めなければならないとされております。

具体的な役割といたしましては、１点目として、教師の授業づくりの助言や資料の提

供、司書教諭との連携。２点目として、児童生徒が利用しやすく親しみやすい配架と表

示方法の工夫。３点目として、児童生徒のニーズに応じた読書相談や調べ学習への支援

と貸し出し。４点目として、図書資料を活用した学習支援、読み聞かせの実施などの学

習支援。５点目として、学校図書館便りなどの情報発信。６点目として、公立図書館や

ボランティア団体との連携などがあります。
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また、これからは学校図書館の専門の職員として、児童生徒に対して、主体的・対話

的で深い学び、いわゆるアクティブ・ラーニングの視点からの学びを効果的に進めてい

く重要な役割もあります。

学校司書の設置の効果についてですが、現在、学校図書館に学校司書を配置している

自治体からは、有効性が数多く報告されております。例といたしましては、１点目とし

て、学校司書が常に学校図書館にいるため、児童生徒が学校図書館に通うことが日常化

し、落ちついて読書をする児童生徒がふえ、図書の貸し出し冊数も飛躍的に伸びた。２

点目として、学校図書館を授業で利用するケース、また図書を調べ学習に活用する教科

と時間がふえた。３点目として、学校司書のアドバイスによって、自分で選書し自主的

に調べ学習を進め本を活用するようになり、調べる力が備わった。４点目として、学校

司書が本の紹介やブックトーク、配架の工夫など、読書への興味を高める取り組みを行っ

たことにより、さまざまなジャンルの本を読むようになり、読書の幅が広がった。５点

目として、学校司書の助言により、児童生徒で組織する図書委員会の活動が活発になっ

たなどが報告されております。

次に２点目の厚岸町での必要性と展望についてでありますが、教育委員会では学校教

育の充実のため、確かな学力・豊かな心・健康な体をバランスよく育み、児童生徒がみ

ずからの夢や希望を実現する学校づくりを基本方針として施策を取り進めております。

確かな学力の取り組みの成果として、文部科学省が実施している全国学力・学習状況

調査や厚岸町独自で実施している学力調査の結果において、国語、算数、数学の基本を

問う問題の正答率は着実に成果があらわれております。反面、読解力や表現力に課題が

あることが浮かび上がっております。読解力や表現力は漢字の習得などとは違い反復学

習で身につくものではなく、ふだんからの読書量や読書活動が必要と言われております。

平成28年度に情報館が策定した第２次厚岸町子ども読書活動推進計画におけるアンケー

ト調査においても、学校では読書をしないという回答が平成23年の前回調査から児童生

徒合わせて12ポイント増加しており、読書時間が減少傾向にあります。この課題解決の

ために、児童生徒が学習の場、触れ合いの場として多くの時間を過ごす学校にある学校

図書館の利活用を促進するため、本に親しみ興味を持たせる役割を担い、また学習支援

をする学校司書の配置は有効な方策と考えております。

現在公立の小学校及び中学校での学校司書の配置状況は、平成28年４月１日現在で全

国平均では小学校が59.3％、中学校が57.3％となっており、北海道では年々上昇してい

るものの小学校が14.2％、中学校が14.9％と全国に比べて配置が進んでいない状況となっ

ております。

厚岸町において、学校図書の活用化のために学校司書の配置の必要性は高いものと考

えておりますが、より有効性のあるものとするため、学校司書の配置だけではなく学校

図書館の電算化を進め、情報館や他の学校の蔵書の情報を共有し、効率的・効果的に相

互利用する体制を確立することが必要と考えております。

学校司書は、全国的には配置する学校が年々増加しており、その有効性は数多く報告

されていることから、教育委員会といたしましては、学校司書の配置について検討を進

めているところでございます。

以上でございます。
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●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●室﨑議員 まず学校司書についてお聞きしますが、学校図書館法の第１条に、学校図書

館を置かなければならないという規定がありますね。何で学校図書館必要なのですか。

●議長（佐藤議員） 指導室長。

●教委指導室長（山田室長） 学校図書館、こちらは子供たちの豊かな人間形成にかかわ

る必要な施設として設けられております。その際、この学校図書館に求められる役割と

して読書センターとしての機能、さらには学習センターとしての機能、そして最近多く

なってまいりました情報センターとしての機能、こちらの機能を学校図書館に求められ

てきているところがあります。そして、さらに最近これも多くなってまいりました不登

校児童・生徒等が学校図書館を心の居場所として利用される、そういうケースがふえて

おります。これまで保健室がその機能をすることが多かったわけですが、最近はこの図

書館に通う児童生徒もふえているところがあります。

いずれにしても、学校図書館、これは日本における小学校、中学校において必要なも

のとして位置づけられているところであります。

以上です。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●室﨑議員 今のは学校図書館に求められる機能の話ですね。私はもうちょっと根本的な

ところから話をしたいのですが、町長は行政執行方針の中で、子育て支援、子育て支援

と言ってしまうとちょっと狭まるかもしれませんが、町をあげて子供たちを健全に育成

していくということは最も重要な課題の一つだ、そのようにおっしゃってます。私も同

感です。で、それを今、教育委員会所管の学校教育の中でいえば、その何と言いました、

アクティブ・ラーニングとかって言いましたよね。今そういうことも文科省言ってます

ね。要するに子供たちが主体的にものを考えて、自分の目、自分の頭でものを判断する

力を養うということが第一ですよね。全国学力調査とかいろいろありますが、そこで一

等をとるためにやっているわけじゃないんですよね。ただ、そういうものの指標として

は、それが指標となっていろいろ出てくる、それはそのとおりです。で、そういう意味

でいいますと、この学校図書館に求められる機能というのは今お話がありました。それ

で、どうなんでしょう。厚岸町における学校図書館というのは、その機能を十分に果た

していますか。

●議長（佐藤議員） 指導室長。

●教委指導室長（山田室長） 現在、厚岸町内には小中併置校を含めて７校ございます。

その７校全てにおいて、学校図書館または校舎の構造上学校図書室となっているところ
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もございます。それらの図書館、図書室の利用状況については、児童生徒それぞれが毎

日利用できる状況にはあります。ただし、この学校図書館、図書室をいわゆる大人の目

で管理する。学校ではこの業務に一般的には司書教諭の資格を持った先生方が携わって

いるケースが多いわけです。ただし、この司書教諭については、兼務発令になっており

ますので、専任でこの図書館業務、図書室業務にかかわれられる先生がいない状況です。

先般、町内の小中学校に確認をしたところ、児童生徒が図書室を利用する際への対応

として、この司書教諭または担当の先生方がかかわられる内容については主に図書の貸

し出し、返却業務のサポート、そして図書の紹介、さらには読書の啓発等の活動を児童

生徒の図書委員会活動の中で行われているという状況であり、またそれに費やす時間と

いうのが１週間当たり延べにして１時間弱という現状があるということが把握されてお

ります。この部分においては、学校図書館を有効に利用するという部分においては、若

干弱いところがあるかなというところを感じているところがあります。

以上です。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●室﨑議員 先ほど学校図書館の機能ということの説明のときには、読書センターである、

学習センターである、情報センターである、しかも不登校児、完全な不登校児では学校

に行きませんけれども、そういう、何ていうのですかね、境目に近くなっているような、

教室まで出れないような子供たちにとってはオアシスである。そういう話ししているの

ですよ。だけど今聞いていると、司書教諭ではとてもそんなことはできませんわね。

結局、学校図書館がその機能を十分に果たしていないわけでしょう。これにはいろい

ろな理由があると思う。まずは、資料の充実という点からいって、これは今ここで言っ

てもしようがないのだけれども、文科省予算が非常に少ないですから、資料の充実とい

う点からいうと非常に貧相である。それから、人材配置、今司書教諭とおっしゃったけ

れども、司書教諭は12学級以上の学校ですか。厚岸町で何校あるのですか。１校か２校

でしょう。ほかにないのですよ。そのいる司書教諭が実際に司書教諭としての仕事を、

その学級図書委員会に出るという程度のものでも、週に１時間しかできないのですよ。

そりゃそうですよ、兼務発令ですから。そういう中で人材の配置というのをきちんと行

われなければ、機能発揮できませんよね。

それともう一つは、この人材配置と裏腹ですが、学校全体として活用するための機構

というものが明確に位置づけられていない。そういうようなことを、例えば図書館との、

学校図書館同士の連携、公立図書館との連携、あるいは図書館が十分機能を果たしてい

るかという外部評価の機構があるか。そういうものがもう既に文科省では、これからの

学校図書館の整備充実についてというのは、平成28年の10月に報告書が出てますよ。今

おっしゃっているのも大体ここらをなぞっていると思うのだけどね。

非常に、必要なんですかというと必要だ、必要だと、大変効果があるんだと言われて

いる割には話は前に進んでいないと。いかがですか。

●議長（佐藤議員） 教育長。
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●教育長（酒井教育長） おっしゃるとおり、学校図書館あるいは図書館司書が果たす役

割の重要性という部分については、私どもも、または学校も含めてその部分は理解はし

ているところでございますが、じゃ、それが進んでいるのかというお尋ねですが、率直

に申し上げまして、重要度は理解はしているけれども、なかなか本来目指すべき学校図

書館の機能が、機能のところに学校が労力を費やして、そこのところの充実・活性化を

図るというところまでには至っていないというのが現状であると言わざるを得ないと回

答させていただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●室﨑議員 それからね、ちょっと視点を変えて言いますが、今、情報化社会というか、

いろいろな電子機器に、大人も多分にそうだとは言われますが、子供たちが振り回され

ているのですよね。私はそういうものいじれないから詳しくはないけれども、例えばス

マートフォンだとか、あるいはいろいろなやりとりをするＳＮＳというのですか、そう

いうものの利用だとかによって、睡眠時間まで冒されているという結果が、これは一人

厚岸町の問題じゃなくて全国的にそうですね。で、そのときに生活の規律、それからそ

ういうものに少しでも振り回されないで、自立した生活を送っていくことが可能になっ

ている子供あるいは地域、そこでは読書量と比例しているのですね。これはいろいろな

調査で出てます。

それから、先ほどちょっと否定的な言い方をちょっとし過ぎたのですけれども、全国

学力調査というのが行われてますね。そこで子供たちの学力の高い、低いいろいろある

のです。今ここで説明があったときには、科目によってありましたけれども、大ざっぱ

にいうと、これもどの程度本に親しんでるかということが相当程度比例してくるという

ふうに言われております。としますと、現代の教育上の一番大きな問題、喫緊の問題と

して、今言われている電子機器に振り回されている子供たちの生活実態に対する対応、

即効性のあるものはいろいろあると思います。対症療法はあると思います。根本的な一

つとして、非常に遠回りのようで効果があるのは、本に親しむ、本の魅力、読書の魅力

を子供たちに伝える、これが非常に大きいと言われています。

そういう点で、やはり学校図書館を充実させ、そこには学校図書館、いわゆる図書館

の先生を置いて、子供たちが読書というものを日常的なものとして取り込むことのでき

る体制をつくるということは、これは町長が重要課題として挙げている子供たちの健全

な育成と、それから教育長は教育行政執行方針の中で、重点的課題として子供たちの自

らの頭で考える自立性のある学びというものを挙げてますよね。そういう意味で非常に

これは大事なものでないかと、そのように思うのですが、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 教育長。

●教育長（酒井教育長） 議員のおっしゃるとおりでございまして、この厚岸町における

学校司書の必要性という観点からちょっと答弁をさせていただきたいと思います。
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厚岸町の学校教育の充実を図るために、教育委員会といたしましては、学校、家庭、

地域、関係機関が連携してそれぞれの役割を果たしながら、そして連携しながら町全体

で子供を育てるということをうたっております。

具体的に三本の矢をちょっと例にさせていただいて、ご説明申し上げます。

一本目の矢は家庭教育に対する支援のかかわりの部分、先ほど議員もおっしゃったと

おりでございますが、厚岸町では情報端末にかかわっての、情報端末の使い方について

家庭のルールづくりを進めております。現在も進めているところであります。これが一

本目の矢、つまり子供たちの生活習慣の部分に光を当てた矢でございます。

二本目の矢でございます。地域、関係機関が連携するというところでございますが、

教育行政執行方針でもお示しをさせていただきましたが、今、コミュニティ・スクール

の導入に向けて検討を進めております。実は、このコミュニティ・スクールを導入する

ことによって、委員先ほどおっしゃいました学校内の組織を見直す、あるいは学校内の

例えば図書館の機能も含めて評価を行う、そういったところからこの学校の活性化、も

ちろん地域の活性化も含めてですね、子供たちを育てるという意味で、そういう環境づ

くりを進めてまいりたい。

そして三本目の矢が学校に向けた矢なのでございますが、その中で学校司書を配置す

ることによって、子供が変わり先生が変わり学校全体が変わったという先進事例がたく

さん全国から上がっております。そういう意味では、三本目の矢として学校図書館の充

実、そのための学校司書の配置ということについて、今、検討を進めているところでご

ざいます。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●室﨑議員 時間があんまりないので、答弁は端的にお願いします。

文科省は、これ文科省のホームページの中に出てくるのですが、学校図書館について

いろいろホームページで書いてますね。その中で、平成24年から学校司書を配置するた

めの経費として、年間150億円の地方財政措置を行っていると書いてます。で、もうちょっ

と詳しく見てみたら、それは地方交付税に入れてますよ、基準財政需要額の項目として

挙げてますと言っているのですね。基準財政需要額としてこの項目は厚岸町には額面で

どのぐらい来ているのですか。

●議長（佐藤議員） 管理課長。

●教委管理課長（高橋課長） 現在、教育委員会でつかまえている部分、平成28年度の額

でご説明いたします。

小学校でいきますと、小学校は28年度床潭がありましたので５校分で183万8,000円、

中学校は４校で146万2,000円と把握しております。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。
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●室﨑議員 私は財政はあんまり詳しくないのですけれども、この地方交付税というのは

一般財源ですから、地方交付税の需要額の項目で来てたからといって、即その施策をし

なければならないというものではないのは理解してるつもりです。ただ、それからこの

全部合わせて三百何万というものが満額来るわけではないと、いろいろな計算式があり

ますからね。それも理解しているつもりです。その上で申し上げるのだけれども、基準

財政需要額の項目として計算されてこれだけのものが来てるということは、この事業を

行うとすれば、財源がどこであろうと、この程度の額でできる事業だということの指標

にはなりますね。何億もかかるようなものじゃないんだ。そうすると、町長はいつも言

うのですよ、施策全部を行うだけの金があるわけじゃない、これはいつでも行政そうで

す、行政需要のほうがはるかに大きいですから。その中で重要なものに配分していく。

予算というか、それはね。どうしても重要度の落ちるものは後回しにならざるを得ない、

これを分かってもらいたいとおっしゃいます。そのとおりですよ。今まで、行政需要を

全部賄って、なおかつお金が余ったなんてことは、それこそ神武以来あるわけないので

すから。

それで、今の話を聞いていると、どうも解せない。最重要課題、最重要課題といわれ

る幾つかの課題の中の一つですということまでおっしゃってる。重要だということは言っ

ている。だけれども、厚岸町の財政事情としては到底賄うことのできないような多額の

出費を伴うものだということでもない。それで実現しない。となれば、重要なものをほっ

ぽらかしているのかということになりませんか。検討している、検討していると言うの

だけれども、小田原評定繰り返しているのでは、話は前に進みませんよ。その間に子供

たちはどんどん大きくなっていく。いかがですか。

●議長（佐藤議員） 教育長。

●教育長（酒井教育長） 今後に向けた展望ということで、お答えをさせていただきたい

と思います。

学校司書の配置と活用につきましては、もちろん大切な町の浄財を必要とするわけで

ございます。国の、この後国の施策や先進事例を参考にしながら、または教育大綱との

関連や町の教育行政全体における重要度、そういったものを総合的な見地からまずは教

育委員会議で検討を重ね、さらには総合教育会議の中で協議を重ねてまいりたいという

ふうに思っております。

●議長（佐藤議員） ６番室﨑議員。

●室﨑議員 要するに展望は示せないと。きのうも一昨日も同じことを言っている。そう

いうことですね。それでこれ以上聞いても出ないでしょうから、次に行きます。

次に、アスベストについてお聞きします。

住宅のアスベストの問題は、アスベスト被害者の会とかそういうところでは大分前か

ら取り上げておったのですが、世間には注目されていませんでした。６月12日にＮＨＫ

がこれを特集番組で挙げまして、一気に世の注目をそばだたせることになりました。特
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に環境大臣が６月16日にこの問題を的確に記者会見で言ってますね。それは、日常暮ら

している住宅にアスベストが使われていると、一応の飛散しないような方法をとってい

たとしても、経年劣化によって飛散する可能性が非常にある。そして、何というのです

か、このアスベストの濃度というのですかね、１リットル中に何本というような言い方

をするようですが、それがごくわずかであっても、住宅というのは生まれたての赤ん坊

から子供から年寄りまで日常暮らしているわけですね。そうすると、万が一、このアス

ベストが飛散していた場合には、365日暴露されるわけです。暴露というのはさらされる

わけです。

それで、このアスベストに関しては、そのような形で暴露されたものが、特にアスベ

スト特有のがんと言われている中皮腫、これは心臓を覆う心膜、それから肺臓を覆う胸

膜、それから消化器を覆う腹膜ですね。そういうところにできる非常に珍しいがんなの

です、がん全体では0.8％と言われてますが。これは発症した場合の死に至るまでの時間

が非常に短いこと、それからこの頃いろいろな医学の進歩でもって、治療法も出てきて

いるようですけれども、非常に恐ろしいガンだと言われております。それが暴露してか

ら大体20年から40年たって発症するのだそうです。ということで、この住宅に使われて

いるアスベストの問題について、今まで経年劣化による飛散ということは余り問題にし

てこなかったのだけれども、ここで問題になったわけですね。今の答弁を聞いてますと、

そういう問題意識は余り感じないのですがね。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） 私ども今回の答弁に当たっては、建設課を中心に内部、課内で

十分に話し合った経過がございます。

その中で、これまで行政で行ってきたものについては、公共施設、それから過去平成17

年ころは自動車メーカーとか、あるいは造船所であるだとか、そういった部分の注意喚

起等はあるのですけれども、具体的に個々の住宅ということですか、公営住宅ではない

民家といいますか、そこら辺までの検討については、このたびご質問が公営住宅等とい

うご質問いただいた関係で、そこまでご答弁できる準備はできてなかったというところ

でございます。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●室﨑議員 私は民家の話をしているのではないのですよ。住宅というふうに今言ってま

す。公営住宅等というのは、公営住宅以外にも公共のものありますから、そういうこと

で言っておいただけです。民家についてまで、町が責任持って調査せよというところは、

これから言うかもしれないけれどもまだ言っておりません。ちょっと待ってください。

それで、住宅にアスベストを使用した時期というのは非常に長いのですよ。昭和31年

から平成18年までなのですね。その間の、もう既に取り壊してしまっている公営住宅に

ついても、アスベストは全く使用されていなかったのか。それから、奔渡公住にアスベ

ストが使用されていることが分かりましたけれども、濃度は非常に薄いので問題ありま
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せんと言っているのですけれども、これは今回の問題でＮＨＫが取材をした各官庁が法

律上の基準を満たしているから何ともないというような言い方を随分したようですが、

今回の問題提起はそういうことではないのですね。たとえ濃度が薄くても四六時中、一

年中、暴露されている場合には、危険なしとは言えないのだということなのです。そう

いう調査がなされているかどうか。

それからもう一つは、これが国土交通省、そこが自治体に対して今回の動きになって

からですよ、公営住宅を管理する自治体に対して、住民への情報提供をするようにとい

う通知を出した。これが６月16日の報道なのですが、そういうもの厚岸町に来てますか。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課町（松見課長） まず後段の厚岸町への住民への周知についての文書については、

現在のところ到着していないところでございます。

なお、この調査でございますけれども、私ども答弁の中では公営住宅については奔渡

団地というのは実は、済みません、ちょっと主語が抜けておりまして、公営住宅の奔渡

団地ということで、奔渡団地にある公営住宅という意味でありまして、そこの調査につ

いては、吹きつけアスベストを十分に調査させていただいた結果でございまして、たま

たま、たまたまはちょっと誤解が、済みません、１室において何らかの作業中に付着し

たものではないかということで、意図的にアスベストを含んだものを使っていない状況

だと推測されます。というのは、その階の全部を調べております。たまたまその１室に

おいて採取した結果、わずかではありますけれども出たということで、検査結果の表記

上、ゼロということは表記できないようなのですね。ですから、0.5未満であるだとか、

そういうような表記になったものですから、でも直ちにその部屋についてはペンキで塗っ

て、まず囲い込みをさせていただいたところでございます。17年調査した、終えた時点

で。

その後19年に、今度これはＦＩＢＥＲの単位ではないのですけれども、％のほうです

けれども、単位が厳しくなったということで、改めてもう一度検査をした。そうしたら、

それはもともとペンキを塗った、深くえぐって検査したものですから、やはりアスベス

ト成分が出た。それもごくわずかで、0.05であったということで、それはまたペンキで

塞いだのですけれども、実はその後については浮遊調査といいますか、安全だろうとい

う考えから現在までは調査は行っていない状況でございました。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●室﨑議員 吹きつけ以外には使ってないということですね。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） ちょっと端的に言いますと、私どものレベルといいますか、レ

ベル１が一番恐ろしいといいますか、吹きつけなのですけれども、暴露しやすいという
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ことですね。レベル２でいきますと、今度は今やっている煙突用断熱材、ここまではき

ちっと今進めておりまして、10月には煙突のほうもきちっと成分調査をしたいというこ

とで、残りは建材といいますか、壁だとか、軒天だとか、あるいはスレートだとか、使っ

ているおそれがあるもの、実はこの取り扱いについてどう調査すべき、あるいは調査が

可能なのかはまだ厚労省から何のマニュアル等も来てない状況であると。ただし、設計

図書等を確認すると、あるというふうに私どもは思っております。ただ、現在目視で監

視したところ、劣化、損傷はございませんので、直ちに暴露というおそれはありません

けれども、今後の経年劣化では心配な部分は残っているところでございます。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●室﨑議員 時間がないので余りできませんけれども、そういう内容をやはり町民にはき

ちっと伝えるべきだと思うのです。心配しなくていいなら心配しなくていい。あるいは

危険なしと言えないのであれば、やはり定期健診のようなものをきちんと受ける必要が

ある。

それともう一つ私が気にするのは、平成18年まで、昭和31年からこの建材やいろいろ

な形で使われているわけですね。そのときに使われて人が住んで今取り壊してなくなっ

てしまったもの、そういうものがないかどうか。そのときに暴露されて20年から30年、40

年たってから発症してくる可能性があるわけですから、これから2030年、2040年代に中

皮腫はピークを迎えるであろうと言われてます。そういうことの危険性についてもやは

り住民にはきちんと周知すべきだと、そのように思います。これはよろしくお願いした

い。

時間がないので、次の点に行きます。

今お聞きして、発注の公正ということはよく分かりました。今、私がここでもってお

聞きしているのは、不公正なものがあったとかなかったとか、その式の話ではないんで

す。仕組みとしてきちんと公正が担保されているかということです。

それで大きな入札、高額のものについては、入札委員会というものがあって、競争入

札委員会というものがあって、そこできちんと判断をしていくのだということをお聞き

しました。

もう一つだけお聞きしておきたいのは、割と少額なものについては、簡易な方法を使っ

ているわけですね、当然厚岸町もね。そのときに、聞くところによると、いわゆる見積

もり合わせというものは各課の担当に任されていると。どういう業者を呼んでどうする

か。もちろん、正式な名称は分からないのですが、俗に指名願いというのですか、町と

取り引きしたいという業者は一定時期にその申請書を出して、担当者のほうではこうい

う業種のこういうものについては、こういう業者が取り引きを希望しているということ

は知っていると思うのですがね。それが公正に行われるためには、各課に、あるいは各

係にその判断をお願いしてれば自分のところは分かるけれども、あとは見渡すことでき

ませんよね。この統括というのはどこが行っているのでしょうか。そして、どうも外形

的には偏りが強いんじゃないかというようなものがあったときに、いや、それはこうこ

うこういう理由だからこうなんですということの一応のチェック、そういうことのでき
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るものは、担当はどこなのでしょうか。これについてお聞きしておきたい。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課町（松見課長） まず１点目のアスベストに関する町民への周知、町民のご安心

をいただきたいという部分強く思っておりますので、周知については対応をさせていた

だく必要があると考えてございます。

それから、発注の関係でございますけれども、少額の見積もり合わせ、建設課契約管

財係というところがございまして、ここで指名参加、入札参加資格申請受け付けしてお

ります。ですから、当然一覧表、それから町内業者の一覧表、持っております。その中

から各課が抽出して、独自に決めていっている状況。分からないのだけれども、どういっ

た業者があるのか、具体的な相談がある場合については、建設課対応しているわけでご

ざいますけれども、それ以外については各課で決められているということですから、そ

の指名に当たっての総括的な行政の対応は、今ないということであります。各課が指名、

どういった業種の部分にどういった業者がいるのかと、具体的に聞かれたときには対応

してる現状でございます。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●室﨑議員 もう時間ないですね。時間がないので、今あんまり細かな話はいたしません。

町長の答弁の中で、今後より多くの受注機会に配慮する必要があるという言い方をし

ているのですね。私、これ、おやっと思ったのですが、そうすると今は多くの受注機会

を配慮しなければならないような現状があると、自ら認めるということになるわけです

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。

実はご質問のとおり、平成23年厚岸町中小企業振興基本条例というものを策定をいた

したわけであります。その中の第４条２項に、地元企業の優先という一項目があるわけ

でありまして、発注機会の増大に地元業者を優先しなければならないということであり

ますので、これをさらに生かしていかなければならない。そういう意味での、私の考え

方でありますので、今ご質問ありましたとおり、少額等の物品等含めた問題についても、

今後いろいろとそういう方向の中で検討していかなければならないという気持ちでござ

いますので、ご理解いただきたいと思います。その精神を生かしていかなければならな

いということでございます。

●議長（佐藤議員） よろしいですか。

以上で、室﨑議員の一般質問を終わります。

次に、４番、石澤議員の一般質問を行います。
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４番、石澤議員。

●石澤議員 さきに提出した通告書に従って質問いたします。

最初に、子育て支援についてです。

子育てについては、いろいろな場面があります。妊娠期や育児期間、その際に受ける

ことができるサービスや各種の制度もあります。これらをその場面ごとに自分で調べて

サービスを受けたり相談をしたりするのではなくて、通称ネウボラと呼ばれている一貫

して途切れることなくかかわりを持つ支援センターによって、子育て制度の充実を図る

ことはできませんか。

次に、自然災害の備えについてです。

大規模自然災害は、発生時における人的被害の救助や救援の初動体制は最も重要です。

しかし、災害発生後からもライフラインなどに深刻な問題が生じてきます。避難所、仮

設住宅の問題や復興計画の策定など、災害による二次的被害を最小にしつつ、地域の復

元力をいかに高めるのかも重要な課題です。事が起こってからではなく、迅速に対応す

るための復興計画や受援を受ける際のテンプレートも準備しておく必要があるのではな

いですか。

これで、１回目の質問を終わります。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） ４番、石澤議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の子育て支援について。子育てにはいろいろな場面があります。妊娠期や育児

期間の際などに受けることのできるサービスや各種の制度もありますが、これらをその

場面ごとに自分で調べてサービスを受けたり相談したりするのではなく、通称ネウボラ

と呼ばれている一貫して途切れることなくかかわりを持つ支援センターによって、子育

て制度の充実を図ることはできないのかについてでありますが、妊娠から出産、子育て

までの期間における切れ目のない支援として、通所ネウボラと呼ばれるフィンランドに

おける制度が近年注目されております。

ネウボラとは、フィンランド語でアドバイスする場所という意味を持ち、フィンラン

ドでは妊娠から出産、子育てまでに関する支援施設として制度化され、妊娠、出産から

就学前までの育児を担当の保健師が切れ目なく継続的に支援することが特徴となってお

ります。子育てに関する身近で気軽なワンストップの相談場所として、我が国における

支援体制の参考としても注目されているものであります。

国においては、平成29年４月１日施行の母子保健法の改正により、妊娠期から子育て

期にわたる切れ目のない支援を行う子育て世代包括支援センターの設置について新たに

規定し、市町村はこのセンターの設置に努めなければならないとされ、さらに日本１億

総活躍プランに基づき、平成32年度末までの全国展開を目指しております。

当町においては、妊娠から出産、子育てまでの期間における切れ目のない支援の必要

性については課題としてきたところであり、今年度から24時間対応可能な妊産婦、子育

て相談窓口、及び産後の母親の体調不良や育児不安に対し、宿泊または日帰りで母子と
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もに支援を受けることができる産後ケア事業を新規事業として、専門機関に業務を委託

し、既存の事業とあわせて妊産婦や養育者を支える総合的な支援体制の強化、取り組ん

でいるところであります。

今年度の取り組みにより、子育て世代包括支援センター設置の要件については、一部

を除いてほぼ対応できる内容となっておりますが、今後残っている支援プランの作成な

どの課題と当町の実情にあった内容の整理を行い、子育て制度のさらなる充実を図って

まいりたいと考えております。

続いて、２点目の自然災害への備えについてでありますが、大規模な自然災害が発生

した場合、発生時においても人命の保護は最優先に行わなければならず、また発生直後

から速やかな救助や医療活動を行う必要があると考えます。

この自然災害には、さまざまな規模や種類があり、発生するタイミングも複雑である

ため、自然災害の種類によってはライフラインへ多大な被害を与えるものが存在します。

ライフラインが被害を受けると、大小さまざまな影響が住民生活に対して生じることが

想定されます。特に自然災害は避けることが困難な災害として位置づけることができま

すが、その発生とそれによって引き起こされる危機をあらかじめ設定し、その発生を未

然に防止するための予防策を講ずることや、もしくは危機の発生を前提として、それに

よって生ずる被害を最小限とするための予防策を講じることは可能であると考えます。

また危機が発生した際に、被害を最小限に食いとどめ即座にそれに対応し、安全な状況

に回復させるために講ずる緊急の対応策や、危機が収まった段階で、二次災害や再発防

止に向けた対応策を図ることも重要であります。

現在厚岸町地域防災計画には、災害復旧に関する計画はありますが、災害によって被

災状況が異なることが想定されるため、具体的な復興に関する計画は策定しておりませ

ん。また支援を受ける体制については、厚岸町地域防災計画の災害応急計画の中で、ボ

ランティアの受け入れや自衛隊要請派遣計画などに定められております。

このようなことから、大規模自然災害に備えるため、事前防災、減災と迅速な復旧、

復興に資する施策の総合的、計画的な実施が重要であると考えることから、これを網羅

した計画の策定やマニュアル作成について、検討してまいります。

以上でございます。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 それでは、子育て支援のところから質問していきたいと思います。

厚岸町もいろいろな支援もあります。経済的なサポートもあれば、それから健診に対

するサポートもありますし、子育てに対するサポートもあります。ただ、私がこのネウ

ボラというか、健診のこの、出産、子育て、家族サポートセンターというのを立ち上げ

たらどうかという質問をしたのは、妊娠期から妊娠時のつわりがとてもつらい、それか

ら出産してからの相談、不安なときや誰かに頼りたいと思ったときに、一人であるとい

うか、家族がいてもそのことを話すことができない、そんな悩みを抱えているお母さん

たち見ますし、今、保健師さんが出産直後に１カ月の間に、そのお母さんのところに尋

ねてきて調査をしてくれるのですが、生まれてすぐのときに、母子手帳をもらったとき
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にまず一回話をしますが、生まれてすぐのときでないと、その後の保健師さんの訪問と

いうのはないのですよね。すごく、生んですぐの母親というのは体も物すごく疲れてま

すし、不安もいっぱいのところにいきなりあんまり分からないような保健師さんにぼん

と来られて、いろいろな話をされてもそれは物すごい負担になるのですよ。センターを

立ち上げていく中で考えてほしいのは、まず、専門職、その人一人にずっと健診で対話

を重ねて母親と家族をサポートするということを考えていってほしいと思うのですが、

そういうようなことを保健師さんとか、それからいろいろな意見を聞きながらまとめて

いくということは可能でしょうか。

●議長（佐藤議員）保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 母子手帳の交付のときに受け付けをしまして、そこでお話

を受けた保健師がします。その後に５カ月から６カ月、妊娠５カ月から６カ月の段階で

電話でもってその担当地区の保健師から連絡をさせていただきます。そこで、いろいろ

なお話をさせていただいた中で、心配事ですとか、そういったものの聞き取りなんかも

しますし、また、そういう相談事があった場合の対応についても連絡をいただけるよう

に話はしております。その後、出産してからということになりますけれども、基本的に

は担当地区を決めておりますので、その担当地区の保健師が一貫してその方に対応する

という形で進めております。

それから、今年度から夜24時間365日相談を受けれる体制ということで、相談機能を委

託をして実施をしているという内容でございます。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 24時間というのはこれ、あそこですよね。授産医院マタニティアイに対する

利用方法なのですけれども。この、授産マタニティアイ専門の相談、去年、今年から始

まったのでしたかしら、ですね。今年から始まったのですけれども、やっぱりそこまで

行くことのできるお母さんとか、それを、これを情報として得ることができるお母さん

て、動けることができるお母さんだったらいいのですけれども、やっぱり家族に、大体

子供産んだのに子育てが大変だとか、それから、いろいろな夜が寝れないとか、夜泣き

がするから私は大変なんですという、そういう愚痴をこぼすことができるのか、できな

いのか。そういう、できないお母さんたちのほうが多いと思うのですよ。家族が多けれ

ば多いほど、いろいろな思いがあると思うのです。それで、さっき電話で、４カ月か５カ

月ぐらいのときに電話でと言っていたのですが、電話だけだったら話せるお母さんもい

ますけれども、話せないお母さんも結構いると思うのですよ。厚岸町で大体今年で70人

くらいなのかな、生まれる、70人くらいでないかという話は聞いたのですが、とすれば、

年間ですから、そこに４カ月くらいに訪問して、そのお母さんの状況がどうであるかと

いうことを確かめることも必要だと思うのですが、その辺はどうなのですか。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。
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●保健福祉課長（阿部課長） 相談機関につきましては、行って相談をするというばかり

ではなくて、電話でも、それから今のお母さんたちはいろいろなＳＮＳを使ってる場合

もありますので、そういったものでの相談も受けれるということになっております。

それから訪問という部分でいきますと、なかなかそこは難しいのは、連絡をとって、

そして訪問をする、聞き取りを、話を聞き取る中で、心配がある、あるいは相談がある

という部分については保健師の訪問は当然します。ただ、全てに訪問をするということ

は、反対に拒否をする方もいらっしゃいます。やっぱり来てほしいという方もいれば、

来てほしくないという方もいますので、そこはまず電話でもってそういう相談を受ける

中で、必要に応じて訪問をするというような体制で進めているところでございます。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 そうしたら、介護制度の場合はケアプランて立てますよね、介護するための。

この出産と子育ての場合は、その時期、時期でケアプランというのを立てるということ

は考えてないですか。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 全ての方にそういう対応のプランというものを立てている

わけでは、今の現在はありません。心配な部分がある方に対してその保健師、保健師も

担当地区の保健師だけではなくて係の中で、そういった心配の方に対しての対応方法に

ついては、そういうプラン的なものを今もつくって、そして対応しているという状況で

ございます。

ただ、今、先ほど町長の答弁にもございましたけれども、32年までに子育て世代包括

支援センターを設置をしてくださいという国の方針。その中で、要件がいろいろござい

ます。その要件の中には、支援プランというものを作成をしなさいというものもありま

す。これがどういうものなのか、全ての方にそういうプランをつくって対応するという

ことなのか、それからどういった内容のものなのかというのも、今の段階ではまだ見え

ておりません。そういう、についてはこれからいろいろ出てくると思いますので、そう

いったものも情報を収集した上で、厚岸町にあった対応方法について検討をしていきた

いと考えているところでございます。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 分かりました。

浦安市、もう既にもうやっているところがあるのですが、そこでは全ての父母、母子

対象に、まず全員のケアプランを４カ月のときに１回、それから生まれてから、出産前

の４カ月に１回、それから出産してから１回、それから就学する前に１回と、全ての子

供に対してのケアプランを立ててます。それはなぜかというと、一番最初に広く広げる
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ことによって、ちょっとしたことでも対象的な支援、対話的な支援を繰り返すことで、

隠れている部分、これ何であそこの家族でこんなことが起きるのだろうなというような

事件も実際起きてますよね。あんなすばらしい家族なのに、でもそれは見えない部分で

す。でもそこで対話をしながら、保健師とか、それから対象、ケアマネとなるのかな。

その人たちが対話をしながら、その中の家族の問題とかも含めて、パートナーとか家族

構成も含めてケアプランをつくっていくことによって、そういういろいろな事故も防げ

ると思うし、それから発達障害とかそういうものを早く、早い時点で小さいときからそ

の支援をしていくことが可能になると思うのですよ。

それで、浦安市などではそういうふうにして３回、就学前までに３回のケアプランを

立てる。先ほど言ったように、来ないでほしいという人もいれば、来ないお母さんもい

るんですって。それで、そういう人たちに対応するのに、子育てグッズみたいなものを

育児パッケージというのを、産まれたお母さん全員にプレゼントするそうなのです。入っ

ているのは、ベビー服、帽子、靴下、ほ乳瓶、爪切り、ブラシ、おむつとか、いろいろ50

点が入っているのですが、産んだばっかりの最初の妊婦さんは何を必要か分からないの

ですよね。そういうのを含めて、そういうのを一つのパッケージにして、４週目、産ま

れるときかな、産まれるときにプレゼントをするということで、支援をするということ

で、そういうパッケージをつくって全員のお母さんに来てもらうという取り組みをして

ます。

ですから、やっぱり広く全員が対象になるようなケアプランというか、そういう支援

の仕方を考えていかないと、けさニュースで、ラジオのニュースで聞いてきたのですが、

いろいろな親がいますよね。若いお母さんもいるし、パートナーがいろいろ違ったパー

トナーもいるし、それからシングルの場合もあります。そういう人たちに対して、どこ

まで寄り添えるかというのは大事なことだと思うのですよ。貧しいとか貧しくないとか、

そういうものでくくれないで、全てのお母さんが安心して子育てをつくっていくための、

これはネウボラというのはそういうための支援なのです。どれだけ寄り添えるかという

ことです。今そのことができなくて、困って路頭に迷っていろいろな事件が起きてます。

そういうこと、厚岸ではそういうことないと願いたいのですが、やっぱりそういうこと

が出てくる可能性もあるので、それも含めた支援の仕方を考えていってほしいと思うの

ですが、いかがですか。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 当町でも先ほど議員もおっしゃいましたけれども、子供が

産まれた世帯には全戸に対して訪問をしております。その際には、子育てお助けブック

というものを、子育ての助けになる本ですけれども、そういったものを持って訪問をし

ていろいろお話を聞いていくというところで、全ての子供の、本当に拒否をされるとい

う場合もありますので、100％といわれるとそうでない部分もありますけれども、まず全

戸訪問をしてその状況を確認をさせていただいてお話をするというところから始めてお

ります。その後、いろいろな健診、相談会等含めて実施しておりまして、そういうお母

さんに対応する体制は、それからその取り組みは実際にやっている状況にあります。
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その中で今回支援プランというものについては、そういう今既にやっているものと、

それからもし形が、どういうものでそういうプランをつくったらいいのかというような

ところを、出てきた段階で今の取り組みの状況と、もしそこで不足している部分があれ

ば、あるいは様式的な整理が必要な部分があれば、整理をして進めると。整理をしてそ

ういった取り組みにつなげていきたいということで考えているところでございます。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 子供を産んですぐ母親になれるわけじゃないのですよね。子供産まれたら、

その時点からゆっくり、やっぱりゼロ歳はゼロ歳のお母さんなのですよ。多分、夫さん

もゼロ歳のお父さんです。それが繰り返し子供とつながっていく中で、だんだん、だん

だん父親、母親としていくと思うのですよ。母親は、女は母性本能があるからというふ

うな言われ方をすることもあるのですが、母性本能があろうがなかろうが、疲れていた

ら大変なのですよ。初妊婦さんにはリフレッシュをしたい、それから休息できる機会が

欲しい、これが一番大きな願いです。それから経済的な助成をしてほしい。あと赤ちゃ

んの育児や発達に関する相談に乗ってほしい。それから配偶者やパートナー、親への育

児指導をしてほしい。こういうことも初めてのお母さんから出てきてます。それから、

母乳育児もサポートしてほしい。赤ちゃんの世話をサポートしてほしい。いろいろな、

初めてのお母さんはそんないろいろな思いを持ってます。

それから、経産婦さんは同じです。リフレッシュしたい、休息できる機会が欲しい。

そういう意味では、妊産婦、子育て専門相談という、これは厚岸の始めたことはすごく

いいことだと思いますので、これはどんどん、悪いことではないのだ、大いに活用する

ことを広げてあげてほしいと思います。

それで、やっぱり経済的に助成をしてほしいというのはあるのですが、経産婦さんの

場合は、上の子を何とかしてほしいのがあるのですよ。大変なのです。赤ちゃんの世話

をして、自分が子供産んだ後に上の子の世話をしてくれる方をサポートする方法を考え

てほしいというのが願いで上がってます。厚岸の場合は、子供を連れていく支援センター

ですね、あれ支援センターがすごく大事な役割を果たしていると思います。そういう意

味では、そういうものを含めてぜひ本当のいう意味で子育てのしやすい町の、つくれる

サポートというのを、サポートセンターというのを、保健師さんだけでなくていろいろ

な方を交えて、つくり上げていってほしいと思うのですが、いかがですか。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 相談機関として、当然あみかのほうの保健師の担当係のほ

うでは、そういう妊産婦さんの心配事、相談を受けた段階で、その親御さんですとか配

偶者との関係などの相談も受けております。ただ、保健師がそこで間に入ってその対応

をできるかというと、それはなかなか難しい問題でして、そこは入ることによってまた

変な話に発展していくというような部分もありまして、なかなか難しい問題だと思いま

す。ただ、妊産婦さんに相談に乗りながらよりよい方向を目指すという部分では、今も
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そういうことで頑張っておりますし、これからもそういったところでできるだけ力にな

れるように頑張っていきたいなと思います。

それから子育て支援センターのお話がありましたけれども、本当に今子育て支援セン

ターの利用はふえてきている状況がありまして、大いに利用していただきたいと思って

ます。そこで保健師のほうとの連携もいろいろしておりますので、そういった中でまた

そちらからの話なんかの連携もしながら、そういった妊産婦さんに対応をするというよ

うなことは今も実際しておりますし、これからも進めていきたいと思います。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 せっかく厚岸にあるいろいろな資源がいっぱいありますよね。今言っていた

ような支援センターとか、それからファミリーサポートということもできています。保

健師の人に全部やれと言っているわけでなくて、保健師さんには中間のコーディネート

みたいな形のことの役割をしてほしいと言っているのであって、保健師さんに全部入っ

て、あっちの仲介をせ、こっちの仲介をせと言っているわけではないので、そういうこ

とではなくて、保健師さんを介していろいろな栄養士さんとか、それから管理、いろい

ろな人たちにつながっていくような、そういう支援センターをつくってほしいというこ

とを言っているので、その辺はちょっと考えてやっていただけたらありがたいです。

それと、前にも言ったことありますが、支援センターでの一時預かりはできないのか

ということの中で、ファミリーサポートの方に入ってもらった一時預かりはできないの

かというような意見もありました。そういうようないろいろなお母さん方なりの考え方

も出てますので、それも含めて厚岸版のネウボラをつくっていただきたいと思います。

いかがですか。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 保健師がいろいろな相談事ですとかを受けて、それの対応

のために当然支援センターあるいは保育所、そういったところとの連携というのはとら

なければなりません。そういった意味では、コーディネーター的な対応というのは、今

保健福祉課のそういった中に健康づくり係があって、子育て支援センターもあって、保

育所もあってというような中では、そういう連携をとりやすい状況に、とっております

ので、それについて今後もより連携を進めていけるようにしたいと思います。

それから、一時預かりの部分については、今の子育て支援センターの中でファミサポ

をまた入れてというようなことは、ちょっとなかなか難しいかなとは思いますけれども、

よりよいものにしていくという部分では、これからも検討をしていきたいと思います。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 よろしくお願いします。

次に、自然災害の備えについてですが、今度いろいろ大きな災害がありました。それ
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で、厚岸からもその被災地に応援に行っていると思うのですが、その人たちが戻ってき

てからどういうような教訓というのかな、こういうサポートができたらいいとか、そう

いうような教訓というのは話し合うことができたのですか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 今、議員のご質問、東日本大震災を例にとれば、厚岸町からは

社会福祉協議会の職員、また消防署の職員、これらが被災地での活動を行ってきている

と認識をしております。

その後、報告、講義等で報告を聞いてはおりますけれども、その全体の中で話し合い

だとかというものは行われているという認識は、行われた認識は私ども町としては認識

をしていないというふうになっているところでございます。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 厚岸町でずっといろいろな災害の訓練とかをやってますよね。それで、その

中でボランティアの受け入れや自衛隊派遣計画なども定めていますということでした。

それで、この中で、どんなことが必要かというのを具体的に話し合ったことはあるので

すか。

それと、リスクシナリオということがあると思うのですが、そういうようなことをつ

くり上げてやったことというのはあるのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） お答えになるかどうかちょっと分かりませんけれども、町とし

て昨年、一昨年、これまで行っていた防災訓練をもう少し狭めた形で、二次避難場所と

して太田の活性化施設を利用させていただいて、その地元の方々にもご協力をいただき

ながら、その中でのボランティア活動であるとか、受け入れ活動であるとか、こういっ

たことを訓練の中で検証をすべく２年続けて行わせていただいた。その中で、やはりな

かなかその受け入れを行うに当たっては、地元の方々の協力もいただくわけであります

し、またそれぞれの、そこには自衛隊の方々にもご参加をいただき、また各関係機関、

団体の方々にも参加をいただきながら、その訓練を行ったわけでありますけれども、や

はり一度や二度ではなかなか実戦に即した訓練ですか、そのときに役に立つような活動

まで、そこに至るかどうかというのは難しいかと思いますけれども、今後もそういった

形で検証しながらそういった訓練を、実戦に役立つような訓練を行っていかなければな

らないという認識はございます。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 厚岸町にも姉妹都市山形県ありますよね、姉妹都市。そことはそういう意味
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で、後方支援とか関係というのは結んでいるのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 友好都市の村山市とは災害に関する協定は結んでおりまして、

物資の供給等々、お互いの自治体に何か災害が起きた場合には、そういった関係で連絡

をとり合いながら、物資の供給等について行うといった協定を結んでおります。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 浜中は一緒になっちゃうのかな、もし地震とか津波が来たら。50キロ圏内と

いえば標茶とか別海とか、そういうようなところとはどうですか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 釧路市を含めて、管内全体での全体の市町村の協定は結んでお

ります。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 3・11のときの遠野市における後方支援活動というのがありました。遠野市は

自分のところも被災をしてますが、岩盤が強固であるというのも含めて、県、国、周辺

自治体への想定する後方支援拠点機能というのを立ち上げまして、宮古市、山田市、大

槌町、釜石市、大船渡、そういうところと協定を結んで、訓練をずっと続けてました。

地震の前ですね。これはいつからやっているのかな。2007年から始めたようです。それ

が今回の大地震のときに、すごい力を発揮しているのですね。自分たちができること、

できないこと、それからどういう状態になるかというのをリスクシナリオで立ち上げま

して、そこの場所、場所で、例えば農協では何ができる、それから遠野市だから農協か

な、それから地域では何ができるとか、そういうものを立ち上げて、自分たちができる

こととできないこと、はっきり分けて、そしてその上で、これはできるけどこれはでき

ないから援助をしてほしいという受援計画を立てて、そしてやって今回の3・11に対して

はすごい支援をしてます。遠野市に静岡県の、静岡県から遠野市のほうに、ほかのとこ

ろは県に、県の県庁に行くのですが、静岡県は遠野市と、遠野市のところに向かって物

資とか人材を派遣して、そして支援をしてました。

静岡県の支援の仕方なのですが、現地支援に必要な備品、宿泊、自分たちの食料の全

て整えて支援部隊を編成して入っていった。レベルの高い支援体制を取り組んでいたと

いうこと。それから先に人を送って、何が必要か独自に調べて、それにあわせた支援を

現地で行うというものだった。それはなぜ自然にそれをできたということは、津波で一

番自分たちがやられるということをよく分かっていて、自分たちは何ができて何がして

ほしいかというのを全て把握した上で動いていたということなのです。
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厚岸町の場合も、地震、津波のことは言われてますよね。いろいろなところに避難す

る場所もつくりました。そういうことも考えてやってます。だけれどもその後の部分で、

どうするかという、ボランティアとかを入れるときに、受援をする人、応援受け入れ本

部というのを立ち上げなければならないと思うのです。その場合に、どんなことが必要

でどんなことが駄目なのかというのも、きちっとそれぞれの部署で出していかなければ

ならないと思うのですが、その辺の対応はどう考えてますか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 実は、ボランティアの受け入れ計画というものは、地域防災計

画の中で定めてはおりますけれども、その中では救護対策部がこれに当たると、受け入

れにですね。ただし、全て町は町の行政がその号令を担うというのはなかなか難しいこ

ともありますので、実は社会福祉協議会で災害ボランティアセンター設置運営マニュア

ルというものを策定をしていただいて、その社会福祉協議会がそのセンターの中心となっ

て、その受け入れ体制を担っていただくというようなことで、福祉協議会との中で担っ

ていただくことで、これまで協議をしてきているということ。それに基づいて社会福祉

協議会のほうでは、今言ったマニュアル、設置運営マニュアルを策定していただいてい

ると。これは平成25年に福祉協議会のほうで策定をしていただいた。その中でさまざま

な活動、受け入れ体制の活動、あとは組織、それぞれ事細かに定めていただいていると

いうような状況になっています。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 そういうことを地域の住民の人たちに知らせているのでしょうか。社会福祉

センターだけの中で収まっているのかしら。そうでなくて、地域全体でどういうふうな

形があるかというのができ上がっているのですか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） この定めた際には、社会福祉協議会の情報誌の中では恐らく周

知はされておりますけれども、あとはそのボランティア活動の訓練に参加していただい

ておりますので、社会福祉協議会は、その中ではいろいろと周知はしているかと思いま

すけれども、全体に広まっているかというと、まだそこまでは至ってないと思っており

ます。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 自治会入ってますよね、社会福祉協議会に、お金納めていることもあるし、

自治会入っていると思うのです。その自治会ごとにやっぱりそこのそれぞれの地域で、

これだから自治会の防災になるのかな、そういうことも含めた対応とか、社会福祉協議
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会自体がリスクシナリオというのをつくっているのですか、それは分からないですか。

どうですか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 社会福祉協議会の中で、それはこのボランティアセンターの立

ち上げという部分だけではなくて、全体のリスクシナリオを定めているかどうかという

のはちょっと私ども確認することはできませんけれども、まずはこのボランティアセン

ターの立ち上げ、要はボランティアの受け入れに関してはいろいろなことを想定した中

で、社会福祉協議会が定めていると認識しております。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 社会福祉協議会がボランティアですね。受け入れですよね。

リスクシナリオなぜつくらないのかと聞いたのですけれども、社会福祉協議会の中に、

心和園とかありますよね。そういう人たちの避難とか何かも含めて、そういう避難、そ

ういうものも含めた社会福祉協議会が持っているいろいろなものはありますよね。それ

も含めたシナリオ、社会福祉協議会だけじゃないと思うのですが、町として考えるべき

だと思うのですが、ライフラインが駄目になったときとか、私たちの太田でいえば牛の

飲む水が駄目になるとか、そういういろいろなものがあるのですが、そういうのをその

地域ごとに想定したものつくっていく必要があると思うのですが、そういうのはどうで

すか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 恐らく質問者おっしゃられるのは、それぞれの地域ごとの、町

全体の地域防災計画ということではなくて、それぞれの地区ごとの防災計画、リスクシ

ナリオということだと思います。

これまで町としてもそれぞれの自治会において、自主防災組織の組織化ということ、

これまで進めてまいりました。その中で、そういった地区ごとの防災計画の策定をして

もらう、作成をしてもらうというところまでは進んでいないというような状況でござい

ます。

これら、なかなかその自主防災組織の活動というのは非常に難しい。それぞれの地区

ごとでの地域特性もございますし、それを町が中心になって働きかけを行っていく中で

も、働きかけを行っていくとしても、なかなかそれを地域の中で定めていただくという

のは難しいだろうと思っておりますが、今後ともそういった自主防災組織の活動につき

ましては、町としてもいろいろな意味で促進をしていかなければならないと思っており

ますけれども、これまで特に東日本大震災以降、そういったことで働きかけを行ってお

りますけれども、その地域ごとでの、実際にそれを進めてきた町の先進事例もございま

すけれども、そういったところの先進事例も含めて、もう少し町の中で研究をさせてい
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ただいて、どのような形でそれを行っていただけるかということも含めて検討、もう少

し勉強させていただきたいなと思っております。

●議長（佐藤議員） よろしいですか。

昼食のため、休憩いたします。再開は午後１時といたします。

午前11時48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。

午前に引き続き、一般質問を行います。

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 質問通告書に従って質問をいたします。

１、住宅リフォーム支援について。

助成対象額が20万円までになっているが、支援対象回数が１件に対して生涯１回のみ、

20万円に達しなくても２万円でも１回のみの支援は、平等の扱いにならないのではない

か。同じ人、同じ家で生涯に20万円に達するまで、複数回使えるようにできないのか。

２、公営住宅の避難訓練実施について。

要請をしてきたが、その後どういう取り組みや準備をしてきたか。

３、町内にあるコミュニティーセンターや自治会会館などの避難について。

（１）避難経路図は全会館に張り出しているのか。

（２）消火器設置や点検に不備はないのか。

（３）避難してきた住民への受け入れなどの対応について、問題はないのか。

以上であります。よろしくお願いします。

●議長（佐藤議員） 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。

はじめに１点目の住宅リフォーム支援について。

助成額が20万円までになっているが、支援対象回数が１件に対して生涯１回のみ、20

万円に達しなくても２万円でも１回のみの支援は、平等の扱いにならないのではないか。

同じ人、同じ家で生涯に20万円に達するまで、複数回使えるようにできないのかについ

てでありますが、町では平成25年４月に住宅リフォーム支援助成制度を創設し、20万円

を限度とする助成金を交付することで、定住人口の確保と町内住宅関連産業の活性化の

促進などを図っているところであります。

助成金交付要綱では、助成金の額は上限を20万円とし、同一住宅及び同一町民につき

１回限りとの規定を設けておりますが、これは限られた予算であり、広く町民に交付で
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きなくなるおそれのため、目的で、回数を規定したものでありますが、今後はさまざま

なリフォームの機会に対応できるよう検討を進めてまいりたいと考えておりますので、

ご理解賜ります。

次に、２点目の公営住宅の避難訓練実施について。

要請をしていたが、その後どういう取り組みや準備をしてきたのかについてでありま

すが、町では平成９年から入居者の防火意識の高揚と日常における不注意や周辺環境の

不備等に起因する火災を防ぐことを目的として、毎年１回火災避難訓練を実施し、避難

経路、避難場所等の確認をしております。

火災避難訓練については、あらかじめ実施日時を入居者に周知した上、団地内の一室

を出火場所に特定し、厚岸消防署の協力のもと、通報、避難、消火の訓練を実施してき

ております。

地震、津波時の避難の具体策については、地震時においては火災避難と同様の避難と

しておりますし、津波時においては火災避難と同様の避難経路を通行した上、近隣にあ

る指定避難場所などの高台へ避難することとしております。また、町営住宅限定での地

震、津波を想定した避難訓練は実施しておりませんが、毎年厚岸町防災訓練で、全町的

な避難訓練を実施しているところであります。

なお、平成24年に町営住宅における防災避難訓練を全町的な避難訓練となる厚岸町防

災訓練とは別に試験的に実施いたしました。試験的な実施はエレベーターが設置されて

いない４階建ての町営住宅全７棟のうち、梅香団地54Ｂ棟と奔渡団地62Ｃ棟の２棟で行っ

たもので、全48戸中10戸の参加をいただいております。訓練は４階建てでの町営住宅の

入居者、その他の住宅の入居者がともにとるべき行動は、速やかに避難場所まで避難す

ることといたしました。訓練実施後のアンケート調査では、参加者全員が60歳以上であっ

たこと、このたびの訓練は４階以上でエレベーターのない町営住宅での災害避難時の実

情把握にかなうものであったこと、町営住宅から出られたものの避難場所まで自力で歩

くのは難しい、避難所まで移動する方が危険であるとみずから判断したという意見が寄

せられました。時間計測の結果は、各戸から玄関までおりる階段での問題は見受けられ

なかったところでございます。

なお、エレベーターが設置される町営住宅であっても、地震が発生した場合にはエレ

ベーターが自動的に停止する場合などがあることから、エレベーター内閉じ込め時の救

出作業訓練を平成27年度から毎年実施しているところであります。

このように、町営住宅の特性などから得られる課題などがあり、町では社会福祉協議

会などとの連携により、災害時要援護者対策を進めているところであります。また、町

営住宅入居者が抱える問題に対する検討もさらに進めてまいりますので、ご理解願いま

す。

続いて、３点目の町内にあるコミュニティーセンターや自治会の会館などの避難につ

いてのうち、避難経路は全会館に張り出しているのかについては、集会施設については、

釧路東部消防組合火災予防条例において、避難経路図の掲出の義務は課されていないこ

とから、施設内の避難経路図の掲出はしておりません。なお、全ての施設に津波ハザー

ドマップは掲出しております。

次に、消火器設置や点検に不備はないのかについては、集会施設に設置している消火
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器については、他の公共施設と同様に消防法に基づく消防施設の設備の点検資格を有す

る事業者に委託をし、６月及び12月の年２回の点検を実施しており、この点検で指摘の

あった場合については速やかに対処しているため、不備はないものと考えております。

次に、避難してきた住民への受け入れなどの対応については問題はないのかについて

でありますが、避難所の開設手順としては、１、避難所の開設準備、２、避難勧告等の

発令、３、避難所の開設、４、避難者の受け入れ、５、避難所運営となります。

東日本大震災以降に発生した災害で、町が避難所を開設した件数は８件で、いずれも

ある程度事前に予測ができたことから、避難所の受け入れは問題なくできたものと考え

ます。しかし、各地で発生している大規模災害の例を見ますと、避難所開設から運営ま

でを全て町職員で対応するには人員的に困難な状況であるため、避難所の開設準備から

避難者の受け入れ、避難所運営については、自治会や自主防災組織に協力をお願いする

部分が大きくなることが想定されます。このようなことから自治会と自主防災組織を対

象に、平成27年度から避難所運営訓練を開催し、避難所開設からの運営の手順を疑似体

験していただくことで、避難者の受け入れ等をスムーズに行うことができるよう訓練を

実施しています。今後も自治会や自主防災組織に協力を呼びかけ、避難所運営訓練を継

続して実施するとともに、避難所開設に関するマニュアル等の作成を行っていきたいと

考えております。

なお、教育委員会が所管いたしております公民館については、教育長から答弁があり

ます。

●議長（佐藤議員） 教育長。

●教育長（酒井教育長） 続いて、私から３点目の町内にあるコミュニティーセンターや

自治会の会館などの避難についてのご質問中、教育委員会が所管しております公民館に

ついてお答えいたします。

１点目の避難経路は全会館に張り出しているのかについては、集会施設同様、釧路東

部消防組合火災予防条例において、避難経路図の掲出の義務は課されていないことから、

施設内の避難経路図の掲出はしておりません。

次に、消火器設置や点検に不備はないのかについては、公民館に設置している消火器

については、消防法に基づく消防設置の点検資格を有する事業者に委託をし、６月及び12

月の年２回の点検を実施しており、この点検で指摘のあった場合については速やかに対

処をすることとしているため、不備はないものと考えております。

次に、避難してきた住民への受け入れなどの対応については問題はないのかについて

でありますが、教育委員会といたしましては、町の指示のもと、受け入れ対応を行って

おり、避難してきた住民の受け入れは問題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） ５番、竹田議員。

●竹田議員 まず、３番目の会館についてなのですけれども、教育委員会のほうと、所管
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しているものと、それから町が直接管理している部分でありますけれども、この消火器

等の設備については問題はないと、法律上というか、消防法に則ってやっているという

ことなのですけれども、この会館の使用なのですけれども、通夜だとか、結婚式は多分

ないと思うのですけれども、通夜だとかそういうところにおいて、宿泊という、する場

合も出てくる会館等もあると思います。それと、例えば避難したときに一時的にそこに

泊まらなければならないという事態も発生するときも出てきます。こういったときに、

住宅について新築リフォームについては、教室については火災報知器、天井づけとかい

ろいろタイプはありますけれども、そういうものを設置しなさいという義務があります。

こういった会館のところにも消火器と同様に、火災報知器の設置というのはしないより

もしたほうが安心であると思うのですけれども、その辺のことについてはどのようになっ

ているのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 自治会が使用しています集会施設の火災報知器等につきまして

は、消防法、消火器同様に消防法で設置義務がある部分につきましては、設置をさせて

いただいておりまして、消火器と同様に消防設備士のいる業者、町内業者になりますけ

れども、そこに点検をお願いしているところでございます。点検で不備があった場合に

つきましては、速やかに予算を、補正予算等で予算を確保した上で修繕を行ってきてい

るところでございます。

●議長（佐藤議員） 課長、違うんでないの。そういう設置の義務はないところでもつけ

けないよりつけたほうがいいのでないかという質問ですよね。答弁がないんでない。そ

の辺がどうなっているのですかという質問です。（石塚課長「申しわけありません」と呼

ぶ）

休憩します。

午後１時17分休憩

午後１時19分再開

●議長（佐藤議員） 再開します。

町民課長。

●町民課長（石塚課長） 貴重な時間、大変申しわけございません。

先ほど申し上げた消防法に基づく部分は確かにつけて点検等を行っておりますが、つ

いてない、該当しない施設もございます。それで、議員おっしゃられますように、宿泊

施設ではないもののそういう場合等もございますので、消防法上の義務ではありません

が、通常家庭に設置している火災を知らせる機器等について、その設置について検討さ

せていただきたいと考えます。
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以上でございます。

●議長（佐藤議員） 生涯学習課長。

●教委生涯学習課長（髙橋課長） 私のほうからは、生涯学習課が所管しております公民

館について説明させていただきます。

公民館につきましては、苫多分館、末広分館、筑紫恋分館がございますが、まず最初

に末広分館につきましては、自動火災報知設備と誘導灯が設置されております。次に、

筑紫恋分館につきましては、漏電の火災報知器が設置されております。苫多分館でござ

いますが、火災報知器は設置されておりませんが、誘導灯、誘導標識を設置している状

況となっております。

それで、済みません、苫多につきましては、火災報知器の設置はないのですが、今後

消防等と相談させていただきまして、設置を検討させていただきたいと考えております。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●竹田議員 住宅の供出という部分から考えると、当然その規定、法律上、それから条例

等でいくと外れてしまう規定外のものというふうになってしまうのですが、通夜だとか、

それから避難したときに、それはどうしても泊まらなければいけないとかというのであ

れば、それは第一にその住民の安全になるような、避難してくださいと、そこで無理だっ

たら次の場所にということで、人命の救助、人命という命を大切にするという住民を守

るという観点からそういうことをしなければいけないのに、いざ逃げた場所に、寝泊ま

りする場所が結局火災報知器も何もついてないというのであれば、それは本末転倒とい

うか、やっていることがちょっと履き違えているのじゃないかなと思うわけですね。ぜ

ひ、ついてない各会館、また所管する教育委員会のほうの会館とかにも、早急に予算を

組んでいただいてつけていただけるようにしていきたいな、していただきたいなと思い

ます。

近年は１個当たり１万円も２万円もしていたものが、最近は数千円でかなりいいもの

ができてきています。また、水銀電池だとかリチウム電池だとかというふうに、リチウ

ムの場合は８年から10年電池がもつというようなものも出てきてますので、そういった

ことで多少なりとも予算はかかるとは思いますが、住民の安全を守るためにもそういっ

たことをぜひ早急に進めていただきたいと念願して、この３番の質問のお答えをいただ

きたいと思います。

●議長（佐藤議員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 自治会が使用しております施設について、設置に向けて前向き

に検討させていただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） 生涯学習課長。
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●教委生涯学習課長（髙橋課長） 町と同様に検討していきたいと思ってます。よろしく

お願いいたします。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●竹田議員 次、２番について質問をしたいと思います。

公営住宅の入居者の平均年齢、それから後期高齢者と言われる方々、そして車椅子の

方々、障害者の方々、それから最近非常に問題になっているひとり世帯、独居老人とい

う方々が、ここ数十年間で、ざっくりでいいです、どの程度ふえてきたかなという、減っ

てきたかなという感覚でいいので、お答えできないでしょうか。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 残念ながらすぐお答えできる数値は持っていないのですけれど

も、私３年ほど入居者選考にかかわって見ていると、やはり入居募集が多いのが若い方

が、特に女性の方が目立って多いように感じております。ですから、高齢者に限っては

そんなに、年齢、例えば年々増加しますけれども、その推移はちょっと申しわけありま

せん、分からないのですけれども、新規入居する方は圧倒的に若い人が多いのかなとい

う状況であります。

それから、障害の関係でありますけれども、入居時にこの３年間、特に障害等の理由

にした入居等は余りない状況でありますが、途中障害を受けた状況については私どもは

直接かかわることがございませんので、現状把握はできていない状況であります。した

がって、そういった車椅子の方々についても、把握してないのですが、車椅子になるこ

とによって公営住宅が利用しづらい、どうにかしたいというご相談はないと私記憶して

おります。

全部お答えしておりませんけれども、残念ながらそういった細かな分析はきょうご用

意してなかったと、大変申しわけなく思ってます。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●竹田議員 私もデータ的に資料請求をしておけばよかったのですけれども、資料請求し

てないで、またこれをやるとまた休憩になってしまうので、ご迷惑をかけるとすると思っ

たので、あえて数字は聞かなかったのですけれども、ざっくり今述べていただいたこと

で、近年そういう方がふえているのだろうということは、私も聞いております。通称出

戻りというのですかね、そういう方が多いというふうに、厚岸町は聞いております。た

だ、そういった方々もいるのは現実かもしれませんけれども、現実的に高齢者の方が多

いというのは、今も数年前も現実的には同じ推移をたどっているのだということであり

ますので、その中で際立って答弁に目立つのが48戸中10戸の参加をいただいておりまし

たということで、極めて少ない数字であります。
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今後、やはりエレベーターついてる、ついてないという、高層といっても４階建てな

のですけれども、そういった避難についての訓練を今後ともたくさんの方が参加をして

いただいて、避難が速やかにできるように、住民の命の安心・安全を考えつつ、もう少

し広く周知をして訓練していっていただきたいとお願いをしてるわけですけれども、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） 高齢者が多いというのはやはりそうなのだろうなと思います。

それで、実際には高齢者になって足腰が弱くなって、４階、高層階に入っている方は階

段の上り下りが大変になりますので、そういった方については、ご相談に応じて、ある

いは第三者からの情報を得ながら、より低い階層のほうへ、場合によっては住宅を移る

場合もあるかも思いませんけれども、そういった日常時において、自ら避難しやすい場

所に移っていただくだとか、そんなことは公営住宅法上可能となっておりますので、法

の許す限りではそういったことが可能であります。

次に、訓練でありますけれども、やはり内容については、重要な訓練だと思いますが、

特別な訓練にならざるを得ないのかなと。日常的な訓練ではないのだろうなと思います。

ですから、年に１回やるのがどうなのかなと、実は私感じております。で、それよりも

前にふだんのおつき合いどうなっているのかな、同じ住宅にどういった方が住んでいる

のか分かっていらっしゃるのかな。多分分かってないのだと思うのです。病気があるの

か、障害があるのか、何か悩み事があるのか、そこら辺が把握できない限りはみんなで、

さあ 逃げようという行動は、僕は、防災の意識が高い人は来る、それが特別な訓練で

はないのかなと、そういうふうになっているのだろうなと思います。

したがって、私どもそういった日常的に町民の方々に訓練を促すというのはやっぱり

苦手な部分といいますか、そういった部分では社会福祉協議会にも頑張っていただいて

おります。自主防災組織を応援するような形でも、社会福祉協議会かかわっていただい

ておりますので、そういった関係団体とも一緒になりながら、少しでもよりよい防災訓

練ができるように、そんなようなふうに心がけて、町民とお話を進めていきたいな、そ

のように今考えてるところでございます。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●竹田議員 分かりました。よろしくお願いします。

続いて１番について、質問させていただきます。

答弁の中には、今後はさまざまなリフォームの機会に対応できる検討を進めてまいり

たいと考えておりますということなのですけれども、さまざまなリフォームの機会に対

応できるよということが、具体的例はないので、もう少し具体的になるように質問させ

ていただきたいと思います。

まず、上限を20万円とし、同一住宅及び同一町民につき一回限りという規定がありま

す。障害者と、それから要介護を受けている方、これらについての上限も20万円です。
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いわゆる住宅改修費用ですね、バリアフリーとか手すりだとか、お風呂場の改修だとか

段差改修とか、スロープ改修とか、といったものの、障害者向け、要介護者向けの福祉

に関する規定については、これも上限が20万円なのですけれども、この20万円の上限に

ついては、20万円に達するまで同じ同一人物が同一住宅について、何回も使えるといっ

た支援策であります。それと同時に、要介護が例えば４の人が20万円を使った場合に、

今度要介護が３、２、１と段階を踏んで介護が上がることにつれて、まだ20万円、20万

円、20万円と使えられるようになっているわけですよね。

そういった中で、今回の住宅リフォーム助成という部分については、補助というのは

足りないところを補うという意味だそうですけれども、助成というのは経済的な援助と

いう、経済的援助という意味だそうです。で、今回のこの住宅リフォームについては助

成という言葉を使っているわけですよね。であるならば、１軒につきたった１万円しか

使わなくても、あと19万円使えるのだけれども一回限り、１戸に対して同じ同一人物が

一回限りというのは、障害者、福祉に関する住宅リフォーム改修とはとてつもなくかけ

離れているものと認識せざるを得ないということで、この20万円に達する人は例えば200

万円に対しては１割の補助、助成20万円、または65歳以上になれば15％の上限が20万円

までと区切られているわけですけれども、助成という経済的な援助という言葉から考え

ると、一遍に全部住宅改修やればいいのだけれどもできない方々、こういう方々が例え

ば玄関を直したら次はお風呂場、お風呂場を直したら台所と順々やっていきたいのだけ

れども、一回限りです。そういった、そういう手立てができないわけですよね。

これは要介護を受けている方であれば何回も使えるけれども、要介護ぎりぎりで何と

か要介護になってほしいなという思いもあるのだけれども、足を〇〇〇引きながらでも

要介護にならない人というふうにぎりぎりの部分に考えると、非常に平等の扱いになら

ないという苦情が住民から多くいただいております。そういったことから。

●議長（佐藤議員） 竹田議員、質問の発言中、不適切な言葉は使わないか、もしくは訂

正ください。今、障害のある言葉で、〇〇〇という言葉を。そういう言葉は訂正して。

では、お願いします。

●竹田議員 〇〇〇という言葉を使ったそうです。申しわけありません。撤回させていた

だきます。足が悪い方などという言葉で訂正をさせてもらいます。

そういう方がいるということを認識していただいて、考え方をぜひ改めていただいて、

20万円の使い方ですよね、もっと使い勝手のいいように考えていただきたいと思うので

すが、いかがでしょう。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 今後はさまざまなリフォームの機会に対応できるよう検討を進

めてまいりますということでございますけれども、私ども平成25年から始めさせていた

だいた助成制度でありますけれども、その背景には住宅の耐震化という大きな課題もご

ざいました。したがって、これは耐震化だけの目的ではありませんけれども、少しでも
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そういった不便なところ、あるいは古くなったところを改修することによって、耐震化

に近づいていただこうというのは、実は背景にはあったところでございます。したがっ

て、修繕、リフォームする際は、20万円が限度でありますけれども、何とか地域経済の

活性化にもつながるような制度から始まっております。

しかし、現在の利用状況をまず数字で申し上げさせていただきたいと思いますけれど

も、平成25年はリフォーム56件ありました。そのうち20万円未満の助成が35件、それか

ら26年度が助成件数が36件、うち20万円未満の助成が25件、平成27年は助成が36件、20

万円未満の助成が19件、それから平成28年度については助成件数が40件、20万円未満の

件数が23件と。この数字を見ると、やはり半分以上、あるいは半分近くが20万円に達し

ていない状況があります。苦しい家計の状況の中で何とか頑張って、よりよい生活を目

指しているのかなというのがうかがえますので、そういった少額な助成しか今まで受け

られていない方、今後も多分助成が必要になるのだろうなと思います。したがって、こ

の答弁はそれらの背景、それから実績、この４年間の実績を踏まえて、改正をふやすべ

きだという方向で考えていってまいりますと、そのようにお答えしているところでござ

います。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●竹田議員 もう少し、そうしたら最初の答弁でそういう気持ちが伝わる答弁をしていた

だきたかったなというふうに思うのですけれども。

もう少し具体的に聞きますけれども、20万円の上限というのはいいのですけれども、

先ほど言った生活が苦しい中で助成の援助を求めて、何とか住宅改修をしていこうとい

うことで、例えば２万円、３万円の助成額を受けて、次やろうとしたときにできない方

がいるということになると、工事は１回で終わってしまうわけですけれども、また少し

ずつお金をためて３年、５年たったときに、その助成額をまた数万円使えるとなると、

そこにお年寄りの方であればスロープをプラスしたり、手すりをプラスしたりという工

事がプラスしてできるわけですよね。それが要するに住民にとっての安心・安全な暮ら

しができると思うわけですよね。なので、ぜひそこを重く捉えていただきたいと、そし

ていつごろからこの制度を見直ししてただけるのか、来年なのか、ことしの途中なのか、

その辺も具体的に教えていただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 町長の答弁は、検討を進めてまいりたいということで、これは

前向きに考えているということでご理解いただきたいと思います。なお、実施の時期に

ついては、改めて検討するということで、現在今のところは決定している状況にはあり

ませんので、この辺もご理解いただきたいと思います。

早くできるように対処してまいりたいと考えて、検討してまいりたいというふうに思

います。
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●議長（佐藤議員） 全部いいですか。（竹田議員「いいです」と呼ぶ。）

以上で、竹田議員の一般質問を終わります。

●議長（佐藤議員） 日程第３、議案第32号 固定資産評価審査委員会委員の選任に対す

る同意を求めることについてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

町長。

●町長（若狹町長） ただいま上程いただきました議案第32号 固定資産評価審査委員会

委員の選任に対する同意を求めることについて、その提案理由をご説明申し上げます。

本町の固定資産評価審査委員会委員であります佐々木薫氏は、本年９月18日をもって

任期満了となりますので、地方税法第423条第３項の規定によりまして、引き続き同氏を

選任しようとするものであり、議会の同意を求めたく提案するものであります。

住所、厚岸郡厚岸町片無去860番地２。氏名、佐々木薫。生年月日、昭和26年11月25日。

性別、男。職業、農業。

次ページには、参考として、職歴を記載しておりますので、ご覧いただきたいと存じ

ます。

なお、任期は、同法第423条第６項の規定により、本年９月19日から平成32年９月18日

までの３年間であります。

以上、簡単な説明でありますが、ご同意賜りたくよろしく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。

（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。

本案は、人事案件であります。

したがって、厚岸町議会会議運用内規54にありますとおり、討論を省略し、本案は、

原案のとおり同意することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり同意することに決定いたしました。

●議長（佐藤議員） 日程第４、議案第33号 農業委員会の委員の任命に対する同意を求

めることについてから、議案第46号 農業委員会の委員の任命に対する同意を求めるこ

とについて、以上14件を一括議題といたします。
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職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

町長。

●町長（若狹町長） ただいま上程いただきました、議案第33号から議案第46号までの農業委

員会の委員の任命に対する同意を求めることについて。この14件の提案理由を一括してご説

明申し上げます。

平成27年９月４日に交付された農業協同組合法等の一部を改正する等の法律において、

農業委員会等に関する法律の一部が改正され、平成28年４月１日から施行されました。

この法律の改正により、農業委員の選出方法が選挙制と市町村長の選任制の併用から、

全ての委員が議会の同意を要件とする市町村長の任命制に改められ、委員の任命に当たっ

てはあらかじめ委員候補者の推薦及び募集をしなければならないこととされております。

このため厚岸町では、本年２月から広く公募を行い町内に住所を有する個人からの推

薦、法人または団体からの推薦、一般募集の結果、定数14名に対し16名の推薦、応募が

あり、去る６月13日、厚岸町農業委員候補者評価委員会において農業委員候補者の評価

が行われ、その審査結果の報告を受け、次の14名の方を農業委員会の委員に任命いたし

たく、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、議会の同意を求めたく提

案するものであります。

議案の番号順にご説明申し上げます、

まず、議案第33号。住所、厚岸郡厚岸町太田南10番地。氏名、石澤由紀子。生年月日、

昭和29年５月28日。性別、女。職業、農業。

次に議案第34号。住所、厚岸郡厚岸町住の江３丁目73番地。氏名、音喜多政東。生年

月日、昭和21年３月16日。性別、男。職業、無職。

次に議案第35号。住所、厚岸郡厚岸町太田５の通り７番地の２。氏名、と徳田善一。

生年月日、昭和35年５月31日。性別、男。職業、農業。

次に議案第36号。住所、厚岸郡厚岸町尾幌503番地。氏名、荒岡正。生年月日、昭和31

年10月11日。性別、男。職業、農業。

次に議案第37号。住所、厚岸郡厚岸町尾幌3207番地。氏名、佐藤仁昭。生年月日、昭

和40年11月21日。性別、男。職業、農業。

次に議案第38号。住所、厚岸郡厚岸町片無去218番地。氏名、貢則夫。生年月日、昭和30

年５月５日。性別、男。職業、会社役員。

次に議案第39号。住所、厚岸郡厚岸町太田１の通り４番地１。氏名、西野義幸。生年

月日、昭和33年１月18日。性別、男。職業、会社役員。

次に議案第40号。住所、厚岸郡厚岸町大別231番地。氏名、木原晃。生年月日、昭和33

年７月30日。性別、男。職業、農業。

次に議案第41号。住所、厚岸郡厚岸町片無去665番地。氏名、小野寺孝一。生年月日、

昭和30年３月12日。性別、男。職業、農業。

次に議案第42号。住所、厚岸郡厚岸町太田２の通り87番地。氏名、河村芳則。生年月

日、昭和37年12月７日。性別、男。職業、農業。

次に議案第43号。住所、厚岸郡厚岸町太田東46番地の４。氏名、遠藤浩一。生年月日、

昭和35年８月９日。性別、男。職業、農業。
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次に議案第44号。住所、厚岸郡厚岸町トライベツ200番地。氏名、樋浦泰夫。生年月日、

昭和34年10月17日。性別、男。職業、農業。

次に議案第45号。住所、厚岸郡厚岸町若松572番地２。氏名、米澤仁。生年月日、昭和22

年４月30日。性別、男。職業、無職。

次に議案第46号。住所、厚岸郡厚岸町若松408番地２。氏名、伊藤美晴。生年月日、昭

和30年10月７日。性別、女。職業、農業。

以上の14名であります。

なお、任期につきましては、現委員の任期満了日の翌日であります平成29年７月20日

から平成32年７月19日までの３年間であります。また、それぞれご本人の経歴等につき

ましては、別紙参考資料をご参照願いたいと思います。

以上、簡単な説明でありますが、ご同意賜りますようお願いを申し上げます。

●議長（佐藤議員） 本会議を休憩いたします。

午後１時50分休憩

午後１時51分再開

●議長（佐藤議員） 再開いたします。

町長から発言を求められておりますので、これを許します。

●町長（若狹町長） 先ほどの説明の中で、議案第39号について、氏名の中でにしのよし

あきと言ったそうでありますが、にしのよしゆきでありますので、御了承願います。

●議長（佐藤議員） これより、議案第33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。

本案は、人事案件であります。

したがって、厚岸町議会会議運用内規54にありますとおり、討論を省略し、本案は、

原案のとおり同意することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり同意することに決定いたしました。

次に。
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●議長（佐藤議員） 本会議を休憩します。

午後１時52分休憩

午後１時52分再開

●議長（佐藤議員） 再開いたします。

●議長（佐藤議員） 次に、議案第34号について質疑を行います。ございませんか。

１番、大野議員。

●大野議員 34号に限ったことではないですけれども、６月13日にこの農業委員会の評価

委員会でしたっけ、そういうのが開かれたというのですけれども、メンバーってどのよ

うな方々で、その会議を持たれたのか教えていただきたい。

●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。

この評価委員会でございますけれども、設置要綱というのが定められております。そ

の設置要綱で第３条の中で、委員のメンバーが示されてございます。メンバーは、副町

長、産業振興課長、総務課長、産業振興課長補佐、産業振興課農業振興係長、それと農

業委員会事務局長というメンバーになっております。

●議長（佐藤議員） いいですか。

他にありませんか。

８番、南谷議員。

●南谷議員 私も２点ほどお尋ねをさせていただきます。

今伺いましたら、評価委員が全部職員なのですよね。極力学識経験とかそういう評価

委員というのは考えられなかったのでしょうか。これがまず１点目でございます。

それから、先ほどの説明で申し込みが16名で14名だったと伺ったのです、私の耳では。

それで、これを14名が選任されておるのですけれども、手を挙げた方は２名おられたわ

けですよね。その差異というのは評価委員会の中ではどのように裁定されているのか、

差し支えのない範囲で、その当落というか、その決定になった経緯というものは評価委

員会の中ではそれぞれあると思うのですけれども、その辺の判断基準というものを教え

ていただきたい。

●議長（佐藤議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） お答えをさせていただきます。
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まずこの評価委員会のメンバー、要は外部の者を入れなかったと、うちの場合にはと。

そういう検討もされなかったのかということでございますが、他の、大体これ統一的に

行われていて、７月20日から新たな任期という農業委員会、これ大部分がそういう形に

なってございます。そういった中では、こういった評価委員会の設置というものも、北

海道の農業会議のほうからも大体標準的な案も示されてきております。道内のそういっ

た他の市町村の動向も検討させていただきながら、やはり外部の方々を入れている評価

委員の設置というのもあります。内部だけというのもあります。ただ、私どもは、厚岸

町としては内部の組織として検討をしたいということで、この評価委員会のメンバーに

ついてはそのように形でさせていただきました。

ただ、その際にはやはりこの農業委員会法の改正があって、農業委員の選出方法も変

わりました。そのときに議会のほうにもご説明させていただきましたけれども、そういっ

た評価に関する部分の透明性、これをきちんと確保してほしいというような話もいただ

いておりましたので、この評価委員会の中においても、この評価する際にどういったこ

とで評価をするべきなのかということで、評価項目を幾つか立てさせていただきました。

そして、その評価項目にあたるに当たって、それはどういう基準で、これはもう農業

委員さんを私がぜひ担わせていただきたい、あるいは団体から推薦いただいて応募があっ

た場合には、誰もが厚岸町のために、農業の振興のために、発展のためにという思いは

皆さん変わらずあると私どもは認識してございます。ただ、定数を上回った部分を、上

回った場合には、どうしてもその中から選考しなければいけないということがあります

ので、その際にはまず客観的に評価をせざるを得ないだろうという思いで、評価項目を

幾つか出させていただいて、そして評価表というものもつくらせていただきました。評

価法に当てはめて、各それぞれの方々に聞き取り等も行いながら、そして評価点数を出

させていただくという方法をさせていただいております。これは大体管内の町村も同じ

ような形、ただ評価の項目はそれぞれの町の特性がありますから変わります。

そして、その評価点数が出た中で、法律の中で農業委員さんの過半数は認定農業者で

なければならないということになってございます。厚岸町の場合には14名の定数でござ

いますから、８名以上認定農業者でなければいけないということがあります。ですから、

認定農業者、全体で９名いたわけです、14名のうち９名いたのですが、それからまず上

位の点数から８名の方を選ばせていただきました。そして、法律の中では、中立者、利

害関係のない方を１名以上入れなければならないということが決められてございます。

今回、応募のあった方の中では、中立者と言われる方が２名該当しております。それで、

１名以上ということですので、その２名の方のうち点数の高いほうをまず選ばせていた

だきました。そうすると、９名の方が選ばれたわけです。定数が14ですから、あと５名

が枠としてありますので、残された皆さんの点数の高い順から５名を選ばせていただい

たと、その結果、先ほど町長からの提案あった方々14名という形の選考をさせていただ

いたということでございます。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 評価に当たっての内容については、理解をさせていただいたのですけれども、
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評価委員の構成なのですよね。オール職員ではやはり透明性に欠けると、私は思います。

今後やはり、役所の中の人間が一方的に判断するのではなくて、やはりいろいろな立

場で広く意見を求めて評価をすることがやっぱり適切ではないのかなと、そういうふう

に思うのですが、今後、その評価を基準の、評価委員のほうの選定に当たっても、この

次はやっぱり一考を要するのではないかと思いますが、いかがですか。

●議長（佐藤議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） この厚岸町の農業委員さんの委員の定数につきましては、

法律の改正に伴いまして昨年の12月の議会の中で、条例提案をさせていただいておりま

す。そして、その条例提案をする前に議員協議会の中で、どういうような仕組み、選考

方法になるのかということで、選任に当たっての規定の説明でありますとか、評価委員

会の要綱でありますだとか、そういうことを事前に議会の皆さんのほうにも、こういう

メンバーでということもご説明をさせていただいて、そしてその中でいただいた部分が

その透明性を図るという部分では、こういった評価の内容がオープンにされるようにと。

このオープンにすることによって透明性が図られる。最終的には町民の代表である議会

の皆さん方の同意を得てということなものですから、そういった部分では議会とのやり

とりの中での、この評価委員会の会議録についても、これは今月の21日ですけれども、

厚岸町のホームページ上でも公開をさせていただいております。

私どもはこういった経緯を踏まえることによって、公平・公正な事務手続が図られて

いるものだと思っております。ただ、今質問、議員からもそういうお話もありましたの

で、管内大体、道内も大体一通りこういう選任がほど済んでいるようでございますので、

そういった動向も参考にしながら、いま一度そういった検討も必要なのかどうかも、ま

た検討させてもらいたいなというふうに思います。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 検討されるということなので、ぜひ検討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） 検討が必要かどうかということで、全道的な動き、全国的

な動き、そういったものも収集しながらちょっと検討させていただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） よろしいですか。

他にございませんか。

（な し）

●議長（佐藤議員） なければ、質疑を終わります。
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お諮りいたします。

本案は、人事案件であります。

したがって、厚岸町議会会議運用内規54にありますとおり、討論を省略し、本案は、

原案のとおり同意することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり同意することに決定いたしました。

●議長（佐藤議員） 本会議を休憩します。

午後２時03分休憩

午後２時03分再開

●議長（佐藤議員） 本会議を再開します。

●議長（佐藤議員） 次に、議案第35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。

本案は、人事案件であります。

したがって、厚岸町議会会議運用内規54にありますとおり、討論を省略し、本案は、

原案のとおり同意することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり同意することに決定いたしました。

●議長（佐藤議員） 次に、議案第36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。

本案は、人事案件であります。
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したがって、厚岸町議会会議運用内規54にありますとおり、討論を省略し、本案は、

原案のとおり同意することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり同意することに決定いたしました。

●議長（佐藤議員） 次に、議案第37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。

本案は、人事案件であります。

したがって、厚岸町議会会議運用内規54にありますとおり、討論を省略し、本案は、

原案のとおり同意することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり同意することに決定いたしました。

●議長（佐藤議員） 次に、議案第38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。

本案は、人事案件であります。

したがって、厚岸町議会会議運用内規54にありますとおり、討論を省略し、本案は、

原案のとおり同意することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり同意することに決定いたしました。

●議長（佐藤議員） 次に、議案第39号について質疑を行います。ございませんか。
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（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。

本案は、人事案件であります。

したがって、厚岸町議会会議運用内規54にありますとおり、討論を省略し、本案は、

原案のとおり同意することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり同意することに決定いたしました。

●議長（佐藤議員） 次に、議案第40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。

本案は、人事案件であります。

したがって、厚岸町議会会議運用内規54にありますとおり、討論を省略し、本案は、

原案のとおり同意することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり同意することに決定いたしました。

●議長（佐藤議員） 次に、議案第41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。

本案は、人事案件であります。

したがって、厚岸町議会会議運用内規54にありますとおり、討論を省略し、本案は、

原案のとおり同意することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）
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●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり同意することに決定いたしました。

●議長（佐藤議員） 次に、議案第42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。

本案は、人事案件であります。

したがって、厚岸町議会会議運用内規54にありますとおり、討論を省略し、本案は、

原案のとおり同意することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり同意することに決定いたしました。

●議長（佐藤議員） 次に、議案第43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。

本案は、人事案件であります。

したがって、厚岸町議会会議運用内規54にありますとおり、討論を省略し、本案は、

原案のとおり同意することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり同意することに決定いたしました。

●議長（佐藤議員） 次に、議案第44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。

本案は、人事案件であります。
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したがって、厚岸町議会会議運用内規54にありますとおり、討論を省略し、本案は、

原案のとおり同意することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり同意することに決定いたしました。

●議長（佐藤議員） 次に、議案第45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。

本案は、人事案件であります。

したがって、厚岸町議会会議運用内規54にありますとおり、討論を省略し、本案は、

原案のとおり同意することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり同意することに決定いたしました。

●議長（佐藤議員） 次に、議案第46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。

本案は、人事案件であります。

したがって、厚岸町議会会議運用内規54にありますとおり、討論を省略し、本案は、

原案のとおり同意することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり同意することに決定いたしました。

●議長（佐藤議員） 日程第５、議案第47号 釧路東部消防組合規約の変更についてを議

題といたします。
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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（會田課長） ただいま上程いただきました、議案第47号 釧路東部消防組合規約

の変更について、その提案理由と規約変更の内容をご説明いたします。

本規約につきましては、現在工事が進められております釧路東部消防組合消防本部厚

岸消防署新庁舎を、本年９月１日から供用を開始することに伴う釧路東部消防組合の事

務所の位置を改めるもので、組合の事務所の位置を改める規約の変更に当たっては、地

方自治法第286条第２項の規定により構成団体の協議によりこれを定めることとされ、そ

の協議につきましては、同法第290条の規定により関係地方公共団体の議会の議決を経な

ければならないとされているため、本議案を提出するものであります。

変更の内容は、規約第４条、組合の事務所の位置について、厚岸町松葉４丁目１番地

を厚岸町宮園２丁目414番地２に改めるものであります。

なお、資料として新旧対照表を配付しておりますので、参考に供していただきたいと

思います。

次に、附則として、この規約は平成29年９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、ご承認くださいますようお願いいた

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。

●議長（佐藤議員） 日程第６、議案第48号 辺地に係る総合整備計画の変更についてを

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。

まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） ただいま上程いただきました、議案第48号 辺地に係る

総合整備計画の変更について、その提案理由及び内容を申し上げます。

太田辺地については、平成26年第２回定例会において議決をいただき、現在平成26年
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度から30年度までを計画期間とする総合整備計画を有しております。しかし、今年度の

事業として実施する小型動力ポンプ整備事業が既存計画に搭載されていないことから、

当該事業を追加する計画変更が必要となったものであります。

なお、本件につきましては、平成29年５月22日付をもって、北海道知事から計画変更

に対する疑義がないとする回答を受けておりますので、辺地に係る公共的施設の総合整

備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第８項の規定に基づき、当該計画の

変更について、町議会の議決を得るべく本定例会に提出するものでございます。

議案書42ページをご覧ください。

太田辺地に係る変更後の総合整備計画でありますが、３、公共的施設の整備計画につ

きまして、表の施設名４行目、消防施設の小型動力ポンプ整備事業、釧路東部消防組合

の主体事業でありますが、変更後の金額を括弧書きしております。事業費が221万5,000

円、財源内訳は一般財源が221万5,000円で、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額に

ついて220万円とし、これに伴い合計欄の金額も変更するものであります。

以上、簡単な説明でありますが、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。

（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49号 損害賠償の額を定めることについてを議題

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。

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49号 損害賠償の額を定める

ことについて、提案内容をご説明申し上げます。

議案書43ページをお開き願います。

自動車事故による損害を次のとおり賠償することについて、地方自治法第96条第１項

第13号の規定により議会の議決を求めるものであります。

内容について、ご説明申し上げます。

１、相手方は川上郡弟子屈町中央２丁目３番１号弟子屈町長様でございます。
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２、事故の概要。平成29年３月10日、午前10時20分ころ、釧路市幸町10丁目３番地、

釧路地方合同庁舎駐車場内において、厚岸町職員が職務上町有車両を運転し、駐車する

際に運転操作を誤り、前方に駐車していた相手方車両に接触し、相手方車両の後方右側

と町有車両の前方左側が損傷したものであります。

本件の事故は、物損のみの事故であり、車両修繕費用を賠償するものであります。

なお、過失割合は町が100％となるものであります。

３、損害賠償額、金３万2,854円也。

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。

６番、室﨑議員。

●室﨑議員 この相手方について、なぜこういう記載になっているのか、説明していただ

きたい。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 相手方でございますけれども、弟子屈町いわゆる地方公共団体

の行政長である弟子屈町長というふうにさせていただいたところでございます。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●室﨑議員 相手方が法人なら、あるいは地方公共団体なら、弟子屈町でしょう。それか

ら、相手方がそこの町長さんである個人なら、何丁目何番地、何の何がしでしょう。ちょっ

と余計なこと言いますが、議案の53号でもって財産の取得というの出てますね。そのと

きには、コマツ道東株式会社というところが取り引きの相手方になっているでしょう。

株式会社社長とは書かないですよね。何でこういう異例な書き方をしているのか。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） ちょっと休憩いただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） 休憩いたします。

午後２時17分休憩

午後２時18分再開

●議長（佐藤議員） 再開いたします。
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建設課長。

●建設課長（松見課長） 再度答弁させていただきたいと思います。

この所在地は弟子屈町役場の所在地を指すものでありまして、弟子屈町長様の個人への賠

償ではなくて、弟子屈町いわゆるそこの行政長様を相手に損害賠償という表記とさせていた

だいたところでございます。（「休憩してください」と呼ぶ者あり）

●議長（佐藤議員） ちょっと休憩します。

午後２時19分休憩

午後２時33分再開

●議長（佐藤議員） 再開いたします。

３時休みの休憩を前倒しして、３時まで休憩させていただきます。

３時から再開しますので、よろしくお願いします。

午後２時33分休憩

午後３時00分再開

●議長（佐藤議員） 再開いたします。

が、事務手続上、ちょっと若干、もう若干時間かかりますので、再度休憩したいと思

います。申しわけありません。

●議長（佐藤議員） 休憩します。

午後３時00分休憩

午後３時11分再開

●議長（佐藤議員） 再開いたします。

ただい理事者側から議案第49号 損害賠償の額を定めることについての事件の訂正請

求書が提出されました。これを日程に追加し、追加日程として、直ちに議題といたした

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、事件の訂正請求を日程に追加し、追加日程とし、直ちに議題といたします。
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訂正理由の説明を求めます。

建設課長。

●建設課長（松見課長） 議長様はじめ議員の皆様におかれましては、スムーズな議事進

行が行われている中、審議中断という事態を招き、大変ご迷惑をおかけいたしました。

深くおわびを申し上げます。

議案第49号の損害賠償の額を定めることについて、相手方の訂正をさせていただくた

め、事件の訂正請求書を提出させていただいたものでございます。

訂正の内容は、別紙のとおりでございまして、内容について簡単にご説明をさせてい

ただきます。

１、相手方でございます。川上郡弟子屈町中央２丁目３番１号、弟子屈町長とあるの

を、相手方、川上郡弟子屈町中央２丁目３番１号、弟子屈町に訂正をさせていただくも

のでございます。

どうかお取り扱いくださいますようよろしくお願いを申し上げます。

●議長（佐藤議員） お諮りします。

事件の訂正請求を承認することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、事件の訂正請求を承認することに決定いたしました。

引き続き、質疑を行います。ございませんか。

（な し）

●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８、議案第50号 損害賠償の額を定めることについてを議題
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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50号 損害賠償の額を定め

ることについて、提案内容をご説明申し上げます。

議案書44ページをお開き願います。

自動車事故による損害を次のとおり賠償することについて、地方自治法第96条第１項

第13号の規定により、議会の議決を求めるものであります。

内容について、ご説明申し上げます。

１、相手方は、厚岸郡厚岸町奔渡６丁目３番地、竹田則之様でございます。

２、事故の概要、平成29年３月12日午前10時５分ころ、厚岸町奔渡６丁目６番地、奔

渡公住駐車場内において、厚岸町職員が職務上町有車両を運転し、方向転換した際に後

方確認の不注意により、後方に駐車していた相手方車両に接触し、相手方車両の車体前

側に破損を与えたものであります。

本件の事故は物損のみの事故であり、車両修繕費用を賠償するものであります。

なお、過失割合は、町が100％となるものであります。

３、損害賠償額、金17万6,390円也。

改めて職員に対し、交通事故の再発防止に向けた指導を行ってまいります。

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。

●議長（佐藤議員） 日程第９、議案第51号 財産の取得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（會田課長） ただいま上程いただきました、議案第51号 財産の取得につい
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て、その内容をご説明いたします。

このたび取得しようとする財産は、厚岸消防署に配備する水難救助車であります。

これは、平成29年度特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用して購入取得するもので、

この交付金制度に基づき町が購入した上、契約により厚岸消防署へ管理を委託するもの

でございます。

現在、厚岸消防署におきましては、専用の水難救助車を配備していないため、平成10

年１月に購入した高規格救急自動車を平成20年12月に当該自動車を更新整備した際に用

途変更を行い、翌21年１月から潜水資器材搬送車として運用してきたところであります。

しかし、既に19年以上が経過し、車体等の腐食、エンジン出力の低下が著しいこと、

またもともと専用車ではないため、車体に潜水資器材等の各種装備品の全部を積載でき

ないことから、車体に各種水難救助用資器材の全部をすぐに使用可能な状態で積載でき、

かつ車両改良により、ボートトレーラーを牽引できる水難救助車を整備し、水難事故者

の救助や捜索活動、水害発生時における避難困難者の救出活動の迅速化を図ろうとする

ものであり、その取得に当たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処

分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものであります。

それでは、議案書45ページ、下記の部分をごらんください。

１の財産の種類は、物品であります。

２の名称及び数量は、水難救助車１台であります。

３の契約の方法は、地方自治法施行令第167条第１号による指名競争入札で、道内に消

防自動車の製造と性能試験ができる工場を有する５社を指名し、入札を執行しておりま

す。

４の取得価格は、金1,110万2,400円であります。

５の契約の相手方は、北海道札幌市白石区東札幌５条５丁目14番12号、山﨑自動車株

式会社であります。

続いて、取得予定の水難救助車について、次ページの参考により簡単にご説明いたし

ます。また、47ページの型式図をあわせてご参照いただきたいと思います。

それでは、46ページをご覧ください。

１の車両概要については、型式がトヨタハイエーススーパーロングワイドハイルーフ、

いわゆるワンボックス型で四輪駆動、エンジンが2,700ＣＣ、ガソリンエンジン、乗車定

員が４人、全長が5.575メートル、全幅が1.88メートル、全高が2.46メートルであります。

２の主な仕様・装備につきましては、救助艇の牽引に用いるヒッチメンバー一式、ボー

トトレーラー１台、潜水資器材の搬送に用いる折り畳み式アルミ製リヤカー１台、傷病

者への酸素投与に用いる流量計付減圧弁１個、潜水用空気ボンベ２本を装備するほか、

でございます。

３の納入期日につきましては、平成30年２月16日としております。

なお、資料として、６月９日に執行した指名競争入札の結果を配付しておりますので、

参考に供していただきたいと思います。

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

いいたします。
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●議長（佐藤議員） 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10、議案第52号 財産の取得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。

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52号 財産の取得について、

その提案理由をご説明申し上げます。

現在、町が所有しているダンプトラック４トン級は、平成７年度に購入したものであ

り、走行距離数も27万キロメートルを超え、老朽化が著しく年々修繕箇所もふえている

状況があります。この車両の使用方法は、舗装用合材及び砕石の運搬を主に行っており、

冬期には融雪剤散布機を荷台に搭載し、路面凍結防止のための散布作業を行う重要な車

両となっております。このため、町では計画的に老朽化した車両の更新を行い、今後の

道路維持体制を図るものであり、その財産の取得に当たり、議会の議決に付するべき契

約及び財産の取得、または処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求める

ものでございます。

議案書48ページをお開き願います。

内容でございますが、１、財産の種類は、物品であります。

２、名称及び数量は、ダンプトラック１台であります。

３、契約の方法は、地方自治法施行令第167条第１号による指名競争入札であります。

４、取得価格は、金1,274万4,000万円也。

５、契約の相手方は、北海道釧路市鳥取南５丁目11番８号、東北海道いすゞ自動車株

式会社であります。

次の49ページをお開き願います。

参考としまして、１、ダンプトラック４トン級、エンジンは水冷４サイクル直列噴射

式インタークーラーターボ、乗車定員は３名、総重量は7,960キログラム、全長5.785メー

トル、全高2.480メートル、全幅2.200メートル。

２、納入期日、平成30年３月15日でございます。

次の50ページは型式図でございます。参考にしていただきたいと存じます。
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なお、別途お手元に参考資料といたしまして、６月９日に執行いたしました指名競争

入札結果を配付させていただいておりますので、ご参照願います。

以上、簡単な説明ではございます、ご審議の上、ご承認賜りますようお願いを申し上

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。

（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53号 財産の取得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（遠田課長） ただいま上程いただきました議案第53号 財産の取得について、

その提案理由をご説明申し上げます。

議案書の51ページをお開きください。

町では下水道終末処理場で発生した下水道汚泥を有効活用するため、その処理を町営

牧場大別団地の敷地に建設した厚岸町有機資源堆肥センターで、牛ふんや生ごみを加え

堆肥化した上で町営牧場内の草地に肥料として使用しております。この施設では、堆肥

化の過程で汚泥など施設への投入や肥料の取り出しなど、かき寄せ機としてホイルロー

ダーを使用しておりますが、導入年度が施設の建設にあわせた平成12年度で、耐用年数10

年を上回り17年を経過し、老朽化の進行で年々修理費が高額になってきております。こ

のため、町では引き続き、下水道汚泥を適正に処理し有効活用するため、厚岸町公共下

水道長寿命化計画に基づき、必要となるホイルローダーを購入し、その財産取得に当た

り、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分に関する条例第３条の規定

により、議会の議決を求めるものであります。

議案書の51ページをご覧願います。

内容でございますが、１として財産の種類は、物品であります。

２として名称及び数量は、ホイルローダー１台であります。

３として契約の方法は、地方自治法施行令第167条第１号による指名競争入札。

４として取得価格は、金1,212万8,400円也。
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５として契約の相手方は、北海道帯広市西24条北１丁目３番４号、コマツ道東株式会

社であります。

52ページをご覧ください。

参考としまして、１、ホイルローダー11トン級車両式簡易脱着装置付、型式はＷＡ200-7、

エンジンは直噴式ターボ、アフタークーラ、クールドＥＧＲ付、乗車定員は１名、総重

量は9,870キログラム、全長6.88メートル、全高3.11メートル、全幅2.55メートル、バケッ

ト容量は2.0立方メートルであります。

２として納入期日は、平成29年11月30日であります。

次の53ページは型式図でございますので、参考にしていただきたいと思います。なお

別途お手元に参考資料としまして、５月12日に執行しました指名競争入札結果を配付さ

せていただいておりますので、御参照願います。

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。ございませんか。

１番、大野議員。

●大野議員 これ今まで使っていたのと同じぐらいの大きさのものなのですか。

●議長（佐藤議員） 水道課長。

●水道課長（遠田課長） 同等の容量のものになります。

●議長（佐藤議員） １番、大野議員。

●大野議員 納期が11月ですよね。やっぱりそれくらい物がないのですか。そういう時期

に、契約から何か手続上そうなのか、分からないのですけれども。

●議長（佐藤議員） 水道課長。

●水道課長（遠田課長） 見積もりをとる段階で、納期も確認しまして、やはりこれぐら

いかかるということでございました。

通常の、一般の自動車と違いまして、受注を受けなければ製造しないような、または

１台、１台仕様が違いますので、このぐらいの納期が必要かというふうに思います。

●議長（佐藤議員） １番、大野議員。

●大野議員 これ納入した後、古い機械は廃棄処分なのですか。

●議長（佐藤議員） 水道課長。
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●水道課長（遠田課長） 実をいいますと、かなり古い状態で使ってましたので、提案理

由でも少し申し上げましたが、かなり高額の修繕費がかかっております。エンジンの整

備で200万円以上かけた時期もございます。ですので、すぐ廃棄するのではなく、修理し

てさらに使うということにはなりませんけれども、現状可能な限り、ほかの用途でも活

用が可能ですので、そういう状態で使っていきたいと思っております。

●議長（佐藤議員） よろしいですか。

他にございませんか。

（な し）

●議長（佐藤議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は、原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（「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12、議案第54号 工事請負契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。

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54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54ページをお開き願います。

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29年３月８日、議案第22号をもって議決を得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、下記のとおりとなります。

１、工事名は、（平成28年度国債）太田門静間道路改良舗装工事でございます。工事名

に変更はございません。

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、金１億5,660万円也から122万400円増額となる、金１億5,782万400円也

へ変更するものであります。

５、請負契約者に変更はございません。
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４、請負金額の変更について、ご説明申し上げます。

平成29年２月10日に平成29年３月から適用する公共工事設計労務単価が決定され、労

務単価は全国の職種、全国の全職種単純平均で3.4％上昇、道内の伸び率では6.5％上昇

したところであります。国土交通省直轄工事においては、平成29年２月10日付、国地契

第63号ほか通知により、運用に係る特例措置を講じることとされ、さらにこの通知を参

考として、平成29年２月10日付、国土入企第24号により、適切な運用に努めるよう道に

技能労働者への適切な賃金水準の確保について通知され、道においては国土交通省から

の通知等の趣旨を踏まえ、建設部が所管する事業で各総合振興局などが発注する工事に

ついても国に準じ、平成29年２月20日付で特例措置を定め、平成29年３月１日以降に契

約を締結する工事のうち、改訂前の労務単価を適用して予定価格を積算しているものに

ついては、平成29年３月から適用する労務単価に基づく契約に変更する取り扱いとされ

たことについての文書を、各市町村長に参考送付されたところであります。

このようなことから、道からの文書等の趣旨を踏まえ、町が発注する工事についても

国及び北海道に準じ、平成29年３月から適用する公共工事設計労務単価の決定に伴い、

平成29年３月１日以降に契約を締結した工事のうち、改訂前の労務単価を適用して予定

価格を積算している工事の受注者は、平成元年厚岸町規則第２号厚岸町建設工事執行規

則別記様式建設工事請負標準契約書式第52条の規定に基づき、改訂前の労務単価に基づ

く契約を平成29年３月から適用する労務単価に基づく契約に変更するための請負代金の

変更の協議をすることができるよう、平成29年３月６日付で特例措置したところであり

ます。

なお、町が発注する工事で平成29年３月１日以降に契約を締結した工事のうち、改訂

前の労務単価を適用して予定価格を積算している工事は４件で、本件の（平成28年度国

債）太田門静間道路改良舗装工事につきましては、入札執行日は平成29年２月22日で改

訂前の労務単価を適用して予定価格を積算したものであります。契約締結日となる平成29

年３月16日付で、工事の受注者に周知文書及び口頭により特例措置についての説明を行

い、平成29年５月15日付で請負代金額変更請求書が提出されているところでございます。

この請負代金額変更請求書に基づく協議により、平成29年３月から適用する労務単価を

適用し積算されたのが、変更後の請負金額、金１億5,782万400円也となるものでありま

す。

以上、簡単な説明ではございますが、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。

８番、南谷議員。

●南谷議員 今、大変詳しい説明をしていただいたのですけれども、ちょっと理解できな

い部分があるので、お尋ねをさせていただきます。

たしかこれ繰越明許費ですよね。当初予算で組んでいるのだけれども、繰越明許でし

たっけ、これ。違う。当初予算で。今の説明だと、３月中に、３月１日の労務単価で試

算したときには１億5,600万円と、こういうことで当初予算組んで積算をしていたのだけ
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れども、国からのあれで締結時３月以降の労務単価が国の改正に基づいて、普通ですね、

契約をした場合は、工事費の契約関係は通常は、単価、労務費については変わらないの

が通例ですよね。今回、今長い説明があったのですけれども、もう少し詳しく簡単でい

ですから、どうして今回この労務費の単価がなったのか、簡単な説明をして、もう少し

詳しくというのかな、分かるように、理解、122万400円差額あるのですけれども、労務

単価だけの修正だと思います。

それからもう１点、４件ほどあると言いました。同じように労務費の関係でこのほか

にどことどこがあるのか、お尋ねをさせていただきます。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 本件の工事発注につきましては、予算の関係、２カ年にわたる

工事となりまして、予算措置については債務負担行為の取り扱いとさせていただいてい

る内容でございます。

なお、この取り扱いについては、通常であれば厚生労働省、国においては、毎年10月

に公共工事に従事する建設労働者の賃金実態を調査し、翌年の４月に改訂しているとい

うのがこれまでの労務単価の引き上げ手続でありましたが、平成25年からいろいろと発

注関係事務、あるいは建設業者の環境改善、あるいは若年者の雇用確保とか、いろいろ

建設業を取り巻く情勢が厳しい状況が入ってまいりまして、平成25年から引き続きこの

たびの特例措置が講じられてきたところでございます。

４件については、このほか次の議案第54号でいう若竹１丁目地区汚水管新設工事、55

号ですね、においても同様な理由が含まれたものでございます。そのほかの２件につい

ては、矢臼別演習場内での下水砂防施設の工事を行っておりますけれども、これは5,000

万円未満の工事で、議決案件の工事ではありませんけれども、この工事２本についても

該当している、これが合計４件という内容でございます。

●議長（佐藤議員） 他にございませんか。

３番、堀議員。

●堀議員 今の関係で、結果的に北海道は６％以上の労務単価の上昇があったので、今回

このように変更をということで、今回ふえる122万400円ですか、のうち、労務単価の上

昇によってふえた分というのが幾らなのか。また、経費関係も計算すると思うので、そ

の経費関係というものが幾らなのかを教えていただきたいと思います。

それと、請負代金変更請求書を受けたから変更したのだというようなことなのでしょ

うけれども、設計変更等の手続というのはとられなかったのでしょうか。この点につい

て教えていただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） まず、この特例措置の取り扱いについて、請負業者に通知をさ
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せていただく、その請負業者はその通知書を受けて検討した結果、変更請求が必要であ

るという判断のもとに町側に改めて変更請求を申し出いただく。そして、町はそれを受

けて協議に応じるという内容で、向こう側の契約変更をする権利を保障するものでござ

います。

それから、設計、この取り扱いの手続でございますけれども、請負代金額変更請求書

があり、それを工事監督員が受け付けをして請負代金額変更上申書を町長に提出されま

す。そのことでの手続でございます。

なお、前段に出た労務単価、それから諸経費別の細かな積算内訳については、ちょっ

と今手元にないものですから難しいのですけれども、工事費、直接工事費とその他の経

費というふうに考えますと、大体半々程度なのかなと。直工、直接工事費プラス一般管

理費、共通仮設費、現場管理費だと、大体直接工事費の倍近くの工事請負金額になると、

そういうふうに捉えていただければ、ちょっと簡単、雑駁でございますけれども、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 そうすると、分かりました。それで、労務単価の上昇があると言っているので

すけれども、実際に請負業者のほうの労務単価というものが上がったのかどうなのかと

いう、そういう追跡というか、そういう調査というのは町のほうでしているのでしょう

か。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） それについては、調査できていないところなのですけれども、

それぞれの請負業者が持たれる技術者等も違いますし、必ずしも上昇した分が働く労働

者までに届いているかどうか、そこまでについては私ども契約手続上、確認できてない

のですが、この件に関しては、例年、労務単価が少しずつ上がっている状況にあります

ので、建設業協会総会等でもそういったことについてお願いをしていると、そういった

ことでございます。

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 設計上、労務単価がだんだん、だんだん上がっていってるのだよとは言うので

すけれども、実際に働いている人方が受け取る金額というのが、実際に本当に上がって

いるのかというものは、やはり常に言われているのですよね。やはり、今回のように労

務単価だけを当てた変更とかというものにあわせた中で、しっかりと実際の請負業者で

働いているところの人夫賃金等の調査というものを、町のほうでもしっかりとしていた

だかなければならない、そのように思うのですよ。そうやってきちんとやっているとこ

ろに対して国からの指導とかがあったときに、では、労務単価も上げましょう、のため
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の設計変更を許しましょうとかという話でもしていかなければ、やはりいけないと思う

のですよね。どんどん、どんどん設計金額だけは上がっていっているけれども、働いて

いる人方の賃金が全然上がらないといった中では、それはやはり困るので、きちんと今

回の設計変更なりの金額も、労務単価のほうにしっかりと反映されて支給がされるよう

な、そういうものを町のほうからも指導監督というものをしっかりしていただきたいと

思うのですけれども、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） ちょっと先ほど私、十分でなかったかなと今反省しております。

今回のこの上げることによって、賃金が労働者のところにお渡しされる金額がどうなっ

ていくのかということについては、今のところ調査予定はないというようなことでいた

のですけれども、私どもも道路管理、維持管理で臨時職員を雇用しているような状態で

ございまして、こういった方々の賃金についても、検討、日々検討しておりまして、今

般４月の切りかえに当たって、建設工事各社の労働技能労働者の賃金の実態調査を、聞

き取りではありますけれどもさせていただきました。皆さん、業者、各業者とも賃金を

上昇させていただいて、労働者の環境改善をされておりました。そんな調査をしており

ますので、今後も引き続き、業者のほうへの、この労務単価上昇に伴う労働者の賃金改

善についても調査、またお願いをしていきたいなと、そのように思っております。

●議長（佐藤議員） よろしいですか。

他にございませんか。

（な し）

●議長（佐藤議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は、原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（「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55号 工事請負契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。

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55号 工事請負契約の変更
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について、提案内容をご説明申し上げます。

議案書56ページをお開き願います。

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29年３月８日、議案第23号をもって議決を得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、下記のとおりとなります。

１、工事名、平成28年度（繰越）若竹１丁目地区汚水管新設工事でございます。工事

名に変更はございません。

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、金8,596万8,000円也から270万円増額となる、金8,866万8,000円也へ変

更するものであります。

５、請負契約者に変更はございません。

４、請負金額の変更について、ご説明申し上げます。

請負金額の変更は、１点目は議案第54号でご説明いたしました内容と同様に、町が発

注する工事で、平成29年３月１日以降に契約を締結した工事となるもので、改訂前の労

務単価に基づく契約を、平成29年３月から適用する労務単価に基づく契約に変更するた

めの請負代金額の変更の協議を請求することができるよう、平成29年３月６日付で特例

措置した対象となる工事であります。

本件の、平成28年度（繰越）若竹１丁目地区汚水管新設工事につきましては、入札執

行日は平成29年２月22日で改訂前の労務単価を適用して予定価格を積算したものであり

ます。

契約締結日となる平成29年３月16日付で、工事の受注者に周知文書及び口頭により特

例措置についての説明を行い、平成29年５月19日付で請負代金額変更請求書が提出され

ているところでございます。

この請負代金額変更請求書に基づく協議により、平成29年３月から適用する労務単価

を適用し積算された請負金額は、8,692万9,200円となり、96万1,200円の増となるもので

あります。

２点目は、工事内容の変更によるもので、変更後の請負金額は8,866万8,000円となり、

173万8,800円の増、合計270万円の増となるものであります。

57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。

表中の左欄に工事内容の区分、種別、そこから右に、変更前、変更後、備考となって

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、今回変更があっ

た箇所は下線により示し、右備考欄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１点でございます。１号マンホールについて、１箇

所が４箇所と、３箇所増となっております。

２、工期ですが、工事内容の変更に伴う工期の変更はございません。

３、参考図として、位置図、平面図を添付しております。

58ページをお開き願います。
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今回の施工位置ですが、図面右側の位置図に丸で示した箇所と変更はございません。

工事施工内容の変更について、図面中央がその詳細を示した平面図であります。右側か

ら、１号マンホール、ナンバー２から左側に１号マンホール、ナンバー４の黒丸３カ所

は漁港道路建設に当たり、旧海岸線を埋め立てた地下土質が不明な箇所に位置するため、

汚水管工事を進めながら、地下の土質状況が判明した後、設計変更により増設する段階

施工を計画していることを、第１回定例会における工事請負契約の締結についての議案

提案の際にご説明しておりました。

今般、ナンバー２からナンバー４のマンホール設置箇所の工事施工段階確認を行い、

掘削状況と土質試験結果から、当初設計と適合する土質であったことから、設計変更に

よりナンバー１と同様な工法でのマンホール３カ所を追加設置するものであります。

59ページをお開き願います。

追加設置するマンホールの詳細を示した断面図であります。マンホールの追加設置に

伴い必要となる掘削した土地の、失礼、土の埋め戻し工と道路の舗装復旧工の内容も示

しておりますので、ご参照願います。

以上、簡単な説明ではございますが、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。

（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14、議案第56号 厚岸町防災行政無線施設の設置及び管理に

関する条例及び厚岸町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

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（會田課長） ただいま上程いただきました、議案第56号 厚岸町防災行政無線

施設の設置及び管理に関する条例及び厚岸町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する

条例の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。
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本条例につきましては、現在工事が進められている釧路東部消防組合消防本部厚岸消

防署新庁舎が、本年９月１日から供用開始されることに伴い、現庁舎に設置している同

報系防災行政無線施設の送信施設としての遠隔制御局と厚岸情報ネットワークの放送設

備としての補局をそれぞれ新庁舎へ移設することから、厚岸町防災行政無線施設の設置

及び管理に関する条例の第２条の表と、厚岸町情報通信基盤施設の設置及び管理に関す

る条例の別表で定めている各施設の設置場所を改めるため、制定するものであります。

また、本条例は２つの条例が共通の改正の目的であることから、この２つの条例を１

つの条例で改正することとし、第１条が厚岸町防災行政無線施設の設置及び管理に関す

る条例の一部改正、第２条が厚岸町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例の一

部改正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、改正条文の説明は、議案書により行わせていただきますので、別に配付してお

ります議案第56号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覧いただき

たいと思います。

それでは、議案書60ページをごらん願います。

初めに、第１条、厚岸町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例の一部改正で

あります。

第２条の表中、送信施設としての遠隔制御局の設置場所を、現消防庁舎の事務所の位

置である厚岸町松葉４丁目１番地から、新消防署庁舎の事務所の位置である厚岸町宮園

２丁目414番地２に改めるものであります。

次に第２条、厚岸町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例の一部改正であり

ます。

別表第１中、放送設備としての厚岸消防署子局の設置場所を、第１条の改正内容と同

様に、厚岸町松葉４丁目１番地から、厚岸町宮園２丁目414番地２に改めるものでありま

す。

次ページ、附則であります。

この条例は、平成29年９月１日から施行するとするもので、さきに議決をいただきま

した議案第47号 釧路東部消防組合規約の変更についてにおける同組合の事務所の位置

の変更に係る施行日と同日としております。

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）
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●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15、議案第57号 厚岸町職員の育児休業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（會田課長） ただいま上程いただきました、議案第57号 厚岸町職員の育児休

業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。

本条例につきましては、育児を行う職員の職業生活及び家庭生活の両立を一層容易に

することを目的に、本年４月１日から施行された職員の育児休業等の一部を改正する人

事院規則に準じて、３歳未満の子の養育に係る育児休業の再取得及び育児休業期間の再

延長並びに小学校就学前の子の養育に係る１年以内の再度の育児短時間勤務をすること

ができる特別の事情として、その養育する子が待機児童である場合の規定を追加する改

正を行うため制定するものであります。

続いて、改正条文の説明をいたします。

改正条文の説明は、別に配付しております議案第57号 説明資料の新旧対照表により

行わせていただきます。

恐れ入りますが、説明資料の１ページをご覧いただきたいと思います。

第３条第６号の改正は、再度の育児休業をすることができる特別の事情に、育児休業

に係る子について、保育所等として保育所、認定こども園、または家庭的保育事業とし

て、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、または事業内保育事業に

おける保育の利用を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行われないこと、

つまり育児休業に係る子が待機児童であることを加えるものであります。

第４条の改正は、育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情に、第３条第６号

の改正と同様、育児休業に係る子が待機児童であることを加えるものであります。

第10条第７号の改正は、育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して１年を経過し

ていない場合における再度の育児短時間勤務ができる特別の事情に、さきの改正と同様、

育児短時間勤務に係る子が待機児童であることを加えるものであります。

なお、これらの改正につきましては、前段でご説明したとおり、いずれも人事院規則

に準じた規定の内容となっております。

次に、附則であります。

議案書63ページをご覧願います。

この条例の施行日であります。

この条例は、交付の日から施行するとするもので、冒頭で説明した人事院規則の施行

日が４月１日からとなっておりますが、現在厚岸町におきまして、このたびの改正規定

に該当する職員がいないため、４月１日に遡及することなく交付の日から施行するとす
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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。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16、議案第58号 町税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。

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58号 町税条例の一部を改

正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。

議案書64ページをお開きください。

今般、国は我が国経済の成長力の底上げのため、就業調整を意識しなくて済む仕組み

を構築する観点から、個人住民税の配偶者控除及び配偶者特別控除を見直すとして地方

税法の一部を改正する法律を、平成29年３月31日に交付し、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29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、さきの専決処分により報告し、ご承認をい

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、本定例会に提出するものであります。

改正内容に説明につきましては、別紙お手元に配付の議案第58号 説明資料①及び②

でご説明申し上げます。

それでは、説明資料①の新旧対照表をご覧ください。

１ページであります。

附則第５条は個人の町民税の所得割の非課税の範囲等の規定で、地方税法において配

偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、控除対象配偶者という軸を同一生計配

偶者という軸に改めるものであります。
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ここで、説明資料の②をご覧いただきたいと思います。

改正の概要であります。

改正後の同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合

計所得金額が38万円以下のものでありますが、これまでの控除対象配偶者から名称が変

更となっております。なお、対象要件はこれまでと同様であります。また、改正後の新

たな控除対象配偶者は対象要件が変更となり、地方税法において規定され、改正後の同

一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下である市町村民税の納税義務

者の配偶者が控除対象配偶者となったものであります。

議案書に戻りまして、附則であります。

第１条は、この条例は平成31年１月１日から施行するものであります。

第２条は、経過措置であります。

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。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17、議案第59号 厚岸町立保育所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。

保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） ただいま上程いただきました、議案第59号 厚岸町立保育所条

例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由及び内容についてご説明申し上げ

ます。

この条例は、児童福祉法の規定に基づく保育所の設置のほか、職員配置や保育の実施

基準、保育料などを定めており、今般の改正については平成29年度に向けて、国及び北

海道が行った低所得世帯、多子世帯、ひとり親世帯に対する保育料の軽減の取り組みに

伴い、保育料の改正を行おうとするものでございます。

国は平成29年度において、所得の低い多子世帯やひとり親世帯などの負担軽減を図り、
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子ども・子育て支援新制度を推進するため、子ども・子育て支援法施行令及び子ども・

子育て支援法施行規則を平成29年３月31日付で一部改正し、平成29年４月１日から施行

いたしました。

その内容は、市町村民税非課税世帯の第２子の保育料を無料とするとともに、ひとり

親世帯などの場合で年収約360万円未満相当、市町村民税の所得割の額にすると７万7,101

円未満の世帯について、保育料の負担軽減措置を拡大したものでございます。

また、北海道においても、平成29年度において、独自に子育て世帯の経済的負担を軽

減するため、多子世帯の保育料軽減支援事業実施要綱を制定し、平成29年４月１日から

施行いたしました。その内容は、年収640万円未満相当、市町村民税の所得割の額にする

と16万9,000円未満の世帯で、第２子以降の３歳未満児の保育料について無料とした市町

村に対し、その費用の２分の１を支援するとしたものであります。この国の改正及び北

海道の新しい支援事業も活用し、当町の保育料について負担軽減の改正を行おうとする

ものです。

お手元に配付の議案第59号 説明資料、厚岸町立保育所条例の一部を改正する条例新

旧対照表をご覧願います。新旧対照表によりまして、ご説明申し上げます。

別表で規定している保育料金については改正はありませんが、備考５以降について改

正を行うものです。備考５については、ひとり親世帯等のうち、市町村民税の所得割額

が７万7,101円未満の世帯における保育料軽減の改正です。改正内容は、ひとり親世帯等

の３歳未満児では、Ｃ４階層からＣ８階層の市町村民税の所得割額が７万7,101円未満の

世帯について、保育料を一律9,000円とし、３歳以上児ではＣ２階層からＣ８階層のうち

の市町村民税の所得割額が７万7,101円未満の世帯について保育料を一律6,000円とする

ものです。

次に、備考６を備考７に繰り下げ、これを３歳以上児の場合の規定とし、新たに備考

６としてＢ階層における保育料について、子供の年齢に関係なく最年長の子供から順に

２人目以降について無料とする規定を追加するものです。

次に、備考７を備考９に繰り下げ、新たに備考８として、Ｃ１階層からＣ10階層の世

帯における３歳未満児の保育料について、子供の年齢に関係なく最年長の子供から順に

２人目以降について無料とする規定を追加するものです。

なお、これら改正により、これまでの保育料額と比較し引き下げを行う改正となるこ

とから、保育料の影響額について算出したところ、13世帯で13人分、203万3,000円の減

額となりますが、北海道から103万7,000円が補助されることから、差し引き99万6,000円

の減額と試算しているところであります。予算の補正については、保育所への途中入所、

途中退所と変動することから、例年と同様児童数の推移により、12月もしくは３月定例

会において補正措置させていただきたいと考えております。

なお、お手元に、議案第59号 参考資料として、平成29年度厚岸町立保育所条例改正

資料を配付しておりますので、参考に供していただきたいと存じます。

議案書の66ページにお戻り願います。

附則でございます。

第１項は、この条例は公布の日から施行し、改正後の厚岸町立保育所条例の規定は平

成29年４月１日から適用するものとしております。
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第２項は、経過措置であります。改正後の条例の規定は、平成29年度分の保育料から

適用し、平成28年度分までの保育料については、なお従前の例によるものとしておりま

す。

第３項は、保育料の還付であります。この条例の施行の際、平成29年度分の保育料と

して、既に納付した保育料月額より改正後の条例による保育料月額が減額となる場合に

ついては、その差額を還付するものとしております。

以上、大変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。

●議長（佐藤議員） 日程第18、議案第60号 厚岸町立へき地保育所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。

保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） ただいま上程いただきました、議案第60号 厚岸町立へき地保

健所条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由及び内容についてご説明申

し上げます。

この条例は、へき地保育所の設置のほか、職員配置や入所児童の範囲、保育料などを

定めており、今般の改正については、平成29年度に向けて国が行った低所得の多子世帯

に対する保育料軽減の取り組みに伴い、保育料の改正を行おうとするものでございます。

へき地保育所の保育料については、町立保育所の保育料を参考に、Ａ階層、Ｂ階層、

Ｃ階層の３段階で定めておりますが、その参考とする町立保育所の保育料の基準につい

て、国は平成29年度において、所得の低い多子世帯やひとり親世帯などの負担軽減を図

り、子ども・子育て支援新制度を推進するため、子育て支援法施行令及び子ども・子育

て支援法施行規則を平成29年３月31日付で一部改正を行い、平成29年４月１日から施行

したものでございます。

その内容は、市町村民税非課税世帯、いわゆるＢ階層の世帯の第２子の保育料を無料

とするとともに、ひとり親世帯などの場合で年収約360万円未満相当、市町村民税の所得
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割の額にすると７万7,101円未満の世帯について、保育料の負担軽減措置を拡大したもの

であります。このうち、市町村民税非課税世帯の第２子の保育料を無料とする措置が、

へき地保育所の保育料にも該当する内容となっており、このたびの国の改正と同様に、

当該へき地保育所の保育料について改正を行おうとするものでございます。

お手元に配付の議案第60号 説明資料、厚岸町立へき地保育所条例の一部を改正する

条例、新旧対照表をご覧願います。

新旧対照表によりましてご説明申し上げます。

第７条第３項の改正であります。新旧対照表の２ページでございます。

現行では、Ｂ及びＣ階層の２人目以降の保育料について規定しておりますが、改正案

ではＢ階層とＣ階層の規定を分離し、Ｂ階層を第３項、Ｃ階層を第４項として規定する

ものです。第３項では、Ｂ階層における保育料について、第１項の規定にかかわらず子

供の年齢に関係なく、最年長の子供から順に２人目以降について無料とする規定を追加

するものです。

次に第４項を第５項へ繰り下げし、第４項として分離したＣ階層を規定するものでご

ざいます。Ｃ階層のうち、５万7,700円未満の世帯について、第１項の規定にかかわらず

子供の年齢に関係なく、最年長の子供から順に２人目を半額、３人目以降は無料とする

ものでございます。

なお、この改正による太田へき地保育所の保育料については、現在のところ、入所児

童の世帯では該当する世帯がないため影響はありません。

議案書の67ページにお戻り願います。

附則でございます。

第１項は、この条例は公布の日から施行し、改正後の厚岸町立へき地保育所条例の規

定は、平成29年４月１日から適用するものとしております。

第２項は、経過措置であります。改正後の条例の規定は平成29年度分の保育料から適

用し、平成28年度分までの保育料については、なお従前の例によるものとしております。

第３項は、保育料の還付であります。この条例の施行の際、平成29年度分の保育料と

して、既に納付した保育料月額より改正後の条例による保育料月額が減額となる場合に

ついては、その差額を還付するものとしております。

以上、大変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）
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●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19、議案第61号 厚岸町がん予防保健事業条例の一部を改正

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。

保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） ただいま上程いただきました、議案第61号 厚岸町がん予防保

健事業条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由及び内容についてご説明申し

上げます。

町では、がん検診に要する費用について、本条例の規定により、子宮がん検診につい

ては20歳以上の方を対象とし、乳がん検診と大腸がん検診については40歳以上の方を対

象として検診を実施しており、原則検診に要する費用の一部を自己負担額として、子宮

がん検診については1,540円、乳がん検診については50歳未満で1,950円、50歳以上は1,640

円、大腸がん検診については710円を負担いただいております。

この負担金について、国の補助事業を活用して平成21年度から平成28年度は、子宮が

ん検診及び乳がん検診について、平成24年度からは大腸がん検診について、それぞれ節

目年齢の方を対象に自己負担金を免除してきたところであります。

受診率の向上は、当町のみならず全国的に大変難しい課題となっており、地道な取り

組みとしてこの事業を活用して、自己負担額を無料化し、初めて検診の対象年齢となっ

た方に個別に受診の勧奨を行い、それによる効果として、検診受診との習慣化のきっか

となった、あるいは他の検診受診の呼び水となったとの声も聞いているところでありま

す。

平成29年度においてもこの事業を継続し、がん検診の受診促進を図るとともに、がん

の早期発見と正しい健康意識の普及啓発を目的として、対象となる方の子宮がん検診、

乳がん検診、大腸がん検診に要する費用につきまして免除しようとするものでございま

す。

お手元に配付の議案第61号 説明資料、厚岸町がん予防保健事業条例の一部を改正す

る条例、新旧対照表をご覧願います。

新旧対照表によりまして、ご説明申し上げます。

附則第８項は、子宮がん検診及び乳がん検診について、平成29年度に限り対象となる

方の検診費用の徴収を免除する規定でございます。子宮がん検診では前年度において20

歳に達した方、乳がん検診では前年度において40歳に達した方について対象とするもの

でございます。

附則、第９項は、大腸がん検診について、平成29年度に限り、前年度において40歳に

達した方の費用の徴収を免除しようとするものでございます。

恐れ入りますが、議案書69ページにお戻りください。

附則でございます。
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第１項、この条例は、公布の日から施行し、平成29年４月１日から適用するものであ

ります。

第２項は、公布の日までの間に検診を受けた方から徴収した費用は、平成29年４月１

日に遡及してその全額を還付する規定でございます

なお、平成29年度の無料検診の対象者は、子宮がん検診では20歳の36名、乳がん検診

では40歳の60名、大腸がん検診では40歳の105名でございます。

以上、大変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。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20、議案第62号 厚岸町工業等振興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。

まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） ただいま上程いただきました、議案第62号 厚岸町工業

等振興条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由及び内容をご説明申し上

げます。

議案書70ページをお開き願います。

厚岸町工業等振興条例は、産炭地域振興臨時措置法の趣旨に基づき、本町に事業所を

新設、または増設するものに対し、３年間固定資産税の課税の免除を行い、もって本町

における工業等の振興を促進することを目的として、昭和49年に厚岸町工業開発促進条

例を制定し、平成４年に過疎地域活性化特別措置法の趣旨に基づき本条例とする全部改

正を行い、平成13年には過疎地域自立促進特別措置法の制定に基づき本条例を一部改正

し、本町商工業の振興に寄与してきたところであります。

このたび、過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律が、平成29年３月31日

に交付され、平成29年４月１日に施行され、地方税法第６条の規定により、地方公共団

体が固定資産税の課税免除をした場合に、その減収分の75％相当額を３年間普通交付税
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により補填する措置の対象の変更にあわせ、本条例における対象事業も変更、整理する

ものであります。

改正内容につきましては、別に配付の議案第62号 説明資料、厚岸町工業等振興条例

の一部を改正する条例、新旧対照表によりご説明いたします。

改正内容であります。

第２条第１号は、過疎地域自立促進特別措置法の一部改正等に伴う対象事業の変更で

あります。

ア、製造業（電気、ガス業を含む）を、製造業に改めるのは、従前から製造業の事業

所に併設されている電気、ガス業設備を対象としており、単独で電気、ガス業を行う事

業所は対象となっていないことから文言の整理を図るものであります。

イ、旅館業を、旅館業（下宿営業を除く）に改めるのは、従前から下宿営業は除かれ

ており、文言の整理を図るものであります。

なお、この２点については、これまで対象となる事業所はなく、このたびの改正によ

る影響はありません。

ウ、ソフトウエア業を、農林水産物等販売業（町内において生産された農林水産物ま

たは当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを店舗

において、主に他の地域のものに販売することを目的とする事業をいう）に改める内容

であります。

第８条、指定の取り消しについてでありますが、第３号中、対象とする後納金の種類

を他の条例との整合性を図るため、後期高齢者医療保険料、介護保険料、公共下水道事

業受益者負担金を加えるものであります。なお、この加える規定により、指定取り消し

など影響を受ける事業所はありません。

議案書70ページにお戻りください。

附則でありますが、この条例は、公布の日から施行するものであります。

以上、大変簡単な説明ではありますが、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。

８番、南谷議員。

●南谷議員 第２条のウなのですが、農林水産物等販売業、これは大変このような事業に

明示されたということは、私はいいことだなと理解をするのですけれども、これは厚岸

町に限っての文言なのでしょうか、と理解をしているのです。この辺、これをソフトウ

エア業からこれに変わった経緯というのですか、理由についてお尋ねをさせていただき

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） 今回の改正につきましては、提案理由で申し上げた

とおり、過疎地域自立促進特別措置法の改正により、対象事業所が変更になったと、そ
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れにあわせた条例の改正でございます。ということでございまして、その法律にうたっ

ている文言、それに整理したということでございまして、厚岸町だけでなくて全国的な

過疎地域については同じ対象になっているということでございます。この括弧つきの部

分についても、同じ表現を使って整理させていただいたものでございます。ただし、厚

岸町というところだけ、厚岸町と括弧つきではありますけれども、そこだけはうちの町

という意味で、させていただいているところでございます。

この改正に至ったという、法律上のことですけれども、ソフトウエア業については前

は規定ございましたけれども、余り活用がされてないというか、そういう事情があるよ

うでございます。それと、新しく農林水産物販売業というふうにされたのは、いわゆる

一次産業の六次化ですね、山間部では農家レストランなどが最近活用が過疎地域では出

始めたと、これからもそういったものが出るのでないかと、厚岸町においては水産が深

くかかわってくると思います。山には酪農家もございますけれども、そういったものが

対象となるということで、一次産業と結びついた製造、それから販売と、こういった動

きを促進するという意味があるということで、法律改正に至ったものでございます。

●議長（佐藤議員） 他に、ございませんか。

７番、音喜多議員。

●音喜多議員 この条例の改正をざっくりうちに当てはめた場合、今コンキリエが太田の

農場を借りてレタスをつくって直売したいという案もありますし、これ、いわゆる堅展

実業のウイスキーもこれも含まれるのか、ざっくりその部分、聞きたいと思います。

●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） 今回の農林水産物販売業、これについては厚岸蒸留

所は製造業という区分の中で、もう既に対象としてはなっているということになります。

それで、生産物を生産して、それを加工して売るという対象、一般的にいうと、そういっ

たものはなりますので、例示されたものについては、今後そういった分類、製造業にな

る部分もあるし、こちらのほうに、販売までいくとこちらのほうで対象になると、対象

の範囲が広がったということになると思います。

●議長（佐藤議員） よろしいですか。

他にございませんか。

３番、堀議員。

●堀議員 それでは、対象事業は変わって今度はウのところ、農林水産物等販売業という

ことで、加工業なども対象になるというようなことで書かれているのですけれども、周

知の方法、町民に対しての周知というものは、どのように行われるのか。単に告示行為

だけで終わってしまうのか。例えば漁業者とかでも、カキ処理場とかも加工場といって

しまえば加工場にもなるでしょうし、そのような細かいところへの周知というものはど
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のように考えているのでしょうか。

●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） 今回の改正につきましては、広く町内の事業所等に

は当然伝わるように、広報紙などで工夫して伝えたいと考えます。

それから、誘致の関係もございますから、誘致の側面もあると、町外の企業が厚岸町

に来るという側面もありますので、それもホームページを通じて、そういったことは公

開していこうとは思います、思います。ただ、こういったことは、法律の改正に基づい

た条例改正ということで、法律が改正しておりますので、そういった動きは全国各地の

過疎地域で加速化していく可能性もありますから、自然発生的にそういったものは対象

になるというのは伝わる期待感を持ちつつ、厚岸町としては積極的にそのＰＲはしてい

きたいというふうに考えます。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●堀議員 一次産業の町厚岸ですから、やはり今回農林水産業ということで、農業協同組

合、また漁業協同組合、森林組合、やはり少なくともそういう各事業者のいる、所属し

ている団体、公共的団体のところには、しっかりとした周知をして、そこから各生産者

なり、事業者のほうにしっかりとした周知を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） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） そういった協力してくれる組織があれば、そういう

ところも通じて、この情報の伝達を促していきたいと思います。

●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。
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●議長（佐藤議員） 休憩します。

（「はい」の声あり）

午後４時28分休憩

午後４時28分再開

●議長（佐藤議員） 再開いたします。

ここで会議時間の延長を行います。

本日の会議時間は、本日の議事日程が終了するまで、あらかじめ会議時間の延長を行

います。

●議長（佐藤議員） 平成29年度厚岸町一般会計補正予算審査特別委員会開催のため、本

会議を休憩いたします。

午後４時28分休憩

午後４時57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） 日程第21、議案第31号 平成29年度厚岸町一般会計補正予算を再び

議題といたします。

本件の審査については、平成29年度一般会計補正予算審査特別委員会を設置し、これ

に付託し、審査を求めていたところ、今般、審査結果が委員長からなされております。

委員長の報告を求めます。

南谷委員長。

●委員長（南谷委員長） 平成29年度一般会計補正予算審査特別委員会に付託されました

議案第31号 平成29年度厚岸町一般会計補正予算については、本日、本委員会を開催し、

慎重に審査の結果、いずれも可決すべきものと決定しましたので、ご報告申し上げます。

以上、審査報告といたします。

●議長（佐藤議員） 議案第31号 平成29年度厚岸町一般会計補正予算についてお諮りいたし

ます。

委員長の報告は、原案可決であります。

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

（「異議なし」の声あり）
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●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

●議長（佐藤議員） 日程第22、総務産業常任委員会所管事務調査報告書を議題といたし

ます。

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

会議規則第77条の規定により、委員長から提出されております。

これをもって、報告済みといたします。

●議長（佐藤議員） 日程第23、厚生文教常任委員会所管事務調査報告書を議題といたし

ます。

今般、厚生文教常任委員会において行った所管事務についての報告書が、厚岸町議会

会議規則第77条の規定により、委員長から提出されております。

これをもって、報告済みといたします。

●議長（佐藤議員） 日程第24、各委員会閉会中の継続調査申出書を議題といたします。

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

員長から提出されております。

お諮りいたします。

本申出書のとおり承認することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本申出書のとおり承認することに決定いたしました。

●議長（佐藤議員） 日程第25、議員の派遣についてを議題といたします。

お諮りいたします。

厚岸町議会会議規則第127条の規定による議員の派遣については、お手元に配付した内

容により議員を派遣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、議員の派遣については、お手元に配付した内容により派遣することに決定い

たしました。

●議長（佐藤議員） お諮りいたします。

本定例会に付議された案件は全て終了いたしました。
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よって、厚岸町議会会議規則第７条の規定により、本日で閉会いたしたいと思います

が、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、本定例会は、本日で閉会することに決定いたしました。

以上、平成29年度厚岸町議会第２回定例会を閉会いたします。ごくろうさまでした。

午後５時01分閉会

以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。

平成２９年６月２９日

厚岸町議会

議 長

署名議員

署名議員


