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厚岸町議会 第１回定例会

平成30年３月12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１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、11番、中川議員、12

番、佐々木亮子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議題といたします。

委員長の報告を求めます。

５番、竹田委員長。

●委員長（竹田議員） 議会運営委員会報告をいたします。

３月９日、午後３時４分から第２回議会運営委員会を開催し、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45号 工事請負契約の変更についての取り扱いにつ

いて協議いたいしました。その結果、議案第45号は本会議において審議することとし、

議案第44号の後の日程に加え、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いたします。

●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、事件の訂正請求についてを議題といたします。

３月８日に上程されました議案第18号 平成29年度厚岸町病院事業会計補正予算につ

いて訂正請求がありましたので、その内容について提案者の説明を求めます。

病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 大変貴重な時間をいただき申しわけございません。

先に上程いただきました議案第18号 平成29年度厚岸町病院事業会計補正予算に企業

債に関する補正事項が記載漏れとなっていましたので、別紙のとおり訂正するものであ

ります。

添付の資料をご覧ください。

最初に、２ページ目をお開きください。資料の２ページ目です。
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第６条の他会計からの補助金の補正について、条番号を第６条から第７条に改めます。

次に、１ページにお戻りください。

下段にあります第５条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正

の条番号を第５条から第６条に改め、新たに第５条として企業債の補正を加えるもので

す。

内容であります。第５条、予算第５条に定めた企業債を次のとおり補正する。起債の

目的に変更がなく、非常照明用蓄電池設備改修事業で工事費確定により、限度額を150万

円減額し1,040万円とするものです。起債の方法等については、変更ありません。

以上で、内容の説明を終わります。

今後、議案調整には一層のチェック体制のもと、十分な注意を払ってまいりますので、

よろしくお願いいたします。

●議長（佐藤議員） お諮りいたします。

ただいまの訂正請求について、承認することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

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

に送付いたします。

休憩します。

午前10時４分休憩

午前10時６分再開

●議長（佐藤議員） 再開いたします。

ここで、理事者側から発言を求められておりますので、これを許します。

町民課長。

●町民課長（石塚課長） 貴重な時間、大変申しわけございません。

３月９日の厚岸町国民健康保険条例の一部を改正する条例の審査時の南谷議員のご質

問の答弁の中で、国民健康保険運営協議会委員の任期につきまして、任期を２年と答弁

させていただきましたが、正しくはこのたびの国民健康保険法施行令の改正によりまし

て、現在の任期中の委員については経過措置として２年となりますが、この任期満了後

の新しい任期につきましては、３年の任期となりますのでご了解をいただきたいと思い

ます。

大変申しわけございませんでした。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員さん、よろしいですか。
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●南谷議員 はい。

●議長（佐藤議員） なければ、これで終わります。

●議長（佐藤議員） 日程第４、議案第34号 厚岸町指定地域密着型介護予防サービスの

事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定め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。

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34号 厚岸町指定地

域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防

サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例の制定について」その提案理由及び内容についてご説明させていただき

ます。

このたび、改正しようとする条例は居宅介護サービス等の事業の人員、設備及び運営

に関する基準等の一部を改正する省令により「指定地域密着型介護予防サービスの事業

の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準」の一部改正が平成30年４月１日に施行されることに

伴い、介護予防認知症対応型通所介護において利用定員数を見直す規定と、介護予防認

知症対応型共同生活介護において、身体的拘束等の適正化の対策等を義務づける規定、

及び長期の療養が必要な要介護者に対し、療養上の管理、看護、機能訓練等を行うこと

を目的とする介護医療院が平成30年度より創設されることに伴い、その規定を追加する

ものでございます。

お手元に配付の議案第34号説明資料「厚岸町指定地域密着型介護予防サービスの事業

の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例新旧対照表」をご

覧願います。

この条例で定めるべき基準の累計につきましては、新旧対照表、右の欄の改正要旨欄

に条項ごとに「従うべき基準」または「参酌すべき基準」を記載しておりますが、この

うち必ず適合しなければならない基準である「従うべき基準」に係る条項は、異なる基

準とすべき特段の事情や地域性が認められないことから国の基準に従い同様に改正し、

十分参照しなければならない基準である「参酌すべき基準」におきましても、国の基準

とすることが適正な事業運営を確保する上で妥当であると認められることから、国の基

準のとおりに改正するものでございます。

次に、改正の内容について新旧対照表によりご説明させていだきます。

第４条の改正は、引用している法の条項が改正されたことにより引用する条番号を改

めるものです。

第５条の改正は、介護保険法の改正により介護医療院が創設されるのに伴い字句の追
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加を行うものであります。

第６条第１項の改正は字句を追加し、第２項の改正は２ページにわたり「厚生労働大

臣が定める」とした規定の根拠を明確化するものでございます。

第７条の改正は、字句の整理によるものです。

第９条第１項の改正は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における利用定

員数を「１施設当たり３人以下」から「１ユニット当たりユニットの入居者と合わせて

９人以下」に見直したものです。

３ページ、第10条第１項の改正は、字句の追加によるものです。

第16条は、国で定めていた指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準を

町条例で定めることによる改正及び引用条番号の改正であります。

第22条第４項の改正は、「厚生労働大臣が定める」とした規定の根拠を明確化するもの

です。

第36条第３項の改正は、字句の整理によるもの。

４ページをお開きください。

第39条及び第42条の改正は、字句の整理。

第44条第６項の改正は５ページにわたり表に項番号を加え、表中の字句の整理と「介

護医療院」を追加し、第10項の改正は法の条項が繰り下がったことにより引用する項番

号を改め、第６項の表に項番号を振ったことによる引用規定の改正。第11項の改正は「厚

生労働大臣が定める」とした規定の根拠を明確化し、６ページ第12項の改正は、字句の

整備をするものでございます。

第45条第１項は、前条第６項の表に項番号を振ったことによる引用規定の改正と字句

の追加、第２項の改正は字句の整理をするもので、７ページ、第３項及び第46条の改正

は、それぞれ「介護医療院」の追加と「厚生労働大臣が定める」とした規定の根拠を明

確化したものでございます。

第48条第２項の改正は、字句の整理。

８ページをお開きください。

第52条第４項の改正は、「厚生労働大臣が定める」とした規定の根拠を明確化したもの

でございます。

第59条第２項の改正は、字句の整理。

第60条第３項の改正は、「介護医療院」の追加。

第65条の改正は、字句の整理及び規定の追加によるものです。

第66条の改正は、９ページにわたり字句の整理をするものでございます。

第67条第２号は、国基準から町条例に引用を置きかえたことによる改正及び第３号の

改正は字句の整理によるものです。

第71条第５項の改正は、字句の整理、第６項の改正は「厚生労働大臣が定める」とし

た規定の根拠を明確化したものです。

10ページをお開きください。

第72条第１項の改正は字句の追加、第２項及び第73条の改正は、それぞれ「介護医療

院」の追加と「厚生労働大臣が定める」とした規定の根拠を明確化したものです。

第78条の改正は、新たに第３項として身体的拘束等のさらなる適正化を図るため、一
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定の措置を講じなければならない規定を追加するものです。

第83条第３項の改正は、11ページ「介護医療院」を追加するものです。

第86条の改正は、字句及び規定の追加によるものです。

附則第２条の改正は、「厚生労働大臣が定める」とした規定の根拠を明確化したもので

す。

議案書の96ページをお開きください。

附則でございます。

この条例は、平成30年４月１日から施行するものでございます。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認いただきますよう、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。

12番、佐々木亮子議員。

●佐々木亮子議員 ２点質問をさせていたいだきます。

まず介護医療院、当町では創設をしないのだろうなと思いますけれども、この考え方

として政府のほうで今の療養病床のベッド数を削減をすると、その代わりにこの介護医

療院を創設をして、そちらのほうに患者さんを移すというようなことを示していますけ

れども、これ医療とも関係してくるのですけれども、介護医療院について創設をするの

かベッド数はどうなるのか、そういったところをどう考えているのかということをお伺

いいたします。

もう１点は、身体拘束についてです。今、いろんな施設で不当なというのか、身体拘

束をしなくてもいいのにするというような実態なんかも、よく報道されているのですけ

れども、当町での現在の身体拘束について、必要なときだと思うのですけれども、どん

なときにどのような拘束がされているのであればされているのか、その実態についてお

伺いいたします。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 介護医療院の関係でございますけれども、おっしゃるとお

り、当町には直接は今の時点では影響はないものだと考えております。

当初、療養型の施設が期限を切って療養型の移行を進めて、療養型のベッドをなくす

るということだったと思いますけれども、これが介護医療院ということの新たなものを

つくって、そちらのほうに移行できるという形にしたということは、今、療養型に入っ

ていらっしゃる方たちについては、基本的に移行できる形になりますので、そういう意

味では現実の状態を踏まえて、こういう制度にしていったのではないかなと考えており

ます。

それから、身体拘束の関係につきましてはこの地域密着型の部分でいきますと、当町

では心和園のユニット型、それから門静にあるグループホームの２事業所ということに

なりますけれども、それぞれユニット型の部分については、当然法的な監査なんかにも
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受けておりますし、当町が支援をして第三者評価などでもそういうところの項目という

ののチェックというのは、きちっとされております。

それから、グループホームのほうにおいても、法的な監査のほかに独自で監査を受け

ているという内容も聞いております。実際に身体拘束が全て、全く駄目だということで

はないと思います。今回の改正は、それを今までもそういうことについては、きちっと

施設がそういうものに対しての考え方をきちっと整理をして、そして従事する人たちみ

んなで、１件１件その方の状況に応じた対応をするということを実際にするようにして

きていると聞いておりますし、それを今回の改正では、規定の中にきちっと検討会も含

めて位置づけをしたということでございますので、この規定に基づいてより一層そういっ

た対応が、きちっとしていくということが位置づけられたという内容だと考えておりま

す。

●議長（佐藤議員） 他に、ございませんか。

８番、南谷議員。

●南谷議員 何点か、お尋ねをさせていただきます。

この第34号なのですけれども、介護予防サービス事業について33号と関連あると思う

のですけれども、本町では心和園のユニット、それからグループホームに、２施設くら

いあるのかな、と認識をさせていただきました。

この入所施設は要支援の人、通所の人はサービスができなくなるものが、空きベッド

を活用しての今度は利用可能にする改正と理解をさせていただいたと、そういう理解で

よろしいでしょうか。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 地域密着型の施設というのは、今、佐々木議員にも答弁さ

せていただきましたけれども、入居される施設については議案第33号のほうの対象でご

ざいまして、そこは心和園のユニット型とそれからグループホームの２事業所というこ

とになります。

そして、この34号で予防ということになりますけれども、この予防の部分につきまし

ては、グループホームが実施をしている通所介護の関係の条例でございます。グループ

ホームの空きのベッドを活用して、認知症の要支援の方が通所をしてサービスを受ける

という事業所の内容の条例ということで、ご理解いただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 厚岸町は心和園、委託管理に基づいて運営をしていただいているのですけれ

ども、グループホーム、ユニット型につきましては、やはり採算性とかいろんな問題が

あって、入居者にとっても経営側にとってもいろいろ私は課題があると思っておるので

すけれども、担当課として今回のこの改正に伴って指定管理団体である社協のほうと、
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これらについて議論があったのでしょうか。

私は、そういうことも含めてこの機会にどう活用していくかという部分も要するので

ないのかなと。そういう議論というのはあったのでしょうか、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） 先ほど答弁申し上げましたけれども、この条例に関しては

グループホームの事業所が実際にこの条例に基づいて指定を受けて通所介護、要はデイ

サービス、それをやっている内容でございます。

この条例に関しては、心和園のユニット型はそういう指定を受けておりませんので、

この条例には該当しないという内容でございますので、ご理解いただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 そのことは、理解しているのですよ。条例が、かえるという。入り口議論な

のです、僕。

この条例は、今の状態ではうまくないよということは分かっているのです。

ですけれども、こういうふうに法改正がなったのだから、心和園として社協のほうと

こういう制度もあるけれども、町を指定管理者としてそういう考えに基づいて、そうい

う議論があったのかなかったのかということを聞いているのですよ。

私は、そういう議論もしていくべきではないのかと、こういうふうに捉えているもの

ですからお尋ねをしているのですよ。この条例で、さっきからの答弁では関係ないから

いいのだと、こういう割り切りすっぱりされているのですよ。それを伺っていて、私は

やはり一歩踏み込んだ心和園の運営も含めて、町民のサービスも含めて、どうなのかな

という捉え方をしたものですから、そういう議論があったのですかとお尋ねをさせてい

ただいたのです。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 心和園のほうの要支援の対象者の方につきましては、デイ

サービスセンターがございまして、そちらのほうに通所がされるようになっております

ので、この今回の改正というのは、地域密着型の事業所の通所の事業を行っている事業

所が今まで３人という定員を、１ユニット９人ですので、その１ユニット９人のうち空

きベッドがある場合に、それを12人まで、今までは３人ですので、例えば５人空いてい

るような状況が出てきたときには、その５人プラス３人分が活用できるということにな

りますから、そういう定員の規定を改正をしている内容ということで、実際に……。

（発言者あり）

●議長（佐藤議員） ちょっと休憩します。
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午前10時28分休憩

午前10時30分再開

●議長（佐藤議員） 再開します。

保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 要支援の方たち、それから要介護認定を受けている方たち、

在宅で受けている方たちの通所の事業、デイサービス、そのことにつきましては要介護

認定、それから要支援、それから総合事業においても心和園のほうとは連携を図って、

そういった方たちがきちっと通える態勢については、日ごろから協議をさせていただい

て実施をさせていただいておりますので、そういうことでご理解いただきたいと思いま

す。

●議長（佐藤議員） 他に、ございませんか。

４番、石澤議員。

●石澤議員 共用型指定介護予防認知症対応型となっていますよね。これで、１施設１日

３人だったのが、１ユニット当たり入居者をもって12人と変わるのですが、このときの

職員の体制とか、それから認知症の方が入ってくるということで、職員の体制とかどう

考えているのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） それぞれ配置基準がございます。１ユニットの入居者に対

しての基準はその基準ございますし、それから通所介護に関する基準ももちろん設定さ

れております。その中で、今度は今までは９人を越える分を３人に対して通所の部分と

いうことになっていましたので、その分についての人員基準を満たさなければならなかっ

たということですけれども、今度は12人までというところで通所の人の分が３人以上に

なる可能性がありますので、そこはそれに合わせた基準が出てくると思います。実際、

そこの運用の中で、基準は基準としてございますので、やらなければいけないというこ

とになるかなと思います。

ただ、現実問題として今１ユニット９人で、全部で４ユニットございますので36人と

いうことになりますけれども、そこが実際に通所介護を受け入れできている部分につい

ては、１人から２人くらいという現状でして、入居施設的にはほぼ満床のような状況が

続いておりますので、なかなか通所の方を増やすということができる状況かというと、

そこは難しい状況にあるのではないかなと考えております。
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●議長（佐藤議員） ４番、石澤議員。

●石澤議員 ということは、そこで働いている方たちに負担がかかる可能性もあるという

ことですね、このままでいったら。働いている人の人数も少ないですよね。今、募集す

るということになると。

そうすると、何らかの方法を考えていかないと、今はまだそうなっていないかもしれ

ないけれども、認知症予防の対応ですから、やはりこういうのが出てくると利用したい

という方も増えてくるのですけれども、そういうときに町として、どういうふうに対応

していくのですか。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） この条例は基準を定めておりますので、その基準に従って

対応をしてもらなければなりません。

そういう状況は、当然私どものほうも監査、中に入りますので、そういった中で確認

をしながら、きちっと話をしていきたいと考えております。

●議長（佐藤議員） 他に、ございませんか。

（な し）

●議長（佐藤議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり決しました。

●議長（佐藤議員） 日程第５、議案第35号 厚岸町介護予防・日常生活支援総合事業の

実施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。

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35号 厚岸町介護予防

・日常生活支援総合事業の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定について、そ

の提案理由及び内容についてご説明申し上げます。

改正しようとする条例は、平成27年４月１日に施行された改正後の介護保険法で、従

来、予防給付として提供されていた全国一律の介護予防訪問介護、いわゆるホームヘル



- 250 -

プ事業及び介護予防通所介護、いわゆるデイサービス事業が介護予防サービスから市町

村が行う地域支援事業である介護予防・日常生活支援総合事業、いわゆる総合事業に移

行され介護予防ケアマネジメント事業及び一般介護予防事業も含めた事業実施となるこ

とから、平成29年制定し４月１日から施行したものであります。

同条例では、総合事業の利用者の負担割合を介護保険法で定める介護サービス及び介

護予防サービスの利用者の負担割合にあわせて規定しておりますが、今般、平成30年４

月１日施行の「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法

律」において介護保険法の一部が改正され、介護サービス及び介護予防サービスの２割

負担の利用者のうち、特に所得の高い層の負担割合が３割となり、この改正の部分が８

月１日から施行されることから、これにあわせて本条例の一部を改正するものでありま

す。

一部改正の内容につきましては、お手元に配付の「厚岸町介護予防・日常生活支援総

合事業の実施に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表」をご覧願います。

新旧対照表によりまして、ご説明申し上げます。

第７条第２項の改正は、法第59条の２に規定していた一定以上の所得を有する利用者

が区分されたことによる引用条番号の整理と新たに第３項が加えられたことによる字句

の追加であります。

新たに加える第３項は２割負担の利用者のうち、特に所得の高い利用者を３割負担に

する規定の追加であります。

なお、この改正による利用者の負担に係る影響額は、平成29年11月分で算定したとこ

ろ１カ月分で３世帯、8,771円の増額になるものと試算しております。

議案書の97ページをお開き願います。

附則でございます。

第１項は、施行期日であります。法律の改正部分の施行日と同じく平成30年８月１日

から施行するものでございます。

第２項は、経過措置であります。この条例の施行の日前に支給する第１号事業支給費

の取り扱いについては、なお従前の例によるものとしております。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上ご承認いただきますよう、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 何点かお尋ねをします。

今、説明の中で影響額なのですけれども、3,000までしか聞き取れなかったものですか

ら、もう一度お願いしたいなと思います。

それから、対象者なのですけれども第７期厚岸町高齢者保健福祉計画、先般、配付い

ただいたのですけれども、この12ページを見ますと平成27年に後期高齢者75歳以上の人

数でございますが、要支援者の１、２を合わせますと平成27年が136人、平成28年が143

人、そして平成29年は146人と順々毎年、要支援者が増えていっているわけでございます。
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先ほど１世帯当たりと言われたのですけれども、3,000円ほど値上がりするよというこ

となのですけれども、７条の２項で100分の90が80になるよと、１カ月10％高くなるとい

うのか、それから３項のほうで90が70と、２割改正になるよと。それぞれの影響額と対

象者というのは、それぞれ試算をされていると思うのですが、この辺についてもう少し

詳しく教えてただきたいのと、今回のこの改正によりまして、要支援をされる事業所の

ほうはどんな影響があるのだろうな、また働く方々にも影響があるのかないのか、この

辺についてお尋ねをさせていただきます。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） この介護予防の、先ほどの影響額でございますけれども、

３世帯8,771円です。３世帯といいますか、３人が対象になります。

申しわけありませんが、要支援事業で２割負担の方が、昨年から２割負担というのが

導入されておりますけれども、全部で18人いらっしゃいます。そのうちの方３人が要支

援で３割になるという人数でございます。

それと、働く人に対してということにつきましては、基本的に変わることはないと思

います。あくまで利用されている方の負担の内容ということでございますので、働く方

に影響はないと考えております。

●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 今回の人数は少数であるけれども、当事者にとってはやはり大変な、１カ月

当たりですから、年間ですか、これ。

●保健福祉課長（阿部課長） 一月。

●南谷議員 一月。やはりダメージを、私は受けると思うのです。人数が少ないほうにし

ても。

それから、今後も先ほど申しましたように高齢の方々がどんどん増えてきている、こ

ういう実態にある中で、国の政策上システムの強化ということで、一方的に上げられて

きた。本町の考え方について、お尋ねをさせていただきたいなと思います。

今回の改正を受けて町としてもやむなしということで、こういう条例制定に至ったと

思うのですけれども、正直言いましてこの件だけに限らず、今日まで所得の向上、所得

も影響あると思うのですけれども、非常に努力をされてきた方々が結果として、都度値

上がりのたびにこういう思いをされているという声を町の人によく言われます。

町としてもこの辺についていろいろ議論をされた結果、ここに至ったのだと思うので

すけれども、改めて町のお考えについて、今回制定に当たって町独自の、少数であれば

あるほど、私はもう少し面倒を見てもよかったのではないかなと思うのですが、そうい

う議論もなかったのでしょうか、いかがでしょうか。
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●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 総合事業で実施をしているホームヘルプ事業とデイサービ

スの部分、要支援者の方が対象になりますけれども、それが３割になるという制度につ

きましては、要介護者の方は国の介護保険法の改正によりまして、今年の８月から３割

負担になります。その要介護者の方の３割負担というのと、町が行う要支援の方たちに

対してのものと、そこで人数が少ないから町でというお考えもあろうかと思いますけれ

ども、それはやはりそういった方々との公平な部分というところで、同じくさせていた

だいたほうがいいと考えた内容でございます。

●議長（佐藤議員） 他に、ございませんか。

（な し）

●議長（佐藤議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり決しました。

●議長（佐藤議員） 日程第６、議案第36号 厚岸町営牧場の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） ただいま上程いただきました議案第36号 厚岸町営牧場の

設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と条例

案の内容についてご説明いたします。

議案書98ページをお開き願います。

このたびの条例改正は本年度、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業により整備を進

めてまりました町営牧場の隔離牛舎が本年２月に完成し３月末をもって事業完了する予

定であることから、条例第４条で施設の種類及び内容を規定した表に、この隔離牛舎１

棟を加える内容であります。

お手元に配付の議案第36号説明資料、厚岸町営牧場の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例、新旧対照表をご覧願います。

新旧対照表により、ご説明申し上げます。

第４条は、施設の種類及び内容の規定であります。
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第４条の表、避難舎の項中「隔離牛舎（腰高ハウス）１棟」の次に、「隔離用牛舎（鉄

骨造平屋）１棟」を加えるものであります。

議案書の98ページにお戻り願います。

附則でございます。

この条例は、平成30年４月１日から施行する。とするものであります。

なお、議案第36号参考資料として、位置図、平面図、立面図をお配りしておりますの

で、ご参考にしていただきたいと存じます。

以上をもちまして、議案第36号の説明を終わります。

ご審議の上、ご承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

●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。

●大野議員 この条例で追加牛舎を１棟、追加したのですけれども、受け入れ頭数的には

変化はないのでしょうか。どう考えているのかお聞きしたいと思います。

●議長（佐藤議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 今回整備したのは隔離牛舎でありますので、入牧したとき

に検査をして、それで陰性ということを確認して、牛群のほうに移動させるという施設

ですから、基本的にはこの隔離牛舎が増えたからといって、入牧の許容量が増えるとい

うことではないということでございます。

●議長（佐藤議員） 他に、ございませんか。

（な し）

●議長（佐藤議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり決しました。

●議長（佐藤議員） 日程第７、議案第37号 厚岸町漁業近代化資金利子補給条例の一部

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。

産業振興課長。
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●産業振興課長（湊谷課長） ただいま上程いただきました議案第37号 厚岸町漁業近代

化資金利子補給条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と条例案の内

容についてご説明いたします。

議案書99ページをお開き願います。

現行の厚岸町漁業近代化資金利子補給条例は、漁業者等の漁業施設の整備拡充を図り、

漁業経営の近代化に資することを目的として、漁業近代化資金融通法に基づき漁業者等

が長期かつ低利で資金を借り入れできるよう、漁業近代化資金の金利から北海道の利子

補給率を差し引いたものを「基準金利」とし、1.5％を上限に予算の範囲内で融資機関に

利子補給するものであります。

このたびの改正は、当町の基幹産業である漁業の維持・発展に必要不可欠な漁船等の

近代化を行う意欲のある漁業者等への支援を拡充するため、保証料補助の特例措置を追

加するものであります。

お手元に配付しております議案第37号説明資料「厚岸町漁業近代化資金利子補給条例

の一部を改正する条例新旧対照表」及び議案第37号参考資料「厚岸町漁業近代化資金利

子補給条例改正の要旨」により、ご説明申し上げます。

議案第37号説明資料「新旧対照表」をご覧願います。

第１条及び第２条第１号アについては、文言の整理であります。

第２号アについては、引用する水産業協同組合法の法律番号が脱落していたための追

加と、その法律の一部改正により引用号番号を改めるものであります。この法律番号の

脱落については制定当時からの誤りであり、条例改正が今日に至ってしまったことにつ

いておわび申し上げます。

第２号イについては、引用する法律の一部改正により引用号番号を改めるものであり

ます。

第２号エについては、文言の整理であります。

第３号は漁業近代化資金の定義でありますが、現行では漁業近代化資金融通法で委任

している施行令の条番号を規定しているにすぎない、施行令に関する文言を削除し整理

するものであります。

第３条は、利子補給率についてでありますが、いずれも文言の整理であり取り扱いが

変わるものではありません。

第３条の２は、新たに保証料補助の特例について規定する内容を追加するものであり

ます。

第２項は、保証料補助の特例を適用する場合の期間を定めるもので、利子補給と同様

に利子補給の承認のあった漁業近代化資金の貸付実行日から７年以内とするものであり

ます。

ここで、参考資料「厚岸町漁業近代化資金利子補給条例改正の要旨」をご覧願います。

主な対象事業は表にあります１号から７号までで、漁業者個人が利用する非共同利用

施設の整備を目的とした場合、利子補給率は1.5％、利子補給の期間は７年以内となって

います。

ただし、国が定める漁業近代化資金の金利から北海道の利子補給率、現在は1.3％であ
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りますが、この北海道の利子補給率を差し引いた「基準金利」が町の利子補給率1.5％を

下回った場合は、その率を町の利子補給率とすることになっています。

今回の改正は、漁業近代化資金の金利が近年、低利で推移していることから、北海道

の利子補給率を差し引いた「基準金利」が町の利子補給率1.5％を下回る場合に限り、そ

の差の範囲内で特例として保証料についても対象とし、支援の拡充を図ろうとするもの

であります。

なお、保証料の率については全国漁業信用基金協会の場合、20トン未満は0.4％、20ト

ン以上は0.5％となっています。

具体的な例でご説明させていただきますと、まず例１の場合、これは現在の漁業近代

化資金の金利と同じでありますが、漁業近代化資金の金利が1.6％であるのに対し、北海

道が1.3％の利子補給をいたします。残りの0.3％を「基準金利」とし、0.3％を町が利子

補給しています。

この場合、基準金利の特例の0.3％と利子補給率の上限1.5％の間に1.2％の差があるた

め、保証料補助の特例により20トン未満の場合は0.4％、20トン以上の場合は0.5％を実

質的に支援拡充することができるようになります。

次に、例２の場合、仮に漁業近代化資金の金利が2.5％だとすると、この場合は北海道

が1.3％の利子補給をした残りの1.2％が基準金利となり、利子補給率の上限までの差が

0.3％となるため、0.4％または0.5％の保証料のうち0.3％を支援する形となります。

また、例３の場合、仮に漁業近代化資金の金利が３％だとすると、北海道が1.3％の利

子補給した残りの1.7％が基準金利となりますので、この場合は既に利子補給率の上限を

超えていますので、1.5％の利子補給のみとなり保証料補助の特例は適用されません。

改めて、説明資料「新旧対照表」をご覧願います。

第４条は、引用する法律の一部改正等による文言の整理であります。

第５条及び第６条は、保証料補助の特定の追加等による文言の整理であります。

第７条は、保証料補助の特例の追加等により、利子補給の額に加え保証料補助の額を

定めるために改正するものであります。

第８条から第11条までは、保証料補助の特例の追加等による文言の整理であります。

議案書101ページにお戻りください。

附則であります。

第１項はこの条例の施行日で、この条例は平成30年４月１日から施行する。とするも

のであります。

第２項は経過措置で、この条例の施行の日前に貸付実行したものについては、なお従

前の例による。とするものであります。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上ご承認賜りますよう、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 はじめに２点、お尋ねをさせていただきます。
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まず、１点目です。100ページ、第８条なのですが、補給金の次に等を加えとなってい

ます。この等なのですけれども、あれからすると保証料補助という文言が入るのかなと

理解をさせてたいただいたのです。等ということは、ほかにもあるのかないか、これだ

けであれば保証料と明記すればよかったのでないものかなと、素人ながら考えたのです

が、これがまず１点でございます。

次に、２点目でございます。予算の関係なのですけれども、平成29年厚岸町の利子補

給は167万4,000円でございました。当初予算が433万でございますから、この差あります。

平成30年、29年度ベースで、今回保証料も加えて計上なさっていると思うのですが、実

質、算定というのですか、このくらいのものをこう見て、恐らく差額240万ちょっとある

と思うのですけれども、どのくらいの数字になっていくのかなと。そして、７年なので

すから、それで実質どのくらい町として保証料の分としては増えていくのか、この辺に

ついてお尋ねをいたします。

●議長（佐藤議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（湊谷課長） 最初に、第８条の改正の部分でございます。

これ、新旧対照表の３ページ目に第８条の条項がございます。ここで、利子補給金等、

この等という部分でのご質問でございますけれども、この第７条のところに利子補給金

及び保証料補助金、この二つを合わせて利子補給金等というということで、この利子補

給金等というのは利子補給金と保証料、特例で適用になった場合の保証の合わせた額の

両方ということでございますので、いわゆる略称規定ということでございます。

それと、この条例が可決された場合の予算等とのことでございますけれども、29年度

の利子補給の当初予算が433万、実際に利子補給の額が今の見込みでいきますと167万

4,694円という見込みをさせていただいております。

この利子補給が、この条例が、改正が認めていただいたということであった場合にお

いても、当初予算時は漁業協同組合さんのほうから漁業者からの貸し付け希望というも

のを前もって聞き取りをして、そして平成29年度であれば２億4,360万ほどの貸付実行が

マックスであるだろう、という見込みを漁業協同組合から情報をいただきまして、その

実行が仮にそのまま行われたとしたら1.5％、実際は0.3％であるのですが1.5％、金利が

どうなるか変動がまだ分かりませんので、マックスで1.5％で433万という見込みをさせ

ていただいております。

それで、実際に保証料としてどのぐらいの額が出るのかということでございますが、

実は私の手元にあるのが29年のではなくて、28年度までの実績までしかちょっとないも

のですから、28年で実際に借入実行を起こしたのが、融資額が１億9,488万、借入実行を

してます。このときに、保証料を補助したとすれば、0.4％したとすれば36万1,815円と

いうことになります。ですから、これの大体７年分、大ざっぱに言って280万弱ぐらいが

増えてくるのかなと思っていますが、いずれせよ当初予算の中では今まで最大の1.5％を

見込んで予算計上をさせていただいておりましたので、その範囲内でそういった部分に

対応できると考えてございます。
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●議長（佐藤議員） ８番、南谷議員。

●南谷議員 今回保証料まで補助の対象になったということは、漁業者にとっても非常に

助かるのではないかと思います。金利が下がってきたのだけれども、保証料がなという

ことをかねがね漁業者の皆さん言われていたわけでございますが、まだまだ漁業のほう

の国の支援や町の支援というものがいろんな面では、ほかにもしているのですけれども、

漁業者個々に対する漁業支援というものが農業から比較しても、本当に遅れているので

はないのかなと思います。

今回本当にこのような提案をしていただいて、漁業者も非常に感謝をしていると思い

ますし、本町の基幹産業であります漁業のことでございますから、今回は当初予算の中

で収まるのですけれども、漁業者に生産意欲を沸かせるような、若者が後継者が漁業に

魅力を感じるような新たな制度というものを、どんどん考えて応援していくべきだと思

いますが、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（湊谷課長） この漁業近代化資金利子補給制度でございますが、水産を

持つ町の中でも、釧路管内でいきますと白糠がこの制度を持っていません。根室管内で

いきますと標津町だけだというふうに、まだまだ全道を見てもこの利子補給制度自体を

持っていないところもございます、町村で。

なおかつ、私どもの聞く範囲によれば、こういった漁業近代化資金の保証料補助を検

討している町はありますけれども、恐らくまだこういった制度化したところというのは

ないと、私どもも承知しております。

そういった部分では南谷議員言われるような、漁業者に向けても独自のこういった支

援措置を今回したということでございます。また、状勢いろいろこれから変わってくる

と思います。その都度その都度、基幹産業を支えるために必要な制度、支援措置、そう

いったものを検討しながら取り組んでいきたいなと思っておりますので、ご理解いただ

きたいと思います。

●議長（佐藤議員） 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。
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よって、本案は原案のとおり決しました。

●議長（佐藤議員） 日程第８、議案第38号 厚岸町道路占用料徴収条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

建設課長。

●建設課長（水上課長） ただいま上程をいただきました議案第38号 厚岸町道路占用料

徴収条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。

議案書102ページをお開き願います。

厚岸町の道路占用料は、道路法施行令で定める国の占用料、これに準じた北海道の占

用料との均衡を図りながら料金の設定を行ってきたところであります。

平成29年４月１日「道路法施行令の一部を改正する政令」が施行され、平成27年度に

行われた固定資産税評価額の評価がえと地価に対する賃料の水準の変動等を踏まえ、国

の占用料が改訂されたほか、占用面積等の端数の処理方法が精緻化されたことにより、

本条例の一部を改正するものであります。

改正部分につきましては、別途お配りしている議案第38号説明資料、厚岸町道路専用

料徴収条例の一部を改正する条例新旧対照表により説明をさせていただきます。

新旧対照表をご覧ください。

占用物件名、単位については、変更はありません。

占用料のみの改正で左側が現行、右側が改正案となっております。

厚岸町は、道路法施行令で定める別表において第５級地に含まれますが、このたびの

制令の改正では占用料の増額となっているものはなく、減額または同額となっておりま

す。

別表備考の改正は、現行の占用料の額の計算方法において占用物件の占用面積や長さ

について１平方メートルまたは１メートル未満の端数を切り上げることとしているとこ

ろ、より精緻に占用料の額を算出するため、0.01平方メートルまたは0.01メートル未満

の端数を切り捨てて計算することとし、占用面積等の計算方法を精緻化する内容として

おります。

議案書に、お戻りください。

附則でありますが、この条例は平成30年４月１日から施行するものでございます。

なお、この改正に伴う影響額はおおむね６万7,000円の減額となることを試算しており

ます。

以上、簡単な説明ではございますが、ご審議の上、ご承認をいただきますよう、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）
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●議長（佐藤議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり決しました。

●議長（佐藤議員） 日程第９、議案第39号 厚岸町都市公園条例の一部を改正する条例

の制定についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

建設課長。

●建設課長（水上課長） ただいま上程をいただきました議案第39号 厚岸町都市公園条

例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。

議案書104ページをお開き願います。

「都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する制令」にお

いて「都市公園法施行令」の一部が改正され、平成29年６月15日から施行されました。

この制令の改正では、都市公園に設ける運動施設の敷地面積は、都市公園法施行令第

８条第１項で条例により定めるとされたところであります。

このため、町ではこれまで国が定めていた運動施設の敷地面積の割合が100分の50を越

えてはならないとすることや、従前の基準が都市公園としての機能を阻害することがな

いと認められることや、現在の町の都市公園における施設の状況及び今後の整備計画を

考慮し、厚岸町都市公園条例の一部を改正するものであります。

改正内容につきましては、別途、お手元に配付しております新旧対照表により説明さ

せていただきます。

新旧対照表をご覧ください。

第１条の２中「第１条の５」を「第１条の６」に改め、これは第１条の６を加えるこ

とによる改正であります。

第１条の６は、都市公園に設ける運動施設の敷地割合であります。基準の設定に当た

り検討した結果、現状で国の基準100分の50を越える公園はなく、またこの基準をもとに

公園整備を行うことが適切と判断し、国の基準どおりといたしました。

議案書に、お戻りください。

附則でありますが、この条例の規定の整備は平成29年６月15日から起算して１年を越

えない期間内に行う必要があるとされていることから、この条例を平成30年４月１日か

ら施行するものであります。

以上、簡単な説明ではありますが、ご審議の上、ご承認をいただきますよう、よろし

くお願い申し上げます。
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●議長（佐藤議員） これより、質疑を行います。ございませんか。

（な し）

●議長（佐藤議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり決しました。

●議長（佐藤議員） 日程第10、議案第40号 厚岸町学校林設定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。

教育委員会管理課長。

●教育委員会管理課長（高橋課長） ただいま上程いただきました議案第40号 厚岸町学

校林設定条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と改正内容をご説明

いたいます。

議案書105ページをお開き願います。

厚岸町学校林設定条例は、厚岸町が学校林を設定し学校経営に必要な基本財産の造成

を図り、あわせて青少年の林業教育の向上及び森林資源の培養に資するため必要な事項

を定めることを目的として昭和37年に制定され、その後、平成20年には引用している条

例の廃止等に伴う一部改正がされております。

近年の全国的な学校林の状況をご説明させていただきますが、保有学校数や面積とも

に減少傾向にあります。その要因としては、少子化による学校の統合に伴う学校林の廃

止もありますが、当時の学校林設定の一番大きな目的である基本財産の造成が木材価格

の低迷などにより、その目的を果たせなくなったことによるものと言われております。

現在、厚岸町では国有地内に設定した学校林が１カ所、道有地内に設定した学校林が

１カ所、町有地内に設定した学校林が１カ所、学校敷地内に設定した学校林が２カ所で、

合計５カ所の学校林が設定されております。

学校林の目的は時代とともに変化しており、学校林を伐採し基本財産とする目的から

自然環境保全や環境教育及び自然体験学習などの生きた教材として、新しい役割の位置

づけが強まってきているところであります。

それぞれの学校林を今後、有効に活用していくために現在、学校林の置かれている状

況を踏まえ、今後の活用方法を学校や地域並びに関係機関と協議をさせていただきまし

た。

今回の改正においては学校林の現状を把握し、今後の利活用の方向性を見極めた上で
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目的を改正するとともに、現状に即した内容に改め、さらに学校林の今後の活用につい

ても新たに規定をするため改正しようとするものであります。

改正内容につきましては、お手元に配付させていただいております議案第40号説明資

料、厚岸町学校林設定条例の一部を改正する条例新旧対照表で説明させていただきます。

第１条は、目的であります。提案理由でご説明したとおり、条例制定当時は学校財産

の造成が大きな目的でありましたが、今後の利活用の状況を踏まえ学校運営に係る基本

財産の造成という内容に、新たに環境教育の向上を加えて教育に資する内容とするもの

であります。

第２条は、定義であります。新たに定義規定を設け、１号として学校林の定義を町立

学校が保有する森林とし、第２号では部分林の定義を学校林うち町有地以外に設定する

学校林とし、学校林の区分をより明確にしたものであります。

第３条は学校林の設定でありますが、第１項において学校林全体の設定方法について

規定しており、第２条第２号に定義を規定したため、第２項の部分林の手続の規定を削

除するものであります。

第４条は設定の議決等でありますが、第１項で議会の議決が必要な学校林の規定をし

ております。第２項において、学校を統合または廃止したときにその所属する学校林を

変更する場合、議会の議決を要する学校林の対象を明確にしたものであります。

第３項は、部分林の定義を第２条第２号において規定したことによる字句の整理であ

ります。

第６条は樹木の所有権及び収益でありますが、第２項中、部分林の定義を第２条第２

号において定義を規定したことによる字句の整理であります。

第８条は町費負担の経費でありますが、現在使用しておらず、今後も使用ない薬剤を

削除し、字句の整理を行ったものであります。

２ページをご覧いただきたいと思います。

第10条は学校林の解除でありますが、第１項中、部分林の定義を第２条第２号におい

て規定したことによる字句の整理と、樹木を処分したときは学校林の設定を解除するこ

とができるものとし、樹木の処分後も学校林の設定を解除せずに継続することができる

よう裁量権を付与する改正であります。

第11条は、学校林の活用であります。目的の改正に合わせ学校林を児童生徒の森林教

育、環境教育に活用するよう新たに規定をするものであります。

第12条は第11条を追加したことにより、第11を第12条に繰り下げるものであります。

恐れ入りますが、議案書106ページに戻り願います。

附則であります。

この条例は、平成30年４月１日から施行するとするものであります。

以上、大変簡単な説明でありますが、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。

12番、佐々木亮子議員。
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●佐々木亮子議員 目的として新たに環境教育の向上というものが加わったのですけれど

も、これ具体的に教育上において、これどういったことを考えているのでしょうか。環

境教育に対して、この森林を活用してどういったことを実際に行っていくのかというこ

とについてお伺いいたします。

●議長（佐藤議員） 教育委員会管理課長。

●教育委員会管理課長（高橋課長） お答えいたします。

学校林ですけれども、それぞれ置かれている状況が異なっております。例えば最初に

お話ししたとおり学校の敷地の中に学校に隣接してある学校林、あるいは遠くに設定し

た学校林、いろいろありますけれども、近くにある学校林については今も自然散策です

とか、いろんな部分で学校では身近にありますので利用できていますが、遠くにある分

については、なかなか今まで利用できていなかったということでありますので、今考え

ておりますのは厚岸町の学校林全体のパンフレットみたいなものをつくって、どの学校

がどういう学校林を持っていて、ここにありますよというものをまずお示しして、それ

を学校に活用してもらうと、あるいは遠くにある学校林についても、場合によってはパ

ンフレットとかを見て、そこに行って学習するとか、そういうことを考えております。

●議長（佐藤議員） 他に、ございませんか。

（な し）

●議長（佐藤議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり決しました。

●議長（佐藤議員） 日程第11、議案第41号 厚岸町介護老人保健施設基金条例の制定に

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。

病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） ただいま上程いただきました議題第41号 厚岸町介護老人

保健施設基金の制定について、その提案理由と内容について説明させていただきます。

本条例の制定につきましては、厚岸町介護老人保健施設の健全な運営を確保するため、

厚岸町介護老人保健施設基金を設置するものであります。
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厚岸町介護老人保健施設は、平成24年度から町立厚岸病院２階病棟の医療療養病床を

転換して、新たに23床の老健施設に変更し、特別会計を設置して運営を行ってきました。

この間、決算における繰越金が積み上がり、これまでは予算上の都度、前年度繰越金

として財源充当していましたが、特に３月補正予算時には歳入での調整が大きくなるこ

とから、予算と決算見込みにおいて差異が大きく生じていたところであります。

今後は、町民に分かりやすく現状に合った予算措置を図るため、前年度繰越金を基金

に積み立てて運用することで、今後の管理運営上の資金不足が生じた際に基金から財源

充当を図れるよう、条例を制定しようとするものであります。

議案書107ページ、厚岸町介護老人保健施設基金条例でございます。

第１条は設置に関する規定で、この条例の内容を要約するもので冒頭に申し上げまし

た内容となっております。

第２条は積立額に関する規定で、基金に積み立てる額は介護老人保健施設事業特別会

計の歳入歳出予算で定めるとしているものであります。

第３条は現金の管理に関する規定で、基金に属する現金は預金、その他、最も確実か

つ有利な方法で行うとするもので、第２項では必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証

券にかえることができるとしているものであります。

第４条は運用益金の処理に関する規定で、基金の運用から生じる収益は歳入歳出予算

に計上して基金に編入するとするものであります。

第５条は繰替運用等に関する規定で、他の基金条例と同様、財政上必要がある場合、

確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰りかえ

て運用し、または一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用

することができるとするものでありまうす。

第６条は処分に関する規定で、この基金は施設財政の運営を確保する財源が不足する

ときは、その財源に充てるため基金の全部または一部を処分することができるとするも

のであります。

第７条は委任規定で、基金の管理に関し必要な事項は町長が定めるとするものであり

ます。

附則であります。

この条例は、公布の日から施行するとするもので、本条例についてご承認をいただい

た後、本定例会にあわせて提出しております平成29年度厚岸町介護老人保健施設事業特

別会計補正予算の可決をいただいた後において、速やかに基金の積み立てを行いたいと

考えているところであります。

以上、大変簡単な説明でございますが、提案理由と内容の説明とさせていただきます。

ご審議の上、ご承認くださいますよう、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 以前に質問をさせていただいて、やっと基金を設定していただいたなと理解

をさせていただきました。



- 264 -

従来、単年度末で資金が余れば繰越金にして、翌年度、期中で繰入金として受けて収

支を合わせて、そうすると非常に単年度の総体収支というのがなかなか見えにくかった

ものが、今回はそのために基金条例をきちっと制定してやると理解をさせていただきま

した。

その上でお尋ねをさせていただくのですが、限度額、この基金の管理に関しては町長

が定めるとなっているのですけれども、限度額は設けなかったのかな。その辺の議論は

なかったのかな。幾らでも残れば、ということは一方で繰り入れがございます。そうい

うものがあると、病院のために基金を運営する以上、事務長とすれば青天井で基金を積

んでいけばいいのでしょうけれども、そうはならないと思うのですよね。その辺の議論

は、あったのかなかったのか。

また、町長が定めるということなのですけれども、内規か何かで定めるのかどうかよ

く分からないのですけれども、議会のほうの対応というのは補正予算とかで繰り入れと

かと、こういうふうになってくるのか、その辺の対応について今後どうなるのか、この

２点についてお尋ねさせていただきます。

●議長（佐藤議員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 限度額についての対応でありましたが、５年やりまして2,000

万ほどの剰余金が出たという状況ではありますが、決してこれが潤沢に出たということ

ではなくて、今の病院から転用をしてそのままやらせてもらったということで、利益が

あったのですが、この利益については毎年、例えば療養室の壁の張り替えですとか、廊

下の壁の張り替えですとか、今年も電動シャワートローリーというものに資金をこちら

から充当する予定ですので、それほど増えていくという見込みは、私はないかなという

ことで、この時点で限度額というものを設定する、まだそういった状況にはないなとい

うことで話し合いは行っておりません。

あと、運用でございますけれども、当然この議会に歳入歳出のほうで経理をして議決

をいただくという形になると思います。

●議長（佐藤議員） 他に、ございませんか。

（な し）

●議長（佐藤議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり決しました。
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●議長（佐藤議員） 日程第12、議案第42号 厚岸町指定居宅介護支援等の事業の人員及

び運営に関する基準を定め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42号 厚岸町指定居宅

介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定め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させていただきます。

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関す

る法律における介護保険法の一部改正が本年４月１日から施行されることになりました。

この改正により、これまで北海道で定めていた指定居宅介護支援等の事業の人員及び

運営に関する基準が市町村の条例で定めることとされたことから、本条例を制定するも

のであります。

なお、指定居宅介護支援事業者は介護保険法第81条において規定されており、厚岸町

においては３事業所が指定を受け事業を行っております。事業の内容は要介護者のサー

ビスの希望、心身の状況及び生活環境等を勘案し、介護サービスなどの利用を計画的に

位置づける「介護サービス計画の作成」いわゆるケアプランの作成を行い、利用の調整

や相談指導を行う業務であります。

また、この業務を行う事業所は介護保険法第79条第２項第１号において、法人でなけ

ればならないと規定されおり、厚岸町介護保険条例第17条第２項の改正を今定例会にお

いて提案し、議決をいただいているところであります。

別に配付しております議案第42号説明資料「厚岸町指定居宅介護支援等の事業の人員

及び運営に関する基準を定める条例案における基準設定内容一覧表」をご覧ください。

まず、１ページから２ページにかけてでございますが、介護保険法の関係条文の改正

前と改正後を掲載しております。

３ページをお開きください。

この条例で定めるべき基準の類型につきましては、説明資料の基準の類型欄に記載の

とおり条項ごとに従うべき基準及び参酌すべき基準の記載をしております。

このたびの条例制定に当たっては、このうち必ず適合しなければならない基準である

従うべき基準は、異なる基準とすべき特段の事情が認められないことから、国の基準に

従い定めることとし、十分参照しなければならない基準である参酌すべき基準は現在、

国の基準に基づき適正に実施していることや、国の基準とすることが適正な事業運営を

確保する上で妥当であると認められることから国の基準どおりに定めることといたしま

した。

国が定めている基準は、第２条に居宅介護支援事業に係る基本方針、４ページ、第３

条人員に関する基準では従業員の員数、第４条に管理者、第５条、運営に関する基準、

以降は以下14ページまで内容及び手続の説明及び同意、提供拒否の禁止、サービスの提

供困難時の対応、受給資格等の確認、要介護認定の申請に係る援助、身分を証する書類

の携行、利用料等の受領、保険給付の請求のための証明書の交付、法定代理受領サービ
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スに係る報告、利用者に対する居宅介護サービス計画等の書類の交付、指定居宅介護支

援の基本的取り扱い方針、具体的取り扱い方針、利用者に関する市町村への通知、管理

者の責務、運営規定、勤務体制の確保、設備及び備品等、従業者の健康管理、掲示、秘

密保持、広告、居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等、苦情処理、事故発生時

の対応、会計の区分、記録の整備が定められており、最後に基準該当居宅介護支援に関

する基準となっております。

議案書109ページをお開き願います。議案に沿ってご説明申し上げます。

なお、説明に当たっては本条例がこれまで国が定めていた基準と同様の内容でありま

すので、章ごとの説明とさせていただき、詳細につきましては省略させていただきます。

この条例は、その内容の理解と検索を容易にするために５章に区分して目次をつけて

おり、全31条で構成しております。

目次については、５章建てとしております。

第１章、総則でございます。

この章では、第１条は趣旨規定で、法の委任に基づき基準を定めているとしているも

のでございます。

第２章、指定居宅介護支援の事業の基本方針でございます。

この章では110ページにわたり、指定居宅介護支援の事業の基本方針として、利用者が

可能な限りその居宅において有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ

う配慮しなければならないこと。利用者の選択に基づき適切なサービスが総合的かつ効

率的に提供されるよう配慮しなければならないこと。利用者に提供されるサービスが、

特定の種類・事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行われなければならない

こと。町や地域包括支援センター、その他の関係事業者等との連携に努めなければなら

ないことを定めております。

第３章、指定居宅介護支援の事業の人員に関する基準でございます。

この章では111ページにわたり、指定居宅介護支援の事業の人員に関する基準として、

指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所に必要数の指定居宅介護支援事業

の提供に当たる介護支援専門員を置かなければならないこと。また、指定居宅介護支援

事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならないことを定めております。

なお、法第81条第１項により、人員基準は全て従うべき基準とされております。

第４章、指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準でございます。

この章では、指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準として、第５条「内容及び

手続の説明及び同意」、112ページ第６条「提供拒否の禁止」、113ページ第７条「サービ

ス提供困難時の対応」、第８条「受給資格等の確認」、第９条「要介護認定の申請に係る

援助」、第10条「身分を証する書類の携行」、第11条「利用料等の受領」、114ページ第12

条「保険給付の請求のための証明書の交付」、第13条「指定居宅介護の基本取り扱い方針」、

第14条「指定居宅介護支援の具体的取り扱い方針」、119ページ第15条「法定代理受領サー

ビス等に係る報告」、第16条「利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付」、第17

条「利用者に関する市町村への通知」、第18条「管理者の責務」、120ページ第19条「運営

規定」、第20条「勤務体制の確保」、第21条「設備及び備品等」、第22条「従業者の健康管

理」、第23条「掲示」、121ページ第24条「秘密保持」、第25条「広告」、第26条「指定居宅
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サービス事業者等からの利益収受の禁止等」、第27条「苦情処理」、122ページ第28条「事

故発生時の対応」、第29条「会計の区分」、123ページ第30条「記録の整備」として、指定

居宅介護支援の事業を行う者がその運営に当たって遵守すべき事項を定めております。

第５章、基準該当居宅介護支援の事業に関する基準でございます。

この章では、基準該当居宅介護支援の事業の基準について、第２章から第４章までに

定める指定居宅介護支援の基準を準用する形で定めています。

なお、基準該当居宅介護支援は、指定居宅介護支援に対し人員要件や運営要件などの

基準を緩和し、介護給付の請求が行われる事業形態となっております。

次に、附則でございます。

第１項は、この条例は改正介護保険法の施行日と合わせ平成30年４月１日から施行す

るものでございます。

第14条第20号に係る部分について、回数の多い訪問介護を居宅介護サービス計画に位

置づける場合には、市町村への届け出を義務づける規定で、これにつきましては平成30

年10月１日から施行するものでございます。

第２項は、経過措置であります。居宅介護支援事業所の管理者は主任介護支援専門員

でなければならないという規定にかかわらず、平成33年３月31日までの間は、介護支援

専門員を管理者とすることができるものとしております。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認いただきますよう、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。

３番、堀議員。

●堀議員 何点かお聞きしたいと思います。

まず第５条、内容及び手続の説明及び同意ということで、利用申込者はその家族に対

しとあります。その家族というのは、どの範囲を言うのかを教えていただきたいと思い

ます。

また、その後段には利用申込者の同意を得なければならないとなっているのですけれ

ども、当該提供の開始について。医療申込者が同意の意思表示をすることができない場

合、この場合はどうするのかをお聞きしたい。

これと同じようなことが第９条にも言えまして、第９条要介護認定に係る申請につい

て利用申込者の意思を踏まえ必要な協力を行わなければならない、この意思表示ができ

ない方の利用申し込みを、どのように受けるのかを教えていただきたいと思います。

さらには、ここでは一番上では意思を踏まえ必要な協力をなのですよね。第２項のほ

うでは、速やかに当該申請を行うよう必要な援助を行わなければならない。第３項でも

同じく、必要な援助を行わなければならないとなっているのですけれども、この協力と

援助、この違いを教えていただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。
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●保健福祉課長（阿部課長） この介護保険制度におきましては、基本的に契約に基づい

てサービスの提供をすることになりますので、ケアプランの作成に関しての事業所等の

やり取りについても、それから施設に入所あるいはデイサービスに通うというものにつ

いても、基本的には本人と契約ということになっております。

利用者の家族と言いますのは、キーパーソンの方が家族になりますけれども、その方

が利用申請者の支援をしながら申請あるいは説明等の対応を、その方も含めて本人も含

めてそういう協議をして内容を決定していくということになりますので、どうしても意

思の確認ができないという場合には、成年後見制度の利用というようなことになってま

りいます。基本的には、あくまで本人とキーパーソンになる家族の方とのお話によって、

契約をしてサービスの提供につなげていくということになります。

それから、第９条のところで必要な協力と、それから第２号のほうで必要な援助とい

うところでございますけれども、大変申しわけございませんけれども、これにつきまし

ては国の基準で第９条の第１項では必要な協力をと、それから２号のほうでは必要な援

助ということで基準が設定されておりまして、これと同様のものにしております。この

第９条の１項の必要な協力をというのは、近い将来にサービスの申請を行うということ

に対しての協力と。

それから、必要な援助をというものにつきましては、直ちにサービスの提供を行わな

ければならない必要がある場合に、援助というふうに使い分けをしているという状況で

ございます。

（発言者あり）

●議長（佐藤議員） 休憩します。

午前11時51分休憩

午後１時00分再開

●議長（佐藤議員） 本会議を再開いたします。

３番、堀議員に対する答弁から始めます。

保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 家族に対しての範囲ということの質問に対して、答弁をし

ていなかったということで申しわけありません。

改めて、この家族の定義を介護保険法のほうで確認をさせていただきましたけれども、

介護保険法には、この家族の定義はされておりませんので、その範囲というものも特に

定められていないという状況になります。

これは、なぜかと考えたのですけれども、介護保険法、先ほど介護保険は契約によっ

ていろいろなサービスを受けられるようになるというところで、本人以外の家族を親族

あるいは何親等までというような形で限定をすることによって、サービスを受けられな
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くなってしまう場合も出てくるというようなことが多々考えられます。

実際に、何十年も同居をしているけれども、法的なものはないというような方もいらっ

しゃいます。そういうような方が制度を受けられなくなるような状況なんかも考えられ

ることから、定義というものをしていないのではないかなと、これはちょっと私の推測

でございますけれども、現実にはそういうことで家族の定義をしていないことによって、

親族が遠くにいる場合に近くにいる甥っ子さんだとか、姪っ子さんだとか、あるいは同

居人だとかということの手助けを受けて、そういうサービスを受けることができるとい

うような状況になっているというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと

思います。よろしくお願いします。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●堀議員 まず、介護サービスは、契約に基づいてといった中で意思表示のできない人は

どうするのだとなったときに、成年後見制度をと言ったのですけれども、その成年後見

制度にも行く前に、もう既に意思表示のできない人も、当然いると思うのですよ。出て

くると思うのですよね。そういう人方に、それではどうするのだ、成年後見制度として

きちんと頼んでいない人で、意思表示のできない人をどうするのだという疑問が出てく

るのですよ。そういう人方については、どうするのか。

あと、今の答弁、家族のやつは定義はないのだと言うのですけれども、ただその家族

に対しても、運営規定の概要その他の利用申込書のサービスの選択に資すると認められ

る重要事項を記した文書を交付して説明を行うという、説明の義務が事業者側にはある

わけなのですから、それが誰かと、しっかりとしなければならないと思うのですよ。そ

れが、１人でいいものなのか、２人でいいものなか、３人でいいものなかというも含め

て、やはりここはきちんと決めなければならないと、国が定めていないのであれば、町

村側で定めるしかないと、私は思うのですけれども、どうなのでしょうか。

ですから、第９条のほうでもそうですね、これもだから同じく成年後見の中では、同

じようにそういうものに行き着けない、そこまでやれないうちに要介護認定を受けなけ

ればならない状態になった人に対しての備えがこの条例の中では、私はどうしても不安

に思うのですけれども、いま一度、説明をしていただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） この介護保険制度でございますけれども、介護保険制度が

始まるに当たっては、成年後見制度と両輪といいますか、並行して進むということが大

事だというふうに制度が始まった当時、言われておりました。

おっしゃられるとおり、そこの意思の表示あるいは意思の確認がきちっとできるかど

うかというのは、介護保険制度は契約に基づくものですから、措置制度から介護保険制

度に変わるという部分では、一番大事なところだと思います。

そういった意味で、成年後見制度との両立ということが言われていたのだと考えてお

ります。そういうところで、今やっと、ある意味、成年後見制度の取り組みも少しずつ
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追いついてきたのかなと考えております。

あくまで契約者は本人ですので、本人の家族が手助けをして、そういう契約に結びつ

けていただいているという状況で、どうしても本人の確認ができないという部分につい

ては成年後見制度、厚岸町もあんしんサポートセンターの取り組みがスタートしており

ますし、費用の部分についても町の制度を、やっと制定をして取り組んできております

ので、そういう方に対しての対応はそういう中でやっていきたいと考えております。

それから、重要事項説明の位置づけですけれども、契約に当たっては家族に対しても

そういうものを説明をして、そしてそれを説明をした上で、その事業所によっては家族

がきちっと聞きましたというような名前を書く欄を設けているような部分もありまして、

そこはそこそこの事業所で取り扱いが若干違う部分があるのだと思います。その部分に

ついては、基本的にその事業所の取り組みに任せていた状況なのだと思います。

また私どもも今回この条例制定をして、これからスタートさせるという中で、そういっ

た部分も状況を確認しながら対応をしてまいり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。

(発言する者あり)

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 申しわけありません。成年後見までいかない人をどうする

のかという質問につきましては、成年後見がいかないといいますか、本人の意思が確認

できない、あるいは意思表示をできないという場合は、もう後見にも段階ありますけれ

ども、そういったものが必要になると思います。

そこは、その方については実際に申し立てに当たっては親族であったり、市町村長の

申し立てもありますし、そういう中で対応をしていくことになります。そういう成年後

見までいかないという人であれば、それは意思表示なりが確認できるわけですから、本

人との契約というところで整理をさせていただきます。

それから、定義を条例の中にということでございますけれども、これについては先ほ

ど介護保険法自体で、そういった規定をしていないと。その規定をしていないことを考

えると、その規定をすることによって、反対に支障が出てくるのではないかなと考えま

すので、これについては入れるとは考えておりません。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●堀議員 成年後見制度を申し立てることもできない人は、行政側からの申し立てとかと

いうのですけれども、その場合においても、では本人の同意がもうその時点ではもう取

れないわけなのですから、その扱いがきちんとしていかないと駄目だとは、私は思うの

ですよ。

定義は、やはり大事だと思うのですよね。これは、単純に国の基準に倣ってつくって

いるから、そういう答弁にしかならないのでしょうけれども、であれば影響のでない範
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囲の中で、何親等とか生計を一にするとか、やはりそういうものを決める、また常に連

絡が取れる血縁者とかという形、そういうような基準は決められると思うのですよ。国

がどういう理由でぼかしているのかといった中で、果たしてそれがそう決めることによっ

ての不利益だと、完全に言い切れるものなのかどうなのかと思うのですよね。

余りにも曖昧に、ここら辺は国の基準だ国の基準だ、従うべきだ従うべきだ、参照す

べきだとやり過ぎているのではないのと、私は思うのですよ。条例制定においては、や

はり当然、厚岸町の条例ですから、自分方がつくったものに対して自分方が責任を持た

なければならない。そういうふうに思うのですよ。どうも、ここら辺、ずっと今回の一

般議案もいろいろ条例改正とかも出てきていますけれども、思うところではあるのです

よね。

ですから、ここら辺はもう少し規定というものをやるのだと。ですから、今度、私の

一般質問の中で、民法の意思表示にも絡んではくるのですけれども、やはり本人が申し

立てをできない状態、申し込みのできない状態のときを想定した中の行政が、やはりき

ちんと手順、手続を定めなければならないのではと、ここら辺については私は思うので

すよ。代執行なりという形の中で、後見人制度での代執行を、後見人制度においては町

村が認めたとかといった中で、ある程度、代執行を認めているのでしょうけれども、そ

れぞれの条例の中においても、そういうものをやはり想定した条例が私は必要ではない

のかなと思うのですけれども、３回目なので最後なのであれなのですけれども、改めて

ちょっと答弁していただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 成年後見制度の利用といいますか、申し立てでございます

けれども、それは本人の申し立て、それから親族の申し立て、この親族については４親

等以内。それから、そのほかには市町村長の申し立てという申し立ての方法があります。

そういう中で、その方の状況、あるいは環境によってその申し立てされる方がすると

いうことになります。どうしても、そういった方がいらっしゃらないという場合には、

私どものほうと、それから社協のあんしんサポートセンターと相談をしながら、最終的

には私どものほうで町長の申し立てということで、そういう後見人をつけることができ

ます。

それは、あくまで裁判所がその申し立てに基づいて決定をされるということになりま

す。そういう制度の中でそういう方々、どうしても意思表示の確認ができない、あるい

は契約ができないという方については、そういう中で対応を図っていくということにな

りますので、そこは、どうしてもできない方については町長申し立てという制度は、私

どもはしっかりと運用していくということになります。

それから、範囲の基準といいますか、家族の範囲でございますけれども、これについ

ては、やはり今いろいろなケースがございます。家族がいても家族と連絡が取れない、

それから家族がいるほかに同居の方がいらっしゃる、本当にいろんなケースがあります。

そういう中で、法のほうでもそういう定義がしていない状況の中で、そこに範囲を決め

てこの中でということについては、もしそういうことによって支障が出るというような
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状況が起きた場合のことを考えますと、やはり今の段階ではそういう基準を設けるとい

うことは考えていないということで、ご理解をいただきたいと思います。

●議長（佐藤議員） 他に、ございませんか。

６番、室﨑議員。

●室﨑議員 まず、大きな話からお聞きしたいのですけれども、先ほど説明あったと思う

のですけれども、ちょっと私聞こえないところがあったので、ごめんなさい。最も根幹

的なところなのですが、この参考資料やいろいろ見ますと、法が変わりまして、そして

都道府県が示していることになっていた基準を、市町村が行いなさいというふうに法が

変わったと。それで、今回その法改正に基づいてこの条例の制定があった。その基準と

いうのは、では自由にやりなさいということではなくて、参酌すべき基準とか、従うべ

き基準というようなものが、もうびっちりついているわけですね。参酌すべき基準とい

うことになるというと、特別な理由があった場合には、それと異なるのをしていいのだ

けれども、特別な理由というのはほとんど見当たらないということで、今回も今まで都

道府県あるいは知事が決めていたものを、全くそのまま厚岸町が条例としてつくるとい

うことになったと聞こえたのです。となれば、実際にはこの条例ができたからといって、

今までと変わるところは一つもないと考えていいのかどうか。それをまず、お聞きした

いのです。これが、一つです。

それから、今の議論のちょっと尻馬に乗って悪いのですが、ちょっと関連するところ

でお聞きしたいのですが、先ほどの答弁の中にもあったのだけれども、この介護保険法

ができる前は、措置という公権力の発動によって行っていました。それに、今度は契約

によるよという介護保険法が施行されて、そういうふうに変わってきたと。この措置と

いう制度は、現在わずかながらでも生きているのでしょうか。それが、２点目です。

それから、３点目で成年後見制度の話がいろいろありましたけれども、後見制度には

成年後見と未成年後見がありますよね。その成年後見の中には、言ってみれば法定代理

人を選任する形の成年後見人制度と、任意代理人を選任する任意後見というのがありま

すよね。どうも、先ほどの答弁を聞いていると何かその辺りが割と曖昧に聞こえるので

すよ。そういうものを明確にして、今の問題にはどう対処するのかということをお聞き

したい。

それと、もう一つ家族ということなのですが、家族という法的定義のある用語はあり

ませんよね。法律用語ではないですね、これは。社会学的用語ですね。そうすると、先

ほどの答弁をいろいろお聞きしていると、いわゆる一般通常人が考えて、妥当だという

範囲内の人が契約に荷担したとしても、今は便宜的に認めようというのが法の趣旨なの

だと聞こえたのですけれども、それでよろしいのかどうか、それもお願いいたします。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） １点目の今回道から市町村におりてくるという部分では、

北海道は北海道でその条例で定めて、一部規則に委任している部分もありますけれども、
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基本的に国の基準を北海道が定めていたものを市町村、私どものほうで今度は国の基準

と北海道の基準を含めて、国の基準に整理をさせていただいているということで、基本

的に変わるものはございません。

それから、措置制度でございますけれども、措置制度につきましては一部残っており

ます。措置ということでございますので、市町村長の措置ということで今現在も当町か

ら町長で措置をしている人は、６名がいらっしゃいます。これは、養護老人ホーム、釧

路、それから根室等の養護老人ホームのほうに措置の依頼をして入所をしているという

状況で、どうしてもその方の身体的な状況、それから生活環境、そういったもので契約

によって入所ができる状況にないという方については、措置制度を適用をするというこ

とでございます。

それから、成年後見の部分でございますけれども、おっしゃられるように任意後見、

法定後見ございます。基本的に今扱っている方については、なかなか本人とそれから家

族の折り合いが、なかなか悪いというような状況から親族の後見なんかができないと、

それから本人が自分でできる状況にもないというような部分について、うちの包括支援

センターとそれから社会福祉協議会のあんしんサポートセンター、ここが連携をしてそ

の方の状況を確認をした上で、どういった申し立てが望ましいのかというようなことを

協議をしまして行っております。今の段階では、まだ件数自体は少ないですけれども、

体制が整ってまいりましたので、今後増えていくものと。今も３件くらいの相談を受け

て話をしているような状況にございますので、そういったことで対応してまいりたいと

思っております。

それから、済みません、最後の……。

（発言する者あり）

●保健福祉課長（阿部課長） 申しわけないです。契約については、あくまで本人との契

約ということで、それぞれの事業所が契約を結びます。

あくまで本人との契約ですけれども、なかなか本人との意思の疎通が部外者がいった

中では難しいというような部分について、やはり家族のお手伝いというのはいただけな

ければ、なかなかそういう対応ができないということですし、それと家族がいらっしゃ

る方については、家族の理解もきちっとしてもらう必要がございますので、そういう部

分で本人、それから家族の方と内容の説明をきちっと説明をした上で契約に結びつける

ということで、取り進めるという内容になっております。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●室﨑議員 ちょっとお聞きした順番と変わりますけれども、まず家族なのですが本人と

家族が知ったほうがいいという、今話がありましたが、その話と今の話は別ですよね。

介護保険法が、契約ということを前提にしているのですよ。そうすると、本人が契約

しなければならないのですよね。あるいは、代理人が本人に代わって契約しなければな

らないのですよ。そのときに、家族というのがぽんとそこへ出てくるから、それ代理権
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あるのですかと、家族って何ですかという話になるわけですよ。

そうすると、そのときに一番最初に私の質問ではないけれども、おっしゃっていたの

が、私はそれで納得したのだけれども、がちがちと契約でやりますよと、本人の意思表

示がない限り契約は無効ですよと、瑕疵なき意思表示がない限りというようなことを余

り厳密に言いますと、現場では動けなくなる。本人の健康状態やいろんなところからいっ

て早いところ介護をきちんと受けるようにしなければならないのに、例えば後見人制度

を利用しないと言ったら、下手すれば半年、１年かかりますよね。やっていられないと。

そういうときには、もうこれいわば緊急の策として、社会的に認めていいだろうと言え

るような、例えば同居の親族だとか、今、面倒を見ている人だとか、いろんな形になる

でしょうけれども、その人が代わりに入ることを目をつぶりましょうという程度のこと

だと思うのです。

そういうことは、やはり現場の必要性ということから介護保険が契約でいきますよと

言ったときから、そういう指摘はずっとあったのですよね。契約主義ですから、本人が

全然そういうものを理解できなくて、本人のほうから申請ないといつまでたっても救済

されないのかとか、いろんな問題、契約に関してはありますよね。そういう中の一つで

あろうということだと思うので、それはただ厚岸町が条例をつくるわけですから、今ま

では都道府県が条例をつくっているわけですから、そうなのですねでよかったのだけれ

ども、今度はあなたが制定者でしょうと言われるわけだから、やはりその辺りはきちん

と自分のものとして、今までつくっていたのを引き移したのですでは理由にならないわ

けですからね。そういう点は、もう少し事を分けて検討していただきたいと思います。

それから、後見制度なのですけれども、やはりもう少し事を分けてわかりやすく説明

できるようにしておいていただきたいと思います。何か聞いていると、あっちにいって

途中からこっちにいってというようなふうに聞こえなくもないのですよ。任意後見の前

には本人がしっかりしているうちに、自分の後見人になってくれる人を選ぶわけでしょ

う。そして、任意後見受任者として、その登記もするわけですよ。そういうものですか

ら、いわゆる法定代理人をつくる、今まであった後見人制度とは違うのですよね。それ

が、何か一緒になっているような部分がちょっと聞こえたので、それはやはりきちっと。

どっちにしても、この後見人をつけるとかということになりますと、昔で言うと禁治産

者とか準禁治産者というやつですね。そういうことになると、本人の権利を著しく制限

する制度ですから、裁判所は慎重になります。ですから、介護の部分から見れば、早い

ところこういう人をバックにつけてやったらということになるのだけれども、また別の

要請もありますから、時間はかかりますよね。そこの部分を、どうやってフォローする

かということだと思うのですよ。そういう現場でのいろいろな要請、それをやはり具体

的に答えられるようにしていただきたいと思います。

いずれにいたしましても、この部分に関してはまだまだいろんな問題があるかと思い

ますので、十分検討していただきたいと。今、私のほうでそれ以上のことを申し上げる

こともありませんので、そのようにお願いして終わりますが、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 保健福祉課長。
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●保健福祉課長（阿部課長） この条例でございますけれども、本当に今回北海道からお

りてきて、私どもも今回この条例制定に当たって勉強をさせていただいております。

実際には、これに基づいての手続も６年間で更新ということでございます。今、３事

業所がこの指定を受けて実施しておりますけれども、2021年が次回、１事業所がそれ以

降更新をしていくというような状況になってまいります。

ただ、間に新たな事業所が出てくるかもしれませんので、そこまでということではな

くて、私どももできるだけ情報を集めて、それからこの業務でもってかなり北海道なり、

厚生労働省なりに問い合わせをしていろいろな勉強をされている方もいらっしゃいます。

そういった部分も含めて、情報を集めてしっかりしたものにしていきたいと考えますの

で、ご理解をお願いします。

それと、後見制度につきましては、これもやっとスタートしまして、二、三件の実績

が出てきて、今また相談も受けているというような状況になってきておりますけれども、

もう少しこれもしっかりと分かりやすいような形で、一般の町民の皆様にも説明ができ

るような形を検討していきたいと考えますので、ご理解をいただきたいと思います。お

願いします。

●議長（佐藤議員） 他に、ございませんか。

（な し）

●議長（佐藤議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり決しました。

●議長（佐藤議員） 日程第13、議案第43号 厚岸町デマンドバス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。

町民課長。

●町民課長（石塚課長） ただいま上程いただきました議案第43号 厚岸町デマンドバス

条例の制定について、その提案理由と条例案の内容についてご説明申し上げます。

当町の公共交通は交通事業者が行う鉄道やバスの定期運行路線のほか、スクールバス

など町有車両を活用することにより、個別に移動手段を持たない町民の生活交通の確保

を行ってきたところであります。

しかしながら、それぞれの制度により路線の確保をしてきているため、運行区間の重
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複や路線間の接続性が乏しく利用しにくい交通体系となっており、路線ごとの利用者も

減少し、定期バス路線ではぎりぎりまで減便をして維持している状況にあります。

また、郊外部を運行するスクールバスの一般利用にあっては、急激な少子化から運行

できない地域が発生し、今後拡大することが予想され、移動手段を持たない町民の生活

交通の確保が困難になることが懸念されています。

このため、町では住みなれた地域で生活をしていく上で必要となる路線を確保するた

め、道路運送法及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく交通施策に関

する機能を有した厚岸町地域公共交通活性化協議会を組織し、地域の特性を踏まえた持

続可能な地域公共交通網の構築のため厚岸町地域公共交通網形成計画の策定を行ってき

たところであり、この計画に位置づける施策の一つとして現在、町独自で生活交通を確

保している郊外部においては、その確保が困難な状況になることが予想されることから、

安心して継続的に居住できる環境整備に向け、町民の移動ニーズに即した新たな公共交

通の導入を行うものとし、比較的利用者が少なく定期交通路線のない地域等において、

予約により運行するデマンドバスを実施しようとするもので、その運行に関し必要とな

る条例について制定するものであります。

議案書125ページ、厚岸町デマンドバス条例であります。

第１条は、設置であります。

この条例は日常生活を支える交通手段の確保をし、住民福祉の増進に資するためデマ

ンドバスを設置するとするものであります。

第２条は、デマンドバスに関する定義規定で町が道路運送法第78条第２号の規定によ

り運行する自家用自動車で、利用希望の予約に応じて運行するものとしております。

第３条は、運行に関する規定で、第１項は運行の対象地区と路線名を別表第１により

規定するものであります。

127ページ、別表第１をご覧願います。

別表第１は、左側の欄がデマンドバスの運行対象地区、右側の欄が運行路線名で、そ

れぞれ対象地区における運行路線名を「末広・床潭・筑紫恋線」、「上尾幌・片無去線」、

「苫多線」、「大別・太田線」、「トライベツ・若松・糸魚沢線」とし、運行の対象とする

地区については、交通事業者による路線バスが運行していない地区、今後、路線バスが

廃止となる地区、時間帯により路線バスの運行がない地区で、計５路線で運行を行おう

とするものであります。

125ページに、お戻りください。

第２項は、運行に関する規定で、第１項で規定した先ほどの別表第１の運行対象地区

と町立厚岸病院または厚岸駅の区間を運行するとするものであります。

第３項は、運行日に関する規定で、運行日を国民の祝日に関する法律に規定する休日、

いわゆる「祝日」と12月31日から翌年の１月５日までの年末年始の日を除く、月曜日か

ら金曜日までとするものであります。

第４項は、臨時運行をする場合についての規定で、想定されるのは今年がそうでした

が、年末年始の休日が土曜日と日曜日との関係で長期間となった場合、役場の窓口や町

立病院の業務を臨時的に行うことがあるため、そういったときに運行を可能とするため

のものであります。
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第５項の規定は、運行時間及び運行回数に関する規定で、運行時間は運転手及び車両

の確保のため、スクールバスの登下校以外の時間や他の交通機関等への接続性を考慮し

た設定とするため、変更する場合があることから、別に定めるものとしております。

なお、現時点における基本的な運行計画案として、議案第43号参考資料「厚岸町デマ

ンドバス運行計画（案）」を配付しておりますので、参考としてください。

126ページをご覧願います。

第４条は、デマンドバスの利用方法について規定したもので、第１項では利用する場

合はその日の前日までに予約をするものとし、第２項では予約をする場合の曜日と時間

について規定したもので、第１項の予約は月曜から金曜日の午前９時から４時までとす

るものであります。この場合、月曜日の予約については、前の週の金曜日の午後４時ま

でとなります。

第５条は、使用料に関する規定で、使用料の設定については道路運送法施行規則第51

条の15の規定で、市町村が行う自家用有償旅客運送の対価の基準について定められてい

て、当該地域における一般旅客自動車運送事業に係る運賃及び料金を勘案して決めるこ

ととされているため、町内に路線を持つ交通事業者の運賃を参考に使用料の設定をする

とともに、就学前の乳幼児については無料とするものであります。

第１項第１号では、普通使用料として通常片道乗車１回ごとの使用料を別表第２に、

同項第２号は、定期使用料として月額の使用料を別表第３に規定しております。

127ページ、別表第２をご覧願います。

別表第２については、運行路線名ごとに利用する区間別の普通使用料について規定し

ているもので、普通使用料は一般と小学生に区分し、小学生は一般の半額としておりま

す。

なお、この表における「一般」とは、表下段の備考の１に記載していますが、小学生

以外の者としております。

表上段から、末広・床潭・筑紫恋線は、厚岸駅から筑紫恋地区までは一般200円、小学

生100円。床潭地区までは、一般300円、小学生150円。末広地区までは、一般400円、小

学生200円とし、この路線内の末広地区から筑紫恋地区間で乗車し降車した場合は、一般

200円、小学生100円とし、上尾幌・片無去線は町立厚岸病院から片無去地区までは、一

般400円、小学生200円。上尾幌地区までは、一般500円、小学生250円とし、この路線内

の上尾幌地区から太田地区間で乗車し降車した場合は、一般200円、小学生100円とする

ものであります。

126ページ下段から127ページをごらん願います。

苫多線は、町立厚岸病院から門静地区、苫多地区、沖万別地区、尾幌地区の尾幌1114

番地先までは、一般200円、小学生100円。尾幌地区の尾幌1458番地先までは、一般300円、

小学生150円。尾幌地区の尾幌1830番地先までは、一般400円、小学生200円。上尾幌入り

口地区の上尾幌2925番地先までは、一般500円、小学生250円とし、この路線内の上尾幌

入り口から門静地区区間で乗車し降車した場合は、一般200円、小学生100円とし、大別

・太田線については、町立厚岸病院から太田地区までは、一般200円、小学生100円。大

別地区までは一般400円、小学生200円とし、この路線内の大別地区から太田地区間で乗

車し降車した場合は、一般200円、小学生100円とし、トライベツ・若松・糸魚沢線につ
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いては、厚岸駅から糸魚沢地区までは、一般400円、小学生200円。若松地区及びトライ

ベツ地区までは、一般500円、小学生250円とし、この路線内のトライベツ地区から糸魚

沢地区間で乗車し降車した場合は、一般200円、小学生100円とするものであります。

なお、身体障害者福祉法等の規定により、身体障害者手帳等の交付を受けている場合

の使用料については、表下段の備考の２に記載しております対象者について、一般の使

用料に２分の１を乗じて得た額とするものであります。

128ページをご覧願います。

別表第３は、定期使用料ですが、定期使用料の種類は一般のほか小学生、中学生、高

校生を対象とする児童生徒と65歳以上を対象とする高齢者の３区分とし、それぞれ使用

料の単価区間ごとに月額の定期使用料を規定したものであります。

一般の定期使用料については、往復の使用料１回分に１カ月を２０日間とし、予想利

用割合の75％を乗じて得た額として、200円区間は、月額6,000円。300円区間は、月額9,000

円。400円区間は、月額１万2,000円。500円区間は、月額１万5,000円とするものであり

ます。

次に、児童生徒の定期使用料は、通常の定期使用料から高校生を対象に町が行ってい

る高校通学バス定期券の購入助成額相当を差し引いた額とし、200円及び300円の区間は、

月額1,090円、400円及び500円の区間は、月額1,300円とするものであります。

次に、高齢者の定期使用料については、町内在住の65歳以上の方を対象として、既存

バス路線の定期にある乗降場所が定められていない65歳以上の方の定期券の割引率を使

用し、最低区間の使用料の往復分となる400円に１カ月分となる20日間とし、割引率34％

を乗じて得た額として、全ての区間において月額2,700円としております。

なお、身体障害者等については、表の備考欄に記載しております対象者について、一

般の定期使用料の10分の３を乗じて得た額を免除すると規定しております。

また、デマンドバスを利用する際は、規則に定める乗車券及び定期乗車券を事前に購

入し、乗車時にこれを運転手にお渡しいただく、もしくは提示することとなります。

126ページにお戻りください。

第５条第２項は、使用料は町長が別に定める「福祉交通回数券」で納めることができ

るとする規定で、町が高齢者等に対し行うバス等の助成券で使用料を納めることができ

るとするものであります。

第６条は、利用者の責務に関する規定で、利用者は運転手が安全確保のために職務上

の指示を行った場合、これに従わなければならないとするものであります。

第７条は、利用の制限に関する規定で、デマンドバスの安全な運行、公の秩序または

善良な風俗を満たす恐れがあると認められるとき。車両及び設備の汚損、損傷、滅失の

恐れがあると認められるとき。予約をしていない者が利用を求めた場合、満車その他、

運行上の支障があると認められるとき。その他デマンドバスの運行に支障があると認め

られるときは、乗車を拒みまたは降車させることができるするものであります。

第８条は、業務の委託に関する規定で、デマンドバスの運行に関する業務の全部また

は一部を委託することができるとするものであります。

第９条は、委任に関する規定で、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めると

するものであります。
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126ページ下段から127ページをご覧願います。

附則であります。

第１項は、施行日に関する規定で、この条例は平成30年10月１日から施行するとする

ものであります。

第２項は、準備行為に関する規定で、平成30年10月１日からデマンドバスの運行をす

るため、その準備行為についてこの条例の施行日前においても行うことができるとする

もので、本デマンドバスの運行が実施されるまでの間、利用の仕方や運行方法等の十分

な説明と周知に努めていきたいと考えております。

以上、大変簡単な説明ではございますが、提案理由の内容の説明とさせていただきま

す。

ご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。

●議長（佐藤議員） これより、質疑を行います。

６番、室﨑委員。

●室﨑議員 ちょっと今の説明を聞いていて、それで私も気がついたのですけれども、こ

の第４条の１項です。

ここで、利用とする日の前日までに予約しなければならないという書き方をしており

ます。なお、予約は月曜日から金曜日までの午前９時から午後４時までというふうに２

項にも書いてありますけれども、この説明の中でこの利用する日というのは月曜日から

金曜日までのことだという説明があったのですが、ちょっと解釈としては強引でないか

という気がするのですよ。

確かに２項でもって、予約日、時間、日時が指定されていますから、そうすると土日

を挟んだ予約のしようがないではないかというのに対しては、いやいやとこの日という

のは運行日を指すということになると思うのですけれども、であるとすれば大抵の規定

は営業日とか運行日とかというふうに、例えば利用しようとする運行日の前日までに予

約をしなければならないというような書き方ですよね。それ、ちょっとここのところが

引っかかったのですが、それはもう十分検討して問題はないということで、そのように

なさったのでしょうか。

●議長（佐藤議員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 分かりづらい規定で、大変申しわけございません。

この第４条の規定につきましては、内部でちょっと議論をさせていただきました。

それで、第３条の第３項にデマンドバスの運行日について、月曜日から金曜日まで括

弧書きで国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月31日から翌年１月５日までを

除く次条において同じという規定をさせていただいておりますので、ちょっと読みづら

い規定ではありますが、この部分でそのような方法を取らせていただきたいと考えてご

ざいました。
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●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●室﨑議員 条例は、見るのは法律の専門家ではなくて町民なのですよね。その方たちに、

疑いのない分かりやすいものを示さなければならない、少しでも分かりやすくというの

が、やはり原則だと思います。

これは、運行日の記載でしょう。予約日の記載ではないですよね。そうすると、予約

日に関しては利用する運行日の前運行日までというふうに丁寧に書いたほうがいいので

はないかとは思うのですけれども、いかがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） ご質問者、言われるとおり読みづらい規定ではあるかと思いま

すので、その辺については運行までの間、十分に誤解のないように説明をしてまいりた

いと思います。

●議長（佐藤議員） ６番、室﨑議員。

●室﨑議員 要するに、差し替えもあるのですよ。私の言っているのが分かる分かるとい

うのであるならば、何も問題ないというのなら別ですよ。問題あるというふうに言って

いるのならば、今ここでもって改めるのには何も遅すぎることはないと思うのです。

運行が始まるまでに、よくみんなに説明をして分かってもらうようにしなければなら

ない条例を、あえてつくるということには、私は余り賛成はできないのですよ。その辺

り、やはり。もう一旦、出してしまったのだからというようなものでもないし、また特

にこれはデマンドバスの根幹にかかるような問題でも、確かにないですから。だから、

ちょっとした字句の訂正でもって済むのではないかという気がするのですけれども、い

かがでしょうか。

●議長（佐藤議員） 副町長。

●副町長（會田課長） 私どもとしては、ここの規定の仕方でいいかなというのもあって、

今回提案をさせていただきました。

第４条利用方法の部分で、利用しようとする日の前日までということで前日までにと、

その前であっても全然構わないというような規定で考えさせていただきました。

２項で、ただし書きになるのかなと思いますけれども、月曜日から金曜日まででなけ

れば予約はできないよというような規定を２項で設けさせていただいたと。

先ほどから町民課長お答えさせていただいておりますけれども、この条例につきまし

ては10月１日からの施行日でありますので、もう一度、内部で検討をさせていただいて、

今、議員からご指摘のあった部分について検討をさせていただき、６月以降の議会でもっ

て条例の改正を行うといった方法で提示をさせていただきたいなと思います。
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●議長（佐藤議員） 他に、ございませんか。

３番、堀議員。

●堀議員 第８条の業務の全部または一部を委託することができるといって施行規則のほ

うで、もう読んでいくと業務の委託が出てくるのですけれども、本来業務委託の契約書

の案を示していただきたかったのですけれども、それがないからお聞きしたいのですけ

れども、委託を考えている業務は、全部または一部とは、それぞれ何々を言うのか、そ

れを説明してください。

万が一全部といったときには、当然運行中の事故とかが当然起こり得る可能性として

はあると思うのですよ。その場合の責めの帰すべきところは、業務を受けたところにな

るか、それとも業務を発注している厚岸町側になるのか、これについても教えていただ

きたいと思います。

あと、第３条の５、デマンドバスの運行時間や運行回数は町長が別に定めるとなって

いるのですけれども、別になるという、規則なりには載ってきていないのですよね。説

明資料の②厚岸町デマンドバス運行計画案が、これになるのかなと思うのですけれども、

この運行計画案という位置づけが条例の中でも規則の中にもどこにもないのですけれど

も、この運行計画案の位置づけがどうなっているのか。これが、町長が別に定めると言っ

ているデマンドバスの運行時間や運行回数で、読み取ることができるのかを教えていた

だきたいと思います。

●議長（佐藤議員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） まず、一つ目の業務委託の件でございますが、運行の回数、そ

れから運行時間等につきましては、スクールバスの運行との兼ね合いもありますので、

毎月、町のほうで管理を行うと。運行委託の部分につきましては、実際の運行に関する

業務としてバスの運行、それから予約の受付、それと回数券、使用料、発生しますので、

その収受ということになります。

それと、事故があったときは発注者が厚岸町になりますので、あくまでも厚岸町の責

任になると考えております。

運行計画案ですが、先ほどもちょっと触れましたが、スクールバスの空き時間を利用

する車両もございます。運転手も厚岸の場合、数限りられておりまして、その合間を縫っ

た運行となりますので、都度、今回案としてお示しさせていただいている運行計画案、

月ごとの時刻のダイヤをつくりまして、内部で決裁を取って毎月、町民にお示しをさせ

ていただくという方法で行いたいと考えておりますので、規則等でもその都度、改正が

必要になりますので、別に定めるとさせていただいているところでございます。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。

●堀議員 まず、そうしたら業務の全部はいいのですけれども、事故時の責任は全て厚岸

町側に持つと。
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あと、業務の中で車両の維持・管理は、では今説明になかったと思うのですけれども、

車両の維持は厚岸町が行うのか、それとも受託者が行うのか。

あと、事故時の責任の所在は厚岸町側というのですけれども、例えば受託者側の責め

に帰す場合での事故も、当然想定されると思うのですけれども、そういう場合も全て厚

岸町側が、受託者側の責めに帰す場合において、事故が起きて同乗者、この場合は利用

者というのか、利用者にけがなどを負わした場合の損害賠償を、それらの全てを厚岸町

側が持つのだと、受託者側には全然損害賠償が行くものではないと理解していいのか。

あと、この運行計画案は毎月出すのだと言っているのですけれども、そうすると今こ

れ説明資料の②で出されているものも、当然有効期限があるということなのですよね。

このとおりになるわけではない、時間もこうなるものでもないという中で、それを毎月、

ここでは末広、床潭とか筑紫恋、上尾幌、片無去とか、いろいろな地区の人方に毎月お

知らせするというのですけれども、混乱を生じないのかと思うのですよ。そこら辺、ど

うなのでしょうかね。やはり、ある程度、時間がある中で、それ以外のところが変更す

るような、そういうような決めができないのかと思うのですよ。そうしなければ、毎月

毎月、町のほうから１日、広報と一緒に配付して、実際に自治会なりで配付して回って

きたときに、４日、５日といったときに、では１日から３日までの間で時間変わってい

たら分からないのではないかとか、やはりそういういろいろな問題が出てくると思うの

ですけれども、この点についてはどのように対処するのかというものを教えていただき

たいと思います。

●議長（佐藤議員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） まず、車両の維持についてでございますが、当然スクールバス、

それからデマンドの専用の車両ということで車検等を、そういう部分の維持については

町で行ってまいりますが、日常の清掃業務ですとか点検については委託事業者のほうに

行っていただくとなるかと思います。

それと、事故があったときの件については、基本的に事業を行うのが厚岸町になりま

すので、厚岸町が損害賠償を行うこととなりますが、これ恐らく契約書の中で規定する

ことになると思いますが、受託者に重大な過失等がある場合については求償というか、

そういう部分が出てくることもあると考えてございます。

それと、毎月の運行計画につきましては、実はこの運行計画案を作成するときに、５

パターンほどの運行時間の町内公共交通、全てのものを作成をして検討しております。

その中で、やはりスクールバスの空き時間の利用、それからスクールバスを運転してい

る運転手で行うという、運転手の数の制限、それから機材の制限等もございますので、

学校の季節的な時間の変更、または突発的な変更、突発的な場合は別といたしまして、

そういう部分がありますので、やはり分かりづらい部分はあるかとは思いますが、極力

分かりやすい説明をできるような工夫をして、毎月提示をさせていただくことになると

考えてございますので、ご理解をお願いしたいと思います。

●議長（佐藤議員） ３番、堀議員。
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●堀議員 ただ、やはり混乱というものは生じると思うのですよね、運行計画に関して言

うと。

だから、前月の何日までとか、何日前までにというような形の中ででも、きちんと担

保していただかなければならないと思うのですよ、ある程度。前月の25日までに示すと

か。やはり、そういうようなものがないと、１日に出るものなのか５日に各住民が分か

るといった中で、どんなに説明を尽くしてもやはり混乱を生じる恐れがあるのであれば、

やはりそれについての対処を考えてほしいと思うのですよね。

これについては別に定めるですから、本当に別に定めるのだからいいやではなくて、

やはりある程度は別というものが規則の中ででも、例えば前月の何日までにとか、やは

りそういうような決めを町民側に示していただきたいと思うのですけれども、いかがで

しょうか。

●議長（佐藤議員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 議員おっしゃられるように、当該月の１日に示すということで

はなくて、ちょっと日にちは、まだ内部でもうちょっと詰めなければならない部分ある

と思いますので申し上げられませんが、事前に提示できるように、皆さんに周知できる

ような方法で考えていきたいと思います。

それと、実は運行時間については、通常の定期路線バスとの接続とかの兼ね合いもあ

りますので、それが変更になった場合はまた変更するということも十分考えられますの

で、どうしても規則等で定めるよりも柔軟に対応できる形として実施させていただきた

いと考えてございますので、ご理解をお願いしたいと思います。

(発言する者あり)

●議長（佐藤議員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 申しわけありません。規則については、まだちょっと未定項と

書かせていただいていますが、現在まだ一部もんでいるところもございますので、ちょっ

と時間をいただいて検討をさせていただきたいと考えます。

●議長（佐藤議員） 他に、ございませんか。

10番、杉田議員。

●杉田議員 済みません。この後のスクールバスの条例においても、町民の皆さんにでき

る限り足の確保というのか公共交通の確保という意味で、いろいろ試行錯誤をされなが

らされていると思いますので、今後とも試行錯誤をされながらよろしくお願いしたいと

思うのですが、条文の中で細かいところで一つだけ、ちょっと確認させてもらいたいの

ですけれども、第４条の１項、２項で、こういった形で予約をしなけばならないとして
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おって、７条の４項にあるのは考え方としては予約していない者でも乗れるよという表

現のように、私は受けとめられてしまうのですけれども、一応そこだけ一つ確認をさせ

てください。

●議長（佐藤議員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） 基本的には事前の予約が、当然この条例にあるとおり必要にな

ります。

ただ、想定できますのは、予約していない人でもその場所に朝もう１人の方が予約し

ている場合に一緒に来た場合、例えば満車とかであれば乗せることは当然できませんの

で、このようなものを設けさせていただいているところでございます。

ただ、運用上で病気と緊急の要する場合とか、そういう場合については乗れる場合で

あれば、そういう部分も考えなければならないとは考えているところでございます。

●議長（佐藤議員） 10番、杉田議員。

●杉田議員 済みません。６番さん、３番さん言われたとおり、きちっと固定しなければ

ならない部分と、できる限り住民の皆さんに寄り添った形で柔軟に対応していただきた

いところもありますので、今後とも試行錯誤になると思いますけれども、よろしくお願

いいたします。

●議長（佐藤議員） 町民課長。

●町民課長（石塚課長） そのように、努力してまいりたいと思います。

●議長（佐藤議員） 他に、ございませんでしょうか。

（な し）

●議長（佐藤議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり決しました。

●議長（佐藤議員） 日程第14、議案第44号 厚岸町スクールバス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。

教育委員会管理課長。

●教育委員会管理課長（高橋課長） ただいま上程いただきました議案第44号 「厚岸町

スクールバス条例の制定について」その提案理由と内容についてご説明を申し上げます。

議案書130ページをお開きください。

スクールバスについては、厚岸町立学校に通学する児童生徒の交通手段を確保するた

めに、現在８路線で運行しておりますが、児童生徒以外の利用、いわゆる住民利用につ

いては児童生徒が乗車した上で、乗車定員に達していない場合に無償でご利用いただい

ており、町民の交通手段の一翼を担っております。

厚岸町ではスクールバスの一般利用のほか患者輸送バスなど、別々の制度で公共交通

機関がない地域の交通手段の確保を行ってきたところでありますが、それぞれの目的の

違いから運行路線の重複や他の交通機関への接続性に乏しく、利用しにくい状況にあり

ました。

このような状況の中、平成28年度に設置された厚岸町地域公共交通活性化協議会にお

いて、地域で生活する上で必要となる路線を持続的に確保していくために、また利用し

やすい交通網を形成する目的から厚岸町地域公共交通網計画（案）が策定され、平成30

年10月１日から有償による厚岸町デマンドバスの運行が予定されているところです。

また、あわせてスクールバスについても住民利用に対し、デマンドバスと同様に予約

型の有償運行を予定しているところであります。

現在、スクールバスの運行については厚岸町スクールバス運行管理要綱にて必要な事

項を定めて運行しておりますが、公共の施設としてスクールバスを住民利用する際の設

置及び管理に関する事項を定めるとともに、住民利用する際に使用料を徴する必要が生

じたことから本条例を制定しようとするものであります。

議案書に沿ってご説明いたします。

第１条は、設置であります。スクールバスの設置目的を規定しており、町内の小中学

校に通学する児童生徒及び地域住民の交通手段を確保するため、厚岸町スクールバスを

設置するとするものであります。

第２条は、管理であります。日常において、スクールバスの適正管理と効率的な運用

を義務づける規定であります。

第３条は、運行であります。スクールバスを運行することができる場合を規定してお

ります。

第１号は、児童生徒の通学の用に供する場合とし、これは登下校に当たります。

第２号は、町または教育委員会が主催する行事に使用する場合とし、生涯学習事業な

どになります。

第３号は、町内の小中学校が実施する学校教育活動に使用する場合とし、社会科見学

やプール学習などになります。

第４号は、前３号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める場合としてお

り、例といたしましては、翔洋高校の授業やネイパル厚岸の事業などになります。

第２項では、スクールバスは学校の授業時間や学校行事などにより、児童生徒の登下
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校の時間が変更となることがあるため、その運行日、運行時間、運行回数及び乗降場所

については、教育委員会が別に定めるとするものであります。

第３項では、第１項第１号に規定する場合の登下校のスクールバスの運行対象地区及

び運行区間を別表第１において定めております。

議案書132ページ別表１（第３条関係）をごらんいただきたいと思います。

運行対象地区と運行区間の表になります。

「床潭地区、筑紫恋地区」は、「床潭地区・筑紫恋地区・厚岸小学校・厚岸中学校・町

立厚岸病院・厚岸駅間」の運行区間となります。

「上尾幌地区、尾幌地区」は、「上尾幌地区・尾幌地区・真龍小学校・真龍中学校・町

立厚岸病院・厚岸駅間」の運行区間となります。

「苫多地区、門静地区」は、「苫多地区・門静地区・真龍小学校・真龍中学校・町立厚

岸病院・厚岸駅間」の運行区間となります。

「トライベツ地区、若松地区、糸魚沢地区」は、「トライベツ地区・若松地区・糸魚沢

地区・真龍小学校・真龍中学校・町立厚岸病院・厚岸駅間」の運行となります。

「太田地区、大別地区」は、「太田地区・大別地区・太田小学校・太田中学校・町立厚

岸病院・厚岸駅間」の運行区間となります。

「片無去地区」は、「片無去地区・太田小学校・太田中学校・町立厚岸病院・厚岸駅間」

の運行区間となります。

「トライベツ地区、若松地区」は、「トライベツ地区・若松地区・高知中学校間」の運

行区間となっております。

表の下段の備考ですが、運行区間の欄に掲げる厚岸駅と町立厚岸病院の区間は、住民

利用をする者の予約がないときは運行はいたしません。

議案書130ページにお戻りください。

第４条は、住民利用であります。第１項では住民利用の際、児童生徒の乗車人員が乗

車定員数に満たないときに、余剰定員数の範囲内で住民利用に供することができるとす

るものであります。

第２項では、住民利用に係るスクールバスの運行は道路運送法第78条第２号の規定に

基づき、有償とする規定であります。

第３項では、住民利用する者は利用しようとする日の前日までに予約しなければなら

ないとするものであります。

第４項では、住民利用をする場合の予約日と時間を規定しており、国民の祝日に関す

る法律に規定する休日、いわゆる祝日と12月31日から翌年の１月５日までの年末年始の

日を除く月曜日から金曜日までの午前９時から午後４時までとしております。

第５条は、使用料であります。使用料については、デマンドバスと同様の考え方によ

り設定しており、就学前の乳幼児は無料とするものです。

第１項第１号では普通使用料として、通常片道乗車１回ごとの使用料を別表第２に、

同項第２号では定期使用料として月額の使用料を別表第３に規定をしております。

議案書132ページ、133ページをごらんください。

別表第２（第５条関係）であります。

区間別の普通使用料について規定をしているもので、普通使用料は一般と小学生に区



- 287 -

分し、小学生は一般の半額とするものであります。

なお、この表における「一般」とは、表下段の備考１に記載しているとおり小学生以

外の者としております。

表の上段から、厚岸駅・筑紫恋地区間は、一般200円、小学生100円。

厚岸駅・床潭地区間は、一般300円、小学生150円。

床潭地区・筑紫恋地区間は、一般200円、小学生100円。

町立厚岸病院・上尾幌地区間は、一般500円、小学生250円。

町立厚岸病院・尾幌地区（尾幌1114番地先）間は、一般200円、小学生100円。

町立厚岸病院・尾幌地区（尾幌1458番地先）間は、一般300円、小学生150円。

町立厚岸病院・尾幌地区（尾幌1830番地先）間は、一般400円、小学生200円。

町立厚岸病院・尾幌地区（尾幌3086番地先）・上尾幌地区間は、一般500円、小学生250

円。

町立厚岸病院・苫多地区・門静地区間は、一般200円、小学生100円。

苫多地区・門静地区間は、一般200円、小学生100円。

町立厚岸病院・糸魚沢地区間は、一般400円、小学生200円。

町立厚岸病院・若松地区・トライベツ地区間は、一般500円、小学生250円。

トライベツ地区・糸魚沢地区間は、一般200円、小学生100円。

町立厚岸病院・太田地区間は、一般200円、小学生100円。

町立厚岸病院・大別地区間は、一般400円、小学生200円。

大別地区・太田地区間は、一般200円、小学生100円。

町立厚岸病院・片無去地区間は、一般400円、小学生200円。

片無去地区・太田地区間は、一般200円、小学生100円とするものであります。

なお、身体障害者福祉法等の規定により、身体障害者手帳等の交付を受けている場合

の使用料については、表下段の備考２に記載しております対象者について、一般の使用

料を２分の１とするものであります。

議案書134ページをご覧ください。

別表第３（第５条関係）であります。

定期使用料についてですが、定期使用料の種類は一般のほか、小学生、中学生、高校

生を対象とする児童生徒と65歳以上を対象とする高齢者の３区分とし、それぞれ使用料

の単価区間ごとに月額の定期使用料を規定しています。使用料の設定については、デマ

ンドバスと同様の考え方で同額となっております。

200円区間は、一般6,000円、児童生徒1,090円、高齢者2,700円。

300円区間は、一般9,000円、児童生徒1,090円、高齢者2,700円。

400円区間は、一般12,000円、児童生徒1,300円、高齢者2,700円。

500円区間は、一般15,000円、児童生徒1,300円、高齢者2,700円の使用料の設定となっ

ております。

なお、身体障害者等については、表の備考５に記載しております対象者について、一

般の定期使用料の10分の３を免除する規定となっております。

議案書131ページにお戻りください。

第５条第２項、使用料は町長が別に定める「福祉交通回数券」で納めることができる
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とする規定で、町が高齢者などに対し別に行うバスの助成券で使用料を納めることがで

きるとするものであります。

第６条は、利用者の責務であります。利用者は、運転手が安全確保のために行う職務

上の指示に従わなければならないとするものであります。

第７条は、利用の制限であります。安全確保や円滑なバスの運行のため、利用者の乗

車を拒み、または降車させることができるとするものであります。運転手の指示に従わ

ないとき、公の秩序または善良な風俗を乱す恐れがあるとき。車両及び設備を棄損し、

汚損し、または滅失する恐れがあるとき。予約をしていない者が住民利用を求めた場合、

満車その他の運行上の支障があると認められるとき。スクールバスの運行上、支障があ

ると認められたときとするものであります。

第８条は、業務の委託であります。スクールバスの運行に関する業務の全部または一

部を委託することができるとするものであります。

議案書132ページをお開きください。

第９条は、委任であります。この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で

定めるものとするものであります。

附則であります。

第１項は、施行期日であります。平成30年10月１日から施行するとするものでありま

す。

第２項は、準備行為であります。町長はこの条例の施行の日前においても、住民利用

に関する必要な準備行為をすることができるとするものであります。

なお、議案第44号説明資料として関係法令の抜粋及び用語の説明、参考資料として厚

岸町スクールバス条例施行規則案をお配りしておりますので、参考に供していただきた

いと思います。

以上、大変簡単な説明でありますが、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。

７番、音喜多議員。

●音喜多議員 大したことではないのですが、ちょっとお尋ねしたいです。

スクールバス条例の中で、子供たちが利用してもらうわけですけれども、学校登校等

に。この条例の中で児童生徒、小学生から料金を徴収するという料金表が出ています。

こういう場合の料金を徴収する場合、どういう現象というか、どういう場合なのかなと

考えると、地元の生徒は通学には、それは該当しないだろうと。

ただ、他の町村から来る場合か、あるいは今説明の事項の中で、あるいは翔洋高校や

自然の家等で何かという場合はスクールバスとすると、そういうとき徴収するのかとか、

あるいはこういう料金表をつくったという、料金表にしなければならない、確たる根拠

はあるのだろうと私は思うので、どういう事象の場合にこの料金表を該当していくのか

と。大人の場合とか、高齢者とかは、当然スクールバスを利用した場合は、デマンドと

同じような形で料金を取るよということはかかわっていますから、重々それは分かるの
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ですが、そういう事象の子供たちが利用する場合、お金を取るという事象はどういう事

象を根拠にして、今回の条例にきちっと当てはめているのかということが、一つと。

それから、デマンドと同じように定員に支障がなければ大人も乗って、前日予約あれ

ばいいよということですが、今の施行もしました、それで今の持っている車両の中で、

そういう余裕というか、どのくらいの空き座席というのか、そういうデータを持って、

こういう明確に出しているものなのか、その２点についてお伺いしたいと思います。

●議長（佐藤議員） 教育委員会管理課長。

●教育委員会管理課長（高橋課長） まず、一つ目の料金設定の関係であります。

おっしゃるように、スクールバスに小学生とか、料金を設定したということは、例え

ば学校が休みの場合、開校記念日ですとか他の学校はやっているのですけれども、その

学校が休みとかというときが、たまにございます。そういうときに、スクールバスは動

いていますから、スクールバスをもし登下校以外で使う場合もないとは言い切れません

でしたので、その場合は料金設定をしております。

それと、住民利用の関係ですけれども、現在説明したとおり無償で今走っているスクー

ルバスに乗っている方がいらっしゃいます。スクールバスの余剰なのですけれども、各

路線で大きいバス、それぞれ小さいバスが走っていますけれども、定員いっぱいで利用

者が乗れないというような場面は、今までございませんでした。結構、乗られる方も１

路線、例えば朝１人とか、帰り２人とか、そういうレベルでありますので、10人、20人

となって乗れないというような、今までの状況ではありませんので、これからも同じよ

うな状況かなと考えております。

●議長（佐藤議員） 他に、ございませんか。

（な し）

●議長（佐藤議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり決しました。

●議長（佐藤議員） 日程第15、議案第45号 工事請負契約の変更についてを議題といた

します。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

建設課長。
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●建設課長（水上課長） ただいま上程いただきました議案第45号 工事請負契約の変更

について、提案内容をご説明申し上げます。

追加議案書１ページをお開き願います。

平成29年９月14日、議案第76号をもって議決を経た工事請負契約の締結についての一

部を次のように変更する。

変更内容は、次のとおりとなります。１、工事名、２、工事場所、３、契約の方法に

変更はございません。４、請負金額、金１億3,500万円から49万6,800円増額となります。

金１億3,549万6,800円へ変更するものであります。

５、請負契約者に変更はございません。

２ページをお開き願います。

参考といたしまして、工事概要を示しております。

表中、左欄に工事内容の区分・種別、右に変更前、変更後、備考となっており、構成

は契約締結の際に説明させていただいた内容となっており、今回変更があった箇所は下

線により示し、右備考欄に変更内容を記載しております。

１、工事概要の変更内容でございますが、①集水井工の排水ボーリング工、変更前は

延長73.0メートル。変更後は、延長66.0メートルと７メートルの延長減となっておりま

す。

次に、暗渠排水管工、変更前は工種自体がありませんでしたが、工事施工後、新たに

発生した工種で、口径100ミリと延長7.3メートルが新規追加となっております。

次ページをお開き願います。

２、工期ですが、工事概要の変更に伴う工期の変更はございません。

３、参考図として、位置図、平面図、詳細断面図、集水井工拡大図、暗渠排水管工拡

大図は、別紙のとおりとなっております。

４ページをお開き願います。

位置図でございます。今回の施行位置でありますが、工事図面、中央下、床潭地区と

末広地区の間の丸３カ所で示した部分となります。

５ページをお開き願います。

図面向かって左側が床潭地区、右側が末広地区とした配置となっております。

図面中央に点線の丸で囲っている３カ所がこの工事の施工箇所になり、一番大きな丸

で囲った部分が、今回の変更内容にかかわる箇所となります。

６ページをご覧ください。

今回の変更内容でありますが、１点目としまして図面中央、詳細断面図でありますが、

中心よりやや右側に集水井工と示された部分があります。

これは、地表から鋼材により壁をつくりながら、直径3.5メートル、深さ21メートルの

井戸を建設するため、20.5メーター掘削するものであります。当初設計では、実施設計

時のボーリング調査により、過去の地すべりによって崩れた土の塊である地すべり崩積

土と判断し、れき出土の掘削単価で施工費を計上していました。

左下、集水井工拡大図をご覧ください。

平成30年１月９日に受注者より、集水井工の掘削中に深さ９メートルの地点より、れ
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き出土ではない、強硬な土質が発生したとの連絡を受け、工事監督員が現場確認を行い、

土出の調査を行ったところ、岩石であることが判明しました。れき出土と岩石の掘削で

は掘削単価が大きく変わるため、当初のれき出土掘削20.5メートルから11.5メートル減

の９メーター、岩石掘削を新たに11.5メーター追加する変更を行うものでございます。

続いて２点目でありますが、図面中央より右側の集水井工、右方向にこの集水井工の

下付近から細い線が右下方向に向かって延びており、図面右側の集水ますに接続してい

る部分がわかるかと思います。この点線は、集水井工に集めた地すべりの地下水を排水

するための排水ボーリング工となっております。当初の設計では、集水井工から排水ボー

リング工の掘削を開始し、集水ますに到達する計画でありましたが、施工の結果、集水

ますより上部に到達し、先ほどの点線のすぐ上の太い線のとおりとなりました。当初設

計より違う位置に施工されたことになり、当初計上していた排水ボーリング工73メート

ルを施工後の実数により、７メートル減の66メートルと変更するものであります。

３点目でございます。右下、暗渠排水管工拡大図をごらんください。

先ほど説明しました排水ボーリング工が法面部に到達したことにより、その排水を集

水ますに流すため排水ボーリング工とほぼ同じ口径100ミリの暗渠排水管7.3メートルを

新たに計上するものであります。

変更内容については、以上３点でございます。

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。

（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） 以上で、本日の日程は全部終了しました。

本日は、これにて散会いたします。

午後２時40分散会

以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。
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平成30年３月12日

厚岸町議会

議 長

署名議員

署名議員


