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厚岸町議会 第３回定例会

平成30年９月20日

午前10時00分開会

●議長（佐藤議員） ただいまから、平成30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、１番、大野議

員、２番、中屋議員を指名いたします。

●議長（佐藤議員） 日程第２、議会運営委員会報告を行います。

委員長の報告を求めます。

５番、竹田委員長。

●竹田委員長 ９月19日午後５時14分から、第６回議会運営委員会を開催いたしましたの

で、その内容について報告いたします。

追加議案として提出された議案第75号 平成30年度一般会計補正予算の取り扱いにつ

いて協議いたしました。その結果、本会議において審議することとし、補正予算審査終

了後、審議を行うことに決定しました。

以上、議会運営委員会報告とします。

●議長（佐藤議員） 委員長に対する質疑を省略し、以上で報告を終わります。

●議長（佐藤議員） 日程第３、陳情第１号 総合的なアイヌ政策の根拠となる新たな法

律の早期制定を求める要望意見書提出に関する陳情を、再び議題といたします。

本件につきましては、総務産業常任委員会に付託し、審査を求めていたところ、今般

審査結果の報告が、委員長からなされております。委員長の報告を求めます。

８番、南谷委員長。

●南谷委員長 総務産業常任委員会に付託されました陳情第１号 総合的なアイヌ政策の

根拠となる新たな法律の早期制定を求める要望意見書提出に関する陳情について、昨日

慎重に審査した結果、採択すべきものと決しましたので、ご報告申し上げます。

●議長（佐藤議員） お諮りいたします。

委員長の報告は採択であります。
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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、本案は採択されました。

●議長（佐藤議員） 日程第４ 昨日に引き続き一般質問を行います。

初めに、４番、石澤議員の一般質問を行います。

４番、石澤議員。

●石澤議員 おはようございます。先に提出した通告書に従って、質問いたします。

質問する前に、胆振東部地震、それから台風21号によって、被害を受けられた方々に

心からのお悔やみとお見舞いを申し上げます。

それでは質問に移ります。

１、停電対策について。

今回の全道停電は、私たちの生活に大きな影響を与えた。酪農では搾乳牛の乳房炎な

どが発症し、生産に支障が出てます。農協は援助を前提に組合員に発電機の購入を勧め

ているが、町としても援助を考えられませんか。

２、ネットなどのデマ拡散が相次いでいます。正しい情報を伝えるため、防災無線は

重要だと思いますが、作動不良の話も聞きました。作動の状況の確認も必要と思います

が、どうですか。

次に、再生エネルギーについてです。

今回の停電に至るブラックアウトを防ぐためには、小規模な発電設備の分散が重要と

言われています。以前にも質問していますが、本町での再生可能エネルギーによる発電

はどのようになっているのか。今後、どう考えていくのか、質問いたします。

３、子どもたちの心と体の発達について。

北海道教育委員会から、平成29年に性同一障害や性的指向・性自認に係る児童生徒へ

の対応についてという通知が各市町村教育委員会委員長宛てになされています。中高生

の服装の選択など、どのような対応をしているのか。

次に、インターネットなどの普及で、子どもたちの周りはいろいろな情報が溢れてい

ます。その中には、虚偽や暴力的な性情報なども含むゆがんだものもあります。性教育

は自分の人生を左右するほどの大切な教育だと思います。ネットを含めたメディアリテ

ラシーや自分の体と他人の体をお互いに尊重し、大事にしなければいけないということ

を、発達に即して早い段階から子どもたちに伝えていく必要があると思います。包括的

性教育の取り組みをするべきと思いますが、どうですか。

以上で、最初の質問を終わります。

●議長（佐藤議員） 町長。
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●町長（若狹町長） おはようございます。

４番石澤議員の質問にお答えをいたします。

初めに、１点目の停電対策についてのうち、「今回の全道停電は、私たちの生活に大

きな影響を与えた。酪農では搾乳牛の乳房炎などが発症して、生産に支障が出た。農協

は援助を前提に、組合員に発電機の購入を勧めているが、町としても援助を考えられな

いのか」についてでありますが、町では、停電復旧後、農協に聞き取りを行っておりま

すが、２日間にわたる停電により、生乳の廃棄や乳房炎の発症等、酪農経営に当たって

のさまざまな課題が浮かび上がり、農協として災害が発生した際に、速やかに経済活動

が再開できるよう、計画やマニュアルの整備が必要と考えているとのことであります。

また農協では、対策の一つとして酪農家個々が発電機の導入をすべきと考えており、

現在導入に当たっての聞き取り調査を進めているとのことでありますが、補助事業の活

用や農協の支援のあり方については、検討を進めている段階とのことであります。

農協としては、発電機の導入は有事の際に移動できないことも想定し、酪農家個々が

備えるべきものとして検討を進めており、国の補助制度等の活用や制度創設に向けた要

請活動を強化する考えであるとのことから、町といたしましては、補助制度や国の対策

等について注視しつつ、農協と連携して対応を図ってまいりたいと考えておりますの

で、ご理解いただきたいと存じます。

次に、「ネットなどのデマ拡散が相次いでいる。正しい情報を伝えるために、防災無

線は重要だと思いますが、作動不良の話も聞きました。作動状況の確認も必要と思うが

どうか」についてでありますが、ご質問にある作動不良ということにつきましては、機

器の性能や戸別受信機の電池交換が、適切に行われていなかったということが考えられ

ますが、このたびの防災行政無線の放送で、その他の要因での作動不良は確認できてお

りません。

町では、重要な情報伝達手段として、点検の意味も含め、毎日の時報及び定時通信を

放送しており、戸別受信機については、各家庭において作動状況を確認していただいて

いるところです。

今後も、各家庭での作動状況の確認はもとより、定期的な電池交換について周知して

まいります。

次に、２点目の再生可能エネルギーについて、「今後の停電に至るブラックアウトを

防ぐためには、小規模な発電設備の分散が重要と言われている。以前にも質問している

が、本町での再生可能エネルギーによる発電はどのようになっているのか。今後どう考

えていくのか」についてでありますが、再生可能エネルギーには、太陽光を初めさまざ

まな種類がありますが、これまで厚岸町で検討してきたものについて、お答えをいたし

ます。

最初に、バイオマスエネルギーのうち、家畜ふん尿によるバイオガスにつきまして

は、現在、家畜ふん尿の処理が酪農経営において大きな負担となっていることから、バ

イオガス発電プラントの導入に向けて、釧路太田農業協同組合を中心に検討が進められ

ております。しかし、採算性や規模算定、建設候補地等の課題について、具体的な方向

性が打ち出されていない状況であります。
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釧路太田農業協同組合としては、今後、新たな選択肢も視野に入れ、酪農家の皆さん

が望む形でのバイオガスエネルギーの有効利用について検討していきたいとしているこ

とから、引き続き連携しながら、再生可能エネルギーの有効利用について検討を進めて

まいります。

また、木材をエネルギーとする木質バイオマスにつきましては、先進地視察への参

加、さらにはバイオマス利活用に関する意見交換会に出席するなど、道内外の先進事例

の情報収集に努めてきたところであります。

事業の実現性を明らかにするために、今年５月に環境省の平成30年度二酸化炭素排出

抑制対策事業等補助金の事業化計画策定事業に公募し、７月に採択を受けており、同月

に交付申請し交付決定を受けております。

このことを受けて、本定例会補正予算において、木質バイオマス利活用計画策定委託

料を計上しているところでありますが、この事業では、当町の木質バイオマス賦存量を

明らかにするとともに、木質バイオマス燃料の製造・調達の検討、候補施設の抽出や候

補施設に適した木質バイオマスボイラーの機種の選定、さらには地域経済への波及効果

の検証などを行うものであり、発電を目的としたものではありません。

太陽光につきましては、民間事業者による大規模太陽光発電、いわゆるメガソーラー

が町内に１カ所あり、他に100キロワット以上の発電所３カ所を合わせて、約2.9メガワ

ットの発電規模を有しているほか、尾幌地区に出力20メガワット規模の太陽光発電所

が、2020年の稼働開始を目指して建設されております。

今後の整備計画としては、民間事業者による太陽光発電所１カ所について、町への情

報提供があります。

全道的な停電を防ぐ対策につきましては、市町村レベルで対応できるものではなく、

国が主導して進めるべきことであると考えております。

３点目の「子どもたちの心と体の発達について」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） ３、子どもたちの心と体の発達について、お答えいたします。

１点目の「北海道教育委員会から平成29年に「性同一性障害や性的指向・性自認に係

る児童生徒への対応について」という通知が各市町村教育委員会教育長宛てになされて

いるが、中高生の制服の選択など、どのような対応をしているのか」についてでありま

すが、町内の中学校４校における制服の状況については、男子生徒は黒の学生服にズボ

ン、夏用として白のワイシャツの着用を各学校で指定しております。女子生徒は濃紺の

セーラー服にスカート、またはスラックス、夏用として白のブラウスと濃紺のベストの

着用を各学校で指定しております。

また、各校ではスクールジャージを指定しており、厚岸中学校と真龍中学校は学年ご

とに異なる色のものを着用しています。

なお、平成29年６月28日付で北海道教育委員会通知の「性同一性障害や性的指向・性

自認に係る児童生徒への対応について」に示されています内容に相当する相談は、町内

中学校４校においてありませんが、当該生徒や保護者からの相談を受けた際に、学校内
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で検討し、適切に対応する体制ができている状況です。

また、北海道厚岸翔洋高等学校につきましては、北海道教育委員会の所管となります

が、当該校へ問い合わせたところ、指定の制服は男女それぞれにあり、その着用を前提

としますが、生徒あるいは保護者からの申し入れにより適切な対処を行っています。

２点目に、「（２）インターネットなどの普及で、子どもたちの周りはいろいろな情

報が溢れている。その中には、虚偽や暴力的な性情報などゆがんだものもある。性教育

は自分の人生を左右するほど大切な教育だと思う。ネットを含めたメディアリテラシー

や、自分の体と他人の体をお互いに尊重し、大事にしなければいけないということを、

発達に即して早い段階から子どもたちに伝えていく必要があると思う。包括的性教育の

取り組みをすべきと思うがどうなのか」についてであります。

性教育は、学習指導要領の中では「性に関する指導」として保健体育等の教科や特別

活動の学習内容として位置づけられており、学校では学年発達段階を考慮して計画的に

学習を進めています。

町内の小学校においては、担任と必要に応じて養護教諭による「性に関する指導」

が、学級活動で年間１から２時間、関連する事項の指導を保健や社会、理科の単元学習

の中で実施しています。また、特別の教科道徳においては、性差別等を含む人権に関す

る内容の学習を全学年で行っています。

中学校では、保健体育の学習において、町保健福祉課の保健師と連携して「思春期講

座」を全学年において実施しています。内容については、保健体育の授業として学習指

導要領にのっとった内容と町内及び釧路管内の実情を合わせたプログラムを年間２時間

実施しており、小学校までに履修してきたことを踏まえ、中学校１年生では「生殖」、

中学校２年生では「思春期の成長と心」や「デートＤＶ」、３年生では「望まない妊

娠」や「性感染症」「人工妊娠中絶」について、系統的に学習するプログラムを実施し

ております。

インターネットなどの普及により、情報伝達手段の変化が加速度的に進む中、さまざ

まな情報を児童生徒は容易に取得できる状況となっており、性に関する情報も同様と認

識しています。ご指摘のとおり、児童生徒がメディアリテラシーを身につけて実用して

いくことは、これからの時代を生きていくために必要な力であり、教育委員会では町内

すべての学校とＰＴＡに対して、情報端末機器の利用に関するアンケートを実施し、そ

の分析状況をお伝えしております。また、北海道教育委員会が実施しているネットパト

ロールの情報もあわせて町内各校に周知しており、児童生徒や保護者が望ましいネット

利用のあり方や情報の選択について、共通の認識を持って対処できるよう取り組みを進

めているところであります。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 まず最初に、停電に関してなのですけれども、本当にこの停電が、もしこれ

が冬だったらどうしようというのが、正直ありました。今時期であって幸いといったら

変な言い方ですけれども、冬であれば除雪機も必要になるだろうし、自由に動けないと

いうこともあったなと思います。この中で、自然の災害というのが、今は予測がつかな
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いほど大きなのが多いということです。

今回太田農協では、農協職員や、それから町の運送業者の方、それから電気の方、そ

の方たちが夜も寝ないで、農家のために、組合員のために夜、朝、ほとんど寝てないよ

うな状況でしたが、それで何とか被害を最小限に抑えるために奔走してくれました。助

け合いの協同組合の本質を通した対応だったかなと思っています。

その中で、厚岸の場合は、配電盤は既に各戸に、前回の雷か何かのときの被害で設置

しているのですよね。それで、停電が回復してからなのですが、農協に行きまして、組

合長とお話をした中で、できれば全戸の農家につけてほしいけれども、５台ある発電機

で回せる範囲の、規模の小さいところ以外はつけてもらいたいという、そういうお話が

ありました。その中で、組合長自身は、まだ理事会にはかけていないけれども、私の腹

づもりとしては３分の１を補助するということを、私が議会でこれを取り上げたいので

すけれどもと言ったときに、言ってもらっていいと言われました。それで、今回のこう

いうふうになっているのだと思うのですが、それも含めて、地場産業を支えるというこ

とで、もっと踏み込んだ回答が欲しいなと思うのですが、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（川越課長） お答えさせていただきます。

私どもも停電が復旧後、太田農協のほうに足を運びまして、同じような内容について

協議をさせていただきました。

配電盤が全戸についているとおっしゃっている部分につきましては、過去に中山間事

業において取り組みをされたものと伺っております。同時に、地域として発電機を購入

しておりまして、これらが災害についての備えだったということでございます。

今回は今議員おっしゃるとおり、農協の皆さん、関係団体の皆さんの協力のもとで、

何とか最小限に被害を食い止められたと伺っておりますが、今後、どのような備えが必

要かという部分を、私どもと農協組合長さんも含めましてお話をしたときに、やはりこ

ういう災害が起きたときにいち早く備えをしておきながら、復旧する体制をつくるのが

まず必要だということで、農協さんのほうとしましては、まずはこれは個人の自己防衛

対策として、農協の支援も考えてはいるものの国のほうへ制度等の創設も含めた要請を

しながら取り組んでいきたいということでございまして、私どもと協議している中で

は、引き続き、中山間事業において取り組めないか、そのようなことも含めて検討され

ているということでございますので、私どもとしてはそれら今後の動きを、情報を集め

ながら、その体制づくりについて連携を図ってまいり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 町からの後押しがあれば、もっと前に進むと思いますし、ここは今震度７の

地震が来るっていうことも言われてます。そうなったときに下から運送業者とか、それ

から電気の関係の人が上がってくるという保証はないし、ましてや夜中に起きたら農協
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職員がそろうということもないと、あり得ないということはないですけれども、何とか

してそろってはくれるのでしょうけれども、今回みたいな体制はとれないと思うので

す。それで、発電機を持って、それぞれの配電盤がありますので、そこに持ってつけよ

うとしたのですけれども、そこの農家ごとに機械の行程、電気の回りが違っていて、そ

のたびに時間がかかったということもあります。

それで、できれば個々が持っていて、すぐそういうこと変えなくてもいいように、ま

た誰かの手助けもしなくてもやっていけるようなシステムをつくっていくというのは、

とても大事だと思うので、ぜひそれは検討してもらいたいと思います。

別海の道東あさひなんかでも、今自家発電導入で、これは全戸に一組数百万、これは

ここ配電盤がついてないのですけれども、それをつけるという話が今松井組合長は生産

者側が備えなければならないということで、出してきたりしています。それでやっぱり

酪農です。生の牛乳です。それをどうするかということ。冷やさないことにはどうにも

ならないし、牛は365日、朝、晩２回搾らないと牛の体にものすごい負担がかかるとい

うのは、今回の停電でもう嫌というほどわかりました。で、本当に太田農協の場合のよ

うな、周りに比べれば本当に農協が動いたということで、被害がある程度抑えられてい

るというのが、今回本当にそういう中で出てますので、ぜひよろしくお願いしたいと思

います。

それと、電源のことなのですが、次に、ネットのですね。防災無線なのですけれど

も、ばーんと切れてしまったものですから、いきなり停電ですから、どこからも入って

こないという人が何戸かいらっしゃって、下の、下というかな、町場のほうは大きな無

線も入るのですけれども、太田のほうに来たら全然入らないとか。それから、ちょっと

外れたところでは、何にも情報がわからなかったというのがあったのです。そういうの

があったものですから、防災無線がどうなっているのかねということも言われたもので

すから、今回は戸別受信機については状況を確認しているところということなので、こ

れからどういうふうに周知していくということなので、それをぜひやってもらいたいと

いうのと、どういうふうな被害があったのかというのも、情報が入らないことで出てき

た被害なんかも確認してほしいと思いますが、いかがですか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） 今のご質問は、屋外拡声器あるいは戸別受信機のどちらかが不

良だということが明確になっていないお話に伺いました。私どもが承知しておりますの

は、これは町民から多く電話を受けていた、受けたのですけれども、家の中にある戸別

受信機が聞こえないというのは、鳴らないというのがたくさん寄せられました。あと、

外の拡声器はやはり聞こえづらいと。何を言っているのか、伝わってこないというのは

聞きまして、具体的に屋外拡声器が音が鳴らないという状況は、今のところ私ども把握

しておりませんでした。これらについてはきちんとした点検を行いますが、戸別受信機

につきましては、今後適切に停電時に備えた電池交換ですね、これを積極的に啓発して

いきたいと考えているところでございます。
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●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 もう来年でしたか、再来年でしたか。新しく戸別受信機がつくのですけれど

も、その前に今ある、この何カ月間かの間に何かあったら困るので、どこに持っていっ

たらいいのだろうという方もいるのですよ。壊れてしまったんだけれども、どこに相談

したらいいんだろうという方もいますので、そのことも何かで知らせてもらったら、総

務課に持ってきたらとか、何かそういうような、どこに持っていったらこれを直せるの

だという情報も欲しい方もいますので、それを情報として流してほしいと思います。い

かがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） このたび停電で電池不良ということがわかって、町民の方がふ

たをあけてみたら液漏れをしていて、機械が壊れているということが数件寄せられまし

た。これについては、役場、総務課のほうで、故障についての修繕をさせていただくこ

とになっております。それらの情報についても、適度な周知を図ってまいりたいと思い

ます。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 次、再生可能エネルギーに移ります。

初めて知ったのですけれども、北海道の全域停電、私はこれは人災だと思っているの

ですが、動いている発電の場所が厚真、それから苫小牧、京極とか、道央、道南に集中

しているのですよね。かつては何か阿寒にもあったような気がしたのですけれども、そ

ういうのも全然なくて、今回は大きなところで足りる。この広い北海道でこれだけの小

さな、広い北海道で一部に集中させたということがブラックアウトを引き起こしたと思

うのですが、今この中でバイオマスの、ふん尿のバイオマスガスの問題も出てます。そ

れで、太陽光もあります。いろいろ出ているのですが、この中で言えることは、厚岸町

にある太陽光発電のエネルギーがどういうふうになっているのか。直接売電になってい

る、直接向こうに送られていっているということになっていると思うのですよね。それ

が蓄電するというほうに動いてないと思うのです。でもそれをどういうふうに、民間で

すから、それに対してどうすれということはできないのかもしれないですけれども、厚

岸町で実際今動いている太陽光エネルギーの稼働の電力の力というのかな、発電の充電

する持っている力というのは、どのくらいかというのは捉えてないでしょうか。わかん

ないかな、これは。どうなのでしょう。

●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）） 事業所が持っている太陽光発電、今稼働している

ところについは、私の知る限りでは、蓄電能力は持ち合わせてないと承知しているとこ



- 94 -

ろです。なお、今建設中の施設については、ある一定の蓄電能力というのが、逆に言う

と北電から求められている施設になっているということのようです。というのは、太陽

光発電、ほかのエネルギーもそうなのですけれども、発電したと同時に送電網を通じて

北電のほうに送られることになってます。これはもう全国どこの施設もそうなのです

ね。ですから、自賄いできるのは、例えば自社工場の発電施設だとか、そういうのは自

分で電気使えますけれども、ほとんど北電に供給されて、全道にその電気が送られる仕

組みになっているということなのです。よろしいでしょうか。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 これだけの面積、今まだ尾幌にもこれから増えていきます、20年ということ

で。せっかくある電源で、これは浜中農協であったことなのですが、浜中農協もあれ全

部売電なのですよね。200ボルトなのですけれども、すべて売電で、結局は自分のとこ

ろで停電になったけれども使えなかったというのが、地域の人から言われました。それ

で、これから蓄電を含めた装置も、農協として考えていくというような話も出てるそう

です。

それで、厚岸の場合もある程度の自然エネルギーを貯蓄するというか、自然エネルギ

ーを使った可能エネルギーの、これは売電だけじゃないのですけれども、こういうよう

なブラックアウトとか起きた場合に対応できるようなことも考えていったほうがいいの

でないのかなと思うのですが、国が指導して進めるべきであると言ってますが、自分た

ちの町で町村レベルで何ができるかということも、きちっと考えていかなければならな

いと思うのですが、その辺どうでしょうか。

●議長（佐藤議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） 先ほどもご答弁申し上げましたが、その地域である

事業者が発電したものを厚岸町にだけ送ってくださいという仕組みにはなっておりませ

ん。ですから、それを厚岸町の中でためて厚岸町だけで使うということは、今の制度の

中ではちょっと無理なのかなということでございます。

それで、北海道自体は今全体で23％程度がもう再生可能エネルギーで電力が賄われて

るということのようです。これは、国で目標値を持ってまして、これは2030年度です

ね。30年度の目標を今もう既に北海道はクリアされているそうです。問題は、その地域

で使えないというのが問題なのかもしれませんけれども、そういったものを増やせば増

やすほど、今実は付加金というのが制度上ありますよね。毎月、再生可能エネルギーと

いうのは発電単価が高いということで、北電が買い取るという仕組みになってます。そ

れはその高い部分は各家庭も事業所も含めて、毎月の電気料金で納めることになってま

すね。今は、去年で平均的な家庭で月800円程度だそうです。ことしはもう10％単価が

上がってますので、900円近く、電化製品多いところはもう月1,000円以上、毎月納めて

いると。それは再生可能エネルギーが増えていっているからなのですね。そういう仕組

みも今の中では、国の制度の中ではあるということです。これは電力のバランスがやっ
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ぱり大事なのかなとも言われておりますし、一つの町でこの問題は解決できる問題では

ないのでないかなと思います。再生可能エネルギーも、今回のブラックアウトでは、送

電網自体が機能しなかったと。いわゆる電気が通ってないので、発電されていても、そ

れを送る能力が遮断されてしまったということもあります。

ご質問者おっしゃられるとおり、電気をそこでためているというのは非常に有効な手

段ではあると思いますけれども、それを厚岸町全域に行き渡らせるというのは非常に今

の状況の中では、かなりクリアしなければならない問題いっぱいあると。一つの町では

クリアできないとは思います。

なお、ある家庭で太陽光ソーラーを５キロワットか６キロワットぐらいためていると

ころ、そこは自家消費は日中はできるのですね。ただ、夜は発電しませんから使えませ

ん。それを補うため今盛んに進められているのは、一般家庭でも蓄電地を置きませんか

ということなのです。ただ、それは５キロワットか６キロワットで100万円以上するの

ですね。それを入れたからって、全部の電力を一般家庭の電力、賄えるだけのものでは

ないのです、実は。非常に技術的にもコスト的にも、これからクリアしなければならな

い課題であると国のほうでは押さえているようであります。

この件については、これからも技術革新は進むでしょうから、そういった状況で、も

う少し導入しやすくなるとか、国の制度のほうで、この問題については対応していくの

かなと考えているところであります。そういった情報を得ながら、町として何かできる

のかということは、検討してまいりたいと思います。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 厚岸町だけでということは無理だと思うのです。今回みたいなことが起きた

ときに、管内でそういうことができるかどうかという話し合いも含めて、できないじゃ

なくて、やっているところもあるので、ここはそこのことも含めてちょっと調べてみ

て、せっかくあるエネルギーです。それをどういうふうに使うかというのは、考えてい

ってもらったらいいかなと思います。

次に移ります。

子どもの心と体の発達です。

これここに、教員向けの資料というのがあるのですが、一部ですけれどもあるのです

けれども、教職員全体でこれに対して話し合いとか、それから学習会とかというのはど

ういうふうになっているのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 指導室長。

●教委指導室長（山田室長） お答えさせていただきます。

町内すべての小学校、中学校におきましては、この性に関する指導等についての対応

等について、これは教職員の中で研修を行っている、そういう状況にあります。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。
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●石澤議員 この事例の中でいろいろあるのですが、自分たち、自分がおかしいと思っ

た、何か変だなと、そういうのに気づいたときなのですが、カミングアウトをすること

がすごく大変であると。確かにそうだと思う、自分自身が何かほかと違うということ

を、自分では何となく分かるのだけれども、それを誰に話したらいいかというのが、な

かなかできない。そのときに、カミングアウトする相手がやっぱり友達だというのがあ

りますよね。これは、2013年の「いのちリスペクト。ホワイトリボン・キャンペーン」

が実施した調査なのですけれども、子ども時代を関東圏で過ごしたＬＧＢＴ当事者のう

ち、18歳までに周囲の誰にそのことも打ち明けなかった、性別女子の、打ち明けること

ができなかった人は性別女子の３割、男子の５割に上るという調査が出てます。カミン

グアウトの相手に最も選ばれていたのがやっぱり同級生であり、教員は、選ばれること

がまれであったという結果が出てるのです。

やっぱりこういうことも含めて、その子どもたちが全部それぞれ違うと思うのです

ね。多様な性に関する肯定的な情報を日頃から子どもたちに発してやる、伝えてやって

安心できる環境をつくるということがとても大事だと思うのですが、そういう取り組み

の中で、18年に大分県が、「人権啓発マンガ冊子「りんごの色～ＬＧＢＴを知ってます

か？～」」という冊子を県内の中高生に配付しています。そのことによって、普通に何

でもない、自分が何もそういうふうに疑問を持ってない子どもたち以外の子どもたち

も、こういうのがあるのだという情報を含めた対応をしているというところもあるので

すが、そういうようなこの本を使うという方法もあると思うのですが、その辺いかがで

すか。

●議長（佐藤議員） 指導室長。

●教委指導室長（山田室長） 今ご質問者おっしゃられるところ、いわゆる報道されてい

る性的マイノリティーと呼ばれている子どもさんたちへの対応と聞かせていただきまし

た。

この生徒さんたち、カミングアウトというふうに言葉を使われましたけれども、いわ

ゆる誰に相談をするのか、ということで、実情として実態として、お友達に相談をする

というケースが多いということ、これについてはこちらのほうでも承知はしておりまし

た。そのほかに想定しているものとして、当然学校の関係者、これは担任であり、保健

室の養護教諭であり、または本町も採用しておりますが、スクールカウンセラー、その

ような相談体制、この整備というものはこの数年来進めてきているところがあります。

これは本町だけではなく、北海道教育委員会ですとか、法務省の人権擁護委員会、こち

らのほうにおきましてもさまざまなチャンネルを持って相談できる体制をつくっており

ます。また、最近、児童生徒たちがよく使われますＳＮＳ、こちらのほうを用いて、相

談を受けられるような体制も広くとっております。こちらのほうは24時間体制で受ける

ようになっております。

この状況において、本町の児童生徒については、これに関連するような相談というよ

うなことは、現時点においてはないわけですけれども、今後このような状況があるかも
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しれません。文科から出てきている想定としては、通常学級の中には５％程度はそのよ

うに該当するように児童生徒がいるであろうというような資料も出てきておりますの

で、そういうところへの対応という部分は引き続き、学校そして教育委員会としても進

めてまいりたいと考えております。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 この中に、相談相手として親というのがないのですよね。それで、やっぱり

確かに親にすれば、自分の子どもから僕はちょっと違うみたいとか、いろいろな思いで

話しされたときに、それを受け入れられるかというのは、私自身も、うーん、どうかな

というのはあるのですが、そういう今はそういうことがあるということも、その地域の

ＰＴＡも含めて、そういう研修会というか学習会ができて、こういう世界も、こういう

人たちもいるし、これが普通にあるのだというジェンダーフリーではないですけれど

も、そういうことがあるんだということも含めて、取り組みとしてあることがとても大

事なことになると思うのですが、その辺はどうでしょうか。

●議長（佐藤議員） 指導室長。

●教委指導室長（山田室長） 今ご質問者がおっしゃられた、実は児童生徒、子どもたち

への、主に人権にかかわることですけれども、これらについては授業の場の中で触れら

れているわけです。親御さんたち、ＰＴＡというような組織を活用して、その場の中で

このような学習活動等を仕込んでいく、仕組んでいくということは非常に有効な手段か

なと思われます。

実は、後ほどインターネットにかかわるところ、包括的性教育のところも出てくるわ

けですけれども、太田中学校さんでは実は単Ｐ研の中で、ネットリテラシーの部分にか

かわっての学習会等を保護者向けに、これは生徒と一緒に行うというようなことも企画

されているわけなのです。そういう部分においては、今この現状に即した課題につい

て、今回でいけばこのＬＧＢＴにかかわるようなことを、生徒と保護者が一緒になって

考えるという場面も、それぞれの学校の中では企画されてきております。

教育委員会としましては、そういうような部分を町Ｐ連ですとか、さまざまな場面が

この後出てまいります。今年の内容、講義内容については既にもう講師の関係で決定し

ている状況にはあるのですけれども、そのようなことも踏まえて検討していきたいと考

えております。いずれにしても、保護者の方と生徒たちとの間の認識にずれが、なるだ

けないような形のものを目指していきたいと考えております。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 そういうふうに取り組んでもらえれば、このことが原因でいじめに発展した

という事例も聞いてますし、厚岸の場合はないと思うのですが、今起きてないと思うの

ですが、そのことで自殺をしてしまったという話も聞いたことがあるので、すごくそれ
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が気になります。それで、それも含めて、今回この包括的性教育ということで質問した

のですけれども、包括的性教育というのはどんなこととして、教育委員会としては捉え

ているのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 指導室長。

●教委指導室長（山田室長） この包括的性教育という言葉、なかなか耳にされない言葉

かと思います。これは私のほうも少し勉強させていただいた中において、これ実は国連

の組織の中のＵＮＥＳＣＯが発行してますインターナショナル・テクニカルガイダンス

・オン・セクシャリティー・エデュケーションという冊子がございます。この中に、コ

ンプリヘンシブ・セクシャリティー・エデュケーション、これ直訳するとそのまま包括

的性教育というふうにできるわけなのです。この中で示されている内容、それが、ご質

問者がおっしゃられている包括的性教育と捉えております。

この中では、いわゆる生殖という、従来一般的に言われる性教育の中で扱われてきた

内容にプラスして、性差、性別の差に由来するさまざまな事象を含む諸問題、これを年

齢や国や宗教を越えて基本的な人権、この問題を学習していくということで、これは学

校でいけば小学校の１年生から、日本でいけば義務教育の中学校の３年生までの系統的

な学習として進めていきましょうというような中身で解釈しているところがあります。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 今までの性教育とちょっともっと一歩踏み込んだ、人権問題も含めた形の、

さっき言いましたように、条件を多様性の問題とか、それから人間関係とか、そういう

ことも含めた性教育なのですよね。それで、このことによって、何か性教育といった

ら、寝た子を起こすようなことはするなみたいなことをいう不思議な方もいらっしゃる

のですが、もうすっかり子どもたちは違ったふうに起きてます。ですから、その子ども

たちに対してきちっとしたものを正しく教えてやるためには、絶対にこういうことは必

要だと思うのです。私の子どもたち、厚岸の場合はそれがずっと根づいているのかなと

思うのですが、私の子どもたちはもう40年も前になるのですけれども、40年でないか、

子どもたちが上がった三十五、六年ぐらい前から厚岸町の場合、きちっとした性教育と

いうのがあって、それで子どもたちが育ってきたという過程があります。その前提があ

るので、その中できちっとできているのかなと思うのですが、発達段階から見れば、小

学校高学年ぐらいから自分の性的指向がどっちに、異性に向くのかとか、それから同性

や両性に向くのかという、そういうような感じもいろいろなことに気づき始めてきま

す。そのときに、包括的性教育という形の中で、それぞれの違いとか、今回は性同一障

害とかＬＧＢＴ問題とか、そういうことの含めての中で、自分自身の取り巻かれている

世界の中で、常に新しいきちっとしたものを取り入れていくということはとても大事な

ことだと思うので、それは子どもたちだけでなくて、親も含めた、先ほど言ってました

けれどもＰＴＡとか言ってましたが、それぞれの学校ごとに親も含めた、あれ極端に言

えば、じいちゃん、ばあちゃんも含めちゃってもいいと思うのです。かえって私らみた
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いに年齢のほうがわからんちんが結構いるかもしれません。どういうものかというのも

含めて、不用意に何でおまえはこうなんだということが、そうではないんだということ

を含めて、町内的なそういう学習会というのも必要だと思うのですが、その辺はどうで

しょう。

●議長（佐藤議員） 指導室長。

●教委指導室長（山田室長） 私も各学校のほうに入らせていただく機会がありまして、

そこでＰＴＡの主に保護者ですね、の方々、そして今町内はコミュニティースクールが

開始されているものですから、地域の方々ともお話をさせていただくことがあります。

このＬＧＢＴに関するような話題が特に現時点でＰＴＡないしはコミュニティースクー

ルの会合の中で取り上げられたことはないわけですけれども、そのような中、そういう

機会の中で話題提供、情報提供ということはしていくことは可能なのかなと考えており

ます。各学校においては、基本的に性に関する指導、小学校１年生から始まるものにつ

いては、学習指導要領、文科省で定められている学習指導要領にのっとって指導内容進

めているところがあります。ただ、今ご質問者おっしゃられたように、実は厚岸町は釧

路管内に先駆けて保健師さんが各学校に入って、この性に関する学習を担任の先生と一

緒に進めてきているところがあります。これを参考にして他町村が今実施しているとい

う、そういう状況もあるわけですけれども、こういうような歴史的な部分もあります。

これによって、学習指導要領に当然のっとって学習指導は進められているわけですけ

れども、本町の実情ですとか、そういうものにあった、いわゆる厚岸で必要とされるよ

うな学習内容を取り扱っているということ、これについては都度都度リニューアルも必

要とします。保健福祉課の看護師さん、そして指導室、また各学校との間で毎年中身に

ついて検討をして、そのときのものを教室のほうで展開させていただいているという状

況があります。この件については、今後とも進めてまいりたいと考えております。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 本当に今までやってきたもの、それからこういう新たにいろいろな性の問題

とか、それから認識の問題、それから子どもたちの中に、心の中のいろいろな情報によ

って引き起こされる大きな問題、それも含めて、新たに取り組みをしていってくれると

いうことなので、ぜひそういうふうにしていってほしいと思います。

子どもたちが性の問題に向かうときは、間違いなく生殖行為としてではなくて、自分

はいかにしてこの世の中に生まれたかという、誕生に関する謎解きから始まると思うの

です。だから、その子たちのそんな思いを真っすぐ受け止めてやって、その上でそれに

対処していけるような、そういうような学校での取り組み、それから地域での取り組み

をやってもらえたらなと思います。よろしくお願いします。

●議長（佐藤議員） 指導室長。
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●教委指導室長（山田室長） ありがとうございます。

基本的に性に関する学習、性に関する指導、これはすべての部分で人権にかかわるこ

と、生き方教育という部分においては、各学校、そして各指導に当たられる先生方も十

分認識されて取り組みをされているかと思いますので、教育委員会としても、その部分

は学校の支援体制をしっかりともってまいりたいと思います。

ありがとうございます。

●議長（佐藤議員） よろしいです。

以上で、石澤議員の一般質問を終わります。

次に、５番、竹田議員の一般質問を行います。

５番、竹田議員。

●竹田議員 質問通告書に従い質問させていただきます。１、乳幼児健診について。

（１）網膜芽細胞腫の早期発見のため、乳幼児健診の項目に町として指定する考えはな

いか、伺います。

２、厚岸道立自然公園の国定公園化に向けた取り組みについて。

（１）2020年にも国定公園化になる方向と聞いているが、それに向けた取り組みにつ

いて町の考え方を伺います。

３、町におけるＮＨＫ受信料について。

（１）契約及び支払いについて、どうなっているのか、伺います。

以上です。

●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。

１点目の乳幼児健診について、「網膜芽細胞腫の早期発見のため、乳幼児健診の項目

に町として指定する考えはないか、伺います」についてでありますが、網膜芽細胞腫

は、網膜に発生する悪性腫瘍で、乳幼児に多い病気であり、出生児１万5,000人から１

万6,00人につき１人の割合で発生しております。ある程度進行すると、光が腫瘍に反射

して猫の目のように白く光って見えたり、左右の眼球の向きが合っていない状態になっ

たりすることから、こうした症状に家族が気づいて受診する場合が多く、95％が５歳ま

でに診断されております。また、一部に特定の遺伝子の異常が関連していることもわか

っております。

当町における乳幼児健診は、乳児期は個別健診として、３から６カ月健診及び９から

11カ月健診、乳幼児は集団検診として、１歳６カ月児健診及び３歳児健診の合計４回実

施しております。また、健診ではありませんが、保健師及び栄養士による赤ちゃん相談

を４カ月児及び７カ月児を対象に毎月実施しております。

いずれの健診も、国が定めた健診の項目に沿った内容に一部当町の健康課題を反映し

た内容で実施しており、医師の診察においても月齢に応じた身体状況の一つとして、網

膜芽細胞腫に限らない目の疾病及び異常の有無を確認しているところであります。
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また、３歳児健診においては、お子様の目に関するアンケートとして、視力検査とあ

わせて目の異常に関する質問項目について確認をしております。

さらに、母子健康手帳には、保護者が記載する項目として、まぶしがるなど、目つき

や目の動き、斜視や目が白く光って見えないなど、目の異常の早期発見につながる内容

が記載されており、保健師による新生児家庭訪問や赤ちゃん相談、乳幼児健診の際には

医師や保健師がその記載内容も確認の上、総合的に異常の有無について判断しておりま

す。

このような現状から、改めて問診や診察項目に加えなくても、現行でも全般的な目の

異常を発見する多様な機会が複数回設けられており、現状のままの健診項目でも確認が

可能であると考えております。

網膜芽細胞腫は、目が白く光って見えるという症状の特性上、外見から周囲が異常に

気づくことが多いという特徴がある疾患であります。この特徴も踏まえた上で、今後も

注意深く乳幼児健診等を実施していきたいと考えております。

次に、２点目の厚岸道立自然公園の国定公園化に向けた取り組みについて、「2020年

にも国定公園化になる方向と聞いているが、それに向けた取り組みについて、町の考え

方を伺います」についてでありますが、厚岸道立自然公園の国定公園化につきまして

は、平成16年度に北海道による調査が行われるなど、その取り組みが進められてきたと

ころでありますが、規制が強化されるのではないかといった漁業者の不安から地元合意

が得られず、国定公園化の動きは停滞しておりました。

このような地元厚岸町の現状を踏まえ、まずは地元合意に至っていない要因である漁

業者の不安を払拭するため、北海道に対して、厚岸町と厚岸漁業協働組合との連名によ

り、厚岸道立自然公園における厚岸町の地種区分を第３種特別地域から普通地域に変更

していただきたいとの要請を行ってまいりました。

北海道においては、去る８月１日に開催された自然環境に関する道の諮問機関であ

る、北海道環境審議会自然環境部会に、現状のまま厚岸湖を普通地域とする厚岸道立自

然公園の公園計画の一部変更が適当と認める答申がなされ、これを受けて厚岸湖を普通

地域とする公園計画の決定に向けて、現在、事務手続を進行中であるとの連絡をいただ

いておりますが、国定公園化の指定について、今後の課題と伺っております。

町としては、厚岸道立自然公園における厚岸湖の普通地域への変更が確定後、速やか

に関係する釧路町、浜中町など関係機関と連携して、北海道に対して、国定公園化に向

けて関係機関との調整や、調査などを推進するよう要請活動を強化して、早期の国定公

園化実現に努めてまいりたいと考えております。

続いて、３点目の町におけるＮＨＫ受信料について、「契約及び支払いについてどう

なっているのか」についてでありますが、町が日本放送協会いわゆるＮＨＫと放送受信

契約を行い、受信料を支払うのは、厚岸町役場、湖南地区出張所、集会所、コミュニテ

ィーセンター、生活改善センター、生活館、保健福祉総合センター、斎場、水鳥観察

館、ごみ焼却処理場、町営牧場、酪農ふれあい館、太田活性化施設、木工センター、き

のこ菌床センター、カキ種苗センター、漁村センター、生涯学習課、公民館、情報館、

海洋センター、温水プール、給食センター、小中学校の校長室、終末処理場、浄水場、

町立病院及び介護老人保健施設で、全体では地上契約は68台、衛星契約は８台、計76台
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となっており、契約金額は全体で年間98万2,860円となっております。

なお、厚岸町役場、情報館、町立病院では複数台の放送受信契約を行っていることか

ら、それぞれ１台を除外した残りのそれぞれについては事業所割引が適用となり、半額

となっております。

また、放送受信契約において、日本放送協会放送受信料免除基準に該当し全額免除と

なっているのは、保健福祉総合センター視聴覚室、保育所、子育て支援センター、児童

館、心和園、デイサービスセンター及び小中学校の校長室を除く各教室となっておりま

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、網膜芽細胞腫について伺います。

この病気が悪性腫瘍ということで、最終的には目のがんということになって、最終的

には目を摘出しなければならないというふうに、最終的にはなるわけですね。

答弁の中には、いろいろ見てきているので、大丈夫だということに尽きる答弁なのか

なと思います。そんなに簡単に見つけられるのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） この網膜芽細胞腫、95％が５歳くらいまでに見つけられる

と。それから気づくのは、家族も含めて気づくことが多いと言われております。特徴

が、白く光って見える等の特徴があるということでは、そういう部分は見つけやすいと

言われております。

私ども実施している健診では、大きく全体を診るというところで、一つの項目を特化

して診るということではなくて、全体を診るという部分では、網かけを広くして見つけ

ることができる形というのは広くしているというような部分がありまして、当然異常が

あればすぐ眼科につなげるというようなことになりますので、そういう意味で広く見つ

けられる体制を整えていると考え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 町立病院の今、医師は小児科の先生でもあるということです。そんなに簡単

に見つけられるのであれば、なぜ発症するのかということもひとつ疑問されるわけです

よね。日本全国で一人もかかっている子どもがいないのだというのであればいいのです

けれども、実際かかっているのですよね。それは、発見ができなかったからだというこ

となのか。発見ができずに、そういう病気につながってしまったということがありま

す。

広く全般に網かけしてみることが大事だのように言ってますけれども、逆にですよ、

広く網かけしてみることによって注視するということ、一点に注視するということが欠
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けてくる、逆に。そのことによって、見落とすということもあります。そういう心配は

まずないのかどうなのか。

答弁は、そのことについて何か100％大丈夫だと聞こえるのですけれども、本当にそ

れでよろしいのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 発症するということ、発症して見つけるということに、白

く光ったりとか、そういう部分では、そういう状況にならなければ見つけることはでき

ませんので、発症してから見つけると、見つかるということになると思います。

この病気については、遺伝の部分もあるということも言われておりまして、そういう

ところでは、持っていてもわからないという部分は当然あると思っております。

見落とすという部分では、本当子どもは成長、発達をしていきますので、その中でそ

れぞれ全体的に見ていくということになると思います。一つの病気ということではなく

て、それぞれ健診では身体の発達状況、頭部の所見、顔・頸部の所見、脊柱・胸部の所

見、目の所見、耳の所見等、そういう部分で先生に診ていただいております。ですの

で、広く見落としがないように、広く診ていただいた中で、異常がある部分については

専門につなげるというような形で対応しているという状況でございます。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●竹田議員議員 では、厚岸町においてはそういうふうにしているから、一人も絶対にか

からないという自信があると捉えてよろしいですね。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） かからないと言ってはおりません。その健診の体制で見つ

ける体制は、この健診でやっておりますけれども、かからないということは言えませ

ん。それについては言えません。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●竹田議員 病院のほうできちっとした健診の項目に入れるということが、何が悪いの

か。それに、項目に入れることによって、メリット、デメリットというのはあるのか、

ないのか。そこをちょっと詳しく教えてください。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 今回のご質問をいただきまして、改めていい機会をいただ

いたなと思っております。病院を通しまして、町立病院を通しまして、院長先生のお話
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を伺っております。健診ではすべてを限定的に診ていると。その中で、例えば目の動き

が悪いとか、そういうような状況があれば、当然専門医につなげるような対応をとると

いうことで、全体の発達含めて、目の病気ばかりではありませんので、診ていただいて

いるということを改めて院長先生のお話を聞くことが、病院を通してですけれども、で

きました。そういう意味では、全体を診る中で診ていただいているという部分では、大

きな網をかけている、その中でその異常を発見していくというようなことで対応してお

りますので、そういう体制で進んでいきたいなと思っております。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●竹田議員 町立病院の診察の項目に、その健診の項目を追加としてつくると、入れると

いうこと関して、メリット、デメリットって何かあるのですかと聞いているのですよ

ね。

町立病院の先生は今小児科です、院長先生がね。そこの先生がいなくなった場合、次

にきちっとした手段として考える手立てをつくっておかなくてはならない。そういった

場合に、項目としてきちっと残しておくということが必要でないかと思うのですよ。で

すから、その項目に入れることによって、メリット、デメリットは何かあるのですかと

聞いているのですよね。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 町立病院の院長先生に診ていただいている健診というの

は、１歳６カ月児健診、それから３カ月児健診という健診でもって診ていただいており

ます。その中で、先生にチェックをいただいている部分では、先ほども申し上げました

けれども、頭部の所見、目の所見、耳の所見、腹部の所見、陰部の所見、皮膚の異常、

こういうようなことで、その部分の、全体的な部分で判断をいただいているということ

でございます。

特化したもので、特化したものを診るということではなく、全体でいろいろな異常を

発見するということで、子どもの部分ではなかなか、例えば言葉が遅いというようなこ

とがあったとして、それの原因というのはいろいろなことが考えられると思います。例

えば耳が聞こえないですとか、目が見えづらいですとか、いろいろな原因というのは考

えられますので、そういう意味では全体を診ていただいていく中で、それぞれのところ

で心配があるようなところが出てきた場合に、その専門につなぐというような意味で、

大きく健診項目を設けておりますし、そういう中で診ていただいているという状況でご

ざいます。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●竹田議員 質問していることがかみ合わないのですよね。僕は項目に入れることによっ

て、それが町立病院としてメリット、デメリット何があるのですかと聞いているのです
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よ。項目に入れるか、入れないかということを聞いているのですよ。僕の質問も、項目

に入れてくれっていう質問なのですよ。全体的に診てるからいいんだということではな

いのですよね。そこがかみ合わないと思うのですよ。

それと、答弁の中には本当に３カ月、６カ月、９から11カ月、１歳６カ月、年に４回

やっているから大丈夫だ。そうではなくて、この発症は95％が５歳までにということを

言っているのですよ。５歳までの間に同じような健診がずっと続いているのか、どうか

ということも、もう一回聞きたいです。

●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。

確かに町立病院は小児科の先生がおります。そういう中で、今全国的にも小児科が不

足しているという中で、大変恵まれた環境にあるわけでありますが、ただ、今回の網膜

芽細胞腫という問題だけを取り上げますと、これは専門医でなければ、ということは眼

科などの専門医でなければ、正確な発見ができないということであります。ですから、

小児科の先生がおりますが、総合的な健診は、先ほどからお話しいたしておりますとお

り、しております。しかし、それが果たして目のおかしいという中で、網膜芽細胞腫と

しての問題として発見できるかどうか。これは専門医でないとわからないのです。そう

いう事情もお察しをいただきたい。確かに小児科はおりますが、そういう面における専

門性から言える小児かんといいましょうか、そういうものがなかなかこれ、専門医でな

いと発見できないと。おそれがある程度の診察はできるかもしれませんけれども、確実

性からいうならば眼科等の専門医でないと確実なことが発見できないというものであり

ますので、この点はご承知をいただきたいと思っております。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 生まれてからの健診ということでまいりますと、１カ月く

らいで生まれた病院で健診を受けます。受ける機会が設けられております。それから、

保健師の対応としましては、新生児訪問ということで、生まれてから４カ月までの間に

必ずその子どもに会ってその状態を確認をするという作業をしております。これについ

ては、里帰り出産なんかもありますので、４カ月というような期間の中で実施している

ということでございます。

それと別に、４カ月児と７カ月児、この子どもに対してはあみかのほうで月１回健診

の日を設定して、都合のいいときに来てもらうというようなことで健診を、状況を見さ

せていただいております。

そのほかに、生後３カ月から６カ月に前期の健診、それから９カ月から11カ月で後期

の健診ということで、これは無料の券をお渡しして、それぞれの産んだ病院等で健診を

していただいているという状況です。

こういったかなりの数の健診の中で、目の異常等についてもそれぞれ診ていただい

て、その中で出てきた部分については、先ほど町長のお話にもありましたとおり、専門
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医につなぐということで対応しているということでございます。

それと、小児科の先生、厚岸町は小児科の先生がいていただけるという状況の中で委

託をお願いをしておりますけれども、以前小児科の先生がいない時期もございました。

その部分では、釧路の病院のほうに委託をするというようなことも実際にやっておりま

すので、そういう状況になったときには、また改めてそういったことも検討しなければ

ならな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 何回も言うのですけれども、項目に入れたらメリット、デメリットの部分に

ついては何も一切答えてくれないのですね。項目に入れて診察するということについ

て、町長の答弁にあった、専門医でなければできないと、それ入れたらお金かかるから

できないんだ。だからそれがデメリットだと、町にとってね。それを聞いているのです

よ。それをメリットとデメリットはどういうふうにあるのですかと聞いているのですけ

れども、町側として項目に入れた場合という話なのですよ。僕は項目に入れてほしいと

質問しているのですよ。何回も言いますけれども。それに対して答えていただいてない

のですよ。発症は５歳までと書いているので、先ほど何カ月、何カ月と、この答弁書に

あるのをかみ砕いて説明していただいたのですけれども、５歳までの診てもらう子ども

の患者のチャンスというのは、小さいときですよね。５歳までというのは、じゃ、どう

なっているのかということも先ほど聞いたのですよね。

そればっかりに費やすと時間がなくなってしまうので、もう一度聞きます。項目に入

れるとメリット、デメリットって何なのですか。そこをはっきりと答えてほしいのです

よ。それと、答弁の書の中には、最後のほうに、このような現状から、改めて問診、診

察項目に加えなくても現行でも全般的な目の異常を発見する多様な機会が複数回設けら

れており、と書いているのですよ。だから、５歳までの子どもが産まれたときからずっ

と等しく診てもらえるというのは、この答弁書の中からにはないのですよ。幼い部分じ

ゃないですか、これ。３カ月から６カ月、９カ月から11カ月、１歳６カ月及び３歳健診

の計４回。あと５歳までの部分については何もないのですよ。５歳まで、年に４回ずっ

と診てもらっているのですか。

なる可能性が５歳まで高いと言われているのだから、５歳までちゃんと診てください

よ。ない部分についてちゃんと項目に入れてほしい。そういうことを言っているのです

よ。

目が白く光って見えるという症状の特性上、外見から周囲が異常に気づくことが多い

という特徴がある疾患であると。この特徴も踏まえた上で、今後も注意深く乳幼児健診

を実施したいと考えております。書いてますけれども、その現状のままの健診項目でも

確認が可能であると考えておりますと書いているのですよ。でも町長は先ほど専門医で

ないと難しいんだという、答弁とかみ合わない。その上で、大事なんだということです

よね。５歳まで年に４回ずっと診てもらえる、そういう子どもにとってのチャンスをつ

くってほしいということなのですよ。

もう一度お願いします。
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●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） 私も先ほど申し上げましたけれども、最終的にやっぱり専門医なの

です、これは。しかしながら、初診というのは極めて大事なことで、疑いというものが

あれば専門医に送って確実性を確認するということの手続は、これは当然大事なことで

す。先ほどから課長が幅広くということを言ってますけれども、そのとおりなのです。

小児科の先生ですから、いろいろな面、小児に係る診療をいたしておるわけでありまし

て、専門医でなければ確実性がどちらかというと薄いのですね。ですから、これらしき

ものがあるなと思ったら、専門医にすべて送っているということですから、そういう面

において、項目に入れるかどうかという、先ほどからも何回も質問でございますが、よ

くこれ医者と相談して、項目に入れるべきかどうか、町としては、これ相談しないと判

断大変難しい課題であると、そのように今質問を受けて捉えておりますので、今後の課

題として検討させていただきたいと思っておりますので、ここで即座にそれじゃ項目に

入れますということについては、医師のほうも考え方もありますので、今言ったよう

に、現在小児科がいる。それから先ほどお話ありましたとおり、それじゃ小児科がいな

くなったらどうなるのかという課題もありますので、これらも含めていろいろと、竹田

議員の質問に正確には今即答できませんけれども、検討としてご理解いただければと思

いますので、よろしくお願い申し上げたいと存じます。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●竹田議員 何回もくどく言うわけですけれども、５歳まで発症率が高いということで、

１歳、２歳までは手厚い診察が行われているけれども、それ以降の５歳までの診察とい

うのはその子どもたちにとってはないようなので、その辺はやはり厚岸町にとって大事

な子どもたちです。厚岸町の子どもからそういった疾患を持って最終的に子どもたちの

目が義眼としてなってしまうと、摘出をしなければならないという、そういうかわいそ

うなことをつくってはいけないと思うわけですね。

今即座に答えることができないというのもよくわかります。ぜひ検討していただきた

いと。その上で町立病院において、項目に入れることが、どういう形のメリット、デメ

リットがあるのかということも、今即座に答えられないと思います。そのことも踏まえ

て、金額がかかるとか、こういったことをするとメリットがあるんだ、こういう部分に

ついてはデメリットがあるんだということも、当然調べなければ項目に入れる、入れな

いという判断はできないと思います。そういった部分から、メリット、デメリットの部

分もぜひお教えいただきたいというふうに、そこを含めて検討していただきたいと切に

お願いをして、もう一度聞かせていただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） 同じような答弁になりますが、医師と相談の中で、今後項目に入れ
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るべきかどうか、このことについては検討させていただきたいと考えておりますので、

ご理解のほどよろしくお願い申し上げたいと思います。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●竹田議員 次に、国定公園のほうに入らせていただきます。

非常にこの道立自然公園から国定公園に向けてのこのことについては、とてもシビア

なものがあり、また町民感情やいろいろな方々の国定公園に向けての、それこそメリッ

ト、デメリットがそれぞれあるやに聞こえております。その中で国定公園化にそのうち

なるだろうと。それがいつなのかというのは、僕の聞いたところによると2020年。これ

も確定ではございませんので、ある筋からちょっと聞いた話なのですね。ですから、こ

こ数年の間になるかもしれない、そういった分で私が今回聞きたいのは、国定公園化に

なったときに、近くは知床がこの数年前に国定公園になりました。その上で、この国定

公園になったときに、厚岸町としてこの国定公園化になるだろうということを踏まえ

て、どういった対応をしていくか。これは一つには、観光人口交流を深めていく、増や

していくということに関しては、非常に大きなチャンスになってくるというふうに捉え

られると思います。その上で、厚岸町として、もし国定公園になったときに、観光人口

交流を深めていくための施策として、あらゆることが考えられると思うのですが、今か

ら想定をして考えていかなければならないことだと思うのです。

そういった国定公園化に向けて、実際になってから動くのでは遅いので、今から準備

をしなければならないのではないかという提言なのですね。それの上で、厚岸町として

は、何を施策として考えていこうとしているのか、具体的でなくとしてもざっくりでも

いいので、考え方を聞きたいと思います。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） 厚岸道立自然公園化につきまして、長い歴史なのです。釧路町、浜

中町、厚岸町でそれぞれの産業団体も含めて、行政も含めて、期成会というものを、国

定公園化促進期成会というものをつくったのは昭和59年なのです。自来、何とか道立公

園を国定化ということで運動を展開してきたところでございます。

そういう中で、高橋知事が国定公園化については前向きな考えを持つ答弁を、道議会

においてあったわけであります。そういう中で、漁業者側から漁業生産に支障を来すの

ではなかろうか。しかしながら、我々は国定化には反対するものではないということ

が、厚岸町だけの課題として起きたわけであります。既にもう浜中、釧路町は、国定化

については賛同をいただいているわけでありまして、厚岸町だけの課題として今日迎え

ておるわけであります。

そこで、お互いに国定化に向かって、どういう方向がいいのかということで、厚岸漁

業協同組合とも協議の中で、先ほども答弁いたしましたけれども、第三種特別地域を厚

岸湖を何とか普通地域にしていただきたいということで、お願いを北海道にさせていた

だいておったところでございます。これは、道立公園の現在の中での地種区分の変更で
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あります。

そういうことで、ようやく環境審議会におきまして、この８月１日に認められたとい

う今日を迎えておるわけでございまして、北海道といたしましては、まだ正式に道立公

園の中での厚岸湖の地種区分については決定をいたしておるわけではありません。そう

いうことの段階でございますので、我々は速やかに、北海道も国定公園化に向けた課題

もありますので、ぜひ普通地域、我々の要望について、環境審議会で答申いただいたわ

けでありますから、正式に決定をしていただきたいと、今日願っておる段階でございま

す。

その後、北海道といたしましては、国定公園化、これは環境省の課題で、国の課題で

あります。そういう意味で、今後の推移を我々は注目しておりますと同時に、速やかな

国定化に向かっての運動も展開して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。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●竹田議員 国定化にするという日程等についての部分については、非常にデリケートな

部分があって、こちらでわあわあ、騒いでしまって、何らかの形で壊れてしまうという

危惧もあると聞いておりますけれども、それに向けたいろいろな書類等の作成とか、い

ろいろな部分の規制を緩和する措置だとか、そういったものが非常に難しい部分だとは

聞いてます。

ただ、もう一度聞きますけれども、国定公園にならない、全くもう諦めなければなら

ないムードではないということは確実に言えるのではないかという、ようやく何か土台

の上に乗っかったような形になってきたと。先が見える状態にはなってきたと確認はで

きるのではないか。そこは認識は一緒だと思うのですけれども、そういうことで、国定

公園化にいつかはわからないけれどもなるということであれば、厚岸町としてもこの国

定公園化に向けた取り組みというのは、ある程度考えていかなければならないだろう

と。これについては、今厚岸総合計画のほうも今年度から取り組んでいくわけですけれ

ども、そういった部分の中でも考えていかなければならないのではないかと思うわけで

すね。

そういった総合計画の中に入れていく考え方も含めて、この９月に中標津で、実は持

続可能な、厚岸町も含めて世界を含めて、いろいろな分野で持続可能な環境づくりをし

ていこうということで、ＳＤＧs、エスディージーズという14項目にわたってのいろい

ろな施策が、世界の中で採択されたものを日本もそれに含めて取り入れていこうという

動きがあるわけです。厚岸町の職員の方も中標津においでいただいて、その話を聞い

て、私も参加させていただきました。非常に有意義な時間、有意義なことを聞いてきた

ことであります。

そういったその中に、環境を守っていくというテーマも確かにありました。国定公園

化についての環境を守るということについても、非常に大事なことだと思います。その

上で、国定公園化に向けた取り組みを今から考えていかなければならないというのはな

ぜかというと、先ほど申した人口交流、要するに観光的な分野で厚岸町も経済効果を高
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めていこうというのは、当然考えなければならない。が、しかし、知床の国定公園化に

なった後、データではっきり出ているのは、２年間はよかった。３年目から客が急激に

減少していったという実態があります。これは一体何なのかということが、研究しなけ

ればならないと思うのですね。要は、そういう部分で観光交流人口、せっかくのチャン

スを無にしてはならない。厚岸町もそこに国定公園化になったときに、経済交流、経済

的に高めていかないと、チャンスを無にしてはいけないと思うのですね。そういった部

分で、知床の現状があるということが、それを勉強していったほうがいいんじゃないか

ということで、私もそのことについて、非常に関心があります。なぜ３年目にして、あ

れだけの国定公園化になったのに減少していったのかということは、厚岸町もこれから

国定公園になるわけですから、そこはしっかりと検証をしていくことでないのかなと思

ってます。ぜひ、そこを検証しつつ、国定公園になったら、厚岸町はこういうふうにし

て動いていこうという、そういう大まかなプロセスを持っ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） 町長。

●町長（若狹町長） お答えをさせていただきます。

まず総合開発計画との関係でありますが、既に毎回の年次の総合開発計画には厚岸道

立自然公園の国定化については記載をさせていただいておるところであります。また今

検討中の次期総合開発計画にも当然これは記載すべきものであると考えているところで

ございます。さらにまた国定化におけるメリットは大変大きいと思っております。これ

は３町はのみならず特に厚岸町の影響は大きい、そのように捉えておるところでありま

す。ですから、昭和59年以来、今日まで国定化の促進について、国に対して働きかけて

おるということであります。

しかしながら、いろいろな課題があって今日を迎えているということでありますが、

一方、釧路地方総合開発計画においては、期成会におきましては、国のほうに強く働き

かけておるところでございます。そういう意味において、早く北海道も正式に地種区分

を発表していただきたい、そのように期待をいたしておるわけでございますので、両輪

で今走っているといっても過言でないと思いますので、それについては環境省のほうも

既にご理解をいただいておるところではなかろうかと、私は感じておるところでありま

すので、なお一層国定化に向かって努力をさせていただきたい、このように考えており

ますので、よろしくお願い申し上げたいと存じます。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●竹田議員 思いは一緒だと思います。その上で、観光人口交流ということは極めてチャ

ンスとして大事だという、町長の答弁いただきましたので、ぜひ知床の悪口ではなく

て、知床の国定公園になった後の現状をしっかりと勉強していって、厚岸町がそれを上

回る経済効果ができるようなチャンスを生かしていってほしい、検証していっていただ

きたいとお願いをしておきたいと思います。よろしくお願いします。
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最後に、ＮＨＫの問題です。

ＮＨＫ最近、昨年度の2017年ですか、平成29年12月６日に最高裁大法廷でＮＨＫ受信

料制度合憲判決が出たわけですね。これによって、受信料を払わなければ大変なことに

なるということで、国民が騒いで、その判決から17％ほど受信料の集約が伸びたという

報道もあります。が、しかし、反面このＮＨＫの受信料については、一般の方からの受

信料というのはいいかもしれないけれども、これについても見る人と見ない人といると

いうことについて、見ても見なくても受信設備をつけていれば払わなければならないと

いう、非常に不合理な法律がいまだにずっと残っているという部分については、私はこ

の放送法第64条ということについては、非常にふがいな64条だと思っております。

今回ＮＨＫについて質問したのは、１年前に霞ヶ関自治体や警察の契約数を調査したと

いうことが載ってました。これについては、霞ヶ関自治体や警察の契約数の中で断トツ

１位が警察の派出所及び警察関係の建物の中にある契約数が契約されていないで払って

なかったということですよね。次に問題になったのが、自民党内の契約件数、これにつ

いては自民党は回答すら寄こさなかったということで、契約をいまだにしてないところ

がたくさんあると報道されたと。これ私が勝手に言ったわけではなくて報道の内容で

す。といったことで、自治体関係はどうなっているのだろうということを一度聞きたか

ったということがあります。

このＮＨＫの、昨年度の12月６日の最高裁の中では、法律上支払いの義務はないと。

義務があるのは契約をするという義務があるということは、契約書を結んで初めて支払

いということが生じるという判定でした。私が今回聞くのは１点です。厚岸町におい

て、免除の部分、それから正規に払わなければならない、それから多数台数置いている

ところには企業の部分で２分の１という部分があります。厚岸においては契約書は全部

不備なくあるでしょうか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） 契約書は私ども、すみません、このたびのご質問を受けて確認

はしておりませんでしたが、平成29年度のテレビ等の受信機設置状況調査、今、ただい

ま議員がおっしゃった中の調査ですけれども、受けておりまして、このことについて、

ＮＨＫのほうからも間違いのない報告であるということを確認しておりますので、契約

は個々に行われているものと考え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 契約書がなければ払わなくてもいいということなので、契約書があるかない

か、そこは確認しないとこれはっきりできませんよね。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） 私は今回のことで、契約書を確認は個々にしていなかったと申
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し上げましたが、契約はしていないということは言っていないつもりでございますの

で、契約しているものと答えたつもりでございます。

●議長（佐藤議員） 竹田議員。

●竹田議員 だから、その思っているとかじゃなくて、実際あるのかないのかという話を

しているのですよ。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） それについては、後ほどご確認をさせていただきたいと思いま

す。（「以上です。終わります」と発言する者あり）

●議長（佐藤議員） 以上で、竹田議員の一般質問を終わります。

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52分休憩

午後１時00分再開

●議長（佐藤議員） 本会議を再開します。

午前に引き続き、一般質問を行います。

７番、音喜多議員の一般質問を行います。

７番、音喜多議員。

●音喜多議員 本年第３回定例会に当たり、先に通告してあります森林経営管理制度、い

わゆる新たな森林管理システムについて、お伺いしてまいります。

国は、地球温暖化対策の一つとして、全国民に等しく負担を分かち合い、森林による

一酸化炭素吸収を支える仕組みとして、森林を整備する費用に充てる、仮称ではありま

すが、森林環境税の創設を2024年度から予定されています。

この制度の実施に向け、本年５月に森林経営管理法が成立し、財源は森林環境税の税

収を先行して充てる、これも仮称でありますが、森林環境譲与税なるものが見込まれ、

来年度から実施の見込みであります。その税収の一部が各自治体にも配分が予定されて

おります。

この制度では、森林整備の仕方として、森林所有者は意欲と能力のある林業経営者に

委ねる方法と、林業経営に適さない森林は市町村自治体が自ら管理しなければならない

とされています。

そこで、町が自らこの法律に基づき、何らかの方法で森づくりをするに当たり、改め

て町民の力を借りて、現在実施している町民の森造成を発展的に進めるか、全く新たな
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発想のもと町民の森づくり事業を展開できないかということであります。

それには、森林所有者の確定や境界の明確さが重要かと思われますが、どのような状

況になっているかであります。基本的なことでありますが、現在、そのような森林所有

者不明や町境界における不明確な所在地はあるのかということであります。

そして、町内の森林で森林所有者の管理状況をどの程度把握されているかでありま

す。林業経営者に管理委託している、あるいは所有者自ら管理している、全く管理して

いないなど、いろいろな状況かと推察しますが、これらの状況はどうなっているのかお

伺いし、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） ７番、音喜多議員のご質問にお答えをいたします。

森林経営管理制度（新たな森林管理システム）について、初めに「町が自ら何らかの

方法で森づくりをするに当たり、改めて町民の力を借りて、現在実施中の町民の森造成

を発展させるか、新たな事業を展開できないのか」についてでありますが、森林経営管

理制度は、森林経営管理法に基づき、平成31年４月に始まる新たな制度であり、森林所

有者に適切な経営管理を促すために、経営管理の責務を明確化するとともに、森林経営

の意欲の低い森林所有者の森林については市町村が経営管理の委託を受け、意欲と能力

のある林業経営者に再委託する、または再委託できない森林及び再委託に至るまでの間

の森林においては、市町村が経営管理を行うことを定めた制度であります。

また、来年度から各自治体に配分が予定されております森林環境譲与税、仮称です

が、についてでありますが、譲与税の使途は既存施策の予算に充当するのではなく、新

規の施策あるいは事業量を確実に増加させる施策の充てることが適切であるとされてお

ります。

ご提言の森林環境譲与税の使途については、現在検討段階であり、森林経営管理制度

に必要な費用のほか、人材育成・担い手確保対策、木材利用の促進、普及啓発などに、

計画的・効果的に活用してまいりたいと考えております。

次に、森林所有者の確定、境界の明確化が重要と思われるが、どのような状況になっ

ているか。現在、森林所有者不明や町境界における不明確な所在地はあるのかについて

でありますが、森林経営管理制度の対象森林は地域森林計画の対象森林であります。当

町の地域森林計画の対象森林においては、筆界の未定により森林所有者の確定及び境界

が不明確な森林は、数件あるものと考えておりますが、現在、林地台帳の精査作業中で

あるために、正確な数は把握しておりません。また、町境界における不明確な森林はな

いものと考えております。なお、森林所有者が不明な森林は、現在のところ調査を行っ

ていないために把握できておりません。

次に、町内の森林で、森林所有者の管理状況をどの程度把握しているのか。林業経営

者に管理委託、所有者自ら管理されていない森林とした場合の所有者ごとの割合はどう

なっているのかについてでありますが、当町の地域森林計画の対象森林での町有林を除

く私有林の総所有者数は645人であります。そのうち、森林経営計画を作成し、林業事

業体に管理委託している者が139人で、全体の約21.7％、所有者自らで管理している者
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が１法人で、全体の約0.2％となっております。なお、森林経営管理制度では、対象森

林を地域森林計画の対象森林のうち、人工林で適切に経営管理がされていない森林とさ

れております。

当町での対象となる森林は、北海道において森林調査簿から抽出したリストによる

と、所有者数で約200人、面積は約400ヘクタールとなっております。

法律施行後は、町内の森林の経営管理が円滑に行われるよう、必要な措置を講ずるよ

う努めてまいり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。

●音喜多議員 今回この問題を取り上げる、私なりの思いでありますが、環境問題にかか

わる大儀であれ、新たな増税負担は誰しもが好むものではないと思うのであります。し

かし、自分たちの生活の中で考えなければならない問題だろうと思うのであります。厚

岸町は先代より、環境といわれる言葉が使われる前に、ごく当たり前のように自然の中

で生かされ、自然の恵みの中で生産を上げ、生活も成り立ち、町もつくられてきまし

た。それは今も変わらず当然の当たり前のように続いておりますが、その当然、当たり

前が壊されそうと、壊されつつあるのであります。

日本も戦後73年という短い期間でもひたすら高度経済成長を追い続けて、全国各地で

公害問題や自然破壊が進み、当町も河川の汚濁から海を守り、山に木を植える運動もそ

の一例であります。

知恵を持つ人間が、便利さと富を求めてこの地球上で競い、その結果の代償として地

球温暖化という代物をもらうことになったわけであります。その対策として、新しくつ

くられる税の創設の目的は、この地球という物体を壊さない、これ以上壊さない、守っ

ていく、子どもにもわかるその当たり前をその税制でこれから取り組んでいこうという

ことに、そう目くじらを立てるものではないと理解するのであります。

私はこれを機会として、町民に森林環境税を導入する背景、意義、それに基づいた事

業をＰＲするよい絶好のチャンスではないかとも考えるのであります。

この法律に基づいて仕事を進める環境政策課になるかと思いますが、担当者はこの法

律の求める目的、狙いは何であるかということを改めてお尋ねいただきたいと思いま

す。この法律の概念をどのようなものに捉えているのか、まずその辺をお答えいただき

たいと思います。

●議長（佐藤議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） ご質問いただきました件でございますけれども、最初の町

長の答弁にありましたとおり、新たな森林経営管理法が成立されまして、新たな森林管

理システムが来年４月からスタートするわけでございます。この法の趣旨につきまして

は、質問者おっしゃるとおり、森林の成長産業化と森林資源の適切な管理の両立を図る

ために、市町村を介しまして森林経営の意欲の低い小規模零細な森林所有者の経営を意



- 115 -

欲と能力のある森林経営者につなぐことで、林業経営の集約、集積・集約化を図るとと

もに経済的に成り立たない森林については、市町村が自ら経営管理を行う仕組みを構築

すると、このことが趣旨であります。

その中で、今回法の概要とした中で、森林所有者の責務が明確化にされました。さら

には森林経営管理のシステムということで、先ほど申し上げましたとおり、経営の意欲

の低い森林所有者の森林について、市町村が経営管理の委託を受けまして、意欲と能力

のある森林経営者に再委託すると。また、再委託できない森林及び再委託に至るまでの

森林につきましては、市町村のほうで経営管理を行うことをできることを定めた制度で

ございます。

さらには、所有者不明森林の係る措置としまして、森林所有者の全部または一部が不

明なものについて、一定の手続により市町村に経営管理権を設定することを可能とする

措置が今回この管理法に盛り込まれた状況でございます。

さらには、この森林環境譲与税が来年から交付されるわけでございますけれども、こ

の譲与税の趣旨につきましては、先ほど質問者もおっしゃっていただきましたとおり、

地球温暖化防止や災害防止を図るための森林整備を進めるための創設された税制でござ

います。

我々としましては、この法の精神、さらには新たな交付されます貴重な財源でありま

す環境譲与税、さらには将来的には環境税となりますけれども、これらについては適切

な中で有効に活用していかなければならないと認識しているところでございます。

●議長（佐藤議員） ７番、音喜多議員。

●音喜多議員 今、課長がお話いただいたのは、実際面でそうしなければならないという

部分を言っていただいております。やはりこの背景に、この税が出てきた背景、それを

しっかり受け止めて、その上で、では何手当をしなければならないか、何を実施しなけ

ればならないか。その部分を今言っていただいたわけですけれども、今回、まだ確実な

森林環境税というのは成立も何もしていないわけですね。しかしながら、今年の５月に

できた法律、それは先走りですけれども、間違いなくその森林環境税の実施の裏づけに

なるわけです。５年後、今の東日本大震災の経過措置を終わった後に、即その後今まで

どおりに負担して、全国民というか、皆さんに負担をしていただいて、温暖化対策のた

めに手当をするとするならば森林、とりあえず森林で手当をしていこうと。それは一酸

化炭素を吸収させるという意味であります。

そこで、こういった新しい税というか、施策の中で、今まで私どもも山に木を植える

というか、町民の森という造成事業を行ってまいりました。それは先ほども言ったよう

に、この地域の環境を守り、生産を上げていくというか、そういう意味から取り組まれ

てきたわけですが、そういった大事なことをさらにこの法律でもってバックアップとい

うか、裏づけになったのではないのかなと私は思うのであります。

したがって、改めて仕切り直しというわけではないのですが、さらにこの森林に対す

る考え方をバージョンアップというか、そういう視点から考えられないかと思って、質

問させていただいたわけです。
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それで、こういう少ない金額ながらも各市町村にそういう資金が配分されるわけでし

て、今言われたように、森林管理に手当てをしていかなければならないのですが、やは

りそこの町民というか、住民にそういった意識の高揚にも一部この環境税を充てていい

のではないのかなと思うのですが、その点はどのように理解しておりますか。

●議長（佐藤議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 町長の答弁にありましたとおり、この環境譲与税の使途に

つきましては、当然既存予算に充当するのではなくて、新規の施策あるいは事業量、間

伐等の事業量を増加させる施策に充てることが適切であるとされております。

まずもっては、山づくり、先ほど言いましたような中で、事業量を増やした中で、い

かにして山をきちんと管理していくかということが、この制度の趣旨でございますけれ

ども、そのほかにも現段階では計画中でございますけれども、これら先ほど申し上げま

した森林経営管理制度にかかる費用、調査等にかかる費用のほか、人材育成や担い手確

保対策、それと木材利用の促進、啓発活動などに、計画的に活用をしていきたいという

ことで答弁させていただいております。今ご質問者おっしゃっていただいているのは、

啓発活動、特にこの中でも位置づけされてますのは植樹活動や木育、木工体験等、種々

な状況の中でいろいろな活動がございます。これら使途の、これら財源の使途につきま

しては、これから慎重に限られた財源の中でございますけれども、通常間伐事業等につ

いても10ヘクタール行うとすれば300万円、400万円かかる経費に充てられるわけでござ

います。そういった中で、そのほかの財源、当然その町村、町村によりますけれども、

入ってくる財源というのは限られて、多いところもあれば少ないところもございます。

そういった中では、この環境譲与税につきましても、基金を積んで活用することもでき

るといったことにもなっております。金額をためた中で大きな施策のほうに、考えられ

る施策に計画的に使うという方法も考えられますが、これらにつきましては来年の９

月、３月というような中でこれから環境譲与税が入ってくる予定になっております。そ

の間の中において、９月まで基金条例も制定しなければならない状況にはございますけ

れども、質問者おっしゃるとおり、ような中でもいろいろと検討を重ねてまいりたいと

考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） ７番、音喜多議員。

●音喜多議員 来るだろうという当てしかないのですね、今のところね。まだ実際に、た

だ法律はできてそのような仕組みで動いてますから、間違いなくなにがしのお金が入っ

てきてというか、ただ大多数が森林管理のために、それは国から指定されて来るのだろ

うと思うのです。いわゆる狙いは整備のされてない、森林整備のされていないところを

整備させる、きちっとすると、そういうことになるわけですから、その中で、森林環境

税なるものが今度全町民にかかってくるわけですから、その啓発含めて、何か新たな今

町民の森を造成毎年やってますが、それにかわるものか、あるいはそれをちょっとバー

ジョンアップしたというか、姿を変えてというか、あっと町民が驚くような何かができ
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ないか。それはやはり最初のうちか、今始まるときから考えられないと、途中でという

のはなかなか容易ではないと思うので、その点で私は質問させていただいているのです

が、今までのとおりだと、今までのような考え方でいるのかどうか、その辺のところど

うですか。

●議長（佐藤議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） まず１点、ご提案いただいてますのは、町民の森植樹祭に

ついても、規模の拡充等新たな施策展開ができないかといったご質問もいただいており

ますが、当然この中での環境譲与税の中におきましては、先ほど申し上げましたような

中で、普及啓発といった中での活動の中では利用することは可能かなと考えております

が、現状毎年１ヘクタールずつを、今平成12年からこの町民の森植樹祭事業が始まって

おりますけれども、現在23年以降600人を超える町民の皆様の参加をいただいている中

で、やはり大変うれしい状況でございますけれども、その反面、やはり駐車場の問題、

さらには植栽地等の問題も状況的にはあるというのも一つの隘路でございます。

こういった中で、記念的な中で使うということも可能かと思いますが、限られた財

源、先ほど申し上げましたとおり、今現状入ってくる金額についてはまだはっきりはし

ておりませんけれども、大体700万円前後の中じゃないかと道の試算では出ておりま

す。その中でいかにして有効に活用していくかと。今後保育所等も建っていく中では、

そういった中では木育遊具といったことも一つには選択肢もありますでしょうし、いろ

いろな中でこの活用ということは検討できると考えておりますので、これにつきまして

は十分、当然使った使途につきましては、ホームページ、インターネット等で公表しな

ければならないと義務も課せられております。そういった中では、本当に有効に活用で

きる、活用したといわれるような中で、検討を今後進めていきたいと考えておりますの

で、ご理解いただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） ７番、音喜多議員。

●音喜多議員 まだ具体的なことは考えてないということがわかりました。それで私の意

図とするところをお話しさせていただきたいと思うのですが、この税の目的は、環境と

いうか、これは未来永劫に続く、こうして高度成長を求めていく限りはやはり環境とい

うものは重々注意しなくては、注意というか、気を払っていかなければならない課題だ

というふうに私は思うのであります。それは現在生きている者も含め、将来にもわたっ

てこの地球上で生活を営むとなると、国を問わずそういう状況にあると。であるがゆえ

に、この出発点、法律の始まり、狙い、その最初が打つ手は肝心ではないのかなと、私

は思うものですから、前段で一般町民を対象にして、一つの例として今までやってきた

町民の森造成、それを飛躍させた方法は考えられないかと言ってきたわけですけれど

も、それについても、これからは何かの方法が考えるのかなと察するのですが、一番大

事なのは、やはり今幼稚園の子どもたちに木育とかという話ししてました。確かに私も

狙いとしては、小学校、学校、生徒含めて、これからの子どもたちにやはりそのことを
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しっかりと根づいてもらうというか、体の中にしみついてもらうくらい環境には気をつ

けていかなくてはならないのだという教えの始まりとして大事なことではないのかなと

思っております。したがって、そういう町民の、子どもたちも町民ですが、そういった

幼いというか、これから知識を広げ、大人になっていく子どもたちにやはりたばこにし

たって何にしたって、空き缶を投げるにしたって、そういった教育ももちろんですが、

環境につながってるんだということを、しっかりと町挙げて取り組んでいくという施策

が必要ではないのかと思うのですが、そういった点では環境政策課はどのように思いま

すか。

●議長（佐藤議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 厚岸町におきましては、環境重視のまちづくりを行いなが

ら、水環境を守ることによって、産業と共生しながらまちづくりを進めてきておりま

す。質問者おっしゃるとおりです。これは厚岸町のスタンスは変わりません。産業あっ

てこその町でございます。そういった中におきましては、植樹活動、平成12年から規模

が大きくなってきておりますけれども、この植樹祭も大きな町民含めた中での共同事業

としては、大きな環境に対する意義を持っている事業でありますし、春先に行われます

湿原クリーン作戦、これも自治会単位もありますけれども、湖内、湿原含めた中でのそ

ういう活動にも多くの方が参加していただいております。そういった事業の展開の中で

は、当然こういうような事業はあくまでも森林環境の部分でございますけれども、種々

の事業は厚岸町としていろいろな角度で今まで実施してきてまいっておりますし、さら

にはこの税を使った中で、有意義な使途により町民の皆様に納得いただけるような形で

当然使っていかなければならないと考えております。

それに当たっては、当然先ほど申し上げました中で、産業団体等もございます。そう

いった中では、人材育成や担い手、さらには木材利用の促進といったこともあります

し、いろいろな中でのご意見をいただきながら、きちんとした中でこの環境譲与税が使

う使途を明確にしながら、使っていければと考えておりますので、ご理解をいただきた

いと思います。

●議長（佐藤議員） ７番、音喜多議員。

●音喜多議員 教育委員会に飛び火をするわけじゃないのですが、今の質問に伴って、当

然今までも教育委員会では、今までもというか、以前は学校林を持っていて、子どもた

ちに、ただ以前の目的はいわゆるそこから収益を上げるという目的が主だった。そうい

う条例にもなっていた。しかしこれからは、そこから収益を上げるのではなくて、この

地球上の自分たちも含めて生きている者が環境に注意していかなければ未来永劫、この

地球は続かないんだという大げさな言い方になりますけれども、そういうことがるる言

われているわけです。そういった意味では、改めて子どもたちにそういう森林を通じ

て、環境というものに知るいい機会というか、関心を持ってもらう機会ではないのかな

と思うのですが、森林環境税の趣旨はそういったところにもお金を使っていいというこ
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とになっていると思うのです。私はそのように、ずっと調べてきた中では理解してきて

おりますが、そういったことについてどのように考えますか。

●議長（佐藤議員） 管理課長。

●教委管理課長（真里谷課長） 今ご質問ございました、学校林の目的も時代とともに変

化しております。当初、委員おっしゃるとおり、学校での木を植えて校舎を建てると

か、木を売って財源にするということから、環境教育や森林教育に有効に役立てていく

ということが今求められているところでございます。

今年に入って、学校林を使って初めて森林教室というのを開いております。その中で

は、町の間伐事業において、学校林を整備していただいて、そういうことをやったとい

う経緯もございます。今後もこの税の活用ということで、活用できるのであれば、こう

いう部分についてもさらに拡大をして活用していきたいと思っておりますので、ご理解

をいただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） ７番、音喜多議員。

●音喜多議員 ぜひそういった点では、検討していただきたいと思いますし、検討の上で

将来を担う子どもたちに十分環境というものを配慮の上で育んでいくんだということを

教えていただきたいと思います。

それで最後に、最後にしたいと思います。

これはやっていかなければならないわけですから、どういうやり方をしていくのか、

これから私も見ていきますし、これは各市町村がお互いに競い合うというか、知恵の出

し合いでもってどういうすぐれたやり方をするか、管理方法にしても、そういったとこ

ろのやり方も見ものではないのかなと。今まで、この法律の趣旨は今まで単なる森林を

整備するというだけではだめなんだよと。今までは今までどおりお金の投資して、それ

と別な問題でやりなさいよと言っているわけですから。その点は変わりないですね。ま

ず確認しておきたいと思います。環境政策課長はどのように思いますか。

●議長（佐藤議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） 先ほど申し上げましたとおりでございます。新たな事業等

に、当然事業量を増やす、さらには先ほど申し上げましたとおり、人材育成もあります

し、普及啓発、木育活動等もございますし、そういった中で十分にこの税を活用してい

かなければならないと考えておりますし、これは公表はあくまでも厚岸町だけではな

く、税として環境税、国民の皆様からいただくものでございます。きちんと使途、使っ

たものにつきましては、使途をきちんと明確にした中で公表をしなければならないとい

う義務も課せられております。そういった中で、国民一人一人が厚岸町の環境譲与税の

使途についても見ていただくことになりますので、こういったことをきちんと頭に入れ

ながら適切な、厚岸町にとって有意義な活用を今後検討した中で詰めていきたいと考え
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ておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） ７番、音喜多議員。

●音喜多議員 最後にしますが、仕事というか、作業を進めていく中で、所有権の確定し

てないところというか、不明確なところ、そういったものが整理しなければならないと

いう作業が先に来るのだろうと思います。そういった、当然それは仕事上やっていかな

ければならないわけですけれども、当面、当面この５年間の中で、何を優先してやって

いこうと考えているのか、それをまず聞いて終わりにしたいと思います。

●議長（佐藤議員） 環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） まずもって森林の経営管理の仕組みづくりがこれ、法律の

趣旨でございますので、いかにして適切に経営、林業経営の意欲の低い森林所有者の森

林について、市町村が仲介した中で能力のある森林経営者に再委託しながら、まずは森

林を適切に管理していただくことが大事だと考えておりますし、また、再委託できない

森林、再委託に至らない森林について、町においてどこまで管理ができるのか、これは

初めての状況でございますので、いろいろと調査を進めていかなければ、そういった計

画も立っていかないものだと考えております。まずは、先ほど出ておりますけれども、

北海道においての森林調査簿から抽出したリストにおいて、所有者の中では約200名、

面積にして400ヘクタールが現在調査簿上の中で、経営計画等に入っていないというよ

うな状況にございますので、そういったところを計画的に、一挙に200件といった中で

はなかなか進んでいかない状況にありますので、これを何年かの計画に合わせた中で、

整理を図っていくというような形で、まずは進めていきたいと考えております。これら

計画につきましても、今後新年度に向けての中で、ある程度きちんとした５カ年計画な

いし10カ年計画の中で、こういった解消をしていきながら、厚岸町の山づくりが適切に

行われるような施策を進めていきたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと

思います。

●議長（佐藤議員） よろしいですか。

以上で、音喜多議員の一般質問を終わります。

以上、本定例会に通告のありました６名の一般質問を終わります。

日程第５、議案第64号 教育委員会委員の任命の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64号 教育委員会委員の任命に

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いたします。

現在厚岸町は地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、４人の教育委員会
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委員を任命しておりますが、このうち森脇直美委員の任期が本年11月30日をもって満了

いたします。つきましては、同法第４条第２項の規定に基づき、厚岸町長の被選挙権を

有し、人格が高潔で教育、学術及び文化について識見を有する同氏を、引き続き教育委

員会委員に任命いたしたく、議会の同意を求めるものであります。

議案書12ページをごらんいただきたいと存じます。

住所、厚岸郡厚岸町梅香２丁目43番地。

氏名、森脇直美。

生年月日、昭和47年11月５日。

性別、女。

職業、無職であります。

また、森脇氏の学歴、職歴については、次のページに記載しておりますので、ご参考

に供してください。

なお、任期は同法第５条第１項の規定により、本年12月１日から４年間であります。

以上、簡単な説明でございますが、ご同意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。

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。

日程第６、議案第65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。

産業振興課長。

●産業振興課長（川越課長） ただいま上程いただきました議案第65号 損害賠償の額を

定めることについて、その提案理由についてご説明申し上げます。

議案書14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。

１、相手方は、厚岸郡厚岸町大別113番地、本庄喜久枝様でございます。

２、事故の概要は、平成29年12月25日、午前９時50分頃、町営牧場の牧場作業員が公
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用車を運転中、厚岸町大別１番地先の道道厚岸標茶線との交差点において、一時停止後

に前進したところ、太田方向から直進してきた相手方車両と衝突し、当該車両を運転し

ていた相手方を負傷させてものであります。

なお、過失割合は町が90％であります。

３、損害賠償額は、金100万7,504円であります。内容につきましては、治療費、看護

料、入院諸雑費、通院費、慰謝料であります。

なお、この事故につきましては、平成30年第１回定例会において、物損に係る損害賠

償額について議決をいただいておりますが、このたび相手方と人身に係る示談が成立し

たことにより、これに係る損害賠償額について議決をいただくというものでございま

す。

安全運転の模範となるべき立場の町職員がこのような事故を起こし、相手方を負傷さ

せ、長期間の治療が必要になりましたことについては、大変申しわけなく思っており、

深く反省いたしているところでございます。

引き続き、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。

日程第７、議案第66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。

産業振興課長。

●産業振興課長（川越課長） ただいま上程いただきました議案第66号 財産の取得につ

いて、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、町営牧場で牧草収穫時の農業機械の牽引用とし

て、また冬期舎飼作業及び夏期放牧作業時に使用するトラクターであります。

これは、町営牧場の運営の効率化を図ろうと、釧路産炭地域総合発展基金活用事業に

より新たに購入するもので、その財産の取得に当たり、議会の議決に付すべき契約及び
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財産の取得又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15ページをお開きください。

内容でございますが、１の財産の種類は、物品であります。

２の名称及び数量は、トラクター、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ありま

す。

４の取得価格は、金1,290万6,000円であります。

５の契約の相手方は、札幌市中央区北１条西13丁目４番、日本ニューホランド株式会

社であります。

16ページをお開きください。

参考として、トラクターの仕様でございますが、１として、トラクターの型式はＴ6.

180型であります。

エンジンは、水冷４サイクル６気筒ディーゼルエンジンであります。

乗車定員は、１名であります。

総排気量は、6,727ＣＣであります。

総重量は、6,120キログラムであります。

本機の全長は、4.72メートル、全高2.98メートル、全幅2.37メートルであります。

オプションとして、フロントローダーを装備し、取り外しのきく舎飼期のふん尿処理

や施設周辺の除排雪作業を行うエッジ付バケット及び牧草ロールの運搬・給餌作業を行

うロールフォークとリア球形ウエイトを装備するほか、急傾斜での安全性を確保するた

めリアダブルタイヤ仕様としております。

２として、納入期日につきましては、平成31年３月25日であります。

３といたしまして、型式図につきましては、17ページをご参照いただきたいと存じま

す。

なお、参考資料といたしまして、８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、簡単な説明でありますが、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）
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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。

日程第８、議案第67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（水上課長） ただいま上程いただきました議案第67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18ページをお開き願います。

議案第67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ございます。

この工事は、町営牧場におけるＢＶＤ（牛ウイルス性下痢・粘膜病）の陽性牛の増加

を防ぐため、入牧牛のＢＶＤ検査の結果が判明するまで隔離しておく隔離牛舎に付随す

るパドック等の建設を行うものでございます。

契約の内容でありますが、１、工事名、町営牧場大別団地隔離牛舎パドック新築工事

（土木工事）。

２、工事場所、厚岸町大別。

３、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ございます。

４、請負金額、金9,774万円。

５、請負契約者は、ホクホウ・山﨑経常建設共同企業体。代表者が、厚岸郡厚岸町真

栄２丁目260番地、ホクホウ建設株式会社。構成員として、厚岸郡厚岸町白浜３丁目３

番地４、山﨑土建有限会社でございます。

19ページをごらんください。

参考といたしまして、工事概要でありますが、パドックは３カ所に分かれていて、パ

ドックＡの面積が392.85平方メートル、パドックＢ面積850.44平方メートル、パドック

Ｃ面積539.08平方メートル。

構内舗装、車道部分が面積1,386.10平方メートル、車道以外の一般部の面積が169.64

平方メートル、敷砂利、面積478.12平方メートル。

汚水をためるラグーンは２カ所あり、ラグーンＡの容量が64.5立米、ラグーンＢの容

量は129.4立米。

堆肥盤も２カ所あり、堆肥盤Ａ面積は77.68平方メートル、堆肥盤Ｂは面積202.80平

方メートル。

給水設備一式、電気設備一式となっております。

工期でありますが、着手は契約締結日の翌日、完成は平成31年３月29日とするもので

ございます。

３、参考図面として、位置図、平面図、標準施工断面図を説明資料として添付してお

ります。
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20ページをお開き願います。

今回の工事の施工位置を示した位置図であります。

大別の町営牧場から西側に約250メートルの位置となります。

21ページをお開き願います。

今回の工事の平面図でありますが、図面の中に幾つかの斜線部分、これは別途行う建

築工事を示しております。図面中央の隔離牛舎部分は昨年度施工済みとなっておりま

す。

図面の右上が出入り口となっており、牛を入れる際にはまずここを通り、右下に示し

ているパドックＣに入ります。ここで計量、検査を行い、搬入した群れごとに隔離牛舎

に移動します。

その後、運動場となるパドックＡ、また受け入れ時期が異なる群れがある場合にはパ

ドックＢと分けることになり、パドックＡは60頭、パドックＢは120頭を想定した大き

さとなっております。

これらの施設から排出されるふん尿等は、隔離牛舎の左右につくられる堆肥盤に集め

られ、そこから出てくる汚水は図面右上のラグーンＡと図面左下のラグーンＢへ、それ

ぞれ集めるよう配置しております。

各施設への通路部分は、維持管理を考慮してアスファルトや敷砂利による構内舗装と

しております。

22ページをお開き願います。

各部分の標準施工断面図を示しております。

まず左上、パドックと堆肥盤の断面図でございます。構成は鉄網を入れたコンクリー

トが厚さ12センチ、その下、下層路盤工20センチ、凍上抑制層23センチ、合計55センチ

となります。

次に右上、ラグーンの断面図でございます。図のように、掘り込んだ形状とし、厚さ

１ミリのゴムシートで囲う構造となっております。また周りを高さ２メートルのシカ防

止柵で囲います。

下には構内舗装の断面図を示しております。左の図が舗装部分で、車両が通る車道部

が密粒度アスコン３センチ、アスファルト安定処理５センチ、下層路盤工15センチ、凍

上抑制層27センチ、合計50センチとなり、その他の一般部分が密粒度アスコン３セン

チ、下層路盤工15センチ、凍上抑制層12センチ、合計30センチとなります。

右の図は、敷砂利で20センチの砂利となります。

なお、別途お手元に参考資料としまして、８月21日に行い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が、ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願

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。

１番、大野議員。
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●大野議員 ちょっとお聞きしたいのですけれども、まずこの建設するパドックに給水施

設ってどこに、多分昨年つくった隔離牛舎って給水施設ないですよね。だけれども、こ

こに給水施設って書いているのですけれども、図面上にないから、どこら辺につくのか

な、が１点と、パドックの外側、構内通路、アスファルトにしたのですけれども、アス

ファルトのほうがやはりせっかくつくるのに耐久性がないんじゃないかな。全面コンク

リートにしたほうが、お金はすごい違うのでしょうけれども、何かこれ理由あるのか、

ないのか、ちょっとお聞きしたかったのですけれども。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） 貴重な時間申しわけございません。

まず１点目、給水設備、これについては、パドック今回Ａ、Ｂ、Ｃ、３カ所ございま

す。この各パドックすべてにおいて、給水詮を設置いたします。また、堆肥盤Ａ、この

Ａの部分についても給水の設備を設置するという計画となってます。

また、そのアスファルトをコンクリートの使い分けでございますけれども、今現在、

構内舗装となっている場所が、今現在すべてアスファルトとなってます。基本的にトラ

クターのバケット等でふん尿であるとか、その辺をとる場所については、これはコンク

リートでございますけれども、それ以外、要は車両が主として通る場所、これについて

はアスファルト舗装という使い分けをしているところでございます。

●議長（佐藤議員） １番、大野議員。

●大野議員 課長言ったって、つきますは分かったのですけれども、どこにつくのかが分

からないのですけれども、つけていただきたいのは必要なものですからそうなのですけ

れども、邪魔にならない掃除のしやすいところにトラクターぶつけて壊れないような場

所に、ちゃんと設置していただきたいのと、多分隔離牛舎とパドックって、常に行った

り来たりできるように自由にあれさせないのですか。構内舗装していて多分遮断しちゃ

って、昼間だけ外に出して夜は、そういうことはないとは思うのですけれども、どうい

う管理の仕方をするのか、ちょっとわからないのですけれども。それで多分、私はコン

クリートにしたほうがよかったんじゃないかなと。耐用年数も全然違うので、こうやっ

てやっている以上、変更のあれはないとは思いますけれども、やはりせっかくつくる施

設、そうやってどうもアスファルトってイメージ的に長もちしないイメージがするの

で、ちょっと考えていただきたかったな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（水上課長） この牛の動きでございますけれども、この構内舗装と書いてい

る場所すべてが、要はその牛が通るということではなくて、この隔離牛舎とパドック、

これを最短距離で結ぶルートで牛の行き来がされるということなものですから、それ以

外については維持管理上の車両が通行するという内容でございます。（「これで３回目
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だよね」と発言する者あり）

●議長（佐藤議員） １番、大野議員。

●大野議員 だから、最短は分かるのです。ということは、扉か何かで管理車両通行止め

にして牛渡すような仕組みにしますよね。そうしたらアスファルトの上、牛渡って、そ

れもふん尿で劣化しないのですかという意味ですよ。

●議長（佐藤議員） 休憩します。

午後２時７分休憩

午後２時12分再開

●議長（佐藤議員） 再開します。

建設課長。

●建設課長（水上課長） まずアスファルト舗装の使い方でございますけれども、今回こ

の施設を設計するに当たって、北海道、国の基準をベースにパドックの厚さであると

か、舗装の厚さを決定しております。今回、通路部分については、パドック以外につい

ては、舗装で施工をするという、その基準があったものですから、この基準に沿って設

計を行ったところでございます。

●議長（佐藤議員） 課長、ちゃんと答えてないわ。ちょっと休憩するから、ちょっと質

問の趣旨教えてやって。

午後２時13分休憩

午後２時18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（川越課長） 貴重なお時間、大変申しわけございません。

あくまでもこれは補助上のやっぱり基準がございまして、どうしてもこの形で行くと

いうことになりますが、私どもは町営牧場の運営に当たっては、当然アスファルト舗装

の部分、コンクリートと比較しますとやわらかいときもありますけれども、この部分に

つきましては細心の注意を払いながら、できるだけ長もちさせられるように運用させて

いただきたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
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●議長（佐藤議員） 他にございませんか。

８番、南谷議員。

●南谷議員 １番大野議員が聞いてくれたので、おおむね理解をしたのですけれども、２

点だけお尋ねをします。砂利の部分なのですけれども、敷砂利というのですか、面積か

らいくと、この図面見て僕ちょっと理解できなかったのですけれども、Ｌ字になってい

る部分、この部分だけが敷砂利になるのかなと理解したのですが、それでよろしいです

か。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） 基本的に今質問者、質問ございましたＬ字と、あとラグーンＡ

と書いている左のほうに、要はひし形で一部、このラグーンＡと書いている左のほうに

ひし形で敷砂利と書いている部分が砂利となってます。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 大変丁寧な図面、懇切丁寧な図面だなと理解しました。先ほどの説明で、別

途発注、斜線の部分は建設工事となっておるのです。この図面最初、一番先に見たとき

に、土木工事なのに建設工事かなと思ったのです、一瞬。それで、恐らくこれは今回議

会の議決が必要なのは9,774万円ということなのでしょうけれども、別途発注工事、5,0

00万円以下は議会の議決を必要にしない部分、この部分が記載されていると理解をさせ

ていただきました。この内容について、説明をできる範囲でし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（水上課長） 今回この議案で上げさせていただいているのは、あくまでも土

木工事。今質問者言われました、この建築工事でございますけれども、この図面の中で

堆肥舎Ａ、Ｂ、この建物、要は四角く書いて斜線を引いている建物でございますけれど

も、堆肥舎Ａ、Ｂ、それと右下のほうに計量室、このパドックＣの中に、計量室という

書いているもの。それとパドックＡ、この捕獲場と、パドックＢの中の捕獲場、この、

要は斜線で書いている部分が建築工事として発注しております。

この発注時期でございますけれども、入札は８月21日、５社の入札で行っておりま

す。契約金額2,700万円。請負者は共和建設工業所でございます。（「工期はいつまで

ですか」と発言する者あり）

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） 着手が８月24日、完成は31年３月29日までとなっております。
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（「いいです」と発言する者あり）

●議長（佐藤議員） 他にございませんか。

５番、竹田議員。

●竹田議員 前々から不思議に思っていたことだったのですけれども、こういう工事の発

注、入札に当たって、これが土木工事なんだということの認定をする意味合いというの

ですかね。これ例えば、小学校が新築されました。この小学校が新築されたときの基礎

工事の金額、小学校の入札にあっては建築工事とされました。そのときに、基礎工事も

建築の建築がやってます。建物も上物も建築がやってます。下工事については土木工事

だということの認定する意味、その理由というのですかね。仕分けの仕方、これが僕ら

にはよくわかってないのですよ。下工事の基礎工事という、この類いのものであれば、

学校についての基礎工事は建築が請けて一括でやっているのですよね。それが金額で仕

分けられているのか、どんな内容で仕分けられているのか、教えてください。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） 今回の土木工事でございますけれども、建築工事は建築工事

で、基礎から上物から、これはすべて建築工事、それ以外の周り、一般的に要は土木と

呼ばれる部分については土木工事という線引きをして、あくまでも建物は建築、その周

りは土木工事という形です。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●竹田議員 その仕分けは、何かの条例とか何かによって仕分けきちっとされているので

すか。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） 工種にもいろいろあって、建設業法の中で土木工事とはこうい

う工種、建築工事はこういう工種という内容で分かれておりますので、今回の土木につ

いては、その工種が土木工事に該当するということなものですから、土木で発注をやっ

てます。

●議長（佐藤議員） 竹田さん、いいのですか。終わり。

４番、石澤議員。

●石澤議員 パドックＡとＢの形というか、こういう設定をした意味はどういうことがあ

るのでしょうか。
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●議長（佐藤議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（川越課長） お答えさせていただきます。

Ａの部分とＢの部分のつきましては、それぞれ頭数が、最初の説明にもございました

けれども、分かれております。それぞれ昨年度完成しております隔離牛舎との行き来が

できる中で、隔離牛舎はそれぞれ３分割できることになっておりますので、それぞれの

頭数見合いの部分もありますし、それぞれパドックに備えつけのスタンチョン、これら

についての数も検討しながら、このような形でパドックＡについては60頭、パドックＢ

については120頭規模で設計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） ４番、石澤議員。

●石澤議員 農家の感覚でいくと、この下の部分、構内舗装ってなってますけれども、下

の部分はもうすぱんと切ってしまって全部使うという感じになるのですが、何か形をつ

けてわざわざ周りをぐるぐる回るような舗装の状態にしているのですけれども、何かも

ったいないような気がするのですが、何かやっぱり何か理由があってということです

か。

●議長（佐藤議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（川越課長） お答えさせていただきます。

この真四角ではなく、パドックの角が落ちているという形につきましては、作業効率

上、どうしても角がありますと、機械等が回れない、そういう部分もございますし、１

頭当たりの面積が決まっているということで、その面積を満たしつつも作業効率、機

械、除ふん等に係る作業、それと牛がスタンチョンに着いたときにすべてうまく収まる

ような形でその角を落としているというような状況でございます。

●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 ということは、このパドックの周り全部これスタンチョンつくるということ

ですね。

●議長（佐藤議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（川越課長） 構内舗装の部分につきましては、餌を給餌する際に機械が

ぐるっと回りながら、スタンチョンがこの21ページの図面で申し上げますと、パドック

Ｂであれば上のほうに二重線になっている部分が、これが四隅、四つ角以外につきまし

てはスタンチョンが配置されております。ですので、四隅を落としている部分について

は、機械が作業する上で必要なスペース、それとパドックの外側の外周の構内部分につ

きましては、餌を機械等で給餌する際に必要なスペースということになってございま
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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。

日程第９、議案第68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（水上課長） ただいま上程いただきました議案第68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23ページをお開き願います。

議案第68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であり

ます。

床潭地区、末広地区区間の現状は、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分かっております。

その中を縫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であり、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、地すべりの危険性が確認されている箇所の対策として、地すべりの原因と

される地下水を低下させる工事を行うものでございます。

契約の内容でありますが、１、工事名、床潭末広間地すべり対策工事。

２、工事場所は厚岸町末広。

３、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、町内外

を含め７社の参加によるものでございます。

４、請負金額、金6,156万円。

５、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。
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24ページをお開き願います。

参考といたしまして、工事概要でありますが、集水井工が１基、直径3.5メートル、

深さ7.5メートル、横ボーリング工が19本、削孔径90ミリ、１本当たりの長さ25.0メー

トルから95.0メートルで、総延長1,229.0メートル、排水ボーリング工１本、削孔径135

ミリ、延長90.0メートルとなっております。

工期でありますが、着手は契約締結日の翌日、完成は平成31年３月29日までとするも

のでございます。

３、参考図として、位置図、平面図、断面図は別添資料のとおりでございます。

25ページをお開き願います。

施工の位置でありますが、図面中央下、床潭地区と末広地区の間の黒く示した部分と

なります。

26ページをお開き願います。

図面上部、①平面図をごらんください。

図面左が床潭地区、右が末広地区となっております。

図面中央の点線で囲った部分に示している扇状の線、２カ所ございますが横ボーリン

ゴ工で、左側の扇状の起点部にある丸を四角で囲っている箇所が集水井工、そこから右

下に伸びている破線が排水ボーリング工となります。

図面下、②断面図をごらんください。

中央に集水井工を示しており、そこから左側に横ボーリング工により地下水を集め、

図面右側の破線で示している排水ボーリング工を通り、幌満別川まで排水します。ま

た、排水ボーリング工の出口付近にも横ボーリングを行い、集水井工より下側の地下水

を排除する構造となります。

なお、別添、お手元に参考資料としまして、９月３日に行われました指名競争入札結

果を配付され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が、ご審議の上、ご承認を賜りますようよろしくお

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。

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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日程第10、議案第69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（水上課長） ただいま上程いただきました議案第69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27ページをお開き願います。

議案第69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。

避難場所に指定している御供山展望台に通じ、避難経路に指定している御供山観光階

段の経年劣化が進み、補修を行いながら使用してきましたが、これ以上の維持は難しい

ため、新たに避難階段の建設を予定し、平成29年度から事業着手したものであります。

契約の内容でありますが、１、工事名、御供山避難階段製作。

２、工事場所、厚岸町松葉。

３、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。

４、請負金額、金１億4,580万円。

５、請負契約者は、厚岸郡厚岸町白浜４丁目30番地、株式会社ナリテツであります。

28ページをお開き願います。

参考として、工事概要でありますが、避難階段工場製作一式、延長176.60メートル、

幅員1.50メートル、鋼管杭22本、直径400ミリ、長さ5.5から11.0メートルとなっており

ます。

２、工期でありますが、着手は契約締結日の翌日、完成は平成31年３月29日までとす

るものでございます。

３、参考図面として、位置図、平面図、縦断図、標準断面図、側面図は別添資料のと

おりでございます。

29ページをごらんください。

今回の避難階段の設置予定位置は、図面中央やや左側の丸で示した位置となります。

30ページをお開き願います。

平面図でございますが、図面の上を北として配置し、上が厚岸大橋側、下が国泰寺側

となります。

町道松葉町横12の通りの右側から始まり、図面右側の御供山避難場所まで結んでいる

太線で示している部分が新設の避難階段を示しており、全体延長380.10メートル、その

うち、図面左側のジグザグの部分が階段形状となります。

31ページをお開き願います。

図面上に縦断図を示しております。避難経路全体380.10メートルのうち、左側の階段

部分176.60メートルが今年度工場製作部分となります。階段から下に伸びている線は基

礎となる鋼管杭で、支持層まで打ち込み階段の安定を図るものとなります。

階段工は長さ176.60で、高さは65.55メートルとなります。

左下が階段部分の標準断面図となっております。階段の幅は人が十分すれ違える1.5
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メートルを確保、両側に1.10メートルの転落防止柵を設置します。また、階段は鋼管杭

で支えられますが、接続部分は設置時の加工が必要となるため、来年度を予定しておる

設置工事の中で製作を予定しております。

図面右下が階段の１段当たりを拡大したものとなります。

１段当たりの構造は、長さ、踏み込み幅0.30メートル、高さが0.15メートルで20段と

なります。また、１段ごとに踊り場を0.90メートル設け、その下に5.5から11メートル

の鋼管杭で支える構造となります。

なお、別添、お手元に参考資料といたしまして、９月３日に行いました指名競争入札

結果を配付され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。

８番、南谷議員。

●南谷議員 本件につきまして、私一般質問をしておりました。

本年度は設計段階だと、実質設計をして部材の発注というのですか、そういうことで

実質現地には、現場のほうには工事が着工されないということで、なかなか町民には見

えない部分なのでございますが、ここまで進んで取り組んでいただけたということにつ

きましては、敬意を表するものであります。

お尋ねをさせていただくのですが、この30ページの図面を見ますとですね、現在の道

路から見ると、通路から見ると、かなり入り口もそうですけれども、入り口の部分はお

おむね同じなのですね。ですけれども、入り口のもうちょっと、もうすぐ現道と大分上

のほう、高いところの道路に、その70％も80％も現在の道路と違うコースになっており

ます。こういう工事になった背景について、お尋ねをさせていただきたいと思います。

それから、当初から一般質問でもしておりました。町内の方、近隣の方はここに避難

階段があるということは、よく重々わかっておると思いますが、町外の方や若竹岸壁に

係留している外来船の乗組員、さらには観光客など、観光目的でも使いますし、いざと

いうときの避難階段でございますから、松葉通から避難道としてわかるような階段の設

置というものを、僕も一般質問で強く要望しておりました。

この辺について、この図面ですと、全く従来と同様の入り口になっております。実際

に松葉通から、ここに避難階段がありますよというのは、看板が一つくらいあるわけ

で、わかりにくい状態なのですよね。この辺について、どのような検討をされ、もし不

可能であれば、何らかの私は対応がいると思うのですが、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） まず１点目の位置的な問題です。

現在ある階段及び通路とルート的に相当変わってきます。この位置、決定する際に



- 135 -

は、地盤の状況であるとか、あと延長、要は避難路としての全体の延長、さらには金額

等検討してきました。検討段階では、３通り検討しております。その結果、延長の関

係、それとあとこの地盤、傾斜のきつい場所に今度階段設置されることになるのですけ

れども、そこの中に杭を打つ構造となります。そのときの地盤の状況などを見て、比較

的安定している地盤の場所に杭を打って土台を安定さすという、地質調査の結果から現

在のルートとなっております。

またその金額については、３通り考えておりますが、一番安いルートであるという結

果も出ております。

２点目、階段を設置したときに、松葉町通から階段方向、御供山見たときに、どうし

ても右側の住宅の影に階段がなってしまうと。今質問者言われたとおり、まずそこに避

難階段があるんだという、要はそこで人を誘導するための標識であるとか、要は現在御

供山展望台入り口という大きな標識が建ってます。松葉町通を走れば、あの標識を見て

曲がれば御供山展望台入り口だとはわかりますけれども、避難階段だということが、そ

こではちょっとわかりにくいのかなと。そうなったときに、あの板をもう少し、そこに

行ったら階段がありますよというように明確にして、避難者を誘導するようなことも検

討しなければならないのかなと考えてます。

今年は工場製作、来年はつくったものを現場で設置をするという計画でございますの

で、来年中にはその辺の避難場所に誘導するような対策も並行して検討してまいりま

す。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 まず１点目なのです。安けりゃいいというのは僕はいかがかなと思うのです

よね。やっぱり避難階段ですから、安心なもの、地盤とか、それでなければやっぱり第

一だと思うのですよ。それから、やはりこういう時代です。避難階段としても使うので

すけれども、観光面でも非常に立地条件のいいところだと思うのですよ。だから、今ス

マホの時代です。でも人間ってスマホでは見るのだけれども、僕もあちこち旅行するの

だけれども、近くまで行って魅力を感じなければ、遠ければ行きませんよ。やっぱり行

ってみたいな、近くに行って車止めて行ってみたいなという意欲がなければ行かないの

です、旅行中は。やっぱりそばまで行って入り口が何か寂しくて、倉庫の陰だよといっ

たら上りませんよ。先っぽが見えないわけだから。やっぱり、ましてあそこは道路から

直面して、コンクリートの壁です、山で。これでは何もないように見えるのです。だか

ら、あの壁もやっぱり一工夫するとか、やっぱり今課長言われてましたように、誘導す

るようなきちっと配慮をしていただきたいなと思います。また、これからの事業、選ん

でやっていかなければならないと思います。せっかく設備投資なりやっていくのであれ

ば、金額だけではなくて、そのやることによってやっぱりリピーターなりそういう人た

ちが利用してくれることによって、あの何倍にもなって返ってくると思うのですから、

そういうことはやっぱりしっかり取り組んでいただきたいと思いますが、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（水上課長） ちょっと先ほどの説明でちょっと誤解を与えてしまったのは、

安かったからこの方法をとったとは言ってないつもりだったのです。いろいろな方法を

検討した結果、やっぱり要は速やかに、要は上のほうに上る、延長の問題もあります

し、地盤の問題もあるし、その中には当然お金の問題もある。トータルで考えて、現在

の位置が一番いいという、決して安いから今回の方法をとったという説明はしてなかっ

たと思います。

あと２点目でございます。やっぱりせっかくつくる以上、せっかく厚岸町に観光に来

た方、また船に乗ってこられた方、要は速やかに要は避難できるような誘導の対策につ

いても、来年度は十分検討してまいります。

●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 当然国の防災の関係でこの階段に補助が入っているかと思います。入ると

したならば会計検査院の検査の対象になるのかどうなのかということが一つと、それか

ら、杭含めて階段の材質が何もない。腐るような鋼材使ったのでは５年や10年はもつの

でしょうけれども、例えばもう一度塗装し直ししなきゃいけないだとか、で問題は、材

質は何を使う、基準にしてというか、確認して、今回の発注に至るのか、その辺はどの

ように。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） この事業は緊急防災・減災事業債、これを活用した事業でござ

います。一般的に国の要は補助というのではなく、起債としての検査は出てくるのかな

とは思います。

まず今回の階段の材質でございますけれども、鋼材、まずはその鋼材もなるべく腐り

にくいということで、厚目でかつ要は表面にメッキをすると。そしてメッキをした上で

最終的に表面に色をつけると。絶対に腐らないわけでもないのですけれども、相当長も

ちする材料だとは考えてます。

●議長（佐藤議員） ７番、音喜多議員。

●音喜多議員 やはりそうしてもらわなければ、あのかいわいの人、余り木の陰とかで腐

るよと、鉄を使うと腐るよという心配されているというか、当然ものによっては状況に

よっては、鉄といえども腐るというか。そんなことをちょっと心配する向きがありま

す。そんなことから、やはり相当吟味した、例えば国の開発局の基準でいけば道路あた

りに使う鋼材、あれなんかもかなり丈夫なというか、そういったものが対象になってま

すけれども、当然プロというか、鋼質のプロはいないのだろうけれども、そういう説明
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はきちっと受けた上でこれにするという指定なのだろうと思うのですが、業者の指定で

決めたのか、あるいは自分たちで調べてこういう、当然価格も違ってくるでしょうけれ

ども、そういう決め方をしたのか、その辺はどうなのですか。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長 設計業務を発注するに当たって、当然コンサルと、これと私たち厚岸町、こ

れがお互い協議をして、少しでも要は丈夫で長持ちをして、かつ一般的に使われている

というか、補助事業でも一般的に使われている材質はどういうものだろうかと。今回の

鋼材に関しても、町のほうからの要望であって、要は今あるのか、木材を使うという発

想は全くございませんでした。

あと、この材質についても、要はコンサルというのは、こういう要は海岸の町であっ

たり、あとは山、地域によってもどういう材質を使うと、要は長くもつという知識は持

ってますので、その辺の意見を聞いた中で、今回この鋼材に決定したというものでござ

います。

●議長（佐藤議員） 他にございませんか。

６番、室﨑議員。

●室﨑議員 皆さんいろいろ聞いているから、簡単にお聞きしますが、御供山の今回の図

面、平面図では、避難場所となってますが、これ今まで御供山の展望台と言ってました

ですね。現在、階段が危なくなってきている現在のこのルートの施設、これはもう相当

前につくられたもので、当時の発想としては避難場所というよりは観光施設、あの山の

上の高いところのいい景色を手軽に見ることができる施設という意味合いが非常に強か

ったと思うのです。

ちょっと今回はそういうわけで、施設に対する、何というのですかね、基本的な考え

方が変わっているとは思うのですけれども、この平面図でもって見ますと、既設避難路

という字が真っすぐ北側、上側に伸びてますよね。それで、ここで折り返すような形に

なっているのですが、これはちょうどそこの岩の先という崖の上に出てくるわけです

よ。そうして非常に景色のいいところなのですよね。そういうのが今回は全く違うルー

トを通って、避難場所まで行くことになるのですけれども、この山の上に上がってか

ら、そういう景色のいいところに抜ける道というのはまた別に、そういう観光用という

かな、そういうもののためにこの後考えていくことも可能であると考えておいてよろし

いですか。

それから、今回黒い線でずっとつくっているところは、町有地だけではないですよ

ね。そういうものについては、もちろん所有者との話し合いはついているのだろうと思

うし、賃貸借か何かでもって、ここのところの使用権を町が持つのか、あるいはここの

部分だけ買い取るのか。そういうようなことについてはどのようになってますでしょう

か。

それから、階段の設置するという話が出てから、町民の間にも景観を重視する人、あ
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るいは健常者だけが上がるわけじゃないので、避難ということになると。手すりの構造

だとか、そういう点でもってお年寄りや障がい者の方が、特に冬期間なんかはいろいろ

な問題出るとは思いますけれども、少しでも避難がスムーズになるような構想を考えて

もらいたいという声もあったのですけれども、そのあたりの配慮というのはどういうふ

うになっているでしょうか。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（松見課長） 私からは用地の関係と、それから景観についてと、それと誰に

でも使いやすい階段になるのかという部分でのお答えをさせていただきたいと思いま

す。

まず用地ですけれども、私有地を購入する形で現在地権者と折衝済みであります。購

入のほうに向けて今後は価格面の交渉ということで進めております。

それから景観でありますけれども、これも町民の方にも色などもちょっと参考にちょ

っとお聞きをさせていただきながら、現在考えているのは、例えば厚岸大橋のように、

ああいう奇抜な色がいいのかどうなのか。山の中に橋ができるわけですけれども、それ

よりも多くの意見はやはり景観になじんだ色がいいのではないのかなという意見が多く

ありました。そんなことで、現在は茶色系で考えておりまして、今後業者が決まった後

に具体的な茶色系のどのぐらいの濃淡でいくかという詰めに入る予定でございます。

それから、さまざまな人が使うわけですから、いろいろな手すりは当然今はつけてい

くということなのですけれども、まず一番大事なのはやっぱりお年寄りが上りやすいの

がやっぱり階段の勾配というのですかね、勾配でも、例えば普通の自宅の階段であると

蹴上げの高さというのは大体25から30センチぐらいあると思います。これはちょっと健

常者でも相当疲れます。今回この階段非常に長いものですから、できるだけ余り力を使

わず上がっていくのには、今回の設計では150ミリと、ですから普通の家の階段の高さ

の半分くらいなのかなとすると、太ももに係る力が大分要らないといいますか、スムー

ズにいけるということが設計されております。

あみかの階段では120ミリなのですけれども、それ以上低いのですけれども、そこま

ではちょっといきませんでしたけれども、150で何とかスムーズに行けるだろうという

ことを考えております。

それから、目の見えない方もおります。その方はやっぱり転落防止柵が重要でありま

すから、やっぱり手で感覚を触って上っていくわけですから、飾りなんて要らないと。

いわゆる突起物があってはならないということで、一直線でずっと触っていって障害物

のないような形、また踊り場もなくてはだめだと、そういうようなことを聞いた中で、

今回設計ができ上がってるなと、私は判断をしているところでございます。

●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） 御供山の展望台、既存の施設ございますけれども、

そこにもアクセス可能なルート設定ということになっておりまして、幹線は通常どおり
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利用できるという見込みでございます。

●議長（佐藤議員） まだありましたか。

６番、室﨑議員。

●室﨑議員 わかりました。いろいろと配慮していただいているということがわかりまし

たので、よろしくお願いしたい。

それから、展望台という言い方だったのですが、ちょっと確認でお聞きしますが、こ

の図面でいうと、今の新しくできるルートから大きく外れた北側、上側ですね。そこの

ところにもとは一つ展望台があったのですよ。展望台というか、見晴らしができる場

所。何とかのチャシというふうに、あそには看板が出てましたね。ちょうどあそこはし

しおどしというのですか、シカだとかいろいろなものを先住民族が追い込んで、その崖

から下に落とすのですね。その狩りをやった場所なのだそうですが、非常にいわゆる奔

渡の上にいますから、湖内のほうが一望開けて非常に景色のいいところでした。そうい

うようないわゆる何というのですか、今はやりの言葉でいうとビューポイントとでもい

うのですか。そういうものが御供山にはあるのですよね。せっかく観光ということを考

えれば、そういうところも生かすような、ちょっと散策すればそっち行けるよというよ

うな、前はそういうことを考えてこっちのほう回してたのではないかと思われるので

す。これは今の避難階段の問題とは、ちょっと別なのですけれども、この平らなところ

まで来たときには、そういうようなものを生かすことも必要でないのかなと。せっかく

上まで上がって、厚岸までみえた観光客だとかそういう方が景色を楽しむのであれば、

そういうようなことも考えていく必要があるのではないかと。これはこの避難階段をつ

くった上にプラスアルファの問題ですから、今この議案そのものの問題ではないのはよ

くわかりますけれども、可能性としてはそういうことも考えていただきたいなというこ

となのですけれども、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） 鹿落としのチャシのことおっしゃってますけれど

も、それを観光的要素としてこのルートの中でまた活用していけないかというご質問で

すけれども、まずは文化財としての管理の視点がまず大事だと思います。文化財も最近

では観光的要素として注目されているところでもございますから、これは所管する教育

委員会とどのような見せ方ができるのか、その前にどのようにここに行けるのか、新し

いルートにおいてですね。そういったことを検討してまいる中で、完成に向けて準備し

ていきたいと思っております。

●議長（佐藤議員） 他にございませんか。

５番、竹田議員。

●竹田議員 今回は380.1メートルなのですけれども、既設の避難路は何メーターあった
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のか、比較の距離を教えていただきたいのと、あとは鉄骨の塗装なのですけれども、腐

らないものをと言っているのですけれども、塗料の正確な名前ですね。通常一番長もち

されている塩害塗料というか、そういうのを使う場合は、亜鉛ドブメッキというふうに

使うのですけれども、その言葉が出てこないので、どういう塗料を使うのかがわからな

いということで、まずその塗料というか、塗装を施す名前を教えていただきたいのと、

それから、既設の避難路についての始まりから終点までの距離プラスどのくらいの一般

の方が上がって、到着点までどのくらいの時間をかかるのか。それと今回新しく設定す

る部分については、およそどのくらいの時間を要しててっぺんまで上れるように設計し

ているのか。その比較を教えていただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） 休憩します。

このまま休憩に入ります。

再開は３時40分。

午後３時12分休憩

午後３時40分再開

●議長（佐藤議員） 本会議を再開いたします。

建設課長。

●建設課長（水上課長） まず初めに塗装の関係でございますけれども、今回鋼材に亜鉛

メッキドブづけを行います。

既設の延長420.11メートル、新しい今度避難階段380.1、約40メートル短くなりま

す。

避難にかかる時間でございますけれども、私が上った限りでは既設は約10分ちょいか

かりりました。今回今度階段もある程度同じような形状になり、また延長も40メーター

短くなりますから、私が上ればきっと10分程度かなと。しかし、いろいろな方がおりま

すので、15分から20分かなと想定してます。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●竹田議員 亜鉛ドブづけメッキということなのですけれども、亜鉛ドブづけメッキ、ミ

リ数というのですかね。厚みによって耐用年数が全然違ってくるわけなのですけれど

も、日本の今の技術で亜鉛ドブメッキ、厚く塗ると耐用年数は80年と、おおよそされて

ます。

今回の亜鉛ドブづけメッキについては、設計上耐用年数はどのくらいと位置づけして

いるのですかね。

●議長（佐藤議員） 建設課長。
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●建設課長（水上課長） 一般的に亜鉛のドブづけと言われるもの、町の中であれば大型

の標識であったり、あとは道路の照明がＺ55と呼ばれるもので１平米当たり550グラム

のメッキ量が付着されるということです。

今ちょっと耐用年数、ドブづけの場合は80年ですか。今回もそのドブづけというメッ

キ量になりますから、80年程度は、維持管理を行っていけば間違いなくもつだろうとは

考えてます。

●議長（佐藤議員） ５番、竹田議員。

●竹田議員 あと、既存の木道になるのですかね、ほとんど木ですよね。これらについて

はできた後に撤去をするのか、それはそのまま朽ちるまで投げておくのか、その辺はど

うなのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） あくまでも工事をすることになって不要になったものについて

は撤去をするという考えでございます。

●議長（佐藤議員） 終わり、３回。ごめんなさいね。

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。

日程第11、議案第70号 平成29年度厚岸町水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ

いてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

水道課長。

●水道課長（遠田課長） ただいま上程いただきました議案第70号 平成29年度厚岸町水

道事業会計未処分利益剰余金の処分について、その提案理由と内容についてご説明申し

上げます。
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議案書の32ページをお開き願います。

この提案は、平成29年度厚岸町水道事業会計における未処分利益剰余金を処分するこ

とについて、地方公営企業法第32条第２項の規定により、議会の議決を求めるものであ

ります。

地方公営企業法の一部が改正され、予算、決算の会計処理などの取り扱いが変わった

ことについては、これまでも何度か説明しておりますが、この改正に伴い、利益の処分

は条例または議会の議決により行うこととされました。

また、この改正に伴う総務省の見解では、利益の処分に関し、決算の認定の議決とあ

わせて利益の処分の議決を受けることは差し支えないとされていますが、同時に利益の

処分が議会の議決の対象であることを明確にすることが望ましいとの見解が示されてお

りおります。そのため認定を求める決算書の中に議決を求めるべき利益の処分に関する

内容が混在するより、議案として議会の議決の対象であることを明確にすべきとの趣旨

に沿った取り扱いとするには、別議案としたほうがよりわかりやすいとの判断から、本

件を別に提出するものであります。

水道事業会計の会計運営については、平成29年度に水道料金を改定した際の経営審議

会の審議や答申で、経営改善方策の一つとして、人口減少などで給水収益の減少が見込

まれる中、今後増加する施設整備の財源を従来のように企業債に依存すると、多額の支

払利息や元金償還が今後の経営を悪化させる要因の一つとなるため、利益を積み立てた

内部留保を活用し、企業債残高を抑制する必要があるとされました。

この方策を前提に水道料金の算定がなされ、改定に至った経緯から、今般会計制度の

見直しにより、積立金を取り崩して未処分利益となったものは、事業運営に必要な資産

に充てられたことから、資本金に組み入れ、残りの一定額を積立金に積み立て、企業債

の借り入れを減らすことができるよう、審議の経緯に沿った処分をするとともに、欠損

金が生じた場合の補填財源も確保できるよう、未処分利益剰余金の処分をしようとする

ものであります。

処分の内容についてでありますが、平成29年度厚岸町水道事業会計における当年度未

処分利益剰余金6,792万8,950円のうち、2,900万円を建設改良積立金に積み立て、800万

円を資本金に組み入れ、残余の3,092万8,950円を繰り越すとするものであります。

この結果、企業債の借り入れを減らすことができるとともに、災害や突発的な施設修

繕など緊急的な対応が必要となり、収益的収支に不足が生じた場合に、それを補填する

ことができる繰越利益も確保することができます。

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。
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お諮りいたします。

討論を省略し、本案は原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり決しました。

日程第12、議案第71号 厚岸町立保育所条例及び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71号 厚岸町立保育所

条例及び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、その提案理

由及び内容についてご説明申し上げます。

議案書の33ページでございます。

このたびの条例改正は、子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令及び子ど

も・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令が本年８月31日に交付され、９月

１日から施行されたことに伴うもので、改正点としては、都道府県から指定都市への税

源移譲に伴う市町村民税率の変更を保育料の算定には反映させないことにより、指定都

市と他の市町村の居住者に不公平が生じないようにするもの、及び未婚のひとり親を地

方税法上の寡婦（夫）とみなして市町村民税の算定を行い、保育料軽減等の措置を図る

ことにより、未婚のひとり親家庭支援の充実を図るものでございます。

本条例の一部改正の内容につきましては、お手元に配付の議案第71号説明資料、厚岸

町立保育所条例及び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

らん願います。

新旧対照表によりご説明申し上げます。

第１条厚岸町立保育所条例の一部改正では、第５条保育料を徴収する対象を扶養義務

者としていたところを、子ども・子育て支援法の施行により支給認定証を交付する対象

となる保護者を支給認定保護者と称していることから、名称を合わせる改正等を行うも

ので、平成27年４月１日法施行の際に改正すべきところを改正漏れとなっていたもので

ございます。

また、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、２ページ備考２

において、保育料を算定するための地方税の所得割額を計算するに当たり、控除を適用

しないもののうち、寄附金税額控除における特例控除額の特例など、制度改正の際に規

定すべきものから改正漏れとなっていたものを規定するものでございます。

これら改正漏れとなっていたものについて、今般の改正作業の際に確認したもので、

今後このようなことのないよう注意してまいります。大変申しわけございません。

あわせて、地方税法の改正に伴い、指定都市に住所を有する者について、所得割の率

が都道府県民税が４％から２％、市町村民税が６％から８％へ改められたことにより、
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所得が同一であるにもかかわらず税額の違いにより保育料が変わることがないように、

指定都市以外の市町村に住所を有する者とみなす措置を講ずる改正であります。

次に、備考３を新たに追加し、未婚のひとり親、これは婚姻によらないで母、または

父となった者であって、現に事実婚を含む婚姻をしていない者のことをいうもので，地

方税法上は寡婦（夫）とみなされないため、これまで寡婦控除の適用とならなかったも

のを、地方税法上の寡婦控除が適用されるものとみなして保育料を算定することで、未

婚のひとり親家庭の支援の充実を図るものでございます。

次に、３ページにおきまして、備考３から備考９までを備考４から備考10までに繰り

下げるもので、それに伴い引用している備考番号が繰り下がる改正をあわせて行うもの

でございます。

第２条厚岸町立へき地保育所条例の一部改正では、第７条に新たに第２項として、４

ページにわたり、町立保育所条例の改正と同様に，寡婦（夫）控除のみなし適用を行う

改正です。

また、厚岸町立保育所条例で改正を行う地方税法の見直し適用については、へき地保

育所の保育料には所得割の定義がないため、改正の必要はありません。

なお、町立保育所条例、町立へき地保育所条例ともに、現時点ではこの改正により保

育料が変更となる対象者はおりません。

また、お手元に議案第71号参考資料として、厚岸町立保育所条例及び厚岸町立へき地

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35ページをお開き願います。

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及び

厚岸町立へき地保育所条例の規定は、平成30年９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30年９月分の保育料から適用し、平成30年８月分までの

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30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。

８番、南谷議員

●南谷議員 本条例の内容については一応担当課のほう行って説明受けましたので、ある

程度理解をさせていただきました。

その主なものは政令都市、札幌から住民が、そういう対象者が厚岸町に住んだ場合に
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適用になる法律改正と理解をさせていただきました。

ただ、先ほど課長の説明でありました、資料の２ページですか、上から１、２、２の

部分、２行目の中段から「第314条の９並びに」から、「適用しないものとし」と、そ

の下まで途中、５行目ですか、ここまでが今回平成27年の法改正のときに改正がなされ

てなかったという条文だったと理解をさせていただきました。ということは、今回の法

改正では、それから下の部分ですよと、こういうことだと思うのです。

私なりには考えたのですけれども、平成27年といいますと、非常に法改正が、この年

多かった年でございます。ですから、担当のほうとしても大変な思いをして、法律の改

正と、ここだけでなくて、大幅なものありました。ですから、大変だったなと私も記憶

をしております。

今回、あわせて改正をなったということは、この改正に伴って条文が、この部分が欠

落していたなと、そういうことで今回改正に至ったのだなと理解をしたのですが、いか

がでしょうか。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 今お話をいただきました部分、今回の政令等の改正によっ

ての部分については、おっしゃられるように、備考の２の５行目以降が追加になって、

政令指定都市の住民税が変わることによる改正ということで、その以前のその前の３行

にかかる規定の中で、今回抜けていた規定が第314条の９、それから附則第５条の５の

第２項、それから附則第７条の２第４項、それから第５項、それから附則第７条の３第

２項、それから附則第45条ということで、今回の改正作業をしていく段階で、ここの規

定が漏れていたいうことが気づいたものでございます。

今回、この改正にあわせて改正をさせていただきたいということで、この規定を入れ

させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 たしか人事異動もあったと思うのです、この年。そこで、副町長に伺うので

すが、あみか、福祉関係の仕事でございますが、非常に目まぐるしく変化をしておりま

す。私は本件につきましては、賛意を示すものでございますが、福祉関係、やはりたま

たまこれは厚岸町ではなかなか対象者がいなかったと、そういうことで理解をしている

のですけれども、万が一最近何か出てきた場合には、町としても何らかの処置をしなけ

ればならない事態に陥るわけでございますよ。ですから、間違っているのが僕がどうの

こうのということではないのですけれども、やっぱり業務の体制、職員の配置につい

て、やはり私は機械に弱いものですから、一人でパソコンとかそういう機械に入力した

り、法改正というのは今の時代、担当者少ない範囲で対応しなければならない時代だと

思います、リアルタイムに。そういう体制になかなかついていってないのではないのか

なと、かように疑念に思うわけでございます。

あみかの仕事は非常に多くの変革を対応していかなければならない情勢にあるわけで
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ございますが、この辺について今後もこういう問題にならないように、やっぱり管理者

としてしっかり対応、新たな手立てなり、そういう対応をしていかなければ、またぞろ

出かねないぞと、そういう危惧をするわけですが、いかがですか。

●議長（佐藤議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） まず今回のこの規定で抜けていた部分につきましては、事務上

の中ではきちんと行っていたという報告は担当課のほうから受けております。たまたま

今回この条例の部分、改正が行われていなかったということで、今回大変申しわけない

と思いますけれども、あわせた中で改正を行わせていただいたということで、ご理解を

いただきたいと思っております。

職員体制でありますけれども、議員おっしゃられるとおり、特に福祉関係の事務につ

きましては、制度も１年といわない中で大きく改められたり、制度が変わったりする場

合が、ほかの部署に比べても今現在はここ近年を見ると多いだろうと私も認識をしてお

ります。

今職員配置の部分、議員のほうからご指摘を受けましたけれども、議員おっしゃられ

るとおり、このようなことがないように、またこれだけではなくて、万全な事務ができ

るように職員配置については、以後配していきたいと思っております。

●議長（佐藤議員） 他にございませんか。

（な し）

●議長（佐藤議員） なければ質疑を終わります。

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。

日程第13、議案第72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72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、その提理由及び案内容をご説明申

し上げます。

議案書36ページをお開きください。
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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、本町に事業場を

新設、または増設する者に対し、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に趣旨に基づき、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、去る平成29年６月には同法の改正に基づき本条例の対象事業等の変更整理をする一

部改正を行い、本町商工業の振興に寄与してきたところであります。

このたび平成19年に制定された企業立地の促進等による地域における産業集積の形成

及び活性化に関する法律が、名称を地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基

盤強化に関する法律に改称した上で大幅に改正され、平成29年６月２日公布、平成29年

７月31日に施行されたところであります。

なお、同法で定義する地域経済牽引事業とは、地域における産業の集積、観光資源、

特産物、技術、人材、情報その他の自然的、経済的または社会的な観点から見た地域の

特性を生かして高い付加価値を創出し、かつ地域内の取引の拡大、受注の機会の増大、

その他の地域の事業者に対する相当の経済効果を及ぼすことにより、地域における経済

活動を牽引する事業であります。

この法律改正の主なものとして、固定資産税の課税の特例措置があり、市町村と北海

道が共同して地域経済牽引事業の促進に関する基本計画を策定し、国の同意を得た上

で、事業者がこの基本計画に適合する事業計画を策定して、北海道の承認を得て行った

事業により取得した施設に対し、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４分の３相当額が、３年間普通交付税により補填措置が講じられます。

この法律による支援措置を受けるため、厚岸町と北海道の共同で基本計画を策定し、

去る平成30年３月28日付で国の同意を得たところであります。

厚岸町としては、町内での地域経済牽引事業の実施による地域の成長発展の基盤強化

を図り、経済の健全な発展に資することを目的とする当該法律の趣旨に基づき、道内事

業者の事業を促進するため、本条例による対象事業に、同法に規定する事業を追加整理

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72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１条については、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関す

る法律に規定する対象事業を加えるため、目的に同法を位置づけるものであります。

第２条は、「定義」を「意義」に改める字句の整理であります。

第１号は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に

規定する地域経済牽引事業を加えるための変更整理であり、アについては、現行のアか

らウに規定する過疎地域自立促進特別措置法業種をまとめて整理するものであります。

次にイとして、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法

律に規定する承認地域経済牽引事業を追加するものであり、厚岸町において対象となる

業種は、基本計画において地域の特性及びその活用戦略に位置づけている、食料品製造

関連分野、観光関連分野、ものづくり関連分野、卸売・小売業関連分野であります。
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なお、同法第17条に規定する承認地域経済牽引事業とは、知事の承認を得た地域牽引

事業計画により、事業者が実施する事業のことであり、同法第24条の主務大臣の確認と

は、承認地域経済牽引事業が地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして、主務

大臣が定める基準に適合することについての主務大臣の確認であります。

また、第２号から第５号までにつきましては、規定方法の整理であります。

第３条第１項は、課税免除の対象となる投下設備額の条件について追加整理するもの

であり、現行の過疎地域自立促進特別措置法に係る規定を第１号とし、第２号に地域経

済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律で対象となる投下設備

額を、法令に定める額で規定するものであります。

第３条第３項は、課税免除の対象となる固定資産の追加整理をするものであり、第１

号は現行の規定と対象に変更はありませんが、過疎地域自立促進特別措置法の規定に合

わせて変更整理するものであります。

第２号は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律

で、対象となる固定資産を追加するものであります。

議案書37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。

なお、地域経済牽引事業について、本年度実施予定の事業所は現在のところありませ

んが、来年度以降に実施を検討している事業所があることを申し添えます。

以上、簡単な説明でありますが、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。

日程第14、議案第73号 職員の分限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（松見課長） ただいま上程いただきました、議案第73号職員の分限に関する
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条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由を説明させていただきます。

平成26年５月14日法律第34号により、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を

改正する法律が公布され、同法の施行日を定める平成27年制令第313号により、平成28

年４月１日から施行されました。

この法律では、地方公務員について、人事評価制度の導入等により能力及び実績に基

づく人事管理の徹底を図ることなどが規定されたところであります。

当町では、この法律を受け、平成28年３月14日厚岸町条例第４号及び平成30年３月14

日厚岸町条例第３号により、職員の給与に関する条例等の一部を改正し、人事評価制度

に関する給与条例の整備を図り、平成29年７月31日厚岸町訓令第36号により、厚岸町職

員の人事評価の実施に関する規定を定め、同年８月１日から施行し、同年10月１日から

人事評価の運用を開始し、平成30年度から人事評価結果の給与面への反映を開始してい

るところであります。

本件の職員の分限に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、分限の

うち休職の手続に関する事項についてのみを規定している現行条例に、人事評価制度に

よる人事評価結果を、地方公務員法第５節の分限及び懲戒について規定するところの同

法第28条に規定される分限に関する降任、免職及び降給に反映させるため、同条３項の

規定により職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び考課を、法律に特別

の定めがある場合を除き条例に加えて定めること、及び国家公務員の分限に関する事項

を定めている人事院規則の規定に合わせた字句の整理を行うため制定するものでありま

す。

条例の改正内容につきましては、別に配付しております、議案第73号説明資料の新旧

対照表により説明いたします。

恐れ入りますが、説明資料の１ページをごらんください。

始めに、題名の改正であります。題名に「厚岸町」を付すものであります。

次に、第１条の改正は、地方公務員法の規定に基づき必要な事項をこの条例で定める

ものとする規定内容であり、目的規定ではなく、趣旨規定とすることが適当であると考

えることから、見出し及び条文を趣旨規定とする内容に改めるとともに、地方公務員法

第28条第３項及び第４項の規定に沿うよう、字句を整理するものであります。

次に、第２条から第５条までは、新設となるもので、第２条は、休職の事由でありま

すが、地方公務員法第28条第２項に規定する「心身の故障のため、長期の休養を要する

場合」及び「刑事事件に関し起訴された場合」以外に、人事院規則に準じて「職員が水

難、火災その他の災害により、生死不明または所在不明となった場合」に、これを休職

にすることができる規定を新設するものであります。

次に、第３条は、降給の種類については、降格及び後号とすること、並びにそれぞれ

の定義を定めるため、規定を新設するものであります。

次に、第４条は、降格の事由について、人事院規則に準じて、「人事評価における全

体評語が最下位の段階である場合、その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよ

くないと認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実

績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されて

いる職務を遂行することが困難であると認められるとき」、「心身の故障のため職務の
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遂行に支障があり、またはこれに堪えないことが明らかな場合」、「その職務の級に分

類されている職務を遂行することについての適格性を欠くと認められる場合において、

指導等の措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないと

き」、「職制もしくは定数の改廃、または予算の減少により、職員の属する職務の級の

職の数に不足が生じた場合」とする規定を新設するものであります。

説明資料の２ページをごらんください。

次に、第５条は降号の事由について、人事院規則に準じて人事評価の全体評語が最下

位の段階である場合、その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認め

られる場合であり、かつその職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であ

ると認められる場合であって、指導等の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績が

よくない状態が改善されない場合、とする規定を新設するものであります。

次に、第６条は、現行の第２条を第６条に繰り下げるもので、同条に降給の手続に関

する規定を加えることから、同条の見出しに降給を加えるものであります。

同条第１項は、地方公務員法第28条第１項第１号「人事評価又は勤務の状況を示す事

実に照らして、勤務実績がよくない場合」に該当するものとして、職員を降任し、もし

くは免職する場合、改正後の第４条第１号アの規定に該当するものとして、職員を降格

する場合、または改正後の第５条の規定に該当するものとして職員を降号する場合は、

公正で、かつ客観的な人事評価または勤務の状況を示す客観的な事実に基づいて行わな

ければならない旨を規定するものであります。

同条第２項は、心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合等の事由により、職員

を降格する場合には、医師２人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない

旨を規定するとともに、条文中の字句の整理を行うものであります。

説明資料の３ページをごらんください。

同条第３項は、改正後の第６条第２項の規定により、診断を受けるよう命ぜられた職

員は、これに従わなければならない旨を規定するものであります。

同条第４項は、地方公務員法第28条第１項第３号「その職に必要な適格性を欠く場

合」に該当するものとして、職員を降任し、もしくは免職する場合、または改正後の第

４条第１号ウの規定に該当するものとして職員を降格する場合は、当該職員がその職に

必要な適格性を欠くと認められる客観的な事実に基づいて行わなければならない旨を規

定するものであります。

同条第５項は、地方公務員法第28条第１項第４号「職制若しくは定数の改廃又は予算

の減少により廃職又は過員を生じた場合」に該当する職員を降任もしくは免職する場合

は、改正後の第４条第２号の規定に該当す職員を降格する場合において、当該職員のう

ちいずれを降任し、もしくは免職し、または降格するかは、任命権者が定める旨を規定

するものであります。

また、この場合において、地方公務員法第13条に定める平等取り扱いの原則及び同法

第56条に定める不利益取り扱いの禁止の規定に違反してこれを行うことはできない旨

を、ただし書きとしてあわせて規定するものであります。

次に、第６項は、現行の第２条第２項を第６条第６項とするもので、職員の意に反す

る降給の処分をする場合には、当該職員に書面を交付して行わなければならない旨を規
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定するとともに、条文中の字句の整理を行うものであります。

次に、第７条は、現行の第３条について、見出しを付し、字句の整理を行うととも

に、同条を第７条に繰り下げるものであります。

説明資料の４ページをごらんください。

次に、同条第２項は、改正案の第２条において新たに規定する「職員が水難、火災そ

の他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合の休職」の期間について、国家

公務員の期間に準じて、３年の範囲内において任命権者が定めることとする旨を規定す

るものであります。

同条第３項は、項の繰り下げ及び第２項を加えることに伴う字句の整理、同条第４項

は、項の繰り下げであります。

次に、第８条は、現行の第４条について、同条を第８条に繰り下げるとともに、地方

公務員法における休職者も何らかの職を保有するものとする解釈に合わせ、その字句の

整理を行うものであります。

次に、第９条は、現行の第５条について、同条を第９条に繰り下げるものでありま

す。

次に、第10条は、現行の第６条について、同条を第10条に繰り下げるとともに、字句

の整理を行うものであります。

続いて、この条例の附則であります。

議案書の41ページをごらんください。

この条例は、公布の日から施行するとするものであります。

なお、この改正については、平成30年７月12日付文書により、自治労厚岸町職員組合

に申し入れを行い、同年８月１日付文書により、合意する旨、回答を得ているところで

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。

日程第15、議案第74号 厚岸町事務分掌条例の制定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（松見課長） ただいま上程いただきました、議案第74号 厚岸町事務分掌条

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。

本町の行政組織機構については、平成17年４月の税務部門と財政部門を統合した税財

政課及び農業部門と漁業部門を統合した産業振興課を設置するなど、大幅な改革を経

て、平成19年４月のスタッフ制導入など、行政課題の変化に対応するため、必要に応じ

組織の統廃合や新設等を行い、組織の合理化やサービスの向上に努めてきたところで

す。

しかし、第６期厚岸町総合計画の作成を控え、10年後における人口減少社会に対応し

た職員数の変化と過去に職員採用を抑制したことによる年齢別構成のバランスの乱れに

よる人事管理の硬直化に加え、対応しなければならない行政課題の増大などにより、時

代に即した組織体制の見直しを図りながら、効率的で効果的な町政の運営を行うことが

求められています。

このため、これからの行政組織をどう再編し、行政サービスを保っていくかを考えた

場合、第６期厚岸町総合計画の着実な推進を図るため、人口減少社会に対応する限られ

た財政状況の中、組織力を発揮できる、効率的で効果的な組織機構となり、町民の視点

に立った分かりやすく利便性の高い組織機構で、町民サービスの一層の充実を目指し、

新たな行政需要に応じ柔軟に対応しようとするため、本案により、行政組織機構を改め

ようとするものであります。

なお、課の再編で係数を削減し、マネジメント機能を充実・強化しますが、総職員数

の削減は伴わないものとし、10年後の人員を見据えて、関連する業務をできるだけ同じ

課に配置するとともに、限られた人員で最大の効果を発揮できる組織体制とするため、

課の統廃合を行い、現在の９課１室から10課２室に再編する改正案を提案するものであ

ります。

これから改正する内容の説明をいたしますが、説明資料といたしまして、条文の新旧

対照表と参考資料として組織機構の新旧対照表及び関係法令抜粋を配付いたしておりま

すので、ご参照願います。

なお、組織機構図の改正案対照表に表示してあります係の設置状況につきましては、

この後規則で定めるものでありますが、目標案であり変更もあり得ることを事前にご了

解願います。

なお、当該条例は、３条建てで構成されているものが４条建てとなり、全条に渡り改

正箇所があることから、議案につきましては、条例の全部改正という手法をとっている

ことをあらかじめご承知願います。

条例の改正内容につきましては、別に配付しております議案第74号説明資料の厚岸町

事務分掌条例の全部改正に係る新旧対照表により説明いたします。

恐れ入りますが、説明資料の１ページをごらんください。

改正案第１条は、課及び室の設置でありますが、地方自治法第158条第１項の規定に

基づくものとして、根拠法令を加えております。
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９課を10課１室に改めるもので、税財政課及びまちづくり推進課を削り、総合政策

課、危機対策室、税務課及び観光商工課を新たに置き、産業振興課は住民に分かりやす

い組織とするため、水産農政課として整理し、規定方法を各号列記に改めるものです。

第２条は、事務分掌でありますが、現行規定では具体的な事務事項としております

が、幅広く事務を手分けして受け持つ総括的な事務事項として整理し、規定方法を各号

列記に改めるものです。

第１号の総務課は、改編とし、防災対策の強化及びふるさと納税の充実を政策的に実

施できるよう適切な部署へ業務を移管し、業務の平準化を図るため統計に関することを

加えます。

第２号の総合政策課は、新たに設置するもので、ふるさと納税・移住定住・空き家対

策の充実及び財政部門と企画部門を同一の部署とすることによる事務の円滑化と契約事

務の適性化及び一元化、町有財産に関することを加えた業務の平準化を図るものです。

２ページの第３号の危機対策室は、防災対策の強化を図るためのもので、防災対策を

統括し、自主防災及び避難行動要支援者業務を促進します。また、総務課で行っていた

情報関係を統括することとします。

なお、危機対策室長は、防災対策の総括を務める関係上、課長職として置くこととし

ております。

第４号の税務課は、新たに設置するもので、税制改正等への対応、収納体制の強化及

び業務の平準化を図るものとし、後期高齢者保険料に関する事務及び介護保険料の賦課

・徴収事務を含めて所管し、より効率的で効果的な収納体制とします。

第５号の町民課は、改編とし、防災対策の強化及び保険料の賦課・徴収業務の一元化

を図るため、業務をより適切な部署へ移管します。

第６号の保健福祉課は、改編とし、高齢者福祉、社会福祉、介護、子育て、児童福

祉、障害福祉の連携・充実を図るため、また避難行動要支援者業務及び介護保険料の賦

課・徴収事務は、業務をより適切な部署へ移管します。

３ページの第７号の環境政策課は、現行のとおりであります。

第８号の水産農政課は、産業振興課の名称を変更し、産業における水産業と農業に関

する部門を担当します。

第９号の観光商工課は、新たに設置するもので，産業における観光、商工業の充実・

強化を担当します。

第10号の建設課は、分割・再編とし、契約事務の円滑化を図るため、適切な部署へ業

務を移管し、空き家対策の担当部署を明確化するため業務の一部を移管します。

４ページの第11号の水道課は、現行のとおりであります。

現行第３条は、第３条と第４条に分離し、第３条では出納室の設置、第４条では係の

設置としているものであります。

議案書46ページにお戻り願います。

附則第１項は，施行期日であります。この条例は、平成31年４月１日から施行しよう

とするものであります。

附則第２項、厚岸町行政改革推進委員会設置条例の一部改正から、附則第３項厚岸町

総合計画策定審議会条例の一部改正、附則第４項国土利用厚岸町計画策定審議会条例の
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一部改正、附則第５項厚岸町史編さん審議会条例の一部改正までは、本案による組織機

構の見直しにより、まちづくり推進課において処理していたものを、総合政策課におい

て処理するもの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。

４番、石澤議員。

●石澤議員 ずっと見てきたのですけれども、一番の基幹産業である水産と農政に関する

ことが一緒くたにまとめられているのですよね。それぞれ違った形になっているのです

けれども、これは分けるということにはならなかったのですか、前に。水産課と農業課

というか、そういう判断はなかったのですか。それぞれ違った部署で違ったことで、と

ても忙しい部署だと思うのですけれども、一番の大事な産業をきちっと統括していく場

所というのは、これはもうひっくるめてよしということになったのですか。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） このことにつきましては、現行は産業振興課という名称になってお

ります。やはり組織機構、実は私が町長になりましてから、平成17年に機構改革をいた

しております。その後、最終は平成24年に機構改革をさせていただいたところでござい

ます。

そういう中で、産業振興課というものも新しく設置をさせていただいたところであり

ますが、やはりまず町民本意の組織でなければならないということを考えたわけであり

ます。

産業振興課というのも漠然としているわけでありますので、この際明確にすべきであ

るという中で、水産と農政という名称を分かりやすくしたということでございますの

で、中は変わっておりませんので、その点ご理解いただきたいと思います。より行政能

力が上がってくるだろうと期待をいたし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 これから農業で言えばＴＰＰ、ＥＰＡ、それからＦＴＡ、そのような問題が

どんどん出てきますよね。それに対してどう対応するか、それから水産は水産でこれか

らどんな形でやっていくかということ、二つで両方で、両輪で動かしていかなければな

らない部署だと思うのですよ。それを固めてしまうのではなくて、やっぱりどうやって

いくかというのを離してきちっと動くようなシステムをつくったほうがいいと思うので

すが、もとのような形ではだめだというのは、どういう理由なのですか。
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●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） それからもう一つは、組織改革はやはり簡素効率化ということも大

事なことでございまして、やはり今言ったようにもう商工もそうなのです。それから観

光もそうなのです。どちらかというとそれぞれ細かく分けたほうがやりやすいと思いま

す、それは確かに。しかし、課を増やせばいいというわけでなく、簡素効率化の中でど

のような成果を上げていくかということも大事なことでございますので、今回は産業振

興課を名称を変更して、水産農政課にしたということでありますので、確かに今いろい

ろ問題あります。しかも、一次産業としていろいろな課題もあります。

厚岸の経済は、一次産業の振興発展なくして厚岸の経済はもちません。それは十分に

ご承知いたしておりますので、より効果ある行政運営ができるように名称を変更したと

いうことでありますので、ご理解をいただきたいと存じます。

●議長（佐藤議長） ４番、石澤議員。

●石澤議員 本当にこの部門というのは、より専門性も必要となってきますし、そういう

意味で言えば、人員の配置も、そうしたらきちっと配置してもらって、このことで問題

が起きるようなことがないように、一次産業をきちっと支えるということでやってもら

いたいと思います。

●議長（佐藤議長） 町長。

●町長（若狹町長） 現体制については、石澤議員もご承知のことと思います。産業振興

課の中で、課長補佐をそれぞれ水産と農林に分けてます。ですから、この体制はとって

いきたいと考えておりますので、その点ご理解をいただきたいと思います。石澤議員の

言うとおりでありますので、その点、機構改革という、してよかったなということを、

これからの気持ち持ちながら行政運営をしていきたいと考えておりますので、よろしく

ご理解いただきたいと思います。

●議長（佐藤議長） ３番、堀議員。

●堀議員 今回の事務分掌によって、９課１室から10課２室に増えるわけなのですけれど

も、これにかかる費用、例えば看板とか印刷物、消耗品関係の製作、そしてパソコンと

かの台数変更や設定の変更にかかる、そういう費用というものが幾らぐらいを予定して

いるのでしょうか。

●議長（佐藤議長） 総務課長。

●総務課長（松見課長） 私どものスケジュールといたしましては、その作業、実はこの

条例案可決後に準備をさせていただくこととしておりまして、できましたら12月に補正
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予算計上した中で、新年度を迎える準備と考えているものですから、現在は積算はでき

ていないというところでご理解いただきたいと思います。

●議長（佐藤議長） ３番、堀議員。

●堀議員 ある程度目処をつけていただかなければ、今回のこういう議案の審議において

も、かかってくる、ついてくる費用というものがどれだけかかるんだというものを説明

されなければ、やはりいけないのではないのかなと思うので、やはり今後気をつけてい

ただきたいなというのが１点です。

12月にそういうような形で補正予算の提出が予定しているのであれば、そのときにお

願いなのですけれども、役場庁舎、１階と２階に分かれるわけなのですけれども、では

１階の配置がどのように変わるのかとか、２階がどのような配置に変わるのか、課の並

びというか、そういうようなものを補正予算の資料として一緒に示していただくように

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（佐藤議長） 町長。

●町長（若狹町長） 組織改革においての費用の関係ですが、なぜこの９月の議会に提案

したかということであります。

お話ありましたとおり、４月１日施行なのです。そうすると、人事異動等も当然伴う

わけでありますが、本来でありますと、12月でもいいのです。その間ありますので。で

すから今堀議員が質問いたしましたようなことも考えながら、今回の議会でお願いして

いるということでありますので、経費とそれから位置の問題等々を踏まえながら、12月

議会に提案をいたしたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと存じます。

●議長（佐藤議長） ３番、堀議員。

●堀議員 では今回これで事務分掌の改正を議会のほうで承認したのだから、12月の補正

は承認すれよということになると思うのですよ。

そういうひもつきというか、そういう補正予算の計上の仕方になってしまうのであれ

ば、やはりそこは一応いろいろ問題があるのじゃないのかなと思うので、せめて見込額

というものはしっかりと抑えた中でやはりどれだけの費用がかかるだというものは、こ

ういう改正のときの説明の中において、説明していただかなければいけないのではない

のかなと思うので、以後気をつけていただくようにしていただきたいなと。

あと、補正予算のときの課の配置図についてはまだ答えがないので、ぜひお願いいた

します。

●議長（佐藤議長） 町長。

●町長（若狹町長） そういうご意見も今質問を受けて、当然かなという私自体、提案者
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として考えました。その点についてはお許しをいただきたいと思いますが、どうかこち

らの気持ちもご理解いただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

●議長（佐藤議長） 他にございますか。

副町長。

●副町長（會田副町長） 補正予算が12月に提案をさせていただきますけれども、あわせ

てその事前にあらかじめの中で、議員協議会などを通して、あらかじめの説明はさせて

いただきたいと思っております。

●議長（佐藤議長） 他にございませんか。

８番、南谷議員。

●南谷議員 先般、議員協議会で簡単な説明がありました。今趣旨につきましても提案理

由を伺ったのですけれども、改めてちょっと入り口に戻るかもしれないのですけれど

も、正直言って、人事の関係、町長が業務執行に当たって一番感じている部分を将来に

向けて、10年後を見据えて今回こういうふうにしたいということだと理解をさせていた

だきました。ぜひ頑張っていただきたいと私は思うのですが、人事でございますから、

結果は結果として、将来不都合ができればその時点で修正をしていただけるものだと思

ってますし、今の時点では、これがどうのこうのというのは、私は評価ができません。

ただ、少なくても今回この機構をこういうふうにやっていくのだというに至ったと思う

のですよ。それぞれ事務方から聞いたのですけれども、肝心な町長からは聞いてませ

ん。改めて町長の思いをしっかり伺いたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議長） 町長。

●町長（若狹町長） 事務方の説明も町長の説明なのです。議会答弁もそうなのです。や

はり町長というのは、頂点にあるわけでございまして、職員は補助機関なのです。そう

いう意味においてはご理解いただきたいと思っておりますが、改めて私の考えを申し上

げたいと思いますが、先ほど担当の課長から趣旨説明をいたしましたが、ダブる点もあ

ると思いますが、まず組織機構の改革に当たりましては、住民本位のものであると同時

に、最近における行政事情の動向などを踏まえて、行政組織は簡素効率的なものでなけ

ればならないし、縦割り行政の弊害を除去し、速やかな意思決定となる、その実行が可

能となるような組織づくりでなければならない、そのように考えた結果であります。

それと同時に、職員のことなのです。個々の職員の能力開発と士気の向上が図られる

組織であるとともに、職員が生き生きと働くことのできる活力のある組織でもなければ

ならない。そういうように考えておりますし、さらにはまた地方自治法でうたっており

ますが、市町村は最小の経費で最上の効果を上げる組織でなければならないということ

であります。さらにはまた、その組織及び運営の合理化に努めなければならない。これ

は地方自治法の第２条13項、さらには第14項に記載されておるとおりでございまして、
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私は今回の機構改革の提案に当たって、そういう気持ちを持ちながら、先ほども石澤議

員にお話しいたしましたが、平成17年に改正し、24年に一部を統合し今日の組織がある

わけでありますが、ここその後の行政事業も大きく変わってきております。特にいろい

ろと議会で質問等がありましたけれども、やはり自然災害が多発をしている。これが何

よりも厚岸町としては、町民の命と町の安全確保をしなければならないという大きな課

題。それと同時にやはり、これも同じような答弁でありますが、厚岸の一次産業を守り

育てて厚岸の経済を活性化しなければならない。

それともう一つは、観光です。観光は地域活性化の戦略としていかなければならない

と考えております。おかげさまで昨年度の観光客は厚岸町に45万人来ております。やは

りこれもこれからの厚岸の大きな産業になるだろうというように考えております。

一方、商工業を取り巻くしわ寄せ、人口減少もありますが、ますますと厳しくなって

おるわけでございまして、そういう社会経済情勢を踏まえてのご提案であるということ

を、ご理解をいただきたいと存じます。

●議長（佐藤議長） ちょっとお待ちください。

休憩します。

午後４時46分休憩

午後４時46分再開

●議長（佐藤議員） 再開します。

ここで会議時間の延長を行います。

本日の会議は、一般議案第74号が終了するまで、あらかじめ時間の延長を行います。

８番、南谷議員。

●南谷議員 町長の新たな思いというものを聞かせていただきました。

町長、今町長の言うとおり、各課長の言うことはもう決して軽んじているわけではご

ざいません。各課長が言われることは当然町長の意を受けて発言をなさっているという

理解をしております。ですけれども、やはり少なくても私どもは議員といたしまして

は、これだけの向こう10年に向かっての町の体制というものはこうあるのだということ

は、やはり町長の声から説明をいただきたかったなと、そういう思いが強い案件だと私

は理解するものですから、決して各課長を軽視しているわけでありませんので、ご理解

をいただきたいと思います。

その上で、全く私も、町長が今説明された案件につきましては、それぞれ重々いろい

ろな思いで取り組んでいただきたいなと、一般質問もしてまいりましたし、それぞれ的

を射ているなという理解をさせていただきました。しっかり取り組んでいただきたいと

思います。

ただ１点だけ、やはり先ほども一般議案の中で指摘をさせていただきました。非常に

めまぐるしい時代にあると思うのですよ。ですから、どこがどうだとかということはな
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いのですけれども、やはり昔「ほうれんそう」という話をしたのですけれども、一人の

職員が抱え込んでもだめな時代だと思うのですよ。やはりカバーし合えるような体制、

組織だけ、いろいろな組織というのはいろいろな改革の仕方があると思うのですよ。で

も組織を動かすのは人間でございます。そういう人間教育もやはりこれの基本だと、私

は思いますが、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 町長。

●町長（若狹町長） やはり組織の中で、いわゆる人材の育成というものも最も大事なこ

とであります。それと同時にやはり簡素効率化、そういう効果あるものでもなければな

らないということでありますので、どうか、今条例提案であります。これからは厚岸町

行政組織規則というものを決めることになります。この中で、今いろいろと南谷議員が

お話しいたしたことも考えながら、規則の中で配慮していきたいと考えておりますの

で、ご理解いただきたいと存じます。

●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） 本日の会議はこの程度にとどめ、明日に延会いたします。

お疲れさまでした。

午後４時50分延会

以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。

平成30年９月20日

厚岸町議会

議 長
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