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厚岸町議会 第３回定例会

平成29年９月14日

午前10時00分開会

●議長（佐藤議員） ただいまから、平成29年厚岸町議会第３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、７番、音喜多議

員、８番、南谷議員を指名いたします。

●議長（佐藤議員） 日程第２、事件の訂正請求についてを議題といたします。

昨日、上程されました議案第63号平成29年度厚岸町一般会計補正予算について、訂正

請求がありましたので、その内容について提案者の説明を求めます。

税財政課長。

●税財政課長（星川課長） おはようございます。お手数をお掛けして大変申しわけござ

いません。本定例会において上程いただきました議案第63号平成29年度厚岸町一般会計

補正予算３回目につきまして、次のとおり加筆訂正をいたしたいので、その内容をご説

明させていただきます。

事件の訂正請求書の鏡文書を１枚めくっていただきまして、別紙対照表の１ページを

ごらんください。表の左側は、先に提出しております議案の内容で、右側が訂正後の内

容となっており、下線を付した部分が訂正箇所であります。訂正部分でございますが、

第２条地方債の補正で、地方債の変更とあるのを地方債の追加・変更と訂正するもので

あります。この訂正した内容をご説明いたします。

２ページをごらんください。

起債の目的欄中、公共用地先行取得等事業について、新たな起債の目的となる場合に

は、地方債を追加すべきところ、これを変更の区分として表記したもので、正しくは訂

正後のとおり、地方債の区分を分けて表記するものであります。追加の内容でございま

すが、起債の目的は、公共用地先行取得等事業で、限度額は590万円。起債の方法、利率、

償還の方法につきましては、記載のとおりであります。なお、変更につきましては、公

共用地先行取得等事業が削除となりましたが、過疎対策事業及び臨時財政対策債につい

ての新たな変更はございません。

以上で、訂正内容の説明とさせていただきます。よろしくお取りはからいくださいま

すよう、お願いいたします。

●議長（佐藤議員） お諮りいたします。ただいまの訂正請求について、承認することに
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ご異議ございませんか。

（「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、本請求を認めることとし、直ちに平成29年度各会計補正予算審査特別委員会

に送付をいたします。

日程第３ 昨日に引き続き一般質問を行います。

初めに、12番、佐々木亮子議員の一般質問を行います。

12番、佐々木亮子議員。

●12番（佐々木亮子議員） おはようございます。私は、今回の定例会に当たりまして、

先に通告に基づきまして、２件の質問をさせていただきます。

１件目は、矢臼別演習場の訓練についてです。１点目として、今回実施された日米共

同訓練では、初めてハイマースの訓練が実施されました。また、射撃訓練掲示板が消灯

したままでの射撃の実施がありました。町として、今回の訓練をどのように考えている

のかお伺いいたします。２点目として、11月から12月にかけて、在沖縄米海兵隊の移転

訓練が実施の予定ですが、訓練に当たり、一般住民を含めた訓練公開に着弾地の公開も

要請していただきたいのですが、いかがかお伺いをいたします。

２件目として、小中学校教員の勤務状況についてです。１点目として、個々の勤務実

態はどのような方法で把握し、管理しているのか。２点目として、勤務外労働、休憩時

間の状況がどうなっているのか。３点目として、働き方改革が検討されていますけれど

も、教員については、どのように考えているのかをお聞きして、１回目の質問とさせて

いただきます。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） おはようございます。

12番佐々木亮子議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の矢臼別演習場の訓練についてのうち、初めに、今回実施された日米共同訓練

では、初めてハイマースの訓練が実施された。また、射撃訓練掲示板が消灯したままで

の射撃の実施がありました。町として今回の訓練をどのように考えているのかについて

でありますが、８月16日から28日までの間に、矢臼別演習場で実施された日米共同訓練

では、ハイマースと呼ばれる高機動ロケット砲システムを用いた実射訓練が行われまし

た。今回初めて、矢臼別演習場でハイマースの射撃訓練が行われたところでありますが、

このハイマースは、陸上自衛隊が配備しているマルフスと呼ばれる多連装ロケットシス

テムを小型化したものであって、矢臼別演習場では既に陸上自衛隊が、この多連装ロケッ

トシステムによる実射訓練を行っており、昨年度は延べ30日間で633発の射撃の実施があ

りました。射撃訓練中であることを知らせる電光掲示板が表示されないまま訓練が行わ

れたことについては、８基ある電光掲示板のうち、別海町にある３基が通信回線の断線
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によって表示されなかったとのことで、午後８時に住民から通報を受けた後、速やかに

通信回線の交換を行い、約１時間後の午後９時ごろに普及したとの報告を受けておりま

す。今回の日米共同訓練の実施に当たり、８月３日に北海道や厚岸町を含めた演習場所

在自治体関係者が北海道防衛局長に対し、国による十分な説明を求めた他、安全管理の

徹底、移動や訓練中の事故防止、規律の維持に万全を期すこと、住民の生活に不安や支

障を与えることがないようにとの要請を行っていた中で起きた事態であり、大変遺憾に

思っております。今後も引き続き、北海道や関係町と連携して、北海道防衛局や陸上自

衛隊に対して、訓練時における安全管理の徹底などを求めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、11月から12月にかけて、在沖縄米海兵隊の移転訓練が実施の予定ですが、訓練

に当たり、一般住民を含めた訓練公開に着弾地の公開も要請していただきたいがいかが

かについてでありますが、沖縄県道104号線越え、実弾射撃訓練が始まった平成９年に、

弾着地を未発する約２キロメートル離れた小高い丘から弾着地を知らされたことはあり

ましたが、それ以後はありません。このたび、北海道防衛局に問い合わせたところ、米

軍との調整次第ではあるが、これまで実施してきている訓練公開やブリーフィングにつ

いては、訓練時間を割いて行っている状況にあるため、本訓練に当たっての公開は非常

に厳しいとのことでありますので、ご理解願います。

なお、２点目の小中学校教員の勤務状況についてのご質問は、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） 私からは小中学校教員の勤務状況についてのご質問にお答えい

たします。

１点目の個々の勤務実態はどのような方法で把握し、管理しているのかについてであ

ります。教職員の勤務実態については、管理職である校長及び教頭が把握しており、出

退勤については、朝礼を実施する中で確認している学校や、出退勤ボードの表示により

確認を行っている学校があります。授業時間中の勤務実態の把握は、各学級ごとの時間

割りや授業割り当て表によって教員の動向を確認し、校外業務については、職員室内の

動向表に当該教員の氏名及び業務の内容や場所、時刻を記入して確認しています。また、

出張や計画的な休暇取得については、管理職が事前に把握して、月予定表や職員室内の

動向表に記載し、病気休暇や子どもの看護休暇などについては、本人からの電話連絡を

管理職が受けて、休暇処理簿に記入して管理する方法をとっております。

２点目の時間外労働、休憩時間の状況はについてですが、時間外労働については、各

学校において、長時間労働の縮減を目指して、定時退勤日を設ける、業務分担をし、効

率的に業務を行うなどの取り組みをしているところですが、実態としては、授業準備や

教材研究、成績処理等の業務、保護者からの教育相談など、勤務時間の中で業務を終え

ることができないことが日常化しているところです。行事等の業務の対応については、

修学旅行などの宿泊を伴う引率業務は、規定の勤務時間数に基づいて、勤務不要日など

を校長が割り振りし、運動会や文化祭等において、通常の始業時より早く出勤する際に

は、終業時刻を繰り上げ、退勤する対応をしております。休憩時間の状況については、
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各学校において、勤務時間の中に、それぞれの学校事情を考慮して、休憩時間を45分間

設定しておりますが、１校については、個別に休憩時間を設定する個別付与の方法をとっ

ております。個別付与を実施している１校を除いて、休憩時間は授業終了後の時間に設

定しております。

３点目の働き方改革が検討されているが、教員についてはどのように考えているのか

についてですが、近年、学校げ現場を取り巻く環境が複雑化、多様化し、学校に求めら

れる役割が拡大し、教員の長時間労働の改善が大きな課題となっております。教育委員

会といたしましても、教員の業務の適正化を図り、長時間労働を是正し、教員が子ども

たちと向き合える時間の確保が必要と考えます。そのためには、教員の従来の業務内容

を見直すことや、教員の業務の軽減に有効と言われている校務支援システムの導入を検

討し、児童生徒の出欠管理や成績処理といった教員の業務の効率化を図っていきたいと

考えます。また、部活動はスポーツや文化等に親しむ観点や教育的側面において、意義

は高いものの、場合によっては教員の負担になっていることから、休養日は活動時間を

検証し、部活動の適正化を進めるとともに、外部指導者の協力と活用を促進する必要が

あると考えております。学校における働き方改革については、校長のリーダーシップと

マネージメント力の向上、教職員一人一人の意識改革が重要ですが、教育委員会として

は、学校の勤務環境の改善を促進するため、各学校と連携して取り組んでいきたいと考

えております。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●12番（佐々木亮子議員） それではまず、１件目、矢臼別演習場での訓練についてから

お伺いをしていきますけれども、昨今、特に日米での訓練の場合、なかなか情報が公開

されない、開示されないということが起こってきているのですけれども、訓練の内容で

すとか規模ですとか、そういったものというのは、どのような形で町では把握されてい

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） 周辺自治体に対しては、今回の日米共同訓練に当たって、その

日の訓練内容が北海道防衛局の現地連絡調整所というところからメール、またはファッ

クスによって送られておりました。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●12番（佐々木亮子議員） 今回日米共同訓練ではハイマース、初めて訓練が行われまし

た。このハイマースに対して、どのようなもので、どのような訓練が実施されるのか。

ハイマースについての訓練というのが、どのようにされるのかということについては、

把握はされているのでしょうか。把握はできたのでしょうか。



- 9 -

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） このたびのハイマースを使用した訓練ですけれども、実射訓練

ということで、事前に伺っておりましたし、そのハイマースの訓練が行われるときには、

事前に、先ほど申し上げた現地連絡調整所のほうからハイマースの訓練が行われるとい

うことが連絡をされておりました。

このハイマースの実射訓練ですけれども、155ミリ榴弾砲の訓練も、もう一つ行われて

おりましたけれども、これは155ミリの榴弾砲の訓練については、着地を、要は弾着して、

爆発するというような内容でしたけれども、ハイマースについては、着弾をして爆発す

るというものではなくて、空中で爆発をするというような内容の訓練であったというこ

とはお聞きしております。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●12番（佐々木亮子議員） ハイマース、今、大変、私もこの訓練について危惧をしてい

たのですけれども、いろいろな弾頭が使われるということなのですけれども、クラスター

弾を使用をすることが多いと。近年、クラスター弾を人道的にどうかということの議論

もあって、使用をしないというようなことも言われていますけれども、基本的にはクラ

スター弾を使用をするものだろう。クラスター弾というのは、ご存じだと思いますけれ

ども、親弾から子弾が無数に空中で飛び散るというものなのです。これを実際に使用し

ているアフガニスタンですとかイラクですとかというところでは、このハイマースによ

るクラスター弾の発射によって、不発弾が多数出ると。それが地雷化して多数の民間人

が今でも殺傷しているといった本質があるのです。

こういったことに対して、このハイマースというものに対して、実際にどういった弾

頭が使われているのか。クラスター弾が使われるのかといったような危惧はなかったの

でしょうか。そして、着弾のときに、着弾地に、このクラスター弾が破裂して、たくさ

ん飛び散ったものが、きちんと着弾地のところで処理できているのかと。着弾地意外に

飛び散ることはないのかどうかというような危惧を、私はすごく思っているのですけれ

ども、そういったことというのは危惧されなかったのでしょうか。確認されているので

しょうか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） このハイマースにつきましては、あくまでも米軍の兵器であり

ます。ですので、そこまでの何が、どういう弾道が打たれるのかというところまでの公

開はないということであります。今、議員、おっしゃられたようなものが打たれたのか

どうかということの公開はされておりません。その辺は、あくまでも米軍の兵器という

ことでの、これは機密事項ということなのだろうと思っております。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。
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●12番（佐々木亮子議員） ということは、今の答弁だと、米軍がどんな訓練をしても、

一切公開されないよと、開示されないよと、米軍の好き勝手、やりたい放題ということ

だということで受け取っていいのですか。それに対して、町はどういった態度をとって

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） ただし、先ほど町長の答弁でもありましたとおり、このハイマー

スにつきましては、今、自衛隊が持っている多年草ロケットシステム、これを小型化し

た物と、要は自走式で小型化した物で軽くした物ということであります。基本的な武装

のロケット弾ですけれども、これは多連装ロケットシステムと同等の同じ物でのミサイ

ルということで、情報を得ておりますので、今、危惧されたようなミサイルで訓練をさ

れたかどうかということについては定かではありませんけれども、基本的にはハイマー

スと多年草ロケットシステム、いずれも同じようなミサイルで訓練が行われているとい

うふうに思っております。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●12番（佐々木亮子議員） 情報が開示されない、機密だということですけれども、当町

で着弾をする、矢臼別演習場は当町の40％を占めております。そこで訓練されていると

いうことに対して、やはり町としてどういった物が使われているのかということぐらい

は、せめてやはり把握をしなければいけないと私思うのです。機密だからと言われれば、

それ以上は言えないのかもわかりませんけれども、ただそれでいいのでしょうか。全て

機密、機密ということで、実際に矢臼別演習場で、どういった訓練が行われているのか

ということを具体的に把握されていないということでいいのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 訓練情報として流れてきた内容を見ますと、これは米軍と自衛

隊が日米共同特化実射訓練という形で、共同で行っている訓練と、私たちは認識してお

ります。ですから、米軍が勝手に、それを射撃したりということではなくて、あくまで

も陸上自衛隊との共同の中で行っている訓練ということですから、私どもとしては、で

きればその内容について知り得るものがあればよろしいかと思いますけれども、これは

自衛隊が、今回の北部方面隊が、どこまでその情報を仕入れているかということもあり

ますので、ただし、私どもとしては、先ほど申し上げたとおり、日米共同特化実射訓練

という中で行われているということですから、米軍が勝手に、その今言われる、危惧さ

れるような物を使って行っていたかどうかということになると、またそこも疑問なとこ

ろかなと思っております。

これまで、今回、初めてハイマースが行われたということでありますけれども、先ほ
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ど申し上げたとおり、その訓練場内から、その破裂した物が出ているということの報告

も受けておりませんし、私どもとしては、あくまでも、安全に行っていただくことはも

ちろんでありますけれども、そういった公開、もしできるのであれば要請はしてまいり

たいと思いますけれども、安全に行われたものと考えております。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●12番（佐々木亮子議員） あくまで考えているということで、実態はわからないという

ことなのだと思うのですけれども、ただやはり、昨今、情報公開されないという中で、

どんどん訓練が激化していっていると、規模が拡大していっているということは事実だ

と思います。そういった点も、国なり道の施設局なりからは、情報の公開、向こうから

は情報の公開というのは積極的にはされないとは思いますけれども、できる限り、情報

の公開、開示ということをしていただきたいということで、要請はされているとは思う

のですけれども、さらに要請をしていただきたいと、強く要請していただきたいと思う

のですが、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 周辺住民の方も危惧される部分は多々あるかと思いますので、

周辺町村と一緒になって、その辺の公開について、強く要請してまいりたいと考えてい

ます。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●12番（佐々木亮子議員） それともう一つ、射撃訓練掲示板です。ここでは原因などが

はっきりしていますけれども、私、この当日、実は演習場の中にいました。電光掲示板

が点灯されないまま、83発ぐらいのが焼夷弾が打ち込まれたのです。本当に、空がまっ

赤に染まるほど激しい射撃が行われたということがありました。やはり、別海の地域住

民の方からも、電光掲示板がとってないのに、何で射撃も行われているのだろうという

ような不安な声なども出されていましたけれども、故障ということですけれども、通知

の中に、きちんと矢臼別訓練場現場にて、赤旗または射撃情報提供装置により、射撃の

際は表示するとともに云々という通知が出されています。故障ということですけれども、

こういったことが絶対あってはならないのだと思います。

通知されているものですから、こういったことがお約束が実行されないということに

なると、本当にとても不安です。こういうことがないように、約束事というのは、やは

り必ず守ってもらわなければいけないと思うのです。

こういうことが、今後ないように、絶対ないようにと、約束事は必ず守っていただく

というところで、町、そして関係自治体のところで、強く要請していただきたいと思う

のですが、いかがでしょうか。
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●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 結果的に、今回、別海町側の３基が故障して、その表示がされ

なかったということでありました。先日、北海道防衛局のほうから、職員が町長のほう

に来られた際にも、またあわせて北部方面隊の職員も来られましたけれども、町長のほ

うからも、そのことについては一言申し上げておりますし、あっては、できるだけ、こ

ういうことがあってはならないと、私どもも思っておりますので、あわせてその安全部

分につきましても要請をしてまりたいと考えています。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●12番（佐々木亮子議員） 少しでも地域住民が不安になるようなことというのは、やは

り避けていただきたいなということをつけ加えておきます。

次に、着弾地の公開です。難しいということです。ただ、以前に着弾地が公開された

ということもお聞きしているのですけれども、その公開されたというのはいつごろ公開

されたのかというのはおわかりでしょうか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 町長、１回目の答弁で申し上げたとおり、沖縄県道104号線の米

海兵隊の１弾射撃訓練が行われる平成９年の９月だったと思いますけれども、その直接

の弾着地は当然、海ですけれども、約２キロメートル離れた小高い丘から弾着地を視察

させたということはございました。そのときには、厚岸町からも議員、さらには職員、

それぞれ三十数名で、その視察に行っていると。これは、恐らく、米海兵隊の訓練が､移

転訓練が、初めて行われるということもあって、その弾着地を公開したものと考えてお

りますけれども、それ以後はございません。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●12番（佐々木亮子議員） 平成９年ということですから、かなり昔の話ですね。発射側

というのは、申し入れをしていただいていますので公開はされています。ただ、着弾地

というのが、どうなっているのかという実態、これは一度見ておかなければいけないの

ではないのかなと。知っておく必要があるのではないのかなと、私思うのです。

着弾地には、一般的な着弾地と、空中炸裂弾用の着弾地と２種類があると思うのです

けれども、やはりこういった着弾地の状況というのがどうなっているのかと把握する必

要ということがあると思うのですけれども、それについてはどのように考えていますか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 基本的には弾着地ですから、訓練が行われる前には、その周り
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に、基本的には火が出ないような形での方策はいろいろされるのだろうと思います。あ

と、そこで爆破されるわけですから、丸焦げの状態、黒焦げの状態だとは思うのですけ

れども、先ほど町長から答弁あったとおり、この訓練に当たって、この公開を行うこと

は非常に難しいと。あくまでも米軍の理解を得なければならないという部分がございま

す。この米海兵隊の訓練については。

ですから、その必要性ということを、まずは北海道防衛局に対して要請をしなければ

ならない部分ございますので、訓練に当たってということになると、かなり厳しいもの

があると思います。ただし、そのほかの訓練時以外の部分で公開ができるものかどうか

ということについては、そこまで伺ったものではございませんので、今ここでお答えす

ることはできません。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●12番（佐々木亮子議員） 訓練時以外の公開ということ、聞いたことはないというとこ

ろで、これは聞く余地はあるということなのかなと受け止めたのですけれども、やはり

着弾地を知るということで、こういった訓練以外のときに公開できるという余地がある

のであれば、ぜひ、着弾地公開というところを追求していただきたいなと思うのですが、

いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長）） その可否について、はっきりと今ここで申し上げることはでき

ませんけれども、防衛局並びに陸上自衛隊との間で協議は行わせていただきたいと思い

ます。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●12番（佐々木亮子議員） それはぜひお願いをしたいと思います。いずれにしても、日

米共同訓練、それから在沖縄海兵隊の訓練ということで、今年度はその訓練が２回行わ

れるということで、規模の拡大ですとか、激化ということも懸念をされます。いずれに

しましても、地域住民に対して、不安がないような形で、訓練が、演習場ですから訓練

は実施されますけれども、実施を行っていただきたいということで、これからも、これ

までも要請はしていただいていると思います。でも、やはりそういったことをこれから

も、さらに強く要請していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えをさせていただきます。

今、担当課長からお話があったとおりであり、今、質問者がお話がありましたとおり、

やはり不安や支障を与えることがないように、最大限の配慮をお願いしております。今
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後においても、その意義を強く、私は持っておりますし、また関係４町、これは矢臼別

演習場に関する関係町村でありますが、協議会等もあるわけでありますので、今の趣旨

に沿った中での、私の意思も含めて、これからも強く北海道防衛局に要請をしてまいり

たい、そのように考えておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●12番（佐々木亮子議員） ぜひお願いをしたいと思います。

次に２件目です。教員の働き方についての質問に移ります。ここにも書いてあります

けれども、平成28年度教員勤務実態調査というのが、抽出ですけれども実施されたと。

そういった中で、その調査結果から国が示す過労死ラインに達する残業というのが、中

学校で57.7％、小学校でも33.5％あったということで、国もほうでも、この国の長時間

勤務というのが看過できない深刻な状況が明らかになったというようなことで、今、働

き方改革というようなことも言われてきています。

それで、勤務実態の把握というのは、こういった形でされているのだなということは

わかりました。教員の勤務というのは、すごく特殊なものだなということ、私、今回改

めてわかったのですけれども、この時間外勤務、本来、教員というのは、時間外勤務と

いうものは命じられないというきまりがあると。時間外勤務を命じるというときには、

長期引用項目、その中でしか残業とみなされないというようなことになっています。こ

こにも書いてありますけれども、児童生徒、親・父母の相談ですとか、あるいは授業の

準備ですとか、報告書作成ですとか、そういったものというのは、これは時間外勤務と

いうことにはみなされないのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 指導室長。

●教委指導室長（山田室長） ３月まで現場にいた者として、実情においてお答えさせて

いただきたいと思います。

今、お話があったとおり、授業準備、教材研究、これは現場の教員たちにとっては、

必ず必要なものです。現実なところ、児童生徒が学校にいる間、なかなか取り組めない、

そういう現状があります。特に、小学校においては、子どもたちが下校するまでは、ほ

ぼ付き添っている状況があるものですから、その中においては、どうしても、いわゆる

下校する３時半、一概には言えないのですけれども、３時半以降の取り組みとなります。

そういう部分においては、勤務時間内での活動ができるというところがあります。

ただ、この時間を利用して、いわゆる職員会議ですとか、校内研修ですとか、さまざ

まなものに時間を費やしている実情があります。そういう部分からいきますと、なかな

か退勤時刻と言われる、本町の学校においては、ほぼ４時30分程度になるのですけれど

も、その時間内までに、これらの授業準備等がなされるということが、なかなか生み出

せない、そういう実態があります。

あわせて、今度は中学校のほうに多くあると思いますけれども、成績処理等の業務、

これ小学校にもあるわけですけれども、これらについてです。中学校は特性上、教科担
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任制用いてますので、いわゆる空き時間と称している時間帯があります。いわゆる、職

員室で業務等を進められるところがあります。そういう時間を用いて成績処理等を行っ

ているという実態があります。

ただ、ここの中に今度、新たな問題として出てくるのですけれども、部活動等の指導

担当されている先生方、これは実はほとんどの先生方がかかわっておられるわけですけ

れども、部活動はどうしても授業が終わった後の時間帯に設定されているものですから、

そちらのほうの取り組みを終えてからということで、成績処理等に当たられることが多

いわけです。時刻の実態からいきますと、本町の中学校の部活動については、６時30分

までの切り上げとなっています。これは、通学バス、下校バス等の状況等も加味して、

６時半までの活動となっていますので、実際にはその後に部活動担当の先生方が成績処

理等の業務をされているというところがあります。この時点において、通常４時半まで

の勤務時間となっておりますけれども、部活動プラスのところで、どうしても超勤が出

てしまっているという現実があります。現行のこれの中においては、ここの部分におい

ての超勤等について認められているというところはないという、そういうような状況に

あります。

よろしくお願いします。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●12番（佐々木亮子議員） 超勤ということに対しては、認められていないということで

す。この勤務時間の把握ということについては、こういったことにかかわった、把握は

していらっしゃるということですけれども、こういった時間というのは、要は、その勤

務時間にはカウントされてはいないと、そういった中での把握ということなのでしょう

か。

●議長（佐藤議員） 指導室長。

●教委指導室長（山田室長） 実際に現場の先生方の、そこにかかわられる時間というの

は、報道されているとおりの長い時間使われているというところが現実です。その中に

おいて、昨日まで、この件にかかわりまして、町内の各小学校、中学校に状況等、改め

てお聞きさせていただいて、得た情報というのがあります。

町内の小中学校の先生方においては、児童生徒の課題解決に向けての取り組み、さら

には、先ほど教育長からの答弁にもありました保護者、地域からの要請、これらに応じ

ての毎日の業務に就かれている、そういうのは現状としてあります。その中において、

先生方の有する専門性、さらには、この部分は、なかなか数値としては出てこない部分

なのですけれども、児童生徒への思い入れ、そういうものも含めて、これは北海道新聞

の中にも記事として取り上げられていました、子どものために手を抜かない仕事が、先

生方のプロ意識のもとで進められているという状況がありまして、その部分においては、

なかなか超勤と言われるような時間の中でおさめられない、そういう実態がある。

その中において、これらを根本的に解決していくことについては、現状、学校の中に
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おいては、さまざまな仕事の仕方等についての工夫が行われております。校長先生のリー

ダーシップ、マネジメントのもとにおいて、定時退勤日等は、それぞれの学校で設けら

れていたり、または今日のこの日については、18時までに切り上げをして、また明日継

続して仕事をしましょうというような呼びかけもされている実情があります。

いずれにしても、これらの状況については、もう二十数年来、全国的にこの問題につ

いては言われてきていることでありまして、文科省のほうも定数増員等の改革、そうい

う状況がされない限り、改善されないのではないかということが示されてきております

ので、目指すべき働き方改革という部分において、近づいていけるように、町教委とし

ても、その当たりは学校と協力して進めてまいりたいなというところは期待していると

ころがあります。

よろしくお願いします。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●12番（佐々木亮子議員） 今、ルール説明をしていただきましたけれども、実際はどう

なのでしょうか。週に20時間以上の残業をしている人が、今、すごく増えているという

ようなことなのです。

率直にお聞きをいたしますけれども、町で過労死ラインに達するような残業をしてい

る、そういった教員というのは、今言った勤務時間に当たらないと、認められないとい

うことも含めて、こういった方はいるのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 指導室長。

●教委指導室長（山田室長） この件についても、昨日までに全小中学校に確認させてい

ただきました。現時点においての町内の教員、これは管理職も含めてです、その示され

ている過労死ラインというところに達しているところはないということで確認しており

ます。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●12番（佐々木亮子議員） その点については、少し、安心というところは知りました。

実際に、先ほど子どもが帰ってから休憩をとったりとか、業務を行ったりとかという説

明をしていただきました。ある、これ一例ですけれども、子どもが帰りました。その後

に、45分の休憩時間をとりますと。退勤時間が決まっています。そういった中で、実質

に、こういった準備、もろもろの業務に充てる時間というのは、実質的に考えたら、30

分ほどしかとれないのだというのがあります。先ほど、そういったものは勤務内でとい

うようなお話もあったのですけれども、実際的には勤務内、その30分、これは一例です

けれども、その30分という時間の中で、もろもろの業務を行うということは、実際、こ

れ不可能なのではないかと思うのですけれども、この点についてはどのように捉えてい

ますか。



- 17 -

●議長（佐藤議員） 指導室長。

●教委指導室長（山田室長）） 45分間、教員の休憩時間が認められているわけです。実際、

子どもたちが帰った後、特に小学校においては、ある学校におきましては、３時30分か

ら休憩時刻スタートということで、45分間ですので４時15分までの休憩ということになっ

ております。この中で、実際のところ、現場の先生方は休憩、どんなことをされている

のか、私も中にいた中においては、その中で、特に勤務地、いわゆる学校を離れること

もなく、自席で、実際のところはそこで成績処理されている先生もいらっしゃるわけで

す。時間としては、そういうふうに設定、認められているわけですけれども、そういう

ような、そこの中で、いわゆる個人の用を足すだとか、そういうようなことがなかなか

やりずらい状況があります。

ただ、教育長の答弁させていただいた中に、本町、１校だけ個別付与という方法をと

られているところがあります。これは、私のほうで今、確認したところ、釧路管内では

４校、今、年間とおして取り組まれているところがありまして、すべて中学校なのです。

中学校の授業特性上、教科担任制をとっていますので、いわゆる指導する教科の先生が、

先ほどの話のとおり、空きの時間、この時間に45分間の休憩を付与することによって、

いわゆる授業がないものですから、その中で、例えば、これ実際の例として確認しまし

たけれども、銀行に行ってお金を下ろしてくるだとか、そういうようなことに取り組む

ことができるということがあります。

この個別付与の動きは、全道的にも、今、試行的に増えてきているところがあります。

町内１校、年間とおして、昨年度から進めてきているところがありますが、もう１校、

町内のもう１中学校が、月で４日ほど、職員会議等の、そういうような行事があるとき

に、この個別付与を試験的に今年度入れいてるというところが出てきております。そう

いう部分においては、中学校の取り組みとなります。なかなか、この個別付与、小学校

は導入が難しいというところも今までの実践での中においては言われていますけれども、

そういうようなところで、各学校の工夫、改善ということでは取り組まれている実情が

あります。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●12番（佐々木亮子議員） これまでの説明の中で、過労死ラインには達しないけれども、

超過勤務というのが日常的に行われていると、休憩もとれていないというような実態に

あるということだと思うのです。もう一つ、教員は持ち帰り仕事というのが、これも業

務の一環と言ってはおかしいのですけれども、これもありますよね。こういった持ち帰

り仕事というのは、当町ではどのような実態になっているのか。なぜ、持ち帰りってあ

るのだとすれば、なぜこういった持ち帰り仕事をしなければいけないのか。その時間と

いうのは、どのように反映されているのか、こういったことについて、お伺いをいたし

ます。
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●議長（佐藤議員） 指導室長。

●教委指導室長（山田室長） 持ち帰り仕事の件です。私は小学校に勤務しておりました。

小学校の持ち帰りの仕事については、私自身の経験も含めてですけれども、そのほとん

どが宿題等の丸つけ、または児童との、いわゆる交換日記のような形で行われている、

その中でのお返事等を書く、それらがどうしても学校の勤務時間中における業務内容の

優先度をを考えていったときに、どうしても後回しになってしまうところがあります。

そうなったときに、これらのものが持ち帰りとして自宅または公宅等に帰った後に行わ

れているという現状があります。

ある教員によっては、その持ち帰りの中にテスト等の丸つけ、そういうものも行われ

ているところありますが、これらについては、テスト等については、個人名等も書かれ

ているところありますので、十分取り扱い気をつけなければならない、実際のところ、

学校の中だけで済ませていただきたいところはあるのですけれども、そういうような現

状もあるということがあります。

そのほかの持ち帰りと、ちょっとなかなか限定しずらいのですけれども、教育相談的

な内容、どうしてもこれは保護者から学校側のほうに求められた際、保護者のお仕事等

の時間帯にもよると思うのですけれども、学校側のスケジュールでいう４時半以降にな

ることが多いわけです。そうなったときには、保護者が直接、例えば６時半に学校のほ

うに伺わせていただきます等において、それは学校の中で対応していく、場所を学校の

中で対応してかなければならない部分があります。基本的には、勤務時間外の部分に相

当しますので、そこら当たりについては、学校としては管理職のほうで対応することが

ほとんどなのですけれども、ものによっては当該の担任の先生、または教科指導の先生

に残っていただく中において対応しているという状況があります。

そういうようなところがあると、持ち帰りと言われるところが、また一つ増えていっ

てしまう、そういう状況に対応せざるを得ないという、そういう現実があるということ

でご理解いただければと思います。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●12番（佐々木亮子議員） 聞いていると本当に過酷な業務を日々こなしていると、時間

外勤務があって、休憩もとれなくて、さらには持ち帰り仕事もあるといった中で、やは

り改善というのが、どうしても必要になると思うのです。

それで、給特法という特殊な法律というものもあって、この改善というのも私は必要

ではないのかなとは思ってはいるのですけれども、時間が余りないのですが、今年の６

月22日に教育委員会における学校の業務改善のための取組状況調査の結果及び学校現場

における業務改善にかかわる取り組みの徹底についてという通知、これが出されている

のだと思うのです。

この中で４項目、教育委員会における所管する学校に対する業務改善方針の策定等に

ついて、勤務時間の適正把握について、それから労働安全衛生管理体制の管理について、

部活動の適切な運営等について、こういった項目で改善されるべき、学校で努力される
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べきというようなものが出されているのですけれども、この４点について、時間がない

ので、一遍にお聞きをしますけれども、この４点については、どのような改善を目指し

ているというのでしょうか、今、どのようなことをされているのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 休憩します。

午前10時57分休憩

午後10時58分再開

●議長（佐藤議員） 再開します。

教育長。

●教育長（酒井教育長） 申しわけございません。今、手元にその通知が見当たらないも

のですから、総括的にお答えをさせていただきたいということでお許しを願いたいと思

います。

道教委のほうから、平成17年、それから平成21年、この教員の勤務時間の縮減につい

ての指針であったり、あるいは対策であったりというのが示されて、それ以降、各学校

がさまざまな工夫を凝らして、勤務時間の縮減について、先ほど来、説明をさせていた

だいたような取り組みをしております。ただ、これらはやはり対処的な措置としか、や

はり言わざるを得ない。現場が求めているのは、やはり抜本的に、どうしてくれるのか、

どうするのかという部分だと思います。

それにかかわっては、今、国のほうで働き方実現会議、あるいは教育再生実行会議と

いうものがありますし、また、今、中央教育審議会でも教員の時間外勤務の縮減に向け

て議論を進めております。これらの中身を見たときに、私は注目すべきことは３点押さ

えております。これは、法改正による時間外勤務の労働時間の上限設定、それから学校

や教員が担うべき業務の明確化、これが今まではっきりと示されていないがために、ず

るずるといろいろなことを学校が引き受けざるを得なかったという実態があると思いま

す。今、議論されている、まさにその学校や教員が担うべき業務は何なのか、そこを明

確にしていきましょうという議論がされている。

最後にもう１点、学校に対する人的な措置、これらが今、議論されています。私は、

ここのところが明らかになってこなければ、抜本的な解決にはならないだろうと受け止

めておりますので、今後、国や道から示されてくる具体的な内容をにらみながら、学校

と協力をして、時間外勤務の縮減に向けて取り組んでまいりたいと考えております。

●議長（佐藤議員） 12番、佐々木亮子議員。

●12番（佐々木亮子議員） 私も今、教育長がおっしゃるように、抜本的な改革というこ

とがなければ、幾ら対処的療法をしても、これはだめだと思っています。今、言われた
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ように、教員の人的配置がどうなのか、それからもっと業務改善でできることはないの

かということを、これからいろいろ出されてくるとは思うのですけれども、どういった

ことが出されてくるのかということを期待もしていますけれども、いずれにしても、教

員一人一人がやはり子どもに対して、子ども一人一人に対して気持ちに余裕があって、

常に健康であって、自分の生活、ライフもきちんと整えてと、教員ですから、やはり子

どもに対して、常に健全であるというのでしょうか、いい働き方ができるようにという

ことで、町としてもこれからも努力をしていただきたいということを申し述べて、質問

を終わります。

●議長（佐藤議員） 教育長。

●教育長（酒井教育長） 教員の時間外勤務の縮減につきましては、やはり保護者や地域

の理解、協力も必要な部分が非常にあると思います。今後、教育委員会といたしまして

は、そういったところの周知も含めて、学校が時間外勤務の縮減に取り組みやすい、そ

ういった環境づくりにもまた力を尽くしてまいりたいと思いますので、ご理解願います。

●議長（佐藤議員） 以上で、佐々木亮子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おこないます。

７番、音喜多議員。

●７番（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２点についてお伺

いしてまいります。

まず、１件目であります。北朝鮮の弾道ミサイル発射問題についてであります。去る８

月29日早朝、北朝鮮がミサイルを発射し、襟裳沖東方1,180キロの太平洋上に落下させま

した。その後、水爆実験の成功など、北朝鮮の国威発揚と他国の関心をひくために、ミ

サイルの発射等の挑発行為が繰り返される件があります。この事態に、厚岸町はどのよ

うに受け止めているか、その考えを伺います。

また、国や道はこの事態にどのような指導がありましたか。このような事態、ことが

ことだけに非常に難しい問題ですが、町民の安全を守るため、その施策は何があるか伺

います。一般的に情報の伝達方法はどうかとか、まさかの何かがあった場合の避難先は

どこか、どうなるか、それらの見解はどういうものでしょうか。地震や津波等の天災か

ら守る訓練はしておりますが、ミサイルから身を守るというのは、現実的ではなく、大

変難しい問題ですが、これらの対処法の一つとして訓練もあるように思いますが、これ

らの対処方法についてお伺いしてまいります。

２点目に別寒別牛川河口での釣り人による路上駐車対策について伺います。町外を抜

ける国道44号線水鳥観察館と町のごみ焼却所入り口との登城でＪＲ花咲線と最も接近す

る付近を中心に、春と秋に釣り人による路上駐車が発生します。警察も事故を起こす要

因になると見ていますが、釣り人も町内外の大事なお客様であります。関係する機関と

協議し、何らかの対策が必要ではないでしょうかとお伺いして、初めの質問といたしま

す。
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以上、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） ７番、音喜多議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の北朝鮮の弾道ミサイルについてのうち、初めに、今後もミサイル発射が繰り返

される懸念があるこの時代に対する町の考えと国、道の指導はについてでありますが、

このたびの北朝鮮による弾道ミサイル発射は、北海道上空を通過した後、襟裳岬の東約

1,180キロの太平洋上に落下したと推定されております。過去から幾度なく繰り返される

北朝鮮による弾道ミサイル発射は、一歩間違えば大惨事を招きかねないものであり、我

が国のみならず、近隣諸国の安全と平和を脅かす危険な行為であると認識しており、決

して容認できるものではありません。町としては町民の生命、身体及び財産を保護する

責務があり、このような武力攻撃自体等から町民を守るため、平成19年に策定した厚岸

町国民保護計画に基づき、町益に係る国民の保護のための措置を実施していくことが必

要であると考えております。また、このたびの北朝鮮による弾道ミサイル発射を受けて

の国や道の指導については、９月６日付けで北海道を通じて消防庁国民保護防災部長か

ら、北朝鮮による弾道ミサイル発射事案への対応についての通知があり、その内容は、

一つ目には、全国瞬時警報システム、いわゆるＪアラートの情報伝達における不都合の

解消、二つ目には弾道ミサイル発射事案に係る住民の理解の促進についてであり、国民

に被害が及ぶような万が一の事態に備え、万全の体制を講ずるようにするものでありま

した。

次に、この行為から町民の安全を守るための施策は何かについてのうち、初めに、情

報の伝達はについてでありますが、国は弾道ミサイルが日本の領土、領海に落下する可

能性や領土、領海を通過する可能性がある場合には、Ｊアラートにより、各自治体の防

災行政無線等を自動的に起動させ、屋外拡声器や個別受信機で警報を流し、住民に情報

伝達を行うほか、Ｊアラートの配信情報を携帯電話事業者が提供する緊急速報メールに

より、携帯電話利用者への配信を行っており、同様の情報をテレビやラジオ、インター

ネット等を通じて伝達しております。なお、町においては、何らかの事態が発生した場

合、防災行政無線やＩＰ告知情報端末、緊急情報メール、インターネットを通じて、情

報の伝達を行うこととしております。

次に、避難先及び避難先の確保についてでありますが、武力攻撃自体等における国民

の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法及び同法施行令に基づき、北海

道国民保護計画により、北海道知事から指定された厚岸町における避難施設はあるもの

の、仮に弾道ミサイルが落下した場合に、避難施設として堪え得る頑丈な建物や地下な

どは、本町に存在しないものと考えますし、その確保も非常に難しいと言わざるを得な

いことをご理解願います。

次に、一般町民、学校、保育所を含む施設の訓練はについてでありますが、国が示し

ている弾道ミサイル落下時の行動としては、屋外にいる場合は、近くのできるだけ頑丈

な建物や地下に避難するか、近くに建物がないときは、物陰に身を隠すか、地面に伏せ

て頭部を守ること、屋内にいる場合は、できるだけ窓から離れ、できれば窓のない部屋
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に移動することの３点であります。まずは、この国から示された構図について、広報あっ

けしやホームページ等によって、町民に周知徹底を図っていくことが重要と考えており

ます。

また、弾道ミサイルの落下を想定した訓練としては、町に頑丈な建物や地下がない以

上、学校や保育所であれば、当該施設内において、国から示された行動を繰り返し行う

ことが必要と考えております。

続いて、２点目の別寒別牛川河口での釣り人による国道44号線水鳥観察館付近の路上

駐車への対策についてでありますが、近年、別寒別牛川河口付近では、春季及び冬季に

おいて、町内外から多くの釣り人が訪れており、春季では水鳥観察館から１キロメート

ルほど厚岸側に、冬季では水鳥観察館から200メートルほど根室側に路上駐車が多くされ

ている状況となっております。この付近は、緩やかなカーブと比較的短い直線が続く道

路形状で、駐車禁止の規制はされていないものの、停車帯も狭く、多数の車両が路上駐

車をした場合には、他の通行車両への妨げとなり、交通事故の発生の恐れもあることか

ら、厚岸警察署及び道路管理者である国土交通省釧路開発建設部において協議を行い、

事故防止のため、この付近の国道に駐車をしないよう、注意喚起の看板と簡易柵を設置

してります。さらに、厚岸警察署では、現場において路上駐車をしている方に対し、路

上駐車をしないよう、直接説明を行うとともに、チラシによる注意喚起を行っていると

ころであります。町としても悲惨な交通事故を未然に防ぐため、厚岸警察署や国土交通

省釧路開発建設部と連携を密にし、広報誌やホームページ等により、注意喚起を実施し、

事故防止に努めていきたいと考えております。

以上でございます。

●議長（佐藤議員） ７番、音喜多議員。

●７番（音喜多議員） １点目の北朝鮮のミサイルの問題で質問させていただきます。非

常に課題の重いというか、一地方自治でどうのこうのする問題ではないと、私も思いま

す。国と国との問題なのですが、一国の問題ではなくて、それに関係する同盟国や、あ

るいは対北朝鮮との関係、同盟国等もいろいろあって、国連すら大変、その制裁問題含

めて難儀していると見ていいかと思います。

しかしながら、ことがことだけに、万が一というか、北朝鮮がミサイルを発射すると

なるとすれば、あの位置から、北朝鮮の国から見れば、過去の経緯も見て、日本に向け

てくると、東に向けて発射してくるというのが、いい一つの例というか、これからもあ

り得るだろうと。そうすると、日本の上空を越えて、今回のような８月29日ですか、そ

ういう起きたような状態が繰り返されると思っていたほうがいいのではないかと。これ

で、８月29日を最後にして、もうないというのであれば、それで越したことはないので

すが、現在のアメリカと北朝鮮の言葉でのやりとりの中でも、まだこの先が続くような

気がしてなりません。そんなことからすれば、やはりこの太平洋上を目の前にした当町

は、何らかの対策ということになるのか、全く関係のない地域ではないと認識しますが、

その辺の見解はいかがでしょう。
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●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 今後の北朝鮮の動向については、うかがい知るということはで

きませんけれども、いずれにしても、この地域だけではなく、北海道全体、さらには日

本国全体がその脅威にさらされているということは考えられるものと思っております。

●議長（佐藤議員） ７番、音喜多議員。

●７番（音喜多議員） その上で、しからばどうしなければならないかということで聞い

てまいりました。戦後生まれの私どもは、そういう戦時中の経験はありませんし、先の73

前の、74年、戦後たちますけれども、そういう経験をしているというか、そういう時代

と武装装備が全く違うということも認識しておかなければならないかと思います。

いずれにしても、答弁いただいた、私も質問し、答弁していただきましたが、何をす

ればいいのかと、実際にそういうことになればという考え方も浮かばないわけではない

わけです。

今、答弁の中にもありましたように、国のホームページ等見ても、地下に逃げるか、

あるいは頑丈な建物に逃げてくださいというのは、今、町の答弁の中にもあった、その

程度です。その程度という言い方、へんですが。その域を超えていないわけです。実際

に、Ｊアラートのように鳴ったらば、どうしようかと考えても、その場でとどまってし

まうわけです。鳴って、これが地震なのか、あるいは弾道ミサイルなのか、その判断も

つかない。仮に弾道ミサイルであれば、気がついた時点では、どこかにもう落下してい

ると。このＪアラートの起動は、日本の上空を通過するという判断した場合というか、

衛星上の電波でもって、そういう飛行物体は飛んだ場合ということで、見学されている

のだろうと思いますけれども、現実に対応の仕方が難しいというのが実態ではないかと

思いますが、その点はいかがですか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 国からの通達にもありますし、また国のホームページにも掲載

がされているとおりです。発射からまずか10分程度、10分足らずでミサイルが通過、ま

たは落下する可能性があるということであります。

ですから、まずはＪアラートを使って、住民の皆さんにお知らせをすると、国民の皆

さんにお知らせをするということが第一になるかと思います。この、幾つか、それが作

動しなかったという自治体もあるようですけれども、厚岸町は、これが作動をしたとい

うことで、お知らせはしました。

ただし、10分程度で落下、または通過する可能性のあるミサイルに対して、厚岸町と

してどうすればいいのかということになりますと、町長が先に答弁しましたとおり、国

から示されているのは、頑丈な施設、建物か地下に避難をしてくださいと。

ただし、これも厚岸町で、そのミサイルに堪えうる、落下した場合ですが、堪えうる

施設、地下はないものと考えています。物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭部を守ると
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いうことでありますが、これも落下した場合に、それで身の安全が守れるのかどうかと

いう疑問もございます。屋内にいた場合だとしても、もし、このミサイルが落下したと

すれば、窓から離れた行動、または窓のない部屋に移動したとしても、身の安全を守れ

るかどうかということになれば、これもまた疑問でございます。

実際に、町としても、これに対する手立てはあるのかと言われれば、非常に難しいと

言わざるを得ないと思っております。

●議長（佐藤議員） ７番、音喜多議員。

●７番（音喜多議員） 答弁書の中に、道から、知事から指定された厚岸町における避難

施設はあるものの、これはどこなのですか、指定された地域というのは。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 基本的には公共施設です。施設であれば公共施設です。翔洋高

校を初め、各学校、さらには地区集会所、さらには厚岸町のさまざまな公共施設、これ

らは北海道から指定はされておりますが、これも国が言う堅牢な施設かどうかというこ

とになれば疑問がありますし、またそのミサイルに耐えれるものかということになると、

そこも疑問があります。

これはあくまでも、町長の答弁にもありましたとおり、国民保護法に基づいて、北海

道の国民保護計画に掲載をされている厚岸町の避難施設、または避難場所として、これ

は各公園であるとか、各学校のグラウンドであるとか、というのも一時的な避難場所と

して指定をされているところであります。

●議長（佐藤議員） ７番、音喜多議員。

●７番（音喜多議員） 今、言われている避難施設、厚岸町において、これは通常の地震

とか津波とか、あるいは大火だとか、そういった場合に、過去にもそういう意味で公共

施設というのが中心的に指定されてきておりますから、そういうことだろうと思います

けれども、このミサイルの落下とかというものについては、そういう施設ではないとい

うことは、町民の皆さんもわかると思います。ですから、敢えてそういうところは言わ

ないほうが、私は賢明かなと思うのですが、いずれにしても、これはいつどこでどんな

状況で、そういう場面にあるかどうかということはわかりませんが、やはり基本的には、

そういう町民に知らせるということ、とりあえずＪアラートが全部、全町内、自治体の

防災無線等を通じて、自動的に起動させたと。今回は、鳴らなかったとか、各地区でい

ろいろな不具合が出ています。あるいは、緊急の携帯電話の警報も鳴らなかったとかと

いうことがありますが、厚岸町では町民の皆様から、そういった伝達方法について満足

だとか、こういう場合、鳴らなかったとか、そういう情報はなかったですか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。
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●総務課長（會田課長） 厚岸町のＪアラートについては、Ｊアラートが直ちに起動して、

防災行政無線の屋外拡声器、さらには個別受信機から、最大音量で流されたということ

であります。実際に個別受信機の電源を切られている方は、どうしようもございません

けれども、これは特に町民の方から鳴らなかったという報告は受けておりません。

●議長（佐藤議員） ７番、音喜多議員。

●７番（音喜多議員） 今回がいい例として上げるならば、町民に何らかの形で、早朝で

あったけれども、連絡がついたと見ていいわけですね。

問題は、次は、避難先と言っても今、議論したとおり、どこに逃げればいいのでしょ

うというのが素朴な疑問であって、現実的だなと思います。ですが、やはり町民の皆さ

んに、仮にそういう状態が、Ｊアラートが鳴っても、そのいる場所にもよりますけれど

も、そういう身を隠すというのか、避けるというか、そういうことは町民に、どのよう

な周知してきたか、あるいは、これからもどう周知しようとしているのか、その辺はい

かがですか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） Ｊアラートも確かに直ちに起動しましたけれども、それぞれテ

レビ、報道等でも、直ちに報道がされたと確認をしております。その中で、先ほど申し

上げたとおり、三つです、国民保護法上、示されたのは、先ほど申し上げたとおり、屋

外にいる場合の二つ、それと屋内にいる場合の一つ、これしか示されているものではあ

りませんので、その中で、それぞれの居場所によって選択をしていただくことしかない

のかなと思っております。

●議長（佐藤議員） ７番、音喜多議員。

●７番（音喜多議員） やはり、町民の皆さんに徹底と言ったら語弊があるのか知りませ

んが、ただ、身を守る、何か起きた場合に、身を守るために、ぜひそういう行動をとっ

てください。例えば、地震だ、津波が来ると言ったら、逃げてくださいという周知はし

ているわけです。

しかし、こういった、いつ何のときにＪアラートが鳴って、飛行物体が飛んでくると

か、飛んだとかという場合に、やはり身を守る策を、策をと言って変ですけれども、や

はり対応できるようなというか、そういう周知をしていく必要があると思うのですが、

それはいかがですか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 町長から先に答弁がありましたとおり、まずはその国から示さ
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れた行動について、ホームページ、さらには広報あっけし等で周知徹底を図っていくこ

とが重要と考えておりますので、今後もこのことについて続けてまいりたいと思ってお

ります。

●議長（佐藤議員） ７番、音喜多議員。

●７番（音喜多議員） ちょっとくどいようですけれども、そういう国とかは責任ありま

すから、ホームページで流して、あるいはパンフレット等で流せばいいと思っているか

もしれませんが、ここは実際に人が生活している場所なのですし、そういう場面で、そ

ういう事象に遭った場合どうするかということを、やはり訓練とまではいかないのでしょ

うけれども、町報の広報に引き続き、こういう事例の場合はこうしてくださいとか、そ

ういう何らかの周知方法というのが必要ではないのかなと思うのですが、それはどうで

すか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 先ほどのお答えした中で、ホームページ、さらには広報あっけ

しなどによって周知徹底を図ってまいりたいというお答えをさせていただいております

ので、今のご質問に対して、改めて、そういう形で周知徹底を図っていきたいと考えて

おります。

●議長（佐藤議員） ７番、音喜多議員。

●７番（音喜多議員） 最後に、こういう場合は訓練しても無駄ではないのかなと思いな

がらも、やはり身を守るとなったらば、自分の身に危険を感じたら構えるという、そう

いう策をとりますよね。

そういう意味では、行政としては、そういう訓練になるのかどうなのか、町民にこう

いう場合は、自ら身を守ることになりますけれども、こういう形で身を守ってください

とか、そういう訓練含め、周知含め、そういった行動をとっていくことが、私はいいと

思うのですが、それについてどう思いますか。

●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。

今回の北朝鮮におけるミサイル発射につきましては、重罪な脅威となる極めて危険な

行為であり、断じて容認できるものではありません。

また今後の問題としても、一部報道によりますと、またあるのではなかろうかと、発

射が、というようなことも報じられておるわけでありますので、地域住民の安全、安心

の確保については、当然の義務として、我々はやっていかなければならないわけであり

ますが、しかしながら、担当課長からそれぞれがお話がありました。厚岸におけるＪア
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ラートが示すような頑丈な建物、または地下等があるわけでもありません。

さらにはまた、国民保護法における避難施設というのは61箇所指定をされているわけ

でありますが、これも当然、記載はされておりますが、ミサイルにとっては対応できる

建物はないわけであります。そういう面におきましても、今、北海道、そしてまた北海

道町村会、それぞれから今、国に強く、この対応についての要請をいたしております。

報道によりますと、奥尻町がシェルターを設置したいというような報道ありましたけ

れども、これとて厚岸町とすればできるのかということになりますと、膨大なお金が必

要になってくるわけでありますので、私どもといたしましては、避難の方法はどうある

べきか、これは当然先ほどもお話いたしましたけれども、状況によっては、幾ら、３点

の問題をお話いたしましたけれども、対応できることではありません。そういう意味に

おきましては、今後、国の動向を注視しながら、安全確保に対しては、厚岸町としても

しっかりと取り組んでいかなければならない、そのように考えておりますので、ご理解

をいただきたいと存じます。大変、難しい課題だと思っております。

●議長（佐藤議員） ７番、音喜多議員。

●７番（音喜多議員） 町民を守るという意味では、行政の長としては、大変責任の重い

というか、課題の大きなものであると、私も理解します。こういうことのないようなこ

とが１番望ましいわけでして、いつしか、こんな状況になってしまったと。それを思う

と、戦後73年、４年、そういう経験が少なくなっていく中で、また繰り返しが始まるの

かなという、私は繰り返しということは経験もないから、そう言えない人間ですけれど

も、過去のそういう悲惨な状況等をいろいろなもので見聞きすると、だんだんそういう

方向性に陥っているのかなという懸念がしてなりません。そんなことから、ぜひ、町長

には、厚岸町民の命と財産を守るという意味で、行政に、国に対し、もの申していただ

きたいと思います。

次に２点目に移らせていただきます。質問している場所は、この答弁書にもあるとお

り、重々理解していると思います。町道でも管理上、町とは全く関係のないところだと

思いますが、しかし、あの場所で町内の内外問わず、あるいは被害者、加害者にもなる

ような事故は起きてはほしくありません。釣り人たちというか、釣りの好きな人たちの

中では、別寒別牛川は非常に価値の高いというか、格好のいい川釣りというか、魚釣り

の場所のようで、釣りを楽しむ方にも、安全な車の止め方で魚釣りを楽しんでほしいと

思うことから質問させていただきました。

そんな思いを持ちながら、時折、浜中へ向かうのでありますが、やはりあそこを通っ

て、そういう場面に当たると、危ないと思うことが多々あります。あの付近は、左側に

路上駐車が多く連なって、厚岸から浜中に向かうと、その左側の駐車、車を気にしなが

ら、少しはセンターライン側によってしまうのです。ＪＲと一番接するところがカーブ

になっていまして、根室方面からこちらへ向かってくる車とすれ違うのに、非常に危険

性を感じるわけであります。

答弁にもありますとおり、いつしか、そう古くはないのですが、看板が１枚立ってい

ます。「危険、その駐車」という見出しで立っています。文面は、「この付近の国道への
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駐車は通行車両の妨げとなり、大変危険ですので絶対やめましょう」と呼びかけており

ます。設置者は釧路開発建設部根室事務所と釧路方面厚岸警察署の連名です。つまり、

道路管理者も交通安全指導の立場の警察も危険ですと言っているわけであります。路上

駐車をするなと言っているわけですが、釣り人も釣りを楽しむ権利というか、違法でな

ければ、誰かが止めるものはないものと思いますし、厚岸町も釣りに来る人たちを拒む

ものではないと思うものであります。

むしろ、厚岸町としては、観光やレジャー、そういった趣味を楽しむ、そういった方

を応援、あるいは支援するという意味では、大変大事なお客様ではないかと思います。

そこで、この人たち、釣り人を厚岸町はどのような位置づけで見ているというか、例

えば例として、私から言えば、「困った人たちだな」と思うのか、「ようこそ厚岸に来ら

れて、楽しんでください」という歓迎の意味のある人たちなのか、まず、その人たちの

位置づけによっては、対応が変わってくるのではないかと思うのですが、ああいう状況

を見て、厚岸町はどのように判断されますか。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） 釣り人の町としての考え方でありますが、趣味として厚岸町におい

でをいただいて、今、特定の場所は別にいたしましても、厚岸町に町内外からおいでを

いただくということは、大変、私はよきことであり、歓迎すべきものであると思ってお

ります。

しかし、今、音喜多議員からの質問の件でありますが、違法でなければという例えの

お話がありました。この点が重要なのです。歓迎はするけれども、線路を渡るというこ

とは、法的な問題もあるわけであります。このことについては、ご承知のことと思いま

すので、十分にこのことを踏まえた中での釣り人の遵守と言いましょうか、これはしっ

かりと考えながら、趣味としての行動をとっていただきたい、そのように私は思ってお

る次第であります。

●議長（佐藤議員） ７番、音喜多議員。

●７番（音喜多議員） 線路を渡る、ＪＲに絡む分、これはちょっとそちらへ置いておい

ていただきたい。まず、路上駐車に絡む分ですので、線路の部分も、釣り人はそこをま

たいでなり、あるいはおまわりさんにもお聞きしますと、おまわりさんからの見た目で

も線路上を歩いているという判断をしていますから、それはちょっと脇において、まず

路上駐車の関係で伺っております。ざっくばらんに言って、開発は開発、警察は警察、

ＪＲはＪＲ、自分それぞれの主張を言っているわけです、私がお聞きしてきたところで

は。それでは、私から見ては、釣り人に対する問題解決にならないというか、安全に対

する解決にならないと私は見ているのです。

そういった関係者が、ざっくばらんに言って、先を急いだ言い方をしますが、関係者

が集まって、厚岸町に楽しみに来た人方が安心して釣りができる方法を考えられないか

というのが、今回の質問の趣旨でございますが、まずお互いの主張は主張として、しか
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しそこを折り合って、テーブルについて、厚岸町が希望するように、楽しんでもらい、

かつ安全な策はないかということを厚岸町がリードをとってやっていただけないかとい

うのが、私の質問の趣旨なのです。お互いに自分のエリアを守るために主張ばかりした

のでは、あのとおり柵をして入らないようにする。

しかしながら、釣り人は多少の目をつぶりながらというか、悪いと思いながらもそこ

へ入っていったり、あるいは車を止めたりするわけです。私から見て、旧国道、昔、今

のように直線化されない、舗装されない前に、旧国道が山側に走ってます。そのもとの

国道に一部車を止めている賢い人間もいます。そういったところを利用しながら、開発

なりの協力をいただいて、釣り人に対する厚岸町の温かい施策はできないのかなと思っ

ております。

質問の最後のほうになっています。この質問は。それに対して、何かいい考え方いた

だければありがたいと思います。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） 今、この質問が出されましてから、町長答弁どのようにしたらいい

のかなと、大変はっきり申し上げまして、悩みのある答弁であり、でなければならない

ような状況になっております。確かに今、駐車場の問題、駐車場と言いましょうか、道

路の敷地内に止めているという課題、これ大変、交通安全上、あってはならないことで

あることは事実であります。あそこの場所に水鳥観察館があります。あそこに止めてい

る方もおるようであります。

しからば、厚岸町として新たな駐車場を北海道に、また国のほうに要請することがで

きるのかということになりますと、お話いたしましたとおり、法的な問題も絡んでいる。

ですから、それを助長するようなこともできないわけであります。この点をご理解をい

ただきたいと思うわけでございますので、この点、よろしくお願いを申し述べたいと存

じます。

●議長（佐藤議員） ７番、音喜多議員。

●７番（音喜多議員） 町長の言われることは重々わかります。それで、私、１点、最後

の最後というか、本命の部分で、関係者、いわゆるＪＲ含め、北海道含め、関係者とこ

の問題について協議するというか、そういう考え方はあるのでしょうか。お伺いします。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） このことにつきましても、ＪＲ北海道等も以前に避難所をというこ

とで、線路を渡ることについてのいろいろな打ち合わせをお願いした経緯があります。

その結果、おかげさまで厚岸駅構内という立場で、条件付きで線路を渡るということを

宮園地区にできた経緯があります。しかし、普段における鉄道を渡るということについ

ては、極めて危険である、いつ汽車が来るかわからない。その中で、事故があったら大
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変だという中で、鉄道としては鉄路を渡ることはまかりならんというような結果であり

ます。

今回の釣り人における線路を渡るということについても、私は同様な意見を持ってい

るのではなかろうかと、そのように考えておるわけでございまして、法的な問題もある

わけでもあります。場合によっては、釣り人が大変なことにもなるわけでございまして、

見てみないふりと言ったら、ちょっとあれですけれども、開発も、さらにはまた警察も

釣り人についての考えをご理解をいただけなければ、この問題が厳密に法的な問題を論

じれば、釣り人に対しましても、迷惑をかけるようなことにあい、なりやしないかと、

私はそのように思っております。

ですから私は敢えて歓迎はしますと、しかしながらということでお話をさせていただ

いておりますので、この点につきましては、ご理解をいただきたいと存じます。

●議長（佐藤議員） よろしいですか。

以上で、音喜多議員の一般質問を終わります。

昼食のため、本会議を休憩いたします。

再開は午後１時からといたします。

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。

５番、竹田議員の一般質問を行います。

５番、竹田議員。

●５番（竹田議員） 質問通告書に従い、質問を行います。

１、大規模災害時における空き家の活用についてであります。

地震や災害の発生時には、住まいが圧倒的に不足し、被災者が広域的に避難すること

から、応急一時的住まい生活の長期化や被災自治体の事務負担の大幅な増加が想定され

ております。被災者の住まいの確保が大事であると思うので、町内全体にどれだけの空

き家があり、有効活用がどれだけできるのか。

２、空き家が私有物件である場合、有事の際に借入ができるかどうかなどを調査すべ

きと思うがどうか。

２、文化財の活用について。

（１）文化財の状況。

ア、厚岸町の文化財で、文化財指定をしようと思っているものの中に、まだ指定され

ていないものはあるのか。

イ、町の文化財を観光スポットにしようとした場合、町に該当する文化財はどれだけ

あるのか。

以上であります。
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●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。

１点目の大規模災害時における空き家の活用について、被災者の住まいの確保が大事で

あると思うので、町内全体にどれだけの空き家があり、有効活用がどれだけできるのか

についてでありますが、町では平成27年７月から10月にかけて自治会に対する空き家等

アンケート調査と町による現地の確認調査を実施しており、その結果を平成28年２月に

集計したところ、空き家等と思われる全件数は369件、うち住宅については206件となっ

ております。なお、有効活用がどれだけできるのかについては、現地の内部調査などは

行っていないため、件数について把握できていないところであります。

次に、有事の際に借入ができるかどうかなどを調査すべきと思うがどうかについてで

ありますが、国は空き家や空き室を借上型仮設住宅として、円滑に供給するための方策

などについて検討することとしておりますので、今後、国と道の動向を注視しながら、

検討していく必要があると考えております。

私からは以上であります。

なお、２点目の文化財の活用についてのご質問は、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２点目の文化財の活用についてお答えいたしま

す。

１点目のア、厚岸町の文化財で文化財指定をしようと思っているものの中に、まだ指

定されていないものはあるのかについてでありますが、現在、国、北海道及び厚岸町で

指定している文化財は、合計26件あり、国の登録文化財１件を含めますと、全体で27件

の文化財があります。文化財の指定には、文化財に対する資料調査を進め、指定がされ

ますが、ご質問の新たに文化財に指定しようとする資料は現時点ではありませんのでご

理解願います。

次に、２点目のイ、まちの文化財を観光スポットにしようとした場合、まちに該当す

る文化財はどれだけあるのかについてでありますが、町内の文化財は重要な観光資源で

あります。しかし、指定及び登録文化財27件には、史跡や天然記念物のように、屋外に

常時所在し、交通手段が限られるものや、国指定天然記念物の大黒島の海鳥繁殖地のよ

うに、立ち入りが制限されているものもあり、全ての文化財を観光スポットとして活用

するには難しいものがあると考えられます。ご質問にある観光スポットとして活用する

のが適当と考えられる文化財としては、正行寺本堂やお供山チャシ跡群、国泰寺跡周辺

の文化財や太田屯田兵に関する太田地区の文化財など５箇所と考えており、今後、まち

の観光振興と連携を図りながら、観光スポットの活用を進めてまいりたいと考えており

ます。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。
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●５番（竹田議員） まず空き家等について、内部調査は行っていないということなので

すが、これらについては、調査をしていったほうがいいと思うのですが、今後、その調

査をすることができるのか、また調査をしていこうと思っているのか、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） 空き家と思われる調査でございますけれども、空き家等対策の

推進に関する特別措置法が平成26年に成立いたしまして、この法律を根拠に、空き家で

はなくて、空き家等も含めて調査ができる規定があるわけでありますけれども、これは

具体的には、建物の老朽化が著しく倒壊の恐れがあるだとか、そういった危険性が増し

ていると思われる住宅について、あらかじめ、空き家と認める場所に立ち入って、調査

をさせることができるとなっているわけですけれども、基本的には所有者の承諾と言い

ますか、そういったものがまずは前提のもとに行うこととなります。

また、これについて実施するかどうかについては、現在はそのような、ただいま答弁で

申し上げた全数について、直ちに調査していかなければならないということは、現在の

ところは検討していないところでございます。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●５番（竹田議員） 質問が、地震や災害のときに、住まいが圧倒的に不足すると、急遽

の場合は、事務的な仕事が膨大になってきていくということがある、なので今から調査

をして、きちんと準備をしておかなければならないと思うのです。そのことを踏まえて、

今の答弁であれば、有事の際に関して、今から準備はしないという言い方と一緒なので

すけれども、そういうところはどうなのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 私ども、今回のご質問をいただいて、よく内部で検討をさせて

いただきました。まず、前提には大規模災害とお聞きをいただいておりますので、大規

模災害とは何かから始まりまして、そうすると、町内において大規模災害が起きて、人

が住めなくなるような住宅の倒壊があった場合、これはどれだけ住宅が残るのかは別で

ありますけれども、これらの住宅の確保ではなく、例えば大規模で人口集中地域で住宅

が倒壊し、仮設住宅が必要になってきたと想定をさせていただきました。

そうすると、日本の国内における、いわゆる仮設住宅が、プレハブが一般的でありま

すので、早急にできるプレハブを考えたときには、日本のプレハブ業界が果たして、大

規模に起きた災害に対する人数に間に合うプレハブを供給できるのかということを国で

は検討しているようですけれども、どうもできないようであります。そういったことを

あらかじめ、そういった空き家対策として利用できるものは調査しておく必要があるの
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ではないかということで、これは日本国的に、広域的な観点から、そのようなことは必

要かと、私は考えております。内部でもそのように考えたところでございます。

ただしかし、厚岸町だけで、そのことをやる意義と言いますか、それはもうちょっと

国と道の動向を注視させていただきたいというのが１回目の答弁でございます。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●５番（竹田議員） 調査をしていく段階で、これらについては2016年から始まって、2018

年に国で予算をつけて、そういう調査をする部分についてはお金を出しましょうと、地

方については自治体で全てのお金を投資してやるのではなくて、そういう部分も、災害

時ばかりではなくて、最初に始まったのは空き家の活用、一般的に老人が住めるように

とか、それから最近になってからは、低所得者に対しての空き家の活用というのも出て

きました。

その空き家の活用については、大災害時、それから低所得者、それから高齢化が進む

老人に対しての、その方向ということで、いろいろ国の動向が変わってはきています。

その中で、国の動向もはっきりしていない部分なのですけれども、なるべく早く、そう

いった有事の際、いろいろな部分に活用できる部分があれば、国の動向を見ながら、調

査をきちんとしておけば、早い対応がそれぞれできるのではないかということから、今

回質問させてもらったわけです。

ですから、その上で、国の予算付け、自治体にどのくらいの予算付けが来るのかはわ

かりませんけれども、そういった動向を見ながら、悪い方向には全く進んでいない、い

い方向に進んでいるの間違いない、それは理解していただけるものかと思っております。

その上で、もう一度聞きますが、調査をすべきと思っておりますが、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、今後速やかに、この私ども、空き家等として把握さ

せていただいております住宅の所有者、あるいは管理者に、近くアンケート調査をやら

せていただきたいと考えております。その中で、ご質問の、いわゆる住宅の活用につい

て、ご理解いただけるのかどうかも一緒に聞かせていただいて、そういった回答があっ

た中から、了解を得ながら、安全性を確かめさせていただくだとか、そういった所有者

とともに、住宅の安全の確保も含めた調査はやっていく必要があると考えております。

ただし、あくまでもアンケートですから、書いてこなかった部分、そこをどうするか

については、少し検討させていただきたいなと思います。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●５番（竹田議員） ぜひお願いしたいと思います。

そして、３月の定例会のときにも申し上げた、お願いをしたことがあります。倒壊の
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恐れがあるのか、まだ住めるのか、住めないのか、そういったことを役場の中でやるの

ではなく、応急危険度判定士を使って、早急に６月くらいまでにまとめていただきたい

というお願いをしていたのですけれども、その後、そういった動きは全くないわけなの

ですけれども、そのことについては、どうなのでしょうか。それともう一つ、まず、そ

こお願いします。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 私、５月末までに相手方をお話させていただいて、何とか方向

性を話して、いわゆる連絡会みたいのをつくりたいとお約束をさせていただきました。

その後、直接その団体等ではなくて、別な経済団体を通じて、商工会なのですけれども、

通じて、準備をさせていただいておりました。

そういう中で、商工会のほうでもいろいろあったようでございまして、この間、何回

かの日程調整させていただいたのですけれども、相手のほうの団体のほうも、それぞれ

たくさんの会議抱えておりますので、できるだけ多い中でやりたいということになって

きて、今日までずれ込んだということなのですが、今月中にやりたいという、お互い、

双方に日程が決まったようでございますので、私も出席をさせていただく予定となって

おります。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●５番（竹田議員） よろしくお願いします。

厚岸町には、プレハブを扱っている会社が３社ほどあります。こういった有事の際に、

遠いところから、船や陸送で持ってきて、住めるような形に準備していくとなると、相

当な時間を要する、そういうことで、このプレハブを扱っている会社に厚岸町と何らか

の協定を結んでいくという、そういう方向は考えられないのかどうなのか。また、そう

いう方法を考えているのかどうなのか。全く考えていなかったのか。それらを含めて、

ちょっとお伺いします。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 私ども厚岸町と、厚岸町建設業協会という団体がございまして、

早くから災害時における相互協力、厚岸建設業協会からは、災害時における人的派遣、

そんなような協力の協定をさせていただいております。そういった具体的なものがあり

ますので、そういう中で、一緒にそのプレハブ業界も含めたプレハブの供給というので

すか、そんなような協定ができるか検討をさせていただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●５番（竹田議員） プレハブ、カナモトさんとかサンワリースさん、共成レンテムさん、
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厚岸には３社も大きなレンテム会社があります。皆さんもいろいろなところの道路を走っ

ていると、プレハブがたくさん置いてあるところ、目にすると思うのですが、例えば厚

岸清掃車、独自で持っている仮設トイレ、これらも含めて、それから物置にできる、一

時保管庫に使える保管庫みたいなものとか、それから人が住めるようなプレハブ、そし

て仮設のトイレもものすごい大事になってくると思うのです。

そういったことも含めて、早めの業者間の中、厚岸町の役場と業者の中でのお話をし

ていって、何らかの協定を結んで、有事の際にはそういったことを活用するという方向

に、ぜひこれから、いろいろな相談はあると思うのですが、進めていっていただけない

でしょうか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田課長） 防災対策といった意味で、私のほうからお答えをさせていただ

きますが、今、議員言われましたレンタル業界のほうとも、厚岸町として協定を結ばさ

せていただいております。内容確認、ちょっと今、知ることはできませんけれども、も

しその部分、入っていなければ、改めて協議をさせていただきたい。

今、組んでいる協定を締結させていただいた中で、そういった物件のレンタルといっ

た部分も入っていたと思いますので、その中で、改めて協力をお願いしていきたいと思っ

ております。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●５番（竹田議員） よろしくお願いします。

次に、文化財の活用についてであります。テレビとかで、最近、お宝という部分につ

いて、このお宝、幾らするのかという話があって、ブームになっております。

その上で、個人の物で、厚岸町においては、非常に大事な物であったり、知らない中

で、非常に高価な物があるのかないのかという調査はしているのかどうかお聞きします。

●議長（佐藤議員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（髙橋課長） 個人が所有しております厚岸町が指定文化財として登録し

ております物については、そのような価値についての検証は、今のところは行っており

ませんので、ご理解願います。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●５番（竹田議員） 個人の物があるのかないのか、そういったその登録する、しないで

はなくて、あるのかないのかという調査はしていますかということです。

●議長（佐藤議員） 生涯学習課長。
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●生涯学習課長（髙橋課長） 申しわけございません。個人の物についての、そういう調

査は行っておりません。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●５番（竹田議員） ぜひ、調査してもらいたいと思います。できますか、できませんか。

●議長（佐藤議員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（髙橋課長） 今、できるか、できないかの回答はちょっと難しいものが

ありますので、やり方等を含めて検討させていただければと思いますので、ご理解願い

ます。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●５番（竹田議員）） 有形・無形の部分についてもあると思うので、今後のどういったそ

の物が、実際、本当に100％何もないかもしれません。ところが、ものすごい物が発見さ

れるかもしれません。

そういった個人の所有物であっても、厚岸町にとっては、すばらしい物が見つかるか

もしれません。そういったことも含めて、費用等も財政の問題もあると思うので、その

辺も検討しながら、ぜひ進めていっていただきたいと、ぜひ、強く申し上げておきます。

どうでしょう。

●議長（佐藤議員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（髙橋課長） 今、ご指摘いただきました、もし、お宝の物があると、厚

岸町にとりましても、大変、有意義なものになると考えますので、ぜひ検討させていた

だきたいと考えております。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●５番（竹田議員） 文化庁が国はあるわけですけれども、文化庁で文化財保護法の改正

を目指す方針というのを打ち出されました。これについてはご存じでしょうか。

●議長（佐藤議員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（髙橋課長） 大変申しわけございません。その確認はしておりませんで

す。
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●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●５番（竹田議員） 文化庁の中間報告というものをまとめて出しております。過疎化や

少子高齢化の進行によって、豊かな伝統や文化が消滅の危機にある。これは国にとって

も、自治体にとっても、大変な問題だと、ある団体から指摘をされ、それで文化庁が保

護法の改正を目指す方針に打ち出たということであります。

そういった意味から含めて、地域の有形、無形含めて、価値のある物を探していこう

と、そしてその探し出された物、そして今現在、厚岸町の有形・無形含めて、文化財を

活用として地域振興に向けて活用していけば、地域の活性化につながっていくのではな

いかと文化庁は申しております。

その上で、もう一度お願いなのですが、観光スポットになるような方向性というもの、

新たにに含めて考えていっていただきたいと思いますが、よろしくお願いします。

●議長（佐藤議員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（髙橋課長） 教育長の答弁にも先ほどありましたが、一応、観光スポッ

トということで今、５箇所、５スポットということを考えておりまして、厚岸町には文

化財としてありまして、今、ご指摘の受けた点を勉強させていただきまして、新たに５

箇所以上のものがあるのか、ないのかの検討をさせていただいて、観光振興に役立ちた

いと考えておりますので、ご理解願います。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●５番（竹田議員） 観光スポットということの活用、もしできる、その場所が最適であ

るといった場合に、アクセス等の問題もここに書かれております、答弁の中に。それか

ら見た目の問題もあります。そういった部分で、もしそこの場所が決まるのであれば、

そういったことも含めて、看板を新設するとか、それから清掃するとか、人が行っても

危険でないような場所に行くときに、そういう環境整備もしなければいけないというこ

とが出てくると思います。

そういったことも含めて、ぜひ地域活性化につながっていくものとして、進めていっ

ていただきたいと思います。よろしくお願いします。

●議長（佐藤議員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（髙橋課長） 今ある指定文化財につきましては、定期的に海事記念館の

学芸員が文化財パトロールというのを行っておりまして、その表中、あるいは説明板の

劣化等があれば、すぐ修復をして、そこに来ていただける方に不憫がかからないような

対応をとっております。

今後につきましても、新たなスポットが見つかった場合等につきましては、そのよう

な表示を見やすく、正確に、劣化があってもすぐ補塡できるような体制をとっていきた
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いと思いますので、ご理解願います。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●５番（竹田議員）） 文化庁のほうでは、中間まとめで、自治体の文化財担当職員の人材

確保や資質向上の必要性を指摘していると。文化庁の文化財の地域一帯での活用と地域

振興に関する調査というのを今年の７月にしたと。そこで、文化財の保存、活用を進め

る上での課題として、専門家や職人、技術者、人材不足を上げてきた自治体が最も多かっ

た。そういうことを踏まえて、文化庁は、そこに地域の活性化につながっていくのであ

れば、予算を組んでいこうという考えであると言っております。ぜひ、国の動向を見な

がら、予算確保が、実態もその上でできるのか、できないのかも注視しながら、進めて

いっていただきたいと思いますけれども、もう一度よろしくお願いします。

●議長（佐藤議員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（髙橋課長） 担当であります海事記念館には、今、学芸員３名配置して

おりますが、それが足りているのか、足りていないのかは別にいたしまして、今、ご指

摘いただいた国の予算化のほうをちょっと検討させていただきまして、今後、文化財の

ほうがよくなるように、検討していきたいと思います。ご理解願います。

●議長（佐藤議員） よろしいですか。

以上で竹田議員の一般質問を終わります。

休憩します。

午後１時28分休憩

午後１時28分再開

●議長（佐藤議員） 本会議を再開いたします。

日程第４ 議案第69号副町長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69号副町長の選任に対する同意

を求めることについて、その提案内容を説明いたします。

厚岸町副町長大沼隆氏は、現在４期目で、任期が平成30年９月16日までとなっており

ますが、今般、同氏からの申し出により、本年９月16日をもって退職されることとなり

ました。このため、その後任に、現総務課長の會田周二氏を選任いたしたく、地方自治

法第162条の規定により議会の同意を求めるものであります。
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住所、厚岸郡厚岸町奔渡４丁目71番地。

氏名、會田周二。

生年月日、昭和37年２月９日。

性別、男。

職業、地方公務員であります。

また、會田氏の学歴と職歴について、次のページに記載しておりますので参考に供し

てください。

なお任期は、地方自治法第163条の規定により、今年９月17日から平成33年９月16日ま

での４年間であります。

以上、簡単な説明ですが、ご同意を賜りたく、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」の声あり）

●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、厚岸町議会運用内規54

にありますように、討論を省略し、本案は原案のとおり同意することにご意義ありませ

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。

休憩します。

午前１時31分休憩

午前１時31分再開

●議長（佐藤議員） 再開いたします。

ただいまの同意により、副町長に選任されました総務課長より発言が求められており

ますので、これを許します。

●総務課長（會田課長） お許しをいただきまして、一言ご挨拶を申し述べさせていただ

きます。

ただいま、議員皆様のご高配によりまして、副町長選任のご同意を賜り、本当にあり

がとうございます。心から御礼を申し上げます。私にとりましては、身に余る光栄であ

りますとともに、今、その職責の重大さをひしひしと感じているところでございます。

議員の皆様には、これまで、議会を始め、さまざまな場面においてご指導、ご鞭撻をい
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ただき、深く感謝を申し上げます。今、私が町職員として、これまでお世話になってき

ました諸先輩からいただいたさまざまな場面での言動や職員に対する指示・指導・助言

などを振り返ってみるとき、正直、自らの力不足を感じずにはおれません。しかし、こ

うしてご同意を賜り、９月17日から副町長に就任をさせていただきます以上は、心を新

たにして、また今後とも日々の研鑽を重ね、その職位にふさわしい職員、人間として成

長してまいりたいと考えております。

そして、誠に微力ではございますが、若狭町長のもと、職員の皆様とともに、厚岸町

のさらなる発展と町民の皆様の福祉向上のため、町政の推進に最善の努力をいたしてま

いりたいと考えております。議員の皆様におかれましては、この上とも一層のご指導、

ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、誠に簡単ではございますが、ご挨拶とさ

せていただきます。

今後ともよろしくお願いいたします。

●議長（佐藤議員） 次に、日程第５ 議案第70号固定資産評価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70号固定資産評価委員の選任に

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委員であります大沼隆副町長が本年９月16日をもって退職される

ことに伴い、その後任として、先にご同意いただきました會田周二副町長を選任いたし

たく、地方自治法第404条第２項の規定により、議会の同意を求めるものであります。

住所、厚岸郡厚岸町奔渡４丁目71番地。

氏名、會田周二。

生年月日、昭和37年２月９日。

性別、男。

職業、地方公務員。

以上、簡単な説明ですが、ご同意を賜りますよう、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」の声あり）

●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意義ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）



- 41 -

●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。

日程第６に入る前に議長から一言、ご注意申し上げます。ただいま、議員席から写真

撮影のフラッシュがたかれました。議長の許可なく、みだりに写真撮影はしないように、

あらかじめご注意申し上げますので、よろしくお願いします。

日程第６ 議案第71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（會田課長） ただいま上程いただきました議案第71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をご説明いたし

ます。

議案書25ページでございます。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、これら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。

このたびの規約の変更は、平成29年６月１日付けで、「西胆振消防組合」が共同処理す

る事務に火葬場に関する事務が追加されたことにより、名称が「西胆振事務組合」に変

更されたことと、平成29年８月１日付けで、「江差町ほか２町学校給食組合」が構成する

３町のうち、厚沢部町が脱退したことにより、名称が「江差町・上ノ国町学校給食組合」

に変更されたことに伴い、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約別表第１を改正

することによるものであります。

規約変更の内容であります。規約第３条の規定により、別表第１中「西胆振消防組合」

を「西胆振行政事務組合」に、「江差町ほか２町学校給食組合」を「江差町・上ノ国町学

校給食組合」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ありますので参考に供していただきたいと思

います。

次に附則でございます。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とし、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で議決が得られた場合、当該

組合において、総務大臣の許可を受けるための事務手続きをすることになりますが、そ

の許可を受けた日から、この規約を施行することとするものでございます。

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。

●議長（佐藤議員） これより質疑を行います。ございませんか。
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（「なし」の声あり）

●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意義ありませんか。

（「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。

日程第７ 議案第72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（會田課長） ただいま上程いただきました議案第72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

でありまして、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。

このたびの規約の変更理由につきましては、先の議案第71号と同様、当組合の構成団

体のうち、平成29年６月１日付けで、「西胆振消防組合」が共同処理する事務に火葬場に

関する事務が追加されたことにより、名称が「西胆振行政事務組合」に変更されたこと

と、平成29年８月１日付けで、「江差町ほか２町学校給食組合」が構成する３町のうち、

厚沢部町が脱退したことにより、名称が「江差町・上ノ国町学校給食組合」に変更され

たことよるものでございます。

議案書26ページでございます。なお、これから行う規約案の説明につきましては、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。

規約内容の変更であります。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につきましては、檜山振興局の項中「江差町ほか２町学校給食

組合」を「江差町・上ノ国町学校給食組合」に改め、同表胆振総合振興局の項中「西胆

振消防組合」を「西胆振行政事務組合」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につきましては、同表１から７の項の共同処理する団体欄中「西胆振消防組合」を

「西胆振行政事務組合」に改め、同表９の項の共同処理する団体欄中「江差町ほか２町

学校給食組合」を「江差町・上ノ国町学校給食組合」に改めるものでございます。
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次に附則であります。この規約の施行日でありますが、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とし、北海道市町村総合事務組合

を組織する関係地方公共団体等の全ての議会で議決が得られた場合、当該事務組合にお

いて、総務大臣の許可を受けるための事務手続きをすることになりますが、その許可を

受けた日から、この規約を施行することとするものでございます。

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。

●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」の声あり）

●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意義ありませんか。

（「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） 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。

日程第８ 議案第73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（會田課長） ただいま上程いただきました議案第73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。

このたびの規約の変更理由につきましては、先の議案第71号、第72号と同様、当組合

の構成団体のうち、平成29年６月１日付けで、「西胆振消防組合」が共同処理する事務に

火葬場に関する事務が追加されたことにより、名称が「西胆振行政事務組合」に変更さ

れたことと、平成29年８月１日付けで、「江差町ほか２町学校給食組合」が構成する３町

のうち、厚沢部町が脱退したことにより、名称が「江差町・上ノ国町学校給食組合」に

変更されたことよるものであります。
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議案書27ページでございます。なお、これから行う規約案の説明につきましては、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。

規約変更の内容であります。初めに規約第３条の規定により、組合を組織する市町村、

一部事務組合及び広域連合を定める別表（イ）については、檜山振興局の項中「江差町

ほか２町学校給食組合」を「江差町・上ノ国町学校給食組合」に改め、同表胆振総合振

興局の項中「西胆振消防組合」を「西胆振行政事務組合」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につきましては、同表１から７の項の共同処理する団体欄中「西胆振消防組合」を

「西胆振行政事務組合」に改め、同表９の項の共同処理する団体欄中「江差町ほか２町

学校給食組合」を「江差町・上ノ国町学校給食組合」に改めるものでございます。

次に附則であります。この規約の施行日でありますが、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とし、北海道市町村職員退職手当

組合を組織する関係地方公共団体等の全ての議会で議決が得られた場合、当該組合にお

いて、総務大臣の許可を受けるための事務手続きをすることになりますが、その許可を

受けた日から、この規約を施行するものでございます。

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」の声あり）

●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意義ありませんか。

（「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） 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。

日程第９ 議案第74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。

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74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、特別擁護老人ホーム心和園の特殊寝台は、多床室50台、短期入所20台、ユニッ
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ト型18台でございますが、このうち平成12年及び平成13年に購入しました16台は、購入

後、17年と16年が経過したことにより老朽化し、故障も多く、マットレスにおいても経

年により硬質化しており、床ずれ予防効果が低下してきているため、今般、特定防衛施

設周辺整備調整交付金事業により更新するものであります。

この財産の取得に当たり、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ございます。

議案書28ページをお開き願います。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、特殊寝台16台、ベッド柵一式16組、マットレス16

枚であります。３として契約の方法は、地方自治法施行令第167条第３号による指名競争

入札であります。４として取得価格は、金682万5,600円であります。５として契約の相

手方は、厚岸町松葉３丁目99番地、株式会社鹿野商会であります。

次の29ページをお開きください。参考としまして、１として特殊寝台等の企画概要で

あります。（１）特殊寝台、最低床高250ミリメートル、最低床高630ミリメートル、外形

寸法幅953ミリメートル、長さ2,101ミリメートル、３モーター電動で背上げの角度がゼ

ロから最大75度、膝上げの角度がゼロから最大30度で、寝台の上下動作が可能となって

おります。４輪キャスター付きであります。（２）ベッド柵、アとしてスイングアーム介

助バーは、ゼロから120度で多段階でロックができます。イとしてサイドレールが２本組

で高さ503ミリメートルであります。（３）マットレス、幅830ミリメートル、厚さ120ミ

リメートル、防水、抗菌、難燃、耐薬品、伸縮性、耐圧分散性を有するものであります。

２として納入期日でございますが、平成29年11月15日でございます。

なお、お手元に参考資料といたしまして、９月４日に執行いたしました指名競争入札

結果と特殊寝台等概要図を配付させていただいておりますので、参考に供していただき

たいと存じます。

また、この特殊寝台等につきましては、平成27年度に10台、昨年度に22台購入し、今

回の16台を合わせ、合計48台の更新が完了することになります。

今後も老朽度合いを踏まえて、計画的に整備していきたいと考えております。

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」の声あり）

●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意義ありませんか。

（「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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日程第10 議案第75号工事請負契約の締結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75号工事請負契約の締結に

ついて、提案内容をご説明申し上げます。

議案書30ページをお開き願います。議案第75号工事請負契約の締結についてでござい

ます。次のとおり、工事請負契約を締結するため、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。

現在、町営牧場大別団地では、家畜伝染病予防法による届出伝染病に指定されている

牛ウイルス性下痢粘膜病の感染防止のため、町営牧場内の牛舎等を利用し、鉄柵により

簡易的に間仕切りし、入牧時検査を実施しています。

このたびの施設整備は、牛ウイルス性下痢粘膜病の感染防止対策上、専門施設を設置

し、機能の向上を図り、町営牧場に入牧する際の検査対応を強化し、正常化する目的で

整備する施設であり、平成28年度に実施設計、本年度建設工事を行い、平成30年度から

の供用開始を目指しているものであります。

今回、契約の内容でありますが、１として工事名、町営牧場大別団地隔離牛舎新築工

事、２として工事場所、厚岸町大別１番地、３として契約の方法、地方自治法施行令第167

条第３号により指名競争入札で、町内外を含め７社の参加によるものです。４として請

負金額、金9,223万2,000円也、５として請負契約者は厚岸郡厚岸町港町２丁目138番地、

株式会社共和建設工業所であります。

31ページをお開き願います。参考といたしまして、１工事概要ですが、鉄骨造平屋建、

延べ床面積552平方メートル、180頭収容可能隔離牛舎となっております。２工期ですが、

着工は契約締結日の翌日、完成は平成30年２月23日までとするものであります。３参考

図面として、案内図、位置図、平面図、立面図は別紙説明資料のとおりです。

32ページをお開きください。案内図、位置図でございます。図面右側の位置図をごら

んください。建設場所ですが、図面の右下、町営牧場大別団地の事務所付近からコンポ

ストヤード側に約500メートルほど進んだところとなり、直線道路からは約21メートル離

れた位置に建設されます。敷地内には計画建物の右下の取付道路の侵入口から入りまし

て、建物には計画建物右下から入ることとなります。

33ページの平面図をごらんください。図面下側の方向に直線道路があり、図面左側に

取付道路からの侵入口があります。図面上部にＸ１からＸ10までありますが、Ｘ１から

Ｘ４、Ｘ４からＸ７、Ｘ７からＸ10と三つの部屋は、回転柵で仕切ることとしています。

34ページには、位置図を添付しておりますので参考までにごらんください。

今回の工事内容につきましては、仮設工事、土工事、地業工事、鉄筋・型枠・コンク

リート工事、鉄骨工事、防水工事、木工事、屋根板金工事、金属工事、左官工事、鋼製

建具工事、塗装工事、内外装工事、仕上ユニット工事のほか、照明器具16台設置の電気

工事を含む１式工事となっております。

なお、別途お手元に参考資料といたしまして、８月24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、ご参照願います。
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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。

１番、大野議員

●１番（大野議員） 基本的には意義はないのですけれども、この図面でお尋ねをしたい

のですけれども、立面図の34ページの図面、壁ってトタン張りしてしまうのですか、こ

れ、それともカーテンか何かで開くようになるのですか、どうなのですか。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 現在、住宅等でも使用されているガリバリウム鋼板というトタ

ン状に似た、見た目ですね、そのような形状のものとなってございます。

●議長（佐藤議員） １番、大野議員

●１番（大野議員） 一応、牛舎なので、僕は密閉するより、一応、名目、隔離牛舎です

から、隔離しなくてはならないのかなというのはあるのですけれども、一般的な酪農家

ですと、夏は換気するように巻き上げカーテンで、吹き抜けにしてしまうというのが一

般主流なのですけれども、ＢＶＤとかの隔離牛舎なので、それもだめなのかなという決

まりはないと思うのですけれども、牛のことを考えて、環境は僕、必要だと思うのです

けれども、その点、どうお考えなのかをお尋ねしたいと思います。

●議長（佐藤議員） 休憩します。

午後１時58分休憩

午後２時02分再開

●議長（佐藤議員） 再開いたします。

産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） すみません、大変貴重な時間をいただきまして。

今、確認をしましたら、この34ページの図面でありますけれども、この１番上のほうで

いきますと左右、こちらのほうから、基本的には出入り口ということになっておりまし

て、その出入り口の状況が、ちょうど中段の部分で記載されてございます。この部分が、

扉ということで、これオープンになるということでございます。それと、上段の部分で

いきますと、出入り口ということで、これパドックのほうに出る際の出入り口になりま
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すけれども、こちらのほうもオープンになると。換気の部分というのを考慮しまして、

この１番上段の図面でいきますと上のほうに開口部、こちらを設けて通気を確保したと

いうことで、この設計等に当たっては、建築関係のほうともいろいろ相談をさせていた

だいて、こういったことで対策としては大丈夫だろうということであります。

また、１番上の出入り口のところでは、全体オープンにできるのですけれども、鉄柵

で押さえるような形とっています。そして、糞尿が、ＢＶＤ等の対策も考慮しているも

のですから、飛散をしないようにということで、半分は板で閉じるような形の細工もさ

せていただいているということで、換気のほうには、それも考慮して、このような図面

になったということでございます。

●議長（佐藤議員） １番、大野議員

●１番（大野議員） 理由をつければ、いろいろな理由出てくるので、やはりよく部局内

もそうですし、町営牧場、場長以下、詳しい方もいるので、普及センターとか、やはり

牛の生理的現象をよく考えた上で、やはりどうせつくるのですから、できたから絶対こ

ここうすればよかったなというのは建物ですからあるのですけれども、それを最小限に

抑えていただきたい。よろしくお願いいたします。

●議長（佐藤議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） この設計に当たりましては、建築サイドに全てお任せする

ということではなくて、町営牧場の場長初めとした担当のほうも入って、図面の設計等

行わせていただいております。また、ただ、今、大野議員からは普及センター、あるい

は農協、あるいはまちの中の農家の方々からも、いろいろなお話を聞くということは当

然必要となってまいると思います。今回が最後ということではなくて、この後も引き続

いて、町営牧場の設備については、そういった更新が進めなければならないところ、た

くさんあります。今、お話いただいた部分を参考にしながら、今後も進めていきたいと

思います。

●議長（佐藤議員） よろしいですか。ほかにございませんか。

（「なし」の声あり）

●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意義ありませんか。

（「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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日程第11 議案第76号工事請負契約の締結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76号工事請負契約の締結に

ついて、提案内容をご説明申し上げます。

議案書35ページをお開き願います。議案第76号工事請負契約の締結についてでござい

ます。次のとおり工事請負契約を締結するため、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。

床潭末広間道路は、その名のとおり、床潭地区と末広地区を結ぶ路線であり、漁業な

どの産業道路として、また地域住民の生活道路として、なくてはならない重要な幹線道

路であります。床潭地区、末広地区間の現状は、海岸に沿って山の斜面が張り出した地

形が続いており、地すべり地区が多数、点在していることも調査でわかっております。

その中をぬうように、道路が走っているため、急勾配、急カーブが多く、道路幅は車が

すれ違うことも困難な３メートルほどを確保するのがやっとの状態にあり、これらの危

険箇所を解消するため、平成20年度から事業を実施してきております。今年度は、新た

な区間の地すべり対策を行うものであり、今回、契約の内容でありますが、１として工

事名、床潭末広間道路地すべり対策工事、２として工事場所、厚岸町床潭及び末広、３

として契約の方法、地方自治法施行令第167条第３号による指名競争入札で、町内外を含

め７社の参加によるものです。４として請負金額、1億3,500万円也、５として請負契約

者は厚岸郡厚岸町真栄２丁目256番地、株式会社宮原組であります。

36ページをお開き願います。参考といたしまして、１工事概要ですが、地すべり対策

工として、大きく分けて①、②、③の箇所となり、今回の工事は３箇所全てが地すべり

に対して悪影響である地下水位を低下させる横ボーリング工が主となっております。内

訳として、①が集水井工１基、直径3.5メートル、深さ21.0メートル、横ボーリング工30

本、１段15本を２段となり、削孔径90ミリメートル、１本当たり長さ80.0から100.０メー

トル、延長2,202.0メートル、排水ボーリング工１本、削孔径135ミリメートル、延長73.0

メートル、②が横ボーリング工７本、削孔径90ミリメートル、１本当たり長さ36.0から57.0

メートル、延長305.0メートル、③がナンバー１とナンバー２に分かれていまして、ナン

バー１は横ボーリング工７本、削孔径90ミリメートル、１本当たり長さ37.0から39.0メー

トル、延長271.0メートル、ナンバー２は横ボーリング工５本、削孔径90ミリメートル、

１本当たり長さ34.0メートル、延長170.0メートルとなっております。２工期ですが、着

手は契約締結日の翌日、完成は平成30年３月30日までとするものであります。３参考図

面として位置図、平面図、断面図は別添資料のとおりです。

37ページをお開きください。今回の施工位置ですが、図面中央下床潭地区と末広地区

の間の丸３箇所で示した部分となります。

38ページをお開きください。こちらは平面図となっております。図面、向かって左側

が床潭地区、右側が末広地区として配置になっております。図面中央をとおるのが床潭

末広間道路の計画ルートとなっており、現道とほぼ同じ位置をとおっております。図面

中央点線の丸で囲っている３箇所が、今回の施工位置になります。図面向かって右上の
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三つのうち、１番大きな丸で囲った部分をごらんください。こちらが①となっておりま

す。下側から上側に向かって放射状に描かれているのが、横ボーリング工となっており

ます。横ボーリング工の下側、放射状の始まりの部分に丸と四角で描かれているのが集

水井工となっており、この集水井から左斜め下に描かれている線が排水ボーリング工と

なっております。この施工箇所は、地下水位が高いため、横ボーリング工で集めた水を、

この集水井に溜めて排水ボーリング工による排水する方法となっております。

次に、図面向かって右下の三つのうち、１番小さな丸で囲った部分をごらんください。

こちらが②となっており、下側から上側に向かって放射状に描かれているのが横ボーリ

ング工となっております。

次に、図面向かって左の丸で囲った部分をごらんください。こちらが③となっており、

下側と中央の２箇所から上に向かって放射状に描かれているのが横ボーリング工となり

ます。この施工箇所については、地すべりの規模が大きいことから、２箇所での施工と

なっています。①については、地下水位が高いため、集水井工という井戸のような構造

物と、横ボーリング工の併用による地すべり対策工となります。②、③については、横

ボーリング工のみでの地すべり対策工となっております。

39ページをお開きください。こちらは断面図となっております。図面上部①断面図を

ごらんください。中央よりやや右側、現地盤に対し、垂直に描かれているのが集水井と

なっております。集水井中央付近とそこ付近から、左斜め上に２本の線が伸びておりま

すが、こちらが横ボーリング工となっております。また、集水井底付近の右側に伸びて

いる線は、横ボーリング工によって集水井に集めた地下水を排水するための排水ボーリ

ング工となっております。図面下部左側の②断面図をごらんください。中央よりやや右

側、現地盤から左斜め上に伸びている線が横ボーリング工となっております。図面下部

右側の③断面図をごらんください。中央と右下の現地盤から、左斜め上に伸びている２

本の線が横ボーリング工となっております。

なお、別途お手元に参考資料といたしまして、８月24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。

10番、杉田議員。

●10番（杉田議員） この一連の道路工事と契約内容に関しては、方法等に関しては最善

の方法等であるかと思いますので疑義はないのですが、この南側に何件かお住まいの方

がいらっしゃると思います。もしくは番屋、寮の関係として、小屋として使われている

住民の方がいらっしゃると思います。実際に、これら一連の工事が関係あるのかはちょっ

とわからないのですが、実際に斜面が崩れている部分が見受けられます。直接、この工

事と関係、関連があるかどうかはわからないのですが、ぜひ、南側の住民の方にもご配

慮いただきながら、工事を進めていただきたいと思います。いかがでしょうか。
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●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） このたびの工事で、お近くの２件ほどは既にお話をさせていた

だいて、準備をさせてきたところでございます。今、ご意見の中で、崩れている場所に

ついては、もう少し末広側に行ったところのほう、今、北海道のほうで海岸側から工事

をしている部分がございます。それら双方、対策を講じておりますので、地域住民によ

く説明しながら、進めてまいりたいと思います。

●議長（佐藤議員） 他にございませんか。

（「なし」の声あり）

●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意義ありませんか。

（「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。

日程第12 議案第77号町道路線の廃止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77号町道路線の廃止につい

て、提案理由及び内容について、ご説明申し上げます。

議案書40ページをお開き願います。議案第77号町道路線の廃止についてでございます。

なお、路線の廃止に当たっては、道路法第10条第３項の規定により、議会の議決を求め

るものでございます。

現在、太田門静間道路では、改良舗装工事を進めており、この工事により、国道44号

との接続位置が市街地側に移動する形となります。また、隣接の門静２号線についても、

これまで国道44号を路線の起点としておりましたが、太田門静間道路の取付位置の移動

及び交差点部分の線形の見直しに伴い、起点が移動する形となり、この２路線ともに起

点の地番が変更となることにより、新たに改良後に位置する地番で、町道路線の認定に

ついて、議会の議決を要するものとなることから、既存の町道路線を廃止するものであ

ります。

次ページの議案第77号説明資料に位置を示しておりますので、ごらん願います。路線

番号361太田門静間道路、路線番号392が門静２号線となります。

議案にお戻り願います。40ページでございます。町道廃止路線として、路線番号361番、

路線名、太田門静間道路、区間として起点は厚岸町太田宏陽85番地先、終点は厚岸町太

田１の通り５番１地先、参考として延長3,177.50メートル、敷地幅員は14.54メートルか
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ら35.0メートルでございます。路線番号392番、路線名、門静２号線、区間として起点は

厚岸町太田宏陽87番地先、終点は厚岸町宏陽90番地先、参考として延長1,221.50メート

ル、敷地幅員は5.45メートルから45.0メートルでございます。

以上、簡単な説明ではありますが、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。

●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」の声あり）

●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意義ありませんか。

（「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。

日程第13 議案第78号町道路線の認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。

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78号町道路線の認定につい

て、提案理由及び内容についてご説明申し上げます。

議案書42ページをお開き願います。議案第78号町道路線の認定についてでございます。

なお、路線の認定に当たっては、道路法第８条第２項の規定により、議会の議決を求め

るものでございます。

現在、太田門静間道路では、改良舗装工事が進められており、この工事により、国道44

号との接続位置が市街地側に移動する形となります。また、接続の門静２号線について

も、これまで国道44号を路線の起点としておりましたが、太田門静間道路の取付位置の

移動及び交差点部分の線形の見直しに伴い、起点が移動する形となり、この２路線とも

に起点の地番が変更となることにより、議案第77号で町道路線の廃止について議決され

ましたので、新たに改良後に位置する地番で、町道路線の認定を行うものであります。

次ページの議案第78号説明資料に位置を示しておりますので、ごらん願います。361号

が太田門静間道路、392が門静２号線であります。

議案42ページにお戻り願います。町道認定路線として、路線番号361番、路線名、太田

門静間道路、区間として起点は国道44号との接続位置が約50メートル市街地側に移動し、

廃止前の門静２号線の起点の位置に移動する厚岸町太田宏陽87番２地先に変更となり、

終点は厚岸町太田１の通り５番１地先で、廃止前と変更はございません。参考として延

長3,217.02メートル、敷地幅員は16.38メートルから48.51メートルとするものでございま

す。路線番号392番、路線名、門静２号線、区間として起点は太田門静間道路の取付位置
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の移動及び交差点部分の線形の見直しに伴い、太田門静間道路の曲線部に起点が移動し、

厚岸町太田宏陽87番１地先に変更となり、終点は厚岸町宏陽90番地先で、廃止前と変更

はございません。参考として延長1,161.36メートル、敷地幅員は5.45メートルから45.0メー

トルでございます。

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。

●６番(室﨑議員） 小さなことなのですけれども、77号も78号も同じようなこと書いてい

るのですが、敷地幅員というところが361号だというと、16.38メーターから48.51メー

ター。392、5.45メーターから45メーターと、この場所によって敷地幅員が非常に広いと

ころが、恐らくあるのだろうと思う。これは用地取得の関係でそういうことになったも

のなのか、それとも何か技術的なことがあって、敷地幅員はこれだけとらなければなら

ないような場所があるのか。道路幅がこういうふうにあるわけではないですよね。その

点、ちょっと簡単で結構ですから説明してください。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） このたび、太田門静間道路もきちんとした用地確定は終わって、

門静２号線は、この変更はないのですけれども、この原因は、実際の道路の車道部分だ

けではなく、道路を構造する路肩、法面も含み、今回の場合は特に山間部に接するとこ

ろでございますので、そういう急斜面の部分の法面を計算された道路敷地として管理さ

れると、そのような観点から、このような幅になるということでございます。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●６番(室﨑議員） 恐らくそうだろうと思うのです。どの当たりなのかというようなこと

を含めて、もう少し教えてください。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） まず太田門静間道路でございますけれども、門静側から太田に

向かって、ホマカイ橋を下りたら右側に峠を越える道路があります。その折り重なるよ

うに、道路が重なるものですから、全てが道路敷地になります。それを道路が３本ある

ものですから、それの１番太いところで測りますと、そのようになります。それから門

静２号線は、国道から入って山の突き当たり、民家がございます。そこから右に行くの

ですけれども、通常の道路敷地がつながってきます。さらに、旧デッカ、あれはあれな

のです、そこに行く山道がまた斜面がございますので、そういった面では道路敷地が、



- 54 -

これは多分、昔から、昔というのでしょうか、古くから道路用地として確保されている

ところでございます。

●議長（佐藤議長） 他にございませんか。

（「なし」の声あり）

●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意義ありませんか。

（「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。

日程第14 議案第79号厚岸町営住宅管理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。

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79号厚岸町営住宅管理条例

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。

本年４月26日に交付された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る

ための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第７次一括法第９条の規定により、公営

住宅法について改正が行われ、その内容は、公営住宅建替事業における現地建替要件の

緩和、公営住宅入居者である認知症患者等の収入申告義務の緩和及び公営住宅の明け渡

し請求の対象となる高額所得者の収入基準を条例で定めることを可能とするというもの

であり、本年７月26日に施行されました。

この改正に関し必要な政省令の規定を整備するため、７月21日に公営住宅法施行令及

び住宅地区改良法施行令の一部を改正する政令が、同26日に公営住宅法施行規則及び地

域における多様な需要に応じた法的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規則の

一部を改正する省令が公布され、それぞれ７月26日に施行されました。

このたびの条例の一部改正は、公営住宅法施行令と公営住宅法施行規則について、条

ずれが発生いたしましたので、例規中の該当条の引用箇所について改正するとともに、

他の法律の名称及び条項番号の誤りの是正を行おうとするものであり、お手元の新旧対

照表を参考にしていただきたいと思います。

なお、法律の名称の改正につきましては、平成26年１月に法律の一部改正により題名

が改正されておりましたが、条例改正が今日に至ったことについてお詫び申し上げます。

一部、改正の内容は議案書によりご説明申し上げます。44ページをごらん願います。

第６条第２号クの改正は、引用している法律が平成26年１月の一部改正により、題名の

改正が行われていたことによる法律名の改正と引用項番号の改正を行うものであります。

次に、第13条から第16条までは、公営住宅法施行規則の改正による引用条番号の改正
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であります。第40条及び第41条は、公営住宅法施行令の改正による引用条番号の改正で

あります。

附則でございます。この条例は、交付の日から施行する内容であります。

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。

８番、南谷議員。

●８番（南谷議員） 大変簡潔明瞭な説明を受けまして、ちょっと頭整理できないでおっ

たのですけれども、少しお尋ねさせていただきます。

大変申しわけ、お詫びいたしますという説明の中でありましたのですけれども、どの

部分がどう違っていたのかというのをまず確認をさせていただきたい。この第６条第２

号のク、被害者の保護等に関する法律にとありますよね、まずここの文章で。等が違っ

ているなと、この文言の中で。等が改正案では今回変わっています、一つ。それからそ

の下、第３条第３項第３号、これは第３項の部分が抜けています。今回、中で入ってい

ますよね。第３項という文言が入っている。内容についてはいいのですけれども、この

部分は平成26年の改正のときに、今回修正をあわせてさせていただくということでよろ

しいのでしょうか、そういう理解で。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 大変、簡単な説明でありまして申しわけございません。

題名でございますけれども、この題名中のただいま言われました保護の後に等がつい

ている部分、ここに等という字句が入った題名の改正でありました。それから第３条第

３号を第３条第３項第３号とありますけれども、平成18年の一部改正で、このクの配偶

者からの暴力の防止の関係部分が追加されております。その追加する際に、本来であれ

ば、第３条第２項第３号とすべきところ、第２項の脱落で第３条第３号としてしまった

ものであります。その後、法律の一部改正により、当時の第３条第２項第３号は、現在

第３条第３項第３号となっている、このような関係でございます。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●８番（南谷議員） こういう部分は、きちんと一遍にではなくて、やはりきちんと皆さ

んにわかるように説明してくれないと、納得ができないです、僕も。失念していたわけ

でしょう。当時、改正のときに、この部分脱落していた。今回、改正するので改めて見

て発見したなと。こういうふうに理解をさせていただいたのです。やはり、きちんと、

その部分については、今後ないように、しっかりこういう改正については取り組んでい

ただきたい。

また今回、こういうことで気がついて、きちんと上程してきた、そのことについては、
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やはりきちんと処理しているなと敬意を表します。これからも失念していたからずっと

そのままと、これでは困るのです。やはり、我々は法律の専門家でもないし、そういう

部分には疎いわけでございますから、私は少なくとも担当の皆さん全幅信用しているわ

けですから、きちんとこれからも業務に精励をしていただきたいと思います。

その上でお尋ねをさせていただきます。既に改正になっている部分なのですけれども、

その保護等、この等が増えるということは、この文章からすると、配偶者からの暴力防

止及び被害者の保護、ここまではわかります。等が入っているということは、どういう

もの、このほかにあると理解をさせていただきました。今回、改めて見せていただくわ

けでございますから、等が増えるということはどういう場合が想定されるのかなと、こ

れについて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） この題名改正は、平成26年１月の法律改正、この法律改正の内

容を見ますと、まず一つ目は、題名中、保護を保護等に改める。ここが１点。もう一つ

は、この法律の準用ということで、これまで配偶者、これには後の定義のほうで事実婚

にあるもの、そういったものも含むんだよと言っていますけれども、これだけでは、他

の法律との関係で救うことができない方、つまり適用対象の拡大として言われているの

が、生活の本拠をともにする交際をする関係にある相手からの暴力及びその被害者につ

いて、この法律を準用するという内容であります。いわゆる、配偶者と事実関係にある

者に加えて、生活の本拠をともにする交際をする関係にある相手も含めて、この保護の

対象にしていこうということで、この等をついた理由というものは、私どもには届いて

おらないのですが、この保護等、保護に等がついているのではなく、私どもは、まず一

つは、配偶者からの暴力の防止、それから被害者の保護、とそのほか、そのように考え、

これは配偶者のほかに、生活の本拠をともにする交際相手も含むことになったものです

から、等をつけられたのかなと、これはここの解釈として私ども示されておりませんけ

れども、私、事務担当者としては、そのように考えて解釈をさせていただいているとこ

ろでございます。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●８番（南谷議員） 下の条文なのです。上につきましては、わかったのですけれども、

第13条、第14条から40条まで、それぞれ繰り下げだという説明がありました。ただ、16

条が、８条が７に逆になっているのです。それぞれ、何かが増えたから、１条ずつ下が

ると、私も単純に思いました。ですけれども、第16条は逆に減っているのです。この辺

については、これを見せていただいたのですけれども、削除をしている部分もあります

よね。

それらも含めて簡単に、内容、今回この条文が改正になっている内容というのを、今

度は簡潔でいいですから、どういうことをうたっているのかということくらいについて、

簡略に説明をしていただきたいと思います。
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●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（松見課長） 大変申しわけないのですけれども、別途お配りの議案第79号参

考資料という縦書きの枠で囲んだ新旧対照表をご用意いただきたいと思います。まず、

右綴じ、縦文章ですので右綴じのほうが見やすいかなと思いまして、右にめくるように

ごらんいただきたいと思います。右に１ページ開いていただきたいと思います。もう１

ページ、もう１ページ、もう１ページ、もう１ページで８ページをごらんいただきたい

と思います。この８ページが、今度は公営住宅法施行令であります。１番最後、15ペー

ジ、これが公営住宅法施行規則であります。今回の条例改正の第13条から第16条は、い

ずれも公営住宅法施行規則の条ずれであります。

ただいま、ご質問いただいた第16条第２項中、第８条を第７条に改める部分でありま

すが、15ページの下段、改正前の１行目に二重線で第７条削除とあります。これは、改

正前の施行規則の本文に第７条があり、その第７条に削除と書かれた条文があるものを

さしております。今般、第８条にこれらの第１号から第４号まで書いてありますけれど

も、これが新設するために、削除となって、実際上開いていた第７条を生かすといいま

すか、つまり第７条の左側、第８条とあります。これが改正前の第８条を一つ下げて第

７条にしているということでございます。これで第８条は、新しく入れたものをここに

第８条として新しく書き換えたという事務手続きとなってございます。

内容については、第８条は、改正前は、この収入申告の方法となっています。これは

入居者から終年の申告は、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければなら

ないということが規定されているのが旧第８条であります。これを第７条に、一つ下げ

て、第８条には、これらの例外規定、これは介護保険法で定める認知症であるもの、第

２号では知的障がい者、第３号では精神障がい者、第４号では、前３号に掲げる者に準

じる者については、出してくださいという求めに応じて出すことが困難な方がいらっしゃ

るだろう、そういう方は無理に、私たちも要求せず、関係行政機関等に問い合わせるこ

とによって、それは手続きとして使ってもいいよというものが法律上、盛り込まれたと、

こういったことでございます。

●議長（佐藤議長） 他にございませんか。

（「なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） なければ終わります。

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意義ありませんか。

（「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） 本日の議事日程は全部終了をいたしました。よって、本日はこれに

て散会いたします。この後、補正予算審査特別委員会がございます。

午後４時42分散会
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