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厚岸町議会 第３回定例会

平成29年９月15日

午前10時00分開会

●議長（佐藤議員） 皆さん、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、９番佐々木敬治

議員、１０番杉田議員を指名いたします。

●議長（佐藤議員） 平成29年度各会計補正予算審査特別委員会開催のため、本会議を休

憩いたします。

午前10時00分休憩

午前10時33分再開

●議長（佐藤議員） 本会議を再開します。

●議長（佐藤議員） 日程第２、議案第63号 平成29年度厚岸町一般会計補正予算、議案

第64号 平成29年度厚岸町国民健康保険特別会計補正予算、議案第65号 平成29年度厚

岸町簡易水道事業特別会計補正予算、議案第66号 平成29年度厚岸町介護保険特別会計

補正予算、議案第67号 平成29年度厚岸町後期高齢者医療特別会計補正予算、議案第68

号 平成29年度厚岸町介護老人保健施設事業特別会計補正予算、以上６件を再び一括議

題といたします。

本６件の審査については、平成29年度各会計補正予算審査特別委員会を設置し、これ

に付託し、審査を求めていたところ、今般、審査結果が委員長からなされております。

委員長の報告を求めます。

６番、室﨑委員長。

●委員長（室﨑委員長） 平成29年度各会計補正予算審査特別委員会に付託されました議

案第63号 平成29年度厚岸町一般会計補正予算ほか５件の審査については、本日及び昨

日、この２日にわたり本委員会を開催し、慎重に審査の結果、いずれも可決すべきもの

と決しましたので、ここにご報告申し上げます。
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以上、審査報告といたします。

●議長（佐藤議員） 初めに、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

お諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

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

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

●議長（佐藤議員） 次に、議案第64号 平成29年度厚岸町国民健康保険特別会計補正予

算についてお諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

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

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

●議長（佐藤議員） 次に、議案第65号 平成29年度厚岸町簡易水道事業特別会計補正予

算についてお諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

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

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

●議長（佐藤議員） 次に、議案第66号 平成29年度厚岸町介護保険特別会計補正予算に

ついてお諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

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

か。
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（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

●議長（佐藤議員） 次に、議案第67号 平成29年度厚岸町後期高齢者医療特別会計補正

予算についてお諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

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

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

●議長（佐藤議員） 次に、議案第68号 平成29年度厚岸町介護老人保健施設事業特別会

計補正予算についてお諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

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

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

●議長（佐藤議員） 日程第３、意見書案第１号 林業・木材産業の成長産業化に向けた

施策の充実・強化を求める意見書を議題といたします。

職員の朗読を行います。

●議事係長（福田係長） 意見書案第１号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の

充実・強化を求める意見書。

上記議案を次のとおり提出する。

平成29年９月13日。

提出者、厚岸町議会議員、大野利春。

賛成者、厚岸町議会議員、南谷健。同じく、佐々木敬治。同じく、杉田尚美。

林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書。

北海道の森林は全国の森林面積の約４分の１を占め、国土保全、地球温暖化防止、林
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産物の供給等の多面的機能の発揮が期待されており、これらの機能を十分に発揮させる

ためには、「植えて育てて、伐って使って、また植える」といった森林資源の循環利用を

進める必要がある。

森林の整備を進め、木材を積極的に利用していくことは、山村地域を中心とする雇用

・所得の拡大による地方創生にも大きく貢献するものである。

このような中、北海道では、森林の公益的機能の維持増進と森林資源の循環利用の実

現に向け、森林整備事業及び治山事業や次世代林業基盤づくり交付金等を活用し、植林

・間伐や路網の整備、山地災害の防止、木造公共施設の整備など、さまざまな取り組み

を進めてきたところである。

また、国では市町村主体の新たな森林整備を進める財源として、森林環境税（仮称）

の創設に向けた検討を進めている。今後、人工林資源が本格的な利用期を迎える中、地

域の特性に応じた森林の整備を着実に進めるとともに、森林資源の循環利用による林業

・木材産業の、成長産業化を実現するための施策の充実・強化を図ることが必要である。

よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。

記。

１、市町村が継続的に森林の整備など着実に進められるよう、安定的な財源を確保し、

都道府県の積極的なかかわりのもと、森林の整備はもとより木材の利用を含め、幅広く

活用できる仕組みとすること。

２、森林の多面的機能を持続的に発揮し、林業・木材産業の振興と山村における雇用

の安定化を図るため、森林整備事業及び治山事業の財源を十分かつ安定的に確保するこ

と。

３、森林資源の循環利用を通じて、林業・木材産業の成長産業化を実現するため、地

域の実情を十分に踏まえ、森林整備から木材の加工・流通・利用までの一体的な取り組

みに対する支援措置を充実強化すること。

以上、地方自治法第99条の規定により提出する。

平成29年 月 日。

北海道厚岸郡厚岸町議会議長、佐藤淳一。

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

学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、復興大臣。

●議長（佐藤議員） 提出者であります、大野議員に提案理由を求めます。

１番、大野議員。

●１番（大野議員） ただいま上程いただきました意見書案第１号 林業・木材産業の成

長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書でございますけれども、中身はただ

いま事務局が朗読されたとおりなのですけれども、次年度へ向けて予算措置を確実に行っ

ていただくものとの要望でございます。

森林の果たす役割は皆さん既にご承知のことと存じますけれども、最近多い台風です

とか風水害によって、風倒木がかなり日本全国手つかずの状態でそのままになっており

ます。せっかくの資源ですから、それをいち早く活用していただくことと、それから加
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えて、木材産業の経営が依然として厳しい状況にあるということから、安定的な財源措

置を図っていただきたいという中身でございますので、議員各位の懸命なるご支援ご賛

同をいただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

●議長（佐藤議員） 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可決されました。

なお、本案は末尾記載の送付先に直ちに送付いたします。

●議長（佐藤議員） 日程第４、意見書案第２号 ＥＵとの経済連携協定に関する万全の

対策とその確実な実行を求める意見書を議題といたします。

職員の朗読を行います。

●議事係長（福田係長） 意見書案第２号 ＥＵとの経済連携協定に関する万全の対策と

その確実な実行を求める意見書。

上記議案を次のとおり提出する。

平成29年９月13日。

提出者、厚岸町議会議員、大野利春。

賛成者、厚岸町議会議員、石澤由紀子。同じく、竹田敏夫。

ＥＵとの経済連携協定に関する万全の対策とその確実な実行を求める意見書。

我が国は、ＥＵとの経済連携協定（以下、「ＥＰＡ」という。）に関して、平成25年３

月に交渉を開始した後、できる限り早期の大枠合意を目指し精力的に取り組み、７月６

日、ベルギー・ブリュッセルにおける首脳会談において、大枠での合意に至ったところ

である。

ＥＵとのＥＰＡについては、その交渉結果が我が国の食料の安定供給に大きく寄与し

ている北海道の農林水産業のみならず、国民経済や国民生活の幅広い分野に大きな影響

を及ぼすことが懸念されることから、北海道の農林漁業者を初め、多くの国民の不安と

懸念を払拭し、農林水産業が確実に再生産可能となるよう国の対応を求めてきた。

このたびの大枠合意を踏まえ、将来にわたり農林漁業者などの不安と懸念を解消する
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ため、引き続き国民への十分な情報提供と丁寧な説明を行うとともに、農林水産業が再

生産可能となり、持続的に発展していくことができるよう、国の責任による万全の対策

とその確実な実行が不可欠である。

よって、国においては、ＥＰＡ協定の大枠合意を踏まえ、次の事項について適切に対

応するよう強く要望する。

記。

１、将来にわたり北海道の農林水産業が我が国の食料供給の根幹を支え、生産性の向

上と競争力の強化、多様な担い手の育成確保など、力強い農林水産業・農山漁村づくり

に向けて取り組むことができるよう万全の対策を講ずること。

２、安全・安心な北海道の農林水産物等の輸出促進に向けた物流インフラの整備を図

るとともに、我が国のＧＩ保護を確保するなど、ＥＵ域内での競争力を高め、新たな市

場を拡大するための実行ある施策の展開を図ること。

３、ＥＰＡの合意内容の詳細や、合意内容が実施された後の地域経済等への影響を把

握し、国民に対し十分な情報提供と丁寧な説明を行うこと。

以上、地方自治法第99条の規定により提出する。

平成29年 月 日。

北海道厚岸郡厚岸町議会議長、佐藤淳一。

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

臣、農林水産大臣、経済産業大臣、内閣官房長官、経済再生担当大臣。

●議長（佐藤議員） 提出者であります、大野議員に提案理由を求めます。

１番、大野議員。

●１番（大野議員） ただいま上程いただきました意見書案第２号 ＥＵとの経済連携協

定に関する万全の対策とその確実な実行を求める意見書でございますけれども、中身は

ただいま職員の朗読に尽きるわけでございますけれども、今年の７月６日に国がＥＵと

のＥＰＡの大枠合意をしたということで、その中身の詳細については公表されてはおら

ないのですけれども、厚岸町の基幹産業であります酪農業に、特に乳製品・チーズ等の

ヨーロッパは産出国でありますから、その関税が16年目からチーズに向いては撤廃、牛

肉においては今38.5から９％になるということで、関税が撤廃されるとやはり本町の酪

農家にとっては、計り知れない影響が出るということで、その対策を国に確実にしてい

ただきたいという中身でございます。まして後継者がいますから、意欲の持てるような

政策を実現していただきたいという中身でございます。

それと、２項目めにあります一部説明をさせていただきます。ＧＩ保護と聞きなれな

い言葉なのですけれども、地理的表示制度といいまして、その地域で長年培われた伝統

的な生産方法とか、気候・風土・土壌などをその生産地の特性がその品質などに生かさ

れている産品を言いまして、北海道では夕張メロンとか、本州では但馬牛・神戸牛など

有名なブランドがついている、その地域で誰もが生産者が名前を使って販売できるとい

う制度を保護するという、このＧＩ保護になっております。

ですから、議員皆様の特段なるご理解の上、ご賛同いただきますようよろしくお願い
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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。

（な し）

●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。

なお、本案は末尾記載の送付先に直ちに送付いたします。

●議長（佐藤議員） 日程第５、各委員会閉会中の継続調査申出書を議題といたします。

次回定例会までの間、閉会中における継続審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。

（な し）

●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６、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

のとおり、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。

（な し）

●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） ここで副町長から、発言を求められておりますので、これを許した
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いと思います。

大沼副町長。

●副町長（大沼副町長） 議会終了に当たり、発言の機会をお与えいただきまして、まこ

とにありがとうございます。

私は、かねて若狹町長に退職の願いを申し出ておりましたところ、お許しをいただき

ましたので、あす９月16日付をもって、退任をさせていただくことになりました。

若狭町政のもと、平成14年９月17日に助役に選任いただいてから、今日まで15年間助

役、そして副町長として、その任の当たらせていただきました。諸先輩が築き上げてこ

られた厚岸町の町づくりを、私なりに誠心誠意努めさせていただいたつもりであります

けれども、行政課題は尽きることなく、これを後進に託しまして、さらなる厚岸町の発

展を期したい、そういう思いもあり、任期半ばでございますけれども、退任をさせてい

ただくことにさせていただきました。どうぞ、ご容赦をいただきたいと存じます。

議員の皆様方を初め、多くの皆様にこれまでの間、温かいご指導・ご享受を賜り、感

謝と御礼を申し上げます。まことに、ありがとうございました。また、職員の皆さんに

はこれまでの間、厳しい忍耐や努力を強いたこともありましたし、私にとって手に余る

試練の時もございました。的確な判断指示、助言ができなかったこと、汗顔の至りでご

ざいます。

しかし、皆さんとともに苦労を分かち合いながら、若狹町政の目指す町づくりに参画

できましたことは、大変光栄であり、多くのことを学ばせていただきました。重ねて感

謝と御礼を申し上げる次第でございます。「士別れて三日なれば、刮目して相待すべし」

という言葉がございます。これからも厳しく重く、そして大きな課題・難局に立ち向かっ

ていただけなければなりませんけれども、くれぐれも健康にご留意をいただき、みずか

らの進化の努力を継続して、ますますご活躍あらんことをご祈念申し上げます。

今後は、一町民として静かに厚岸町の発展を見守っていただきたいと考えております。

これからも、これまで同様にご交誼をいただければ幸甚に存じます。

最後に、本町の限りない発展と、皆様のご健勝・ご多幸をご祈念申し上げ、退任のご

挨拶とさせていただきます。

大変長い間、お世話になりました。ありがとうございました。

（拍 手）

●議長（佐藤議員） 以上で、副町長のご挨拶を終わります。

これをもって、本定例会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。

よって、平成29年厚岸町議会第３回定例会を閉会いたします。

ご苦労さまでした。

午前10時55分閉会
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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９月15日

厚岸町議会

議 長

署名議員

署名議員


