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厚岸町議会 第２回定例会

令和元年６月20日

午前10時00分開会

●議長（堀議員） 皆さん、おはようございます。

ただいまから、令和元年厚岸町議会第２回定例会を続会いたします。

●議長（堀議員） 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（堀議員） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

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

音喜多議員を指名いたします。

●議長（堀議員） 日程第２、昨日に引き続き一般質問を行います。

初めに、１番、竹田議員の一般質問を行います。

１番、竹田議員。

●竹田議員 おはようございます。

質問通告書に従い、質問をさせていただきます。

１、災害時応援協定について。

（１）非常時に一刻も早く薬を届けることができるように地元の薬局と災害時応援協

定を組むことはできないか。

（２）災害時応援協定をして災害時に一番必要な薬を検討の上、薬局店舗で災害用置

き薬を常備してもらうことを検討する気はないか。

（３）ＭＰ（モバイルファーマシー＝移動型災害支援薬局）を町として国・北海道に

要望する考えはないか。また、取り組みについての研究をする気はないのか。

２、ひきこもりについて。

（１）厚岸町において、ひきこもりの実態はどうなっているのか。

３、外国人への対応について。

（１）外国人が生活しやすい環境整備をする必要がある。いろいろなことが考えられ

るが、特に公共施設や避難場所の表記を外国人にわかりやすい表示する取り組みを考え

る必要があると思うが、町としての考えを伺いたい。

以上であります。

●議長（堀議員） 町長。



- 82 -

●町長（若狹町長） おはようございます。

１番、竹田議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の災害時応援協定についてのうち、初めに「非常時に一刻も早く薬を届けるこ

とができるように地元の薬局と災害時応援協定を結ぶことはできないか」についてであ

りますが、災害時応援協定とは、災害が発生した場合に必要になる人員や支援物資の提

供について、地方公共団体同士、または地方公共団体と民間企業の間で、事前に取り決

めを行っておくこととなります。

特に民間企業と災害時応援協定を締結するに当たっては、大規模な災害が発生した場

合、当町全体が被災地となり得ることから、同一区域内に存在する民間企業にも、被害

が発生すると考えられます。

広範囲にわたって被害がもたらされることを踏まえ、地元企業という考えではなく、

広域的に活動している企業や組織と災害時応援協定を結ぶ必要があると考えます。

現在、当町におきましては、道内外の地方公共団体や民間企業の間で、24件の災害時

応援協定を締結しておりますが、地元の薬局との災害時応援協定は行っておりません。

災害が発生した場合、医薬品等の支援物資は大変重要と考えられることから、これら

を取り扱う民間企業等との災害時応援協定について、検討してまいりたいと考えており

ます。

次に、「災害時応援協定をして災害時に一番必要な薬を検討の上、薬局店舗で災害用置

き薬を常備してもらうことを検討する気はないか」についてでありますが、まず、常備

薬を持っている人は、災害に備え、数日分の予備を常に持っていることが重要と考えま

す。

災害が発生した場合、その災害の状況や時間経過によって、また、個々の症状や状態

によっても、必要とされる医薬品はさまざまであります。そのため、薬局店舗において

災害用に薬を常備するよりも、広域的な取り組みとして、災害時の備蓄医薬品を管理す

べきと考えます。

次に、「ＭＰ（モバイルファーマシー＝移動型災害支援薬局）を町として国・北海道に

要望する考えはないのか。また、取り組みについての研究をする気はないのか」につい

てでありますが、モバイルファーマシーは、東日本大震災時に支援物資や薬剤師ボラン

ティアが確保できていたにもかかわらず、地域の薬局自体が被災したことで調剤設備が

確保できず、活動が制限されてしまった教訓を踏まえて、平成24年に宮城県薬剤師会が

独自に開発した特殊車両であり、現在、全国で14台が整備されている状況にあります。

北海道内にはいまだ整備されていませんが、災害被災地においてライフラインが途絶

えた状況でも、自立的に調剤作業と医薬品供給が行われることは、被災地医療支援に大

変有効と思われます。

今後、さらなる情報収集を重ね、北海道や近隣市町村とも情報共有していきたいと考

えております。

続いて、２点目のひきこもりについて、「厚岸町において、ひきこもりの実態はどうなっ

ているのか」についてでありますが、厚生労働省では、ひきこもりを「さまざまな要因

の結果として、社会的参加を回避し、原則的には６カ月以上にわたっておおむね家庭に

留まり続けている状態を示す現象概念」と定義しております。
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釧路保健所が公表している最新の地域保健情報年報では、当町における平成27年度の

ひきこもりに関する相談件数は延べで５人、訪問指導は延べで２人となっております。

また、平成30年度に保健福祉課で受けた、ひきこもりに関する相談件数及び訪問指導

は、それぞれ延べで８人となっております。

それらの相談を含め、厚生労働省の定義に該当すると思われる人、定義には該当しな

いが外部との接点が少ない人、疾病により外部との接触が難しい人については、数人い

ることを把握しております。

いずれも、保健師や障害専門相談の委託業者の相談員が訪問等により現状の確認等を

行っております。

しかしながら、家庭や周囲の人からの相談等がなく、把握しきれない人がいる可能性

は否定できないのが実状であります。

なお、「小学校児童及び中学校生徒の状況」については、後ほど教育長から答弁があり

ます。

続いて、３点目の外国人への対応について、「外国人が生活しやすい環境整備をする必

要がある。特に公共施設や避難場所の標記を外国人にわかりやすい表示とする取組を考

える必要があると思うが、町としての考えを伺いたい。」についてでありますが、厚岸町

には公共施設等への誘導、施設の全体像、施設名称等を示す多数の公共サインが設置さ

れています。

公共施設や目的地に誘導する公共サインは「道路標識設置基準・同解説」に基づく日

本語と英語表記による２カ国語を原則とし、ピクトグラムも併記することによりわかり

やすくしております。

また、避難場所表示については、全国的に標準化された図記号が用いられることが望

ましく、災害種別図記号による避難場所表示の標準化の取り組みとして、「災害種別避難

誘導標識システム」が平成28年３月22日付で制定・改正され、公示されたところであり、

厚岸町の津波避難場所も統一を図り設置しているところであります。

公共サインは、人がスムーズに移動できるように案内するとともに、まちの景観を形

成するものであることから、わかりやすく、理解しやすいことが大切であると考えてお

ります。

厚岸町に住む外国人は国籍もさまざまです。さまざまな言語を表記することが望まし

いが、全てを表記することはできないため、多くの方が理解できる言語として、英語を

基本としております。しかし、町民の中の外国人も、必ずしも英語ができるとは限りま

せん。

英語の次に必要な言語は何か、どの施設に何カ国語の表示が必要等、実地を調査する

必要があります。

また、現況調査も必要となります。デザインの統一性はあるか、サインの老朽化、わ

かりにくい表示になっていないか、英語表記がされているかなど、現状を確認し、外国

人にとってもわかりやすい公共サインの設置を検討してまいりますので、ご理解願いま

す。

以上でございます。
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●議長（堀議員） 教育長。

●教育長（酒井教育長） おはようございます。

私からは、ひきこもりについてのうち、町内の小学校児童及び中学校生徒にかかわる

状況についてお答えします。

文部科学省では、児童生徒の生活実態に関して、「ひきこもり」という定義はしておら

ず、類似的な状況として「不登校」があります。

不登校については、文部科学省から「欠席の日数」「理由」「対処」などの判断基準が

示されており、各校から定期的に教育委員会を通じて北海道教育委員会に報告していま

す。

不登校者数は、昨年度７校で20名おり、不登校理由の大部分は、医師の診断を伴う健

康面に由来するものであり、保健福祉課、釧路児童相談所、厚岸警察署と連携して、当

該児童生徒の安否を確認しています。

以上でございます。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 災害時応援協定についてでありますが、この災害のときに持病を持つ人の対

処というのが大変必要になってくるわけですが、そのほかに軽いけが、また出血をとめ

なければならないといったときに、緊急が要する場合、応急処置という考え方で出血ど

め、包帯、消毒、いわゆる初期対応型の薬剤、その他もろもろが必要になってくる場合

が、災害ケアのときに非常に多くいるように言われています。そういったことからも、

災害時、そういった物を用意をしていただく形をとるべきだと思います。

また、毛布や薬品等がなく、一般的には避難場所に毛布とか、それから水、飲み水と

か簡単な食料とかありますが、今現在、災害時に避難場所としての避難をする場所に、

そういった初期的対応をする形の薬剤、その他もろもろの物が今現在、避難所にはない

というふうに確認しているのですけれども、そこはどうなのでしょうか。

●議長（堀議員） 危機対策室長。

●危機対策室長（田﨑室長） 各避難場所の備蓄倉庫におきましては、そのような、例え

ば薬品だとかというものの備蓄はしておりません。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 簡単な出血どめとか消毒等の物を、やはり置くべきと思いますが、どうなの

でしょうか。

●議長（堀議員） 危機対策室長。
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●危機対策室長（田﨑室長） 議員おっしゃるとおり、災害時の初歩の段階で、やはり一

番重要とされる部分につきましては、重症患者を除いては、例えば包帯だとか、そうい

う裂傷関係に緊急的に対応するというものは必要だなと考えております。

全ての避難場所に整備、備蓄できるかどうかは、ちょっとまだ、これから検討しなけ

ればならないですけれども、町としてある程度のそのような初期対応が図れるような医

薬品関係の備蓄について検討してまいりたいと考えます。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 例えば、大量な物でなくてもいいですし、全部の避難の備蓄所に置くという

ことも、お金がかかるという部分もあるのでなかなか難しいかもしれません。しかし、

本当に簡単な物を置くということと、それから消防署、それから今回のいろいろなこと

でコンキリエ等が避難場所、または災難の起きたときの拠点となる場所、こういったと

きに、昨日のお話の続きにもなりますが、避難をされて徒歩で歩く、車で行く、その他

のいろいろな手段で向かったときに、災害時に職員もけがをされるという場合も出てく

ると思います。そういったときに必要なのは、やはり初期的な対応できるある程度の備

品というのは、薬剤、血どめ、出血どめ、そういうのは必要かと思います。それらも検

討すべきだと思いますが、いかがですか。

●議長（堀議員） 危機対策室長。

●危機対策室長（田﨑室長） 議員のおっしゃるとおりだと私も感じております。早い時

期に、整備できるように努めてまいりたいと考えます。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 続いて、２番のひきこもりについてであります。

ひきこもりの部分について一番問題とされているが、日本の国内全体で100万人を超す

というデータがある。その中で、長期化、高齢化が深刻な問題。2015年に実施した15歳

から39歳の若年のひきこもりの推計が54万人になり、その後の調べによると61万人に増

え、ひきこもりになった年齢が40歳以上が57.4％。このきっかけについては、退職がもっ

とも多く、人間関係がうまくいかなかった、続いて病気というふうになっているそうで

す。

また、家での家計の問題等があります。高齢化の影響により、80代の親が50代の子供

を支える8050問題というのが深刻されているというニュースもあります。ここで、国と

すれば、放置すれば福祉財源は破綻の危機をもたらすというふうになっています。

厚岸町も同様に、働く環境にありながら、働く年齢にありながら働かなくなってしまっ

たという現状は、厚岸町においても経済効果に照らし合わせれば、非常にマイナスになっ

てくると思います。こういった実態を把握しながら、厚岸町において、まずはそういっ

た人たちを早く手助けをしてあげれば、厚岸町のためにもなると思います。
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そういったことから、ひきこもりに関しての調査を強く要望し、その人たちを１日も

早く社会に復帰できるような努力をしていただいと思いますが、いかがでしょうか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） ひきこもりの状況については、今議員おっしゃったように

私どもも捉えております。実際、厚岸町内におきましても、狭い意味で、厚生労働省が

いうひきこもり、それから例えばコンビニには、余り人の少ないときには行けるですと

か、そういう広い意味でのひきこもりというのもあります。その中で、広い意味でいき

ますと、厚岸町内にも十数人はいるという状況は私どもも把握をしております。

その状況につきましては、いろいろな私ども、保健福祉課の活動の中で把握をしてい

る状況です。今、おっしゃられたような調査というのはしておりませんので、いろいろ

な活動の中で、例えば保健師の業務、あるいは包括支援センターの業務、高齢者の業務、

障害者の業務、そういういろいろな活動の中で、そういう情報を得て、そしてその得た

情報の中で必要に応じて対応をしているという状況になっております。

ただ、現実の問題として、私どももそういう方を調査をしたいというのは考えますけ

れども、実際そうしたら、どのようにするかというと、これは非常に難しく、どういう

状況で見えない状況にあるかというのもわからないものですから、調査というのは非常

に難しいかなと考えております。

ただ、いろいろなアンテナを張って、そういう方がいらっしゃるということを把握を

して、その状況に応じていろいろな対応をするということはしっかりやっていきたいと

考えております。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 ずけずけと他人の家に入って、どうですかと。その後どうですかって聞き入

れをするということは、大変難しいと思います。

その上で、やはり自治会の中に、例えば議会の中でもさまざまな議論をされてきた、

避難時に、例えば車椅子か、あの自治会の中に、その場所に、あの家庭の中にお年寄り

がいて、85歳にもなるけれども、健康で、車椅子はいらないと。70歳になったけれども、

車椅子がいるのだと、避難時に対応するときには手助けが必要なのだといったことを、

自治会でさまざまな議論があったけれども、それをやはりやるべきだろうと。そして、

個人情報があるから、そういった避難場所に人を連れ出して、調べてやっていくという

ことは、個人情報の問題があるからなかなか進まないといったときに、これも僕も議会

の中で言いました。個人情報の取り扱いをスムーズにするために条例改正をしてはいか

がかなというのは、国からの指導もありますよということは言いました。

その上で、このひきこもりの問題も、そういった邪魔になる部分をどういうふうにし

て解決していったらいいのか、そこを細部にわたって研究していってほしい。そして、

自治会の中にそういった連携プレイがきちんとできるように、そういうシステムづくり

をしていっていただきたい。
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災害のときに、１人でも多くの人を１人でもそういう被害に遭って命をなくしたりす

ることをなくすという問題、それにやはりひきこもりも大事でないのかなというふうに、

１人の人を大切にするという意味では大事でないのかなと思いますので、そこは、一番

いいのは、自治会の方とお話をよくすると。

それから、僕は一番大事なのは人間関係だと思います。例えば、そこの家に誰かが行

くことによってきちんとした応対ができる。そういった人間関係がきちんとしているの

は誰なのかということを、細部にわたって調べる側がきちんと把握をするということが

大事だと思います。

そういった部分を、大変な仕事かもしれませんけれども、そういったことを注視しな

がら、ひきこもりについて何とか対応していっていただきたいと思います。

●議長（堀議員） 町民課長。

●町民課長（布施課長） 自治会の関係で、ちょっとだけお話しさせていただきます。

今までひきこもりの人では、余り自治会のほうでは話し合ってないというか話はなかっ

たのですけれども、まずは内部のほうで自治会のほうに、どういうことが協力していた

だけるか等の、内部のほうで検討していきたいと思います。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 ひきこもりについては、家庭の中に、例えば40代の方がひきこもりになった

場合、年間の、普通の人であれば年商300万から、働く人は600万、700万、800万働きま

す。そういった人たちが、結局働きたいけれども働けなくなってしまった。それによっ

て、家庭においても問題になります。また、そういう人たちが自立したときに、家庭の

中も町の経済もよくなっていくのだということは、議論するまででもないと思います。

そういったことを踏まえながら、家庭の中に、またその１人の人を助けるといった思

いを、気持ちを持ちながら、ぜひやっていただきたいと思います。

３番目に、外国人への対応についてであります。

その前に、教育委員会のほうからのひきこもりについて答弁がありましたので、それ

についてちょっと言わさせていただきたいと思います。

欠席の日数、理由、対処などの判断基準が示したとおり、各校、定期的に教育委員会

を通じて北海道教委に報告しておりますということで、この不登校の問題がひきこもり

というふうにイコールしてるかしていないかということは定義をしていないということ

でありますが、不登校の始まりがひきこもりというふうに捉えることもできると思いま

す。不登校が長期化することによって、学力の低下、そして学歴がないという状況に発

展していくと思います。そして、社会人となったときの社会への復帰、就職等が困難に

なってくると。こういったことから、結局は8050問題につながっていくというふうにも

なってくると思います。

教育委員会としても、この部分については、本当に不登校だけなのか、また長期化し

ている不登校に対してどう対処していくのかということについて、やはり警察と連携等、
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児童生徒の安否を確認していますという、それ以上のことはやっていかなければならな

いのではないかと思いますが、この部分についてはどういう考えでしょうか。

●議長（堀議員） 指導室長。

●指導室長（山田室長） 町内の小中学生の状況についてのご質問ということで受けとめ

させていただきました。この件についての状況についてお話をさせていただきたいと思

います。

先ほどの教育長の答弁の中にありました、昨年度７校での20名という状況なのですが、

そのほとんどが医師の診断を伴う健康面の被害、診断名はそのほとんどが起立性調節障

害という診断名になっています。これは、状況的には、朝起きられない、いわゆる昼夜

逆転をしてしまう、また低血圧、脱力感、さまざまな理由でそういう身体的な状況にお

いて登校が困難になるというような、そういうような実態がございます。

これらにつきましては、医師の指導のもとにおいて治療が行われ、その後登校に至る

ケースが多いです。町内のこの20名というふうにして昨年度挙げさせていただいた部分

におきましても、そのほとんどが現在登校している状況にあります。そういう部分にお

いては、一時的な部分もあるかもしれませんが、いずれにしても医師等医療機関とのか

かわりの中において対処はしているところであります。

実は、保護者のお考えによっての不登校という部分もゼロではありません。これは、

いわゆる今全国で問題になっている虐待とのかかわりも看過できないところであります。

そういう部分においては、この保健福祉課、医療体協ですとか釧路児童相談所、そして

警察の安全保障の関係の部分で連携して、当該児童の安否確認をさせていただいている

ところもあります。これらについては、今文科省からかなり細かく情報を求められて来

ているところがありますので、問題発生する以前から各学校からの情報提供、または教

育委員会独自の活動においてその状況を把握させていただけるという、そういう実態が

あります。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 よくわかりました。１人でもそういう子供をつくらないと、そういう気概を

持ってやっていただきたいというふうにお願いをしておきたいと思います。

続いて、３番目の外国人への対応についてであります。まず、議会でも何度か、まず

は大切な避難場所、ここにスムーズに避難できるように、外国人向けの避難の表記をす

べきというふうに今、何度か言ってきました。ここの部分についての経緯を、表記の仕

方をこういうふうに変えたのです。前はなかったけれども、こういうふうに変えたので

す。今は、どういう状態になっていますというのをもう少し具体的に聞きたいのですけ

れども、よろしくお願いします。

●議長（堀議員） 建設課長。
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●建設課長（水上課長） 避難場所の表記についてということですので、これについては、

平成28年３月に、この避難場所の表記について全国的な統一が必要だということで、こ

の避難場所の表示のほかに、この絵、一般的に絵文字と呼ばれるものも併用した形で看

板を設置するというふうになっています。平成28年度以降に設置するものについては、

そういう形で設置をしているところでございます。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 公共施設の中で、自治会の会館とかコミュニティセンターとか、呼び名はそ

れぞれありますけれども、そういった部分についても一時避難所ですか、一時避難所で

落ち着いて次の２次避難所というか、最終的に避難所を移すといった場合、一時避難所

の場所が認められている場所、それから認められていない場所、前回の津波のときに一

時避難所と認定されていない場所に住民が避難をしていて、そこに避難をしていたこと

がわからなくて、食事の提供とか、いろいろなさまざまな提供ができなかったという実

態がありました。そういった実態をなくするためには、町内の避難場所が指定されてい

る、指定されていないというのは、その表記の仕方が開館の前にあるところとないとこ

ろもあります。そういったところを確実に一般の住民の方もわかるような表記、そして、

外国人にもわかるような表記をすべきというふうに思います。

それともう一つ。外国人等が就職をしている、働いている場所、つまり企業等につい

ても、外国人がわかるような、そういったパンフレット等みたいなような物のが配付さ

れて現在はいない、そういう説明をする物もない、というふうに把握しています。そう

いったところを企業向けに外国人が労働者としているところについては、こういうとこ

ろに出かけたときに、例えば太田で働いている方々の外国人がたまたま本町のほうにい

たと。そのときに災害が起きた。そのときに、どこにどうしたらいいのか全くわからな

い。そういったときに、頭の片隅でも、向こうに行くとこういう場所が避難場所として

あるのだということを覚えておくというのが、ふだんからの避難の心得の中につながっ

てくると思うのです。そういった実態もあるということなので、そういった行為、そう

いう就職されている企業に対してもそういったものを告知というのは必要でないのかな

と思います。

その２点について、ちょっとお答え願いたいと思います。

●議長（堀議員） 危機対策室長。

●危機対策室長（田﨑室長） まず、１点目の集会所やコミュニティセンターにおける指

定避難場所等の表記、こちらにつきましては、集会所関係につきましては表記がなされ

ておりません。基本的には、津波における指定緊急避難場所、こちらのほうにおきまし

ては屋外、入口の部分等に看板の設置はされておりますけれども、いずれも他言語によ

る表記ではない。日本語だけの表記となっております。

２点目の町内で働く外国人の方々に対する企業におけるパンフレット等、こちらにつ

きましても、昨年12月の定例会で同様な質問がございまして、実態を調査したところ企
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業内における教育等々、こういうものしか行っていないというようなところでございま

した。そこで、本年度の町政執行方針、こちらのほうの中でも外国人向けの防災関係の

パンフレット、それと避難誘導に関する看板等の設置、こちらについて、今年度におい

て研究していくというような町長の執行方針もあります。

このような状況から、現在、企業内における防災等々のパンフレットにつきましては、

ちょうど先月、札幌市消防局のほうで多言語化のリーフレット、こういうものも作成し

たということで入手もしております。

それと、看板につきましては、町内に居住する、例えば外国人、どのような国籍の方

がどのような形でいるのか、また観光に訪れる外国人、こちらも町内に居住する方々と

はまた違う国籍の方々が多くいらっしゃるというふうな情報もつかんでおりますので、

年度内において、こちらについても事業化に向けた対応をとっていきたいなと考えてお

ります。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 建物の表記という、建物自体に表記をしていただくということは可能ですか。

●議長（堀議員） 危機対策室長。

●危機対策室長（田﨑室長） 多言語化で表記するということになりますと、今の避難場

所等々の看板全て更新するという形になろうかと思います。その中におきまして、集会

所、コミュニティセンター等で指定避難場所に位置する部分の看板についても考えてい

きたいと考えます。

●竹田議員 わかりました。よろしいです。

●議長（堀議員） いいですか。

以上で、竹田議員の一般質問を終わります。

次に、４番、音喜多議員の一般質問を行います。

４番、音喜多議員。

●音喜多議員 第２回定例会に当たり、さきに通告してあります質問通告書に従い、質問

させていただきます。

このほど、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関す

る法律が制定されました。それによって、初めてアイヌ民族を先住民族と位置づけ、民

族の誇りを尊重し、共生社会を目指し、差別を禁ずる基本理念が明記されております。

そこで、次の質問をします。

アとして、町はこの法律の施行について、今日までの経緯からどのような見解を持た

れていますか。

イとして、町も町民憲章前文で、「厚岸町は先住民族の遺跡が物語る云々」とあります
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が、国と同様に、アイヌ民族と位置づけてよいのでありますか。

ウとして、現在までの町のアイヌ民族に対する各種取り組みにどのようなものがあっ

たのですか。

エとして、この法律施工後に、新たな取り組みの考えがあるのでしょうか。

オとして、先住民族が残した遺跡を活用し、まちおこしや町のＰＲ等に生かす施策は

考えられないか。

以上、お伺いし、初めの質問といたします。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） ４番、音喜多議員のご質問にお答えをいたします。

「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律に

ついて」、初めてアイヌ民族を先住民族と位置づけた、いわゆるアイヌ施策推進法が５月24

日施行され、アイヌ民族の誇りを尊重し、共生社会を目指し、差別を禁ずる基本理念が

明記されています。

「町はこの法律の施行について、今までの経緯からどのような見解を持たれています

か」についてでありますが、平成20年、衆参両院の本会議において、「アイヌ民族を先住

民族とすることを求める決議」が行われ、その前年には国連において「先住民族の権利

に関する国際連合宣言」が採択されるなど、国内外において先住民族への配慮を求める

要請が高まっている中で、道東地域においてももっとも早く開け、アイヌの人たちとの

さまざまな歴史がある当町として、この法律はアイヌの人々の社会的、経済的地位の向

上が図られ、民族としての誇りが尊重される社会の実現に向けて大きな一歩となったも

のと考えております。

次に、「町も町民憲章前文で、「厚岸町は先住民族の遺跡が物語る…」とありますが、

国同様に、アイヌ民族と位置づけてよいのか」についてでありますが、町民憲章は、厚

岸町民がすぐれた郷土をさらに明るく住みよいものにつくり上げていこうとするため、

昭和47年６月１日に制定したものであります。

制定に当たっては、町長が委嘱した20人の学識経験者からなる町民憲章等制定起草委

員会が調査研究し、制定案が起草具申されております。

この前文に「厚岸町は先住民族の遺跡が物語る道東文化発祥の歴史を誇る郷土であり

ます。」と記し、先住民族という表現をしています。

その遺跡の中には、アイヌ民族に関する遺跡も多く含まれております。

また、町内には、アイヌ語をもととした地名や伝説も残されていることから、厚岸町

民憲章の「先住民族」にはアイヌ民族も含まれるものと認識しているところであります。

次に、「現在まで町のアイヌ民族に対する各種取り組みについて、どのようなものがあっ

たのか」についてでありますが、まず、住宅施策として、住宅の新築・購入・改修や土

地の取得に必要な資金を貸し付け、居住環境の整備改善を図ることを目的に、「厚岸町ウ

タリ住宅新築資金等貸付条例」を昭和62年に制定し、現在まで５世帯９件の貸し付けを

行っております。

生活の安定施策としては、アイヌ子孫及びその地域の住民に対し、生活上の各種相談



- 92 -

事業や社会福祉等に関する事業を行うことにより地域住民の生活環境の改善を図ること

を目的に、国・道の補助制度を活用して湾月生活館を昭和49年に建設し、現在も利用さ

れております。

就学の支援としては、北海道のアイヌ子弟を対象とした高等学校進学奨励費補助金等

について、毎年周知や申請支援を行っておりますが、近年は申請者がいない状況にあり

ます。

また、北海道が道内におけるアイヌの人たちの生活実態を把握し、今後の総合施策の

基礎資料を得ることを目的に、昭和47年度から行い８回目となる「平成29年度北海道ア

イヌ生活実態調査」への協力を行っております。

次に、「この法律の施行後に、新たな取り組みの考えがあるのか」についてであります

が、法律の第10条第１項では、「市町村は、基本方針に基づき、「アイヌ施策推進地域計

画」を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる」とされ、第３項では、「こ

の計画を策定しようとするときは、事業を実施する者の意見を聞かなければならない」

とされております。

現在、北海道アイヌ協会厚岸支部長からは、「会員がいないため活動していない」との

話を聞いているところであり、特に要望も受けていないことから、現在のところ、新た

な取り組みについては考えておりません。

次の「先住民族が残した遺跡を活用し、まちおこしや町のＰＲ等に生かす施策は考え

られないか」については、教育長から答弁があります。

私からは、以上でございます。

●議長（堀議員） 教育長。

●教育長（酒井教育長） 私からは、オの「先住民族が残した遺跡を活用し、まちおこし

や町のＰＲ等に生かす施策は考えられないか」についてお答えいたします。

現在、当町におけるアイヌ民族が残した遺跡については、アイヌ語で城や砦を意味す

る、いわゆるチャシ跡が27基、丸木舟が２艘が確認されております。

チャシ跡については、そのうちの５基が北海道指定の文化財となっており、厚岸町指

定の文化財５基と合わせ、教育委員会のホームページに掲載し、その史跡について情報

発信をしております。

また、丸木舟については、海事記念館と郷土館に１艘ずつ展示を行い、広く町内外の

来館者に貴重な遺跡として拝観していただいているところです。

来年４月には、アイヌ民族の歴史と文化等の伝承の拠点として、白老町に国立アイヌ

民族博物館がオープンすることに伴い、全国的にアイヌ民族の生活様式を後世に伝える

動きが高まっていることから、教育委員会といたしましても、町内外への情報発信につ

いて一層の工夫を行い、まちおこしや厚岸町のＰＲにもつながるよう、努力をしてまい

ります。

●議長（堀議員） ４番、音喜多議員。
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●音喜多議員 この問題、取り扱うには、相当神経を使わなくてはいけない部分もある。

慎重に扱わなければならないと私は思います。

私が申し上げたいのは、この新しい法律の枠の中で、過去を少しでも清算し、未来志

向でこれからこの厚岸の町、先住民族がこの厚岸町を、過去にこの町を築いてきている、

そして現代があるという考え方から進めていきたいなと思っています。

しかし、翻ってみますと、今の時代、現在、この法律が堂々と今時代というか今、現

生出てくるということは、残念ながら過去に、この法律の裏を見れば、そういうことが

あったのだなと。また、その話も、先代から聞くと、そういう事実もあったのかなとい

う反省に立つものもございます。

そんな中で、過去は過去としてという思いでありますが、それらを大事にしながら、

二、三、四、ご質問させていただきたいと思います。

当町にこのアイヌ先住民族、アイヌ問題、あるいは途中ウタリ問題等、いろいろな言

い方の中で弊はありますが、厚岸町がこのウタリ問題あるいは先住民族にかわっての大

きな問題点はなかったのかどうなのか。その辺は、把握しているのかどうなのか、その

辺、お伺いしたいと思います。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 厚岸町では、大きな問題としてありましたのは、厚岸町に

アイヌの方々の共有地がございまして、その共有地を返還をしてほしいという訴えが、

もともとは北海道に対して訴訟が起こされております。これにつきましては、平成10年

に北海道知事を相手取って訴訟を起こしております。最終的には、平成12年に最高裁で

上告棄却ということで、訴えを却下ということになっております。

その内容でもって、その後、平成12年に、今度は厚岸町を相手に民事調停の申し立て

を行っております。これにつきましては、厚岸町を相手にしておりますけれども、12年

の９月に事件終了通知ということで釧路簡易裁判所から通知を受けておりまして、それ

も訴えた方々の要件ですとか、そういうことでの申し立てに対しては受け付けないとい

う形でのことで終えて、それも終わっております。

その後、改めてまた国を相手に訴訟を起こしておりまして、それについても、ちょっ

と最終的な、いつというのがわからないのですけれども、それもその件については、そ

の訴えについては認められなかったという形になっております。

平成12年の後は、そういうようなものは受けてはおりません。その後、アイヌ文化振

興法ができまして、法律に基づいて補助金等が出るような状況にもなりまして、アイヌ

協会の厚岸支部が国泰寺前の弔魂碑がありますけれども、そこでイチャルパという戦争

供養祭というのをやっておりましたけれども、そういったものに対しての案内をいただ

いて出席をしたというようなことはやってきておりますが、それも現在は実施されてい

ないというような状況になっております。

●議長（堀議員） ４番、音喜多議員。
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●音喜多議員 私が議員になってから、議会でのそういう議論はなかったと思いますが、

私の先輩、既におかくれになった先輩議員たちからは、そういうことを抱えているのだ

ぞと伺っておりましたので、全くなその辺のところは、厚岸町は今までに何事もなかっ

たというわけでなかったと伺っております。

考えてみますと、そういう問題も引きずりながら、今日の厚岸町があるのだというこ

とを覚えておかなければならないと私は思っております。

その上で、そういった、そのことばかりではないのですが、そういう権利問題とか、

そういう難しいというか、込み入った話以外のことも、私もこれからのこの地で生きて

いく者にとっては大事にして引き継いでいかなければならないだろうと私は思うのであ

りますが、その訴訟問題以外に、今言われているような協会、あるいは文化協会と、そ

ういったものの動きというか、厚岸町には存在はしなかったのかどうなのか。それは、

教育委員会のほうもかかわるかもしれませんが、そういった部分について、もし知って

いる部分があれば教えていただきたいと思います。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 協会の厚岸支部につきましては、先ほどもお話ししました

イチャルパの案内なんかをいただいていたということもありますけれども、町長から答

弁がございました住宅新築資金の貸し付け、それから特に高校生になられた子供さんが

いらっしゃる場合に補助金が出ております。それの制度というのは、今も北海道の制度

ですけれども、ありまして、それについては、支部を通して、必ず案内をしております。

それから、北海道の調査が何年かに一度ありますので、そういったことの対応は支部

のほうと連絡をとらせていただいて実施をしております。

ただ、今は、実質活動はされていないというような状況がある状況で、そういう案内

を今はしている程度の状況ということになっております。

●議長（堀議員） ４番、音喜多議員。

●音喜多議員 教育委員会のほうで押さえているものはありませんか。

●議長（堀議員） 教育長。

●教育長（酒井教育長） 教育委員会のほうでは、直接このことにかかわることに関して

は関しておりませんので、押さえているものはございません。

●議長（堀議員） ４番、音喜多議員。

●音喜多議員 次に、厚岸の町民憲章の関係について。これは、簡単に今、この答弁書の

中にもありますが、先住民族イコールアイヌ民族とは言ってはいないけれども、私ども

の先輩であるアイヌの方々と理解してよろしいのかどうなのか。その辺、確認したいと
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思います。

●議長（堀議員） 総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） 町民憲章ということで、当時の昭和47年、これは当時の記

録を見ますと、企画係というところで、私、総合政策課のほう、今現在なっております

ので、私のほうからこれを答弁させていただきたいと思います。

当時、この昭和47年、厚岸大橋の記念の一環としてこの町民憲章が策定されたという

ところでありますが、実際に当時の記録を見ますと、この制定時の全文は、記録には残っ

ておりません。

ただ言えることは、この前文でもあるように、「遺跡が物語る道東文化発祥の歴史」と

いうところで、厚岸町、もちろんこのアイヌ民族の遺跡も多く含まれておりますが、他

の遺跡も発見されていると、その前に。そうなりますと、こちらのほうは、これはあく

までも推測でありますが、この先住民族というのは、あくまでも遺跡を、アイヌ民族の

遺跡も含めた中でのといろいろな先住民族という部分で認識してますので、アイヌ民族

だけがこの先住民族の遺跡ということは捉えてはいないのではないのかと。これはあく

までも当時の記録がないもので、推測でちょっとこのことを話ししていただいておりま

すが、そういう経過であります。

●議長（堀議員） ４番、音喜多議員。

●音喜多議員 そう言うだろうと思ってはいたのだけれども、いろいろな資料を見ても、

やはりそれしかないと思うのです。今だからこれ、先住民族、うちは町民憲章の中に先

住民族という、そして遺跡が物語るということは、過去にそういった先輩たちの何かが

あって、それを裏づけにしているわけだから、私のような素人さえも、先住民族イコー

ルアイヌの人々だったのだなと理解するのですが、町は、そうはいかないということで

いるわけです。その辺のところ。ですから、必ずしもアイヌ民族の人方が、いわゆる先

住民族とは言い難いと理解していいですか。

●議長（堀議員） 総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） お答えいたします。

アイヌ民族の遺跡も含まれるということで、この辺あたりは、昔からの経緯経過もあ

りますし、歴史的な研究という部分もありますので、それは先住民族の遺跡というのは

アイヌだけかと、アイヌ民族だけの遺跡かというのは、その辺はもうちょっと研究を含

めた中でお答えをさせていただければと思いますので、ご理解いただきたいと思います。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からもちょっと追加答弁させていただきたいと思います。
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今、厚岸町には、遺跡というものが90カ所ございます。そのうち、アイヌ遺跡として

確認されているものが31カ所。先ほど教育長がお話ありましたけれども、チャシ跡が今27、

そのうちの27ということになっているわけであります。

それと、厚岸町史、現在上巻、昭和50年に刊行されたものでありますが、その中には

町内にある先住民族の遺跡、すなわちチャシとかいろいろお話しいたしましたけれども、

そういうものが現在に現存してるというものが述べられておるわけでございまして、こ

れには、特別アイヌという書名はございません。先住民族の遺跡ということでうたって

おるわけであります。

それと、第１期厚岸町総合計画、これは昭和47年から昭和55年の９年間でありますが、

その冒頭に「アイヌの集落の遺跡」というものがございます。そこでうたっております

のは、歴史的条件として、「本町は古来、東北海道におけるアイヌの集落として古くから

発達し、各所に存在する遺跡がこれを認めているところであります」という、既にアイ

ヌの時代を証言したものが残っておるわけでございまして、そういう意味においては、

憲章においても、先住民族は当然、アイヌも含まれるということで理解をしているわけ

でございます。

●議長（堀議員） ４番、音喜多議員。

●音喜多議員 まず、わかりました。今、町長、私どもの町民憲章の先住民族の意味合い

というか、位置づけをそういうふうに思っていらっしゃるということ、わかりました。

現在まで、町の取り組み、住宅の貸し付けとか、そういうのは重々、私もそのことは

わかってきております。

これからの部分、アイヌ施策の意義や目標、新しい法律に基づいて、これ、やってい

こうとする気があるのか、あるいは現状のままで、波風立てないで、そのままいこうと

するのか。その辺はどうですか。この新しい法律に基づいて、各自治体が先住民族に対

する取り組みをするならばという国の後押しもあるのですが、厚岸町は改めてその先住

民族、厚岸町の今日を開いてきた先輩たちにそういうこの法律に基づいて取り組む考え

方はあるのかどうなのか、その辺、お尋ねしたいと思います。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 町長の答弁でありましたとおり、今現在、アイヌ協会の厚

岸支部のほうでは、その活動がされていないという状況の中で、確かに町の計画をつくっ

て、総理大臣の認定をいただけば、交付金が出るという形になっております。ただ、今

現在、そういう協会の状況の中で、特別これが必要だ、こうしてほしいというような形

のものが今は状況としては受けておりません。ここ何年間もそういったものというのは

出ていないというような状況の中では、そういった計画の策定というのは考えていない

という状況でございます。

●議長（堀議員） ４番、音喜多議員。
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●音喜多議員 確かに、当初から言われているとおり、厚岸町における協会の存在、ある

いはそういった塊としての存在はないということは伺っておりましたが、昨年、一部い

らっしゃるというか、厚岸アイヌ協会の会長さんということで意見書を提出していただ

きたいという陳情書が挙がっております。それは、議会でも確認して、意見書として挙

げたと。そういう経緯はありますので、全く厚岸にはそういう存在はないというわけで

はないと思います。

そこで、今、課長が言われたように、国もそういうように少しは手を差し伸べるとい

いうか、新たな道筋をつけようと考えているのですが、存在がないのであれば仕方がな

いのですが、その辺のところをもうちょっと現地の人方とコンタクトとる必要があるの

ではないのかと思いますが、その辺の考え方はあるのかないのか伺ってみたいと思いま

す。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） 実は、アイヌ協会というのですか、厚岸支部が誕生いたしましたの

は、ウタリ協会の依頼でございました。昭和58年７月21日に会員数８名をもって設立を

されたところでございます。その後、今私が答弁いたしましたとおり、通知上の活動は

していないというようなお話を承っておるわけでございました。

アイヌ施策推進地域計画、これにつきましては、答弁のとおりでございまして、そう

いう状態でありますので、今のところ必要はないのではないかという考えでいるところ

であります。

それから、昨年アイヌ協会からの要請があったということでありますが、これは今見

ましたところ、北海道アイヌ協会からの要請で伺いまして、支部という名前は使ってお

りません。ですから、本部のほうからそういう要請がされたものと理解をいたしている

ところでございます。

●議長（堀議員） ４番、音喜多議員。

●音喜多議員 ちょっと今の話、これ、私、陳情書の写し、議会事務局で受けた用紙を持っ

ているのですけれども、30年の８月24日に受付第１号で、地元の、厚岸町のある協会の

会長と名乗る方からの陳情書は、きちんとこれ、事務方で受けておりまして、その存在

はあると思います。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） 用紙につきましては、資料を見ましたところ、アイヌ協会事務局長

の名前で来ているところでございます。それと、これは要請ということで、お願いとい

う文書になっているので。
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●議長（堀議員） ４番、音喜多議員。

●音喜多議員 行政当局には、そういう要請があったのかもしれませんが、私どもの議会

のほうにもきちんとした陳情が挙げられておりまして、これは議会として見る限りは存

在するのだなと私は受けとめておりますので、これが精査するも何もないのですが、お

互いの立場で違いますので、それはそれとして受けとめていただきたいと思います。

次に、最後に移ります。教育委員会のほうで先ほどご答弁いただきましたが、厚岸町

に残された遺跡のチャシやらそういったものを利用、利用というかその存在を町に生か

すというのか、町の高揚のために使う道はないのかなと常々思うのでありますが、ほか

の地域では、そういう文化協会があって、舞踏やらいろいろなことをしながら、町のＰ

Ｒあるいはその地域の協会の人方の交流含めて、いろいろな策に使っているわけですが、

厚岸町に残された遺跡の中で、そういう町を売り出すような一級品といいますか、そう

いったものは存在すると思いますが、あるいは全くそれに値しないと。先ほどの答弁の

中では、道の指定を受けたものがあると言っておりますが、それら含め、先住民族の方々

の遺跡を町に生かす方法は、方法というかそういうものは存在するかしないか、その辺

はいかがですか。

●議長（堀議員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長(渡部課長） 私のほうから、厚岸に残されている遺跡の概要についてご説

明させていただきます。

まず、先ほど教育長のほうからもご答弁ありましたが、チャシのほかに丸木舟が２艇

ございます。そのほかに、郷土館のほうには、寄贈品になりますが、アイヌ民族の衣装

のアットゥシというものですとか、マキリというものなど６点ほど展示している状況に

あります。

そのうち、現在、海事記念館に展示してあります丸木舟なのですが、実は保存状態が

道内の中でも非常に高いものということで評価を受けておりまして、先ほど教育長の答

弁にもありましたとおり、白老にできます国立の博物館でございますが、そちらのほう

で、ぜひ貸していただけないかというようなお話もいただいておりまして、非常に厚岸

町にとってＰＲの場にもなりますし、非常に名誉なことであると考えております。

この貸し出しにつきましては、まだちょっとお話の段階なものですから、今後、正式

な手続を踏んだ上で、国立の博物館の展示していただけるようにということで、現在計

画しているところであります。

●議長（堀議員） ４番、音喜多議員。

●音喜多議員 今回のアイヌ振興の法律の中に、地域でそういう観光振興につなげる策だ

とか、そういうものを奨励はしているわけです。

今、厚岸町に丸木舟とか、そういった使ったものがあると思うのですが、実は私、厚

岸町にいて、いてというか厚岸町にいて本当に衝撃を受けたのは、観光協会が厚岸町の
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先住民族であるアイヌのイコトイがポスターになったのをご存じある方もいらっしゃる

と思います。あのポスター、大きいポスターですか、今は観光協会でポスター、毎年つ

くっているのかどうかわかりませんが、以前はつくっていました。厚岸町の出身のアイ

ヌ民族であるイコトイが、ニシキニを着てあの大きなポスターになっていたというのを

ご存じな人がいっぱいいらっしゃると思います。

今から四、五年前ですか、道立博物館でフランスのブザンソン美術博物館と松前が、

蠣崎波響の出身というか、蠣崎波響が松前で先住民族ウタリを集めて絵を描かれた「夷

酋列像」です。その中に、厚岸町のイコトイ、シモチ、イニンカリ、ニシコマケらの偉

大なアイヌ先住民族の描かれたやつが、遠くフランスのほうに今、美術館として保存さ

れて、何十年というか、うろ覚えなのですが、松前との交流の関係で、道の博物館で借

りて大盛況を受けた。全国から「夷酋列像」のふるさと帰りというか、そういったもの

を見て、私も出かけてきまして、非常な講演を聞きながら感銘を受けてきて、厚岸町に

こんな大先輩というか、こういう人方がいるのだなという大きな感銘を受けてきたのが

今でも覚えておりますが、そういったものを生かすというか、この厚岸町出身者で、そ

の本物は手に入らないと思うのですが、あのポスター、観光協会がつくったポスターは

どういう過程であのようにつくることができたのかわかりませんが、それらを生かす方

法というのは考えられないのかなと常々私は思うのでありますが、その辺は、海事記念

館の学芸員とも相談をしなければというか、話を聞かなければいけない部分があると思

うのですが、そういう生かす材料というかチャンスはあるのではないかと私は常に思う

のですが、その辺について何かアドバイスもございませんか。お伺いしたいと思います。

●議長（堀議員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長(渡部課長） お答えいたします。

ただいまのイコトイのお話ですが、ちょっとお話ずれてしまうのですが、本年度の冬

期間になりますが、先ほど申し上げた国立民族博物館の主催によりまして、海事記念館

において国立民族博物館のＰＲ展を開催する予定でおります。

内容については、これから文化庁の方と詰めてまいるのですが、そういった場を活用

しまして、今議員おっしゃられたようなイコトイのさまざまなことでありますとか、そ

ういったものが町内にＰＲできるような環境で展示会をやれるようにちょっと話を進め

たいということと、あと先ほど丸木舟の貸し出しの件お話ししましたが、その際にもぜ

ひ国のほうにも厚岸町のさまざまなアイヌの文化ですとか史実関係を一緒に展示してい

ただけないかということで、今お願いをしている最中です。

そういった部分で、後世にアイヌ文化を伝えていければなと考えております。

●議長（堀議員） ４番、音喜多議員。

●音喜多議員 最後にします。

厚岸町にそういう工夫の仕方によってというか使い方によって、宝の山があるような

気がするのです。今。観光客は、テーマを絞って、もしその自分が好みであれば、お金
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がかかろうともそこへ行ってみたい、味わいたい、そういう探求心の旺盛なお金の持っ

ている観光客もいっぱいいらっしゃる。それが、そういう隠れた地方の観光ブームになっ

ているという状況にあるわけです。

それで、そういう意味からすると、厚岸町もそういう宝の山が私はあるような気がす

る。ただ、眠らせておくだけではというか、活用するというか、そういう工夫次第で町

のＰＲになるような気がしますし、今回の法律が生かされていくような気がします。

そんなことで、大いに、そういう学識のある道の博物館あるいは学芸員の資料等を見

れば、かなりレベルの高いものが私にも感じられますので、そういったことと勉強しな

がら、ぜひ厚岸町のＰＲに努めていただきたいなと思います。

要請して、答弁終わります。

以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） 教育委員会に対する質問でありますが、これは厚岸町の観光のみな

らず地域振興に極めて重要なアイヌ問題になります。私から、まとめてお答えをさせて

いただきたいと思います。

本当に厚岸町は、アイヌに関する貴重な資料たくさんあります。皆さん方もよくご承

知と思いますが、海事記念館、または郷土館、行ってみれば、「ああ、こういうものが厚

岸にあるのだな」という感心するものも、貴重な資料がたくさんあります。

そういう面では、今後の厚岸振興に関する、中でも観光に関してみましても、アイヌ

の貴重なものを資料として展示したり、また広報のための移動いこうとしたりして、厚

岸のいい方向に向かう振興策を考えたらどうかと。これは当然のことです。今でもやっ

ております。しかしながら、まだまだ足りないのです。

今、ちょうどアイヌに関する法律ができたわけであります。先住民族の、そういう面

につきましては、しっかりとこれから取り組んでいかなければならない。特にイコトイ

さんですが、これはアイヌの中でも極めて偉大なアイヌであるわけで、高い評価を受け

ております。通称、厚岸アイヌと言われているすばらしい方でございます。

姉妹都市である村山市との友好都市の徳内を、最上徳内。実は、イコトイさんが道案

内をしながら択捉島まで行ったとか。過去、いろいろな歴史を持っている方でございま

した。非常に私は、それを生かしていくとともに、これからの歴史を語る中で大事なこ

とでもなかろうかなと思っております。

それから、観光協会がかつてイコトイさんを大きくアップをした観光ポスターを作成

した。私も記憶があります。見ております。大変いいポスターだなという、当時は思っ

たわけでありますが、実は、アイヌのほうからクレームがつきまして、これを回収しな

ければならないという過去の問題もあったようであります。

しかしながら、それだけに尊敬されるイコトイさんであるということで、改めて、厚

岸町民にはご理解をいただきたいと思います。そういうふうに思っておりますので、きょ

うは貴重なご意見、誠にありがとうございました。
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●議長（堀議員） 以上で、音喜多議員の一般質問を終わります。

次に、２番、石澤議員の一般質問を行います。

２番、石澤議員。

●石澤議員 さきに提出した通告書に従って、質問いたします。

最初に、高齢運転者についてです。

最近、高齢運転者による交通事故が問題となっています。免許返納を求める声もありま

すが、地域の特性により、自動車が生活や労働に欠かせない人も多くいます。

まず、東京都では、緊急対策としてブレーキとアクセルの踏み違いなどを防ぐ装置の

購入費を補助する考えを明らかにしています。本町でも取り入れるつもりはありません

か。

また、他の自治体でも行っている免許返納者に対する高齢者タクシー助成制度を新た

につくることはできませんか。

次に、地域生活支援拠点整備についてです。

障害者の高齢化やその生活を支えている保護者の死後も見据えた、地域での障害者支

援が課題になっていますが、厚岸町での取り組みはどうなっていますか。進んでいない

とすれば、その理由は何なのですか。

障害者の就労支援は、どうなっていますか。

ひきこもりと言われている人たちに対しての対応はどうするのか。

３、小学校の英語教育についてです。

英語指導の経験が乏しい現場から不安の声が出ていますが、町として教員の育成も含

めてどう対応していくのか。

以上で、１回目の質問を終わります。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） ２番、石澤議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の「高齢運転者について」でありますが、最近、高齢運転者による交通事故が

問題となっている。免許返納を求める声もあるが、地域の特性により、自動車が生活や

労働に欠かせない人も多くいる」のうち、「東京都では、緊急対策としてブレーキやアク

セルの踏み間違いなどを防ぐ装置の購入費用を補助する考えを明らかにしているが、本

町でも取り入れる考えはないか」についてでありますが、高齢者の運転による重大な事

故が全国的に相次いで発生しており、新聞等で報道されているところであります。

警察庁が75歳以上の運転免許保有者及び自主返納者に実施した「運転免許証の自主返

納に関するアンケート調査結果」によりますと、運転の目的として「車を運転する職業

のため」や「通勤のため」との回答があり、また、自主返納をためらう理由としても、「仕

事を失うこと」との回答もあり、生活していく上で運転免許を必要とする高齢者もおり

ます。

一方で、高齢者の運転による交通事故が増加し、内閣府の「交通安全白書」によりま

すと、高齢運転者による交通死亡事故の人的要因をみますと、75歳以上の運転者はハン
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ドル等の操作不適による事故が最も多く、その中でもブレーキとアクセルの踏み間違い

による死亡事故は、75歳未満では死亡事故全体の0.7％に過ぎないのに対して、75歳以上

では5.9％と高い割合となっております。

そのような中、国において、近年自動ブレーキ等の先進安全技術の市販車への登載が

進んでおり、これらの技術を活用することにより、高齢運転者の交通事故の防止や被害

が軽減されるとして、ペダル踏み間違い時加速抑制装置などを装備した安全運転サポー

ト車の普及促進を行っております。

厚岸町においても、昨年７月に厚岸警察署が中心となり安全運転サポート車の体感試

乗を開催し、町民に普及啓発を行ったところであります。

安全運転サポート車の普及促進を国が進めている中、自治体において、高齢者を対象

に、事故防止に効果的とされるペダルの踏み間違い時加速抑制装置等を新たに取りつけ

る場合に補助金制度を既に行っている市町村もあります。

厚岸町におきましては、東京都の施策推進を見ながら、その内容を研究してまいりた

いと考えております。

次に「他の自治体でも行っている免許返納者に対する高齢者タクシー助成制度を新た

につくることはできないか」についてでありますが、道内においても高齢者の運転免許

証返納者に対するタクシーを利用する際の支援制度を行っている自治体があります。

厚岸町におきましても、免許返納者に対し、どのような制度で支援を行うことにより、

免許返納後も、買い物や通院等の移動手段として利用しやすいのかを研究し、支援につ

いて検討してまいりたいと考えております。

続いて、２点目の地域生活支援拠点整備についてのうち、「障害者の高齢化やその生活

を支えている保護者の死後も見据えた、地域での障害者支援が課題になっているが、厚

岸町での取り組みはどうなっているのか。進んでいないとすれば、その理由は何なのか」

についてでありますが、地域生活支援拠点の整備とは、障害を持つ人の地域での生活を

支えるため、サービスの提供体制を構築することで、「相談、緊急時の受け入れ・対応、

体験の機会の場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり」の原則五つの機能を備

えることとされております。市町村生涯福祉計画策定に係る平成29年度の国の基本指針

において、地域生活支援拠点整備については、第５期計画の目標の一つに掲げられてお

ります。

しかしながら、当町には、介護者の急病時などの緊急時の受け入れや自立に向けたひ

とり暮らしの体験機会の場となるグループホームなどの社会的資源や、行動障害などを

有する障害者に専門的な対応を行う人材が少なく、町独自での拠点整備は難しいことか

ら、厚岸町障がい福祉計画においては、平成32年度末までに管内全市町村による釧路圏

域での整備に努めるとしております。

現在、釧路総合振興局や釧路管内の市町村等で構成する釧路障がい福祉計画等圏域連

絡協議会において、令和２年度までに釧路圏域で整備することを目標として、釧路市を

中心に管内全市町村による検討を進めております。

次に、「障害者の就労支援はどうなっているのか」についてでありますが、地域生活支

援拠点には相談機能があり、専門的な対応ができる人材が障害者の特性に配慮した、あ

るいは特性を生かした就労相談に対応することは可能であると考えておりますが、この
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拠点では、緊急時に対応が必要な人への支援が中心になるものと考えております。

次に、「ひきこもりと言われている人たちに対しての対応はどうするのか」についてで

ありますが、厚生労働省では、ひきこもりを「さまざまな要因の結果として社会的参加

を回避し、原則的には６カ月以上にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態を

示す現象概念」と定義しており、地域生活支援拠点では、障害や疾病などにより、その

状態にある人も含め、障害のある人の地域生活を支えるため、必要なサービスの調整や

相談、その他必要な支援を行うことになるものと考えております。

３点目の「小学校の英語教育について」は、教育長から答弁があります。

●議長（堀議員） 教育長。

●教育長（酒井教育長） 私からは、小学校の英語教育についてお答えいたします。

「英語指導の経験が乏しい現場から不安の声が出ているが、町として教員の育成も含

めどう対応していくのか」についてでありますが、小学校において、外国語活動が導入

されたのは、平成20年度改定の学習指導要領から移行期間も含め11年間が経過していま

す。

北海道教育委員会では、小学校外国語活動の実施に係る説明会や公立小学校に対して

所属教員の中から最低１名参加する「英語教育指導力ｃ向上研修」を実施し、各校の外

国語担当教員が指導方法や指導技術等について実践的に学ぶ機会を設け、受講後は各学

校において研修内容を還流しております。

平成29年度告示の学習指導要領において外国語活動が、小学校三、四年生で実施され

ることや、五、六年生は教科としての外国語として位置づけられることを踏まえて、教

育委員会では外国語教育の実施に関する情報提供や研修会を開催しております。

さらに、小学校各校における校内研修においても「外国語教育」に関する内容が取り

上げられ、釧路教育局義務教育指導班の英語担当指導主事を講師に招いての研修会が開

かれています。

今年度は、町内三つの小学校に所属する教員のうち７名が英語免許の保持者であり、

教職員人事において、専門的知識や技能を持った教員を現場に配置できるように、北海

道教育委員会と連携した教育環境整備に努めている状況です。また、同一校区の中学校

所属の英語担当教員との連携も随時に進めており、小学校教員の支援とともに児童にとっ

て連続的な学びができる環境となるよう取り組みを進めています。さらに、比較的英語

に堪能なＡＬＴを小学校に派遣し、担任とともに効果的な学習活動を行っております。

小学校への外国語活動が導入されて11年が経過し、導入当初は不安の声もあったこと

を承知しておりますが、現在は、大学教育において、小学校英語教育に対応できる教員

の養成が順次進められている状況となっております。

●議長（堀議員） 石澤議員の再質問以降は、昼食休憩後といたしたいと思います。

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。
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午前11時45分休憩

午後１時00分再開

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 車のサポート、ブレーキのサポートのことで、東京都の施策を推進を見なが

らその内容を研究してまいりたいというお答えをもらったのですけれども、踏み違い事

故というのは全世代共通、若い世代にも多いというのがあるのです。これは、車のエン

ジンの部分ではなくて、ブレーキとそれから、アクセルとブレーキが近いものがあった

り、高かったり、離れたりと、いろいろな車の状態がいろいろあったりして一概には言

えないと思うのですが、どうしても高齢になってくると、体全体が硬くなってくるとい

うことがあるようです。それで、股関節が硬くなったり、太ももの筋力が衰えたりとい

うことがあって、これは実験してあったみたいですが、右足で車をとめて右後ろを見な

がらアクセルやブレーキを踏んでもらう調査を実施した例があるのです。そうすると、

右側に上半身をひねると右足の爪先が右に動く傾向が全体に見られた。高齢者の場合は、

どうしても股関節動かない。硬くなってくるので、そういうことがあるという実例も出

てます。

また、ブレーキとアクセルの感覚が近いと、踏み違いのリスクは高まりますというふ

うになっています。それで、東京都が緊急にこういう、まず急発進防止装置を９割補助

でというふうに提案してますけれども、それはやはり車をかえるとか、それからそうい

う新たな装置をつけるということは、車を買いかえるよりも新たな装置をつけるほうが

安くつけることができる。後づけでスピードを押さえることができるというのが３万か

ら５万ぐらいの装置をつけれるというのがニュースでやってましたので、厚岸のほうも

やはり、どうしても足が不便です、こういう町は。そういうところで言えば、そういう

装置をつけて、少しでも危険を減らすということは、早目の対処として必要だと思うの

で、ぜひ進めていってほしいと思います。

そして免許返納というのもあるのですが、私の知り合いなのですけれども、ひとり暮

らしの女性だったのですが、免許を返納しました。それで、返納したよって言っている

うちに、八十二、三だったと思うのですが、だんだん連絡が来なくなって、そのうちに

外出するのがとても大変になって、今施設に入っているという事例もあるのです。です

から、単純に返納するということも、子供にすれば心配だからっていうのもあるのでしょ

うけれども、その人の外出、それから出かけるというのを制限するようなこともないよ

うに、また、それにかわる手だてとしていろいろなことを考えながらやっていくべきだ

と思うのですが、その辺どうでしょうか。

●議長（堀議員） 町民課長。

●町民課長（布施課長） ペダルの踏み間違いの話、抑制装置でありますけれども、東京

都のほうで今回お話ありましたけれども、東京都のほうもまだ導入するとは言ってます
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が、その後の検討はこれからということですので、そこら辺は見ながら私ども進めたい

と思いますが、実際ほかの市町村でも、東京都以外に実際にもう既にやっているところ

はあるようです。

そこら辺も今は見ながら、どのようにしたらいいのかというのは、それを研究して、

実際そのものの、安全のものといいますとブレーキ、ペダルの踏み間違い時加速抑制装

置、あとはその装置によりましても幾つかあるようで、ペダル自体をかえるものと、あ

とは電気的にといいますか、ペダルを踏んだ瞬間に電気制御でとまるというような種類

も幾つかあるようですので、その辺はほかの市町村の動向を見ながらと、あとは先ほど

も言いました東京都のこれからの進め方を見て研究してまいりたいと思います。

厚岸町内の実際の後づけでつけられる部分を調べたところ、メーカー、製造販売して

いるメーカーでは後づけでできるというメーカーが二つほどあるようです。町内で言い

ますと、一つのメーカーだけが可能ですということで、電話でちょっと調べさせていた

だきました。ほかの整備工場さんのほうで言いますと、まだやはり現実的に余り受けた

ことがないので、ちょっとそれは調べなければわからないというようなことが、皆さん

そのようなお答えでしたので、整備工場さんのほうもこれからちょっと調べていきたい

ということでありました。

それと、あとは、外出に関するタクシーの件のほうですけれども、タクシーだけで助

成しているというところは道内調べても少ないようでして、タクシーだけではなくて、

バスですとか、そういうものを含めた中での助成はやっているようです。そういう方法

もこれから研究しながら、昨日の佐藤議員からのご質問と重複する部分はありますけれ

ども、その辺はこれから検討していきたいと思います。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 ぜひお願いいたします。外出が気楽にできるということは、高齢者にとって

の社会参加ということも大事なことですし、それは、もう私も65ですから高齢者の一部

に入ってきているのですが、自分が運転できなくなったときにどうしようかというのも

あるのですけれども、それよりもやはりいろいろな人に会えなくなるとか、それから集

まりに出れなくなるとか、それからいろいろなところに自分が行けなくなるという、自

分自身で行きたい。子供たちも心配しているので乗せていくよということもあるでしょ

うけれども、また地方に行っていてここに住んでいない、ひとり暮らしの人にとっては、

足はとても大事な問題です。だから、ぜひそれは早目に検討してください。研究だけで

終わらないように、よろしくお願いしたいのですが、どうですか。

●議長（堀議員） 町民課長。

●町民課長（布施課長） ペダル踏み間違い時抑制装置のほうですが、それはちょっと全

国的にも進めているところなので、そこは研究しなければならないという部分がありま

すので、そちらは研究させていただきます。

あと、タクシーのほうの支援の関係ですけれども、そちらは今ある制度もありますけ
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れども、検討していきたいと思います。

●議長（堀議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） すみません。先ほどの安全装置の装備の関係ですけれども、こ

れは先ほど課長のほうからも説明があったとおり、まだメーカーによって後づけのでき

るところとできないところがまだある。

今、この制度を走らせてしますと、そういった部分で不公平が生じてしまう。車種に

よって。また、車によっても、まだその取りつけができる車、さらには年数によって取

りつけれる車と取りつけれない車もあるというような状況にになってます。

ですから、ある市町村では、新車購入に当たって、そういった安全装備をされている

新車購入に当たっての補助ということを行っているところもございますので、そういっ

たところの市町村の状況も踏まえて、厚岸町としてどういうことができるのか、対応で

きるのかということを検討させていただきたいということでございます。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 ぜひ、いろいろな事例を求めて対応していただきたいと思います。どうして

も地方でいえば足がないというのが間違いなくないのですから、そのことによって不利

益が起きないようにしてもらいたいと思います。

それで、次に移ります。障害者の暮らし、生活、地域生活支援の拠点の問題なのです

が、管内市町村で構成するということになっていますけれども、ここに、厚岸町に住ん

でいる方からいろいろ相談がありまして、本当に不安なのだと。もう私たちもそろそろ

年ですと。

それで、できれば、今三つの作業所があります。通っているところがあります。そう

いう人たちと一緒にいろいろなことを相談して対応したいのだけれども、障害者担当の

時間的な余裕がないのだけれども、それは何ともならないのかという意見が出ているの

ですけれども、いかがですか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 相談という部分では、厚岸町も町内の事業所は24時間やれ

るところがありませんので、釧路市の事業所にお願いをして、24時間の相談窓口という

のを設置しておりますので、そちらでは24時間の対応ができる状況は、委託事業でやっ

ております。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 釧路ですよね。これ、夜間も休日も含めた相談対応となっているのですけれ

ども、そうすると厚岸町にあれば、それ、すぐ対応できるというふうになると思うので
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すけれども、釧路までは１時間ぐらいかかるのですけれども、そういうことに対して町

ではそういう相談窓口とか、そういうものを設けるつもりはないのでしょうか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 私ども、保健福祉課のほうにその相談は、当然日中は受け

る体制はもちろんありますし、それから各事業所でも、そこに通っている方々の相談と

いうのは常に受けております。

24時間の対応となりますと、町内では対応できる状況にはないので、それで釧路の事

業所に委託をして、24時間の窓口の体制をつくっているという状況でございます。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 今までに24時間の対応しなければならなかった事例はどのくらいあるのです

か。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 24時間で夜、夜中に相談ということは、この一、二年は聞

いておりません。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 町の中で、厚岸町の中では相談できないので、どうしようもなくなって警察

の生活相談窓口に行ったという事例も何件か聞いているのですけれども、そういう話は

聞いてないですか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） いろいろな相談は、その方によってあみかに相談される人

もいれば警察に言う場合もあります。それから、それぞれの事業所で受けている場合も

あります。

そこは、どこが１カ所あればいいという話ではなくて、いろいろなところでそういう

ことを受ける状況があって、それをその状況に応じてあみかのほうには連絡はいただい

て、一緒に対応するというようなことは常々やっておりますので、どこだけがというこ

とはないと思います。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 本当に。とすれば、厚岸町でこの障害者との中で、親がサポートしながら暮
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らしている人たちの人数というのは把握はしているのですか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 親亡き後の心配というのは、そういう心配がすごく持って

いる方は本当にいらっしゃいます。

今、それが心配なので、何とか自立をさせたいというような相談があって、そういう

相談があって自立をするような形になった方もいらっしゃいますし、それから、特に親

亡き後という部分では、今、そういう親の会というのがありまして、ちょっと名前、す

みません、度忘れして出てこないのですけれども、そこの方々といろいろな計画の策定

時等でいろいろなお話をさせていただいておりますけれども、そういうところでもそう

いうお話は聞いておりますので、大きな問題というのは、当然認識しております。

それで、その人が何人かといいますと、それは、例えば障害福祉手帳を持っている方

何人、それから療育手帳を持っている方何人というのは当然押さえております。ただ、

そこで、親と一緒に住んでとかという部分までは正確には押さえておりません。

ただ、当然、その親御さんも高齢になっていくという状況の中で、その方の介護の心

配だとか、本人、自分の心配も当然ありますし、それとそこから子供のこともあわせて

というような状況になってまいりますので、そういう相談ですとか、そういう状況とい

うのは、その都度把握をした上で、それについては何らかのサービスにつなげられるも

のはつなげるように。なかなかつなげれないという場合も多いですけれども、そういう

把握はして、必要に応じて対応はするという対応はとっております。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 そういう人たちの話聞いた中で、厚岸町にもグループホームはできないのか

と。こういう障害の人たちが、親がまだ健全な間に自立をして、そしてその受け入れ拠

点となるようなグループホームを、釧路には何軒かあるみたいですけれども、民間でやっ

ているというのもあるのかな、そういうのあるみたいですが、厚岸町にグループホーム

というのをつくることはできないだろうかということがあるのです。

親にすれば、町内にいてもらったほうが見守りもしやすいということもあるのでしょ

うけれども、これから本当に高齢になっていく、それから本人も高齢になっていく。そ

の人の障害の度合いとか、それから種類とか、それを全て把握した人がグループホーム

の中にいるということも大事なことだと思うのですけれども、そういうようなことは考

えてないですか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 町としてグループホームの必要性というのは理解はしてお

ります。それは必要だと思います。

ただ、それを今現状、厚岸町でできるかというと、それは難しい問題だなと思ってお
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ります。今、この地域生活支援拠点の整備ができないのも、やはりグループホームとい

うようなものがないと緊急時の対応ですとかというのができないものですから、厚岸町

ではできないということで広域的に釧路市を中心にお願いをせざるを得ないというな、

今、状況にありまして、先ほど町長の答弁にあったような令和２年度中に何とか考えで

釧路市にお願いをするような形をとりたいということで、今協議を進めている状況でご

ざいます。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 町と自治体だけでなくて、民間巻き込んだ形で。結局三つの事業所がありま

す。その人たちは、いろいろな支援する人たちに対するノウハウを持っていると思いま

す。そういう事業所の人たち巻き込んだ形で、厚岸町にグループホームをつくるという

ことはできないことはないのでないかと思うのですが、どこだったか、訓子府でそうい

う事業所、町がお金を出して、第三の民間の力を借りて町が支援をするというような、

そういう形でやっているところも実際あるのです。そこで、自分たちが、本人たちが自

立して生きていくための、仕事をしながらやっていくというグループホームもあるもの

ですから、やはり広域になると、どうしても大変になっていくと思うのです。やはりそ

れぞれの小さな自治体でそういうことを考えていくべきだとは思うのですが、その辺は

どうですか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 町直営ということは、現在そういう考えは持ってございま

せん。民間の中でそういった事業所があって、そしてそういう相談をさせてもらえるよ

うな状況があれば、いろいろな検討はできるかなと思います。

ただ、今の現状では、なかなか今ある事業所においても、そういう考えを将来的には

というようなお話をされる事業所もありますけれども、まだ具体的な話には、私どもで

は聞いておりませんので、そういうところとそういう話ができる状況になれば、またい

ろいろな相談はしていきたいなと思います。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 わかりました。ぜひ、そういう相談があった場合には、きちんと聞いて、相

談に乗ってあげてください。

次、障害者の就労支援なのですけれども、これ、法定雇用引き上げが背景になってい

ると思うのですが、厚岸の場合の障害者の就労支援というのは、どういう形で取り組ん

でいるのでしょうか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。
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●保健福祉課長（阿部課長） 先ほどの答弁では、地域生活支援拠点整備事業についてと

いう表題があったものですから、この地域生活拠点での就労支援の対応ということで答

えさせていただいております。

そこでは、緊急時の対応ですとかというのがやはり大きな問題になるものですから、

どうしてもなかなかそういう就労支援についても相談には乗りますけれども、なかなか

それが主という状況ではないかなと思いますので、そういう答弁をさせていただいてお

ります。

それで、就労支援の障害福祉サービスの部分では、就労支援の事業を町内では三つの

事業所がありまして、そこでのサービス、就労支援ＡとＢ、Ａ型、Ｂ型というのがあり

まして、なかなかＡ型というのは、一般就労に近い形になりますので難しいのですけれ

ども、Ｂ型という部分では、そこでの利用、それから厚岸町内の方が釧路の事業所でそ

のサービスを使う場合にも、厚岸町のほうが負担してサービスを受けるということで、

そういう障害福祉サービスの実施はしております。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 作業所の中で、新たに就職して生活したいという方も出てきているような話

も聞くのですが、そういうときに、ジョブコーチという制度があるようなのですけれど

も、厚岸町の場合は、そういうものは今のところは考えていないのですよね。どうなの

でしょう、その辺は。

●議長（堀議員） 休憩いたします。

午後１時28分休憩

午後１時29分再開

●議長（堀議員） 再開いたします。

保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） お時間をいただいて、申しわけありません。

ジョブコーチというようなことの対応は、町としてはしておりません。ただ、釧路市

の事業所でそういった訓練含めて活動をしておりまして、私どももそこのところでは連

携をさせていただいている部分もあります。厚岸町内の人も、最近この何年間かでは十

数人、そこの利用をして就労に結びつけている方もいらっしゃるという状況になってお

ります。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 このジョブコーチは、研修を受けた専門家で職場での人間関係や仕事内容を
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踏まえ、助言や企業との調整をするというのがあって、就職した場合、支援を終えてか

ら半年も働いている人の割合は、全国で88.1％という数も出ています。それで、釧路、

圏域ということで釧路のジョブコーチを厚岸でも利用させていただけるのであれば、そ

の力を借りながら、今就労しなければならないという方の支援をしていっていただけれ

ばいいかなと思います。それは、よろしくお願いいたします。

それから、ひきこもりのことなのですが、障害を持っているとはっきりわかる方で、

障害があることで出れないという方もいるのですが、本人がそういう、いろいろな意味

で出ていけない状態になっている人たちの支援は難しいと思うのですけれども、それに

対する対応の仕方というのは、先ほど１番議員の中でも出てきたと思うのですが、どう

いう形で、どう取り上げていけばいいのかなと思うのですが、その人の持っている困り

感とか、それからその家族の大変さとか、そういうものは、それこそ地域にいる民生委

員の方たちとか、そういう形が入って相談に乗るということはできないのでしょうか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） ひきこもりという言葉で、そういう言葉で話になりますけ

れども、実際には10人いたら10人全部状況が違います。家族の関係も違いますし、経済

的な面も違いますし、障害を持っている部分もありますし、それから年齢の違いもこの

年齢ということはありませんので、本当にその方のその状況というのは、その方だけの

対応となります。

そういうところで、民生委員さんにということは、当然民生委員さんがそういう情報

を得た状況の中で、初期の対応をということで話を聞いて私どもにつないでいただくと

いうようなことは、もちろん民生委員さんにはやっていただいております。ただ、それ

ぞれ持っている問題に対しての対応というのは、本当に千差万別で、その状況に応じて

対応するしか、本当にない状況です。

なかなか入っていけない部分あります。どちらかというと入っていけない部分のほう

が多い状況があります。そういう中で、どういう形で、話をしてくれるのであればいい

のですけれども、なかなかそこまでいけない状況というのもあって、そういうところで

家族、一緒に住んでいる家族、それから一緒に住んでいない家族でも相談ができるよう

なところ、家族がいればそこと連携したり、もう本当に保健福祉課の中でも障害の担当、

それから児童の担当、保健師も含めて、みんなでどう対応していくかということをいろ

いろ検討しながら対応すると。それから、その状況に応じて、釧路保健所、それから警

察とも連携を図るということですので、そういう一人一人の対応の部分ということで、

一概に民生委員さんにという形にはならないかなと思っております。ただ、そういうサ

インがあった場合には、私どもにつないでいただくようにということはお願いをしてい

る状況でございます。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 保育所、それから学校、それから卒業してまで、その子その子の持っている
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特徴とか、それからいろいろな障害の中で、ずっと系統的に連携をして取り組んでいる

というようなことを厚岸町でやっているという話を前に聞いたのですけれども、そうい

う取り組みの中で、その子たちがどうなっているのかというような、今困っていたこと、

その当時困っていた子が今どうなっているかというような、そういうものを調べるとい

うかデータとして持っているということはないのですか。前に、二十歳までのノートを

つくってある、鶴居村でつくったノートをつくったらどうかという話をしたことがある

と思うのですが、ああいうようなものがあって、そのときに困り感のあると、かえって

わかりやすいような気がするのですが、その辺はどうなのですか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 以前、お話をいただいたノートというのは、いろいろな情

報をそこに書き込んで、ずっと引き継いでいく。そういう部分では本当に、それがきち

んとされていればいい状況ではあるのですけれども、なかなか話をいろいろ聞いている

中では、通常皆さんにお配りをしても、それをなかなか必要としていない状況の方が多

いということを鶴居のほうからも聞いております。そこでそのものを実際にやってもら

うということになると、その保護者にとっては母子手帳ありますし、それから学校のほ

うでの部分では学校のほうでそういう状況というものを記録したものがあって、それが

つながっていくというような状況があるということがわかりましたので、そういう中で

はそれを皆さんにお配りしてというのはなかなか難しいなとは考えております。

ただ、それを必要とする方に対してはいい取り組みではないかなとは思いますので、

そこは引き続き検討していきたいなと思っております。

いろいろケースによって、問題、課題があったお子さんが、将来的にどうなったかと

いうところの調査まではしておりません。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 支援をするという形で支援を必要な人たちにどういうふうに手だてをするか

というのは必要だと思うので、それはやっていってほしいなと思います。

それから、次移ります。小学校の英語なのですけれども、11年間かけて、経過してい

るということで教員もいますということなのですけれども、今回、700、学ぶことで700

語だったか、これが子供たちに試験としてなるのです。五、六年生の場合は試験になる

ようなのです。評価をするということになるのですが、この形で子供たちに対する負担

というものはどうなっているのかというここと、それから先生方が、ただでさえ忙しい

と言われている先生方に対する負担はどういう形になっているのでしょうか。

●議長（堀議員） 指導室長。

●指導室長（山田室長） お答えさせていただきます。

子供たちの負担というところから、まずお答えをさせていただきます。
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今回の学習指導要領の改訂に当たりまして、各教科、全ての教科の総時数は求められ

ているものは変わりはありません。その中において、今回、外国語活動、ないしは五、

六年生の外国語という教科化したわけですけれども、そちらのほうが別途設けられてき

ております。その部分における子供たちの負担という部分です。

学習内容について特化してお話しさせていただきますと、これまで求められていた外

国語活動、11年間続いてきていたわけですけれども、これはいわゆる聞くこと・話すこ

とという中身で学習が進められてきました。ですから、ここには、いわゆるスペルを表

記するだとか、そういうような学習活動は小学校にはなかったわけなのです。この内容

が、新指導要領の中においては、小学校の三、四年生に外国語活動として、ほぼ落ちる

というような感じになります。五、六年生の教科化される外国語、これには新たに、読

むこと・書くこと、いわゆる中学校１年生で学んでいたレベルの内容が取り込まれるよ

うな状況になっております。

教科化ですので、当然そこには評価というものがかかわってまいります。評価につい

ては、従来の算数・国語・社会等の単元テスト等が行われてきた中において、そういう

部分も全体の評価の中の一部として参考にされてきたわけです。

この外国語という、教科としての外国語を実施するに当たっての評価、どのように進

めていったらいいのかということは、確かに現場からもこれは昨年度来から質問等が出

されてきております。これについての回答、またどのように進めていったらいいのかと

いうことについて、教育長の答弁の中にもありました釧路教育局義務教育指導班英語担

当指導師事のほう来ていただきまして、その中でどのように進めていったらいいのかと

いうことを各校ごとに研修を進めているところがあります。

その中においても、なおかつ現場の先生方が不安に思われる、ここが先生方の負担と

いうところになるかもしれません。この部分においては、答弁の中にもありましたけれ

ども、研修活動は、公的な研修も行っておりますし、各学校ごとの校内研修の中にもこ

れの部分は進められております。

いずれにしても、この学習指導を行う先生方にとって、これは算数の指導においても

音楽の指導についても同じだと思いますが、専門性を図る研修、研修というのは研究と

修養という部分に分かれるのですけれども、この修養の部分は、先生方にやはり努力は

していただく必要はあるものと考えております。そのためのサポートとして、教育委員

会はさまざまな支援をさせていただいたり、研修会の開催等をさせていただいていると

いうような状況もあります。

あわせて、経験の少ない先生方もいらっしゃるという状況はありますが、これにつき

ましては、デジタルコンテンツというものが、全ての学校に今配信されておりまして、

発音のチェックですとか、視覚的に理解を促すものですとか、そのように授業サポート

をしていけるようなものが既に各学校のほうにはお配りさせていただいたところもあり

ます。

あわせて、指導書による学習展開のガイド、どのように進めていけば効果的な学習に

なるのかということ、これらについてもお示しさせていただいているという状況にあり

ます。
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●石澤議員 まだいいですか。

●議長（堀議員） あと３分ほどです。

石澤議員。

●石澤議員 一番心配なのは、私もずっとそうなのですけれども、皆さん英語ずっとやっ

ています。中学校から高校やれば６年間、それから大学行ってという形で英語やってま

すけれども、この難しいのが入ったことで、子供たちが英語を嫌いにならないかってい

う、そういう心配もあるのと、それから本当に先生方が忙しくなっているのではないか、

また今卒業して来る先生方は、確かに英語の授業は教え方も学んできます。だけど、今、

年配の先生方は、その授業、研修はしますけれども、そもそも英語の授業は何たるやと

いうことはやっていなかった先生方が多いと思うのです。そういうのも含めて、そうい

う相談も含めて、あと民間にも英語をちゃんと堪能な、きちんとわかる方もいらっしゃ

ると思うので、そういう人たちもスクールサポーターみたいな形でお願いしながらやっ

ていくことができたらいいなと思うのですが、その辺、どうですか。

●議長（堀議員） 教育長。

●教育長(酒井教育長） 先ほど、室長の答弁にもありましたけれども、先生方がほかの指

導についてレベルを高める、これはもう、まさに研修でやっていただくしかない。そう

いう意味では、さまざまな研修機会を大いに活用していただく。

それから、生活科のときもそうでしたし、総合的な学習も入ってきたときもそうでし

た。実際に悩みながら、苦労しながら、学びながら教える経験を通して先生方も自信を

持っていくと。技術を高めていく。そういう側面もございます。

ということで、質問の中で町として教員の育成も含め、どう対応していくのかという

部分についてお答えさせていただきますけれども、その研修の部分については、さまざ

まな機会を先生方に活用しやすいような環境をまずつくっていく必要があるだろうと。

そういう意味では、話が飛びますけれども、今年度校務支援システムを入れる、ある

いは図書司書を入れる、給食費の無償化、これは子育て支援だけではなくて、実は学校

の先生方の事務量の軽減にもつながるわけでございます。そういったさまざまな手を打

ちながら、先生方の本務である教科指導の力に、先生方のそういったものに集中しても

らえる、そういう場面を、環境を整えてまいりたいというのが、どう対応していくのか

というところについての回答になると思っておりますので、理解をお願いいたします。

●議長（堀議員） 以上で、石澤議員の一般質問を終わります。

●議長（堀議員） 日程第３、議案第44号 固定資産評価審査委員会委員の選任に対する

同意を求めることについてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

町長。
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●町長（若狹町長） ただいま上程いただきました、議案第44号 固定資産評価審査委員

会委員の選任に対する同意を求めることについて、その提案理由をご説明申し上げます。

本町の固定資産評価審査委員会委員であります新保弘子氏は、本年８月31日をもって

任期満了となりますので、地方税法第423条第３項の規定によりまして、引き続き同氏を

選任しようとするものであり、議会の同意を求めたく提案するものであります。

住所、厚岸郡厚岸町松葉３丁目91番地。

氏名、新保弘子。

生年月日、昭和17年３月24日、性別、女。

職業、理容業。

次ページには、参考として、略歴、職歴を記載しております。

なお、任期は、同法第423条第６項の規定により３年間とされ、本年９月１日から令和4

年８月31日までであります。

以上、簡単な説明でありますが、ご同意賜りますようお願い申し上げます。

●議長（堀議員） これより質疑を行います。

（な し）

●議長（堀議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

本案は、人事案件であります。

したがいまして、厚岸町議会会議運用内規54にありますとおり、討論を省略し、本案

は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり同意することに決定いたしました。

●議長（堀議員） 日程第４、議案第45号 辺地に係る総合整備計画の策定についてを議

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。

総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） ただいま上程いただきました、議案第45号 辺地に係る総

合整備計画の策定について、その提案理由を申し上げます。

本議案につきましては、平成30年度をもって太田・上尾幌・苫多辺地に係る総合整備

計画の計画期間が終了したことから、令和元年度を始期とする新たな総合整備計画を策

定しようとするものであります。
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上程いただきました本総合整備計画は、第10次３カ年実施計画との整合性を図りつつ、

辺地対策事業債の適債事業と認められる事業を抽出の上、令和５年度までの５カ年を計

画期間とする総合整備計画案を策定し、北海道との協議を重ねてきたところであります

が、このたび、北海道知事から計画案に対して異議がないとする回答を受けたところで

あります。

このため、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法

律第３条第１項の規定に基づき、北海道知事との協議の整った太田・上尾幌・苫多辺地

に係る公共的施設を総合的かつ計画的に整備するための総合整備計画の策定に当たり、

町議会の議決を得るべく、本定例会に提出するものであります。

議案書７ページをごらんください。

太田辺地に係る総合整備計画書であります。

１として、「辺地の概況」についてであります。

（１）辺地を構成する町村または字の名称は厚岸郡厚岸町太田、太田宏陽、大別。

（２）地域の中心の位置は厚岸郡厚岸町太田５の通り20番地３。

（３）辺地度点数については105点となっております。この辺地度点数はへんぴな程度

をあらわす点数で、公共的施設からの距離や交通機関の状況などの要因を点数方式で算

出して、100点以上であれば辺地と認められるものであります。

２の「公共的施設の整備を必要とする事情」でありますが、道路の太田門静間整備事

業ほか１次事業につきましては、当地域は市街地から９キロメートルほど離れた山間部

に位置し、公共交通機関の便も悪い状況であることから、生活上欠くことのできない交

通路を確保するため、道路の改良・舗装とともに恒久的な交通安全対策工事をするもの

であります。

次に３として、「公共的施設の整備計画」でございます。計画期間を令和元年度から令

和５年度までの５年間とし、道路の太田門静間道路整備事業ほか１事業につきまして、

厚岸町が事業費６億7,728万7,000円で整備しようとするもので、財源内訳のうち、特定

財源については国からの補助金であります。また、一般財源のうち、辺地対策事業債の

予定額は１億8,650万円であります。

次ページは、「公共的施設の整備計画内訳」であります。太田門静間道路整備事業につ

きまして、厚岸町が事業費４億9,767万2,000円で整備しようとするものであります。ま

た、一般財源のうち、辺地対策事業債の予定額は１億4,910万円であります。

次の太田２号道路防雪柵整備事業につきまして、厚岸町が事業費１億7,961万5,000円

で整備しようとするものであります。また、一般財源のうち、辺地対策事業債の予定額

は3,740万円であります。

次に議案書10ページをごらんください。

上尾幌辺地に係る総合整備計画書であります。

１として、「辺地の概況」についてであります。

（１）辺地を構成する町村または字の名称は厚岸郡厚岸町上尾幌。

（２）地域の中心の位置は厚岸郡厚岸町上尾幌51番地。

（３）辺地度点数については188点となっております。

２の「公共的施設の整備を必要とする事情」でありますが、飲用水供給施設の簡易水
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道配水管布設替事業につきましては、当地域は市街地から24キロメートルほど離れた山

間部に位置し、酪農を営む地域であることから、生活及び営農上欠くことのできない水

を確保するとともに住民が安心して生活でき、さらに農業経営の安定を図るため、飲用

水供給施設を整備するものであります。

次に３として、「公共的施設の整備計画」でございますが、計画期間を令和元年度から

令和５年度までの５年間とし、飲用水供給施設の簡易水道配水管布設替事業につきまし

て、厚岸町が事業費9,201万5,000円で整備しようとするものであります。また、一般財

源のうち、辺地対策事業債の予定額は3,010万円であります。

次に議案書11ページをごらんください。

苫多辺地に係る総合整備計画書であります。

１として、辺地の概況についてであります。

（１）辺地を構成する町村または字の名称は厚岸郡厚岸町苫多。

（２）地域の中心の位置は厚岸郡厚岸町苫多43番地。

（３）辺地度点数については126点となっております。

２の「公共的施設の整備を必要とする事情」でありますが、スクールバス整備事業に

つきましては、当地域は遠距離通学の児童生徒もいることから安心・安全な通学を確保

するためにスクールバスの更新をするものであります。

次に３として、「公共的施設の整備計画」でございますが、計画期間を令和元年度から

令和５年度までの５年間とし、スクールバス整備事業につきまして、厚岸町が事業費3,035

万9,000円で整備しようとするもので、財源内訳のうち、特定財源については国からの補

助金であります。また、一般財源のうち、辺地対策事業債の予定額は2,130万円でありま

す。

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

願い申し上げます。

●議長（堀議員） これより、質疑を行います。

（な し）

●議長（堀議員） 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（堀議員） 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（堀藤議員） 日程第５、議案第46号 厚岸町過疎地域自立促進市町村計画の変更

についてを議題といたします。
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職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） ただいま上程いただきました、議案第46号 厚岸町過疎地

域自立促進市町村計画の変更について、その提案理由を申し上げます。

平成28年度を始期とし、平成32年度を終期とする厚岸町過疎地域自立促進市町村計画

は、平成28年３月の第１回定例町議会において議決いただいているところであります。

この厚岸町過疎地域自立促進市町村計画の運用にあっては、毎年度予算や３カ年実施計

画のローリングなどを踏まえて、計画登載事業について必要な変更手続を行っておりま

すが、本年度の変更については、計画書中の事業名の追加のほか、参考資料における施

策区分の概算事業費合計額が２割を超える変更で、なおかつ計画本文の修正を伴うもの

であることから、北海道知事との変更協議とともに町議会の議決が必要となったもので

あります。

北海道知事との協議については、計画変更に対して異議がないとする回答を受けてお

り、過疎地域地域促進特別措置法第６条第７項の規定に基づき、当該計画の変更につい

て今定例会に提出するものであります。

このたびの変更につきましては、平成30年度の登載事業にあっては、必要に応じて事

業費及び事業内容を実績額に変更するとともに、平成31年度及び平成32年度にあっては、

第10次３カ年実施計画との整合性を図りつつ、過疎対策事業債の適債事業と認められる

事業を周知の上、必要に応じて事業費及び事業内容を変更するほか、現過疎計画に未登

載であるものを、このたびの計画変更において追加事業として登載するものであります。

また、本年５月１日の「平成」から「令和」への改元に伴う必要な改正もあわせて行

うものであります。

議案書12ページをお開きください。

厚岸町過疎地域自立促進市町村計画の変更についてでありますが、議案書13ページか

ら18ページにつきましては、変更に必要な書類を定められたＡ４版の様式で作成してい

ることから、字が小さく見えにくいため、説明は別途配付しております議案第46号説明

資料により、ご説明させていただきます。

なお、第46号説明資料の１ページから６ページまでは、所定の様式を便宜的にＡ３版

に拡大し、見やすくしたもので、議案書と同様の内容となっております。また、資料の

７ページから12ページまでは、過疎計画に登載された事業の各年次ごとの概算事業費を

お示しした参考資料において、事業名や事業内容及び事業費の変更が生じた変更箇所を

示したものとなっております。

それでは、ご説明いたします。

議案第46号説明資料１ページをごらんください。

今回の過疎計画の変更では、計画本文の一部追加及び区分ごとにある事業計画の表の

事業名と事業内容の追加及び事業内容の修正となっております。資料の左側が現在の計

画に登載されている内容で、右側が今回変更しようとする内容となっております。また、

変更箇所は、下線を引いて示しております。また、本文中の事業計画の表の一番右の欄

にあります備考欄が空欄のものは、現過疎計画に登載されているもので、その事業内容



- 119 -

を変更しようとするものであり、備考欄に追加と記載しているものについては、現過疎

計画に未登載であるものをこのたびの計画変更において追加事業として登載するもので

あります。

なお、説明に当たっては、全て資料の１番左側の区分の名称を申し上げた後、資料の

右側の変更後の内容に沿って、本文の追加・修正箇所を順にご説明させていただきます

が、「平成」から「令和」への改元に伴う必要な改正と現過疎計画に登載されているもの

でその事業内容を変更しようとするものについては記載のとおりでありますので、説明

は省略させていただきます。

一方、新たに整備等が必要となったなどの理由で令和２年度までの計画期間内に実施

しようとして、今回追加登載するものをご説明いたします。

資料の１ページ目、区分欄の２、産業の振興につきましては、（３）事業計画の表の事

業名の欄に（８）「観光またはレクリエーション」を追加し、事業内容に「子野日公園整

備」を追加。

次に、区分欄の３、交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進につきまして

は、事業名の欄の（１）｢市町村道｣｢道路｣の次に「橋りょう」を追加するとともに、道

路の項目において事業内容に「町道歩道改修」を、｢橋りょう｣の項目において事業内容

に「橋梁長寿命化整備」をそれぞれ追加するものであります。

続いて、同表事業名の欄の（６）電気通信施設等情報化のための施設の欄に「告知放

送施設」を追加し、事業内容に「厚岸情報ネットワークＩＰ告知情報端末更新」を追加。

次ページに移りまして、区分欄の４、生活環境の整備につきましては、（１）現状と問

題点の文中、「キその他」として、「老朽施設の計画的な解体を進める必要性」について

文言を追加するとともに、（２）その対策の文中、「キその他」として、「老朽化した町有

施設等の解体撤去を実施し、良好な生活環境の確保や景観の保全を図る」旨の文言を追

加し、本過疎計画に「老朽施設の計画的な解体」の必要性とその対策を位置づけること

により、（３）事業計画の表の事業名の欄、（７）過疎地域自立促進特別事業の事業内容

に、「港町中通り排水管撤去」、「テレビ共同受信施設撤去」、「保育所解体」。

次ページに移りまして、「町有施設除却」、「消防庁舎等整備」、「衛生センター解体」、「教

育財産除却」、「教員住宅解体」、「閉鎖スポーツ施設解体撤去」の９事業を追加するもので

あります。

資料の４ページ目に移りまして、区分欄の５、高齢者等の保険及び福祉の向上及び増

進につきましては、事業名の欄に「（３）「児童福祉施設」と「保育所」」を追加し、事業

内容に「（仮称）湖北地区保育所建設」を追加。

続いて、同表事業名の欄の（８）過疎地域自立促進特別事業の項目において、事業内

容に「福祉交通回数券助成」と「子ども医療」を追加。

次に、区分欄の７、教育の振興につきましては、事業名の欄の（１）学校教育関連施

設の次に「屋内運動場」と「スクールバス・ボート」を追加し、事業内容にそれぞれ「厚

岸中学校屋内運動場暖房設備改修」と「スクールバス整備」を追加。

続いて、同表の事業名の欄に「（３）集会施設、体育施設等」と「図書館」を追加し、

事業内容に「情報館整備」を追加する内容となっております。

以下、資料の５ページから６ページまで、区分欄の11、過疎地域自立促進特別事業に
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つきましては、これまでご説明した各施策の区分ごとにおいて追加された過疎地域自立

促進特別事業の再掲となっておりますので、説明は省略させていただきます。

以上が、今議会において議決を得るため提出させていただいた計画変更の概要でござ

います。

また、冒頭に申し上げたとおり、資料の７ページから12ページまでは、過疎計画に登

載された事業の各年次ごとの概算事業費をお示しした参考資料において、事業名や事業

内容及び事業費の変更箇所を示したものとなっております。本資料につきましては、概

算事業について左側に変更前、右側に変更後の内容を記載しており、変更箇所は下線を

引いて示しております。

なお、議会の議決が必要とされる区分ごとの概算事業費合計額が２割を超える変更は、

７ページの区分欄１、産業の振興で45.6％の増、８ページの区分欄２、交通通信体系の

整備・情報化及び地域間交流の促進で30.5％の増、９ページの区分欄３、生活環境の整

備で31.2％の増、10ページの区分欄４、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進で134.8

％の増、11ページの区分欄６、教育の振興で39.3％の増となっております。

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

願い申し上げます。

●議長（堀議員） これより質疑を行います。

５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。

まず初めに、議案書ですか。議案書の13ページ。基本的な事項。ここに、人口の動向

について人間問題研究所の推計によると、人口の推移が載っております。３月の時点で、

研究所の推計では、9,035人となっております。それで、その35人が。

●南谷議員 いやいや、今です。今回変えるために350になるわけでしょう。現時点では、

1,035人なのです。これ、３月の時点でした。人口問題研究所が発表の数字を使いました

と。それで、実態に合わせて、今回は9,350人になりますと。315人増になっております。

実態に合わすから、それはそれでいいのですけれども、まず１点目なのですけれども、

３月の時点で、現在の厚岸の人口というのは、ある程度見ていたのではないのか。私が

今さら、承認して言うのもおかしいのですけれども、ちょっと違和感を覚えたものです

から。

それから、実際に315人の推計が若干低かった。そのことは、厚岸町にとっては、大変

いいことなのですけれども、この本計画に影響というのはあるのでしょうか、ないので

しょうか。

次に、今回10月１日から、消費税が上がります。本計画書、今回改正されるのですけ

れども、細かい数字は今、冒頭、課長のほうから説明がありました。記載、登載してお

かないとだめだからという部分であるのですけれども、消費税が２％上がります。その

ことが、この計画書の全体数字にどんな影響があるのか。まず、この２点についてお尋

ねをさせていただきます。
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●議長（堀議員） 総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） まず、人口の部分でありますが、この315人の増えた部分が

どのように影響なるかということでありますが、計画上的には問題はあるとは認識はし

ておりません。やはり、あくまでもこの計画の時点の数字と、今回、変換をさせていた

だいた数字が315人ほど増えたという部分では、その当時定めた計画の数字が少し、議員

おっしゃるとおり増えているということは決して悪いことではないのかなと思っており

ます。

それと、消費税の２％でありますが、やはり２％ということになりますと、これ、も

ちろん過疎計画だけにおらず、ほかのいろいろ部分でも２％というのは影響はあります。

この後、議案のほうでも消費税率、今回改正の議案もさせてもらっていますが、そういっ

た中ではこの２％というのは過疎計画においては影響ないものと考えております。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 まず、数字、315人増えたことについては、大きな影響はないということで答

弁あったのですけれども、私は、気づくのが私も遅いのですけれども、少なくても担当

課としては、やはり数字が基本でございます。現状の人口を見たら、誰でも気づくこと

なのです、これ。推計値がそうですから、これですよっていうのは、やはり３月の時点

でこの数字というのはわかっていたのではないですか。計画書ですから、信頼性に欠け

るのではないのかなと私は思うのですが、いかがですか。いや、余り。この点が、まず

１点でございます。

やはり担当課としては、町民にも議員にもきちんと理解をしていただくような数字と

いうものは、数字がおたくらは基本だと思うのです。その数字が、違う研究所で出てき

た数字が、過去の数字かもしれないけれども、現時点では、人口の数字というのは、そ

んなに下がるということは３月の時点で今年度いっぱいにこの315人も削れるとは私は思

いません。ですから、そういうのが、やはりきちんと担当課として把握して書類を計上

していかなければならないことではなかったのかなと思います。ですから、今回、これ

直すよということについては、大いに結構だと思います。

次に、お尋ねをさせていただきます。冒頭、課長のほうからるるこの計画書の意義、

趣旨についても、内容についても説明がありました。しっかり聞かせていただいたので

すけれども、その上で確認の意味でお尋ねをさせていただきたいと思います。

14ページです。14ページに、下のほうに保育所の解体とあります。冒頭課長が言われ

ました３カ年実績、当該年度の実績をもとに新たな追加なものがこの計画に記載がなさ

れているときことで、私なりに調べさせていただいたのですけれども、実施計画、３カ

年の。これの40ページに、解体工事、2020年に箇所の関係で確認をさせてもらったので

すけれども、厚岸保育所、糸魚沢保育所、床潭へき地保育所、門静へき地保育所、上尾

幌へき地保育所の、これらの解体事業を行うという３カ年のほうにあるのです。ですか

ら、素直に解釈をすれば、ここで言っているこの保育所の解体というものは、この箇所
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について2020年度解体工事が行われるという認識に立ったのですが、そのとおりなのか

どうなのか、確認をさせていただきます。

次に、15ページです。15ページの中ほどに、教育財産について、旧小中学校の解体、

これについても記載がございます。町民にとっても、廃校になった学校が道内にいっぱ

いあるわけでございますし、一般質問にもありました。私なりに理解をさせていただい

たのは、この書の42ページに、解体工事、学校の関係なのですが、旧厚静小学校、旧尾

幌小中学校、旧片無去小中学校、旧糸魚沢小学校、旧真龍中学校が登載されて、総事業

費が３億2,650万5,000円と2020年、やはりここで行うということが記載されております。

ですから、町としては、来年度、それぞれの工事を行うという理解に立ったのですが、

それで間違いないでしょうか。

●議長（堀議員） 総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） まず１点目の人口の問題であります。こちらのほう、既に

わかっているのであれば、修正のほうということで、議員からも今おっしゃったとおり

の部分でもありますが、今回のこの過疎計画の変更等でありますが、まず新年度予算、

これ第１回定例会で新年度予算、それと３カ年実施計画を出させてもらってます。それ

がまず可決してから、そして新年度明けまして、起債申請ということでこれの過疎債を

使う申請をさせてもらいます。そして、この申請の中で、そういたしましたら実際に申

請をした中で、どういったものがこの過疎事業債でいけるのかどうかと、そういう部分

で、今回あわせてこの過疎計画を、それが確定した時点で今回のこの６月の定例会に出

させていただいておりますが、それとあわせて一緒に訂正をさせていただきたいと思っ

て、今回こういうような計画の変更とさせていただきました。

それと、それぞれの解体事業費のところであります。これ、厚岸町でもいろいろな施

設ありまして、やはり建物古くなって耐震性がないだとか、こういう建物があちこち点

在しているという部分であります。そういった中では、これはやはり公で建てたもので

ありますから、公の責任をもって解体をしていかなければならないというものでありま

すが、こちらのほうの計画に登載させていただいてはおりますが、これ、単年度単年度

の財源の見通しが立って、そしてそれが実施できるかどうかという部分でもありますの

で、今の計画上は、それぞれの2020年、2021年ということでそれぞれ計画はさせてもらっ

ておりますが、そのときの財源の状況によっては、やはり事業、事業……。

●南谷議員 そういうこと聞いているのではないのです。私のそういう認識でといってい

るのだから、そのとおりなのかどうなのかということ……。

●総合政策課長（三浦課長） 失礼いたしました。計画上は2020年、2021年と計画どおり

に進めたいと考えております。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。
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●南谷議員 計画だから、そのとおり財源が確保できるかどうかというのはまた別問題な

ので、これだけの、それぞれ大型の事業を取り組んでいかれる。そのことについては、

私は大変いいことだなというふうに、ぜひ実現できるように、来年度これらに着手でき

るように、町としても最大限の努力を払っていただきたいと、こういうふうに考えてお

ります。

ですけれども、今言われた説明、長くされたのですけれども、実現できるのかどうか

というのは、とりあえず計画に挙げなければできないわけですから、最大限、この計画

どおり着手できるように、町としても努力をしていただきたいと思います。

そういう意味では、このような計画を挙げたことについては、私は評価をしておりま

す。今日、理事者の皆さん、副町長以下、たしか15人課長・室長おるのですけれども、

４人が従前の担当課で、あとは新人なり異動されておるスタッフでございます。

当初の計画をつくった時点でも、皆さん何らかのかかわりがあったと思うのですけれ

ども、それぞれ新たな課として令和に向けてそれぞれのトップとして責任ある立場にあ

るわけでございますから、どうか皆さんで連携を密にされて、それぞれの事業がしっか

りと計画どおり進められるように、また、こういう計画というのは常に変更するものだ

と思います。こういう時代でございますから、これらについてもしっかり連携をとって、

なるべく速やかに、世の中状況変わるのも早いので、時代でございます。これらに対応

できるような、連携を密にしてきちんと対応していただきたいと思います。

ただ１点、これだけの大型予算を組んでいく。大変なことだと思います。一方、財源

のほうどうなるのかな、厚岸町の財政についてもしっかりと将来に負担のないように取

り組んでいかなければならないと。諸刃の剣みたいなところがありますので、この辺に

ついても課長としては、その責任重大なものがあると思います。この辺については、副

町長の考え方についてお伺いをさせていただきます。

●議長（堀議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 議員、ご心配されるところも多分にあろうかと思います。町長

の陣頭指揮のもと、新たなそれぞれの担当課長並びにそれ以下の職員につきましても、

厚岸町全体として、これらの大型での事業について計画どおりできるよう、また健全財

政を維持しながら、どうやったらこの計画どおりにできるのかということも含めて考え

ながら、この事業について取り組んでいきたいと考えております。

●議長（堀議員） 他に質疑ございましたでしょうか。

（「なし」の声あり）

●議長（堀議員） 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ございませんか。
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（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議員） 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（堀議員） 日程第６、議案第47号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約

の変更についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

総務課長。

●総務課長（石塚課長） ただいま上程いただきました、議案第47号 北海道町村議会議

員公務災害補償等組合規約の変更について、その提案理由と規約変更の内容についてご

説明申し上げます。

議案書19ページをごらん願います。

北海道町村議会議員公務災害補償等組合は、町村議会議員に対する公務上の災害補償

に関する事務などを共同処理するために、道内の町村、一部事務組合及び広域連合をもっ

て組織する団体で、地方自治法第286条第１項の規定により、規約の変更をしようとする

ときは関係地方公共団体など、組合を組織する団体の協議によりこれを定めることとし

ているため、同法第290条の規定により、その協議について議会の議決を求めるものであ

ります。

このたびの規約の変更は、当組合から平成31年３月31日をもって解散した十勝環境複

合事務組合、平成31年３月31日をもって解散した池北三町行政事務組合、日高地区交通

災害共済組合及び北空知葬斎組合が脱会することによるものであります。

規約変更の内容説明については、議案書により行わせていただきますが、あわせて議

案第47号説明資料、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約

新旧対照表及び議案第47号から49号参考資料地方自治法関係条文の抜粋を配付しており

ますので、参考としてください。

規約の変更内容であります。規約第３条の規定により組合を組織する町村と一部事務

組合及び広域連合を定める別表１から「十勝環境複合組合」、「池北三町行政事務組合」、

「日高地区交通災害共済組合」及び「北空知葬斎組合」を削るものであります。

次に、附則であります。この規約の施行日であります。地方自治法第286条第１項の規

定による総務大臣の許可のあった日から施行するとし、北海道町村議会議員公務災害補

償等組合を組織する関係地方公共団体等の全ての議会で議決が得られた場合、当該事務

組合において総務大臣の許可を受けるための事務手続をすることになりますが、その許

可を受けた日からこの規約を施行すると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、ご承認賜りますようよろしくお願い

申し上げます。

●議長（堀議員） これより質疑を行います。
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（「なし」の声あり）

●議長（堀議員） 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（堀議員） 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（堀議員） 日程第７、議案第48号 北海道市町村総合事務組合規約の変更につい

てを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

総務課長。

●総務課長（石塚課長） ただいま上程いただきました、議案第48号 北海道市町村総合

事務組合規約の変更について、その提案理由と規約変更の内容についてご説明申し上げ

ます。

議案書20ページをごらん願います。

北海道市町村総合事務組合は、非常勤の職員の公務上の災害補償に関する事務などを

共同処理するために、道内の市町村、一部事務組合及び広域連合をもって組織する団体

で、地方自治法第286条第１項の規定により、規約の変更をしようとするときは関係地方

公共団体など、組合を組織する団体の協議によりこれを定めることとしているため、同

法第290条の規定により、その協議について議会の議決を求めるものであります。

このたびの規約の変更は、北海道市町村総合事務組合を組織する地方公共団体のうち

平成31年３月31日をもって解散した北空知葬斎組合、日高地区交通災害共済組合及び池

北三町行政事務組合が脱会することによるものであります。

規約変更の内容説明については、議案書により行わせていただきますが、あわせて議

案第48号説明資料、北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約新旧対照表及

び議案第47号から第49号参考資料地方自治法関係条文の抜粋を配付しておりますので、

参考としてください。

規約の変更内容であります。初めに、規約第２条の規定により組合を組織する地方公

共団体を定める別表第１については、空知総合振興局の項中「北空知葬斎組合」を削り、

同管内の構成団体を示す数「33」を「32」に改め、日高振興局の項中「日高地区交通災

害共済組合」を削り、同管内の構成団体を示す数「16」を「15」に改め、十勝総合振興

局の項中「池北三町行政事務組合」を削り、同管内の構成団体を示す数「16」を「15」

に改めるものであります。

次に、規約第３条の規定により共同処理する事務と共同処理する団体を定める別表２

については、旧地方公務員災害補償法第69条の規定に基づく非常勤職員の公務上の災害
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または通勤による災害に対する補償に関する事務の項の共同処理する団体の欄中、「北空

知葬斎組合」、「日高地区交通災害共済組合」及び「池北三町行政事務組合」を削るもの

であります。

次に、附則であります。この規約の施行日であります。地方自治法第286条第１項の規

定による総務大臣の許可のあった日から施行するとし、北海道市町村総合事務組合を組

織する関係地方公共団体等の全ての議会で議決が得られた場合、当該事務組合において

総務大臣の許可を受けるための事務手続をすることになりますが、その許可を受けた日

からこの規約を施行すると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、ご承認賜りますようよろしくお願い

申し上げます。

●議長（堀議員） これより質疑を行います。

（「なし」の声あり）

●議長（堀議員） 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（堀議員） 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（堀議員） 日程第８、議案第49号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更に

ついてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

総務課長。

●総務課長（石塚課長） ただいま上程いただきました、議案第49号 北海道市町村職員

退職手当組合規約の変更について、その提案理由と規約変更の内容についてご説明申し

上げます。

議案書21ページをごらん願います。

北海道市町村職員退職手当組合は、職員に対する退職手当の支給に関する事務を共同

処理するために、道内の市町村、一部事務組合及び広域連合をもって組織する団体で、

地方自治法第286条第１項の規定により、規約の変更をしようとするときは関係地方公共

団体など、組合を組織する団体の協議によりこれを定めることとしているため、同法第290

条の規定により、その協議について議会の議決を求めるものであります。

このたびの規約の変更は、さきの議案第48号と同様、同組合から平成31年３月31日を

もって解散した北空知葬斎組合、日高地区交通災害共済組合及び池北三町行政事務組合
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が脱会することによるものであります。

規約変更の内容説明については、議案書により行わせていただきますが、あわせて議

案第49号説明資料、北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約新旧対照

表及び議案第47号から49号参考資料地方自治法関係条文の抜粋を配付しておりますので、

参考としてください。

規約の変更内容であります。規約第３条の規定により組合を組織する市町村、一部事

務組合及び広域連合を定める別表について、空知管内の項中「北空知葬斎組合」、日高管

内の項中「日高地区交通災害共済組合」、及び十勝管内の項中「池北三町行政事務組合」

をそれぞれ削るものであります。

次に、附則であります。この規約の施行日であります。地方自治法第286条第１項の規

定による総務大臣の許可のあった日から施行するとし、北海道市町村職員退職手当組合

を組織する関係地方公共団体等の全ての議会で議決が得られた場合、当該事務組合にお

いて総務大臣の許可を受けるための事務手続をすることになりますが、その許可を受け

た日からこの規約を施行すると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、ご承認賜りますようよろしくお願い

申し上げます。

●議長（堀議員） これより質疑を行います。

（「なし」の声あり）

●議長（堀議員） 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（堀議員） 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（堀議員） 日程第９、議案第50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。

危機対策室長。

●危機対策室長（田﨑室長） ただいま上程いただきました、議案第50号 財産の取得につい

て、提案内容をご説明申し上げます。

このたび取得しようとする財産は、釧路東部消防組合厚岸消防署に配備される小型動

力ポンプ付水槽車Ⅱ型であります。これは、令和元年度特定防衛施設周辺整備調整交付

金を活用し購入取得するもので、この交付金制度に基づき町が購入した上、契約により

厚岸消防署へ管理を委託するものであります。
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現在、厚岸消防署には、大型水槽車Ⅱ型１台が配備されておりますが、購入から34年

を経過し、老朽化により車両のエンジン出力の低下及び走行時に排出される煙の量が多

く、車両整備業者においてもこの排出される煙への対応や故障時の部品調達が困難な状

況にあり、消防活動に支障をきたすことが懸念されております。

このことから、車両を更新し、火災発生時に迅速かつ効果的な消火活動により延焼拡

大を防ぐため、その取得に当たり議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分

に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものであります。

それでは議案書の22ページをごらん願います。

１の財産の種類は、物品であります。

２の名称及び数量は、小型動力ポンプ付水槽車Ⅱ型１台であります。

３の契約の方法は、地方自治法施行令第167条第１号による指名競争入札で、道内に消

防自動車の製造と性能試験ができる工場を有する５者の参加によるものです。

４の取得価格は、金6,270万円であります。

５の契約の相手方は、札幌市白石区東札幌５条５丁目14番12号。山崎自動車株式会社

であります。

続いて、取得予定の小型動力ポンプ付水槽車Ⅱ型について、次ページの参考によりご

説明いたします。また、24ページの型式図をあわせてご参照願います。

それでは、23ページをごらん願います。

１の車両概要につきましては、形式がシングルキャブレター四輪駆動。エンジンが

8,866ccのディーゼルエンジン。乗車定員が３名。全長が9.420メートル、全幅が2.490メー

トル、全高が3.150メートルであります。

２の主な使用・装備につきましては、ポンプ性能はＢー２級で、毎分1,000リットル以

上の規格放水量を有するポンプを１台装備しております。空気呼吸器一式、照明装置一

式を装備するほか、水槽容量は１万リットルで、火災の延焼を防ぐだけでなく、給水車

としての役割も担っています。

３の納入期日につきましては、令和２年３月１日としております。

なお、参考資料として、６月７日に執行いしました指名競争入札結果を配付しており

ますので、参考にしてください。

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（堀議員） これより質疑を行います。

（「なし」の声あり）

●議長（堀議員） 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（堀議員） 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（堀議員） 日程第10、議案第51号 財産の取得についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

危機対策室長。

●危機対策室長（田﨑室長） ただいま上程いただきました、議案第51号 財産の取得につい

て、提案内容をご説明申し上げます。

現在、湖南地区市街地には、津波時における緊急避難場所として12カ所を指定してお

りますが、愛冠周辺の避難場所を除き、いずれもその面積は手狭で、避難場所まで階段

を上る必要があるなど、決して避難がしやすいものではなく、避難する際車両が必要な

人にとっては、避難場所が限られている状況にあります。また、建設から40年が経過し、

老朽化が著しい厚岸保育所においても、耐震性の不足や津波浸水予想地域に位置するこ

とから、子供の安全を第一に考え、その移転が急務とされておりました。

このようなことから、多くの町民の皆さんが避難することが可能で、さらに湖南地区

の防災拠点としての機能を合わせ持つ避難場所の整備を行うとともに、津波の浸水予想

区域外の高台に厚岸保育所を移転建設するための用地を取得するため、議会の議決に附

すべく契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を

求めるものであります。

それでは議案書の25ページをごらん願います。

１の財産の種類は、土地であります。

２の所在地は、別紙として次ページに記載してあります厚岸町弄渡６丁目250番ほか７

筆であります。

３の面積は、８筆合計で４万3,090平方メートルであります。

４の取得の方法は、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号による随意契約であり

ます。

５の取得価格は、金4,664万5,000円であります。

６の契約の相手方は、厚岸郡厚岸町弄渡５丁目205番地、濱谷幸男であります。

続いて、取得予定の土地について、説明資料によりご説明いたします。27ページをご

らん願います。

取得予定地の１についてですが、位置図の中央部分に丸で囲った部分、町道桜通りと

町道奔渡・有明間通りの交点手前の東側で、町営住宅奔渡団地から厚岸霊園の間になり

ます。

次に28ページをごらん願います。

取得する８筆の詳細について順に説明をいたします。

所在、厚岸町奔走６丁目、地番259番、地目、畑。面積１万9,192平方メートル。価格、2,416

万3,000円。同じく地番260番、雑種地。330平方メートル。52万8,000円。同じく地番261

番、雑種地。240平方メートル。38万4,000円。同じく地番262番、雑種地。89平方メート



- 130 -

ル。14万2,000円。同じく266番のうち牧場、１万6,633平方メートル。2,106万5,000円。

同じく267番、原野。2,787平方メートル。13万9,000円。同じく268番、原野。3,798平方

メートル。19万円。同じく406番、畑。21平方メートル。3万4,000円であります。

次に29ページをごらん願います。

取得する弄渡６丁目266番につきましては、太い実線で囲まれた266（１）１万6,633平

方メートルと点線で囲まれた266（２）1,249平方メートルの合わせた１万7,882平方メー

トルが１筆の土地となっていますが、取得に当たってはこれを分筆し、266（１）の部分

を取得するものであります。

なお、議案第51号参考資料として、避難場所、保育所それぞれの地番ごとにおける取

得面積及び取得価格の詳細を別に配付しておりますので、参考にしてください。

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（堀議員） これより質疑を行います。

（「なし」の声あり）

●議長（堀議員） 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（堀議員） 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（堀議員） 日程第11、議案第52号 財産の取得についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

管理課長。

●教委管理課長（真里谷課長） ただいま上程いただきました、議案第52号 財産の取得につ

いて、その提案理由をご説明いたします。

令和元年度へき地児童生徒援助費等補助事業により取得するスクールバスは、門静・

苫多線地区の児童生徒の送迎用として取得するものでございます。

現在のスクールバスは、平成16年の購入から15年を経過しており、現在までの走行距

離は25万キロを超えております。近年、ブレーキ修理やエアースプリングの交換をする

などの対応を図ってきましたが、車体外部や内部にも腐食が目立っている状況にあり、

安全な通学を確保するため、スクールバス利用児童生徒数は横ばいでありますが、学校

行事への使用を踏まえて、今までと同規模の45名乗りのスクールバスの更新を行うもの

でございます。
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財産の種類でありますが、物品であります。

名称及び数量ですが、中型バス１台。

契約の方法につきましては、今回取得する45名乗りのバスにつきましては、バスを取

り扱っている自動車販売会社２者に対し、地方自治法施行令第167条第１号の規定による

指名競争入札により実施いたしました。

取得価格につきましては、2,117万5,000円であります。

契約の相手でありますが、釧路市星が浦大通３丁目３番36号。東北海道日野自動車株

式会社釧路支店であります。

次ページ、中型バスの形式等につきましてご説明させていただきます。

形式は２ＤＧ－ＲＲＡＪＤＶ－ＥＭＵＡＡＰ型であります。エンジンにつきましては、

ディーゼルエンジン６ＡＭＴでございます。乗車定員は45名。総排気量は5,123cc。馬力

は220馬力。車両総重量は9,850キロでございます。全長は8,990ミリメートル、全幅2,340

ミリメートル、全高は3,035ミリメートルでございます。

納入期日でございますが、令和２年１月15日でございます。また、取得する中型スクー

ルバスの車両概要図につきましては、次ページをご参照願います。

なお、参考資料として、指名競争結果を別途配付しております。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、ご承認いただきますようよろしくお願

い申し上げます。

●議長（堀議員） これより質疑を行います。

（「なし」の声あり）

●議長（堀議員） 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（堀議員） 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（堀議員） 日程第12、議案第53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。

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53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33ページをお開き願います。
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議案第53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。

（仮称）湖北地区保育所建設工事は、真竜保育所が昭和47年度に、宮園保育所が昭和55

年度に建設され、それぞれ経年により老朽化が進み、耐震性にも適合せず、津波の浸水

予測区域内にあることと少子化への対応として、両保育所を統合し、旧真龍中学校裏山

指定避難場所の隣接地へ新たに施設整備しようとするものであります。

総事業費は、12億865万9,000円で、平成29年度に基本設計に着手し、平成30年度には

起債事業であります緊急防災・減災事業を活用し実施設計を行い、今年度から次年度の

６月まで建設工事を行い、７月から供用開始を予定しているものであります。

今回、契約の内容でありますが、１として、工事名、（仮称）湖北地区保育所建設工事

（建築主体その１）。

２として、工事場所、厚岸町宮園３丁目８番、10番２、11番。

３として、契約の方法、地方自治法施行令第167条第３号による指名競争入札で、町内

を含め７者の参加によるものでございます。

４として、請負金額、金5億490万円であります。

５として、請負契約者は、共和・新太平洋経常建設共同企業体。代表者、厚岸郡厚岸

町港町２丁目138番地、株式会社共和建設工業所。構成員、札幌市中央区南１条東１丁目

２番地１、新太平洋建設株式会社であります。

34ページをお開き願います。

参考といたしまして、１、工事概要、建築工事その１、鉄筋コンクリート造平屋建て。

延床面積、1,738.28平方メートルのうち912.35平方メートル。所要室、保育室は５歳児

用、４歳児用、３歳児用、２歳児用、１歳児用の一部。遊戯室はステージを含み、電気

室、熱源機械室、受水槽室、物品庫２、物品２、サンルーム、トイレシャワー室、洗濯

室、トイレ１、２、３、デッキテラスの一部としております。

外構工事として、園庭、駐車場、築山とし、２、工期ですが、着手は令和元年７月１

日。完成は令和２年６月26日とするものであります。

３、工事箇所図、配置図、１階平面図、Ｒ階平面図、立面図は別添資料のとおりでご

ざいます。

35ページををごらんください。

工事箇所図でございます。建設位置ですが、市街地と太田地区を結ぶ道道から現在の

宮園保育所横を奥へと進み、工事箇所図の中央、宮園公園通りの下側に面する敷地１に

保育所と園庭、図面下部の敷地２に職員駐車場、図面右上勤労者体育館横の敷地３の公

園内に築山を新設いたします。公園の敷地内には、宮園公園通りからの出入りとなりま

す。

36ページの配置図をごらんください。

配置図の中央部に建物の表示がされておりますが、その建物の中央付近に上から下に

縦に線が引かれ、その線の上部と下部にそれぞれ左側の矢印の上に建築主体その１、右

側の矢印の上に建築主体その２と表示されており、この線で建設工事を二つに分けてお

ります。本議案53号の建築主体その１は、建物の左側の部分と園庭、駐車場、築山が工
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事内容となっております。

37ページの１階平面図をごらんください。

所要室でありますが、建物左側の建築主体その１のうち左の上から時計の反対回りに

保育室５歳児用、保育室４歳児用、トイレシャワー室、物置２、サンルーム、保育室３

歳児用、トイレ２、洗濯室、保育室２歳児用、保育室１歳児用の一部、トイレ１。上に

いきまして、遊戯室ステージを含みます、受水槽室、熱源機械室、電気室、物品庫２、

トイレ３、保育室外側にはデッキテラスが設けられております。

38ページのＲ階平面図をごらんください。

天井の部分でございます。建物中央の遊戯室や通路の上部が吹き抜けとなっておりま

す。

39ページには、立面図を添付しております。

ここで、大変申しわけございませんが、立面図の訂正をお願いいたします。図面の一

番下の北側立面図でございますが、建物の中央付近の上部から下部にわたり、縦に線が

引かれ、屋根の上部に左側に向けた矢印上部に建築主体「その１」とありますのを「そ

の２」に改めていただきたいと思います。右側に向けた矢印の上部建築主体「その２」

とありますのを「その１」に訂正いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

手間をおかけして、大変申しわけございません。

説明を続けさせていただきます。図面一番上は、東側から見た立面で、左側が玄関側

で、事務室や更衣室側を見ております。２段目は、南側から見た立面で、左側が園庭で、

保育室と右側に玄関を見ております。３段目は、西側の園庭側から保育室を見ておりま

す。４段目は、北側の宮園公園通り側から見た立面で、調理室や電気室側を見ているも

のでございます。

今回の工事内容につきましては、直接仮設、土工、地業、鉄筋、コンクリート、型枠、

防水、タイル、木工、金属、左官、建具、ガラス、塗装、内外装、仕上ユニットの各工

事の建築工事及び園庭、駐車場、築山整備の外構工事を含む一式工事となっております。

なお、外構工事の主な施設につきましては、再び35ページの工事箇所図をごらんいた

だきたいと思います。

敷地１の建設建物左側に園庭、下側に遊具広場、右側に来園者用駐車場15台分、図面

下の敷地２に職員用駐車場17台分、図面右上の敷地３に築山の整備であります。

なお、別途お手元に参考といたしまして、５月28日に執行いたしました指名競争入札

結果を配付させていただいておりますので、ご参照願います。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い

申し上げます。

●議長（堀議員） これより質疑を行います。

（な し）

●議長（堀議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。
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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（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり決しました。

休憩といたします。

再開は３時30分からといたします。

午後３時02分休憩

午後３時30分再開

●議長（堀議員） 再開いたします。

日程第13、議案第54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。

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54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40ページをお開き願います。

議案第54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。

（仮称）湖北地区保育所建設工事については、議案第53号での説明のとおり、真竜保

育所が昭和47年度に、宮園保育所が昭和55年度に建設され、それぞれ経年により老朽化

が進み、耐震性にも適合せず、津波の浸水予測区域内にあることと少子化への対応とし

て、両保育所を統合し、旧真龍中学校裏山指定避難場所の隣接地へ新たに施設整備しよ

うとするものであります。

総事業費は、12億865万9,000円で、平成29年度に基本設計に着手し、平成30年度には

起債事業であります緊急防災・減災事業を活用し実施設計を行い、今年度から次年度の

６月まで建設工事を行い、７月から供用開始を予定しているものであります。

今回、契約の内容でありますが、１として、工事名、（仮称）湖北地区保育所建設工事

（建築主体その２）。

２として、工事場所、厚岸町宮園３丁目10番２、11番。

３として、契約の方法、地方自治法施行令第167条第３号による指名競争入札で、町外

を含め７者の参加によるものでございます。

４として、請負金額、金3億2,890万円であります。

５として、請負契約者は、坂野・影本経常建設共同企業体。代表者、釧路市若松町６

番２号、坂野建設株式会社。構成員、厚岸郡厚岸町白浜４丁目156番地、マル勢影本工業
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株式会社であります。

41ページをお開き願います。

参考といたしまして、１、工事概要、建築工事その２、鉄筋コンクリート造平屋建て。

延床面積、1,738.28平方メートルのうち825.93平方メートル。所要室ですが、エントラ

ンスポーチ、風除室、玄関、物置１、一時保育室、保育室はゼロ歳児用と１歳児用の一

部、ホール、図書コーナー、事務室、相談室、物品庫１、物品庫３、布団収納、調理室、

配膳室、洗浄室、食品庫、トイレ、休憩室、更衣室、ゴミ庫、デッキテラスの一部とし

ております。

２、工期ですが、着手は令和元年７月１日。完成は令和２年６月26日とするものであ

ります。

３、工事箇所図、配置図、１階平面図、Ｒ階平面図、立面図は別添資料のとおりでご

ざいます。

42ページををごらんください。

工事箇所図でございます。建設位置ですが、工事箇所図の中央、宮園公園通り下側に

面する敷地１に保育所が建設されます。

43ページの配置図をごらんください。

配置図の中央部に建物の表示がされておりますが、その建物の中央付近に上から下に

縦に線が引かれ、その線の上部と下部にそれぞれ左側の矢印の上に建築主体その１、右

側の矢印の上に建築主体その２と表示されており、この線で建設工事を二つに分けてお

ります。今議案54号の建築主体その２は、建物の右側の部分が工事場所となっておりま

す。

44ページの１階平面図をごらんください。

所要室でありますが、建物右側の建築主体その２のうち、右下から時計の反対回りに

エントランスポーチ、風除室、物置１、玄関、事務室、相談室、休憩室、更衣室、左に

いきましてゴミ庫、食品庫、トイレ、調理室、洗浄室、配膳室、下にいきまして物品庫

３、物品庫１、図書コーナー、布団収納、ホール、保育室は１歳児用の一部、右にいき

まして保育室ゼロ歳児用、一時保育室、保育室の外側にはデッキテラスが設けられてお

ります。

45ページのＲ階平面図をごらんください。

天井の部分でございます。建物中央のホールの上部が吹き抜けとなっており、一部小

屋裏収納が設けられております。

46ページには、立面図を添付しております。

ここで、大変申しわけございませんが、先ほど議案53号と同様、立面図の訂正をお願

いいたします。図面の一番下部の北側立面図でございますが、建物の中央付近の上部か

ら下部にわたり、縦に線が引かれ、屋根の上部に左側に向けた矢印上部に建築主体「そ

の１」とありますのを「その２」に、右側に向けた矢印の上部に建築主体「その２」と

ありますのを「その１」に訂正いただきますよう、お願いいたします。手間をおかけし

て、大変申しわけございません。

説明を続けさせていただきます。図面一番上は、東側から見た立面で、左側が玄関側

で、事務室や更衣室側を見ております。２段目は、南側から見た立面で、左側が園庭で、
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保育室と右側に玄関を見ております。３段目は、西側の園庭側から保育室を見ておりま

す。４段目は、北側の宮園公園通り側から見た立面で、調理室や電気室側を見ているも

のでございます。

今回の工事内容につきましては、直接仮設、土工、地業、鉄筋、コンクリート、型枠、

既製コンクリート、防水、タイル、木工、金属、左官、建具、ガラス、塗装、内外装、

仕上ユニットの各工事の建築一式工事となっております。

なお、別途お手元に参考といたしまして、５月28日に執行いたしました指名競争入札

結果を配付させていただいておりますので、ご参照願います。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い

申し上げます。

●議長（堀議員） これより質疑を行います。

（な し）

●議長（堀議員） 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（堀議員） 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（堀議員） 日程第14、議案第55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。

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55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47ページをお開き願います。

議案第55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。

（仮称）湖北地区保育所建設工事については、議案第53号、54号での説明のとおり、

真竜保育所が昭和47年度に、宮園保育所が昭和55年度に建設され、それぞれ経年により

老朽化が進み、耐震性にも適合せず、津波の浸水予測区域内にあることと少子化への対

応として、両保育所を統合し、旧真龍中学校裏山指定避難場所の隣接地へ新たに施設整

備しようとするものであります。
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総事業費は、12億865万9,000円で、平成29年度に基本設計に着手し、平成30年度には

起債事業であります緊急防災・減災事業を活用し実施設計を行い、今年度から次年度の

６月まで建設工事を行い、７月から供用開始を予定しているものであります。

今回、契約の内容でありますが、１として、工事名、（仮称）湖北地区保育所建設工事

（機械設備その１）。

２として、工事場所、厚岸町宮園３丁目10番２、11番。

３として、契約の方法、地方自治法施行令第167条第３号による指名競争入札で、町外

７者の参加によるものでございます。

４として、請負金額、金7,480万円であります。

５として、請負契約者は、奥村・共立経常建設共同企業体。代表者、標津郡中標津町

東25条南４丁目10番地、奥村工業株式会社。構成員、釧路市松浦町11番３号、株式会社

共立であります。

48ページをお開き願います。

参考といたしまして、１、工事概要、機械設備その１、屋外給水設備、屋外排水設備、

雨水排水設備、屋内給水設備、屋内排水設備、給湯設備、プロパンガス設備、消火設備、

衛生器具設備、換気設備一式としております。

２、工期ですが、着手は令和元年７月１日。完成は令和２年６月26日とするものであ

ります。

３、平面図は別添資料のとおりでございます。

49ページををごらんください。

平面図でございます。機械設備については、それぞれの設備が建物全体に及ぶことか

ら、建築工事のように工事場所を分割して工事を行うことができませんので、設備ごと

に機械設備その１とその２に分けております。

今議案第55号の機械設備その１の工事内容は、図面右側に示しておりますが、屋外給

水設備、屋外排水設備、雨水排水設備、屋内給水設備、屋内排水設備、給湯設備、プロ

パンガス設備、消火設備、衛生器具設備、換気設備それぞれの一式工事となっておりま

す。

なお、別途お手元に参考といたしまして、５月28日に執行いたしました指名競争入札

結果を配付させていただいておりますので、ご参照願います。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い

申し上げます。

●議長（堀議員） これより質疑を行います。

（な し）

●議長（堀議員） 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。
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（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議員） 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（堀議員） 日程第15、議案第56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。

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56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50ページをお開き願います。

議案第56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。

（仮称）湖北地区保育所建設工事については、さきの三つの議案での説明のとおり、

真竜保育所が昭和47年度に、宮園保育所が昭和55年度に建設され、それぞれ経年により

老朽化が進み、耐震性にも適合せず、津波の浸水予測区域内にあることと少子化への対

応として、両保育所を統合し、旧真龍中学校裏山指定避難場所の隣接地へ新たに施設整

備しようとするものであります。

総事業費は、12億865万9,000円で、平成29年度に基本設計に着手し、平成30年度には

起債事業であります緊急防災・減災事業を活用し実施設計を行い、今年度から次年度の

６月まで建設工事を行い、７月から供用開始を予定しているものであります。

今回、契約の内容でありますが、１として、工事名、（仮称）湖北地区保育所建設工事

（機械設備その２）。

２として、工事場所、厚岸町宮園３丁目10番２、11番。

３として、契約の方法、地方自治法施行令第167条第３号による指名競争入札で、町外

７者の参加によるものです。

４として、請負金額、金7,689万円であります。

５として、請負契約者は、太平洋・綜合経常建設共同企業体。代表者、釧路市春採５

丁目16番17号、太平洋設備株式会社。構成員、釧路市入江町７番27号、綜合設備株式会

社であります。

51ページをお開き願います。

参考といたしまして１、工事概要、機械設備その２、暖房設備、冷房設備、給油設備、

自動制御設備一式としております。

２、工期ですが、着手は令和元年７月１日。完成は令和２年６月26日とするものであ

ります。

３、平面図は別添資料のとおりでございます。

52ページををごらんください。
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平面図でございます。機械設備については、それぞれの設備が建物全体に及ぶことか

ら、建築工事のように工事場所を分割して工事を行うということができませんので、設

備ごとに機械設備その１とその２に分けております。

今議案第56号の機械設備その２の工事内容は、図面右側に示しておりますが、暖房設

備、冷房設備、給油設備、自動制御設備それぞれの一式工事となっております。

なお、別途お手元に参考といたしまして、５月28日に執行いたしました指名競争入札

結果を配付させていただいておりますので、ご参照願います。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い

申し上げます。

●議長（堀議員） これより質疑を行います。

（な し）

●議長（堀議員） 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（堀議員） 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（堀議員） 日程第16、議案第57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。

水産農政課長。

●水産農政課長（川越課長） ただいま上程いただきました、議案第57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53ページをお開き願います。

議案第57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。

厚岸漁港若竹第２埠頭漁港休憩施設建設工事は、現在、若竹第２埠頭で行われている

国の衛生管理型漁港施設の整備や、厚岸漁業協同組合の荷捌所の整備に伴い、水揚げの

拠点が湖北地区から湖南地区へ移ることから、外来漁船員の就労環境の改善を目的とし

た休憩施設を本年度、国の漁港機能増進事業により、国から２分の１の交付金を受け建

設しようとするものであります。

今回、契約の内容でありますが、１として、工事名、厚岸漁港若竹第２埠頭漁港休憩
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施設建設工事（建築主体）。

２として、工事場所、厚岸町若竹１丁目４番。

３として、契約の方法、地方自治法施行令第167条第３号による指名競争入札で、町外

を含め７者の参加によるものでございます。

４として、請負金額、金8,294万円であります。

５として、請負契約者は、厚岸郡厚岸町港町２丁目138番地、株式会社共和建設工業所

であります。

54ページをお開き願います。

参考といたしまして、１、工事概要、建築工事ですが、鉄骨造平屋建。延床面積は173.69

平方メートルとなっております。所要室についてですが、休憩室、脱衣室、浴室、シャ

ワー室、多目的室、男子トイレ、女子トイレ、多目的トイレ、玄関、ホール、廊下、収

納庫、物入、押入となっております。

２、工期ですが、着手は令和元年７月１日。完成は令和２年１月31日とするものであ

ります。

３、参考図面として、位置図、配置図、平面図、立面図は別添資料のとおりでありま

す。

55ページををお開きください。

位置図、配置図でございます。図面下段の配置図をごらんください。

建設位置ですが、若竹第２埠頭の入口付近で、斜線部分が建物の建設位置になります。

建物の入り口は２カ所あり、外来漁船員が休憩所を利用する際は、建物左下の休憩所入

口から出入りし、沿岸漁業者や一般町民の方が公衆便所を利用する際は、建物右側の公

衆便所入口からの出入りとなります。

56ページの平面図をごらんください。

所要室でありますが、図面左下側に入り口となるポーチ１、玄関、玄関からホール１

へ入りますと、左下に物入れ、収納、左上には多目的室、図面中央の廊下を挟みまして、

多目的室の右横には脱衣室、トイレ、シャワー室、浴室、玄関右横には休憩室、押し入

れが設けられております。右下側のスロープ部から入り口となるポーチ２からホール２

へ入りますと、右から女子トイレ、多目的トイレ、男子トイレとなっており、ホール２

の下に収納庫が設けられています。

57ページには立面図を添付しておりますので、参考としてごらんください。

今回の工事内容につきましては、直接仮設工事、土工事、地業工事、地盤改良工事、

鉄筋工事、コンクリート工事、型枠工事、鉄骨工事、防水工事、タイル工事、木工事、

屋根・板金工事、金属工事、左官工事、既製建具工事、製作建具家具工事、塗装工事、

内外装工事、仕上ユニット工事、外構工事の一式工事となっております。

なお、外構工事の主な施設につきましては、再び55ページの配置図をごらんいただき

たいと思います。

建物下側に駐車場７台、公衆便所側に駐車場１台、合わせて８台分の整備であります。

なお、別途お手元に参考といたしまして、５月28日に執行いたしました指名競争入札

結果を配付させていただいておりますので、ご参照願います。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い
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申し上げます。

●議長（堀議員） これより質疑を行います。

（な し）

●議長（堀議員） 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（堀議員） 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（堀議員） 日程第17、議案第58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58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58ページをお開き願います。

議案第58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。

（仮称）松葉地区まちなか団地は、町営住宅有明団地の老朽化による移転建替及び松

葉地区の空き地活用により、街中居住を進め、街中の活性化を図る目的で平成22年度か

ら整備を進めております。平成23年度に１棟目、平成26年度に２棟目が完成し、今回は

３棟目となります。

契約の内容でありますが、１として、工事名、（仮称）松葉地区まちなか団地建設工事

（建築主体）。

２として、工事場所、厚岸町松葉３丁目101番、102番地、若竹３丁目16番地、17番地。

３として、契約の方法、地方自治法施行令第167条第３号による指名競争入札で、町外

を含め７者の参加によるものであります。

４として、請負金額、金１億3,530万円。

５として、請負契約者は、厚岸郡厚岸町白浜４丁目156番地、マル勢影本工業株式会社

であります。

59ページをお開き願います。

参考としまして、１、工事概要でありますが、構造は木造平屋建て。延床面積は430.38
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平方メートルで１棟６戸であります。所要室でありますが、各住戸ごとにポーチ、風除

室、物入、玄関、居間、台所、洋室１、２、洗面・脱衣室、浴室、便所、物置、燃料庫

となっております。

工期でありますが、着工は令和元年７月１日。完成は令和２年２月28日までとするも

のであります。

３、参考図として、位置図、配置図、平面図、立面図は別添資料のとおりでございま

す。

60ページは位置図、61ページは建物の配置図でございます。

61ページの配置図でありますが、図面左に若竹町通り、図面右に松葉町通り、図面上

に松葉町横10の通り、図面下に松葉町横９の通りに接しております。敷地への出入りは、

各通りから歩道、車、通路となります。

62ページの平面図をごらんください。

図面中央下側から反時計回りに住戸番号を１号、２号、３号、４号、５号、６号とし

ており、全て同じタイプですので、１号を例に所要室を説明いたします。

中央下側の１号棟をごらんください。所要室でありますが、図面右側にポーチ、ポー

チ上側に物置、ポーチ左側に燃料庫、風除室、物入、風除室左が玄関、玄関から居間、

台所へ入りますと、左側に洋室１、２、居間、台所の上側に洗面・脱衣室、便所、浴室

を設けております。

外構の主な施設につきましては、61ページの配置図をごらんいただきたいと思います。

各建物入口に１台の駐車場、敷地内通路、車通路、歩道、緑地の整備、灯油タンクの設

置を計画しております。

63ページには、立面図を添付しております。参考としてごらんください。

なお、別添お手元に参考資料としまして、５月28日に執行しました指名競争入札結果

を配付させていただいておりますので、ご参照願います。

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（堀議員） これより質疑を行います。

５番、南谷議員。

●南谷議員 本案については、工事請負契約の締結でございますが、債務を資すむの上ご

ざいます。その上で、ちょっと１点だけ確認をさせていただきたいと思います。

まちなか団地３棟目ということで、この入居予定者でございますが、有明団地の人が

入居されるというふうに私は認識をしております。今回のこの町営住宅が完成すれば、

有明団地には完全に移転が終わるのでしょうか。それで充足率というのですか、有明以

外の人もここに入ることは可能なのですか。その辺の状況についてお尋ねをさせていた

だきます。

●議長（堀議員） 建設課長。
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●建設課長（水上課長） 基本的な考えとしては、有明公住に住まわれている方がこのまちな

か団地に来るという計画となっております。現在、有明団地において約17戸、まだ住んでい

る状況にございまして、これを考えますと、今回６戸を建設して、有明から移転したとして

もまだ10件以上は残るということですので、一応今後についても計画をもってまちなか団地

の建設は計画しているところであって、あとただ有明に住まわれている方も、必ずしもまち

なか団地ばかりではなく、今既存にある奔渡、梅香、またそちらのほうの移転についても今

協議をさせていただいているという状況となってます。

●議長（堀議員） よろしいですか。他にございましたでしょうか。

（な し）

●議長（堀議員） 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（堀議員） 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（堀議員） 日程第18、議案第59号 工事請負契約の締結について、議案第60号

工事請負契約の締結について、以上２件を一括議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

危機対策室長。

●危機対策室長（田﨑課長） ただいま上程いただきました、議案第59号及び議案第60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。

厚岸町防災行政無線設備は、平成６年度から平成８年度にかけて整備し、災害その他

緊急時における情報の正確かつ迅速な伝達及び町の広報活動の円滑化を図り、防災と住

民福祉の向上に役立ててまいりました。

現在の設備は、整備後23年以上が経過し、老朽化による腐食や変形、液漏れのほか、

一部の地域では受信感度が悪い状況にありました。また、無線設備規則の一部改正によ

り、令和４年11月末までに新たな強度規制に対応できる新スプリアス規格に適合させる

必要もあることから、事業を３年計画として設備の更新を行うもので、本年度が最終年

度となります。

初めに議案第59号についてご説明いたします。

議案書64ページをごらん願います。

議案第59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
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であります。

契約の内容でありますが、１の工事名は、防災行政無線（同報系）デジタル化整備工

事（その３）であります。

２の工事場所は、厚岸町宮園、真栄、港町、湖南地区であります。

３の契約の方法は、地方自治法施行令第167条第３号による指名競争入札で、釧路・根

室管内７者の参加によるものであります。

４の請負金額は、金１億5,510万円であります。

５の請負契約者は、高部・栗林経常建設共同企業体。代表者は、標津郡中標津町共立

１番地11、高部電気株式会社。構成員、厚岸郡厚岸町真栄２丁目67番地、栗林電機株式

会社であります。

次に議案書65ページをごらん願います。

参考といたしまして１の工事概要ですが、戸別受信機の更新が1,910台で、設置場所は

湾月、有明、若竹、松葉、梅香、奔渡、筑紫恋、床潭、末広、港町、真栄。遠隔制御設

備の更新が１局で、設置場所は厚岸漁業協同組合。屋外拡声子局の新設及び移設が４局

で、設置場所は新設がチンベ、潮吹間、床潭西、移設が床潭東。非常設備の更新が１局

で、厚岸消防署となっております。

２、工期ですが、着手は契約締結日の翌日。完成は令和２年３月20日までとするもの

であります。

３の位置図、システム構成図は別添説明資料のとおりです。

次に議案書66ページををごらん願います。

位置図であります。戸別受信機1,910台については、実線で囲った部分が整備範囲で、

遠隔制御装置１局、屋外拡声子局４局、非常設備１局の位置を示しております。

次に、議案書67ページをごらん願います。

システム構成図であります。縦の点線で塗りつぶしている部分は、昨年度整備を行っ

た部分で、本件の工事は点線で塗りつぶしていない部分となります。図面右上の屋外拡

声子局は、親局から中継局を介して送信される放送を受信したり、ローカル放送を行う

ための設備であります。図面左下の遠隔制御装置は、厚岸町役場に設置してある親局を

厚岸漁業協同組合で操作ができる装置であります。その右側の非常設備は、厚岸町役場

に設置してある親局の操作が不可能となった際に直接送信することができる非常用の無

線設備であります。図面右下の戸別受信設備は、親局、中継局、再送信子局からの放送

を受信する各住宅等に設置する設備であります。

なお、参考資料として、６月７日に執行いたしました指名競争入札結果を配付してお

りますので、参考にしてください。

次に議案第60号についてご説明いたします。

議案書68ページをごらん願います。

議案第60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。

契約の内容でありますが、１の工事名は、防災行政無線（同報系）デジタル化整備工

事（その４）であります。



- 145 -

２の工事場所は真栄、港町を除く厚岸町湖北地区であります。

３の契約の方法は、地方自治法施行令第167条第３号による指名競争入札で、釧路・根

室管内７者の参加によるものです。

４の請負金額は、金１億5,708万円であります。

５の請負契約者は、サンエス・西口経常建設共同企業体。代表者は、釧路市星が浦大

通１丁目７番地１号、サンエス電気通信株式会社。構成員、厚岸郡厚岸町湾月２丁目361

番地、株式会社西口電機商会であります。

議案書69ページをごらん願います。

参考といたしまして１の工事概要ですが、戸別受信機の更新が2,440台で、設置場所は

宮園、白浜、住の江、山の手、門静、太田、片無去、糸魚沢、若松、トライベツ、尾幌、

上尾幌、苫多、光栄となっております。

２の工期ですが、着手は契約締結日の翌日。完成は令和２年３月20日までとするもの

であります。

３の位置図、システム構成図は別添説明資料のとおりです。

議案書70ページををごらん願います。

位置図であります。戸別受信機2,440台についての整備範囲を示しております。

議案書71ページをごらん願います。

システム構成図であります。縦の点線で塗りつぶしている部分は、昨年度整備を行っ

た部分で、斜線で塗りつぶしている部分は、さきの議案第59号に係る部分であり、本件

の工事は点線等で塗りつぶしていない部分の図面右下、戸別受信設備であります。

なお、参考資料として、６月７日に執行いたしました指名競争入札結果を配付してお

りますので、参考にしてください。

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（堀議員） 初めに、議案第59号について質疑を行います。

（な し）

●議長（堀議員） 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（堀議員） 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。

次に、議案第60号について質疑を行います。

（な し）
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●議長（堀議員） 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（堀議員） 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（堀議員） 日程第19、議案第61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。

危機対策室長。

●危機対策室長（田﨑室長） ただいま上程いただきました、議案第61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72ページをごらん願います。

議案第61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、現在まで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、新たな避難階段の設置について平成29年度から事業着手したものです。

今年度においては、昨年度に製作した避難階段を設置する工事であります。

契約の内容でありますが、１の工事名は、御供山避難階段設置工事であります。

２の工事場所は、厚岸町松葉であります。

３の契約の方法は、地方自治法施行令第167条第３号による指名競争入札で、釧路管内

７者の参加によるものであります。

４の請負金額は、金１億3,068万円であります。

５の請負契約者は、道東・阿寒共立・中村経常建設共同企業体。代表者は、厚岸郡厚

岸町港町３丁目109番地、道東建設工業株式会社。構成員、釧路市鳥取南６丁目１番18号、

阿寒共立土建株式会社。同じく構成員、厚岸郡厚岸町宮園１丁目161番地、中村開発株式

会社であります。

議案書73ページをごらん願います。

参考といたしまして１の工事概要ですが、避難階段設置工一式。長さは176.60メート

ル。幅員1.50メートル。階段受け製作一式。既設散策路撤去。長さは71.66メートルとなっ

ています。

２の工期ですが、着工は契約締結日の翌日。完成は令和２年３月30日までとするもの

です。
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３の参考図面として、位置図、平面図、縦断図、標準断面図、側面図は別添説明資料

のとおりです。

議案書74ページををごらん願います。

今回の避難階段の設置工事位置は、図面中央やや左側の丸で示した位置となります。

次に議案書75ページをごらん願います。

平面図ですが、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、図面右側の太線で示しているジグザグの

部分が新設する避難階段を示しております。なお、階段の曲がり部分に丸印を付してい

ますが、これは照明を設置する箇所となります。

議案書76ページをごらん願います。

図面上の左上に縦断図を示しています。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。なお、階段部分の長さ

は176.60メートルで、高さは65.55メートルとなります。

次に、図面上の左下が、階段部分の標準断面図となります。既に製作済みの階段部分

ですが、階段の幅は1.50メートルで、両側に1.10メートルの高さの転落防止柵を設置し

ます。また、階段は鋼管杭で支えますが、接続部分は設置時の加工が必要になるため、

設置工事の中で製作いたします。

次に、図面上の右下が階段の側面図となります。階段１段当たりの構造は、長さが踏

み幅0.30メートル、高さが0.15メートルとなります。また、20段ごとに踊り場を0.90メー

トル設け、その下に5.50メートルから11メートルの鋼管杭で支える構造となります。

なお、参考資料として、６月７日に執行いたしました指名競争入札結果を配付してお

りますので、参考にしてください。

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（堀議員） これより質疑を行います。

（な し）

●議長（堀議員） 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（堀議員） 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（堀議員） 日程第20、議案第62号 厚岸町行政不服審査法関係手数料条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題といたします。



- 148 -

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（石塚課長） ただいま上程いただきました、議案第62号 厚岸町行政不服審査

法関係手数料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

ついてご説明申し上げます。

議案書77ページをお開き願います。

平成30年５月30日公布の不正競争防止法等の一部を改正する法律により、工業標準化

法の一部が改正され、改正部分の一部を除き、不正競争防止法の一部を改正する法律を

施行期日を定める政令により令和元年７月１日から施行されることとなりました。

このたびの工業標準化法の改正は、法律名を産業標準化法に改め、日本工業規格を日

本産業規格に名称変更するとともに、規格制定の民間主導による迅速化、国際標準化の

促進、罰則の強化の見直しを行うもので、この改正に伴い厚岸町行政不服審査法関係手

数料条例で引用している字句の改正を行う必要が生じたことから、本条例の改正を行う

ものであります。

改正内容の説明については、議案書により行わせていただきますが、あわせて議案第62

号厚岸町行政不服審査法関係手数料条例の一部を改正する条例新旧対照表を配付してお

りますので、参考としてください。

改正内容は、別表中の字句の改正であります。別表備考２中にある「日本工業規格」

を「日本産業規格」に改めるものであります。

次に附則であります。この条例は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期

日を定める政令により工業化標準法の一部改正のうち関係部分が施行される日と同日と

なる令和元年７月１日から施行しようとするものであります。

以上、簡単な説明でございますが、提案理由と改正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申し上げます。

●議長（堀議員） これより質疑を行います。

（「なし」の声あり）

●議長（堀議員） 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（堀議員） 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（堀議員） 日程第21、議案第63号 厚岸町家庭的保育事業等の設備及び運営に関
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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63号 厚岸町家庭的保

育事業等の設備及び運営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申し上げます。

本条例においては、基準となる省令である家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準に従い、保護者の労働等により保育を必要とする３歳未満の乳幼児に保育を提供す

る家庭的保育事業者、小規模保育事業者及び事業所内保育事業者は、当該乳幼児への保

育の提供の終了後も３歳以上の児童に対して必要な教育または保育が継続的に提供され

るよう保育所、幼稚園または認定こども園を提供施設として確保することを義務づけて

おります。

このたび、基準省令の一部が改正され、連携施設の確保が著しく困難な場合は、連携

施設の確保を不要とし、入所定員が20人以上の事業所内保育所事業者は、事業者または

地方公共団体が保育に係る運営費の補助を行っているものを連携協力を行うものとして

確保すること、３歳児以上の児童を受け入れ、入所定員が20人以上の事業所内保育事業

者は連携施設の確保を不要とし、連携施設の確保に係る経過措置の対象から除くこと、

いずれも連携施設の確保を必要とする家庭的保育事業者のうち約半数が連携施設を確保

できていないことによるもので、連携施設の確保に係る経過措置を５年から10年に延長

する緩和規定も追加され、平成31年３月29日に公布、同年４月１日から施行されたこと

に伴い規定の整備を行うものであります。

これらの改正は、全て必ず適合しなければならない従うべき基準であり、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、同様に本条例

を改正するものでございます。

お手元に配付の議案第63号説明資料厚岸町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

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らん願います。

第６条第２項の改正は、第４項の追加に伴い規定の字句を統一するための改正でございま

す。

新旧対照表２ページをお開きください。

第６条第４項は、連携施設の確保が著しく困難な場合は、連携施設の確保を不要とする緩

和規定の追加でございます。第６条第５項の規定は、新たに追加した連携施設の確保を不要

とする第４項の適用を受ける事業者は、連携協力を行うものを確保しなければならないとす

る緩和規定の追加でございます。

第16条第２項第４号の改正は、字句の整理でございます。

新旧対照表の３ページをお開きください。

第45条第２項は、入所定員が20人以上であって３歳児以上の児童を受け入れている事業所

内保育事業者については、連携施設の確保をしないことができるとする緩和規定の追加でご

ざいます。

附則第３条の改正は、第45条第２項の緩和規定の追加に伴い、特例保育所型事業所内保育
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事業者を経過措置の対象から除く改正及び家庭的保育事業者の連携施設の確保に係る経過措

置期間をさらに５年延長し10年とするものでございます。

議案書の79ページへお戻り願います。

附則でございます。基準となる一部改正省令の施行日は、平成31年４月１日となって

おりますが、厚岸町には条例の改正により影響を受ける事業者がいないため、この条例

の施行日を公布の日からと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、ご承認賜りますようよろしくお願い

申し上げます。

●議長（堀議員） これより質疑を行います。

（「なし」の声あり）

●議長（堀議員） 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（堀議員） 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（堀議員） 日程第22、議案第64号 厚岸町放課後児童健全育成事業の設備及び運

営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64号 厚岸町放課後児

童健全育成育事業の設備及び運営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申し上げます。

このたびの条例改正は、児童館の職員のうち放課後児童支援員について、これまで保

育士の資格を有する者などで都道府県知事が実施する研修を修了した者でなければなら

ないとされておりましたが、その研修受容に適切な対応をするため、いわゆる政令指定

都市の長も研修を行えるようにすべきという地方提案がなされ、平成31年度から政令指

定都市の長も実施できるよう職員の資格等の基準となる省令である放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関する基準の一部が改正され、平成31年３月29日に公布、同年４

月１日から施行されたことに伴い規定の整備を行うものであります。

なお、職員に関する基準については、必ず適合しなければならない基準である従うべ

き基準であり、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、同様に定めるものでございます。
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これから行う条例案の説明は、議案書により行わせていただきますので、別に配付し

ております議案第64号説明資料の新旧対照表につきましては、参考としてあわせてご参

照いただきたいと思います。

それでは、議案書80ページをごらんください。

第10条職員の資格に関する規定のうち第３項中研修を実施できるものについて地方自治法

第252条の19第１項の指定都市の長を加えるものでございます。

次に附則でございます。基準となる一部改正省令の施行日は、平成31年４月１日となっ

ておりますが、今回の改正によって不利益をこうむるものはいないため、当該施行日ま

で遡及せず、この条例の施行日を公布の日からと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、ご承認賜りますようよろしくお願い

申し上げます。

●議長（堀議員） これより質疑を行います。

（「なし」の声あり）

●議長（堀議員） 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（堀議員） 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（堀議員） 日程第23、議案第65号 厚岸町スポーツ振興助成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。

スポーツ課長。

●スポーツ課長（髙橋課長） ただいま上程いただきました、議案第65号 厚岸町スポーツ

振興助成条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と内容をご説明申し上

げます。

議案書81ページをごらん願います。

このたびの改正は、日本体育協会、北海道体育協会及び厚岸町体育協会の名称がそれ

ぞれ「体育協会」から「スポーツ協会」に変更されたことに伴い、厚岸町スポーツ振興

助成条例中の団体名を改正する必要が生じたことから、本条例の改正を行うものであり

ます。

改正内容の説明につきましては、別紙お手元に配付の第65号説明資料厚岸町スポーツ

振興助成条例の一部を改正する条例新旧対照表により行います。
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新旧対照表をごらんください。

第２条第２号のアの改正は、日本体育協会の名称が日本スポーツ協会に、北海道体育

協会の名称が北海道スポーツ協会にそれぞれ変更となったことから、団体名を日本スポー

ツ協会及び北海道スポーツ協会に改めるものであります。

次に、第３条第１項の改正は、厚岸町体育協会の名称が厚岸町スポーツ協会に変更と

なったことから、団体名を厚岸町スポーツ協会に、体育協会の名称がスポーツ協会に変

更となったことから、名称をスポーツ協会にそれぞれ改めるものであります。

議案書81ページをごらん願います。

附則であります。この条例は、公布の日から施行するものであります。

以上で議案第65号の提案説明とさせていただきます。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（堀議員） これより質疑を行います。

（「なし」の声あり）

●議長（堀議員） 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（堀議員） 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。

午後４時34分休憩

午後４時36分再開

●議長（堀議員） 再開いたします。

本日の会議はこの程度にとどめ、あすに延会したいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、本定例会は、本日はこの程度にとどめ、あすに延会いたします。

午後４時36分閉会
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以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。

令和元年６月２０日

厚岸町議会

議 長

署名議員

署名議員


