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厚岸町議会 第４回定例会

令和元年12月12日

午前10時00分開会

●議長（堀議員） ただいまから、令和元年厚岸町議会第４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、２番石澤議員、

３番室﨑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。

はじめに、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 おはようございます。

第４回定例会に当たり、先に通告してあります次の２点について、質問させていただ

きます。

まず１点目に、広域行政についてであります。近年、急速に人口減少・少子高齢化が

現実に目の前で進む中、効率のよい住民サービスや事務事業を図るため、近隣市町村と

連携して事業を行う考えがないかということであります。その例として、少子高齢化が

進む中で、老人福祉政策で支える側と受ける側との必要となる介護士等の資格取得のた

めの養成事業などはできないかということであります。

また、今国定公園化を目指している中で、今後必要とされてくるボランティアガイド

や体験型で必要とされるアウトドアガイドの養成事業など、単独で行うよりも連携して

事業を進められないかということであります。そして今後、このような連携で事業を進

めるとしたら、何が課題があるのかということをお伺いいたします。

２点目に、北海道区水産研究所厚岸庁舎の廃止についてであります。当町での研究事

業の停止と窓口なる事務所が今年度限り、来年３月末をもって廃止が予定されている旨、

伺っております。まちはこの自体をどのように把握されているかということであります。

町の直営の事業ではありませんが、町の水産振興に多大な貢献された事業を行ってきた

と思っております。さらに、これからも継続して必要な研究や指導機関だと思います。

仮に言われているように、完全撤退となれば、原油施設等を含め、再活用した民間事業

者の誘致や参入等の対策はとれないものかとお伺いし、私の質問とさせていただきます。

●議長（堀議員） 町長。
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●町長（若狹町長） おはようございます。

４番、音喜多議員のご質問にお答えいたします。

１点目の広域行政について、（1）の「人口減少・少子高齢化が進む中で、効率のよい

住民サービスや事務事業を図るために、近隣市町村と連携して事業を行う考えはないか」

のうち、アの「少子高齢化が進む中で必要となる介護士等の資格取得のための養成事業

など」についてでありますが、介護福祉士の資格を取得するためには、一般的には、短

期大学や専門学校に入学して取得する方法と、介護現場での実務経験３年を経て450時間

の介護職員実務者研修を受講し、国家試験を受けて取得する方法があります。

厚岸町社会福祉協議会では、介護福祉士の資格取得に向けた一助となるよう、介護の

仕事に興味をもってもらう切っ掛けづくりや、介護ヘルパーとして働く人材の養成のた

め、二、三年に一度のペースで「介護職員初任者研修」を実施しており、今年度の研修

では９人が受講中であります。

しかしながら、これまで実施してきた平成26年の９人及び平成28年の４人の研修終了

者については、残念ながら町内での就労には至っていない状況にあり、他市町村も同様

の状況と聞いております。

現在、釧路管内では複数の老人福祉施設で、介護職員の確保ができず定員の空きがあ

るのに入所者を制限せざるを得ないと聞いており、また、職員確保については施設間で

取り合うような非常に深刻な状況になるなど、広域的な連携は難しものと考えておりま

す。

次に、イの「国定公園化を目指している中で、ボランティアガイドやアウトドアガイ

ドの養成事業など」についてでありますが、釧路町、厚岸町、浜中町の行政、観光協会、

商工会などで組織する「釧路町・厚岸町・浜中町広域観光推進協議会」において、平成26

年度から３町地域での北海道知事認定アウトドアガイドの増加を目的として、この資格

取得に係る講習料や受験料等を支援する北海道アウトドア資格取得支援事業を実施して

います。

これまで６名の方に支援を行っており、このうち２名の方が北海道アウトドアガイド

の認定を受けカヌーガイドとして活動を行っています。

今後とも、協議会での資格取得支援事業を継続するとともに、さらに３町地域のガイ

ド養成に向けた研修会などを検討し、関係機関と連携して取り組んでまいりたいと考え

ております。

次に、（2）の「今後、新たに連携を進める上での課題は何か」についてでありますが、

現在、厚岸町においては、広域連携として、「釧路・根室広域地方税滞納整理機構」など

の一部事務組合による事務の共同処理のほか、「釧路地方総合開発促進期成会」などの各

種期成会や協議会、さらには、定住自立圏構想に基づく、「釧路定住自立圏共生ビジョン」

など、釧路・根室管内町村と連携・協力し、効果的な取り組みの推進を努めているとこ

ろであります。

また、これら以外にも、釧路管内市町村と連携を図りながら、一次産業や観光の振興

に取り組む「地域づくり広域プロジェクト」なども進めてきているところであります。

このような中、令和２年４月には、ごみ処理施設の設置、管理及び運営に関する事務
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を共同処理するため、釧路市、釧路町、弟子屈町、鶴居村及び白糠町で構成する「釧路

広域連合」への加入を予定しているところであります。

これらの、町独自で対応することが困難な行政施策が増加する中、事務の共同処理を

実施する上では、それぞれの自治体で置かれている課題を把握することが必要であるた

め、今後、新たに連携を進める上では、効果や課題を十分に認識しながら検討を進めて

いきたいと考えているところであります。

続いて、２点目の北海道区水産研究所厚岸庁舎の廃止について、「厚岸での水産研究事

業の停止と、今年度限りでの事務所の廃止が予定されている」のうち、アの「町はこの

事態をどのように把握されているのか」についてでありますが、北海道区水産研究所厚

岸庁舎の前身である日本栽培漁業協会厚岸事業場は、ニシンをはじめ北方系の魚種を対

象として技術開発に取り組み、栽培漁業を推進してきた施設であります。また、組織改

編に伴い北海道区水産研究所へ統合されてからも、沿岸漁業の振興に大きく寄与してき

たことは周知の事実であります。

こうした厚岸庁舎の現状については、国立研究開発法人水産研究・教育機構の理事が

来庁し、経過と方向性について説明を受けております。

その内容は、平成30年４月26日に示された水産庁と水産研究教育機構の共催による「水

産業の成長産業化を推進するための試験・研究等を効果的に実施するための国立研究開

発法人水産研究・教育機構の研究体制のあり方に関する検討会」からの提言で、施設の

合理化や核となる施設への集約が検討され、厚岸庁舎を閉鎖し、その機能を釧路庁舎へ

統合したいとのことでありました。

私としては、北洋漁業の衰退やサンマ漁業の不漁などにより水揚げが減少する非常に

厳しい状況の中、今の時代にあった増養殖に力を入れ沿岸漁業を振興していかなければ

ならないと考えており、特に開所からこれまで38年間、厚岸庁舎は栽培漁業技術の開発

に先駆的な役割を果たし、本町だけでなく道東地域における重要な施設であると認識し

ております。

全国的に見ても厚岸庁舎は多くの実績を上げており、その貢献度は高いと考えられる

ことから、現在の厚岸庁舎を改修し、栽培漁業の研究拠点として存続していただきたい

旨を強く訴えてきたところであります。

一方、心配される本町での水産研究事業の今後につきましては、釧路庁舎への統合後

も、地域と連携して研究を継続していく意向であることを機構の理事からも伺っており

ます。

今年度行われた研究についても、次年度も厚岸で継続していくとのことであり、厚岸

庁舎の閉庁は極めて残念ではありますが、これからも研究機関や地方自治体、生産団体

が連携して、それぞれの役割を担い、水産業の発展に取り組んでいく形は変わらず続い

ていくものと考えております。

次に、イの「民間事業者の誘致等は考えられないか」についてでありますが、この施

設の民間事業者による活用については、地域の増養殖事業の振興からも重要と考えてお

りますが、機構側からの閉庁についての説明があった際には、施設の活用について大学

等の研究機関や地方自治体、生産団体、その他民間を含めた各方面へいろいろと打診し

てきたものの、施設規模が大きく建設から既に38年が経過し、老朽化が進んでいること
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から維持していくことが難しいとのことで、残念ながら受けていただくところがないと

の話でありました。

町が活用することも含め、施設を有効活用できないか考えたときに、今後発生する改

修費用や維持経費が大きく、民間事業者の誘致等を考えた場合も同様であり、現在のと

ころ受け入れ先がないものと考えております。

以上でございます。

●議長（堀議員） ４番、音喜多議員。

●音喜多議員 まず１点目の広域行政についてお伺いしてまいります。まず、少子高齢化、

急速な人口減少、このことは地元の小さな事業者とか、あるいは個人事業者も、募集を

入れてもなかなか１人、２人の雇用では集まらないというか、応募がないと、そういっ

た状況で、やはり人口減少は辛いねという話をよく伺います。

そんなことでは、厚岸町も他のまちと同様に、少子高齢化、人口減少は厚岸町もそう

いった点では大変苦労せざるを得ないという認識では一致できるかと思いますが、その

点についてはいかがですか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 少子高齢化、子どもの出生数は減ってきているという状況。

それから、高齢者の数についても、一応、ピーク、高齢者の数のピークは大体これから

は減っていくだろうと、ピークは来た状況にはあると思いますけれども、人口が当然減

りますので、大きく減りますので、高齢化率というのは増えていくという状況で、少子

高齢化は進んでいるという状況はそのとおりだと考えております。

●議長（堀議員） ４番、音喜多議員。

●音喜多議員 少子高齢化というと、１番統計的に見れるところは保健福祉課あたりがそ

うでしょうけれども、こういう状態の中で行政の仕事をしていく担当者あたりは、それ

は変わらないというか、その辺は加味しないで、ものごとは進められると思いますか。

それとも、今言われているように、現実に少子高齢化が進むと行政上も大変な状況受け

ているのだなというか、その考え方に基づいてものごとを進めていかなければならない

のだというお考えになるかどうか。まずその点をお尋ねしたい。

●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。

本当に広い分野でありますが、やはり人口減少に伴いまして、これは先ほど議員おっ

しゃったとおり、民間のみならず職員採用も、この近隣町村では本当に苦労していると

いうところであります。
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そういった中では、やはりいろいろな事例、実際にありますが、やはり今後、こういっ

た連携、さまざまな共同処理の部分というのがあるのですが、そこはやはりいろいろな

問題を考えながら、そういうような連携を進めていかなければならないということは、

私もそうは思っ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 まず１番先に大事なところはそこだと思うのです。やはり認識、きちんと

そのように、こういうふうに人口減少の状況の中では、やはりどう、行政を携わるもの

としては効率のよい行政サービスをしていくか。そういう減少の中でどう考えてやって

いくかということに視点をあわせれば、やはり自分のまちだけではなくて、同じことを

やるならば、他のまちと連携とれないか。それぞれ事情はあるにしても、その中で共通

した点であわせてやっていけるとするならば、経済的な面でもいろいろ、あるいは知恵

を出し合うことによって、よりよい事業ができるのではないか。そういうことを考える

と、このことを広域行政でできないかと私は伺うわけであります。

その中で、例として、今、少子高齢化のことを例に例えて言っていますが、やはりそ

ういった、今この答弁にもあるとおり、老人福祉を支える介護の問題、そういったとこ

ろでは資格をもった者を取り合いしているという実情。定員があっても、決められてい

る数の中で受け入れる定数が決まっているというか、それだけ施設なんかでは間口はあ

るのだけれども、支える側の職員が集まらない。ですから、ここに書かれている、答弁

書にあるとおり、お互いに有資格者を取り合いしていると。

ですから、皆さんも分かっているとおり、何カ月に１件、我が社協かあたりから、あ

るいは野いちごのあたりからも、ほかのまちにまで募集のチラシが入っているのをご存

知だと思うのです。そういう現実の中では、やはりそういったやり方としては連携して、

順番よくものごとを進めて、有資格者を確保していく。あるいは地元に落ち着いていた

だく職員を養成していくと。

そのためには、先立って本別町に行っても、その資格をとるための助成金制度だとか、

これは別の話ですけれども、例として、まちではそういう意識のある介護福祉士になろ

うという資格を目指す人に対しての助成制度を取り入れたり、そのことによって公的な

場所ではなくて、民間の介護施設あたりも大いに助かっていると。そういう実情を考え

ると、やはりそういう連携をしてやっていけないかと。

これはずっと未来永効に老人福祉というのは続いていくわけですから、多少の多いな

り少ないなりいるにしても、これからそういった人生が、皆さんが、そういう人生を送

るときに支える側が全くないなんていったら、このまちから出て行かなければならない、

そういう事象も考えらざるを得ないわけですから。やはり、その辺は、普段そのための

仕事をされている皆さんが知恵を出し合って、連携をとれないかということであります。

また一つの例として、外のほうを向けていくと、今、国定公園、３町でもって国定公

園化を目指していますよね。そのための受け入れとして、いろいろあると思うのです。

例えば、厚岸町、釧路、昆布森、霧多布の国定公園。これは特殊なものがあるわけで

はなくて、景観を見せて観光化するというか。そして、さらにそれにプラスして体験、
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アウトドア系しかないと思うのです。山があるわけでもないし、特別なすばらしい山が

あるわけでもないし、特別なものがあるわけではない。景観しかないと私は思う。ある

いは自然、野鳥含めて、そういうものしかないとするならば、やはり今、景観にやはり

配慮しなければならない。

あっちこっちで、いわゆる電力発電のためにプロペラがぐるぐる回るようでは、どう

もねと。これが観光地でこういうの。あるいは鉛色のぎらぎら光る太陽光では、これは

景観となればと、そういう批判もあるわけです。だから、そういった点では、気をつけ

てやらなくてはならない。

先立っては浜中町では景観条例をつくったらどうかという話もありますが、やはりそ

ういった諸手を挙げて喜んでばかりではなくて、そういう風光明媚な地域を提供すると

したならば、どうあるべきかということを考えながら、連携して、その辺をお互いに取

り合っていくということが必要ではないかと思うのですが、そういった点についていま

一度そういう考え方をもてるかどうか、ご答弁いただければと思います。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 福祉関係の専門職の部分、介護士ということで質問の中で

のお話しでありますので、その介護士の部分で言いますと、当町では現在のところ、施

設でその定員を制限しているという状況にはございません。ただ、全て100％職員が充足

しているかというと、それは充足をしていないということで、介護福祉士の採用に向け

て、いろいろ各法人等でその取り組みを進めている状況にはあります。

その中で、先ほどおっしゃったように、浜中町側から募集のチラシが入るというよう

な状況もあるとおり、やはりほかのまちでも状況的には同じような状況がありますから、

そういうような状況にはなっているという中で、何とか町内では頑張っているという状

況でございます。

おっしゃられたように、就学のための援助ですとか、それから今は外国人の就労とい

うようなこともいろいろ考えているようですし、それから北海道を中心に取り組みも進

めている部分もありますけれども、現実的には今の段階で厚岸町でそういう確保できる

かというと、なかなかやはり難しいと思います。

それぞれの事業所間の連携もありますし、それからその中でもやはり厚岸町の事業所

が、例えば釧路市の事業所と連携できるかというような部分での難しさもありますし、

それから今度町として、他の町村と同じ連携した取り組みをするということについても、

それぞれのまちの事業所の問題がありますので、なかなかそこで連携というのも難しい

という状況があるということで、他のまちの担当者とも話をしても、なかなかそういっ

た方向に行くというのは難しいと今は考えているところでございます。

●議長（堀議員） 観光商工課長。

●観光商工課長（尾張課長） 国定公園をもってきた中での連携といった中で、町長のほ

うから北海道知事認定のアウトドア資格に対する助成、資格取得支援事業についても、
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平成26年から実施してきておるところでございます。

さらに、この厚岸道立自然公園国定化に、今指定に向けての北海道での自然環境、さ

らには経済環境調査等を行われており、早ければ来年の11月にそれら結果をもった中で

環境省のほうへ北海道、申請者たる北海道が環境省へ申請をされて、早い段階で厚岸霧

多布昆布森国定公園、これは地元で決めました名称でございますけれども、この指定に

向けての動きが今あるところでございます。

11月７日に国定公園促進に向けてのシンポジウムを開催させていただきました。この

シンポジウムには、環境省の国立公園課長さんが見えた中で、いろいろと国定公園に係

るお話しをいただきながら、まずは地元の方々が地域のことを知っていくことがまず先

だといった中で、いろいろと事例を示していただきながらも、釧路町、厚岸町、浜中町

における視察もいただきながら、本当に優れた景観、さらには多くの貴重な資源を有し

ているといった、本当に日本を代表する地域だということでの、ありがたい評価をいた

だいているところでございます。

そういった中におきましては、当然こういった中でアウトドアガイド養成、これは全

道的に見ても、現在900名くらいの登録があるようでございますけれども、この道東地域

におきましては、やはりまだまだ少ない状況にあると。

さらには業として、職業として、四季を通した中で生計を立てていくといったことに

なりますと、それぞれのメニュー組みをしていかなければいけない。さらには、場合に

よっては、今、この北海道知事アウトドアガイドにつきましては、山岳、これは夏山、

冬山もございます。自然、これは湿原散策路を使ったり、遊歩道を使ったり、その中で

自然ガイドをしていただく資格。さらにはラフティング、これは急流下りというのでしょ

うか、ゴムボートの大きな中に大勢が乗り込んで、そういった体験をする。さらには、

カヌー、それとトレイルダイビングと。これは馬に乗りながら、自然環境を見て散策す

るといった、この五つの資格があります。

そういった中で、地域においては２名の方がカヌーでの資格を保有されておりますけ

れども、通年の中での、やはりそういった体験メニューを含めた中で、今後国定化にあ

わせた中で、訪れていただける方々に対する受入体制というのも、３町それぞれの関係

機関の中で十分検討をしていかなければならないということだと思います。

さらには、厚岸町、今、厚岸には別寒辺牛湿原があります。日本で１番大きな湿原と

なると釧路湿原でございます。しかし、２番目の湿原はどこだと言われて答えられる方

はなかなかいらっしゃらないようです。これは厚岸町が誇ります別寒辺牛湿原が全国の

中で２番目に大きな湿原でございます。

そういった中で、まずはこの３町地域の中での地域住民の方々にもいろいろと、この

自然環境を含めた中での知識を認識を含めていただきながら、来る国定公園の指定に向

けて、いろいろなガイド養成もそうですけれども、受入体制を構築していかなければな

らないといった考えに至ってはいるところでございますし、今後機会を見ながら、それ

ぞれのまち担当者もございますし、協議会の中でも検討していきながら、近い将来に向

けての一つずつその受入体制を構築していきたいと考えているところでございます。

●議長（堀議員） ４番、音喜多議員。
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●音喜多議員 課長、長々と本当に。

アウトドアガイドは、これは北海道が１番最初に山岳の事故が多すぎて、死亡事故が

多く取り入れた。山岳だけではなくて、今言っているカヌーやら、馬術、あとはラフテ

ィングなんかはあとから出てきたものです。

私は１番先の山岳ガイドの資格取得にチャレンジして、専門と一般は受かっているの

ですが、実技で１回落ちて、２回目受けるときにお袋の介護ですっかりそれで流してし

まったのですが。過去にも北海道のレベル非常に高かったのです。そのときは。もうす

ごく高くて、もう目指す人方も、こんなレベルの高いものは駄目だといって、民間とい

うか、一般のほうに移ったのですけれども、再度また道が監視役やっていますけれども。

いずれにしても、そういう状況の中では、やはり体験型なんていうのは特に人の命を

預かる仕事ですから、これは容易な、安易な気持ちではできないということだけはしっ

かり肝に銘じて、その上で連携とって、今言われたように事故のない、そういうアウト

ドアを目指していただきたいなと思います。

この広域行政に関しては、前にも合併の、平成の合併、大きな声で各地で騒がれたと

きに私も提唱しております。あれからしばらく間が切れていますけれども、やはりこれ

からは、やはりそういうことを念頭に入れて行政に当たっていただきたいとお願いして

おきたいと思います。

次に移ります。

大変残念な話になりますけれども、北水研の庁舎の廃止の問題でございます。この問

題については、町長も過去にこの思い入れというか、そういう始まりのころは期待があっ

て、そしてこの約30年間厚岸町のために、この地域のために仕事をしていただいて、こ

の厚岸からなくなっていくというか、そういう状態について、町長なりの思いがあると

思うのです。その辺のところ、ちょっとお聞かせいただければ、あとは余り質問しなく

ても済むことかなと私は考えますが、何よりもこのことのもの入れというか思い入れは、

町長が私はあるやに思います。そういった約30年間の長い歴史の中での思いを一言お伺

いできればなと思います。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） 実は私も今、音喜多議員からお話しがありましたとおり、閉庁につ

いては残念だというよりも、厚岸になぜできたかということを思えば、大変この問題に

ついては絶対反対と言いたくなるほどの課題であります。と言いますのは、昭和56年、

当時、日裁協としてスタートを切ったわけであります。

当時は北海道では、厚岸町が最初だったのです。なぜ今最初であったかというと、や

はり厚岸町は、将来ともに、これから沿岸漁業でなければ厚岸の水産は守れない。その

ための研究施設として日裁協の役割極めて大きい。ぜひ厚岸町に誘致をいたしたいとい

う気持ちもあり、当時私は道会議員でありましたけれども、そういう願いが叶って、現

在の研究所があるわけでございます。

そういう経過を考えますと、本当に来年の３月いっぱいで閉鎖するということについ
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ては、私はいまだに反対であります。

お話しによりますと、１月にまだ腹を決めておらない私に対して、理事が来てお話し

をさせていただきたいという、日程を組んでもらいたいというお話しがあるようであり

ますけれども、私の考えは変わっておりません。

そういう意味において、特に現在、サンマもイカも、全ての魚種が大変であります。

これからの厚岸の生きる漁業振興はどういうものが必要かということを考えますと、や

はりこれからの厚岸は養殖事業で水産業の発展を期していかなければならない。そうい

う感じももっておりますので、この研究所の廃止については、私は残念というよりも絶

対反対という気持ちは変わっておりませんので、ここで答弁をさせていただきたいと思

います。

●議長（堀議員） ４番、音喜多議員。

●音喜多議員 町長が言われたとおり38年から始まった。私は39年にここの厚岸高校の漁

業科を卒業している。当時、先生方から厚岸町にこういう広大な構想をもって仕事を入っ

てくると。地元の道議会議員と、そう教えられて、ああすごいという感情は、今もう五

十何年過ぎても、今でもそのことを鮮明に覚えている状況であります。

しかし、現実はこうなった以上は、それはそれとして、やはり現実に対応していかな

ければならないのかなと私は考えます。そういった意味で、次の点にあった地元、例え

ばきのう、昨日新聞報道されました。

私も本当にこの道東の沿岸、これから沖合がこういう状態の中では、いろいろなこと

をやってみて、その中から光るものが出てくるのではないかと。特に期待していたのは、

紅ザケもさることながら、マツカワというカレイがもしかすれば昔のように増えてこな

いかと。そうすることによって漁民の皆さんも潤うというか、この地域がいろいろな観

光分野とかいろいろな面で使える課題だなとも思っていたのですけれども、いずれにし

てもその功績は非常に、日裁協をやってきたことは効果のあるものだなと思っておりま

す。

したがって、このまま閉めてしまうということはもったいない。地元の、この新聞に

よれば、組合長の意見も一部入っていますが、そういった関係者含めて、何らかやって

みるというか、協議をするだけ。現実に手をかけるかどうかは別にしても、そういう話

し合いだけでももてないのかなと思うのですが、その辺はいかがでしょうか。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） 今、新聞報道についてのご意見がありましたけれども、この問題に

ついては、町の課題ではありますけれども、やはり厚岸漁業者の大きな課題なのです。

そういう意味においての厚岸漁業協同組合の方々、特に組合長の談話の話出ておりまし

たけれども、今歩調をあわせながら、この問題に対応をいたしておるところでございま

して、ですから、いろいろとこの閉庁の問題につきましては、正式に決まったようなお

話しが出ているようでありますが、私といたしましては、先ほどの答弁のとおりであり
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ます。どうかその点、ご理解いただきたいと思います。

（「以上で終わります」の声あり）

●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。

先に質問通告書を提出していたとおりに質問をさせていただきます。

１、災害対策について。

（1）災害時における民間協定の強化をさらに図るべきではないのか伺います。

（2）公用車が一般車両と同様にガソリンスタンドで順番待ちをしなければならないこ

とには問題がある。燃料確保の課題は何か伺います。

（3）避難所になっている集会所・コミュニティセンターなどに発電機または携帯電話

の充電器・携帯照明などの設置はどのようになっているのか伺います。

２、地域おこし協力隊について。

（1）協力隊へ、まちからの協力について十分な体制であるのか伺います。

（2）協力隊の活動期間終了後の厚岸町に対するかかわりについてどの程度把握してい

るのか伺います。

以上です。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） １番、竹田議員のご質問にお答えいたします。

１点目の災害対策についてのうち、（1）の「災害時における民間協定の強化をさらに

図るべきではないのか」についてでありますが、災害時における民間協定につきまして

は、平成７年に発生した阪神・淡路大震災を機に注目されるようになり、被災した自治

体だけでは十分な災害対策が実施できない恐れがあることから、民間事業者と協定を交

わす自治体が増加をしてまいりました。

当町における民間事業者との協定につきましては、平成19年に協定を結んだのが最初

であり、現在まで17の民間企業・団体と食料品や飲料水、燃料等の物資の供給や、応急

復旧、輸送業務などの協定を結んでおります。

いずれも、そのときどきで必要と思われる内容について、民間事業者と協定を結んで

おりますが、昨年は北海道胆振東部地震により、北海道全域が停電となるブラックアウ

トが起き、想定をしていなかった災害も発生しております。

災害時における民間協定の具体的な内容は、多岐にわたることから、行政として対応

することが難しい部分をリストアップし、現在の協定内容の見直しや、新たな民間事業

者との協定も含め、強化に向けた対応を図ってまいります。

次に、（2）の「公用車が一般車両と同様にガソリンスタンドで順番待ちをしなければ
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ならないことには問題がある。燃料確保の課題は何か」についてでありますが、災害発

生時に、公用車に燃料の優先給油を行うため、平成25年に釧根地方石油業共同組合厚岸

支部との間で、災害時における石油類燃料の供給に関する協定を結んでおります。

現在まで、この協定に基づく公用車の優先給油を行った事例はありませんが、他の自

治体にあっては、昨年９月の北海道胆振東部地震に伴うブラックアウト発生時に、協定

を結んでいたにもかかわらず、公用車が一般車両と同様にガソリンスタンドの長蛇の列

に並ばざるを得ない状況があったとのことであります。

燃料確保の課題として考えられることは、災害発生時には、公用車等への優先給与が

される旨を、町民の皆さんに周知徹底する必要があること、また優先給油を受ける公用

車が一目で分かる工夫をする必要があることなどが挙げられます。

次に、（3）の「避難所になっている集会所・コミュニティセンターなどに発電機また

は携帯電話充電器・携帯照明などの設置はどのようになっているか」についてでありま

すが、指定避難所になっている38箇所の集会所やコミュニティセンター等の町有施設に

おいて、発電機につきましては18施設、携帯照明につきましては11施設に設置しており

ますが、携帯電話受電機につきましては設置しておりません。

なお、同様の災害備蓄品につきましては、湖南地区は森林センターに、湖北地区は厚

岸味覚ターミナル・コンキリエと厚岸消防署に集中配置しており、３施設で発電機10台、

携帯電話充電器20台、携帯照明35台を保有し、状況に応じて各指定避難所に配備するこ

ととしております。

次に２点目の地域おこし協力隊についてのうち、（1）の「協力隊へ、町からの協力に

ついて十分な体制であるのか」についてでありますが、協力隊への支援につきましては

「厚岸町地域おこし協力隊活動費補助金交付規則」に基づき、活動を行うために使用す

る車両に要する経費、活動に係る作業道具などを補助対象としております。また、活動

期間中における住居については、町が準備した住宅のほか、生活に必要な冷蔵庫や洗濯

機などの家電製品及びパソコンやデジタルカメラなど活動に必要な備品について無償で

貸与しているところであります。

また、活動拠点となる町の機関や団体等において必要となる技術の取得支援のほか、

資格取得に向けた道内外への研修や視察に係る旅費についても支援を行っております。

そのほか、担当課と活動拠点となる町の機関や団体等が出席して毎月行われる協力隊

の活動報告会や、日ごろの活動に対する要望や意見、不安に思うことなどについての意

見交換を実施し、活動期間を終えた後も引き続き就業し厚岸に定住できるよう、できる

限りのサポートをしているところであります。

次に、（2）の「協力隊の活動終了後の厚岸町に対するかかわりについて、どの程度把

握しているのか」についてでありますが、毎月実施している活動報告会など、普段から

協力隊とのコミュニケーションを心がけているところであります。

また、年に一度、私と面談を行い、本人から活動報告を受けるとともに、協力隊活動

の継続意志を確認し、年度初めに委嘱の継続を行ってきております。

このたび、先月末で初めて３年の任期を終えた隊員がおります。残念ながら活動拠点

での就業とはなりませんでしたが、町内に就業し、引き続き厚岸町に在住していただけ

ると聞いておるところでございます。
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以上でございます

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 災害のほうで、指定避難所になっている集会所または避難所について、十分

な発電機等が、ここの答弁では十分な設置はしていないものと認識されるわけです。ま

た、携帯電話の充電器があったとしても、充電器を使う電力がなければ充電器が幾らあっ

てもできないわけですよね。

発電機を置くということは大変、今ガスでの発電機だとガソリン、軽油の発電機もあ

りますけれども、１番簡単で安いもの、手回しの充電器。これはお金がかからない。そ

れから、いつでもどこでも使えるという。それから、ソーラー発電による充電器等もあ

ります。この燃料がなければ使えない充電の発電機というのは、なるべく考えないよう

にして、手回しや太陽光などとの、そういった例えば小さい風力を避難場所や集会所に

取り付けをしていくという考えのほうが、私は適切かと思うのですけれども、その辺は

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） １回目の答弁で町長が申したとおり、全ての集会所、あと

コミュニティセンター等に発電機やそういうものの配備がなされていないというような

状況にあります。必要数が確保できていないというのは、議員おっしゃるとおりだと思っ

ております。

その中でも特に昨年のブラックアウトにおける携帯電話の充電、これにつきましては、

当町の場合、避難所を特に開設してはいなかったのですけれども、庁舎前におきまして

発電機を設置し、そしてできる限りのコンセントを確保して防災無線で呼びかけたとこ

ろ、防災無線が鳴り終わる前に町民の方々がかけつけて携帯電話の充電に大勢の方が来

られたと。そこで町としては、夜間も庁舎の中に電源を引き込んで、携帯電話の充電コー

ナーを設けたというようなことを行いました。

やはり近年、いろいろな情報を得るには、やはり携帯電話というものがとても有効で

あろうと。特に停電時、テレビも映らなくなると、人との連絡につきましても携帯電話

を使ったものが優先的になるのかなと考えております。

現在、各施設には携帯電話の充電器ありませんけれども、答弁で述べたとおり、集中

配備という形では、これは電池式、乾電池です、というようなもので充電ができるとい

う充電器を用意しております。

ただし、これでも私ども不足と捉えておりますので、計画といたしましては、実は年

度内にさらにこの携帯電話用の充電器を増設しまして、各避難場所のほうに配備できる

ようにというような準備を進めておったところでもあります。

また、それだけではやはり足りないと思っておりますので、議員もおっしゃった、例

えば太陽光パネル、実は各避難場所、避難所です、だとかにおきましては、照明がつい

ております。建物の入口のところにブルーの構成の太陽光パネルがついて、夜間は非常
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の照明をつけるというものがあるのですけれども、そこにはバッテリーを抱いておりま

す。この蓄電池を使って有事の際にはそこから電力が供給できるのではないのか、とい

うようなことを今考えておりまして、施工業者と確認をとったところ、そんなに大きな

改修をしなくても、その蓄電池のほうから、例えば携帯電話充電用の電力を供給するこ

とが可能だというような判断をいただいておりますので、こちらのほうも使えるような

体制をとって、議員おっしゃるとおり燃料を使う発電機であれば、いざというときに燃

料がなくなるだとか、そういうことも想定されますので、そのような発電設備も考えな

がら、これから対応し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 発電するのには、やはり乾電池だとか、そういうのもあると思うのですけれ

ども、やはり長時間になったときに、例えば３日、４日はいいのですけれども、長時間

の避難場所とか、そういうふうになったときに、やはり風力発電、太陽光発電を利用す

るという方向性にもっていったほうがいいのではないかという、そういう考えがあると

いうことなので、ぜひ避難場所、またこの庁舎もそうだと思うのです。

消防のほうには風力発電、太陽光、設置というのは僕はないように思うのです。コン

キリエのほうには太陽光はついていますけれども、コンキリエのほうにも避難場所とい

うか避難時の災害のときには、そこで集約される形になると思うのですけれども、そう

いったときにも燃料の確保をしなくてもいいような形で、大型の電気を発電するとなれ

ば発電機は当然必要だと思うのですけれども、本当に町民の皆さんが大勢かけつけたと

きに、やはりいろいろ使えるようにするためには、そういった風力、太陽光の発電がで

きるようなものを、今後設置していくような流れをつくっていただきたいと思います。

ぜひ、その方向性に向かっていってくれればと思いますけれども、もう一度お願いし

ます。

●議長（堀議員） 危機対策室長。

●危機対策室長（田﨑室長） 避難所におきましても、例えば指定緊急避難所につきまし

ては、一時的に避難をする場所と捉らまえております。その後、大規模な災害でありま

すと避難が伸びてくると。そうすると、二次避難、三時避難というような形で避難所の

形態が、居住する空間というものが、それぞれ異なってくるであろうと私どもも思って

おります。

その中でやはり、長期にわたって避難をしなければならない建物につきましては、現

在のところすぐ整備できるものとすれば、もちろん発電機というようなことになろうか

なと思います。もちろん、これにつきましては、それら対応できるような発電設備を、

発電機を設けておりますし、また消防庁舎につきましては大型の非常発電という発電機

も設けております。

ただし、これにつきましても、ある限られたもちろん燃料というような備蓄にしかなっ

ておりませんので、これら燃料の供給が遮断されたときには、やはり電力をまかなう術
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がないということにもなろうかなと思っております。

コンキリエに設置してある太陽光発電、施設の中に蓄電池を設けておりまして、こう

いうものはやはり有効だなと私も思っております。今すぐに、例えば太陽光パネルだと

か、そのようなものというのが、かなりの費用もかかる関係がありますので、設置でき

るかどうかというのはあるのですけれども、その風力、簡易的な風力だとか太陽光を用

いた、すなわち燃料を使わない発電の仕組みというのは、災害時には有効であろうとい

うふうに思っておりますので、これから研究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 民間協定の強化と申しつつの部分で、電力の確認、もう一つ燃料の確保とい

うことで、釧路市がまとめた全域停電発生時の主な課題と対策というのが新聞に出てい

ました。この中で燃料確保について、公用車も一般車両も同様にガソリンスタンドで順

番待ちをしなければならなかったというのが大きな課題に残ったと。それに対して、今

後の対策としてどうしたらいいか。事業者組合と協議し、ステッカーを貼った公用車や

避難所で使う発電機への優先給油の合意を得たと。この地震の後。このような協定を早

くやっていただければと思います。

そしてもう一つ大事なのは、住民も大事だし、公用車も大事かもしれない、しかしそ

ういった優先順位をつくることによって、町民側がやはり災害時のときですから、ぐた

ぐた文句を言うことが、争いごとも起こるかもしれません。

そういった中で、今から協定を結ぶ、結んだ後には、例えば町報またＩＰのほうの告

知のほうで、災害時においては町民の皆さんと同様に行いたのだけれども、どうしても

優先順位というのがあると。そこで、どうしても理解していただいて、優先に公用車に、

発電機等に使えます、公用車に油が、ガソリン、軽油がなければ現地にも行けないといっ

た早期な活動をしなければならないということを理解してもらうために、前もって町民

に知らせる方法と。この２点をお願いしたいと思いますけれども、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） 公用車の優先供給等の関係ですけれども、やはり私も釧路

市の課題を確認しております。同じ状況では十勝振興局管内でも同様の問題が発生して、

事業者との新たな協議を行ったというようなことも存じ上げております。

間違いなく当町においても、実際にそのような事例が起こるのではないのかというこ

とも考えられます。これにつきましては、石油業協同組合のほうと改めてこういう状況

のときには、こういう対応をお互いとろうというような、改めた確認作業がやはり必要

になってくるであろうと思っております。

それを得た上で、議員おっしゃるような、例えば広報誌での町民に対する周知、また

は各、例えばガソリンスタンド、こちらを利用している方々にも分かるような形で、例

えばスタンドの事務所の中に、ここは町と災害協定を結んでいるスタンドであると、そ

のため災害時においては優先的に、例えば緊急車両等に対する給油を行うといったよう
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な、そういう旨の、例えば周知、こういうものもできるであれば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 ぜひお願いしたいと思います。

それと、答弁の中にあった17の企業、それから団体との協定を結んでいるということ

なのですけれども、我々の議会のほうといいますか、議員の皆様のほうに一度もリスト

的なものと、それからどんな企業と、そしてどんな内容で協定を結んでいるのか。内容、

項目、相手先が全く私たちも分かってはいないわけです。

今後、今申し上げたお願いをした災害時の部分の協定も、これからでき上がってくる

と思います。その上で、ぜひ議会側のほうにも提出を願えればとお願いをしたいのです

けれども、いかがでしょうか。

●議長（堀議員） 危機対策室長。

●危機対策室長（田﨑室長） 民間事業者との協定の一覧並びに他の自治体とも協定を結

んでいるのがありますので、これらはきれいな一覧にして、できる限り早いうちに議員

各位のほうにお配りしたいと思います。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 次に、地域おこし協力隊についてです。町報に地域おこし協力隊が３年のと

きを経てという内容で町報に出ていました。

町民の皆さんから地域おこし協力隊が団体とかコンキリエだとか、一応、キノコです

か、いろいろ配属されているのですけれども、協力隊のほうから町民と接している中で、

どうもその不満を述べている部分があると。その結果、どういう内容か分からないけれ

ども、コンキリエに就職をした。しかし、途中で退任されたという言い方のほうが適切

なのかどうなのか分かりませんけれども、３年のときを経たずに、途中でいなくなって

しまったという事例も確かにある。

それから、町報には載っていなかったけれども、答弁のほうでは残念ながらその場所

に就職をするということがしていただけなかったということ。この部分については、何

でその町報に、今言われた答弁の内容も書き込まなかったのかということも、町民の皆

さんから事実と違うのではないかという声もあります。

本人たちにとっては、３年を経た後に、この厚岸町に居住をするという、当初は覚悟

で当然来ているわけですよね。その土地柄も人も知らないところに来て、本人たちは一

生懸命頑張ろうとしてきているわけですよね。

答弁の中にも、さまざまな本人たちのいろいろな対応していただいている部分につい

ても、答弁の中にもあるわけなのですが。現実的に本当に満足して、100％とは言わない

けれども、本当に満足しているのかどうか。本人が。そのことを私は協力隊、まちから
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の協力について十分な体制であるのかどうなのかということを聞いているのです。

本当にこれもやっている、あれもやっていると書いてありますけれども、本当に十分

な、その人たちにとって寄り添い方というのですか、親身になったり、真剣に対応して

いるつもりなのかどうなのか。

それが結局、満足ではない協力隊の話が出てくる。それは一体どういうことなのだろ

うかなというのは、どういうふうに捉えているのかなと思うのですけれども、その辺を

ちょっとお伺いしたいと思います。

●議長（堀議員） 総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） お答えいたします。

まず、地域おこし協力隊のそういった不安だとか、そういった要望だとか、これは常

日ごろから月１回の活動公開、来れも実施させていただきまして、いろいろな報告の活

動、そして不安等、いろいろな要望等も聞いております。

それ以外にも、いろいろな要望、特にこちらの最初の答弁書にも書かせていただいて

おります活動に関する、例えば道具とか、これが本当に活動の道具として対象になるか

どうかという部分だとか、あとはそれぞれの必要となる技術の取得支援だとか、資格の

こういったところを生かしてもらえるのかどうかという部分も日ごろ隊員からもいただ

いております。

そういった中で、３年、初めて一人の隊員が、今回初めて３年終わりまして、活動終

了いたしました。誠に残念ではありますが、この活動拠点であるところに就業はしてお

りませんが、町内に在住していただけるということで答弁書にも書かせていただきまし

た。

それで、初めて一人の隊員が終えたというところでの、ちょっと問題点というのが出

てきまして、そういった中では、やはりまず答弁書で書かせてもらっております、最初

地域おこし協力隊として就業に初めて着業したわけですが、町で住宅のほうをまず貸与

していると、無償貸与している。それと家電等も用意をしていると。そういうなった場

合に、やはり就業したあとは、これ全部町で用意したものでありますので、やはりそう

なりますと家を、住居を出て行かなければならない、そういった点では、私どもも担当

者含めて、やはり厚岸町の住宅事情というのは、こういう部分がありますので、やはり

アパートもしくは一軒家というところを、私たちもそこは拠点施設を含めて、真剣に場

所探しをさせていただいておりました。

そういった中でもこういうような必要な、本来であればこういう備品だとかも、本当

は隊員のほうからも、こちらのほうも、引き続き貸与していただけないのかという部分

でも要望はありましたが、これはやはり町のもので用意した町の財産でありますので、

そちらのほうはお貸しすることができませんが、そういったところがちょっと隊員から

も要望があったというところであります。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。
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●竹田議員 今の答弁、本当の一部だと思うのです。もっともっとたくさんあるのだろう

とは思うのですけれども、そこを掘り越してもしょうがないので、協力隊の、まず年に

一度の町長との面談、これも本当にやっていただいているだけありがたいなと思ってい

るのです。全く町長とも会ったこともない、話したこともない、自分の意見も言えるよ

うな場所もないということではなくて、町長に対してもものを言えるような場所をつくっ

ていただいているということは、大変協力隊にとってもいいことだなと思うのです。

ただ、やはり町長に全ていいことも悪いことも全部町長に言えるのかといったら、な

かなか言えない部分もあると思うのです。そういったなかなか言えない部分を、誰がこ

う聞いてあげられるのかといったら、やはり担当のほうの課の人間がやるべきことなの

だろうと思うのです。

いくら住民に愚痴こぼしたところで、何も前に進むわけがないのですから、やはり担

当の課のほうで、いろいろな問題点を集約して、今後そのようなことがないことにして

いかなければならないのではないかと思うのです。まだまだ協力隊もいるわけですから。

私はこの議場で一度申し上げたことは、キノコのほうに協力隊をぜひ送っていただき

たいという要請をして、そしてキノコの協力隊になって、今は３名もキノコの従事者と

して配備をさせていただいたことに対しては、ものすごい感謝をしております。

上尾幌の住民も、若い者が今３人も今いるので、まちがすごく明るくなったとか、自

治会のいろいろな祭りの行事だとかにも参加してくれて、まちがすごく楽しくなった。

また、老人に対しての朝のマラソンとか、それから行事とかに参加しても、非常に明る

くていい子たちばかりだと聞いております。

そうした中で、このキノコは３年後にキノコに関することで就業しなければならない。

こういったときに、本人たちがどの程度調べて、また総務省のホームページを一覧、ど

の程度してきたのかは私は分かりませんけれども、この人たちが就業すると、キノコを

開業というのですか、それをするときにほかの協力隊とはちょっと違う形で、ものすご

い今課長が言った家電がどうのこうのというよりも、もっとお金のかかることが必要に

なってくるわけですよね。

ところが、この一般の銀行は、１年以上の企業を立ち上げた後に黒字の決算をもって

いって借入をするということでないと、最低限そこだけはクリアしなくてはならない。

ところが開業していないから、事業の経費に係る部分というのは借入はできないわけで

す。運転資金も設備資金も。

こういった部分について、キノコの就業に関しての人たちには、やはりまちとしての

補助なのか何なのか、その辺の言葉は私は分かりませんけれども、そういった部分をぜ

ひ補助してあげれるような、そういう設備資金等を貸付られるような、そういったこと

を準備してほしいというお願いは前にもしてきました。

今現在、どのようなことが、そういう補助に対する、彼らに応援をしてあげれるよう

な、どういった体制を考えてきたのか。今まで。結果として、何も進んでいないのか。

それとも、こういう部分で町は今してあげようと思っている。もう少し時間をくれれば、

このようなことができるのですといった、そういった面をぜひ聞きたいのですけれども。

●議長（堀議員） 水産農政課長。
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●水産農政課長（川越課長） キノコに関する地域おこし協力隊への支援ということでご

ざいます。

ご質問の内容からいきまして、まず３名の隊員が現在おります。１名につきましては、

本年隊員となったばかりでございますので、これからの３年間の勉強の中で方向性が固

まっていくと考えておりますが、２名につきましては、既に将来に向けて、もう具体な

対策を検討されておりまして、１名につきましては、例えばハウスの資材を中古で購入

を済ませたとか。あと施設の建物についても購入が終わったと伺っております。もう１

名につきましては、これは確定ではないと思いますけれども、居抜きという形で地域の

中で、その活用、共同なり、活用できるものを現在模索を進めていると伺っております。

とはいえ、着業に当たっては資金が必要であるというのは当然のことでありまして、

私ども、活動拠点であるキノコ菌床センターにおいては、先立っても、実は隊員３名と

それぞれの活動で調べられた内容をもとに、私たちが考えている内容も含めて、それぞ

れの意見交換をしながら、どういう形の支援が求められていて、私どもがどうような形

を用意するべきかというところを、最近ばかりではなく、常にそういうのを行ってきた

ところであります。

具体的な今の検討の段階でございますけれども、まだ検討については引き続きずっと

進めておりまして、ちょっと確定ではありませんけれども、例えば着業時に必要な菌床

代金というものが発生しますので、これを補えるような形で対応できないかというもの

を検討しているところでございます。

あと、資金の関係につきましては、北海道の融資ですとか、そういうものと国の施策、

これらを隊員とともに、こういうものがあるよねということをお話ししながら、今後、

年度内にも方向性を固めて支援策を確定していきたいと考え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 町の施策の中で、設備資金、それから運転資金という貸付をしていますけれ

ども、これらについては、まだ本人たちは事業をやっていないわけなのですが、そちら

のほうの支援というのはできるのかできないのか。今の貸付する場合の条例においては

全くそこにできない条例になっているのかどうなのか。そこら辺はどうなのでしょうか。

●議長（堀議員） 休憩します。

午前11時27分休憩

午前11時29分再開

●議長（堀議員） 再開します。

観光商工課長。
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●観光商工課長（尾張課長） お時間をいただいて申しわけございません。

町で、我々が所管しております中では、厚岸町中小企業融資規則があります。この中

では、資格としまして、第３条で定めておりますけれども、貸付金の貸付を受けること

ができる者の資格は次の条件を備えているものでなければならないということで、１と

して中小企業基本法による中小企業者及び中小企業等の協同組合法による協同組合と

いった中身になっておりまして、２号におきましては、町内に独立した事業所または店

舗を有して同一事業を引き続き１年以上営む者という状況にあります。

そういった中から言いますと、現在のこの規則の中では適用ができない状況にはなっ

ております。

●議長（堀議員） 水産農政課長。

●水産農政課長（川越課長） 私のほうからは、キノコの着業に向けて、私ども調べた内

容についてお答えいたします。

北海道の林業改善資金につきましては、新規の着業に当たっても活用ができると伺っ

ております。また、政策金融公庫につきましても、個別に新規の、私どもの協力隊のこ

とも含めて、資金を借りることができるかという確認をしたときに、活用ができると伺っ

ております。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 当初のキノコに地域おこし協力隊を迎え入れた、その時点では、こういった

町として準備を全くしていなかったのは事実ですよね。貸付がこういうのがあるという

のは、後に調べて分かったことですよね。それも地域おこし協力隊からどういうふうに

なっているのという尋ねがあって、そういうのがあるというふうに。

問題は、総務省が１番悪いのだと協力隊が言っているのです。地域おこし協力隊とい

う名前をつけて、地域に行って活動をして、そして最終的にそこに就職をして、そこに

居住をするということばかりが優先していて、地域おこし協力隊が行った３年後に対し

て、総務省が町に対して、自治体に対して、こういう支援をしてくださいと、そのバッ

クアップについては、こういうことしますよというのがなかったのです。実は。だから

こういう問題が起きてくる。これは町の責任ではないのです。

だから、僕が今活動して言っているのは、全国の地域おこし協力隊に総務省に団体つ

くって出してくれと。我々は都会から地方にと言われて来たと。結果として。例えば浜

中町から厚岸に地域おこし協力隊で来るというのは、これは受け入れられないわけです

よね。基本として。絶対100％駄目ではないけれども。それで、地域おこし協力隊、全国

に何千人も配備しています。その人たちと連携をとって、ＳＮＳで連携とって、総務省

に掛け合ってくれと、これが１番いいよねという話は、僕は今しています。

それも大事かもしれないけれども、彼らはやはりこの自治体に来て、やはり単独で来

て、一人、二人なのです。みんなが仲よくやって、この厚岸町に今３、４、５、６名く

らいいるのですか。この人たちが集まって何かしようって言ったって、これはなかなか
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できない話ですよね。ですから、今は個人のいろいろな悩み、いろいろなことをこうし

てほしい、ああしてほしいということをやっていただきたい。

そして、林業政策についてと、それから政策金融公庫のほう、これは貸し出しすると

いうことは確かにありますよと、貸し出ししてもいいですよと。だけど年収だとかいろ

いろなことがクリアできなかったら借りられないわけですよね。そういったことも、や

はりそのところまで、自分で行ってこいと、こういうのがあるから、貸し出しできるか

ら、行って相談してみればっていうことではなくて、やはりソフト面についてもきちん

とした応援をしていただきたいと思うのです。どうでしょうか。

●議長（堀議員） 水産農政課長。

●水産農政課長（川越課長） 議員のおっしゃるとおりでございます。

私どもも、先ほども申し上げましたが、隊員個々とそれぞれの財産も含めて、いろい

ろすりあわせをしながら、引き続き、そういうソフト面でも寄り添った形で一緒に考え

てまいり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 質問の趣旨からちょっとずれるかもしれないけれども、議長お許しください。

町の企業に対しての貸し出し、運転資金と設備資金等についての。これらについても、

今後やはり、１年以上の経過がなければ貸し出しはしないと、もし条例があるとすれば、

そこはやはり厚岸町に住んでいる条件であり、企業であり、納税がきちんと済まされて

いるとかいろいろな条件があるのですけれども、そこは今後やはり、地域おこし協力隊

が厚岸町に住みたいと来たときには、何とかその条例の改正をして、新規の事業を立ち

上げるときも貸し出しができるような方法を検討してもらいたいと思います。町長いか

がでしょうか。

●議長（堀議員） 観光商工課長。

●観光商工課長（尾張課長） 先ほど規則の状況でお話をさせていただきました。現状の

中では中小企業融資、さらには小規模商工業者設備近代化資金等の制度を保有しており

ますけれども、地域おこし協力隊のみならず、やはり町内の商工業を営む中では、大変

今厳しい情勢になっている状況にあります。

こういった中での融資制度が現状のままでよいのか。さらには近隣町村等の事例等も

調べながら、厚岸にあった中での制度構築を再度していかなければならないと思ってお

りますし、それらについて研究をしていきたいということで、ご答弁にかえさせていた

だきます。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。
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●竹田議員 その件について研究とか検討するというのはいいのですけれども、どの程度

の期間が必要になりますか。

●議長（堀議員） 観光商工課長。

●観光商工課長（尾張課長） 現状の中での制度はあるわけですけれども、これらの中で

対応基準等を含めた中で考えていく上では、やはり町のみならず商工会を含めた中での

種々関係団体との協議を進めさせていただきながら、いろいろご意見をいただいた中で

進めなくてはいけないと考えております。

そういった面では、喫緊にやっていかなければいけない事業かと思いますが、それな

りの時間を要さなければいけないと考えておりますので、ちょっと今、年度内とか、き

りのいいような形で申し上げられればよろしいのでしょうけれども、予算を含めた中で

いろいろとご意見をいただくとなれば、一定の時間がかかるなと。今、スケジューリン

グは頭の中でもできていない状況にございますので、ご提言いただいたことについては

具現ができるような形で整備を図っていきたいと。研究しながら整理を図っていきたい

と考えております。

●議長（堀議員） よろしいですか。

（「はい」の声あり）

●議長（堀議員） 以上で、竹田議員の一般質問を終わります。

次に、３番、室﨑委員の一般質問を行います。

３番、室﨑議員。

●室﨑議員 先に提出いたしました一般質問通告書に従いまして、ご質問申し上げます。

高齢者福祉についてであります。今後その数が増大すると言われている認知症高齢者

に対して、厚岸町では現在どのような施策が展開されているか。

その次に、認知症高齢者に対して、今後どのような施策が必要と考えているか。

以上、よろしくお願いいたします。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） ３番、室﨑議員のご質問にお答えをいたします。

高齢者福祉についてのうち、（1）の「今後その数が増大すると言われている認知症高

齢者に関して、厚岸町では現在どのような施策を展開されているか」についてでありま

すが、国は、令和元年６月18日に認知症施策推進大綱を決定し、認知症施策の総合的な

推進を図ることとしておりますが、その中で、平成30年には認知症の人の数は500万人を

超え、65歳以上高齢者の約７人に１人が認知症と見込まれ、多くの人にとって身近なも

のとなっているとしております。
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当町においても、認知症高齢者の数を正確には把握しておりませんが、各種のデータ

から、増加傾向であることは認識しているところであります。

認知症施策については、当町では、平成30年度から令和２年度までの３カ年を計画期

間とする「第７期厚岸町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」に基づき、認知症高

齢者への支援体制の推進を図っているところであります。

この計画では、国が平成27年に策定した「認知症施策推進総合戦略」いわゆる新オレ

ンジプランに掲げられている七つの柱に沿って展開を図るものとしており、具体的なも

のとして、一つ目は「認知症初期集中支援チーム」の設置であります。

この支援チームには、認知症サポート医として医師を含め専門職が一つのチームとな

り、認知症の疑いのある高齢者の早期診断、早期対応に向けた支援の体制を整えたとこ

ろであります。

二つ目は、地域包括支援センターへの「認知症地域支援推進員」の配置であります。

この推進員に保健師等を充て、釧路市にある認知症疾患医療センターなどの医療機関

や関係機関と連携し、認知症の高齢者やその家族に対しての支援のほか、認知症に関す

る事業の企画調整を行っております。

三つ目は、「認知症への理解を深めるための普及啓発の推進」であります。

平成21年度から事業を開始した、認知症の理解を深め、認知症高齢者やその家族を見

守るサポーターを養成する「認知症サポーター養成事業」では、当初の目標の町民サポー

ター数1,000人を達成し、昨年からは教育委員会と連携し、「認知症キッズサポーター学

習会」を開催し、子どものときから認知症への理解を深める取り組みを進めております。

四つ目は、「認知症高齢者にやさしい地域づくり」であります。

平成28年から、成年後見制度の相談・対応及び後見人等の育成を一体的に実施する「成

年後見制度推進事業」を厚岸町社会福祉協議会と連携して展開しており、年々制度の周

知が進み成年後見制度の利用がふえ、認知症高齢者の権利利益の擁護につながっており

ます。

このほか、認知症高齢者の介護者同士の交流や学習会を行っている「認知症家族介護

者の会」、認知症高齢者が行方不明時に厚岸警察署のほか関係機関及び民間事業者の協力

を得て捜索するＳＯＳネットワークの構築、地域で見守る取り組みとして、民間事業者

との見守り協定の締結など、地域包括支援センターが中心となり、認知症施策の推進を

図っております。

次に、（2）の「認知症高齢者に関して、今後どのような施策が必要と考えているか」

についてでありますが、認知症は誰もがなりうるものであり、認知症になっても住み慣

れた厚岸町で尊厳が守られ、自分らしく暮らし続けることができるよう、さらに認知症

施策の充実を図る必要があります。

また、現在行っている施策についても、これでよいというものはなく、まだ体制を整

備しただけのものもあり、より充実したものとなるよう、一つ一つ積み上げていく必要

があります。

特に人口減少に伴い、地域の担い手、介護の担い手がさらに不足してくることが見込

まれている中で、介護予防や地域支え合いの取り組みがより重要な課題となっているこ

とから、厚岸町社会福祉協議会や関係機関と連携し、現在行っている介護予防事業や生
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活支援体制整備事業等の取り組みをさらに推進してまいりたいと考えております。

以上でございます。

●議長（堀議員） 室﨑議員の再質問以降は、昼食休憩後といたします。再開を午後１時

といたします。

午前11時46分休憩

午後１時00分再開

●議長（堀議員） 本会議を再開いたします。

３番、室﨑議員。

●室﨑議員 午前中に答弁をいただきました。大変簡潔で要を得た答弁で痛み入ります。

その上で二、三お聞きいたします。

まず、認知症というものなのですが、かつては老人性痴呆とか、ぼけ老人とかいう言

葉で表されました。しかし、こういう言葉には侮蔑的な意味があるということで、用語

を変えようということになって認知症という言葉が全てのところで使われている。

かつて「恍惚な人」なんていう小説もありましたけれども、昔はいわゆる認知症にな

ると何も分からなくなってしまうとうことを前提にして理解がされていたようですが、

今日研究が進んでくると、本人は自分の行動や感覚やそういうものが狂ってきて、営々

と築いてきた対人関係や、あるいは自分の尊厳や周りの人の尊敬がどんどん崩れていく、

そのことの不安感といら立ちと悲しみと、そういうもので満たされているのだというこ

とが分かってきました。

国もそういう近年の認識、研究を基礎にしてオレンジプラン、新オレンジプランとい

うのを打ち出していると思われます。今回の答弁に出てくる厚岸町の施策も、その新オ

レンジプランを基礎にして、いろいろな項目が出ているのであろうと思われます。

それで、まずそういう状態で専門家は随分と認知症に対する認識を新たにしているの

ですが、一般の、これ全国そうですが、住民は旧態依然たる認識から動かない。要する

に、ぼけて何も分からなくなった年寄りが、その当たりをふらふら歩いているのだとい

うようなレベルでしか捉えきっていない。

そのために、まず認知症に対する住民の理解をきちんとしてもらおうということで啓

発活動が始まりました。いわゆるキャラバン・メイト認知症サポーターというのがこれ

で、厚岸町も今それを進めていて、1,000人程度の認知症サポーターができている。要す

るに講習というか、お話しを聞くというか、それを受けた人の数が1,000人という意味で

すよね。それで間違いないですね。

その上でお聞きするのですが、1,000人ということは10人に１人ですから、私も周りで

もって、そうそうあの講習受けたよという人には出会います。ただし、どんな内容で、

どんな話をして、どういうふうに今後進めたらいいかというような具体的な内容を聞き

ますと、ほとんど覚えている人はいない。そういえば何かそういう話があったのだけれ
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ども、具体的にはもう覚えていない、なんせ去年のことだから、そうそうあの何だかオ

レンジ色の腕輪１本もらったよと。それで終わりなのですよね。

こういうことに関して、このあれでしょうか、厚岸町高齢者保健福祉計画を見ても、

その受講者を、すなわちサポーターを何人にもっていくということは書いてあるのだけ

れども、その後というのはどう考えているのでしょうか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） サポーター養成というのは、おっしゃるとおり1,000人を目

標に掲げて実施をしてまいりまして、そして何とか今年1,000人という数字は達成をしま

したけれども、認識的には、おっしゃられるとおりの部分がありますので、おさらい講

座ということで、また改めておさらいをするというような取り組みを少しずつ今やって

きている状況でございます。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室﨑議員 進めていただきたい。

その上でちょっとお聞きするのですが、キャラバン・メイトというのが先生ですよね。

これが13人なのですね。それで、そのサポーターに対する講習会が10件なのですね。年

に。そうすると、これ一つのことを行うときに、先生が３人も５人も必要なわけないで

すね。大体１人一つですよね。そうすると、13人いて10回しかできないということは３

人は１年間何もやっていないのかと。こういうふうに思われるのですが。これ、キャラ

バン・メイトという人たちは、そんなに何もやっていないのですか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） キャラバン・メイト、13人おりましたけれども、今現在は12

人でございます。そして、それぞれ社会福祉協議会に２人、それから田中医院に２人、

それと町の保健福祉課のほうに６人、それと個人でお二人という形で、所属をしている

ところがありますので、そういったその所属でそういう講座だとかということに対応を

しているということが。ですので一人で対応しているというわけでは、場合もあると思

いますけれども、そうではない場合もあります。ただ、実際には１年間で１回もやって

いないという方も中にはいらっしゃいます。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室﨑議員 啓発活動なのですよ。名前なんかどうでもいいのです。みんなが認知症とい

うものを、まち中の人が認識してもらうようなことをやればいいのです。だけど、どう

も形のほうが先にできて中身が伴っていないのではないか。そういう感じがしますので、

この辺りももう少しきちんと検証して、実効性のあるものをやってもらいたい。
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それから、おさらい講座というのをやるのだというの大変結構です。要するに、この

認知症サポーターとして、今は何か教育委員会のほうが動き出して、子どもたちにもやっ

ているようですが、そういうものを含めて、こういう講座を受けた後の、その受けた人

たちの中から何か流れが出てくるような、そういう仕掛けも考えていただきたいわけで

す。

時間がないので次にいきますが、認知症というのはある程度予防ができると言われて

いますね。100％予防のできる方法というのはもちろん見つかっていないのですけれども。

先進地と言われるようなところでは、いろいろな形で、例えば自治体単位だとか、いろ

いろな形で地域に入って、予防教室というのをやっているのです。

こういうようなものに関しては、結局生活習慣そのものの改善なのですけれども、こ

ういう認知症予防の観点だけではないのだけれども、そういうものというのは厚岸町で

は、どんなことが行われているのでしょうか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 予防が大事というのは本当にそのとおりでございまして、

予防の取り組み、介護予防の取り組みが大きな、本当に大きな課題だと思っています。

その取り組みが、今厚岸町の取り組みの中で弱いと考えている状況です。

実際に社会福祉協議会、それから田中医院に委託をして、予防の授業もやっておりま

すし、ただそれも年々減っているような状況があります。それと自治会、それから老人

クラブ等との話の中で、そういったところに出向いて実施もしておりますけれども、そ

れもなかなか増えていかないというような状況で、大きな課題だと認識をしております。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室﨑議員 これについても、大きな課題だというのは分かっているようで終わらないで、

具体的に何をやるかというものが出せるようにしていただきたい。

その上でまたお聞きしますが、これは厚岸町の計画でも明記されておりますし、もち

ろん国のオレンジプランでも明記されているのですが、認知症お役立ち情報ガイド、認

知症ケアパスと言われるものです。これは隣の釧路市なんかも立派なものつくっていま

すが。要するに、この１冊があれば、この認知症に関することが全部分かると。厚岸町

における資源も、それから認知症って何なのか、それからちょっと家族に疑いが出たと

きどうするのか、そういうことが全部記載されているものですよね。厚岸町では、これ

はつくってあるのですか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） ケアパスについては、釧路市等でも実施をされている内容

について、うちのほうでも取り寄せて、それを実施をする方向で話をしておりますけれ

ども、最終的にその関係者が集まった会議等で提示なんかもしておりますけれども、ま
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だ実際のものはできておりません。もう少し調整が必要な状況で、年度内には何とか整

備をしたいと考えております。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室﨑議員 年度内にでき上がるということですね。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 年度内につくりたいということで、今作業を進めておりま

す。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室﨑議員 啓発活動と予防というのは表裏一体のようなものでして、ちょっと予防にも

入るのですが、認知症の予防という点で一番有効なものは、生き生きとした人生を送っ

てもらうということですよね。したがって、生活習慣病の予防などというものと重なる

部分はすごく多いのですよね。

認知症といってもいろいろな種類があるらしいです。原因もいろいろあるらしいので

す。しかもそれが複合している場合もある。ですから、こういう形の生活をしていれば

絶対なりませんというものはないのです。今のところ。まだまだ研究していかないと完

全な予防法などというものは、まだおこがましくて言えないというのが学問的レベルら

しいのですけれども、それでも、例えばアルツハイマー型認知症とか脳血管性認知症に

関しては、相当にこういう生活をしていくと有効であるということが言えているようで

す。

そういうものについて、やはりいろいろな形で町民にＰＲしてほしいのです。私自身

がアンテナが弱いためなのか、そういう観点からの、例えば広報あっけしあたりの記事

一つ見ても、見たことがないという感じなのです。この辺りはどのようにお考えになっ

て、今後どういうふうにしていこうと思っていますか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 今までの対策、その施策を考える上では、やはり縦割りと

いうか、その健康は健康、それから高齢者施策は高齢者施策という部分でどうしても考

えがちな状況がございます。

近年になりまして、今おっしゃられたような健康と生活習慣病との関連等は、ものす

ごく大事な観点だということが言われてきております。それはそのとおりだと思います

ので、そういった連携という部分は、今後意識してやっていく必要があると考えており

ます。
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●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室﨑議員 それから、予防という話はこのぐらいにして、認知症というのも、ある日突

然崖からたたき落ちるように重症な認知症になるわけではないのですよね。だらだらと

した下り坂を下りていくようなものですよね。だから軽度認知症とか、人によっては準

じるという準認知症なんて言葉を使う方もいるようですが。認知症の気が出てくるとい

うことですよね。そういう時期、そんなに重たくなる前に、いわゆる早期に発見して治

療をすると、その認知症の進行を抑えられるとか、場合によっては治るとかいうことも

考えられるそうです。

そういう部分で、まずちょっと思ったのですが、国保の関係で特定健診というのがあ

ります。あれは40から74までですか。75以降は努力義務ということになっていて、厚岸

町の場合には74を過ぎるといらっしゃいとは言ってこないのかな。この辺りはどうです

か。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 75歳を過ぎた方の健診につきましては、後期高齢者という

ことで国保とは別に広域連合がありまして、そちらから保健福祉課のほうで委託を受け

まして実施をしている状況でございます。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室﨑議員 認知症の早期発見ということを考えますと、そこに力を入れるべきではない

かと思うのです。そして、そのときには健康診断の一種だからということで、ごく簡単

な認知症検査も入れるべきではないかと。そういう気があるというのが分かったときに、

すぐ次の手を打つというような、いわばとっかかりにするというようなことも考えてみ

てはいかがかと思うのですが、これについてはお願いということにしておきます。

それで、早期発見の目安というものが幾つかつくられています。大体似たような話で20

項目ぐらいで、ゼロ、１、２という数字で、全くそうでない、多少そう思われる、大分

そのようだというようなことで、例えば電話を切った後すぐ、どこから来たかはもう言

えなくなっているとか、いろいろな指標があるのです。ごく簡単な。そういうものを使っ

て、家族だとか本人だとかが自分の状況を判断できるのですよというようなものも、十

分利用していくと必要があると思うのです。そういう部分に関しては、何か町では行っ

てますでしょうか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 介護保険につながる前の段階で、チェックリスト、25項目

のチェックリストを活用して、そしてその方の状況を捉えるというものはございます。

それを活用して、その介護予防の講座だとかそういうものにはつなげているのですけれ
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ども、それを皆さんが家庭でそれを使ってというようなところまでは、実はいっていな

いかなと思います。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室﨑議員 ごく簡単なものがありますので、そういう情報は提供していただきたい。

ただし、家庭や本人が自分が、認知症あるいは認知症の前段階になっているのではな

いかということを、検査してくださいということに関しては、大変な壁があるのです。

それは、まず本人は、もし認知症になりかけてきたら自分で検査なんかできないです。

もちろん、自分が認知症だなんてことがもし、もしかしたらそうかなと思えば思うほど、

そういう検査はしたくないです。

それから家族は、例えば自分の親がもしそういうような気が出てきたのではないかと

思ったときには、自分の親というのは偉大な存在でして、常にいつまでも元気でいてほ

しい人ですから、そういう人が認知症症状を出してきているということは認めたくない

のです。これは無意識に認めたくないのです。

ですから、この後ちょっと言いますけれども、ＳＯＳネットというものをつくって、

警察庁が全国でこれをやれとなりました。そうしたら、あっちこっちでいろいろな状況

が出てきました。その事例なんかを読みますと、一緒に病院に行くので母親と一緒に自

転車で走っていた。ひゅっと後ろを見たら一緒に走っている母親がいなくなった。遙か

離れた隣まちのその隣だったかな、発見された。残念ながら亡くなっていた。というよ

うな事案がありましたが、その息子さんは自分の母親に全くそんな気はなかったのにと

言っているのですが、後から専門家が検証したら、中程度のもう認知症が出ているので

す。だけれども、息子さんはそれが分からない。分からないというよりも分かりたくな

い。

そういうようなものですから、早期発見というのは非常に難しいのです。ですけれど

も、そのちょっと気をつけることで、いつもと違うなというようなものを、やはり分かっ

てもらわなくてはならない。それをどうするかということだと思うのです。

そうすると、そのときの一番壁を取り払う方法は、やはり認知症というものが恥ずか

しいものであったり、特殊な病気であったりするものではなくて、年をとってくれば大

方の人が大なり小なり、そういうものがあるのだということをみんなが当たり前のこと

として理解する、そういうまちをつくるということにあるのではないかというふうに思

うのです。だから、今言ってきた、その啓発も予防も早期発見もみんな同じようなもの

なのですよね。

そういうような中で、今いろいろと提供された情報から、どうもうちのおじいちゃん、

ちょっと何かおかしいなと思ったときに、どこにどう相談に行けばいいのか。それから、

どこの病院に連れて行けばいいのか。そういうものが今、町から提供されていますか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） すみません。先ほど私答弁でチェックリスト25項目と言い
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ましたけれども、申しわけありません、15項目の間違いですので申しわけありません。

それで、相談については保健福祉総合センターに包括支援センターを置いて、その包

括支援センターでいろいろな相談を受けるということ、それから社会福祉協議会は社会

福祉協議会のほうで安心サポートセンター等で、いろいろな相談を受けるというような

ことはしておりますけれども。包括支援センターについても、大分浸透はしてきている

なとは思いますけれども、それが全てそれでいいかというと、そうではないかなとは感

じております。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室﨑議員 認知症の目安のようなパンフレットと一緒に、もし何か兆候があるような気

がするなら、すぐここへ来てくださいと。あそこに行ったらこういうのがあって、ここ

にあったらああいうのがあってというのでは、結局どこだか分からないのです。そうい

うものも必要だと思うのです。

それから、何箇所かの先進地の市町村では、物忘れ外来という、専門家の窓口ですよ

というようなものがあるのですけれども。そこまでいかなくても、例えば町立病院の内

科に行けばこういうようなものについて、きちんとした対応をしてくれるのかというこ

とは言われます。町民の皆さんから。認知症サポート医というような、正式名称は分か

りませんが、ものもあるようです。それから、この計画書を見ますと、認知症初期集中

支援チームというようなものがありますよね。これ、見ていくとみんな医師が中心になっ

ているわけです。そういう体制は厚岸町ではどうなのでしょうか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） サポート医でございますけれども、サポート医につきまし

ては、田中医院の先生、それと町立病院の先生にも今年研修に行っていただきまして、

そういう研修を受けていただいております。その先生を含めて包括支援センターの職員

とあわせて、そのチームを組んで、初期の、初期といいますのは認知症の症状が重くて、

非常に大変な状況になった状況が分かったときに、すぐチームで対応をするという体制

は整えました。ただ、実際に今動いたケースというのは、先生も含めてという部分では、

今年はまだありません。今の包括支援センターの職員の中で対応ができている部分、そ

れと助言をもらって対応して済んでいる部分というようなもので対応をしておりますの

で、そういう体制は整えているのですけれども、それを今度実際に動くものにこれから

していかなければならないというような今状況でございます。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室﨑議員 ちょっと例えが余りよくないのだが。お店を開いて、おいしいごちそうは用

意しているのだが、お客さんが来なければどうにもならないのです。だから、いろいろ

な商売なさっている方は、チラシを出したりいろいろなことをして宣伝するわけですよ
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ね。うちはこういうお店を開いていて、何時から何時までやっているから来てください、

おいしいですよということを言うわけです。それと同じで、体制をつくるということを

町民にきちんと周知しなければ駄目ですよね。それがまだまだ欠けているのではないか

と思われますので、その点は検証していただきたい。

さっきも言ったように、何かちょっとおかしいなと思ったら、とにかくここへ行けば

いいのだと、そこが発端になって、例えば病院のほうに連絡とってくれるとか、あるい

はいろいろな専門家がついてくれるとかいうことになる。その先は考えなくてもいい。

とにかくそこにまず相談に行けば道が開けるとなっているのですよということの周知、

これは非常に大事だと思います。

それで、支援の体制についてちょっとお聞きしますけれども、もちろん介護保険制度

というのは非常に重要ですよね。これについては十分に進めていただきたいと思います

ので、今ちょっと話題にしません。

徘徊高齢者という言葉があります。周辺行動の一つですよね。これについては釧路市

で民間から始まったＳＯＳネットワークというのが非常に今全国に普及していますが。

ただ、このＳＯＳネットワークにも弱みはあるのです。

それはあるまちで、やはり自分の家族がいなくなったということで警察に相談に来て、

そのＳＯＳネットワークでもって、こういう背丈格好のこういうものを着ているおじい

ちゃんがいなくなりましたと流そうとするのだけれども、そうするとうちの年寄りだと

はっきり分かるのが嫌だといって、具体的なことを言わないでくれというような人がい

るのです。そうするとせっかくでき上がっているネットワーク網がうまく動かないので

す。そういう問題はあるのです。

これに対しては特効薬はないと。結局は、さっきも言ったように認知症になった年寄

りがいるということは、何も恥でも何でもないと。むしろ公開することでみんなが助け

てくれるのだ。抱え込んでは駄目なのだということを、やはり理解してもらう、納得し

てもらうということしかないのです。

これもあるまちでは、これ今、割と増えてきていると思うのですが、自分のところの

年寄りは、とっとこ出て行って迷子になるおそれがあるという、そういう人が事前に登

録するのです。私がそういう状態であるとすれば、私のうちの者が事前に私がそうだと

いうことを登録しておくわけです。そうすると、そうなったときにいちいちその場で言

わなくても、１番の室﨑がいなくなったというだけで、みんなは分かるのです。情報が

すぐ伝わることができる。

そういうようなことも、このＳＯＳネットワークと絡めて、やはりつくっていく、い

わゆる登録制度、事前登録制ということを考えるべきではないかと思うのですけれども、

それはいかがでしょうか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 最近はないのですけれども、以前ＳＯＳネットワークを使

うという状況も四、五年前にあったときに、今おっしゃられたような形でもって、捜索

範囲を限定してほしい、それからみんなには分からない分からないようにしてほしい、
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というようなお話しを受けたこともございましたので、そういうことはそのとおりだと

思います。

今、ネットワークを動かすということはできるのですけれども、登録制というのはま

だ厚岸町では取り組んでおりませんので、それも検討課題と認識をしております。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室﨑議員 その検討課題でもう一つ申し上げます。これは関西でした。徘徊をするお年

寄りが線路上に入ってしまった。そして電車にはねられたのです。それに対して、私鉄

ですが、ここが七百何十万という賠償請求を家族にしたのです。１審はそのまま認めた

のです。その後、今度家族側が争いまして、高裁では半分ぐらいになったのかな。最高

裁で、この家族に損害賠償義務はないという判決が出ました。

今、その内容について時間もないですから、細かくは言っていないのですけれども、

家族がちゃんと見ていないからだという式の雑ぱくな議論では、何も分かっていること

にはならないということだけは事実のようです。

それで、これのあった後に、幾つかのまちが徘徊事故に対する公的支援というものを

打ち出しました。これ、たしか国も検討したのですけれども、何か途中でさたやみになっ

ているようです。

それで、どういうことかと言いますと、大きな電鉄ですから、その会社がそんな請求

するのというような感情的議論もあるのですけれども、そういうことよりも、やはり認

知症患者がそんな大きな問題ではなくても、やはり周りの人に迷惑をかけるような行動

をする場合ってすごく多いのです。そういうものに対して、全部家族が四六時中見てい

てさせないようにしろといっても、これ事実上不可能なのです。

その公的支援を行っているまちの内容を見ますと、保険に入ってもらうのです。そし

て、その保険料について町が、町でも市でもいいのですけれども、そういうところが助

成するなり全額補助するわけです。

そういうような形で、早くいえば被害を受けたほうも、それから外形的加害者になっ

たほうにも救済をするというような制度をつくっているまちがあるのです。現実に。こ

ういうものもぜひ、その情報を取り寄せて、厚岸町でもできるものかどうか検討してい

ただきたいので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） 損害賠償を請求された裁判の以降、その事故では最終的に

損害賠償しなくてもよくはなりましたけれども、ただ家族が全て責任がないということ

ではなくて、その案件によっては、そういうものが求められるということは残っている

と聞いております。

私どももそういった情報をちょっと調べておりまして、全国では39くらいの自治体が

そういう取り組みをしているということは承知をしております。そういう中で、１番最

初にやったのは神奈川県の大和市だったようですけれども、そこについては、その鉄道
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が何本も入っていて、やはりそういう危険性が高いということもあるので始めたという

ことですけれども。そのものを厚岸町で考えたときに、なかなかそのことだけに関して

ではなくて、いろいろな損害賠償という部分でいくと、例えば隣のガラスを割っただと

か、迷惑をかけたということも含めての保険ということもあるようです。

ただ、それを全て公費でまかなっていいのかというのもあって、その取り組みの中に

は前段に先ほどおっしゃられた登録制度であったり、それから介護予防の事業の活用と

いいますか、そういう取り組みをする一環での対応ということも、ちょっと勉強させて

いただいておりますので、それについてはもう少し検討をさせていただきたいと思って

おります。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室﨑議員 時間も余りなくなってきたので。

あと、この計画書にも認知症カフェというようなものも出てきます。こういうような

ものも進めていただきたいし、当然検討しているのだろうと思われます。そのときに、

いろいろなものを組み合わせてほしいのです。例えば、この認知症サポーターというよ

うなことで、講習を受けた人に、こういうところに来て話し相手になってもらうとか。

これは認知症本人だけではなく、家族、それからいろいろな支援する専門家、住民、い

ろいろな人たちが集まってお茶飲みながら、いろいろな話ができるようにするというの

が理想ですよね。そういう中に、ほかのいろいろな取り組んだときに関与した人たちも

入ってもらうというようなことが、非常に大事ではないかと思われます。

それから、家族の会というのが厚岸にもありますが、この計画書を見ても増えないと

いうことが課題としてあるのですけれども、当事者の会というのはなかなか難しいとい

うことは存じているつもりです。ただ、その中に一つヒントになるのかなと思うのは、

釧路のＳＯＳネットをやったたんぽぽの会、そこがＡ会員、Ｂ会員、Ｃ会員というふう

に分けています。Ｃ会員というのは全くのボランティア。Ａ会員というのは今看ている

人。Ｂ会員というのは看取った人なのです。本当に誠心誠意、一生懸命看た人ほど、介

護をされている人が亡くなった後、悔いが残るというのです。その人の精神的ケア、こ

れがまた非常に大事だと。そのとき一番いいのは、自分の経験を生かして、今苦労して

いる人を応援することだと。そういうふうに聞いています。

ですから、この家族の会の運営に関しても、こういうようなものを、釧路ですから近

いですから、いろいろな情報はとれると思いますので、考えていただきたい、そのよう

に思うのですが、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） 今、厚岸町の家族の会、６名くらいでの会員ということで、

非常になかなか増えていかない状況がありますけれども、包括支援センターのほうで一

生懸命バックアップをして、その話をつなげております。

今年につきましても、実はたんぽぽの会が釧路の図書館で事業をやったときに、お伺
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いをしている状況もございますので、そういった取り組みについては、引き続きやって

いきたいと思います。

それから、認知症カフェのことですけれども、今、夏ぐらいからコミュニティカフェ

というのを今、社協の生活支援コーディネータのほうで取り組んでおりまして、月１回

各地域でそのカフェをやっております。そこには当初、認知症カフェという部分も中に

入れておりました。そういうのがまた広がれば、そういうその認知症カフェという部分

の取り組みにもつながるとは思っておりますので、連携をしていきたいと思っておりま

す。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室﨑議員 時間もないので、これ最後にしようと思うのですが。１年前、私議会でユマ

ニチュードというものを取り上げてお聞きしております。これは今、この前やったので

詳しくは言いませんが、最後の日まで人間らしい存在であり続けることを支えていくの

ですよということを本人に納得してもらう、そういうスキルですよね。これによって、

劇的に症状が変わるということが報告されています。

これは介護の場面だけではなくて、看護の場面でも非常に重要な、治療看護の場面で

も非常に重要なものだと聞いていますが、あのときにはその導入というものを視野に置

きながら研究したいというお話しがあったのですが、その後どういうふうになっている

でしょうか。それから、病院としてはどう考えているのでしょうか。これについてお聞

きしたい。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） そのユマニチュードにつきましては、その情報をいろいろ

とっている中で、なかなか、主催する講習会に参加をしなければ、なかなかそういうも

のをとることができない状況が分かってきましたので、今年度についてはちょっと対応

できなかったのですけれども、新年度に向けて、講習を職員に、１人ですけれども、派

遣をして、受けさせたいなと今考えております。それの上で、後の取り組みというのは

考えていきたいなと考えております。

●議長（堀議員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 今の病院の体制ということになりますけれども、この内容

につきましては病院の受け入れる体制ということで看護師ですとか、そういった部分が

対応になってくるかなとは思っておりますので、この辺につきましては、町の保健福祉

課のほうと連携をとりながら対応ができるか、どのような形で進めていったらいいのか

を、ちょっと勉強していきながら対応していきたいなと考えています。

●議長（堀議員） よろしいですか。
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以上で、室﨑議員の一般質問を終わります。

以上で、本定例会に通告ありました７名の一般質問を終わります。

●議長（堀議員） 日程第３、議案第97号 損害賠償の額を定めることについてを議題と

いたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

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97号 損害賠償の額を定

めることについて、その提案内容をご説明申し上げます。

議案書５ページをお開き願います。

自動車事故による損害を次のとおり賠償することについて、地方自治法第96条第１項

第13号の規程により、議会の議決を求めるものであります。

内容について説明申し上げます。

１、損害賠償の相手方でございますが、帯広市西20条南３丁目50－22、本保博章であ

ります。

２、事故の概要でありますが、平成31年１月29日午後２時25分ごろ、国道44号線の糸

魚沢市街地から若松方向へ向かう町道糸魚沢茶内原野間道路において、建設課臨時作業

員が職務上町有車両を運転し、除雪作業に従事していたところ、若松方向から直進して

きた相手方車両が対向車線にはみ出し、当該町有車両と接触し、相手方車両の前方右側

と町有車両の前方右側が損傷したものでございます。

なお、過失割合は、町が50％であります。

３、損害賠償額でありますが、金14万940円であります。

安全運転を推進する立場の町職員がこのような事故を起こし、大変申し訳なく、反省

しているところでございます。

幸いにして両者けがはありませんでしたが、今後の再発防止に向け、徹底した指導を

行っていきたいと存じます。

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。

３番、室﨑議員。

●室崎議員 今後このようなことがないようにと、厳しく指導していくという話なのだけ

れども、この事故の概要を読むと、相手方が対向車線をはみ出してきたのでしょう。50、50

というのもちょっと、この文章だけを読んでいる範囲では解せないなという気がするの

ですが。

そのときに、こちらのほうでもって避けなければならない義務があって、それを怠っ

たというような判断をしなければならないような状況があったのですか。この辺り、も

う少し説明してください。
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●議長（堀議員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） もう少し内容の説明でございますが、町有車両が旧糸魚沢小学

校に向かう坂道方向を除雪していたところ、旧小学校側から相手車両が来たと。相手車

両は、町の除雪作業を見た段階で、少しずつブレーキを踏んだと聞いています。その際

に、カーブだったものですから、どうしてもカーブの内側方向に路面が傾いていて、ゆっ

くりと反対車線のほうに入ってきてしまったと。町の車両としては、ちょうど登り車線

で左側歩道、狭い歩道がついているのですけれども、縁石ぎりぎりまで、この対向車線

からはみ出てきた車を見たものですから、ぎりぎりまで寄せたのですけれども、結果的

には衝突してしまったと。

この内容について、50ということなのですけれども、これは両方とも動いていた状況、

また最終的には保険屋さん同士の協議にもなったのですけれども、結果的には両方動い

ていたということで50と聞いています。

●議長（堀議員） 室﨑議員。

●室﨑議員 そういう言い方すると誤解されると困るのですけれども、こういう作業をし

ているときには、常に危険は伴うわけですよね。その中でできる限りの注意をしていて

も起こる事故というのはあり得るのですよね。それはもう、私なんかのほうより課長の

ほうがずっと現場は分かっているでしょう。

そういう形でもとにかく損害賠償の議決は出さなくてはならないと。そうすると、何

か事故を起こしてしまって申し訳ありません、平に平にご容赦というような話で終わる

場合が多いのですけれども、それでは現場のやっている人はかわいそうです。浮かばれ

ないですよね。

だから、一般論として事故を起こさないように気をつけますというのは分かるのだけ

れども、こういう場合に、できる限りのことをしたのだというようなことについては、

やはり議会にもちゃんと説明をしていただいたほうがいいのではないかと思うのですが、

いかがでしょうか。

●議長（堀議員） 建設課長。

●建設課長（水上課長） 今おっしゃられましたこの車の事故というのは、本当に運転手

は自らが気をつけていても、また一時的な気の緩みであったり、またその場合によって

は、うちらが十分気をつけていても相手方が来るという、いろいろなケースがあると思

います。

ただ、町として今できること、やらなくてはならないことというのは、当然自分の車

もそうなのですけれども、公用車を運転しているのだという、最低限度そういう自覚は

当然もって公用車も運転してもらいたいですし、除雪もやってもらいたいということで、

この１回目、再発防止に向け、徹底した指導という言い方で、説明させていただきまし
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た。

特に冬場というのは、今回の事故のように、路面状況によっては、止まりたくても止

まれない状況というのも、きっとその場面場面で出てくると思います。しかしながら、

我々としてはいま一度、その辺の気を引き締めて、除雪作業に対応していくという考え

ですので、ご理解願います。

●議長（堀議員） 他にございますか。

（「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４、議案第98号 損害賠償の額を定めることについてを議題と

いたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

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98号 損害賠償の額を定

めることについて、その提案内容をご説明申し上げます。

議案書６ページをお開き願います。

自動車事故による損害を次のとおり賠償することについて、地方自治法第96条第１項

第13号の規程により、議会の議決を求めるものであります。

内容について説明申し上げます。

１、損害賠償の相手方でございますが、釧路市春採６丁目５番地４号、渡辺源蔵であ

ります。

２、事故の概要でありますが、平成31年２月１日午前10時ごろ、建設課臨時作業員が

職務上町有車両を運転中、厚岸町宮園４丁目45番地先の道道厚岸標茶線との交差点にお

いて、車両詰め所方向へ右折しようとした際、宮園白浜方向から直進してきた相手方車

両が追い越しをしようとしたところ、当該町有車両と接触し、相手方車両の前方左側と

町有車両の前方右側が損傷した。

なお、過失割合は、町が10％であります。

３、損害賠償額でありますが、金７万859円であります。

安全運転を推進する立場の町職員が、再三このような事故を起こし、大変申し訳なく、
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反省しているところであります。

幸いにして両者けがはありませんでしたが、今後の再発防止に向け、徹底した指導を

行っていきたいと存じます。

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。

（「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５、議案第99号 「釧路広域連合への加入について」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。

環境林務課長。

●環境林務課長（鈴木課長） ただいた上程いただきました、議案第99号 「釧路広域連

合への加入について」、その提案理由について、ご説明いたします。

釧路広域連合は、平成14年８月12日に設立された、「ごみ処理施設の設置、管理及び運

営に関する事務を処理する広域連合」であります。

現在、釧路市、釧路町、弟子屈町、鶴居村及び白糠町をもって組織されております。

現有の厚岸町ごみ償却処理場は、昭和52年４月１日の供用開始から既に42年以上が経

過しており、近年では、機械や設備のあらゆる箇所で、経年劣化による故障等が発生し、

そのたびに修繕を行っている状況であり、安閑としていられない状況であります。

このことから、「ごみ処理施設の設置、管理及び運営に関する事務」を共同処理するた

め、別紙の規約のとおり、釧路広域連合に加入することについて、地方自治法第291条の

３第１項の規定により、釧路市、釧路町、弟子屈町、鶴居村及び白糠町と協議するもの

であります。

議案書の８ページをご覧願います。

別紙、釧路広域連合の規約案であります。

厚岸町が加入することにより、釧路広域連合の規約が変更となる変更条項のみ説明さ

せていただきます。
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なお、別途お手元に、参考資料といたしまして、「釧路広域連合規約の一部改正に係る

新旧対照表」を配付させていただいておりますので、あわせてご参照願います。

まず第２条は、「広域連合を組織する地方公共団体」でありますが、釧路町の次に厚岸

町が加わることになります。

第７条は、「広域連合の議会の組織」でありますが、厚岸町が加入することにより、広

域連合の議会の議員の定数は21人に改められます。

第８条は、「広域連合議員の選挙の方法」でありますが、第２項の各市町村において選

挙すべき広域連合議員の定数について、第１号の釧路市が11人に改められ、第３号とし

て、厚岸町２人が加えられます。

第11条は、「広域連合の執行機関の組織」でありますが、副広域連合長が５人に改めら

れます。

続いて、附則でありますが、附則第３項の次に、「厚岸町の加入に伴う負担割合の特例」

という見出しが加えられ、第４項として、令和元年度及び令和２年度における別表維持

補修費にかかる負担金については、同表の規定にかかわらず、厚岸町の負担はないもの

とすること、また、この場合において、同表備考中「関係市町村数」とあるのは、「厚岸

町を除く関係市町村の数」とすること。

第５項として、令和２年度における別表議会費及び総務費にかかる負担金の負担割合

の規定の適用については、当該年度の厚岸町ごみ償却処理場における受け入れごみ量を

厚岸町の実績ごみ量とみなすこと。が規定されます。

また、第５項の次に、「現有施設使用負担金」という見出しが加えられ、第６項として、

令和２年度から令和６年度までの各年度に限り、厚岸町は、広域連合の予算で定める額

の現有使用負担金を負担することが規定されます。

なお、末尾の施行年月日でありますが、「北海道知事の許可のあった日から施行する」

こと。

ただし書きには、「附則に見出し及び３項を加える改正規定並びに別表の改正規定は、

令和２年４月１日から施行する」ことが規定されます。

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お願いいたし

ます。

●議長（堀議員） これより、質疑を行います。

４番、音喜多議員。

●音喜多議員 大したことではないのですが、第２条で釧路市、釧路町、そして厚岸町と

入ってくると。その後に弟子屈、鶴居と白糠と続くわけですが、既に釧路町、弟子屈町、

鶴居、白糠と、既にこれに加入しているわけですよね。後出しの厚岸町がここに割り込

むということの並び方、大した意味はないのですが、そこに厚岸町が入るという理由は

どういうことなのかなというか。白糠町の次に厚岸町が来るというのならば、それまた

順番的にはいいのかなと思うのですが、今回これで厚岸町が釧路町に続いて入ってくる、

ここに列記されるということは何かの理由があるのでしょうか。それを伺いたいと思い

ます。
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●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えをさせていただきたいと思います。

確かに音喜多議員が言うとおり、最後なのだから最後に厚岸町の名称を入れるべきで

はないかということでありますが、これ通常の釧路管内における自治体の表歩合の順序

は釧路市、釧路町、そして厚岸町ということになっているものですから、そういう慣例

に従って、こういう表現になったということでございますので、別に意味はございませ

ん。ご理解いただきたいと存じます。

（「わかりました」の声あり）

●議長（堀議員） 他に、質疑ございますか。

５番、南谷議員。

●南谷議員 ２点お尋ねをさせていただきます。

名実ともに以前から広域連合の加入ということで、きょう議案として計上されました

ので、改めてお伺いをさせていただきます。

町民の中では、今回の加入、釧路町に行くことによって、町民の実質、今までのごみ

の使用料というのは、徴収料というのはどうなのだろうというのは非常に関心のあると

ころでございます。今までと比較して、現時点で余りはっきりとした数字は出しにくい

と思うのでしょうけれども、どの程度になるのか改めてお尋ねをさせていただきます。

それから、ごみの分別でございます。従前どおりなのかどうなのか。この辺について、

やはり住民の１番の私は関心事だと思いますので、この２点について明確な答弁をいた

だきたいと思います。

●議長（堀議員） 環境林務課長。

●環境林務課長（鈴木課長） お答えいたします。

まず、ごみの使用料の関係でありますけれども、ごみの使用料につきましては、来年

４月に消費税の改訂に伴いまして、料金改定させていただきます。そのことによりまし

て、試算では年額100万円程度の収入が上がるというような試算をしております。

今後、広域連合のほうにごみを持っていくことに……。ごみの手数料の関係ですね。

今後、釧路広域連合のほうにごみを持っていくことによりまして、我々の試算では平成30

年度ベースではありますけれども、300万円程度ごみの負担、処理料金が上がるのではな

いかというような試算はしているところでございます。

この料金につきましては、可燃ごみの量によりまして、決まってくるものであります

ので、ごみの手数料を上げるということではなく、まずこの可燃ごみの量を減らす取り

組みを先に行わなければいけないのではないかと考えております。

ですので、今後につきましても、ごみの手数料につきましては、検討していかなけれ
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ばいけない点というのがありますけれども、まずはごみの料金を上げるのではなく、ご

みの量を減らす取り組み、そこを中心に行っていきたいと考えております。

また、分別方法につきましても、これまでの分別方法でいいのかという部分もありま

すけれども、まずはごみの量を減らすために、さらに分別を分けたほうがいいのか、も

しくは分別を一緒にしたほうがいいのか、そういうことも含めまして、ごみの減量化に

向けた取り組みをしていきたいと思っております。

この中で、ごみの減量化に向けて、この分別が分けたほうがいいということになれば、

町民なり皆さんに周知をしながら進めていきたいと思っておりますし、このままでも十

分減量化が図れるというものであれば、このまま続けていきたいと思っておりますけれ

ども、今年、また来年１年間かけて、研究、検討していきたいと思っておりますので、

ご理解よろしくお願いいたします。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 丁寧すぎてよく理解できないのです。

町民にとって、確かに軽減化によって努力するから、今の試算ベースでは同じになる

のかなと理解をさせていただいたのですけれども。今のごみの、町民が負担をしている

部分が同じなのかどうなのか。そういうことの努力によって、現時点で上がらないのか

上がるのか。どんな状況なのだろうということをお尋ねを、もう一度お願いします。

それから、分別のほうについては、現時点では、今年１年調査をして、どうするか決

定していくよと。基本的にはそんなに大きく変わらないけれども、それも軽減化のため

に、そういうことで町民に理解いただきたいと、こういうことでよろしいのでしょうか。

●議長（堀議員） 環境林務課長。

●環境林務課長（鈴木課長） お答えいたします。

手数料につきましては、来年度は消費税のために改訂させていただきますけれども、

その後にすぐ料金を上げるというような考えはもってございません。

リサイクルにつきましても、議員おっしゃるように、来年度１年間かけて、大きな変

更はないと思いますけれども、例えばあるものとあるものを統合したほうがリサイクル

率が上がる可能性があると、それによってごみの量が減るというものがあれば、そこは

見直しをしていきたいと考えております。

●議長（堀議員） よろしいですか。

（「はい」の声あり）

●議長（堀議員） 他に、質疑ございますか。

（「なし」の声あり）
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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６、議案第100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。

保健福祉課長。

●保険福祉課長（阿部課長） ただいま上程いただきました、議案第100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。

議案書13ページをお開き願います。

次のとおり工事請負契約の変更をするため、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。

令和元年６月20日議案第53号をもって議決を得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。

変更内容は下記のとおりとなります。

「１工事名」は、カッコ仮称カッコ閉じ湖北地区保育所建設工事カッコ建築主体その

１カッコ閉じでございます。工事名に変更はございません。

「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５億490万円也から1,096万7,000円増額となる金５億1,586万7,000円

也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。

次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。

表中の左欄に工事内容の「区分・種別」、そこから右に「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で、今回変更があった

箇所は右の「備考」欄に変更内容を記載しております。

「１工事概要」のうち、一つ目の建築工事その１、杭長さの変更についてであります

が、当初設計においては地質調査結果から杭の長さを想定していたところでありますが、

15ページの杭伏図をお開きください。図面の１番下に、黒丸部分、想定の高さより高く

止まり切断した箇所、30箇所とありますが、図面の黒丸の表示部分30箇所の杭の長さを

変更したものであります。

また、杭工事については、杭の長さが想定と異なったため試験堀の回数を増やしたこ
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とによる作業日数が延長となり、機械損料・作業費が増となったものであります。

14ページにお戻りください。

二つ目の所要室については変更はございません。

三つ目の外構工事のうち園庭・駐車場・築山に変更はありませんが、排水管と歩道が

追加となっております。

16ページの排水管整備図をご覧ください。図面下部の道路敷地に排水管整備と表示し

ておりますが、新たに排水管の追加として400ミリメートルの塩ビ管90メートルの追加で

あります。これは来年度以降に整備を予定している東側の道路の排水を処理するための

流末として整備するもので、今回行っている工事の敷地範囲であることから追加して整

備するものであります。

さらに歩道整備工事ですが、17ページの歩道整備図をご覧ください。図面下部の道路

敷地に斜め線で表示しておりますが、今回排水管を敷設する位置と来年度以降に整備を

予定している歩道の位置が重なることから、手戻り工事を少なくするためあわせて整備

を行うこととし、幅３メートル、延長90メートルの歩道整備を行うものであります。

14ページへお戻りください。

２の工期につきましては変更ありません。

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 何点かお尋ねをさせていただきます。

杭の長さの変更と排水管の追加、それから歩道の追加工事で1,096万7,000円の追加補

正をするという工事請負契約の上程ということで理解をさせていただきました。排水管

の敷設、歩道の追加工事については、予算の関係で手戻りになるので先に前倒しをされ

ると理解をさせていただきました。

それで、修正で1,000万円ですよね。金額にしたらすごい大きいなと。おたくらにする

と、この総体額からすれば小さいのかもしれないですけれども、排水と歩道の関係で幾

ら、それから杭の長さの変更で幾らになるのか、まずお尋ねをさせて、それぞれ分けて。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保険福祉課長（阿部課長） 今回、請負金額で増額になる部分が1,096万7,000円でござ

います。そのうち、杭工事に係る増額分が325万8,000円。それから排水と歩道ちょっと

分けておりませんで、外構ということで一式しておりますのであわせてなのですけれど

も、770万9,000円でございます。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。
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●南谷議員 そうすると、杭の長さの変更で325万8,000円、この数字が変更になるという

ことなのだと理解をしました。当初、予算ベースで、この杭の関係では何ぼが何ぼに300

万円増えるよということなのでしょうか。

●議長（堀議員） 休憩します。

午後２時21分休憩

午後２時27分再開

●議長（堀議員） 再開します。

保健福祉課長。

●保険福祉課長（阿部課長） 大変お時間をとってしまいまして申しわけございません。

杭工事4,309万7,000円が4,635万5,000万円に変更になったということでございます。よ

ろしくお願いします。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 ちょっと議長広がって申しわけないのですけれども、次の101号、同じような

状況なのです。こちらのほうは951万5,000円の追加なのです。そっちはいいのですけれ

ども、これだけ数字が大きくなって、私は大きく感じるのですけれども、おたくらにす

ればどうなのか分からないのですけれども、当初杭打ちの部分の設計に問題がなかった

のでしょうか。非常に私は疑問に思います。私は門外漢でありますから、よく理解でき

ないのでありますが、実施設計というのですか、この段階でしっかり取り組んでおられ

たのかどうか、非常に疑念に思います。この程度の差は常識の範囲なのでしょうか。い

かがでしょうか。

●議長（堀議員） 建設課長

●建設課長（水上課長） 若干、杭の説明に入るのですけれども、議案書15ページ、それ

と20ページでございますけれども、まず15ページ、図面下側左右にボーリング調査をし

た位置が２箇所あるのですけれども、あとそれと20ページについても図面下側左側がナ

ンバー４、右側が、図面下側右側がナンバー３、それと図面中央の上のほうにナンバー

５と。

このボーロング調査というのは、建物の四隅、それと建物のほぼ中央部、これで一応

ボーリング調査を行いまして、下の堅い地盤、これを確認して、そのボーリング調査結

果と結果をほぼ直線上で結ぶ想定ラインとして設計に入ったわけなのですけれども、結

果的には地面の中ですので、そのボーリング調査した場所、場所、まっすぐ、その堅い

地盤が結ばさっている状況ではなかったと。
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結果的には、この堅い地盤が上がったり下がったりということで、その杭の長さの変

更が生じたということで。一般的かと言われれば、最終的にはボーリング調査の結果で

すので、これについてはしょうがなかったのかなと思います。

●議長（堀議員） ４回目になります。

他に、質疑ございますでしょうか。

（「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101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。

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101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。

議案書18ページをお開き願います。

次のとおり工事請負契約の変更をするため、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。

令和元年６月20日議案第54号をもって議決を得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。

変更内容は下記のとおりとなります。

「１工事名」は、カッコ仮称カッコ閉じ湖北地区保育所建設工事カッコ建築主体その

２カッコ閉じでございます。工事名に変更はございません。

「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３億2,890万円也から951万5,000円増額となる金３億3,841万5,000円

也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。

次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。

表中の左欄に工事内容の「区分・種別」、そこから右に「変更前」、「変更後」、「備考」
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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で、今回変更があった

箇所は右の「備考」欄に変更内容を記載しております。

「１工事概要」のうち、一つ目の建築工事その２、杭長さの変更についてであります

が、当初設計においては地質調査結果から杭の長さを想定していたところでありますが、

20ページの杭伏図をお開きください。図面の下部に記載があるとおり、黒丸部分27箇所

で想定より高く止まったため切断、二重丸に×印の22箇所で想定の長さより深く杭を長

くし、黒丸に二重丸に×印の14箇所が想定の長さより深く杭を長くしましたが、予定の

高さより若干高く止まったため切断した箇所であります。

また、杭工事については、杭の長さが想定と異なったため試験堀の回数を増やしたこ

とにより作業日数が延長となり、機械損料・作業費が増となったものであります。

19ページにお戻りください。

二つ目の所要室については変更はございません。

２の工期につきましては変更はありません。

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） 休憩します。

午後２時36分休憩

午後２時37分再開

●議長（堀議員） 再開します。

保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） 大変申しわけございません。

20ページの資料の１番下でございます。想定高さにするためが抜けております。めが

抜けておりまして、ため少し切断した箇所14箇所ということでございます。大変申しわ

けございませんでした。

●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８、議案第102号 町道路線の廃止についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

建設課長。

●建設課長（水上課長） ただいま上程いただきました、「議案第102号 町道路線の廃止

について」提案理由及び内容についてご説明申し上げます。

議案書21ページをお開き願います。

議案第102号「町道路線の廃止について」でございます。

なお、路線の廃止に当たりましては、道路法第10条第３項の規定により、あらかじめ

議会の議決を求めるものでございます。

お手元に配付の次ページ「議案第102号説明資料」に位置を示しておりますので、ご覧

願います。

このたび、新たに町道廃止しようとする「別寒辺牛８号道路」は、起点を国道44号沿

いの水鳥観察館から約３キロメートル根室方向のカヌー乗り場の中間点横とし、終点は

一般道道上風連大別線となる、若松地区やパイロットフォレスに通じる町道であります。

この道路はこれまで本格的な道路整備は行っておらず、ほぼ並行に走る町道別寒辺牛

９号道路が整備されたことにより、現在は一部の林業関係者が利用する道路となってお

ります。

この町道には、約160ヘクタールの町有林人工林、約45ヘクタールの私有林人工林が隣

接し、かつ樹齢が50年以上の主伐期を迎えている小班も多く存在していることから、今

後は伐採木の搬出や植栽、下刈りなどの造林事業を推進するための道路が必要であり、

新たに道営事業での林道整備の計画を進めているところであります。

そのため、一般交通の用に供する必要がなくなったと認められるため、町道の廃止を

行うものであります。

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

くお願いいたします。

●議長（堀議員） これより、質疑を行います。

４番、音喜多議員。

●音喜多議員 今の説明であれば、一旦廃止して、新たにそうい道営の中で、同じルート

なのかどうか分からないけれども、新たに道路をつけていくということでいいですね。

二つ目に、今から相当というか、10年前までは、この町道にも、山の中の町道ですけ

れども、それには地方交付税の参入のもとになっているのだということでありますが、

これについては、今、後も変わらないとみていいのかどうなのか。その辺はどうですか。

●議長（堀議員） 建設課長。
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●建設課長（水上課長） 一度新たに町道を廃止して道営事業を行うという内容について

は、今言われたとおりの内容となっています。町道の事業以外に道営事業で整備を行う

という内容となっています。

また、今町道であれば地方交付税が入ってくるわけなのですけれども、一旦町道を廃

止することによって地方交付税は入ってこなくなってしまうのですけれども、これ整備

後、また適化法の関係で約８年後には、また町道として管理をしていきたいという考え

はもっているところでございます。

●議長（堀議員） よろしいですか。

他に、質疑ございますでしょうか。

（「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103号 厚岸町印鑑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。

町民課長。

●町民課長（布施課長） ただいま上程いただきました、議案第103号 「厚岸町印鑑条例

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23ページをご覧願います。

今般、国は、成年後見制度の利用の促進に関する法律第４条及び第11条第２号の規定

に基づく措置として、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人また

は被保佐人であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人及び被保佐人を

資格、職種、業務などから一律に排除する規定等、いわゆる欠格条項を設けている各制

度について、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、各制度ごとに必要な能力

の有無を判断する規定へと適正化するとともに、所要の手続規定を整備するため、「成年

被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法

律」を制定し、本年12月14日から施行することとしております。
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この法律の制定により、印鑑登録においても規定を適正化するため、成年被後見人の

うち、意思能力を有する者については印鑑登録を受けることができるようにし、また磁

気ディスクによって調製する住民票の規定の整理のため、市町村が行う印鑑登録事務に

ついて準拠すべき事項を定めた「印鑑登録証明事務処理要領」の一部を改正し、法律の

施行日と同日の12月14日から実施することとしております。

このため、本町においても、成年被後見人のうち、意思能力を有する者については印

鑑登録を受けることができるようにし、また磁気ディスクによって調製する住民票の規

定の整理のため、総務省通知による「印鑑登録証明事務処理要領」の改正に準拠して、

厚岸町印鑑条例の一部を改正いたしたく、本条例を制定するものであります。

なお、改正内容の説明につきましては、議案第103号説明資料の新旧対照表により行わ

せていただきます。

それでは、新旧対照表１ページをご覧願います。

第２条第２項第２号の改正は、印鑑の登録を受けることができない者として規定して

いる、「成年被後見人」を「意思能力を有しない者」とするものであります。

第３条第３項の改正は、外国人住民が住民票備考欄に記載されている氏名のカタカナ

表記またはその一部を組み合わせたもので表している印鑑により登録することができる

とする規定に、磁気ディスクにより調製する住民票においては、住民票備考欄への「記

載」を「記録」に読みかえる規定を追加するものであります。

第６条第１項第２号の改正は、登録事項の規定から、この改正の第３条第３項の改正

において、磁気ディスクにより調製している住民票の場合の読みかえ規定を加えたこと

による文言を削るものであります。

議案書23ページへお戻りください。

附則であります。

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に

関する法律」の施行日と「改正印鑑登録証明事務処理要領」の実施日である令和元年12

月14日から施行するものであります。

以上、簡単な説明ではございますが、ご審議の上、ご承認いただきますようお願いい

たします。

●議長（堀議員） これより、質疑を行います。

３番、室﨑議員。

●室﨑議員 今までは一律に成年被後見人となっていれば印鑑登録ができなかったのは、

今度は具体的に意思能力を有していれば、印鑑登録はできるということになったわけで

すね。

そうすると、古い言い方ですと、心神喪失の状況にある者というような言い方をして

いたわけですけれども、それが今は成年被後見人となってから、言い方はちょっと変わっ

ているけれども、大体似たような。

そうすると、この意思能力がときどきあって、ときどきない人というのはいるわけで

すよね。成年被後見人の中には。その印鑑登録の場面で意思能力があると判断されれば
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印鑑登録ができるということになるのでしょうか。

そして、その判断は窓口が行うのですか。その判断のときの基準みたいなものもある

のでしょうか。その当たり、実務の流れはどうなりますか。

●議長（堀議員） 町民課長。

●町民課長（布施課長） お答えさせていただきます。

私どもとしましても、意思能力の判断というところでは、どういう基準をもってする

のかというところでは考えたところであります。

今までは、成年被後見人の場合は申請を受けないということであったのですけれども、

今回も成年被後見人という言葉はなくなりまして、意思能力を有するか、有しないかと

いうことになってくるのですけれども、最初の判断としましては、窓口に来た方がお一

人で来た場合、その方が成年被後見人であれば、そこではもう成年被後見人であるかな

いかでまずは判断して、意思能力を有しない者として判断します。

今回の場合、広がったという部分になりますけれども、成年被後見人であっても後見

人、法定代理人ですか、その方と同伴して来庁した場合、その場合には本人の申請によ

り、それが本人の意思になりますけれども、本人の申請で受けるということができると

いうような改正になっています。

これは国のほうからもそういう通知、扱いが全国的に統一するということで通知は来

ております。

以上です。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室﨑議員 今聞いていると、一人で来た場合と後見人と一緒に来た場合とでどうのこう

のと言っていたのだけれども。意思能力があるかどうかというのは、一人で来ようと、

二人で来ようと、そのとき意思能力があるかどうかということではないですか。今の話

聞いていると、後見人と一緒に来れば意思能力があるものと判断し、一人で来れば意思

能力がないものと判断するとも聞こえるのです。

意思能力があるというのはどういうことで、それを何を基準にして、誰がどう判断す

るのかということを聞いているのです。これ、意思能力があったのに窓口が、お前は意

思能力がないとして印鑑登録を拒否したとして、訴えられる可能性もあるのです。それ

だけに、ここのところは明確にしておかないと、その担当者大変な目に遭います。それ

をきちんと説明してほしいと言っているのです。

まず、意思能力って何なのかということから説明してくれないと、この話できません。

●議長（堀議員） 休憩します。

午後２時52分休憩
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午後３時30分再開

●議長（堀議員） 再開します。

町民課長。

●町民課長（布施課長） 大変貴重な時間をいただきまして、申しわけございませんでし

た。

先ほどの意思能力という言葉でありましたけれども、私の認識しておりますところで

は、自己行為の法的な結果を認識し判断ができるかどうかというようなことだとは認識

はしておりますが、ただこの窓口の判断、判断がそれぞれ意思能力があるかないかとい

う判断は大変難しいものがあります。

その中で今までは成年被後見人という言葉で登録を受けることができないと、今まで

はしておりました。ただ、今回の法律の改正の中で、成年被後見人を一律に除くといい

ますか、そこら辺は登録を受けることができるようにするといいますか、一律に排除は

できない、成年被後見人として、そこの中で今までやってきた中で、その成年被後見人

というのは家庭裁判所のほうで判断されますので、窓口に来た場合にも判断するとした

ら、やはり成年被後見人であるかどうかという部分で最初に判断することになります。

そこで、ちょっと先ほどと重複してしまうのですけれども、今までは成年被後見人で

あるだけで、もう既にそこで登録ができないということでありました。このたびの改正

では、成年被後見人という言葉をなくしまして、成年被後見人であっても窓口に来た場

合、一人で来た場合には、やはりそこではもう成年被後見人として、一人の場合には判

断して、有しない者という判断にはなるのですけれども、そこに法定代理人が同伴した

場合で、かつ今度本人が申請する、同伴しているのですけれども、本人が申請するとい

うことで、今度はそこで本人が登録ができるようになる。今までは成年被後見人という

だけで、そこでもう申請はできないということでありました。そういう内容となってお

ります。

●議長（堀議員） 休憩します。

午後３時32分休憩

午後３時34分再開

●議長（堀議員） 再開します。

副町長。

●副町長（會田副町長） これまで印鑑登録証明事務について成年被後見人を除いていた

理由については、精神上の障害による自利を弁識する能力を欠く状況にあるため、配偶

者等からの請求により、家庭裁判所から、申しわけありません。成年被後見人は精神上

の障害により自利を弁識する能力を欠く状況にあることから印鑑登録の際に客観的に当
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該者の意思能力を確認することが困難であることという理由をもって、これまで印鑑登

録の証明をできなかったということであります。

このたびの法改正に伴って、これまで一律的にそういった排除をしてきましたけれど

も、今回、意思能力を有する者として規定はいたしましたが、事務上からいくと、この

成年被後見人に、いわゆる法定代理人等が一緒に来た場合については意思能力がある者

として認め、印鑑登録の証明をすることができるという一律的な、あくまでも事務上の

判断を総務省が行ったと。そういった規定で全国一律に印鑑登録に成年被後見人を排除

する規定ではなくて、意思能力を有する者については印鑑登録をすることができるよう

にするといった、あくまでもこれは事務的な判断ということになります。

この条例を提出するに当たって、事務方でもいろいろと議論をさせていただきました。

当然、今回議員のほうから質問のありました、どうやって判断するのだと、事務上。窓

口で意思能力があるのかどうかということは、判断できないだろうということも議論を

させていただきました。結果、総務省からの通知のよると、今説明したとおり、法定代

理人がついてきた場合については、印鑑登録、意思能力がある者として認めて印鑑登録

をできるようにするというような通知が来たところでございます。それに基づいて、私

どもとしても、今回の条例の改正に踏み切ったということでございます。

●議長（堀議員） そうです。一応３回目になりますけれども、ただ１回目がちょっと同

じ質問というか、満足な回答ではなかったので。

そうですね。

３番、室﨑議員。

●室崎議員 今の答弁、重大な瑕疵があると私は思っているのです。それは何でかという

と、改正の経緯というのは分かります。今の話で。だけれども、意思能力のない人って、

成年被後見人だけではないのです。もともと成年後見制度の、いわゆる被後見人になっ

てなくて意思能力がない人もいるわけ。

それで、この制限行為能力の問題というのは、今まさに事理弁別のない状況にある者

と定義されるのですけれども、かつて禁治産者の、この前身は禁治産者といったのだけ

れども、そのときには定義が、さっき言ったような形の定義なのですけれども、それを

砕いて言えば事理弁別の能力がないということが、例えば１日24時間のうち、相当の時

間がそういう状態であるというようなものが常況、常のそれに、さんずいの兄と書く状

況ですね。の状態にある者という定義なのです。

そういう場合には、今この人、意思能力あるのかどうかって分からないのです。そう

すると、取り引きのときに、あのとき私は意思能力ありませんでしたと言われると、せっ

かく成立したはずの取り引きも結局無効になってしまうわけですね。簡単に言うと。効

力を有しなくなる。そういう状態になると取り引きが安定しませんから、それで民法上

は制限行為能力という制度をつくって、そのときのどういう状況だったかをいちいち判

断しなくてもいいような制度をつくった。それを公法上も借りて、そして今までは印鑑

証明を登録しますと来たときに、いちいち判断しなくても被後見人という制度にのかっ

ている人は駄目ですよ。そうすると、いちいちその場で具体的判断しなくてもよかった
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のです。

ところが、それをそういうような形で全面排除したら駄目だというのが総務省なので

しょう。そうすると、本当の原則に戻ってしまったのです。本当の原則というのは、ど

ういうことかというと、その人に意思能力があるかどうかを判断しなければならなくなっ

た。しかもなおかつ、ここの第２条２項の２号ですか、意思能力を有しない者と明記し

たのですよね。明記した以上は、あなたは意思能力がありませんね、だからできません

よということを言わなくてはいけない。そのときに、代理人がついてきていたからとか、

何とかと言うのは、原則の問題ではありません。それは、ここでもって成年被後見人と

いうのがそういう形で補填していれば、それは例外として認めましょうと言っているだ

けで、果たしてそれがここでいう、その条文にきちんと適合しているかどうか私もはっ

きり分かりませんけれどもけれども、原則、原理原則論を今私は聞いている。そういう

例外的状況を聞いているわけではないのです。

だから、具体的に印鑑証明がほしいから登録するのですけれどもと来たときに、その

判断を誰がどういう基準でするのですかと聞いているわけ。本当の原則です。それに対

する答えというのが、今全くないのです。

逆に、一人で来たときは認められませんけれどもと言ったけど、一人で来れたという

ことは事理弁別能力があったということを、傍証ですけれども、間接的に証明する有力

な事実として使われる場合もあり得ますよ。この点について、やはり実務としてどうし

たらいいのかということは検討してもらいたいです。

●議長（堀議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 今、議員おっしゃられたことは十分認識をしております。

実は当初、こういうふうに改正をしなさいという文書だけが、実は今回の場合来てい

ます。それだけでは窓口でどういう判断、先ほど申し上げましたけれども、どういう判

断をすればいいのかという基準が示されないままに、ただ単にこう改正をすれというこ

とだけでは、余りにも上級庁として責任がないのではないかということもあって、その

後に総務省のほうから、事務的にどういう基準をもってといった中で来たのが、先ほど

のお答えでございます。

今後、これは厚岸町だけではなくて、管内全ての町村が、このたびの事務を行わなけ

ればならないということからすれば、今議員言われたとおり、どうやったら事務がスムー

ズにいくのか、また円滑にいくのかということはやっていなかなければならないだろう

と、早急にこのことについては管内で検討をして、明確な基準というものを決めなけれ

ばならないのではないかと思っています。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室崎議員 もともと意思脳能力のない人間が印鑑登録に来たって、これ認められないの

です。原理原則からいって。だって、こういう申請行為をする人に意思能力がなかった

ら、申請行為そのものが有効ではないわけでしょう。であるならば、この成年被後見人
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というのは削除すればそれでいいだけだったのではないですか。わざわざ意思能力のな

い者なんて書くと、こんな条文あれば、まさに１回１回判断しなければならないという

ことを明記したことになるわけで、いうなれば、こんなものがなければ15歳未満の者は

駄目ですよと、あとは原理原則でいきますというだけになってしまうのではないかと思

うので、そういうことも含めて検討してください。

●議長（堀議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 今、ただいまのご指摘十分頭に入れて、検討をさせていただき

たいと思います。

●議長（堀議員） 他にございますか。

（「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10、議案第104号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例の制定についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

総務課長。

●総務課長（石塚課長） ただいま上程いただきました、議案第104号「特別職の職員の給

与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を

ご説明申し上げます。

人事院は、本年８月７日国会及び内閣に対し、国家公務員の給与に関する報告をする

とともに、この報告を実現するため、「一般職の職員の給与に関する法律」のほか、関係

する法律を改正することを勧告いたしました。

この給与の改定に関する勧告の内容は、人事院が行った平成31年４月時点における民

間給与実態調査に基づく官民給与の較差を踏まえ、その均衡を図るための給与の改定で

あります。

内閣は、令和元年10月11日に勧告どおり実施することを閣議決定し、同日付けで法律

案を国会に提出、衆議院においては11月７日、参議院においては同月15日に原案どおり
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可決されたところであります。

このたびの「特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」については、

国家公務員の給与の改定に関する勧告のうち、勤勉手当の引き上げ改定に準じて、町長、

副町長及び教育長の期末手当の支給割合を、それぞれ「0.05月分」引き上げるため制定

するものであります。

また、この改訂の内容については、去る11月14日に開催された「厚岸町特別職報酬等

審議会」へ諮問し、同日付けでこの内容どおり改訂することが適当であるとの答申をい

ただいているところであります。

続いて、改正条文の説明をいたします。

このたびの改正条例は、２条建ての構成としており、各条とも「特別職の職員の給与

に関する条例の一部改正」で、第１条に共通見出しを付しております。

第１条が本年12月の期末手当の、いわゆる支給割合の改正、第２条が翌年以降の期末

手当の支給割合の改正となっておりますので、ご承知いただきたいと存じます。

なお、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104号説明資料の新旧対照表については、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24ページをご覧願います。

はじめに、第１条であります。

既に今月支給した12月の期末手当に、今年度の期末手当引き上げ分である「100分の５」

を加えて支給するため、町長、副町長及び教育長の「期末手当の額」を規定している第

５条第２項中の期末手当基礎額に乗じる割合について、「100分の222.5」を「100分の227.5」

に改めるものであります。

次に、第２条であります。

第１条で「100分の227.5」に改めた町長、副町長及び教育長の「期末手当の額」を規

定する第５条第２項中の期末手当基礎額に乗じる割合を「100分の225」に改めるもので

あります。なお、昨年度の改正で６月と12月の期末手当の支給割合を均等に改めたこと

から、今年度の引き上げ分である「100分の5」を翌年度以降の６月と12月の期末手当に

それぞれ「100分の2.5」を均等に加えたものとするため、当該乗じる割合を「100分の225」

とするものであります。

また、このたびの改正により、町長、副町長及び教育長の期末手当の年間の支給割合

は、「100分の445」から「100分の450」となります。

次に、附則であります。

第１項は、この条例の施行日で、この条例は公布の日から施行することとし、ただし

書きにより、第２条の規定は令和２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、第１条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、

令和元年12月の期末手当の支給の基準日である令和元年12月１日から適用するとするも

ので、令和元年12月の期末手当の引き上げ改訂分を遡及した上、本年度中にその差額を

支給することとするものであります。

なお、この改正による影響額については、町長、副町長及び教育長をあわせた年間の

総額で、12万1,211円の増額となります。
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以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認いただきますようお願いいた

します。

●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105号 厚岸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に

関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

総務課長。

●総務課長（石塚課長） ただいま上程いただきました、議案第105号「厚岸町議会議員の

議員報酬及び費用弁償等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申いたします。

本条例につきましては、先の議案第104号で説明したとおり、去る８月７日の人事院の

勧告における本年４月時点での官民給与の較差を踏まえ、その近郊を図るための給与の

改定のうち、勤勉手当の引き上げ改定に準じて、厚岸町議会議員の期末手当の支給割合

を0.05月分引き上げるため制定するものであります。

また、この改訂内容については、先の議案第104号と同様、去る11月14日に開催された

「厚岸町特別職報酬等審議会」へ諮問し、同日付けでこの内容どおり改訂することが適

当であるとの答申をいただいております。

続いて、改正条文の説明をいたします。

このたびの改正条例は、２条建ての構成としており、各条とも「厚岸町議会議員の議

員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正」で、第１条に共通見出しを付しており

ます。

第１条が本年12月の期末手当の、いわゆる支給割合の改正、第２条が翌年以降の期末

手当の支給割合の改正となっておりますので、ご承知いただきたいと存じます。

なお、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105号説明資料の新旧対照表については、参考として、あわせて

ご参照いただきたいと思います。
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それでは、議案書25ページをご覧願います。

はじめに、第１条であります。

議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の期末手当について規定してい

る第10条第２項中の議員報酬の月額に乗じる割合について、「100分の222.5」を「100分

の227.5にに改めるものであります。内容は、議案第104号と同様ですので、説明は省略

させていただきます。

次に、第２条であります。

第１条で「100分の227.5」に改めた議長以下議員の期末手当について規定している第10

条第２項中の議員報酬の月額に乗じる割合を「100分の225」に改めるものであります。

内容は、第１条と同じく、議案第104号と同様ですので、説明は省略させていただきます。

また、このたびの改正により、議長以下議員に支給される期末手当の年間の支給割合

は、「100分の445」から「100分の450」となります。

次に、附則であります。

第１項は、この条例の施行日で、この条例は公布の日から施行することとし、ただし

書きにより、第２条の規定は令和２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、第１条の規定による改正後の厚岸町議会議員の議員報酬及び費用弁済等に

関する条例の規定は、令和元年12月の期末手当の支給の基準日である令和元年12月１日

から適用するとするもので、令和元年12月の期末手当の引き上げ改訂分を遡及した上、

本年度中にその差額を支給することとするものであります。

なお、この改正による影響額については、全ての議員をあわせた年間の総額で、12万

8,000円の増額となります。

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お願いいた

します。

●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106号 厚岸町職員の給与に関する条例等の一部を改

正する条例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。
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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106号「厚岸町職員の給与

に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」その提案理由を説明させていた

だきます。

本条例につきましては、先の議案第104号で説明いたしました、本年８月７日の人事院

勧告における４月時点での官民給与の較差を踏まえ、その近郊を図るための給与改定の

うち、国家公務員の俸給表及び勤勉手当の支給割合の引き上げ改定の内容に準じて、厚

岸町職員の給料及び勤勉手当の支給割合をそれぞれ引き上げ改定するものであります。

続いて、人事院勧告に準じた、当町の給与の改定の内容について申し上げます。

一つ目は、給料表の改定で、はじめに、一般給料表及び企業職給料表については、１

級から５級までの一部の号俸の給料月額を、2,000円から200円までの範囲で引き上げ、

初任給を2,000円、若年層も同程度、引き上げることとしております。再任用職員につい

ては、勧告に準じて改定しないこととしております。

次に、医療職給料表については、これも同じく１級から５級までの一部の号俸の給料

月額を、2,300円から200円までの範囲で引き上げ、初任給を2,300円、若年層も同程度、

引き上げます。再任用職員については、勧告に準じて改定しないこととしております。

次に、嘱託職員給料表については、一部の号俸の給料月額を2,000円から200円までの

範囲で引き上げ、初任給を2,000円、若年層も同程度引き上げます。

なお、医師給料表については、勧告に準じて改定しないこととしております。

二つ目は、勤勉手当の支給割合の改定で、一般職員及び嘱託職員の勤勉手当を「0.05

月分」引き上げるものであります。

この二つの改定は、いずれも本年８月の人事院勧告及び既に第200回臨時国会で可決さ

れた「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律に準じた内容となって

おります。

続いて、改正条文の説明をいたしますが、このたびの改正条例は４条建ての構成とし、

第１条と第２条が「厚岸町職員の給与に関する条例の一部改正」、第３条と第４条が「厚

岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正」としておりますので、あ

らかじめご承知いただきたいと存じます。

なお、条例の改正内容については、別に配付しております、議案第106号説明資料の新

旧対照表により説明いたします。

新旧対照表の１ページをご覧んください。

第１条は、「厚岸町職員の給与に関する条例の一部改正」であります。

はじめに、第16条の６第２項の改正は、勤勉手当の額の算出に当たり、勤勉手当基礎

額に乗じる割合を改めるもので、第１号の再任用職員以外の職員の割合を、６月と12月

に支給する場合に区分し、６月の割合を現行のまま、12月の割合を「100分の５」引き上

げ「100分の97.5」とするものであります。

また、この改正により、期末手当と勤勉手当を合わせた年間の支給割合は、再任用職

員以外の職員、いわゆる一般職員が「100分の445」から「100分の450」となります。

次に、第22条第２項の改正は、嘱託職員に支給する勤勉手当の額の算出に当たり、勤
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勉手当基礎額に乗じる割合を改めるもので、第16条の６第２項と同様に６月と12月に支

給する場合に区分し、６月の割合を現行のまま、12月の割合を「100分の５」引き上げ「100

分の80」とするものであります。

また、この改正により、嘱託職員の期末手当と勤勉手当を合わせた年間の支給割合は、

「100分の336」から「100分の341」となります。

次に、別表第１の一般給料表、別表第２の医療職給料表及び別表第４の嘱託職員給料

表の全部を改める改正であります。

恐れ入りますが、別に配付しております議案第106号説明資料：別紙の、給料表の新旧

対照表をご覧願います。

１ページから６ページにかけて別表第１の一般給料表、６ページから12ページにかけ

て別表第２の医療職給料表、12ページから14ページにかけて別表第４の嘱託職員給料表

となっております。

給料表の改定については、前段で申し上げたとおり、人事院勧告及び当該勧告の内容

に準じ手国会に提出され、可決された「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改

正する法律」における俸給表の改定に準じた内容としており、別表第１の一般給料表が

１級から５級までの一部の号俸の給料月額を2,000円から200円までの範囲で引き上げ、

初任給及び若年層の給与月額を最高で2,000円引き上げ、別表第２の医療職給料表が同じ

く１級から５級までの一部の号俸を2,300円から200円までの範囲で引き上げ、初任給及

び若年層の給料月額を最高で2,300円引き上げ、別表第４の嘱託職員給料表が一部の号俸

の給料月額を2,000円から200円までの範囲で引き上げ、初任給及び若年層の給料月額を

最高で2,000円引き上げております。

新旧対照表の１ページにお戻り願います。

次に、別表第５の改正は、アの一般給料等級別基準職務表の１級から４級までの項と、

イの医療職給料表等級別基準職務表の４級の項に、それぞれ規定しておくべき「基準と

なる職務」を追加するものであります。

続いて、第２条は、第１条と同じく「厚岸町職員の給与に関する条例の一部改正」で

あります。

第16条の６第２項の改正は、令和２年６月以後に支給する勤勉手当基礎額に乗じる割

合を改めるもので、第１号の再任用職員以外の職員の割合を「100分の95」にするもので

あります。

また、この改正による期末手当と勤勉手当を合わせてた年間の支給割合は、この条例

の第１条で改正した割合と同じ割合となるものです。

続いて、第３条及び第４条の「厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の

一部改正」についてでありますが、本条例に規定のない嘱託職員に関する部分、嘱託職

員給料表、等級別基準職務表及び改正規定の条項番号が異なるほかは、改正の内容がこ

れまで説明いたしました第１条及び第２条の「厚岸町職員の給与に関する条例の一部改

正」と全て同様でありますので、説明は省略させていただきます。

説明資料別紙の14ページから最終ページにかけての企業職給料表についても、現行、

改正案ともに一般給料表と同じ内容となっております。

続いて、この条例の附則であります。
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議案書の40ページをご覧願います。

附則第１項は、この条例の施行期日で、この条例は公布の日から施行することとし、

ただし書きにより、第２条及び第４条の規定は令和２年４月１日から施行するとするも

のであります。

附則第２項は、第１条の規定による改正後の厚岸町職員の給与に関する条例の規定及

び第３条の規定による改正後の厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規

定については、平成31年４月１日に遡及して実施することを定めているものであります。

附則第３項は、給与の内払の規定で、この条例の第１条及び第３条の規定により引き

上げ改定した給料及び勤勉手当について、平成31年４月１日遡及により、本年４月から11

月までの９カ月分の給料、当該給料の引き上げに伴う本年６月及び12月の期末手当・勤

勉手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当、本年12月の勤勉手当の支給

に当たっては、これまで改定前の額で支給した分を内払いとみなし、この内払いとみな

した額を差し引いて支給することを規定した内容であります。

これらの改定に伴う影響額については、企業会計を含めた全会計で、給料表の引き上

げ改定により、年間で、給料の増額分が約226万円、期末手当・勤勉手当の増額分が、約555

万円、総額では約781万円、これら給与の増額に伴う退職手当組合負担金等への影響額を、

約29万円と試算しております。

なお、この改正内容については、令和元年10月21日付け文書により、自治労厚岸町職

員組合に申入れを行い、同年11月１日付け文書により、合意する旨の回答を得ていると

ころであります。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認いただきますようお願いいた

します。

●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13、議案第107号 厚岸町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。

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107号「厚岸町手数料条例

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説明を申

し上げます。

議案書41ページをご覧ください。

厚岸町は、平成９年４月１日から、建築基準法第97条の２の規定に基づく建築主事を

置き、いわゆる限定特定行政庁として、木造住宅など、同法第６条第１項第４号に規定

する小規模建築物の建築確認、完了検査など同法施工例第148条に規定する事務を実施し

てきたところであります。

しかし、このたび、当該事務を担当してきた建築主事の資格を有する職員が、本年12

月31日付けで退職することになり、現状で後任の職員を確保することができないため、

同日付けで、この建築主事を廃止することとし、当該事務を北海道に引き継ぐことにな

りました。

このため、これまで当町が限定特定行政庁として実施してきた建築物の確認申請など

に係る手数料について、これを廃止する必要があることから、厚岸町手数料条例の一部

を改正いたしたく、本条例を制定するものであります。

次に改正内容の説明は、別にお配りしております議案第107号説明資料の新旧対照表に

より行わせていただきますので、ご覧願います。

別表の７の事項「建築基準法に関するもの」の全部を削り、同表の８の事項を同表の

７の事項とし、同表の９の事項を同表の８の事項として、それぞれの１の事項ずつ繰り

上げる改正を行うものでございます。

議案書41ページにお戻りください。

次に附則であります。

この条例は、令和２年１月１日から施行するとするものでございます。

なお、これまで当町が限定特定行政庁として行っていた建築物の確認申請の審査や確

認、完了検査などについては、翌年１月１日から北海道釧路総合振興局に引き継がれる

ことになりますが、町は確認申請に係る書類の受付窓口として、総合振興局へ推達する

事務を行うことになります。

以上、大変簡単な説明ではございますが、ご審議の上、ご承認を賜りますよう、よろ

しくお願い申し上げます。

●議長（堀議員） これより、質疑を行います。

５番、南谷議員。

●南谷議員 本条例の改正は、建築基準法に関するものを全部削除するという条例の制定

であります。

12月４日議員協議会におきまして、副町長より厚岸町限定特定行政庁の廃止について

概略の説明がありました。改めて、削除の原因である限定特定行政庁が廃止に至った理

由について、お尋ねをさせていただきます。
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●議長（堀議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 改めて、ただいま提案説明の中にもありましたけれども、唯一、

その資格を有していた当町の職員が本年12月31日をもって退職をすることになりました。

これまで、その後任になるべき職員の募集を逐次行ってまいりましたけれども、なか

なかその後任の職員が見つからず、また、１級建築士の資格を有するだけでは、この限

定特定行政庁の事務を行うことができないということもあって、この12月31日をもって、

この建築主事を廃止し、あわせて限定特定行政庁を返上するという結果になったもので

ございます。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 建築主事がいなくなったことが主な原因と、改めて理解をさせていただいた

わけでございます。

後任の募集にもなかなか応じていただけなかった。建築主事がいなくなる前に後継者

対策として、何らかの手立てをしてくるべきではなかったのかと、非常に痛感をすると

ころでございます。条例の廃止はやむなしと諦めざるを得ないことを渋々、私は理解を

させていただきました。誠に残念であります。

やはり、人というのは１日にして、なかなかなりがたしというのですか、資格のもっ

ている人、募集はされているのでしょうけれども、後継者対策、早くからこの対応につ

いて、一人ではこういう場合も想定されるわけでございますから、町としてもしっかり

取り組んでこなかったこと、このことについては私は痛感の極みではないのかなと思い

ます。

建築家の技術職としては人事異動もままならず、育てることも大変なことと認識して

おりますが、技術職員の養成について、しっかりとこれからも取り組んでいかなければ

ならない。本町の建築業者においても、非常にしっかりとした職員の皆さんがおって、

当建築業界に貢献、寄与できるものと思いますが、この辺についてはいかがお考えでしょ

うか。

●議長（堀議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） このたび退職をされる職員については、中途の採用でありまし

たけれども、長年の間、建築行政を守ってきていただいた職員でございます。

その間、その後継となるべき職員の確保も行ってまいりました。その間、数名の職員

を確保することはできましたけれども、数年で退職をしてしまうというような状況が続

いておりました。最終的には、平成29年２月28日付けで、その後任となるべき職員が退

職をされたと。その後、同じく、あわせて速やかにその１級建築士の募集を行なわせて

いただきました。これまでの間、２級建築士も含めて募集を行ってきたところでありま

す。また、年齢も少しずつ、その年齢条件を上げながら確保を図ってきたところでござ

いますけれども、何分そういった技術者の不足、これは地方公共団体のみならず、民間
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でもこの建築士の確保が難しい状況になってきているということで、決して私どもその

ことについて怠ってきたわけではございませんけれども、社会情勢の中でこのような結

果に至ってしまったと。

今、退職をされる職員につきましても、あと数年で退職されるということもありまし

たので、できるだけ早い中でその後継者を確保すべく、また事務の継承も含めて、やは

りすぐに対応できるものではございませんでしたので、何とか１名、ないしは２名の確

保を行いたいということで募集をしてきましたけれども、このような結果になってしまっ

たということで、私自身、大変残念でありますし、この限定特定行政庁を返上せざるを

得ないという状況も非常に残念でなりません。

ただ、いずれにしても町の建築行政については、今後も引き続き行っていかなければ

なりませんし、特に今現状からいくと、保育所の建設、さらには消防の分団、第１庁舎

の建設、さらには施設の解体、こういった大きな事業も控えております。そういった意

味では、何とか職員の確保について、今後も努力をしていきたい、一層の努力をしてい

きたいと思っております。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 経緯、経過については理解をさせていただきました。

せっかく、その途中で来られても、結果として、今まで退職されていっている実例も

あります。ですから、今言われたように、これからも建設事業、町長は一生懸命取り組

んで、予算確保に努められて取り組んでおられるのですけれども、それを実践する職員

のスタッフが、やはりどの企業もそうだとは言うのですけれども、せっかく来られた方

がなかなか勤まっていかないということにつきましては、やはり一考を要するのではな

いのかなと、この辺についてもしっかりと育っていただけるように、なお一層の努力を

していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

●議長（堀議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 仮に職員が確保できた場合につきましては、数年で退職をする

というような状況にならないよう、十分なその育成、図っていきたいと思っております。

●議長（堀議員） 他にございますか。

（「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14、議案第108号 厚岸町立保育所条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

保健福祉課長。

●保健福祉課長（阿部課長） ただいま上程いただきました、議案第108号「厚岸町立保育

所条例の一部を改正する条例の制定について」その提案理由及び内容についてご説明申

し上げます。

議案書の42ページをお開き願います。

厚岸町立保育所条例には、認可保育所３箇所の設置が規定されておりますが、真竜保

育所については昭和47年度に、宮園保育所については昭和55年度に建設され、耐震性に

は適合せず、施設位置は津波の浸水予測区域内にあり、また、それぞれ経年により老朽

化が進んでいる状況にあります。

このため、人口減少や出生数の減少のほか地勢も考慮し、少子化への対応として両保

育所を統合し、旧真竜中学校裏山指定避難場所の隣接地へ新たに湖北地区の保育所整備

を進めております。

この新保育所の完成予定は、令和２年６月26日であり、供用開始は令和２年７月ごろ

を予定しておりますが、新保育所への円滑な移行を図るためには、町民や保護者へ施設

の内容等を周知した上で、新年度の保育所の入所手続きを進める必要があります。

入所申し込みの募集は、令和２年４月から現在の真竜保育所及び宮園保育所へ一旦入

所し、その後７月ごろに新保育所へ移ることを前提に、受付を１月より行う必要がある

ことなどから、今般、新保育所の名称、位置及び定数等をあらかじめ定めるため、本条

例を改正しようとするものであります。

新保育所の名称については、市街地にある小学校、中学校が、湖北地区は真龍小学校、

真龍中学校、湖南地区は厚岸小学校、厚岸中学校となっていることを参考に、呼び名を

統一し、さらに幼児にも分かりやすい名称を件とした結果、ひらがなの「しんりゅう」

に漢字の保育所をつけて「しんりゅう保育所」としようとするものであります。

定数については、現在真竜保育所が70人、宮園保育所が60人の合計130人のところ、人

口減少や出生数の減少、保育所への入所実績等を考慮して若干の減少を見込み、120人の

定数としております。

なお、施設として年齢別に最大を見込んだ保育室の合計受入人数の上限は151人として

いるところであります。

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

ております議案書第108号説明資料の新旧対照表については、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42ページでございます。
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第２条は、保育所の名称、位置、定数を表で規定しており、当該表中、「真竜保育所、

厚岸町港町２丁目２番地、70人」をひらがなの「しんりゅう」に漢字の「保育所」、厚岸

町宮園３丁目11番地、120人に改め、同表の宮園保育所の項を削る。改正であります。

次に、附則でございます。

第１項は、施行期日でございます。

この条例は、交付の日から起算して８月を超えない範囲内において規則で定める日か

ら施行する。とするものでございます。

前段で説明したとおり、新保育所の供用開始予定は、令和２年７月ごろと予定してお

り、最終的には工事の進捗状況によることから、施工日を現時点で明確にできないため、

別途施行期日を定める規則を制定し、施行しようとするものでございます。

第２項は、準備行為で、施行期日前においても、保育所の設置及び運営に必要な準備

行為をすることができる。とするものでございます。

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

願いいたします。

●議長（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15、議案第109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109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43ページをお開き願います。

厚岸町の道路占用料は、道路法施行令に基づき国や北海道との道路占用料の均衡を図

るため、厚岸町道路占用料徴収条例により占用料を設定しております。

道路法施行令の一部を改正する政令が、令和元年９月27日に公布され、令和２年４月

１日から施行されることとなりました。
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改正政令において、道路占用料の額の算定基礎となる民間における地価水準、地価に

対する賃料の水準の変動等を反映した適切なものとするため、平成30年度に行われた固

定資産税評価額の評価がえ、地価に対する賃料の水準の変動を踏まえた占用料の見直し

となりました。

このことから、厚岸町の道路占用料につきましても、これまでと同様に道路法施行令

に準じて金額を設定するものとし、厚岸町道路占用料徴収条例の一部を改正するもので

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109号説明資料、厚岸町道路占用

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させていただきます。

占用物件名、単位については変更はございません。占用料のみの改正であり、現行の

左側に表記しておりますが、改正案、右側に表記をさせていただいた金額に改定をさせ

ていただくものであります。

議案書44ページにお戻りください。

附則でありますが、この条例は令和２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でございますが、パーセントにして15％、金額は約38万

円の収入増となると試算しております。

以上、大変簡単な説明ではございますが、ご審議の上、ご承認を賜りますようよろし

くお願い申し上げます。

●議長（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。

休憩いたします。

午後４時30分休憩

午後４時30分再開

●議長（堀議員） 再開します。

ここであらかじめ会議時間の延長を行います。

本日の会議時間は議案第113号の審議が終了するまで、あらかじめ会議時間の延長を行
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います。

●議長（堀議員） 日程第16、議案第110号 厚岸町郷土館条例等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。

生涯学習課長。

●教委生涯学習課長（渡部課長） ただいま上程いただきました、議案第110号「厚岸町郷

土館条例等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をご説

明いたします。

博物館法第23条では、「公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に対する対価を

徴収してはならない。ただし、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情がある場合

は、必要な対価を徴収することができる」と規定されております。公立博物館への入館

は原則無料とされているところでありますが、博物館法による登録博物館の「厚岸町海

事記念館」また、それに類する施設の「厚岸町郷土館」、「厚岸町太田屯田開拓記念館」

の３館は、各条例の規定に基づき、維持管理費用の一部を補うため、入館料を徴収し、

施設の維持運営をしております。

３館の入館者の現状といたしましては、開館当初こそ、多くの入館者がおりましたが、

近年の入館者数は、10年前と比較し減少している状況です。

３館は、厚岸町の歴史と文化を身近に感じることができる施設です。入館料を無料化

することにより、多くの入館者に来ていただくことで、厚岸町の歴史と文化を身近に感

じ、教育・文化の発展に寄与するとともに、厚岸町の魅力を次世代へ確実に継承し、一

人でも多くの人にそのすばらしさに触れてもらうため、本条例を制定するものでありま

す。

なお、参考として無料化による影響額ですが、平成30年度の入館料で、「厚岸町郷土館529

件５万160円」「厚岸町海事記念館909件18万8,990円」「厚岸町太田屯田開拓記念館512件

５万160円」であり、３館の合計で、29万5,310円であります。

また、入館料を無料にすることにより、展示内容や各種事業など、来館者へのサービ

スの低下につながらないよう、展示物の掘り起こしや展示方法工夫を行い、新たな企画

を行うなど、これからも魅力ある博物館運営に努めてまいりたいと強く考えております。

続いて、改正条文の説明をいたしますが、本条例は、条例改正の趣旨が同様でありま

すことから、３条建ての構成とし、第１条が「厚岸町郷土館条例の一部改正」、「第２条

が「厚岸町海事記念館条例の一部改正」、第３条が「厚岸町太田屯田開拓記念館条例の一

部改正」としておりますので、あらかじめご承知いただきたいと存じます。

なお、説明は、議案書により行いますので、別にお配りしております議案第110号説明

資料の新旧対照表につきましては、参考として、あわせてご覧いただきたいと思います。

それでは、議案書45ページをご覧願います。

はじめに第１条「厚岸町郷土館条例の一部改正」については、入館料を無料にするこ

とに伴い、入館料を規定している「第５条」を削り、第６条から第９条までをそれぞれ

繰り上げ、入館料を規定している別表を削る改正であります。
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第２条「厚岸町海事記念館条例の一部改正」、第３条「厚岸町太田屯田開拓記念館条例

の一部改正」についても、第１条と同様の趣旨及び改正内容でありますので、説明は省

略させていただきます。

次に「附則」であります。

この条例は、令和２年４月１日から施行するものであります。

以上、簡単な説明ではございますが、ご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたし

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 先般、議員協議会におきまして、海事記念館、郷土館、太田屯田開拓記念館、

この３館の入館料無料化に向けた２カ年の検証の結果、無料化をする旨の説明がありま

した。この上程に当たって、何点かまずお尋ねをさせていただきます。

この無料化に向けて、いつ、どこで、無料化に向けた発案がなされ、どのようなプロ

セスで本日の上程に至ったのか説明を求めます。

無料化に至った根拠、この根拠について、先ほど若干説明があったのですけれども、

もう少し詳しい説明をしてください。

３館には、それぞれ審議委員会というのですか、これがありますよね。それぞれの委

員会の無料化についての考え方は、審議をされてきたと思うのです、私は、推測なので

すけれども、この辺のお考えはどのようになっているのか、お尋ねをさせていただきま

す。

それから、海事記念館、オープン当初、無料でありました。私も議案出て初めて分かっ

たのですけれども、それから何年かして、平成２年に第１回定例会において議案第20号

で公民館条例の一部を改正、さらには議案21号において海事記念館条例の一部を改正を

されております。そして有料化にした経過があります。当初、無料化でスタートしたも

のが有料化になった背景と、この改正の内容について、まず説明をしてください。

●議長（堀議員） 生涯学習課長。

●教委生涯学習課長（渡部課長） お答えさせていただきます。

まず、１点目の無料化に向けた発案がなされた経過でございますけれども、その件と、

先ほど審議会の考え等のお話しがありましたので、あわせた形で答弁させていただきた

いと思います。

まず、その経過ですけれども、平成26年の３館の審議会におきまして、審議委員の方

から、当時の委員長ですけれども、３館を無料にしてはどうかというご提言をいただい

た経過があります。その提言を受けまして、内部において無料化に伴う有効性などにつ

きまして、検討・議論を重ねてきたわけですが、その後、数年の期間を経たわけですが、

昨年度、平成30年度におきまして、無料化に向けての検証を行ってみようということに

なりまして、議員協議会でもご説明しましたが、桜まつり、牡蠣まつりのイベント時期
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におきまして、無料化の実証実験を行ったところであります。

その結果、有料化のときよりも入館者が増加したという結果が見てとれました。入館

者の増が見込まれたために、本年度、令和元年度においても同様の検証をさせていただ

いたところ、やはり入館者の増加が有料化のときよりは見られたという経過がございま

した。

その平成30年度の実績をもとに、本年度の３館の審議会の会議の場において、こういっ

た検証結果が出て、無料化に対する効果があるのではないかということで、ご提言をさ

せていただいたところ、無料化を進めたいということで説明させていただいたところ、

審議委員の皆さんの了承を得られたという経過があります。

その後、本年、社会教育委員会議、さらには総合教育会議の場においてでも、同様の

説明をさせていただいた上で、ご承認をいただきまして、先般、議員協議会において説

明をさせていただいたという経過があります。

それから、無料化に至った根拠ということでございますが、提案理由の中でも申し上

げたところでありますけれども、我々といたしましては、多くの来館者に今以上に来て

いただいて、厚岸町の歴史と文化を身近に触れていただきたいと、それから次世代へ継

承していってほしいなという思いがあります。

社会教育振興の観点から、全ての人に教育の機会が均等に与えられるように、それを

願っておりますし、さらには昨年度、蝦夷三官寺が北海道遺産に登録されまして、町と

しても歴史・文化の関心が高まっているという、こういったタイミングをもって無料化

にしていきたいと考えていたところであります。

それから、もう１点、平成２年の有料化に至った背景と改正の内容についてでありま

すけれども、ご質問者おっしゃられるように、当初、海事記念館無料化で館がスタート

しております。その理由としては、当時はマリンパーク構想の先導施設あるいは観光面

に配慮する面から無料でスタートするとしております。しかしながら、平成２年では管

内あるいは道内の類似施設、町内でいえば郷土館や北大の臨海実験所の博物館などが有

料施設であると。それらとの整合性を図りたいといった理由が一つ。それから、管理面

において、児童の遊び場にならないような入館者の制限などが目的の一つで、有料化に

至ったというふうな認識はしているところであります。

それから、改正内容につきましては、無料化であったものに対して、新たに一般個人

で200円、団体で150円、高校生個人が150円、団体100円、小中学生個人が100円、団体50

円と、そのほか幼児は無料とするといった条例の改正内容であります。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 まず、今のご答弁ですと無料化への根拠の一つなのですけれども、全国の博

物館の入館状況を上げておられます。いただいた資料、この資料なのですけれども、こ

れを見させていただきました。非常に、この参考資料なのですけれども、全国の数字出

ているのですけれども、博物館数は平成30年度なのですけれども、入館料のほうは平成20

年の調査なのです。10年前ですよね、数字が。それはそれとして、お粗末な資料だなと

いう理解をさせていただきました。
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でも、近隣の状況にあわせて無料化とされたということなのですけれども、道内の状

況、全国の状況からすると、有料化全体の数が5,676施設のうち、半数いっていないので

す。無料施設というのは。38％であります。この資料からいくと。半分には満たってい

ないのです。38％しか至っておりません。38％もという方もおられるかもしれません。

半分いってない。私は認識をさせていただきました。

それと、この資料で判断させていただいたのですけれども、本町も減免処置をとって

おります。ただいまの説明ですと、オープンした当時、一般で200円と。現在、高校生ま

で無料です。そして、大人は一人220円です。たばこ１個買えません。決して私は高いと

は、私は無料のほうがいいかもしれないけれども、高いものではないと私は理解をして

おります。団体は若干高くなっています。ですけれども、この1,000円もしている状況で

はないなと。

私も旅行が好きで、あちこちの博物館や施設を全国見て歩いております。たくさん人

が集まるところほど、無料のところはありません。むしろ、人が来てもらうために、い

ろいろな努力をされております。駐車料金もとられています。むしろ。駐車料金は500円、

600円、まずとられる。入っていくのにも1,000円近い料金を払っているのが現実です。

そういうところほど、多くの人が行っています。現実。

そうした中で、さっき答弁もありました。審議会をと。ですけれども、審議会の意見

としては意見で分かるのです。でも、当時、この無料化、有料化にするときの議論の中

で、同日にこの審議会を立ち上げていますよね。設立のときから、この審議会はなかっ

たはずです。平成２年のときに３館の審議委員会を立ち上げたということは、有料化に

するときに当時の審議委員の皆さんは立ち会っていないのです。

そういう経過については、審議会の皆さん、これから無料化にするというときに事務

方としてきちんと設立当時の無料化、有料化になった背景というものもお知らせをして、

ここに至っているという理解をしているのですが、この辺についてもご答弁をいただき

たいと思います。

私は、少なくても、厚岸町職員の給与のカットも実施をしてまいりました。ここに来

てやっと戻りました。経費の削減も出張も20％、30％と、ある程度縮減をしてきました。

その上に積んで今にあると思っているのです。金額が少ないから、多いから、そういう

議論にはならないと私は思います。いただくものはいただいて、本来、やはり有料でも、

むしろ来ていただくためには魅力のある運営というものは大事ではないのでしょうか。

皆さん方が一生懸命やっていないということではないのです。一生懸命やっている。だ

からこういうことも提案していただいた。そのことに関しては感謝しています。ですけ

れども、無料化にするから人がいっぱい来るのかと。

現に、先ほどから桜・牡蠣まつりにも無償化にして実績が上がっています。逆に僕に

言わせたら、そういう配慮によって無償化で活用しているのではないですかと言いたい

のです。年中とっているわけではないのです。高校生までは無料だ。何らかの事情があっ

て、イベントやるときにおたくらがそういうふうに企画したときも無料になっています

よ。全てがんじがらめで有料にしているわけではないと思うのです。

これからも、有料に、今までのルールで、この条例を廃止しなくても、十分私はやっ

ていけるのではないのかなと。活用で。もっと来ていただくためのイベントなり、そう
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いうものについて運用していけば、できないわけではないのですから、むしろ金額が少

ないからいいというものではないと思うのです。

たかだか30万円以下だよという捉え方も、そのくらいのことで何をと考えられる方も

おられるかもしれません。ですけれども、少なくても有料化にしてきた背景、この辺に

ついてもやはり真剣に捕まえないと、いつまでも財政豊かな厚岸町では、私はないと思

うのです。

いただくものはしっかりいただいて、その分、それが安かったなというくらい努力を

される、そういう意欲をもった取り組みというのを、そういう考えというのは至らなかっ

たのでしょうか。いかがでしょうか。

●議長（堀議員） 生涯学習課長。

●教委生涯学習課長（渡部課長） お答えさせていただきます。

まず、１番最初にご質問のありました全国の博物館の施設の数と入館料の有料、無料

の比率の関係でございますけれども、まず社会教育行政調査という調査がありまして、

その中で調査した数字ではありますが、毎年同じ調査をしていないということもありま

して、博物館の数は平成30年度の調査の数、それから入館料の調査については平成20年

度の調査の数ということで、10年の開きがあるということを、まずもってご理解いただ

きたいと思います。

それから、審議会に対する説明についてでありますが、議員ご指摘のような開館当初

から有料になるに至るについての説明については、審議会の皆さんには我々のほうから

は詳しいお話しはしておりません。その辺につきましては、本来であれば、その経過も

含めた中で説明していくべきであったと、今となって反省しているところであります。

その辺はしていないということで、ご答弁にかえさせていただきます。

それから、その有料、金額の大小ではなく、有料であることによって、展示物の価値

であったり、もしくは無料で入ることによって安く見られてしまうといったような懸念

も当然我々も考えたのですけれども、まずはあらゆる人に平等に施設を見ていただきた

いと。その上で、今まで以上の展示の仕方であるとか、さまざまなＰＲの仕方といった

部分も無料化を契機に、やはり力を入れていきたいなというふうな思いでおります。で

すから、提案理由の中でも言いましたけれども、無料化にすることによって、決して今

までより低下しないような館の運営に努めてまいりたいと、そのように考えているとこ

ろでございますので、ご理解いただきたいと思います。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 私は料金をとらないで来館者を期待する、安易ではないのかなと。それはた

だだから、ただよりいいことないわけだから。そのことで、来館を期待する。やはりもっ

と前向きに、積極的に、今言われました、これからも同じものをずっと同じく展示する

わけにはいかないです。展示をするということは、やはり来ていただく方、１回見に行っ

たらもう行かなくてもいい、こうはならないと思うのです。新たな配置がえや設備投資
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もしなければならない。積極的な展開していく上でも、やはりいただくものはきちんと

いただいて取り組んでいく、そういう姿勢も私は大事ではないのかなと思います。

いずれにいたしましても、私は決してお金だけの問題ではないのです。海事記念館３

館が、やはり町民、町内外の皆さんが興味をもって有効に活用していただける、その思

いは同じであります。ですけれども、有料化、無料化については、もう少し熟慮してい

ただきたかったなと思いますが、いかがでしょうか。

●議長（堀議員） 教育長。

●教育長（酒井教育長） 繰り返しになるかもしれませんけれども、まず博物館法の中で

原則徴収してはならない。やむを得ずというのがあります。維持運営のためやむを得な

い事情がある場合は徴収することができるという、この部分って法の部分ですから、非

常に思いと受けとめております。

約30年間海事記念館は有料でやってまいりました。この30年間有料でやってきた結果、

維持運営のためにやむを得ない事情があるとは、私にはちょっと理解ができない、とい

うか納得いただく説明ができないなということで、大原則である徴収してはならないの

ほうの、大原則である無料化に踏み切りたいというのがまず基本にある考え方でありま

す。

それから、今なぜこれをやりたいかといいますと、実は先程来いろいろご提言いただ

いております無料化にすることが目的でもなければ、入館者数を増やすことが目的でも

ありません。要するに、厚岸の、この非常に魅力ある、そして他に誇れる歴史、文化、

自然、そういったものを、やはり町民が、それからまた町外の方も含めてですけれども、

より多くの人に、この厚岸の魅力を発信していきたい。そのためには、やはり今回の場

合でいいますと有料という壁を下げて、少しでも多くの人が入っていただけるのであれ

ば、まず人に来ていただかなければ、そういった意識の啓発もできないだろうというこ

とで、来年町政執行が120年を迎えます。町民の皆さん、厚岸の歴史にもう一度振り返っ

て、目を向けていただける絶好の機会であります。その厚岸の歴史を振り返っていただ

くために、郷土記念館、海事記念館、太田屯田開拓記念館、この３館は非常に有益であ

るとも考えております。

また、海事記念館が所蔵している丸木舟が、来年オープンする国立アイヌ民族博物館

に展示されます。オリンピックも開かれます。町内外の方が、厚岸に目を向けていただ

ける絶好の機会、チャンスにしたい、そういうこともありまして、この機会に、より気

軽に活用しやすい３館の環境を整えたいということで、今回無料化の提案をさせていた

だいております。ご理解いただきたいと思います。

●議長（堀議員） 他に、質疑ございますか。

（「なし」の声あり）

●議長（堀議員） なければ、質疑を終わります。
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お諮りいたします。

討論を省略し、本案は原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（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111号 厚岸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例の制定についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

総務課長。

●総務課長（石塚課長） ただいま上程いただきました、議案第111号「厚岸町会計年度任

用職員の給与及び費用弁償に関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47ページをご覧願います。

国は、地方公共団体における行政需要の多様化等に対応し、公務の能率的かつ適正な

運営を推進するため、地方公務員法の臨時・非常勤職員について、特別職の任用及び臨

時的任用の適正を確保し、並びに一般職の会計年度任用職員の任用等に関する制度の明

確化を図るとともに、会計年度任用職員に対する給付について規定を整備するため、「地

方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律」を制定し、令和２年４月１日から施

行することといたしました。

この法律の概要を申し上げますと、地方公務員法では、地方の厳しい財政状況が続く

中、多様化する行政需要に対応するため、臨時・非常勤職員が増加しているが、任用制

度の趣旨に沿わない運用が見られ、適正な運用が確保されていないとして、一つ目に通

常の事務職員等であっても、「特別職」として任用され、その結果、一般職であれば課さ

れる守秘義務などの服務規律等が課されない者が存在していることから、法律上、特別

職の範囲を、制度が本来想定する「専門的な知識経験等に基づき、助言、調査等を行う

者」に、「臨時的任用」は、本来、緊急の場合等に、選考等の能力実証を行わず職員を任

用する例外的な制度であるが、こうした趣旨に沿わない運用が見られることから、その

対象を、国と同様に「常勤職員に欠員を生じた場合」に厳格化する。二つ目に、法律上、

一般職の非常勤職員の任用等に関する制度が不明確であることから、一般職の非常勤職

員である「会計年度任用職員」に関する規定を設け、その採用方法や任期等を明確化す

る改正が、地方自治法では、地方の非常勤職員については、国と異なり、労働者性が高

い者であっても期末手当が支給できないとして、新たに設ける会計年度任用職員につい

て、期末手当の支給が可能となるよう、給付に関する規定を整備する改正が行われてお

ります。

このため、厚岸町においても、現行の臨時職員と非常勤職員の多くが新たに創設され

る会計年度任用職員に移行することとなるため、条例でこれを定めるとされている改正
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後の地方自治法及び地方公務員法の規定に基づき、厚岸町会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例を制定するものであります。

それでは議案に沿ってご説明させていただきますが、参考資料①として関係法令の抜

粋及び参考資料②として厚岸町会計年度任用職員に関する規則（案）を配付させていた

だいておりますので、あわせてご参照願います。

第１条は、この条例の趣旨規定で、地方自治法において、パートタイム会計年度任用

職員の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法と、フルタイム会計年度任

用職員の給料、手当及び旅費の額並びに支給方法は、条例でこれを定めなければならな

いとされていること、並びに地方公務員法において、職員の給与は、条例で定めるとさ

れていることに基づき、当該会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を

定めるものとするものであります。

第２条は、定義規定で、この条例の中で頻繁に用いる用語として、「フルタイム会計年

度任用職員」と「パートタイム会計年度任用職員」の意義を定めております。

第３条は、会計年度任用職員の給与について規定しております。

第１項は、フルタイム会計年度任用職員とパートタイム会計年度任用職員の給与を明

らかにしたもので、フルタイム会計年度任用職員については、地方自治法第204条第１項

の規定に基づく「給料」と同条第２項の規定に基づく各種「手当」とし、パートタイム

会計年度任用職員については、同法第203条の２第１項の規定に基づく「報酬」と同条第

４項の規定に基づく「期末手当」とするものであります。

また、正職員に支給している手当のうち、「地域手当」、「単身赴任手当」、「管理職手当」

及び「管理職員特別勤務手当」については、フルタイム会計年度任用職員に対して支給

することが想定し難いものとして、「扶養手当」、「住居手当」及び「寒冷地手当」につい

ては、職員が長期にわたり安定的に継続して勤務できるようにするために生活給として

支給されるものであって、１会計年度ごとに任用され、長期の任用を前提としていない

フルタイム会計年度任用職員には支給すべきでないとして、また、「勤勉手当」について

は、総務省が「各地方公共団体における期末手当の定着状況等を踏まえた上での検討課

題」としていることから、現時点で支給すべきではないとして、いずれも規定しないこ

とといたしました。

なお、「退職手当」については、フルタイム会計年度任用職員は、再度の任用により引

き続き１年を超えて任用された場合には「職員」と見なされ退職手当の支給対象となり

ますが、厚岸町にあっては職員に対する退職手当の支給事務を「北海道市町村職員退職

手当組合」が共同処理しており、退職手当の支給の可否が専ら同組合の条例によって決

められることから、本項には規定しておりません。

第２項は、本文で会計年度任用職員に対する給与の「全額払いの原則」を、ただし書

きで、条例で定めた場合に認められる「全額払いの原則の特例」について、給与から控

除することができるものを各号に規定するもので、職員の給与条例に準じた内容として

おります。

48ページ、第３項は、会計年度任用職員への給与の支払い方法について、本文で、「通

貨払いの原則」と「直接払いの原則」を、ただし書きで、条例で定めた場合に認められ

る「通貨払いの原則の特例」について、口座振替による支払いが可能であることを規定
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するもので、職員の給与条例に準じた内容としております。

第４項は、会計年度任用職員の公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれな

いとするものであります。

第４条は、フルタイム会計年度任用職員の給料について規定しており、給料表の種類

については、別表第１の一般給料表と別表第２の医療職給料表とし、各給料表の適用範

囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによるとするものであります。

恐れ入りますが、57ページをお開きください。

一般給料表については、60ページの備考欄のとおり、職員の給与条例別表第１「一般

給料表」の１級１号俸から60号俸まで及び２級20号俸から113号俸までを準用し、医療職

給料表については、62ページの備考欄のとおり、職員の給与条例別表第２「医療職給料

表」の１級１号俸から58号俸までを準用したものとしております。

第５条は、フルタイム会計年度任用職員の号俸について、新たに給料表の適用を受け

るフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、町長が規則で定める基準に従い任

命権者が決定するとするもので、いわゆる初任給に係る号俸の決定は、学歴、職歴等を

換算して行うことを規定したものであります。

第６条は、フルタイム会計年度任用職員の給料の支給に関する規定であります。

第１項が給料の計算期間、第２項が給料の支給日、第３項が本文で給料の支給の開始

日と終了日、ただし書きで死亡により退職した場合の特例を、第４項が月の中途でフル

タイム会計年度任用職員となったとき、または退職したときの給料の計算方法を定めた

もので、職員の給与条例に準じた内容としております。

49ページ、第７条は、フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当について、その種

類、支給を受ける範囲、手当の額及びその支給方法は、厚岸町職員の特殊勤務手当に関

する条例の定めるところによるとして、正職員に準じた取扱いとするものであります。

また、特殊勤務手当条例に規定している手当の種類は、野犬掃とう等業務手当、防疫

等作業手当、牧場管理業務手当、蜂の巣駆除作業手当及び夜間業務手当ですが、来年４

月１日任用予定のフルタイム会計年度任用職員に対しては、牧場管理業務手当と夜間業

務手当の支給が想定されるところであります。

第８条は、フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当について、正職員に準じた

取扱いとするため、前段では給与条例に係る準用規定を、後段では読替規定により、準

用される規定に加えるべき修正点を定めております。

なお、給与条例第11条第５項の「時間外勤務代休時間を指定された場合の時間外勤務

手当」については、フルタイム会計年度任用職員に対して月60時間を超える時間外勤務

を命じることが想定し難いため準用しないことといたしました。

第９条は、フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当について、正職員に準じた取

扱いとするため、前条と同様、前段では給与条例に係る準用規定を、後段では読替規定

により、準用される規定に加えるべき修正点を定めております。

第10条は、フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当について、正職員に準じた取

扱いとするため、前２条と同様、前段では給与条例に係る準用規定を、後段では読替規

定により、準用される規定に加えるべき修正点を定めております。

第11条は、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当について、正職員に準じた取扱い
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とするため、給与条例に係る準用規定としております。

50ページ、第12条は、フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当についてであります。

第１項は、宿日直手当について、正職員に準じた取扱いとするため、給与条例に係る

準用規定としております。

第２項は、宿直勤務または日直勤務が「時間外勤務」、「休日勤務」及び「夜間勤務」

に含まれないものとすることを規定し、正職員に準じた取扱いとしております。

第13条は、フルタイム会計年度任用職員の期末手当についてであります。

第１項は、任期の定めが６カ月以上のフルタイム会計年度任用職員の期末手当につい

て、正職員に準じた取扱いとするため、給与条例第16条の３から第16条の５までの準用

規定としております。

第２項は、６カ月未満の任期の定めで任用されたフルタイム会計年度任用職員が、１

会計年度内において、同一の任命権者に２回以上、６カ月未満の任期の定めで任用され

た場合であっても、その合計が６カ月以上に至ったときは、前項の任期の定めが６カ月

以上のフルタイム会計年度任用職員とみなして、期末手当を支給することを規定してお

ります。

第３項は、フルタイム会計年度任用職員として、前計年度の末日、つまり３月31日ま

で任用され、同日の翌日、つまり４月１日から、同一の任命権者に、再びフルタイム会

計年度任用職員に任用された場合で、その任期の定めの合計が６カ月以上に至ったとき

は、第１項の任期の定めが６カ月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなして、６月

の期末手当を支給することを規定しております。

第14条は、フルタイム会計年度任用職員の給与の端数処理についてであります。

第16条に規定する給与の減額に係る勤務１時間当たりの給与額と、勤務１時間につき

支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額の算定に当たり、その算

定した額に、50銭未満または50銭以上１円未満の端数が生じたときの処理方法を規定す

るもので、正職員に準じた取扱いとしております。

第15条は、フルタイム会計年度任用職員の勤務１時間当たりの給与額の算出について

であります。

フルタイム会計年度任用職員に支給する「時間外勤務手当」、「休日勤務手当」及び「夜

間勤務手当」に係る勤務１時間当たりの給与額の算出方法を規定するもので、正職員に

準じた取扱いとしております。

51ページ、第16条は、フルタイム会計年度任用職員の給与の減額について定めており、

正職員に準じた取扱いとするため、給与条例と同様の規定内容としております。

第17条は、パートタイム会計年度任用職員の報酬についてであります。

第１項は、パートタイム会計年度任用職員の報酬を月額、日額または時間額とし、そ

の者の勤務態様に応じて任命権者が決定するとするものであります。

第２項は、月額による報酬の額の算出方法について、第３項は、日額による報酬の額

の算定方法について、第４項は、時間額による報酬の額の算定方法について、それぞれ

定めたものであります。

第５項は、第２項の月額、第３項の日額、第４項の時間額による報酬の額の算定に用

いられる「基準月額」については、いずれのパートタイム会計年度任用職員の１週間当



- 160 -

たりの通常の勤務時間が「休憩時間を除き４週間を超えない期間につき１週間当たり38

時間45分」と同一であるとした場合に、その者の職務の内容等に照らして、第４条の「職

員の給料」と第５条の「職員の号俸」の規定を適用して得た額とするものであります。

第18条は、パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬についてで、「野犬掃

とう等業務」、「防疫等作業」、「牧場管理業務」、「蜂の巣駆除作業」、「夜間業務」に従事

することを命ぜられた者には、正職員に準じ、特殊勤務手当条例の例により起算して得

た額を支給するとするものであります。

また、来年４月１日任用予定のパートタイム会計年度任用職員に対しては、夜間業務

に係る報酬の支給が想定されるところであります。

52ページ、第19条は、パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬につい

てであります。

第１項は、正規の勤務時間外に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支

給することを、第２項から第５項までは、時間外勤務に係る報酬を正職員に準じて支給

するため、給与条例に準じた規定内容としております。

53ページ、第20条は、パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬について

であります。

第１項は、休日において、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に

係る報酬を支給することを、第２項及び第３項は、前条と同様、休日勤務に係る報酬を

正職員に準じて支給するため、給与条例に準じた規定内容としております。

第21条は、パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬についてであります。

第１項は、夜間勤務に係る報酬を、正職員と同様、勤務した全時間に対して支給する

ことを、第２項は、夜間勤務に係る報酬の額について、正職員に準じた加算割合にする

額とすることを規定しております。

第22条は、パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬についてでありま

す。

第１項は、宿直勤務または日直勤務を命ぜられた職員には、給与条例第16条第１項に

規定するその他の職員と同様、その勤務１回につき4,400円を宿日直勤務に係る報酬とし

て支給することを、第２項は、宿直勤務または日直勤務は、時間外勤務、休日勤務及び

夜間勤務には含まれないとするもので、正職員に準じた取扱いとしております。

第23条は、パートタイム会計年度任用職員の期末手当についてであります。

第１項は、任期の定めが６カ月以上のパートタイム会計年度任用職員の期末手当につ

いて、正職員に準じた取扱いとするため、前段では給与条例に係る準用規定とし、後段

では読替規定により、準用される規定に加えるべき修正点を定めております。

なお、日額または時間額により報酬が支給されるパートタイム会計年度任用職員で、

期末手当の支給対象となる場合は、期末手当基礎額の計算に用いる報酬額は、在職期間

の報酬の１カ月当たりの平均額によるとしております。

第２項は、６カ月未満の任期の定めで任用されたパートタイム会計年度任用職員が、

１会計年度内において、同一の任命権者に２回以上、６カ月未満の任期の定めで任用さ

れた場合であっても、その合計が６カ月以上に至ったときは、前項の任期の定めが６カ

月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなして、期末手当を支給することを規定し
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ております。

第３項は、パートタイム会計年度任用職員として、前会計年度の末日、つまり３月31

日まで任用され、同日の翌日、つまり４月１日から、同一の任命権者に再びパートタイ

ム会計年度任用職員に任用された場合で、その任期の定めの合計が６カ月以上に至った

ときは、第１項の任期の定めが６カ月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなして、

６月の期末手当を支給することを規定しております。

なお、１週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の職員については、期末手当の支給

対象から除くこととしておりますが、これは「国において１週間当たりの勤務時間が15

時間30分未満の再任用短時間勤務職員には期末手当が支給されていないこと」を踏まえ、

同様の取扱いとするものであります。

第24条は、パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理についてであります。

第27条各項に規定する勤務１時間当たりの報酬額と、勤務１時間につき支給する時間

外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務に係る報酬の額の算定に当たり、その算定した

額に、50銭未満または50銭以上１円未満の端数が生じたときの処理方法を規定するもの

で、正職員に準じた取扱いとしております。

第25条は、パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給についてであります。

第１項は、報酬の計算期間を正職員に準じた取扱いとし、第２項は、報酬の支給日を

町長が規則で定める日とし、規則においては、月額による報酬を正職員と同じく当月払

いの毎月21日、日額及び時間額による報酬を現在の臨時職員・非常勤職員と同じく翌月

払いの毎月５日と定めるものであります。

第３項は、日額または時間額によるパートタイム会計年度任用職員には、勤務日数ま

たは勤務時間に応じて報酬を支給することを、第４項は、前文で、月額によるパートタ

イム会計年度任用職員の報酬を支給する開始日と終了日を、ただし書きで、退職が死亡

による場合の報酬の支給を規定しており、第４項については正職員と同様の取扱いとし

ております。

55ページ、第５項は、月の中途で月額によるパートタイム会計年度任用職員となった

とき、または退職したときの報酬の計算方法を定めたもので、職員の給与条例に準じた

内容としております。

第26条は、パートタイム会計年度任用職員の勤務１時間当たりの報酬額についてであ

ります。

第１号は月額による報酬、第２号は日額による報酬、第３号は時間額による報酬につ

いて、それぞれその算出方法について定めたものであります。

第27条は、パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額についてであります。

第１項は、月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員の報酬を

減額する場合の算定方法について、第２項は、日額により報酬を定められているパート

タイム会計年度任用職員の報酬を減額する場合の算出方法について規定しております。

なお、勤務時間に応じて報酬が支給される時間額によるパートタイム会計年度任用職

員については、本規定の対象外となります。

第28条は、パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償についてであります。

第１項は、パートタイム会計年度任用職員に、正職員の通勤手当に当たる費用弁償を
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支給することを、第２項は、通勤に係る費用弁償の額を正職員の通勤手当に準じた額と

することと、その支給日及び離職等により返納が生じた場合等の取扱いを正職員の通勤

手当と同様の取扱いにするものであります。

56ページ、第29条は、パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用

弁償についてであります。

第１項は、パートタイム会計年度任用職員が公務のために旅行したときは、正職員の

旅費に当たる費用弁償を支給することを、第２項は、その費用弁償の額は厚岸町職員の

旅費に関する条例の例によることを規定しております。

第30条は、外国語指導助手の報酬の特例についてで、第１項は、パートタイム会計年

度任用職員のうち、外国語指導助手の報酬は、第17条の規定にかかわらず、採用後の年

数に応じて、月額33万円以内で教育委員会が別に定めるものとするものであります。

第２項は、外国語指導助手に、特殊勤務、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿直

勤務または日直勤務に係る報酬並びに期末手当及び勤務１時間当たりの報酬額について

は、従前どおり、これを適用しないとするものであります。

第31条は、地域おこし協力隊員の報酬及び費用弁償の特例についてで、第１項は、パー

トタイム会計年度任用職員のうち、地域おこし協力隊員の報酬は、第17条の規定にかか

わらず、月額25万円とするものであります。

第２項は、地域おこし協力隊員に、期末手当及び通勤に係る費用弁償については、こ

れを適用しないとするものであります。

第32条は、休職者の給与についてで、会計年度任用職員が法第28条第２項各号に掲げ

る「心身の故障のため、長期の休養を要する場合」、「刑事事件に関し起訴された場合」

といった事由に該当して休職にされたときは、その期間中は、いかなる給与及び費用弁

償も支給しないとするものであります。

第33条は、委任規定であります。会計年度任用職員の勤務条件などの詳細については、

「厚岸町会計年度任用職員に関する規則」において定めることとするものであります。

附則であります。

附則第１項は、この条例の施行日で、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する

法律の施行日と同日の令和２年４月１日から施行するとするものであります。

附則第２項は、この条例の施行後における、最初の期末手当に係る在職期間の特例に

ついて定めるもので、執行日の前日である令和２年３月31日以前に制度改正前の「特別

職非常勤職員」、「嘱託職員」、「臨時職員」または「非常勤職員」として任用されていた

者で、施行日後も引き続き会計年度任用職員として任用された場合に、制度改正前の「特

別職非常勤職員」、「嘱託職員」、「臨時職員」及び「非常勤職員」の在職期間を期末手当

の在職期間に通算するとするものであります。

57ページ、附則第３項は、語学指導等を行う外国青年の給料等に関する条例の廃止に

ついて定めるもので、外国語指導助手の身分がこれまでの非常勤特別職から会計年度任

用職員に移行となることに伴い、当該職の報酬及び費用弁償について、この条例で定め

ることとなるため、不要となる「語学指導等を行う外国青年の給料等に関する条例」を

廃止するものであります。

なお、この条例についてご審議をいただき、議決をいただいた後、速やかに、令和２
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年度における会計年度任用職員の任用等の制度の詳細について、現在の臨時職員及び非

常勤職員に対し説明を実施していくとともに、制度の周知とその任用にあたって必要と

なる準備を進めてまいりたいと考えているところであります。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認いただきますようお願いいた

します。

●議長（堀議員） これより、質疑を行います。

２番、石澤議員。

●石澤議員 長い説明ありがとうございました。すみません。

非常勤職員の処遇改善ということで、ずっと決めて、案として出されてきているので

すが、フルタイム会計年度任用職員の場合の処遇改善になっているのかなという感じが

します。同じ仕事をしながら、結局は職員であれば、さっき言いました寒冷地手当、そ

れからそういう手当がついていないとか、それからずっと恒常的に働ける仕組みにはなっ

ていない、１年ごとに切られるということで、恒常的な身分の補償がされていないとい

う問題点があると思うのですが。それと、パートタイムとフルタイムの時間的なもので、

ここまでがフルタイムで、ここまでがパートタイムという、その差はどのくらいあるの

か。それについて教えてください。

●議長（堀議員） 総務課長。

●総務課長（石塚課長） 最初の処遇改善の部分について、まずお答えさせていただきま

すが、これまで臨時職員に対して支給されていなかった期末手当が支給されるというこ

とと、そのほか、いろいろな手当ございますが、特に夜間業務手当等については、これ

は町立病院の場合ですが、かなり差があったものが来年４月以降は正職員と同額、基本

的には同額となります。

先ほど言われました寒冷地手当等については、提案の説明の中でもさせていただきま

したが、長期に勤務される生活支給的な部分があるという部分から、会計年度任用職員

については、あくまでも一会計年度を原則とした任用となります。更新をしたとしても、

また翌年度は、失礼いたしました、更新ではなく再度の任用です、再度の任用をした場

合についても、あくまでも一会計年度の職員となりますので、そういった部分について

は、提案説明でも申し上げさせていただいたとおり、支給は現在のところはしないとい

うことになってございます。

それと、フルタイム会計年度任用職員とパートタイムの区切りについては、時間的な

ことでよろしいですか。フルタイム会計年度任用職員につきましては、正職員と同じ１

週間に38時間45分の勤務をする場合がフルタイム会計年度任用職員となります。それよ

りも短い方についてはパートタイム会計年度任用職員となってございます。以上です。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。
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●石澤議員 先ほどの、その寒冷地手当の話で、１年しかないので恒常的に勤務するわけ

ではないという話をしていましたけれども、これは本人は恒常的に勤務したいのです。

したいのだと思います。本来は正規でとらなくてはならない人たちだと思います。それ

が１年であって、本人が望んで１年でやっているわけではなくて、希望としては無期で

雇用してほしいと思っていると思います。それができないことで手当がならないという

のは少しおかしいかなと思うのと。

それからもう一つは、今38時間何がしと言っていましたけれども、それが１分でも減っ

たらパートになってしまうということになるのでしょうか。

それから、この条例を今、条例案として出してきましたが、臨時で働いていた人たち、

それぞれにきちんと話を聞くというふうにされたけれども、連絡が来なかったという話

も聞いていますが、今までの臨時さんたちとの話とか意見とかは、ちゃんと取り上げる

ことができたのですか。

●議長（堀議員） 総務課長。

●総務課長（石塚課長） まず１点目の続けて働きたいという部分でございますが、会計

年度任用職員につきましては、あくまでも一会計年度を区切りとする制度でございます

ので、続けての任用ということにはどうしてもなりません。

それから、フルタイム、パートタイムが少しでも短ければパートタイムになってしま

うのかという部分については、そのとおりでございます。

それから、臨時職員の意見につきましては、声をかけていないということはございま

せん。今年の１回目の説明は臨時職員、それから非常勤に対しては５月から６月にかけ

て１回目を実施しております。

先ほど、提案説明で申し上げましたのは、この条例で決まった後にまだ具体的な金額

等を５月、６月の段階ではお示しすることができませんでしたので、職種ごとの、先日

議会協議会のほうに提示させていただきましたが、それをもって、もっと詳しい説明を

したいと考えております。

以上でございます。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 臨時職員の人たちは、条例が決まる前にもっときちんとした話があるのでは

ないかと思っていたみたいです。だから、給料が、自分たちの意見も個別に聞きとって

もらえるのかなと感じていたようです。そのことで何も来ていないのだよなという話は

していました。

それから、本来は、これ本当に国の制度がこういう形で１年ごとという制度になって

いるので仕方がないのですが、そもそもは同じ仕事で経験を積んでやっている以上は無

期に、５年たったら無期になっていかなければならないということは、これからも求め

ていきたいと思いますが、非常勤職員の処遇が少しでも改善したという意味ではいいの

かなと思いますが、それでもやはり、これから厚岸で子育てをしていく、そういう若い
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人たちにとっては、まだまだ足りないほうだと思います。

こういう規則ではなくて、もっと改善しながらやっていってほしいと思うのですが、

これからもいろいろ質問していきたいと思いますが、それでどうなっていくか考えてい

きたいと思います。

国の制度自体が変わらないことには、町だけではどうしようもないと思いますが、も

う少し臨時職員、厚岸町の職員はこれから会計年度任用職員になる方たちですが、その

人たちは町民なので、そのことも含めて、これから検討していってほしいと思いますが、

いかがですか。

●議長（堀議員） 総務課長。

●総務課長（石塚課長） 最初の説明の部分でございますが、５月、６月に臨時職員の方

に説明を個別という形ではなくて、職場ごと、例えば町立病院であれば町立病院に出向

いて、数回に、勤務時間等もありますので、時間外に勤務説明会を数回やらせていただ

いております。その中では、給料に関しては、現在よりは下がらないと。下がらないと

いうのは月額です。下がらない。なおかつ、期末手当等が支給されるという説明をさせ

ていただいております。

ただ、その時点で個別に説明をさせて、臨時職員等あわせますと160人ほどおりますの

で、個別の説明についてはちょっと時間的にも不可能な部分ございますので、ある程度

まとめてやらせていただいております。

嘱託職員に関しては、これではございませんけれども、個別に説明を一人一人、丁寧

にやらせていただいております。

それから、同じ仕事なのに給料が違うという部分でございますが、当然正職員、それ

から会計年度任用職員においては、責任の度合い等も異なってまいります。議員おっしゃ

られるとおり、国の制度上、どうしても会計年度任用職員については、複数年というこ

とにはなりませんので、その部分についてはご理解をいただきたいと思います。

●議長（堀議員） 他に、質疑ございますか。

（「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。
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●議長（堀議員） 日程第18、議案第112号 厚岸町一般職の任期付職員の採用に関する条

例の制定についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

総務課長。

●総務課長（石塚課長） ただいま上程いただきました、議案第112号「厚岸町一般職の任

期付職員の採用に関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63ページをご覧願います。

地方行政が複雑・高度化する中、行政課題や、緊急の課題について速やかに対応する

ことが求められていることから、専門的な知識、経験または優れた識見を有する者など

の、任期を定めた地方公共団体における職員の採用を円滑化することを目的とした「地

方公共団体の任期付職員の採用に関する法律」に基づき、このたびの地方公務員制度改

革を実施するに当たり、当町においても公務の能率的運営をしていくために、必要とな

る職員を確保する必要があることから、この条例を制定しようとするものであります。

それでは議案に沿ってご説明させていただきますが、参考資料①として関係法令を、

参考資料②として厚岸町一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則（案）を配付

させていただいておりますので、あわせてご参照願います。

第１条はこの条例の趣旨規定で、地方公共団体の任期付職員の採用に関する法律にお

いて、公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、条例で定めるところによ

り、職員の任期を定めて採用することができるとされているため、今般、当町で行おう

としている、任期を定めた職員の採用に関し必要となる事項を定めるものとするもので

あります。

第２条は、専門的な知識経験を有する者を一定期間活用して業務を遂行するために、

任期を定めて職員を採用できる場合の要件を定めるもので、「知識、経験が必要とされる

業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である

場合」、「専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るもので有効に活用することがで

きる期間が一定の期間に限られる場合」、「専門的な知識経験を有する職員を一定の期間、

他の業務に従事させるため、代わりとなる職員の確保が一定の期間困難である場合」、「公

務外における実務経験を通じてもっている専門的な知識経験を有効に活用できる期間が

一定の期間に限られる場合」とするものであります。

64ページ、第３条第１項は、任期を定めた職員を採用できる業務の要件について定め

るもので、「一定の期間内に終了することが見込まれる業務」、「一定の期間内に限り業務

量の増加が見込まれる業務」とするものであります。

第２項は、第１項の業務に、職員を従事させる際、その全てが任期付職員であること

が現実的でない場合は、その業務に任期の定めのない職員を充てる一方で、本来任期の

定めのない職員を充てることとされている恒久的な業務に任期付職員を充てることがで

きるとするものであります。

第４条は、短時間勤務職員の任期を定めて採用できることについて定めるもので、第

１項は、先ほどの第３条第１項の業務に従事させることが必要な場合、第２項は、住民
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に直接提供するサービスについて、提供時間の延長や繁忙期に、サービス提供体制を維

持する必要がある場合、第３項は、職員が「修学部分休業」、「高齢者部分休業」、「介護

休暇」、育児のための「部分休業」の承認を受けて勤務しない時間に、短時間勤務職員を

その業務に従事させることが適当である場合、とするものであります。

65ページ、第５条は、任期の特例について定めるもので、３年を超える任期を定める

必要がある場合は、業務の終了時期が一定期間延長された場合、その他やむを得ない事

情により任期を延長することが必要な場合で、任期を定めて採用した趣旨に反しない場

合とするものであります。

第６条は、任期を更新することができる場合を定めるもので、第１項は、第２条の規

定により採用された職員の任期が５年に満たない場合、第２条は、第３条または第４条

の規定により採用された職員または短時間勤務職員の任期が３年または５年に満たない

場合は、職員の同意を得た上で、その範囲内において任期を更新することができるとす

るものであります。

第７条は、規則への委任規定で、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、任期付職員の採用等に関する詳細について、厚岸町一般職の任期付職員

の採用に関する条例施行規則により定め、この条例の施行までに制定する予定でありま

す。

次に、附則であります。

この条例の施行期日を、来年４月の職員制度の改正にあわせて、令和２年４月１日か

ら施行するとするものであります。

なお、この条例についてご審議をいただき、議決をいただいた後、速やかに、この条

例に規定する、公務の能率的運営を確保するために必要となる任期付職員の任用につい

て、準備を進めてまいりたいと考えております。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認いただきますようお願いいた

します。

●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19、議案第113号 厚岸町職員定数条例等の一部を改正する等の
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条例の制定についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

総務課長。

●総務課長（石塚課長） 説明について、少々長くなりますがお許しを願いたいと思いま

す。大変、申しわけございません。

ただいま上程いただきました、議案第113号「厚岸町職員定数条例等の一部を改正する

等の条例の制定について」その提案理由をご説明させていただきます。

国は、地方公共団体における行政需要の多様化等に対応し、公務の能率的かつ適性な

運営を推進するため、地方公務員法の臨時・非常勤職員について、特別職の任用及び臨

時的任用の適正を確保し、並びに一般職の会計年度任用職員の任用等に関する制度の明

確化を図るとともに、会計年度任用職員に対する給付について規定を整備するため、「地

方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律」を制定し、令和２年４月１日から施

行することといたしました。

この法律の概要につきましては、先ほど議案第111号で説明させていただいたとおりで

ございますので、ここでの説明は省略させていただきますが、厚岸町においても、この

法律の施行にあわせて、法改正の内容を踏まえた職員制度への移行をする必要があるこ

とから、関係する条例について必要な改正等をするものと、あわせて、規定中の字句の

整理及びその他改正を要する規定の改正をしようとするものであります。

また、本条例は、14条建ての構成とし、厚岸町職員定数条例ほか12条例の一部改正、

並びに、厚岸町職員の退職手当に関する特別措置条例及び厚岸町交通安全指導員設置条

例の廃止としておりますので、ご承知おき願います。

なお、改正内容の説明は、議案第113号説明資料の新旧対照表により行わせていただき

ますが、別に参考資料として関係法令の抜粋を配付させていただきましたので、あわせ

てご参照願います。

新旧対照表の１ページをご覧ください。

はじめに、第１条は「厚岸町職員定数条例」の一部改正であります。

第１条の改正は、字句の整理で、第３条の改正は、定数外となる職員の範囲について

整理するもので、「他の地方公共団体もしくは地方公共団体の組合に派遣し、または他の

地方公共団体もしくは地方公共団体の組合から派遣されている職員」、「公益的法人等へ

派遣している職員」、「自己啓発等休業をしている職員」及び「育児休業している職員」

が定数外となる旨を明確化するものであります。

第４条の改正は、字句の整理で、別表の改正は、嘱託職員制度の廃止に伴い当該職を

正職員または任期付職員として補充することを可能とするため、定数全体は変更せずに、

部局ごとの職員の定数を改めるもので、町長の事務部局の職員の定数を「171」から「183」

に、水道企業の職員の定数を「10」から「５」に、教育委員会事務局及び教育機関の職

員の定数を「44」から「37」に改めるものであります。

２ページ、次に、第２条は「公益的法人等への厚岸町職員の派遣等に関する条例の一

部改正」であります。

第２条第２項第３号の改正は、地方公務員法の改正に伴う引用条項番号及び字句を改
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めるもので、第４条の改正は、厚岸町社会福祉協議会等への派遣職員に対して支給する

ことができる給与に「地域手当」及び「管理職員特別勤務手当」を追加するものであり

ます。

第５条の改正は、引用条例名の変更及び略称規定を追加するもので、引用条例名の変

更については、平成30年12月開催の厚岸町議会第４回定例会で議決をいただいた「職員

の給与に関する条例等の一部を改正する条例」により条例の題名を「職員の給与に関す

る条例」を「厚岸町職員の」給与に関する条例」に改めたときに、あわせて改正をする

必要がありましたが、改正漏れがあったことから、今回改めるものであります。なお、

今後、条例改正に当たっては、改正漏れがないよう、慎重に作業を行ってまいりたいと

考えております。大変申しわけございません。

３ページ、第13条の改正は、第５条の改正により規定中引用している条例名を略称に

改めるものであります。

次に、第３条は「厚岸町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正」で

あります。

第３条の改正は、人事行政の運営等の状況の公表から除く非常勤職員の範囲から、任

期付短時間勤務職員及びフルタイム会計年度任用職員を除く規定の整備をするものであ

ります。

次に、第４条は「厚岸町職員の分限に関する条例の一部改正」であります。

第３条の改正は、先ほどと同様、過去に改正漏れのあった引用条例名を改めるもので

あります。

３ページ下段から４ページ、第７条の改正は、休職の効果に関する規定に、第５項と

して、会計年度任用職員には任命権者が定める任期があるため、当該職員の休職につい

ては、その任期の範囲内において定めるとする規定を追加するものであります。

次に、第５条は「職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正」であります。

題名の改正は、題名に「厚岸町」を付すもので、第３条の改正は、減給の対象に、パー

トタイム会計年度任用職員に支給する特殊勤務、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、宿

日直勤務に係る報酬を除く報酬を追加するものと、字句の整理で、第４条の改正は、字

句の整理をするものであります。

４ページ下段から５ページ、次に、第６条は「厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例の一部改正」であります。

第２条の改正は、１週間の勤務時間を定める規定について、新たに設ける改正後の第

４項は、任期付短時間職員の１週間当たりの勤務時間を31時間までの範囲内に定めると

する規定を追加するもので、改正前の第４項は、改正後の第４項を加えたことによる字

句の整理と項番号を繰り下げるものであります。

第３条第１項の改正は、必要に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを行うことがで

きる職員に任期付短時間勤務職員を追加するものであります。

第４条第２項の改正は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要

のある職員について、週休日及び勤務時間の割振りを別に定める場合の週休日を定める

規定及びその例外を定めている規定に、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職

員の週休日に関する規定を追加するものであります。
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第８条の２第１項の改正は、先ほどと同様、過去に改正漏れのあった引用条例名を改

めるものであります。

６ページ、第13条第１項の改正は、年次有給休暇の規定に、任期付短時間勤務職員を

加えるもので、第19条の改正は、このたびの職員制度の改正に伴い、この条を「会計年

度任用職員の勤務時間、休暇等」とし、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等について

は、別に規則に定める基準に従って、任命権者が定めるとするものであります。

次に、第７条は「厚岸町職員の育児休業に関する条例の一部改正」であります。

第１条の改正は、この条例の目的規定でありますが、職員の育児休業等の実施に関し

必要な事項を定める内容であることから、趣旨規定に改め、字句の整理をするものであ

ります。

６ページ下段から７ページ、第２条の改正は、育児休業の対象から除外する職員を各

号で規定していますが、これに、第３号として、任期付短時間勤務職員を、第４号とし

て、任命権者を同じとする職に引き続き在職した期間が１年以上である場合、その養育

する子が１歳６カ月に達する日までにその任期が満了すること及び任命権者を同じとす

る職に引き続き採用されないことが明らかでない場合、勤務日の日数を考慮して規則で

定める場合のいずれにも該当する非常勤職員、養育する子が１歳に達する日において育

児休業またはその配偶者が地方等育児休業をしている場合、１歳到達後の期間において

育児休業をすることが継続的な勤務に特に必要と認められる場合の非常勤職員、任期が

更新され、または任期の満了後に任命権者を同じくする職に引き続き採用されることに

伴い育児休業しようとする非常勤職員、のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤

職員を追加するものであります。

７ページ下段から８ページ、新たに加える改正後の第２条の３は、非常勤職員が育児

休業をすることができる期間の末日について定めるもので、非常勤職員の配偶者が当該

非常勤職員の養育する子の１歳到達日以前のいずれかの日において、当該子を養育する

ための育児休業している場合に、当該非常勤職員の養育が当該子について育児休業しよ

うとする場合は「子が１歳２カ月に達する日」、非常勤職員が育児休業をすることができ

る期間の末日において、１歳から１歳６カ月に達するまでの子を養育するため非常勤職

員が当該子の１歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業を使用とする場

合で、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日において育児休業をしている場合またはそ

の配偶者が１歳到達日において地方等育児休業をしている場合と、当該子の１歳到達日

後の期間について育児休業をすることが特に必要と認められる場合は「子が１歳６カ月

に達する日」、それ以外については「子の１歳到達日」とするものであります。

同じく、新たに加える改正後の第２条の４は、非常勤職員が１歳６カ月から２歳に達

するまで育児休業を延長することができる場合について定めるもので、該当する場合を、

非常勤職員が当該子の１歳６カ月到達日において育児休業をしている場合、または当該

非常勤職員の配偶者が当該子の１歳６カ月到達日において地方等育児休業をしている場

合及び当該子の１歳６カ月到達後の期間について育児休業をすることが海賊的な勤務の

ために特に必要と認められる場合とするものであります。

８ページ下段から９ページ、改正前の第２条の３の改正は、先ほど説明した改正後の

第２条の３及び第２条４を追加したことに伴い、条番号の繰り下げをするものでありま
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す。

第３条の改正は、再度の育児休業をすることができる場合の特別の事情に、第７号と

して、改正後の第２条の３第３号または第２条の４に該当する場合を、第８号として、

任期の末日まで育児休業をしている非常勤職員が、任期の更新または任期満了後に任命

権者を同じとする職に引き続き採用されることに伴い、引き続いて育児休業をしようと

する場合を追加するものであります。

第７条第１項の改正は、先ほどと同様、過去に改正漏れのあった引用条例名の変更及

び略称規定を追加するもので、第２項の改正は、第１項の改正により、規定中引用して

いる条例名を略称に改めるものと、会計年度任用職員には勤勉手当を支給しないため、

育児休業をしている職員の勤勉手当に関する規定から、会計年度任用職員を除くもので

あります。

第８条の改正は、育児休業をした職員は、復職時に給料の号俸の調整を行うこととな

りますが、会計年度任用職員については、復職時に給料の号俸の調整を行わないため、

その対象から除くとするものであります。

第17条の改正は、部分休業をすることができない職員として、任命権者を同じくする

職に引き続き在職した期間が１年以上である場合と勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務

時間を考慮して規則で定める場合のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員を

追加するため、号立てをし、規定の整理をするものであります。

10ページ、第18条第１項の改正は、部分休業の承認に係る時間について定めているも

のに、再任用短時間勤務職員等を除く非常勤職員に関する規定を追加するものでありま

す。第３項は、第１項の改正で、非常勤職員の部分休業について規定したことに伴い、

承認については、当該非常勤職員に定められた勤務時間から５時間45分を減じた時間を

超えない範囲内で行うとするもので、育児時間または介護時間の承認を受けて勤務しな

い場合は、当該時間を超えない範囲内で、かつ２時間から育児時間または介護時間の承

認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うとするものであります。

第19条の改正は、第７条第１項の改正により、規定中引用している条例名を略称に改

めるもので、改正後の第21条は、規則への委任規定を新たに設けるものであります。

次に、第８条は「厚岸町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正」であります。

第１条の改正は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行により、

規定中引用している項番号が繰り下げられたことに伴い、引用規定の項番号を改めるも

のであります。

11ページ、第２条第１項の改正は、特別職に支給する報酬の規定に、その例外として、

町長、副町長及び教育長並びに一般職の職員が非常勤特別職の職を兼ねる場合において、

町長、副町長及び教育長並びに一般職の職員としての給料その他の給与を受ける者にあっ

ては、現在の運用にあわせて、当該非常勤特別職としての報酬は支給しないとする規定

を追加するものであります。

第６項の改正は、報酬の支給日に関する規定に、年額の報酬の支給日についての規定

を追加するものであります。

11ページ下段から12ページ、別表第１の改正は、地方公務員法において非常勤特別職
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の任用要件が厳格化されたことにより、「選挙事務従事者」が非常勤特別職から除かれる

こと、及び「その他の非常勤の特別職の職員」に区分されていた職のうち、令和２年度

以降も非常勤特別職として存在するのが「顧問弁護士」及び「鳥獣被害対策実施隊員」

のみとなることから、別表第１の規定を改めるものであります。

次に、第９条は「厚岸町職員の給与に関する条例の一部改正」であります。第２条第

１項の改正は、厚岸町にあっては職員に対する退職手当の支給事務を「北海道市町村職

員退職手当組合」が共同処理しており、退職手当の支給の可否が同組合の条例によって

決められることから、この条例で不要となる規定の整理をするものであります。

13ページ、新たに加える改正後の第４条の４は、任期付短時間勤務職員の給料月額の

算出方法について定めるもので、勤務時間条例第２条第３項の規定により定められた１

週間当たりの勤務時間を同条第１項に規定する38時間45分で除して得た数を、通常の勤

務時間となる38時間45分で勤務した場合に適用される給料表の額に乗じて得た額とする

ものであります。

第５条第４項の改正は、端数計算に関する規定を、改正後の第13条の２として別に規

定するため第５条から削るものであります。

第９条の改正は、国家公務員の一般職の給与に関する法律の規定にあわせ、字句の整

理をするものであります。

13ページ下段から14ページ、第11条第２項及び第３項の改正は、時間外勤務手当を支

給する場合の算出方法を定める規定に、それぞれ任期付短時間勤務職員を追加するもの

であります。

第12条及び第13条の改正は、字句の整理で、新たに加える改正後の第13条の２は、国

家公務員の規定及び労働基準法の基準にあわせ、第10条に規定する勤務１時間当たりの

給与額及び第11条から前条までの規定により勤務１時間につき支給する時間外勤務手当、

休日勤務手当または夜間勤務手当の額を算定する場合の端数計算について定めるもので

あります。

15ページ、第15条第２項第２号の改正は、自動車等を使用して通勤する場合に支給さ

れる通勤手当の額を定める規定に、任期付短時間勤務職員を追加するものであります。

第18条の改正は、退職手当に関する規定が第２条の改正と同様の理由で不要となるこ

と及びこのたびの職員制度の改正により、次条以降の規定を改める必要があることから、

この条を「再任用職員の適用除外」とし、改正前の再任用の適用除外の規定を整理する

ものであります。

第19条の改正は、このたびの職員制度の改正に伴い、任期付短時間勤務職員を新たに

設けたことから、前条と同様この条例における「任期付短時間勤務職員の適用除外」規

定を整備するものであります。

第20条の改正は、地方公務員法の改正に伴い、これまでの嘱託職員制度が廃止される

こと、また臨時的任用職員の任用要件が厳格化され正職員と同等の業務を行う職とされ

たことを受け、この条を「臨時的任用職員の給与」とし、臨時的任用職員に支給する給

与は正職員と同様とするものであります。

16ページ、第21条の改正は、前条と同様の理由により、臨時的任用職員の給料に関す

る規定を整備するもので、この条を「臨時的任用職員の」給料」とし、第１項では、臨
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時的任用職員の給料は第３条に規定する給料表の範囲内で、第４条第１項の職務の級及

び第２項の号俸の規定により決定された額を支給するものとし、第２項は、第１項に定

めるもののほか、臨時的任用職員の給料の支給についてはこの条例に定めるところによ

るとするものであります。

第22条の改正は、この条例における「臨時的任用職員の適用除外」の規定を整備する

ものであります。

第23条の改正は、地方公務員法の改正に伴い新たに設けられる、会計年度任用職員の

給与に関する規定の整備をするもので、この条を「会計年度任用職員の給与」とし、会

計年度任用職員については別に条例で定めるとするものであります。

16ページ下段から19ページ、改正前の第24条から第32条までは、このたびの職員制度

の改正により、改正前のこの条例に規定している、嘱託職員、臨時職員及び非常勤職員

については廃止されることとなるため、関係する規定を削るものであります。

第33条の改正は、第24条から第32条が削られたことに伴い、条番号の繰り上げと字句

の整理をするものであります。

20ページ、別表第４の改正は、このたびの職員制度の改正により、嘱託職員が廃止さ

れるため、不要となる嘱託職員給料表を削除するものであります。

次に、第10条は「職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正」であります。

題名の改正は、題名に「厚岸町」を付すもので、第１条の改正は、先ほどと同様、過

去に改正漏れのあった引用条例名を改めるものと、厚岸町会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例の制定に伴い、同条例の特殊勤務手当に関する規定を趣旨規定に

追加するものであります。

第７条第１号の改正は、夜間業務手当の支給対象から、現在、支給対象となる者がな

い、特別養護老人ホームに勤務する介護員に関する規定を削るもので、第２号及び第３

条の改正は、第１号を削ることに伴う号番号の繰り上げと、字句及び職名の整理をする

もので、第８条の改正は、字句の整理をするものであります。

20ページ下段から21ページ、次に、第11条は「厚岸町介護保険条例の一部改正」であ

ります。

このたびの地方公務員法の改正に伴い、介護相談員については、これまでの非常勤特

別職から会計年度任用職員に移行することとなり、条例で定めなければならない規定で

はなくなることから、介護相談員に関する第11条から第16条までの規定を削るものであ

ります。なお、介護相談員が行う業務については、必要な業務として、これまでどおり

実施していくため、厚岸町介護相談員派遣事業実施要綱を改正し、必要な規定の整備を

する予定であります。

次に、第12条は「厚岸町営牧場の設置及び管理に関する条例の一部改正」であります。

第12条の改正は、このたびの地方公務員法の改正により、現在の臨時職員が会計年度

任用職員へ移行することから、廃止となる臨時職員についえの規定を削るものと字句の

整理を行うものであります。

次に、第13条は「厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正」で

あります。

第２条第１項の改正は、この条例の適用を受ける企業職員のうち常時勤務を要する者
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以外の範囲に、会計年度任用職員、臨時的任用職員及び任期付短時間勤務職員を追加す

るものであります。

22ページ、第３項の改正は、先ほど説明させていただいた給与条例の改正と同様の理

由で、手当の種類から退職手当を削るものであります。

新たに加える改正後の第３条の４は、このたびの職員制度の改正で、新たに設けられ

た任期付短時間勤務職員の給料月額の算出方法について定めるもので、給与条例の改正

と同様の規定の整備をするものであります。

22ページ下段から23ページ、第６条第２項及び第３項の改正は、給与条例の改正と同

様、時間外勤務手当の取扱いに関する規定に、それぞれ任期付短時間勤務職員を追加す

るものであります。

23ページ、第７条及び第８条の改正は、字句の整理で、新たに加える改正後の第８条

の２は、給与条例の改正と同様、国家公務員の規定及び労働基準法の基準にあわせ、第16

条に規定する勤務１時間当たりの給与額及び第６条から前条までの規定により勤務１時

間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当または夜間勤務手当の額を算定する場

合の端数計算について定めるものであります。

第10条第２項第２号の改正は、給与条例の改正と同様、自動車等を使用して通勤する

場合に支給される通勤手当の額を定める規定に、任期付短時間勤務職員を追加するもの

であります。

24ページ、第18条の改正は、このたびの地方公務員法の改正により、嘱託職員、臨時

職員及び非常勤職員を廃止するため、これらに関する規定が不要となること及び次条以

降の規定が改正となることから、改正前の第20条の規定を整理し、この条を「給与条例

の準用」とし、職員の初任給、昇格、昇給等の基準及び給料の支給については、給与条

例の規定を準用するとするものであります。

第19条の改正は、退職手当に関する規定は、第２条第３項の改正と同様の理由で不要

となること及びこのたびの職員制度の改正により、次条以降の規定を改める必要がある

ことから、この条を「再任用職員の適用除外」とし、改正前の適用除外の規定の整理を

するものであります。

第20条の改正は、この条例における「任期付短時間勤務職員の適用除外」規定を整備

するものであります。

第21条の改正は、この条例における「臨時的任用職員の適用除外」規定を整備するも

のであります。

新たに設ける改正後の第22条は、地方公務員法の改正に伴い創設される、会計年度任

用職員の給与に関する規定の整備をするもので、第１項は、給与の種類を、給料並びに

特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、通勤手当、宿日直手当

及び期末手当とし、第２項は、給与の支給については、厚岸町会計年度任用職員の給与

及び費用弁償に関する条例の規定を準用するとするものであります。

改正前の第22条の改正は、改正後の第22条を追加したことに伴う、条番号の繰り下げ

と、字句の整理をするものであります。

24ページ下段から25ページ、次に、第14条は「厚岸町職員の退職手当に関する特別措

置条例及び厚岸町交通安全指導員設置条例の廃止」であります。
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厚岸町職員の退職手当に関する特別措置条例については、昭和32年１月１日を施行期

日とし、退職手当の支給が、厚岸町が直接行う支給から、北海道市町村職員退職手当組

合の共同処理による支給に移行した際に、退職手当組合の共同処理による支給額が、退

職手当組合の共同処理を行う以前の厚岸町が直接行う算出額に満たない場合に、その不

足する額を支給するとしているものでありますが、現在では、退職手当組合が定める条

例により支給される退職手当以外に支給する額はないため、不要となるこの条例を廃止

するものであります。

25ページ中段から26ページ、厚岸町交通安全指導員設置条例については、このたびの

特別職非常勤職員の任用の厳格化に伴い、交通安全指導員について、これまでの非常勤

特別職から、有償のボランティアによる形態に移行することとなったため、この条例を

廃止するものであります。

続いて、この条例の附則であります。

議案書の80ページをご覧ください。

この条例は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行日と同日とな

る、令和２年４月１日から施行するとするものであります。

以上で説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご承認いただきますようお願い

いたします。

●議長（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） 本日の会議は、この程度にとどめ、明日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。

よって本日はこの程度にとどめ、明日に延会いたします。

午後６時24分延会
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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12月12日

厚岸町議会

議 長

署名議員

署名議員


