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令 和 ２ 年 厚 岸 町 議 会 第 ３ 回 定 例会 会 議 録

招 集 期 日 令和２年 ９月９日

招 集 場 所 厚 岸 町 議 場

開 会 令和２年 ９月１０日 午前１０時００分

開 閉 日 時

延 会 令和２年 ９月１０日 午後 ４時５０分

⒈ 出 席 議 員 並 び に 欠 席 議 員

議 席 出席○ 議 席 出席○

氏 名 氏 名

番 号 欠席× 番 号 欠席×

１ 竹 田 敏 夫 ○ ８

２ 石 澤 由紀子 ○ ９ 桂 川 実 ○

３ 室 﨑 正 之 ○ 10 大 野 利 春 ○

４ 音喜多 政 東 ○ 11 中 川 孝 之 ○

５ 南 谷 健 ○ 12 中 屋 敦 ○

６ 佐 藤 淳 一 ○ 13 堀 守 ○

７ 杉 田 尚 美 ○

以上の結果 出 席 議 員 １２名 欠 席 議 員 ０名

⒈ 議 場 に 出 席 し た 事 務 局 職 員

事 務 局 長 議 事 係 長

板 屋 英 志 佐 藤 貴 紀
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⒈ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の氏名

職 名 氏 名 職 名 氏 名

町 長 若 狹 靖 教 育 長 酒 井 裕 之

副 町 長 會 田 周 二 教委管理課長 真里谷 隆

総 務 課 長 石 塚 徹 教委指導室長 廣 瀬 巧

総合政策課長 三 浦 克 宏 教 委 生 涯

早 川 知 記

危機対策室長 田 﨑 清 克 学 習 課 長

税 務 課 長 四戸岸 毅 教委スポーツ

髙 橋 俊 彦

町 民 課 長 布 施 英 治 課 長

保健福祉課長 亀 井 泰 監 査 委 員 黒 田 庄 司

環境林務課長 鈴 木 康 史 監査事務局長 澤 田 達 利

水産農政課長 川 越 一 寿 農委事務局長 堀 部 誠

観光商工課長 尾 張 清 一

建 設 課 長 渡 部 貴 志

病院事務長 星 川 雅 美

水 道 課 長 髙 瀬 順 一

会計管理者 髙 橋 政 一

⒈ 会議録署名議員

１２ 番 中 屋 敦

１ 番 竹 田 敏 夫

⒈ 会 期

９月９日から ９月１１日までの３日間（休会日なし）
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厚 岸 町 議 会 第 ３ 回 定 例 会 議 事 日 程

（２．９．１０）

日 程 議 案 番 号 件 名

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 議会運営委員会報告

第 ３ 一般質問

第 ４ 議 案 第 8 9 号 教育委員会委員の任命に対する同意を求めることについて

第 ５ 議 案 第 9 0 号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について

第 ６ 議 案 第 9 1 号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について

第 ７ 議 案 第 9 2 号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について

第 ８ 議 案 第 9 3 号 損害賠償の額を定めることについて

第 ９ 議 案 第 9 4 号 財産の取得について

第 10 議 案 第 9 5 号 財産の取得について

第 11 議 案 第 9 6 号 工事請負契約の変更について

第 12 議 案 第 9 7 号 工事請負契約の変更について

第 13 議 案 第 9 8 号 工事請負契約の変更について

令和元年度厚岸町水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい
第 14 議 案 第 9 9 号

て

第 15 議 案 第 1 0 0 号 町税条例の一部を改正する条例の制定について

厚岸町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につい
第 16 議 案 第 1 0 1 号

て

所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理
第 17 議 案 第 1 0 2 号

に関する条例の制定について
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厚岸町議会 第３回定例会

令和２年９月10日

午前10時00分開会

●議長（堀議員） ただいまから、令和２年厚岸町議会第３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、12番、中屋議

員、１番、竹田議員を指名いたします。

●議長（堀議員） 日程第２、議会運営委員会報告を行います。

委員長の報告を求めます。

６番、佐藤委員長。

●佐藤委員長 議会運営委員会報告を申し上げます。

去る９月９日午後２時40分から、第８回議会運営委員会を開催いたしましたので、そ

の内容についてご報告を申し上げます。

追加議案として提出をされた議案第105号 工事請負契約の締結について及び議案第1

06号 工事請負契約の締結についての取り扱いについて協議をいたしました。

その結果、いずれの議案も本会議において審議することとし、補正予算審査終了後、

審議を行うことに決定いたしました。

以上、議会運営委員会報告といたします。

●議長（堀議員） 委員長に対する質疑を省略し、以上で報告を終わります。

●議長（堀議員） 日程第３、昨日に引き続き、一般質問を行います。

はじめに、５番、南谷議員の一般質問を行います。

５番、南谷議員。

●南谷議員 通告書に基づき、４項目について一般質問をいたします。

はじめに、１項目目、厚岸町のコロナウイルス感染症対策並びに経済支援についてで

す。

国からの第２次支援枠、２億9,256万円の配分についてと、その配分に至った基本的

な考え方についてお尋ねいたします。
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次に、漁業者への支援策です。１次交付のときは漁組でとりまとめ中でありました

が、今回はどのように支援されるのか、その内容についてお尋ねいたします。

農業者への支援策についてです。酪農家の皆さん、感染症対策で家族・従業員、牛舎

の感染症対策と物心両面で大変な気遣いをしております。高級肉牛の下落や生乳の消費

動向も不安定で、予断を許さぬ状況下にあり、苦況に立たされております。本町の基幹

産業の一翼を担う酪農家を支援することは重要であると考えます。どのように支援され

るのかお尋ねいたします。

きのこ菌床生産者への支援策でございます。当初は市場相場が若干の下落でございま

したが、ここに来て大変厳しい事態となり、特に量販店への出荷が停止、ホテルやレス

トランへの販売をしているせっかく高品質のきのこがつくっても高値で売れず、低価格

で販売をせざるを得ない状況下にあります。私は支援策が必要と考えますが、いかがで

しょうか。

２項目目です。きのこ菌床団地の管理についてです。生産者に町有地を貸与していま

すが、２箇所荒廃したままであります。強風で近隣の草地にハウスのシートが飛散し

て、農家も酪農家も本当に困っています。また、新規着業誘致に町は努めておるわけで

ございますが、あの荒廃したハウスを見たらがっかりして、きのこ生産に取り組もうと

いう意欲も飛んでしまうと思います。適切な管理に努めるべきと考えますが、いかがで

しょうか。

３項目目です。水道課職員体制と業務についてです。令和元年度新規採用職員２名が

退職し、今年も残業が続いております。この要因についてお尋ねをし、業務改善と職員

の体制について検討すべきと考えますが、どうでしょうか。

４項目目です。町立厚岸病院の運営についてであります。病院の施設や設備面でコロ

ナウイルス感染症対策を含め、感染症対策の充実が今、まさに求められておると思いま

す。ぜひ、しっかりと取り組んでいくべきと考えますが、いかがでしょうか。

次に病院の収支についてであります。本年度はコロナウイルスの影響で患者数が激減

しています。例年12月に当初予算を参考に約7,000万円を繰り入れ、３月補正で約１億

円の補填をしていますが、今年の収支状況と決算までの繰入れについて、町の考えをお

尋ねし、１回目の質問といたします。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） ５番、南谷議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の「新型コロナウイルス感染症対策について」のうち、（１）、アの「第２次

支援の配分と基本的な考え方は」についてでありますが、新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金の２次分につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大防止や

感染拡大の影響を受けている地域経済及び住民生活の支援を踏まえた、地域経済活性化

等への対応を通じて地方創生を図ることを目的として交付されるもので、厚岸町の交付

額は２億9,256万1,000円と決定されました。

町では、この交付金を活用して、引き続き感染症対策と経済対策を講じることとし、

その配分については、主に小中学校の学習環境の整備に約2,600万円、災害避難所等に
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要する備品等の整備に約3,000万円、第一次産業等への支援に約１億6,000万円、商工業

者への支援に約4,200万円を補正予算に計上しております。

次に、（２）の「漁業者への支援策は」についてでありますが、これまでの間、新型

コロナウイルス感染症拡大に伴う漁業者への影響の把握と必要となる支援について、厚

岸漁業協同組合と協議を重ねてきたところでありますが、このたび、同組合から要望を

受け、四つの支援を実施することとしております。

一つ目は、水産物の価格低迷等、漁業者への影響が全般的に広がっていることから、

漁業経営の安定を目的に、１件当たり10万円を支給する「漁業者経済対策経営支援給付

金」であります。

二つ目は、漁業経営の継続を支えることを目的に、影響の度合いに応じて、１件当た

り20万円を上限として支給する「漁業者経済対策経営持続化給付金」であります。

三つ目は、かき養殖漁業において、特に影響が出ている「カキえもん」と「弁天カ

キ」を取り扱うカキ養殖漁業者の経営の安定を図ることを目的に、厚岸漁業協同組合が

行う「カキ種苗助成事業」に対して支援する「漁業者経済対策カキ養殖支援」でありま

す。

四つ目は、「新しい生活様式」において、家庭で食事をする機会が増えた消費者をタ

ーゲットに厚岸漁業協同組合が行う、水産物の販売強化の取組に必要な「移動販売車整

備」に対する支援であります。

次に、（３）の「農業者への支援策は」についてでありますが、感染者の増加や経済

のい低迷に不安を抱えながら生産活動を行っている町内の農業者に対し、生産・経営の

継続を目的に１件当たり10万円を支給する「農業者経済対策経営支援給付金」を実施す

ることとしております。

次に、（４）の「きのこ菌床生産者への支援策は」についてでありますが、飲食店等

の営業自粛や外食をする機会が減ったことにより、しいたけの需要が減少し、市場にお

ける受入数量の制限や価格の下落により影響を受けている町内生産者に対し、生産・経

営の継続を目的に１件当たり10万円を支給する「きのこ生産者経済対策経営支援給付

金」を実施することとしております。

続いて、２点目の「きのこ菌床団地の管理について」のうち、（１）の「生産者に町

有地を貸与しているが、２箇所荒廃したままで、近隣の草地にシートが飛散している。

適切な管理に努められたい」についてでありますが、町では上尾幌のきのこ産業の振興

のため、町有地をきのこ生産者に貸与しておりますが、ご質問にある荒廃した２箇所の

ハウスについても、町有地の貸与を受け建設されたものであります。

荒廃した２箇所のハウスのうち、１箇所については、生産者が居所不明となり、ハウ

スの管理者が不在となったため荒廃したものですが、現在は上尾幌きのこ生産協同組合

へ貸与し、同組合において、きのこ生産事業の活用に向けてハウスの修理や解体等を進

めているところであります。

また、残りの１箇所については、生産者が事業を一時休止し、事業再開までの間、町

外へ転出していたためハウスの管理が行き届かずに荒廃したもので、町としては、事業

再開の意向がない場合は、ハウス等を撤去の上、町有地を返還するよう協議してきまし

たが、所有者に将来的にきのこ生産事業を再開する意向があったため、現在に至ってい
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るところであります。

ご質問のとおり、現状のハウスの荒廃は著しく、近隣への影響が発生していることか

ら、町としても状況の改善が必要と考えるため、周辺環境への影響が出ないよう管理に

努めるとともに、所有者へ実態改善に向けた協語をさらに進め、町有地のきのこ生産事

業への活用を図ってまいります。

続いて、３点目の「水道課職員体制と業務について」のうち、（１）の「令和元年度

新規採用職員２名が退職し、今年度も残業が続いている。この要因と業務改善が必要と

考えるが」についてでありますが、令和元年度における新規採用職員２名の退職により

生じた欠員については、本年度４月に当年度における新規採用職員を配置して補充を行

うとともに、係長兼務ではあるものの、新たに課長補佐を置いて組織強化を図ったとこ

ろであります。

また、１年を通じて水道課職員が時間外勤務を行う主な要因としては、３月、５月に

おける水道料及び下水道使用料の収納確保を含めた当該年度決算の事務作業、10月にお

ける３カ年実施計画の作成作業、１月における新年度予算編成作業のほか、昼夜を問わ

ず突発的に起きる水道管など施設の修理作業、随時行う水道料金及び下水道使用料の夜

間徴収が挙げられますが、他の課に比べて時間外勤務が多い状況にはありません。

しかし、水道課においては、今後、２年後に向けた水道料金の見直しや下水道と簡易

水道特別会計の地方公営企業化、地下水源による新たな水道水源へ見直す検討など、時

間と労力を要する課題も多くありますので、引き続き必要な事務・業務の改善を図ると

ともに、事務職員・技術職員の加配を必要に応じて行ってまいりたいと考えておりま

す。

続いて、４点目の「町立厚岸病院の運営について」のうち、（１）の「病院の施設や

設備面でコロナを含む感染症対策の充実を図るべきでは」についてでありますが、院内

での感染対策は標準予防策を基本として、外来患者への対応については動線を分けるこ

とが最も重要な対策であると考えます。

現施設をこれに対応した施設へ改修することは多額の整備費が必要となるため難しい

状況ですが、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の活用による臨時発熱外来

待合室の拡大や発熱症状のある患者を診察する診察室等に室内用オゾン発生装置を設置

するほか、各階に体表面温度測定システムを導入するなど、感染対策強化に取り組んで

まいります。

次に、（２）の」「本年度は、コロナウイルスの影響で患者数が激減している。今年

の見通しと決算までの繰入れについての考えは」についてでありますが、本年度６月ま

での入院・外来の患者数の状況は、前年同期と比較すると、延べ1,864人、14.6パーセ

ントの減となり、病院経営にとって大変厳しい状況となっております。

この患者数の減少は、全国的にも同様な傾向が見られ、新型コロナウイルスの影響に

よる病院への受診控えが一つの要因と考えられます。

今年度の見通しについては、現時点において、今後の患者数の動向がつかめない中で

はありますが、これまで患者数の減少により、医業収益は当初計画を下回ることが見込

まれるため、病院事業会計における収支均衡を図るための一般会計からの繰入金につい

ては、昨年度実績を上回ることが見込まれます。
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町の財政状況も厳しい状況ではありますが、町立厚岸病院が担う地域医療を維持・確

保していくため、病院運営に支障を来すことがないよう、対応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） ５番、南谷議員。

●南谷議員 第２次支援、２億9,256万円の配分と基本的な考え方についてでございま

す。資料要求をしております。この資料につきまして、２次配分を中心に改めて説明を

していただきたい。

●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。

資料を配らせていただきました。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

及び備荒資金超過納付分支消金充当事業という一覧を配付させていただきました。これ

について説明させていただきます。

まず、上段の部分でありますが、備荒資金支消金ということで、全部これ交付金ベー

スでお話しをさせていただきたいと思います。

まず、上段の備荒資金超過納付金の部分、１億3,100万円。それとこの中段にありま

すが、一次配分分、こちらのほうが厚岸町には9,007万5,000円の交付決定がされまし

た。これのうち、既に補正予算計上させていただいているものが多数でありますが、こ

の中で水道使用料の免除、それと簡易水道事業の免除に対する収入の補填、それと下水

道事事業の特別会計の補填、これを合わせますと1,490万円、これは本定例会の補正予

算のほうに計上させていただいております。

下段のほうでありますが、二次配分の臨時交付金であります。こちらのほうでありま

すが、まず上からでありますが、総務費で役場庁舎の感染症対策の備品整備で180万

円。それと衛生費でありますがオンラインでの母子保健指導の整備に84万円。農林水産

業費、農業者、漁業者、きのこ生産者に対する支援金、これらを含めまして農林水産業

費で１億6,063万1,000円を交付金ベースで出しております。商工費でありますが、商工

費におきましては桜・牡蠣祭り出展業者への支援また観光客の誘客促進など、これを合

わせますと商工費全体では4,290万円。消防費でいきますと避難所の感染症対策の備蓄

品等の整備で、こちら3,000万円であります。それと教育費でありますが、ＩＣＴを活

用した学習環境の整備、それと各学校の感染症対策などに合わせまして、こちらのほう

が2,639万円。これら合計合わせますと２億6,256万1,000円を本定例会の補正予算に計

上させていただいております。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 この二次交付の話は町民にも多く知れ渡っております。ですから、町民の誰
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もが何とかしてほしい、町に対する希望というのですか、そういうものが非常に多く、

また大きいものがあろうと思います。全町民がどう配分されるのか非常に期待をしてお

ります。

つい先日も、私びっくりしたのですけれども、いやいやコロナウイルスの影響でお寺

も困っているのですよね、お寺に助成してもらえないのだろうか、こういう声もありま

す。いろいろな角度で、いろいろな立場の皆さんが、町民の皆さん、期待するものは非

常に大きいものがあります。

こうした中、これを受けとめて、町長も配分に大変苦慮されていると思いますが、厚

岸の町民、感染症対策に細心の注意を払う一方、経済的にも非常に皆さん、困窮をして

おります。何とかいい方法でという思いがあります。今、それぞれ配分がなされまし

た。１日も早く、せっかく配分をされるわけでございますから、有意義に活用していた

だくべく、しっかりと正確に配付できるように努めていただきたいと思いますが、いか

がですか。

●議長（堀議員） 総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） お答えいたします。

この二次配分、今回この補正予算計上２億6,256万1,000円ということで補正予算に計

上させていただいております。そちらのほう可決後、速やかに関係機関と連携いたしま

して、１日でも早く支援をできるよう努めてまいりたいと思います。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 二次配分の資料によりますと、先ほど説明がありました。交付額が２億9,25

6万円、これから先ほど申されました配分額２億6,256万1,000円でございますから、差

っ引くと2,999万9,000円が残ります。この残金はどのように活用されるのかお尋ねをさ

せていただきます。

●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。

これの残りでありますが、大変申し訳ございません。残り3,000万円になります。２

億9,256万1,000円が本町の二次配分の配当額でありますので、今回補正予算に計上させ

ていただいております２億6,256万1,000円差し引きますと3,000万円になりますので、

大変申し訳ございません。

この残の3,000万円の考え方であります。まだ年度半ば、また感染状況がどうなって

いくか分からない状況であります。そういった中では、引き続きでありますが、やはり

必要に応じて感染症対策、それと経済支援対策、こちらのほうの財源として活用させて

いただきたいと考えております。



- 92 -

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 それでは、次に備荒資金についてお尋ねをさせていただきます。

資料の１番上なのですが、１億3,100万円、これは備荒資金を取り崩しまして、漁業

者と商工業者へ支援を実施いたしました。国が、国の対策が不確定の中で見切り発車を

して、この助成を町として取り組まれた。そのときに備荒資金を取り崩した。そのこと

は、私は町長の英断であると理解をしております。その財源となった備荒資金につい

て、３点お尋ねをさせていただきます。

まず１点目ですが、備荒資金を取り崩しに至った考え方、これにつきまして説明をし

てください。

それから、取り崩し後の残高は幾らになりますか。

３点目なのですけれども、今回１億3,100万円を取り崩しておるのですけれども、国

がまだ二次の交付も決まらない、一次では見切り発車をしましたと、そういう中での発

車でございますから、当然町として先が見えない中で、町の独自の判断で、まずは備荒

資金を取り崩したという理解をしております。そんな観点からすると、先ほどの残った

お金、3,000万円くらいあると、これらについては、先ほどの、僕は一瞬、一次で配付

したものに、ある程度積み戻すのかなと、こういう考えもあるのかなと判断したのです

けれども、今後の積み、これの考え方について改めてお尋ねをさせていただきます。

●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。

まず備荒資金を取り崩した経緯からお話させていただければと思います。まず、備荒

資金１億3,100万円取り崩した経緯でありますが、やはりこのコロナウイルス感染症が

蔓延して、特に３月、４月と送別会、歓迎会シーズン、それと国の緊急事態宣言におき

まして、厚岸町の大きなイベントであります桜・牡蠣祭り、また大型連休、そういった

ところがこの緊急事態宣言によって、いろいろと大変になったという部分であります。

そういった中では、特に影響を先に受けました飲食業、それと旅館業、こちらのほうが

国や道の融資制度や持続化給付金、こちらのほうを受けるまで、これ手続に時間がかか

るという部分が要しますから、その影響を受けている事業者に少しでも早く支給できる

ようということで、国の交付金を待たず、町独自の経済対策として、この備荒資金をい

ち早く活用して支援策をさせていただきました。

それと残高であります。備荒資金の残高、今回１億3,100万円取り崩すとなります

と、令和２年度末の見込みで、残りでありますが、11億1,205万円となる予定でありま

す。

３点目の備荒資金への、この積み戻しの考え方というご質問でありますが、このコロ

ナ関係、まだ収束は見えない中、どういった状況になっていくかという部分もまだ分か

らない状況であります。そういった中では必要な対策、出てくるのであれば、今後この

備荒資金さらに、もしかしたら取り崩さなければならない。また、交付金を、先ほどの

3,000万円も含めた交付金も活用しなければならないことも想定しなければならないと
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思っております。そういった中では、これの12月もしくは３月で見えてきた段階で、こ

れら備荒資金、それと一次配分交付金、この二次配分交付金、こちらのほうの状況、こ

ちらのほうが執行残が出るようでしたら、この状況によっては、この備荒資金に積み戻

して、そして次年度以降の対策に活用していきたいと考えております。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 漁業者支援についてであります。漁業者の皆さん、本当に苦しんでいると

き、このような、今回のような助成をするということで、きっと浜の皆さんも感謝をさ

れていただけると思います。町として、浜の皆さんに支援をし、有意義に活用されるこ

とを、事務を素早く取り進めていただきたいと思います。

その上で１点だけお尋ねをさせていただきます。先ほどの答弁で、４番目の移動販売

車購入1,389万4,000円でございます。僕が想像するには漁組直売店での利用と、活用と

考えたのですけれども、この購入について、他の商工業者というのですか、同じような

商売をする人たちと比較したり、どうなのかなという思いがあります。また、財源が10

0パーセントコロナ支援交付金を活用しております。この辺も含めて、この支援に至っ

た理由を改めて説明してください。

●議長（堀議員） 水産農政課長。

●水産農政課長（川越課長） ご質問にお答えさせていただきます。

移動販売車につきましては、直売店で利用されるものでございます。それと、商工業

者等との兼ね合いについてでございますけれども、まず商工業者へ対する支援につきま

しては、まず個々の影響に対するもの。今回この移動販売車につきましては、厚岸漁業

協同組合の組合員の皆さんが一生懸命水揚げをした魚介類が、漁協の直売の店舗販売の

落ち込み、これによりましてなかなか売りさばけない。その中で電話注文、いわゆる巣

籠もり需要に対応するために移動販売車により、広く道内へ流通させたいという思いか

ら、このような形になったものでございます。

支援に至った理由としては、直売店におきまして、店舗販売が前年同月比で約２割以

上減少しているということ、それと飲食店等の取引先への発送に至っては４割くらい、

前年同月比と比較しまして減少しており、それに対して電話注文、ネット販売について

は、前年の200パーセントと２倍程度伸びていることを加味しまして、流通問題を解消

するために、この移動販売車を導入していただくのが、漁業者のためになるのではない

かという判断をしたところでございます。

また、財源の100パーセントの部分につきましては、実はこの中身としては、本来で

あれば２分の１程度をこのコロナ対策でという考えでまずスタートしております。その

一方で、漁業協同組合のほうとしては、釧路総合振興局の地域づくり総合交付金という

ものがございます。これ、原則２分の１以内の補助金となっておりますが、現在これを

申請に向けて手続を進めておりまして、今の段階ではまだ地域づくり総合交付金の交付

が決まっていないものですから、今はコロナ対策100パーセントという形で今回計上を
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させていただいているところでございますが、この後に地域づくり総合交付金の決定に

至った場合につきましては、その交付決定額を加えて、その交付額にもよりますけれど

も、地域づくり総合交付金の２分の１以内の部分、それに加えてコロナ対策支援として

残りを町が今回の財源でやりたいということで、合計で100パーセントになる予定で、

地域づくり総合交付金が決定した際には、改めてまたこの部分の財源を充当する形で補

正予算等の計上をさせていただきたい、このように考えているところでございます。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 農業者の支援についてお尋ねをいたします。

農業者につきましても、各酪農家の皆さんに同じように10万円を支給される。これに

つきましても、１日も早い対応をされ、酪農を営んでいる皆さんをぜひ元気づけていた

だきたいと思いますが、いかがですか。

●議長（堀議員） 水産農政課長。

●水産農政課長（川越課長） 今回のこの支援につきましては、漁業同様に農業者につい

てもこれらの事業継続をしていただくために行うものでございます。一たび感染症が発

生いたしますと、従事されているご家族の皆さん、それと働いている皆さんが濃厚接触

者となり、搾乳等が実施できなくなるという影響を考えますと、１日も早くこれらの支

援を実施して、少しでも不安を払拭した中で事業継続をしていただきたいと、このよう

に考えております。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 きのこ菌床生産者への支援でございます。１件10万円の支給、これについて

は分かりました。ですけれども、菌床生産者の皆さん、当初は量販店が駄目で市場の出

荷で急場をしのいでおりました。ですけれども、市場の流通にも影響が及んでしまっ

た。非常に経営が厳しい状況に陥っております。その実態をもう少し詳しく説明してく

ださい。

●議長（堀議員） 水産農政課長。

●水産農政課長（川越課長） きのこ生産者の影響の実態ということでございます。当

初、コロナウイルス感染症の影響が出始めた頃は、菌床センターにおいて生産者の皆さ

んからその影響の度合いについて、都度情報を集めておりました。最初の頃は、今おっ

しゃったとおり、大きな影響は、市場がそれなりの価格で取っていただけていたという

ことで、大きな影響はなかったのですが、しかし現在に至りましては、直近の聞き取り

の結果では、やはりこの巣籠もり需要の影響によりまして、飲食店等の取引がまずまだ

回復していないというのに加えまして、市場価格についても徐々に落ち込んできている
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状況にあるというふうに認識しているところでございます。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 私はきのこの生産に非常に皆さん頑張っておられるわけでございますが、今

回このような事態にコロナの感染で、非常に生産の価格が影響を及ぼしていると、こう

いう事態にあって、何とかもう少し、カキ養殖者に対して支援をしております。これ同

様にきのこ菌床生産者へさらなる支援をすべきと考えますが、きのこ生産者が苦しいと

き、町が英断を下すべきであると思うのですが、いかがでしょうか。

●議長（堀議員） 水産農政課長。

●水産農政課長（川越課長） このきのこ生産者に対する今回の支援につきましては、ま

ずは事業継続を目指していただきたいというものでありますけれども、実際のところは

議員おっしゃるとおり、影響の度合いが従前とは違います。コロナの影響が深刻になっ

てきているという状況を私たちも考えております。

これにつきましては、地域の方から情報を伺っている中でも、菌床料金等の減額につ

いて検討していただけないかという思いを伺っておりますので、従前からいろいろ試算

ですとか、こういうふうになったときの場合を想定してお話しは進めてきておりました

が、菌床料金の減額については、今後さらに経営状況ですとか市場価格の動静を把握し

つつ、方向性としては菌床料金を減額するような形で地域の産業発展のために対策でき

るように検討してまいりたいと、このように考えているところでございます。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 今、検討されるということで、非常に心強い答弁なのですけれども、検討さ

れただけでは、実を結ばないとどうしようもないわけでございますから、ぜひどうせ、

どうせというのは失礼、しっかりと実態を把握されて、支援をできるような、ぜひ対応

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） 水産農政課長。

●水産農政課長（川越課長） 今回はコロナウイルスをきっかけというか、残念な結果で

すけれども、以前よりも、以前に増して、地域の状況が厳しい状況が改めて把握できま

したので、しっかりと早急に検討を進めてまいりたいと、このように考えております。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 キノコ菌床団地管理についてでございます。

私も上尾幌の現場を何回か確認に行ってきました。生産がストップして数年経過し、
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ハウスが本当に荒廃しております。町有地の貸与でございますから、当然契約等を結ば

れておると思います。この管理につきまして、契約書の中で適切に管理することがきっ

と、私は見ていないのですけれども、明記されていると思うのですがいかがでしょう

か。そして、契約や何年に一度更新されているのかお尋ねしますし、また更新時、更新

したときに現状荒廃している状況について、町として指導なり指摘をされているのでし

ょうか。いかがでしょうか。

●議長（堀議員） 総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） お答えいたします。

このきのこ菌床団地のハウスでございます。私も現場に行って見てきました。その中

では、今現在質問者言うように荒廃しているという現状であります。本当に近隣のほう

にも影響を与えるような状況であります。

この方のまず契約でございますが、平成31年４月１日から令和４年３月31日まで、３

年間、こちらのほうのきのこのハウスのほうは全て３年間町有地契約をさせていただい

ております。こちらのほうの管理も、やはり契約書のほうに、中にうたっておりまし

て、適切な管理のお願いをするということで契約書は交わしているところでございます

が、この方につきましては、現状町外に転出していないということであります。

この契約の更新の際も、この方とお話しはさせていただいておりまして、現状の部分

もお話しはさせていただいております。ただ、本人もできれば上尾幌に戻ってきのこを

やりたい、こういう意思は持っている方でございます。ただ、意思は持っていても、そ

うなれば今のハウス、現状どうなっているのだということで、私たちもこの方につきま

しては、そのような交渉をして、きのこをやるのであれば、上尾幌に来て、きのこをや

っていただく。もし、きのこをもう生産をしないのであれば、この契約書にもうたって

おりますが、原状回復して土地を町に返還しなければならないということで契約書を交

わしているところであります。そういった中では、今現在、この方と既にこの協議は進

めさせていております。

これはずっとでございますが、やはりこの上尾幌の生産、このきのこの生産でありま

す。そういった中では、ハウスを撤去いたしまして、やはりきのこの生産に活動いただ

けるようにということで思っておりますので、今後でありますが、引き続きこの所有者

と協議をしながら、この契約書どおり現状回復を求めていき、また現状回復すぐした

ら、今のハウスのほうが、建物がすぐ壊せるかといったところでは、すぐできない状況

もあるかと思います。そういった中では、そちらのほうも近隣に影響ないよう、管理の

ほうにも努めていきたいと考えております。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 相手のあることでございますから、私はすぐどうのこうのせということは、

なかなか進まないと思います。ですけれども、現状のままで放置されているというの

は、やはりせっかく町有地を活用していただくのだから、本人がやるのもよし、生産組
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合の皆さんが、また新規の方が、いずれにしてもあそこの場所で町有地を有効活用して

いただけるよう、一生懸命努めていただきたいと思いますが、いかがですか。

●議長（堀議員） 総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） お答えいたします。

ご質問者言うように厚岸町の財産を管理する、貴重な財産であります。そういった中

では有効活用できるように、１日でも早く今の問題が解消できるよう努めてまいります

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 水道課職員の体制と業務について再質問をさせていただきます。

平成15年、この頃は担当者が職員数12名、平成20年は11名、平成25年以降は10人体

制、現在に至っております。職員が平成15年の頃から２名減となっておるのですけれど

も、私なりに調査をさせていただいたのですけれども、業務量はその頃と余り変わって

いないのではないのか。内容は随分変わっているのですけれども、慢性的な人手不足の

状況にあるのではないのかなと。この業務量の多さ、これはたまたま退職された二人、

新人二人辞められたのですけれども、原因については私も分かりません。ですけれど

も、せっかく希望に燃えて職員になったのに、業務量の多さも影響しているのではない

のかな、斯様にに考えます。

また、昨年の７月、根室管内標津町職員が多重労働により自殺をした問題で、標津町

長は町の責任を認めております。答弁では、事務の改善に取り組まれ、人員の加配を考

えておるとありました。必要な事務改善は当然であります。加配について考えておられ

ますが、具体的にもう少し加配について説明をしてください。

●議長（堀議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 先ほどの町長の答弁の中で、事務職員・技術職員の加配を必要

に応じて行ってまいりたいとお答えをさせていただいております。これは最後のほうで

も町長が申し上げているとおり、今後、２年後に向けての水道料金の見直しというもの

は必ず行われます。これは今年度から審議会を設けて検討を進めていくということにな

っておりますし、下水道、簡易水道の特別会計、これが今、国から地方公営企業化を求

められているということであります。また、地下水源の見直し等による新たな水源確保

ということも今後出てまいります。

現状、この10年の中で水道課の業務としては、全く100パーセントＯＫかというと、

これは他の課の中でもある話であります。水道課のみということではなく、他の課も見

ながら、当然増減というものは出てまいります。ただし、これら時間と労力を要する課

題多くありますので、これらについては事務職員さらには技術職員、特に、この部分に

ついて、当然必要に応じて加配を行っていかなければならないと考えております。その
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状況、状況に応じながら、その職員数については考えてまいりたいと考えております。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 町立病院でございます。先ほど答弁をいただきました。患者の動線を分ける

ため、分ける、答弁がありました。私は全くそのとおりだと、私もそう思っていまし

た。大きな改修はなかなかできないかもしれない、お金もかかるし。ですけれども、患

者さん動線や今までと同じでは、やはり感染防止対策にはならないのではないのか。や

はり、今までよりも一歩進んで患者の動線を分けれるように、可能な限り、そういう努

力をしていかなければならないと。全くそのとおりだと思います。そういう意味ではし

っかり取り組んでいただきたいと思います。いかがでしょうか。

●議長（堀議員） 病院事務長。

●病院事務長（星川事務長） 感染対策強化に向けて、できる限りの部分を今後とも取り

組んでまいりたいと考えております。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 次に、運営収支でございます。先ほどの答弁聞いていたのですけれども、オ

ブラートで、はっきり数字が見えてこないのです。14、何パーセントだかの減だと。そ

れをどういう収支に影響があるのかという部分は見えてきませんでした。もう少し、現

時点での数字的に赤字状況、例えば約1,000万円だとか2,000万円だとか、そういうレベ

ルで、私はそれよりもっとマイナスになるのかなと、数字が数字ですから。その辺につ

いては、今の時点では、町としては発表できない数字なのだろうなと。おそらく厳しい

数字になるのではないのかなと私なりの危惧をしておるわけでございますが、いずれに

いたしましても答弁では病院のスタッフ、医院長先生はじめ、職場として真っ赤っかだ

よとか、今年マイナスなのだけれども、ある程度町からの不採算部門に対しての繰り入

れで、ある程度安心していけるような経営状況に町としても見守っていくのだと、支え

ていくのだと、こういうものがなければ働いている人も、自分の身の安全というのです

か、保障というものも見えないと思います。そういう意味では答弁で病院に支障のない

ように、運営に支障のないように対応していきたいという答弁がありました。しっかり

対応していただきたいと思いますが、いかがですか。

●議長（堀議員） 総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） お答えいたします。

病院の補填ということで、一般会計のほうからということで、私のほうからお答えさ

せていただきたいと思います。

１回目の町長からの答弁でもありますように、運営に支障を来すことがないよう対応
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してまいりたいと考えてという部分であります。そういった中では、まだ今、年度半ば

で感染状況も分からない状況、一般会計等のいろいろな特別会計のほうも分からない状

況でありますが、やはり厚岸町の会計全体を管理している総合政策課といたしまして

も、この１回目の答弁どおり、病院運営に支障を来すことがないよう対応していきたい

と、どこまで病院の収支がどういうふうな状況になっていくか分かりませんが、一般会

計としても努力をしていきたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思いま

す。

●議長（堀議員） 以上で、南谷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 先に通告申し上げておりましたとおりに質問させていただきます。

１、マイナンバーカードとキャッシュレス決済について。

（１）マイナンバーカードの保有者の状況は、現在町民全体の何パーセントになって

いるのか伺います。

ア、９月からスタートするマイナポイントの付与について、町民への周知と支援に対

して町の取組方について伺います。

イ、マイナポイントを申請して使おうとしても町内の消費店キャッシュレス決済を導

入していないと使えないため、大型店舗へ客が流れてしまう懸念がある。国がやろうと

していることと町は同じ方向性に、同じ歩みができないことになります。そのような懸

念を町はどう捉え、今後どのような取組をしようとしているのか伺います。

２、地震・火災・防災対策について。

感震ブレーカー普及について、町の取組について伺います。

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をいたします。

１点目の「マイナンバーカードとキャッシュレス決済について」のうち、（１）の

「マイナンバーカードの保有者は、町民の何パーセントになっているか」についてであ

りますが、当町におけるマイナンバーカードの保有者の状況は、８月31日現在、人口9,

119人に対して取得者数が993人で、取得率が10.9パーセントであります。

次に、アの「９月からスタートするマイナポイントの付与についての町民への周知と

支援に対する町の取組」についてでありますが、マイナポイント事業は今月１日より開

始され、ポイントを得るためには、キャッシュレス決済事業者のうち１社を登録し、キ

ャッシュレス決済サービスでチャージや買い物をすると、１人当たり最大5,000円分を

上限とし、利用金額の25パーセントのポイントが付与される仕組みとなっております。

町民への周知については、３月からこれまでに町民課窓口への国から配付されたマイ

ナポイントに関するパンフレットの設置と庁内掲示板へのポスターの掲示を行ってはお
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りますが、これだけでは不十分と考えますので、事業の紹介や手続の方法、役場窓口に

おける予約・申込みの支援が受けられることなどを速やかに町のホームページに掲載す

るとともに、できるだけ近時の町広報誌に掲載して周知を図ってまいりたいと考えてお

ります。

なお、町民への支援については、現在、マイナポイントの申込手続で直接窓口に来ら

れた場合は、個人情報の保護に留意しながら、町民課に設置している専用端末を使用し

て申込手続を行っており、電話での問い合わせがあった場合は、手続の方法に加え、窓

口での支援を行っていることをお伝えしているところであります。

次に、イの「町内の商店がキャッシュレス決済を導入していないと大型店舗へ客が流

れてしまう懸念がある。そのような懸念を町はどう捉え今後どのような取組をしようと

しているのか」についてでありますが、町内におけるキャッシュレス決算対応可能な店

舗等については、その全体を把握しておりませんが、キャッシュレス決済事業者である

「ペイペイ」を例に申しますと、厚岸町商工会に加入する会員272事業者のうち27事業

者が取り扱っており、商工会員全体ので普及率は約10パーセント、小売業、飲食業、宿

泊業やサービス業の商工会員163事業者に限定した場合の普及率は約17パーセントとな

っております。

商工会では、昨年５月の通常総代会においてキャッシュレス決済を紹介するととも

に、同年８月にはキャッシュレス決済を促進するための講習会を開催し、対応店舗の拡

大に努めてきたところでありますが、維持コストや決済手数料を懸念し、キャッシュレ

ス決済の導入に踏み切れない店舗があるのが現状となっております。

一方、町外に本拠を置く一部の大型店舗においては、その事業者が取り扱う電子マネ

ーにチャージした場合、さらに10パーセント分のポイントを付与する取組を行うことか

ら、大型店舗への客の流出を懸念しております。

キャッシュレス決済導入の推進については、業務効率の向上や購買単価改善の効果が

あるとされるほか、新型コロナウイルス感染症の感染リスクの軽減対策としても活用可

能なものでありますので、商工会と連携して、キャッシュレス化を推進するための取組

を行ってまいりたいと考えております。

続いて、２点目の「地震・火災・防災対策について」のうち、（１）の「感震ブレー

カー普及についての町の取組」についてでありますが、感震ブレーカーは、地震発生時

に設定値以上の揺れを感知したときに、ブレーカーやコンセントなどの電気を自動的に

止める器具で、不在時やブレーカーを切って避難する余裕がない場合に、電気火災を予

防する有効な手段と言われております。

近年の大規模地震発生時においては、電気を起因とする火災が多く見られるようにな

っており、阪神・淡路大震災においても、火災の専門家等から指摘されてきたところで

あり、感震ブレーカーの普及が一定の抑制効果を有する点について提案がされてきまし

たが、その普及については大きく進んでいない状況にあります。

町におきましては、大規模地震時の火災発生を防ぐため、避難をする前に「ガスの元

栓を締める」、「電気のブレーカーを切る」などの周知はしておりますが、感震ブレー

カーに関する周知や情報提供は行っていませんでした。

阪神・淡路大震災や東日本大震災においてはも、電気火災の発生割合は大きいことか
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ら、厚岸消防署とも連携し、感震ブレーカーを含めた電気火災の発生抑制に向けた普及

啓発を進めてまいります。

以上でございます。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 マイナカードをつくるということに対しての、今回の第３回定例会の補正予

算のほうにも金額等が、手続等にかかる費用について補正予算が出ているわけですけれ

ども。答弁にありました窓口の対応というのをきちんとやるということでありますが、

まずその予約というのが必要になり、その後に申込みというのがあります。予約はまず

ポイントを管理する口座にあたるマイキーＩＤを設定し、ＩＤ発行をもってポイント付

与の資格が得られます。

例えばスマホで手続する場合についてはマイナポイント、専用アプリをインストール

後に起動し、マイナポイントの予約をして、画面の指示に従って、マイナカードを読み

込み、その後暗証番号を入力すれば予約は完了するというふうに流れ的になっていま

す。

また、その後に申込み、数あるキャッシュレス決済のサービスの中から一つを選択し

なければならない。この数については今現在、百数十社の会社が登録をしていると聞い

ております。利用頻度などを踏まえて、自分で事前に調べて、そして一事業を選ばなけ

ればならないと。そして、一度選択したら後で変更はできないとなっております。これ

らについての、その住民に対する説明をいちいちして、それで窓口に来たときに、この

対応をしっかりできる職員がいるということで認識してよろしいのですか。

●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。

職員としては、その辺を十分理解をして、指導もできるということで、実際これまで

に窓口で12件ほど申込みのお手伝いをして申し込んだという状況にあります。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 一人当たり、どのくらいの時間を要していますか。

●議長（堀議員） 町民課長。

●町民課長（布施課長） ちょっと全部が全部把握しているわけではないですが、15分と

か、そのときの混み合い具体、インターネットの、そのサイトの、具合にもよるかと思

いますが、15分前後はかかると思います。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。
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●竹田議員 これ一人でやっても15分以上は絶対かかると思いますよ。住民サービスの上

ではきちんとその辺把握して、たくさんの時間がかかるのであれば、そこどう改善する

べきかということは、やはり検討したほうがいいと思いますけれどもいかがですか。

●議長（堀議員） 町民課長。

●町民課長（布施課長） その辺りは対応していく中で、それは時間のほうも少しでも改

善できるような形で対応を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 町としては、このマイナンバーカードの作成ということについて、どんどん

やっていったほうがいいという考えでおるのか、つくりたい人だけがつくればいいのだ

という考えなのか、その辺の認識というのは、町側としてはどういう認識をしているの

か。

●議長（堀議員） 危機対策室長。

●危機対策室長（田﨑室長） マイナンバー制度という全体のところに関わってくる案件

ですので、私のほうからお答えさせていただきます。

政府が進める、このマイナンバー制度、マイナンバーは子どもが生まれたときに、既

に自動的に番号としては付されているとなっております。そして、マイナンバーカード

の後は取得となってきますけれども、こちらにつきましては現状況でも強制的ではな

く、本人の申し出によってカードをつくるということになってきております。

カードの利点が、やはりまだ地域の住民の方々にさほどメリットが感じられないとい

う点がありまして、カードの普及が進んでいないとは思ってはいるのですけれども、私

どもとしては、やはり今後の施策のスタートの中におきまして、このマイナンバーカー

ドを有効活用するような施策が大きく出てくると思っております。

直近で言いますと、来年３月から健康保険証が、このマイナンバーカードの中に取り

込まれて、健康保険証がなくてもマイナンバーカードを持って行くだけで、その保険の

情報が把握できるだとか、そういうような形で進めてもきますし、または高齢者等にお

ける身分証明書、唯一顔写真入りの身分証明書で無料で発行できるのは、このマイナン

バーカードというものしかないともなっておりますので、ご本人さんの身分を証明する

書類としても、やはり使っていけると私ども思っておりますので、町といたしましては

マイナンバーカードの普及には努めていきたいと思っております。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 国は個人ナンバー制度を設けて、個人にナンバーをつけて、カードをつくる
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のは本人の希望、強制ではないということで、今の答弁の中では、町としては進めてい

きたいという考えであると。国はマイナカードを、マイナンバーカードをつくるという

ことを率先して、なかなかスタートして以来、なかなか進んでいかないということで、

今回一人最大5,000円分の還元できるポイントをサービスしてキャッシュレスの推進

と、それからマイナンバーカードの作成にどんどんやっていこうということでありま

す。そのほうの部分の考え方というのは、町としての考え方も全く同じであるのかどう

か、もう一度お伺いしたいと思います。

●議長（堀議員） 危機対策室長。

●危機対策室長（田﨑室長） 議員おっしゃるとおりで国は動いてきております。まず消

費税のアップに伴った、２パーセントまたは５パーセントの還元が本年６月に終わりま

して、その後の消費を喚起するという意味合いで、このマイナポイントにおける25パー

セントの還元。これには議員おっしゃったとおり、やはりマイナンバーカードの普及が

思うようにいっていないといったような部分にも合わせて、カードの普及といったよう

なことというのは国が言っているとおりだと思っております。

ですから、町のほうとしても、確かにちょっと言い方は悪いかもしれないですけれど

も、現金目の前にぶら下げて、それでカードの普及の促進を図るというのはちょっとい

かがなものかというのは、ちょっとそれを言う方々もいらっしゃるのですけれども、町

のほうとしても、これを機に、やはりちょっとお話し戻りますけれども、コロナに関係

する10万円の定額給付の段階でもマイナンバーカードの作成が増えたと。並びに、この

キャッシュレスのマイナポイントの申込みに当たって、マイナンバーカードの申請自体

は厚岸町としても増えてきてはおりますので、町としても国同様にカードの普及につい

て進めていきたいと思っております。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 国としては4,000万人分、来年の３月までを期間として進めているわけなの

です。来年の３月となると、さほど期間がないわけですけれども、どこまで普及をして

いこうという、町としての、国は4,000万人分とうたっています。それに対しての金額

も出ているわけなのですが、厚岸町としてはどの程度、人数を見込んでおるのか。やり

たいというのであれば、その目標数値というのは掲げているのかお伺いします。

●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。

今年の定額給付金が始まりました４月末のときから、８月31日までで、約200件ほど

伸びております。その件数といいますのも、昨年度と比べまして、平均ですけれども、

月にすると50件程度、今年ですね……。

今年で月でいいますと、約40件、平均40件以上。昨年の平均でいいますと14件、月で
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すね、14件ほどですので、伸びております。ですから、何件、何パーセントという数字

は明確なものはお伝えできませんけれども、普及のための周知等は行っていきたいと思

っております。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 また、キャッシュレス決済の導入の推進については、町のほうで新型コロナ

ウイルス感染症の感染リスクの軽減対策としても活用可能であると。商工会と連携して

キャッシュレス化の推進の取組を行ってまいりたいと答弁ありますので、ここはよろし

くお願いしますということで、お願いをしてこの１番目の部分については終わりたいと

思いますけれども、ぜひ、やるのであれば、どのくらいのめどを目標として進めていき

たいと考えておられるのかだけを、ちょっと聞きたいと思います。

●議長（堀議員） 観光商工課長。

●観光商工課長（尾張課長） ご質問にお答えいたします。

キャッシュレス決済の導入に当たりましては、町長の１回目の答弁にありましたとお

り、通常総代会におきます決済を紹介するともに、同年の８月には商工会独自で３社の

キャッシュレス決済のご紹介等の講習会も開いているところでございます。

町としましても、商工会と連携した中で、やはりキャッシュレスというのはこれから

の進行上、進めていく上では重要な課題だと押さえておりますので、十分に協議をした

中で、まず取り組んでいただける事業者の方々を、さらにこういった説明会を通した中

で、状況を把握していただきながら、やはりメリット、デメリットもございますから、

そういったところをきちんとご理解していただいた中で導入を推進を図っていきたいと

考えております。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 時期的なことはどう考えていますか。

●議長（堀議員） 観光商工課長。

●観光商工課長（尾張課長） 昨年８月に実施はしております。１年が経過している状況

にございますので、商工会と協議した中で、当然、それぞれ前回は３社ということでご

ざいましたけれども、そういった、どういった事業者があるのか含めた中で検討を進め

ていきたいと考えております。開催時期等につきましては、それぞれ相手があることで

ございますので、できれば１年経過したということでございますので、年内の中で開催

等ができればとは考えておりますが、これについては商工会と十分協議をしていきたい

と考えております。
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●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 来年の３月で、このマイナカードのポイント付与というのは一応終わってし

まう形になるのです。その後、カードを使うという行為になってきます。時期的には、

考え方としては、再来年の時期当たりにとか、そういう話ではないと思うのです。そう

いう意味で、時期的なものということを聞いているのですけれども、話し合いをいつす

る、今年するということではなくて、話し合いをした後の次の課題として、どの時期

に、どの程度でキャッシュレスが使える、そういう時期をどのように考えているのかと

いうことの時期を聞いているのですけれども、いかがですか。

●議長（堀議員） 観光商工課長。

●観光商工課長（尾張課長） ご質問にお答えいたします。

ご質問者おっしゃるとおり、このマイナポイントに関わる分での25パーセントという

のは年度内までの状況になっております。確かにこういった中での普及というのもござ

いますけれども、将来にわたっても、やはりこういった流れに沿った中での対応という

のは必要だと考えております。まずもって、そういったことを商工会と十分に協議を持

ちながら、できることを進めていくと考えておりますので、時期的なものについては、

まずもってできるだけ早く、こういった対応をしていかなければいけないという認識に

は立っておりますので、ご理解いただきたいと思います。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 よろしくお願いします。

次に、感震ブレーカーについてでありますが、2014年３月に閣議決定されている部分

で、首都直下地震緊急対策推進基本計画というのが国で出されております。2016年には

電気工作物の設計に当たっての指針が出ています。内容としては、備えとして、感震ブ

レーカー等の普及が求められているということが盛り込まれております。2019年に都市

計画法に基づく防火地域・準防火地域の住宅などに設置する勧告を推奨しています。こ

れらの時期等について、町としては認識をしておられたでしょうか。

●議長（堀議員） 危機対策室長。

●危機対策室長（田﨑室長） 議員おっしゃるような年次別で、そのような指針等が出て

るということについては、全てにおいては把握をしておりませんでした。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 普及の率については、全国でまだ十数パーセントというくらいのものですか

ら、当然町側もそんなに騒がれたものではないという認識にあると思います。たまたま
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自分もこういう業種にいたものですから、そういった情報が早かったということだけで

あります。

この都市計画法に基づいての防火地域・準防火地域の住宅などに設置する勧告推奨し

ているということについては、これ建築指導課のほうも、きちんと分かっていなければ

ならないのですけれども、建築指導課、今日、建設課いない。これ、ぜひ僕、建設のほ

うではちゃんと捉えているのかどうか聞きたかったのですけれども。これ、誰でもいい

のですけれども、そういう建設課としては、都市計画に基づいて、建物に対して感震ブ

レーカーをつけなければならない、推奨していなかければならないという、この国の指

針について、どういうふうに捉えていたのかお聞きしたいのですが。

●議長(堀議員) 休憩します。

午前11時28分休憩

午前11時32分再開

●議長（堀議員） 再開します。

１番、竹田議員。

●竹田議員 課長来たのですけれども、すぐにお答えできますか。

●議長（堀議員） 建設課長。

●建設課長（渡部課長） 貴重なお時間いただきまして、申し訳ございません。

感震ブレーカーの普及啓発についてでありますが、ご質問者おっしゃられたような国

からの指針は存在していることは、先ほどちょっと調べさせていただいて、私自身把握

した状況にあります。今後の進め方につきましては、この国の指針に則りながら、町と

してどこまでできるのかといった部分をまずもって検討させていただきながら、普及に

は努められるように努力してまいりたいと考えています。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 今、住宅リフォーム支援というのがあります。その中に、この住宅改修の支

援に補助金が最大20万円とうたっているわけですけれども、その条項の中に感震ブレー

カーというのを設置、一緒に改修のときにしたいということであれば、その条項の中

に、この感震ブレーカーというものについては、僕は書かれていなかったのではないか

と思っているのですけれども、ただ書かれてなかったとしても、そのリフォーム支援の

中の金額に対しては対応できるものとなっているのかいないのか、その辺をちょっと伺

いたいと思います。
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●議長（堀議員） 建設課長。

●建設課長（渡部課長） ただいまご質問ありましたように、感震ブレーカー自体の取替

については、リフォーム支援事業には明確にはメニューとしてうたっている内容ではあ

りませんが、感震ブレーカーに関わらず、改修内容の記載はあるものの、あらゆる住宅

へのリフォームに対して、これまでも助成してきていますし、今後も助成してまいる予

定でおりますので、感震ブレーカーの取替については、当然リフォーム支援の対象にな

るとご理解していただいてよろしいかと思います。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 感震ブレーカーについては普及したいと認識をしているかどうか確認したい

のですが。そこはどうですか。

●議長（堀議員） 建設課長。

●建設課長（渡部課長） お答えいたします。

経産省から出ている感震ブレーカーの普及啓発という指針を見る限りにおいては、地

域住宅などに普及することを推奨しますといったような書き方をされております。た

だ、大変申し訳ありませんが、私自身がまだちょっと勉強不足の部分がございまして、

その部分、十分研究させていただいた上で、今後リフォーム支援なりに反映できるよう

にしたいと考えておりますし、当然防災対策といった意味では必要な、何と言います

か、有効な設備投資であるとは十分認識しておりますので、私自身は建物に感震ブレー

カーをつけるという行為自体は有効なものであると考えております。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 そういう観点であれば、この住宅支援リフォーム、今後啓発についてやって

いきたい、ほしいと、であるならば、支援部分については、この感震ブレーカーについ

ては対象になりますということを全面的に押して、啓発活動をしていただきたい。町内

には支援リフォーム事業、申請、事業者が各種あります。おります。そういった方々

に、ぜひこの感震ブレーカーも対象となるので、備えを、できれば早くやっていただき

たい旨を、ぜひ周知をしていただきたいと、また思います。

それと合わせて、公住、それから庁舎内、それから公共的な町の保有物である建物関

係、これらについては、まず率先してやっていただかなければならないと思うのですけ

れども、まずそこの２点をお答えいただければと思います。

●議長（堀議員） 建設課長。

●建設課長（渡部課長） まず、リフォーム支援にかかる事業者の方々に対する普及につ
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いては、準備ができ次第、当然該当になりますという周知と必要性について普及啓発は

してまいりたいと考えています。

●議長（堀議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 公共施設への設置ということにつきましては、全般的なもので

すので、私のほうからお答えをさせていただきます。

それぞれの公共施設が持っている性質というものがあろうかと思います。役場庁舎と

いう例も議員のほうから言われましたけれども、この役場庁舎に関しては、防災の拠点

であるということもあって、震度何ぼ以上で設定によってブレーカーが落ちてしまう

と、全ての、要はパソコンであるとか、業務継続という部分で支障を来す可能性もござ

いますので、それぞれの公共施設の性質に応じた中で、その設置について検討をしてま

いりたいと考えています。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 感震ブレーカーはあくまでも本末、端末に１個があって、全て全部が落ちる

ということではないです。回路分けして、一般住宅では、大体３ＬＤＫであれば７回

路、これらについて一つ一つ、全部感震ブレーカーをつけることができる。金額的には

１個大体3,000円から4,000円です。１ブレーカー。オール電化で３ＬＤＫで、例えば７

回路であれば、オール電化の場合は一つ一つでいくと、大体ボックス含めて15万円前後

と感震ブレーカーの金額はうたっています。

国も推奨している2019年の４月、ＰＤＦ形式の272ＫＢ以下、ＰＤＦ形式の338ＫＢと

いう性能のものを使ってはいかがかということで、番号もついております。そういった

ことも研究しながら、各施設関係についての金額、一遍にやることも予算があると思う

のでできないかもしれません。それらも含めて、ぜひ検討を早急にしていっていただけ

ればと思いますけれども、いかがですか。

●議長（堀議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 議員言われますとおり、内閣府消防庁のほうでは４種類ほど、

その推奨がされているようでございます。今回、初めて、こういった感震ブレーカーに

ついてご提言もございましたし、こちらのほうでも認識をさせていただきました。議員

言われるとおり、研究をさせていただいて、できるだけ早期の中で、順次設置について

も考えてまいりたいと思います。

●議長（堀議員） １番、竹田議員。

●竹田議員 子どもたちの命を守るという観点から、一言言わせてもらいますけれども、

今のしんりゅう保育所、それから厚岸保育所の新築に関しても、設計に対して国として
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は進めていっていただきたいというものがあったのですけれども、今回コンサルタント

のほうも、設計者のほうも、この新しい建物についての感震ブレーカーを取り付けると

いうことの町に対しての提案は全くなかったように私は伺っております。地元の電気設

備屋さんにも聞いたところ、感震ブレーカーは厚岸町においては一度もつけたことがな

いという、そういうことの回答が出ました。なので、金額についてもどの程度かかるの

か全く分からないというのが電気設備のほうの回答でありました。

そういったことで、民間もなかなかそういことについては、まだまだ勉強していなか

ければならないということなので、総体的に申し上げれば、ぜひ厚岸町が率先して、こ

の感震ブレーカーについて、つけていくということについて取組をしていっていただき

たい。そして、先ほど言った住宅リフォーム支援のほうについても、厚岸町の防災告知

の端末によっての町民の呼びかけもしていただきたいということをお願いしておきたい

のですがいかがですか。

●議長（堀議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） それぞれの個人住宅並びに公共施設等々、全般的にそういった

中で対策を進め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 最後に、町民に感震ブレーカーの設置を呼びかける方法として、どのような

こと考えられるのか、お聞きしたいと思います。

●議長（堀議員） 危機対策室長。

●危機対策室長（田﨑室長） まずは、この感震ブレーカーというものは一体なんぞや

と、まずここから町民の皆さんは周知なりをしていかないと、言葉だけでは全く分から

ない方々もいらっしゃるかと思います。住民周知につきましては、そこからＰＲをして

いきたい。

また、厚岸消防署のほうとも連携いたしまして、例えば何かのイベントの際に、感震

ブレーカーそのものを例えば展示したりだとか、そういうようなことも消防のほうとち

ょっとやっていきたいと思っています。

また、先程来出ております住宅リフォームの、例えば事業者さんに対しても、やはり

感震ブレーカーという部分は理解されていない部分が多いかなと思いますので、その辺

も事業者さん向けに対した、例えば説明会なり、そういうようなことも考えていきたい

と思っております。

●議長（堀議員） 以上で、１番、竹田議員の一般質問を終わります。

次に、２番、石澤議員の一般質問を行います。

２番、石澤議員。
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●石澤議員 先に提出した通告書に従って、質問いたします。

最初に、コロナ対策についてです。

全国では第２波と言われる感染拡大が続いています。町民からも先の見えない不安の

声が聞かれます。町民の暮らし、雇用が今どうなっているのか令和２年４月以降の検証

を行う必要があると思いますがどうですか。

生活保護受給者数の推移。

就学援助受給率。

倒産、閉店の数、休業者や雇い止めの実態。

国民健康保険税の減免の推移。

税や保険料の納税猶予申請件数の推移。

次に、コロナで生活困窮者への支援について、生活保護制度の活用も必要と思うがど

うか。

これから冬に向かって換気などが大変になってくると思います。

小中学校、保育所、心和園、デイサービス、町立厚岸病院にウイルス対応可能な空気

清浄機の導入を考えられませんか。

次に、ＰＣＲ検査についてです。

感染拡大防止のためにはＰＣＲ検査の拡大等、医療検査体制を整えることが必要だと

思います。

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金等を活用して町独自で行うべきと思い

ますがどうですか。

次、核のごみについてです。

９月１日、北海道新聞の記事の中で厚岸町としては答える立場にないとのことでした

が、その理由は何ですか。

次、町職員の待遇について。

若年層の離職が目立つようだが実態はどうなっていますか。原因を究明して対策はさ

れていますか。

役場の中の働き方に問題はないですか。

５番目、児童・生徒への心身のケアについて。

授業についていけない児童と生徒が抱える不安・ストレスへの対応はどのようにされ

ていますか。

学級支援員の配置は十分にされていますか。

以上で、１回目の質問を終わります。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） ２番、石澤議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の「コロナ対策について」のうち、（１）の「町民の暮らし、雇用が今どうな

っているのか検証を行う必要があると思うがどうか」についてでありますが、新型コロ

ナウイルス感染症の拡大が依然として続いている中で、町民の暮らしや雇用について検
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証を行い状況の把握をすることは、感染症対策や経済対策を行う上で必要なことと考え

ており、これまで講じてきた各種対策を実施するに当たって、必要となる調査を行って

きたところであります。

次に、アの「生活保護受給者数の推移」についてでありますが、管内町村の生活保護

行政を所管する北海道釧路総合振興局に、４月以降の当町の推移を確認したところ、４

月１日時点の受給世帯数が169世帯、受給者数が202人、９月１日時点の受給世帯数が16

6世帯、受給者数が198人で、受給世帯数・受給者数ともに減少しております。

また、４月以降、新たに受給開始となったのは、４世帯６人で、いずれも新型コロナ

ウイルス感染症を要因としたものでないとのことであります。

次に、イの「就学援助受給率」についてでありますが、４月１日時点の受給者数は14

5人、受給率23.5パーセント、９月１日時点の受給者数は142人、受給率が23.2パーセン

トで、受給者数・受給率ともに減少しており、４月以降の新たな申請はありません。

次に、ウの「倒産、閉店の数、休業者や雇い止めの実態」についてでありますが、コ

ロナ禍で、依然として厳しい経営環境ではありますが、各中小企業者等の経営努力によ

って現在まで町内での倒産はありません。

町と商工会が実施した６月末現在の実態調査では、道の休業要請等により休業した企

業はありましたが、現在、休業を継続している企業はないと把握しております。

また、休業者や雇い止めの実態についてでありますが、製造業や卸売業など14事業者

において、解雇または雇い止めが７人、休業者が41人との回答があり、当町において

も、今後の雇用情勢の悪化が懸念されるところであり、実態調査を継続しながら、雇用

への影響について注視してまいります。

次に、エの「国民健康保険税の減免の推移」についてでありますが、減免の対象とな

るのは、令和元年度課税分の２月１日以降の納期分から、令和２年度課税分の全てとな

りますので、２カ年度分を合わせて申し上げますと、７月中の減免決定が35件、990万

1,200円、８月中の減免決定が22件、696万4,400円、合計では57件、1,686万5,600円の

減免となっております。

次に、オの「税や保険料の納税猶予申請数の推移」についてでありますが、個人町民

税について６月に１件の猶予申請がありましたが、それ以降は、町税、各保険料ともに

申請はありません。

次に、（２）の「コロナ禍での生活困窮者への支援について、生活保護制度の活用も

必要と思うが」についてでありますが、生活保護制度は、最低生活の保障と自立の助長

を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度であり、生活

困窮者への支援で重要なセーフティーネットであります。

町民が生活に困窮し、生活保護を必要とした場合、保健福祉課が窓口となって相談を

受けておりますが、生活困窮の程度が生活保護制度の受給基準に該当するかの判断はで

きないため、相談を受けた案件については全て北海道釧路総合振興局へつないでおり、

必要に応じて生活保護が適用されていると考えております。

次に、（３）の「小中学校、保育所、心和園、デイサービス、町立厚岸病院にウイル

ス対応可能な空気清浄機の導入を考えられないか」についてでありますが、国の基本方

針では、いわゆる三つの密を避け、感染のリスクを下げるための一つに、換気の悪い密
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閉空間をつくらないため部屋の換気を小まめに行うことが示されておりますので、これ

に準じた対応をしてまいります。

小中学校では、９月３日時点の知見に基づいた文部科学省マニュアル「学校の新しい

生活様式」に沿って、密閉を回避するため換気の徹底を行っており、今後も継続して実

施いたします。

保育所では、冬の暖房効率は悪くなりますが、施設内の換気設備を利用し外気を取り

入れるほか、保育室等の窓を開けての換気については、子どもたちが寒さを感じること

がないよう、その方法を工夫し対応してまいります。

心和園、デイサービスについては、季節性インフルエンザなどの対策のため、冬期間

においても換気対策の徹底を図ることとしておりますが、空気清浄機については、利用

者の生活環境の改善を図ることを目的に、心和園の各居室への導入を検討しているとこ

ろであります。

町立厚岸病院では、発熱症状のある患者を診察する専用の診察室等にウイルス除去効

果のある室内用オゾン発生装置の設置を予定しております。

次に、２点目の「ＰＣＲ検査について」のうち、（１）の「感染拡大防止のためには

ＰＣＲ検査の拡大等、医療検査体制を整えることが必要だと思う。新型コロナウイルス

感染症緊急包括支援交付金を活用して町独自で行うべきと思うが」についてであります

が、第２回定例会でも同様の答弁をさせていただきましたが、ＰＣＲ検査については、

釧路地域における検査の実施は、釧路保健所が指定する感染症指定病院及び感染症の二

次救急当番病院の医師の指示に基づき実施するもので、任意での検査の実施はできない

こととされ、現在もその状況に変化はございません。

このため、現時点では、町独自の実施を含め、任意のＰＣＲ検査の実施は難しいもの

と考えております。

また、医療機関や民間検査機関におけるＰＣＲ検査等の機器の導入については、新型

コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の対象にはなるものの、釧路地域における検

査実施の体制上、町独自での実施は困難であるため、現在予定はございません。

なお、国においては、「新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組」として、

「検査体制の抜本的な拡充」を掲げておりますが、具体的には示されていないため、今

後の動向に留意しながら情報収集に努めてまいりたいと考えております。

続いて、３点目の「核のごみについて」のうち、（１）の「９月１日の北海道新聞の

記事の中で、厚岸町としては答える立場にないとあるがその理由は」についてでありま

すが、後志管内寿都町が検討している、高レベル放射性廃棄物の最終処分場選定に向け

た文献調査への応募について、北海道新聞社が同町を除く道内178の全ての市町村長に

行ったアンケート調査の結果が、９月１日の朝刊に掲載されました。

私も、この調査を受けましたが、記事にあるとおり、当町は平成26年９月10日に「厚

岸町に核廃棄物最終処分場はいらない宣言」をしており、「最終処分場選定に向けた調

査に応募することはない」と答えております。

なお、寿都町が最終処分場選定に向けた文献調査に応募を検討していることについ

て、当該町が抱える種々の事情によるものであることから、私が申し述べることは適切

ではないとの考えからであります。
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続いて、４点目の「町職員の待遇について」にうち、（１）の「若年層の離職が目立

つが実態はどうか、原因の究明と対策はされているか、働き方に問題はないか」につい

てでありますが、厚生労働省が公表した平成28年３月卒業者の離職状況によると、新規

高卒就業者では約４割が、新規大卒就業者では約３割が、就職後３年以内に離職してい

るとの結果が出ており、若年層の離職は、民間企業、国、地方公共団体等を問わず増加

している状況にあります。

当町では、近年、若年層の退職者が最も多くあった昨年度において７名の20歳代の職

員が退職しておりますが、退職の理由については、婚姻等によるもののほか、異なる職

種への転職希望など、その内容はさまざまで、いずれも自己都合によるものであり、役

場の働き方については問題はないものと考えております。

また、当町では、令和元年５月に長時間の時間外勤務や休日出勤の継続が職員の心身

の健康に影響を及ぼす可能性等を考慮するとともに、能率的な公務運営や組織の活力向

上を図るため、職員の働き方改革に関する「厚岸町職員のワークライフバランスの推進

に関する指針」を定め、仕事と生活の調和を図るための取組を進めております。

さらに、本年８月に新たに策定した、職員の能力向上と組織力の強化を図り厚岸町の

将来の人材を確保していくための「厚岸町職員人財育成基本方針」及び限られた人員で

最大の効果を発揮し将来にわたって持続可能な組織体制を構築するための「厚岸町職員

定員管理結果」に沿って、職員の人材育成と適切な定員管理を進めていきたいと考えて

おります。

５点目のご質問については、教育長から答弁があります。

●議長（堀議員） 教育長。

●教育長（酒井教育長） 私からは、「５、児童・生徒への心身のケアについて」お答え

します。

「（１）授業についていけない等、児童・生徒が抱える不安・ストレスへの対応はど

のようにされているのか」についてであります。

学校では、学習内容の取得に時間を要する児童・生徒も考慮しながら指導計画を作成

しています。授業では、個別の対応を行いながら習熟を図っています。個人差が大きく

なる傾向が強い教科である、算数・数学や英語については、少人数指導を行うことで、

授業の中で個別に関わる時間を確保し、子どもの実態にあった授業をしています。その

ほか、複数教師によるティーム・ティーチングを行い、きめ細かい指導に努めていま

す。

また、家庭学習を通して内容の定着を図る工夫や放課後などに個別指導を行い、一人

一人の子どもが確実に学習内容を身につける手立てを取っております。

一方、心のケアについては、教師による見取りや対話を通して日常的なケアに努める

ほか、スクールカウンセラーによる教育相談の機会を設けています。

次に、「学級支援員の配置は十分にされているのか」についてであります。

学級支援員は、学習や生活の面で特別な支援が必要な児童生徒に対応することを目的

として配置しています。業務としては、教室の移動、学習の準備や後始末などの日常生
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活の支援、学習活動のサポートを行っています。学校の実状を考慮すると、６名の配置

を見込んでいますが、現在、厚岸小１名、真龍小２名、真龍中１名の４名が配置される

にとどまっております。引き続き、人材確保を目指してまいりますので、ご理解いただ

きたいと思います。

●議長（堀議員） 石澤議員の再質問以降は、昼食休憩後といたします。

再開を13時といたします。

休憩いたします。

午後12時06分休憩

午後１時00分再開

●議長（堀議員） 本会議を再開します。

２番、石澤議員の一般質問、再質問から再開します。

２番、石澤議員。

●石澤議員 回答いただきました。この中で、倒産している、閉店している数がないとい

うことがちょっとほっとしたのですが、休業者や雇い止めの実態が14業者あり、また解

雇または雇い止めが７人、それから休業者が41人との回答がありましたが、この方たち

に対しての休業支援とか、そういうことは取られているのでしょうか。

●議長（堀議員） 観光商工課長。

●観光商工課長（尾張課長） お答えいたします。

休業支援に関しましては、それぞれ有給等の対応でもってされているということで、

主に北海道の休業要請に応じた中でのご回答ということでございます。そういった中で

の措置はされていると押さえております。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 これから、今それでなくても人手不足ということが言われていますので、少

しでもこの人たちがこの町内にいてくれて、働く場があるほうがいいのですが、それが

叶わないということなのでしょうけれども。

それで、生活保護の受給者がそれほど増えていないということなのですが、この回答

を見ますと４世帯６人で、いずれも新型コロナウイルス感染症を要因したものではない

ということですが、どうしてもこういうふうにして休業があったり解雇されたりという

中で、申請しづらいということは厚岸町ではないと思うのですが、その辺は生活の相談

があった場合の対応はきちんとやっているのでしょうか。
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●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） いかなる場合におきましても、相談、電話、あと来庁され

たときも含めて、お聞きはする体制でおります。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 ここにも載っていますが、生活保護制度は最後のセーフティーネットである

と載っています。そのとおりだと思います。これは全ての国民に認められた権利、その

実施は必要な人に確実に速やかに実施する、これは安倍首相が答弁しております。それ

で、生活保護に対するバッシングともいえる、生活保護への敵意とか侮辱を一部の政治

家が今まであおってきました。それに対して、マイナスのイメージを生活保護に対して

持っている、そういう人たちがいると思うのです。

それで、この新型コロナの影響で本当に生活が大変になっているのだけれども、それ

を我慢している人たちが一人でも出ないように、そういうようなのを含めて、町民に通

知を、生活保護を受けても、受けるほうがいいのですとか、その権利があるのですとい

うことを改めて通知をする。こういう方法もあるという通知をする必要もあると思うの

ですがいかがですか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） 報道等でそのようなお話しもございましたし、全国的には

生活保護の申請が増えているというお話しも聞いております。町といたしましては、最

終的には生活保護の決定権限ではありませんので、コロナのことも含めて、既に周知は

させていただいておりますし、引き続き生活保護、生活困窮につきましても、この新型

コロナの生活困窮に合わせて、引き続き周知していきたいと思っております。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 ぜひ、今生活保護の偏見、誤解を払拭するのに大事な時期だと思いますの

で、こういう方法もあって生活を守れるのだと、これから次にステップするための一つ

の方法であるということ、ぜひいろいろな形で伝えていってください。いかがですか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） 今回の新型コロナウイルスに関係する影響に関わらず、通

常どおり引き続き、そのような周知は随時行ってまいりたいと思っております。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。
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●石澤議員 それで、空気清浄機の問題なのですけれども、小中学校、換気が大事なの

で、心和園も含めて、心和園も今検討するとなっていますが、これから本当に北海道っ

てすごい、この地域もそうですけれども、換気をする途端に凍るのではないかというよ

うな状況に入っていくと思うのです。それで、ここの中に保育室等の窓を開けてとあり

ますが、換気がうまくできる保育所とかそういうところがあればいいのですが、そうで

はない場合はどういうふうに対応するのですか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） お答えさせていただきます。

保育所や児童館の考えでございますが、確かに冬はしばれてきます。しかしながら、

やはり窓を少しでも開けて、子どもさんたちが寒くない、遊戯室に例えばいるときに換

気するですとかというのを定期的に行おうと考えておりますので、冬でも窓を開くよう

にして換気に努めたいと、工夫をしながら考えております。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 お金かかる問題なのですけれども。だけれども、換気だけではなくて、除湿

というか空気をきれいにするということのためにも、今すごく性能がよくなっていると

思うのです。そういうのを使いながら、よりもっと子どもたちの環境がよくなるような

方法って考えられると思うのです。学校なんかもそうなのですけれども、３密を避ける

ということで間隔を取って、換気をしてということなのですが、それも学校も保育所も

そうですけれども、どうしてもある一定の区間がありますから、それぞれでやっていく

必要があると思うのですが、それはどうでしょう。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） お答えさせていただきます。

従来から考えてはおったことではございますし、議員からご質問あって改めて調べた

り、考えたりはしたのですけれども、やはり結果として今段階、国では、厚生労働省で

は今ある空気清浄機で新型コロナウイルスに効果があるというものが、今現在まだない

ということで、それが効果がある空気清浄機というのはまだ不明であるということであ

りますので、確たる物品が、空気清浄機がない状況でございますので、窓を開けた換気

に努めるという考えでございます。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 今出てきてるのです。99パーセント除去できるという空気清浄機が。でも、

それ結構高いのですけれども。結局、子どもたちの身を守るためであれば、そういうも

のも必要だと思うのです。だから、小さい子たちの場合は、マスクをつけるということ
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は、５歳児くらいまでは、まだ肺とかも発達していませんし、そういう意味で国連も出

ていますけれども。そういう指針が、マスクを余りつけることは好ましくないというよ

うな話も出ています。ですから、そういうのも含めて、特に保育所なんかはそういう方

法を考えていくべきだと思うのですが。今のところ、機械がないからということなので

すが、もしそういう空気清浄機が出てきて、それがはっきり分かったら、それは取り入

れるというふうに考えてもらうことはできますか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） お答えさせていただきます。

一切取り入れないという考えは全くございませんので、その製品の状況を見ながら、

予算等のことも含めて注視して情報収集に努めていきたいとは思っております。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 ぜひ検討してください。子どもたちにとっては大事な問題です。よろしくお

願いします。

次に移ります。ＰＣＲ検査の問題です。

これは、国ではっきりしていないのでということですが、今インフルエンザの問題言

われていますよね。インフルエンザとコロナが一緒になってきたらどうするのだという

ことなのですが。

介護施設の方にちょっと聞いたことがあるのですが、厚岸ではないです。札幌の方な

のですけれども、自分のところに入ったとき、その人の話なのですよ。その方が言って

いたのは、一人発症した時点で大したことないと判断したみたいです。でも、一人発症

したことで、そのときもう既に広まっていたと。本当に最初から誰も入れないとしない

と駄目なのだ。そのためには本当にＰＣＲ検査を誰でも受けられるようにしてほしい。

それは国とか道とか、それを待っている場合ではなかったという話をしていました。

ですから、厚岸の場合は本当に出ていません。心和園とか介護施設というのは、本当

にそこが大変になったら、病院もそうですけれども、もう誰も頼れないのですよね。介

護を必要とする人、それが全部つぶれてしまいます。そのためにも介護施設の職員も含

めて、福祉、それから医療、それから学校の教員、それから保育士、その人たちの定期

的な、３カ月に１回でもいいです。定期的なＰＣＲ検査。今、釧路に何かＰＣＲセンタ

ーができると言われていますが、町独自でできないのであれば、定期的に行うことを町

の予算として認めてほしいと思うのです。いかがですか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） お答えさせていただきます。

今現在におきましては、やはり日頃からの手洗いですとか、うがいですとか、消毒

に、そういう介護職員、病院職員、保育所職員も含めて、それに小まめなそういう消毒
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に努めていきたいと、それを継続しておりますので、３カ月に１回ですとか、６カ月に

１回ですとか、定期的なところは今現在は考えておりませんので、引き続き小まめな消

毒をしていきたいと思っております。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 全自動のＰＣＲ機械の設置というのがあるのですが、この機械の値段が700

万円から1,000万円です。１回のＰＣＲ検査を受ける、グッズというのかな、あるので

すが、それが１万4,300円です。そういうものも、実際民間を通してやると高くなるの

ですが、そういう形があります。

そこで働いている人たちの不安に思っていることは、自分がコロナを持っていて、そ

して子どもだったり、それから介護者だったり、それからヘルパーさんもいますよね。

それを移すのではないかという不安がものすごくあります、その方たちは。しかも、そ

の方たちに手洗いとか消毒とか、それからマスクの着用もあります。それを全部補いな

がら、その上で不安も抱えているのです。それを解消してやるというのも一つの方法だ

と思うのですが。

全て、全町民とは言いません。でも、その現場で働いている人、その人たちが絶対に

必要な人たちに対しては必要だと思うのです。そういう検査が。だから、国を待ってい

るというよりも、これから冬に向かってとても危険が状態が来ると思います。第３波が

来ないとは言えません。

今回の、今日の道新によると、ワクチンが中止になりましたよね。今、ワクチンが副

作用が出るというので、ワクチンが中止になっています。そういうのもあります。だか

ら、この町に入れないということも含めて、本当に命を預かる人たちの部分に対しての

ＰＣＲ検査というのはとても大事だと思うのですが、その辺いかがでしょう。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） お答えさせていただきます。

やはり、今、この管内におけるＰＣＲ検査につきましては、行政検査という制度にな

っております。保健所でのＰＣＲ検査となっておりますので、そのとおり対応していか

なければならないと思いますし、ただ、今いろいろな国の動きもございますので、それ

に合わせながら、町のほうも柔軟には対応していきたいとは思っております。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 ちょっと後ろ向きですけれども、前向きに検討してください。

次なのですが、核のごみの問題です。町長は処分場はいらない宣言と最終処分選定に

向けた調査に応募することはないと宣言していただきました。やはり、私たちにとって

は北海道に核のごみが来る、厚岸町でなくても北海道に核のごみが来るということは、

私ら酪農です。それから、ここ漁業ですよね。そういう食べ物というか、第一次産業で
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働いている人間にとっては、本当に不安なものなのです。それに対して、いろいろな理

由があるので申し上げることは適切ではないというご回答ですけれども、本当に北海道

ではいらないのだということはどんどん伝えていってほしいと思うのですが、その点は

いかがですか。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） ９月１日付の北海道新聞の報道の件でありますが、当時の報道は道

新の表１ページ並びに３ページに報道されたわけであります。この１ページと３ページ

を合わせてお読みになりますと、私の高レベル放射性廃棄物についての考え方がご理解

できるものであると思っております。

そういう意味におきまして、２点の記事が出ているわけであります。１点目につきま

しては、高レベル放射性廃棄物の最終処理場選定に向けた文献調査への応募を厚岸町は

検討しますかということですから、平成26年の宣言がある、私は受け入れられないとい

う、これは１面の記事であります。関連しての質問でありますが、３ページの寿都町の

応募について、厚岸町はどう思いますかという、今回の考えられないということが、今

質問を受けているわけでありますが。何回も言います。１面と２面を合わせて、私の考

えをご理解いただきたい。

ということは、やはり地方自治というのは、その地域の問題をそこに住む地域住民の

意思と選択で決めるという地方自治を、私は常に尊重して行政を運営しているつもりで

あります。そういう中で、寿都の今回の応募については、私としては、寿都の考えがそ

れぞれあるでしょうから、私の考えは寿都に対しては申し上げることはできない、そう

いうご回答をさせていただいたところでありますので、どうかこの際、私もお話しさせ

ていただきたいと思いますが、９月１日の道新の報道並びに９月２日付の根釧版、これ

に関する報道、これは明解になっております。厚岸町は受け入れることはできない。そ

ういう私の信念でありますので、ご理解をいただきたいと思います。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 町長のその決意を聞きまして、安心してやっていきたいと思います。これか

らもよろしくお願いします。

次に移ります。町職員の待遇についてです。この７名、20代の職員が退職ということ

になっていますが、自己都合であるとして問題はないものと考えているということでし

たが、この20代の職員が何年間の、長い人で何年間くらい、短い人で何年、職員として

働いていたのですか。

●議長（堀議員） 総務課長。

●総務課長（石塚課長） ７名、20代までの職員が退職されたということで、このうち３

名については１年以内でございます。そのほか、それぞれになりますが、４年以内、７
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年以内という状況になっております。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 この中に婚姻等によるものとありましたが、結婚しても続けられるような状

態ではなかったのでしょうか。

●議長（堀議員） 総務課長。

●総務課長（石塚課長） 婚姻等による理由での退職者につきましては、ご家族の方が厚

岸に住まわれていないという状況もありまして、退職して、そちらの地方のほうに行っ

たということでございます。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 この中で７年といえば、１年、４年、７年といえば中堅どころですよね。や

っと育って、仕事も覚えてもらってという人たちだったような気がするのですが、その

人たちにとっての職場に対するいろいろな思いというのを聞く場とか、場所とか、そう

いう機関とか、時間とかあったのですか。単純に退職ということですか。

●議長（堀議員） 総務課長。

●総務課長（石塚課長） 今の７名の方につきましては、退職の予告を１年前にされてい

まして、その１年間引き継ぎを行い、本人の意思で、あくまでも本人の意思で退職をし

て、そちらのほうに行きたいという状況は私のほうにも話しておりました。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 さっきも南谷議員の質問の中で、水道課の二人が退職したということです。

仕事がすごく大変で、少ない人数で仕事を続けていってる状態が話されました。それ

で、この中で厚岸町職員人財育成基本方針というのがありますが、これはどういう内容

なのですか。

●議長（堀議員） 総務課長。

●総務課長（石塚課長） 人財育成基本方針につきましては、従来から厚岸町は、策定し

ていたものでございますが、今年の８月に新しい人財育成基本方針を策定しておりま

す。この中では、現在の厚岸町の組織上の問題、それから職員の構成の問題ですとか、

さまざまな課題を洗い出しまして、町長の答弁にもありましたが、組織の強化と、それ

と職員の能力向上等のためにどういったことをやっていくか、どういった職員を目指し
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ていくのかということを記載させていただいております。

そのためには職責ごとにどのような能力が求められているのかと、そういうことも整

理させていただいた上で、人事管理、それから職員の研修、それから働きやすい職場に

向けてということで、将来の厚岸町に向けてどういうこと、例えば研修であれば外だけ

ではなくて、中からのコミュニケーションですとか、基本的なやらなければならないこ

との再確認ですとか、そういったことも全て含めて行って、ある組織の弱い部分、それ

から個人の能力を生かせてない部分というのをカバーしていくという計画でございま

す。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 この職員人財育成基本方針というのは、町職員全員から何らかの形で意見を

取るとか、それからアンケートを取るとか、そういうようなことはやったのですか。

●議長（堀議員） 総務課長。

●総務課長（石塚課長） まず総務課のほうで案を作成いたしまして、その後課長会議等

で説明をさせていただいた上で、全職員に一応周知をして、意見の募集を行った上で策

定をしております。もちろん理事者協議も含めてやっております。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 去年、未払いのことがありましたよね。そのときに、町長から職員研修の実

施、管理、確認体制の強化、法令遵守の徹底はもちろん、職員一人一人が町民の負託に

応え、適正に公務を遂行するということと、それから職員間で活発なコミュニケーショ

ンを取り、積極的に業務展開を図る職場フードをつくりながらという回答がありました

が、こういうことも入れながらの今回の取組になるのですか。

●議長（堀議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 縷々、総務課長のほうから説明がございましたけれども、人財

育成基本方針、人財の財の字を見ていただければ分かるかと思いますけれども、これは

町長の従前から言われている人材というものは宝、職員は宝だということで、人財の財

の字を木材ではなく、宝のほうの財にした中で、厚岸町としてのこの方針を定めさせて

いただいております。

これは、町長として、厚岸町として、どういう職員を目指す、要は職員像というもの

を定めさせていただいて、それに向かって、どういう形で研修等々、いろいろあると思

いますけれども、コミュニケーションを図るですとか、そういうこと、いろいろ手法は

あるでしょうけれども、そのための研修等々、方法で厚岸町として町民のお役に立てる

職員を目指していこうというものでございます。
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●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 その人財の財はすばらしい財です。材木の材でないからすごいのですけれど

も。結局、こういう方針に沿って、こういう職員にしたい、育て上げたいというのは分

かります。そのときに、それに対して、でもという、これはおかしいとか、ちょっとこ

ういうところは変だとか、そういう声を取り上げる場所といのはあるのですか。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） 今、厚岸町職員人財育成基本方針について、縷々お尋ねがあるわけ

でございますので、私からさらにお答えをさせていただきたいと思います。

なぜ、人財の財、材料の材ではなく財宝の財にしたか、これ一般の人が見たら間違い

ではないかと、本来は辞書を引いても人材は材料の材になっています。敢えて私は、厚

岸町だけは財宝の財にしていただきました。なぜかと言いますと、やはり磨けば光るの

だと。皆さんは厚岸町役場の職員となって誇りを持ってください。そして、厚岸職員に

自らがなってよかった、そういう職場をつくりたい。そういう願いを込めておるわけで

あります。

そういうことで、職員の研修はもちろん大事なことであります。私は何よりも上司、

管理職の皆さん方が人材の育成について、常に気を遣っていただきたい。今、ご質問が

ありましたとおり、いろいろなことがあると思います。職員自体は。それを聞いて、い

ろいろとそれに応えてやるということも職場にあっては大事なことであります。

そういうことで、私はこの人財基本方針について、先の職員の皆様方にも、また私自

体研修の場において、いろいろとお話しをさせていただいたところでございます。どう

かそういう意味におきまして、厚岸町職員になってよかった、そしてまた職場にあって

も誇りを持って仕事をしていただく。そして、いろいろな問題については管理職会の各

補佐課長がしっかりと指導していただくというような組織にしたい。そういう願いを込

めてこの基本方針をつくらせていただいているわけでございます。どうか、明るい職場

にさせていただきたいと思います。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 職員を尊重するということなのですけれども、大事にして育てたいというこ

となのですが、いかんせん実際、自分の思いを出すことができなくて、中でもんもんと

している職員もいると思います。そして、入ってきたばっかりであれば、分からないと

いうのは当たり前ですし、そこからどうやって研修をして、それからその人たちをどう

いうふうにして町民に対して、それからその仕事を安心して、後ろに上司が構えている

ので大丈夫だよという、後ろからのバックアップを受けながら仕事ができるような、今

町長言ったとおり、ここで頑張れるような、そんな職場を、この基本方針を通してでき

上がっていくように願いたいと思います。
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またこれからも何回か、このことに関しては質問させてもらいますが、その辺はよろ

しく、ぜひ厚岸町の職員はすごいよというような、そういう職場になるように、これが

大事に生かされることをお願いしたいと思いますが、いかがですか。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） 今、石澤議員からご質問あったとおりなのです。私と同じ気持ちで

す。ですから、職員の研修におきましても、仮に新人であれば、もちろん役場の仕事に

ついては全て知っているわけではありません。そういう意味において、知らない点も多

々あり、それに対してストレスを感じ、悩むこともあるだろうと。どうか知らないこと

については正直に上司なりの指導を受けて、それを解決してもらいたい。また、上司に

おいても、お前こんなもの分からないのかということであってはなりません。どうか職

場が常に明るく、そしてまた地域住民の負託に応えられる役場職員になっていただきた

い。そういう願いを常に考えておるわけでございます。

ですから私は町長になってからまず始めたのは職員の朝礼なのです。ただおはようご

ざいます、皆さんお変わりございませんかだけでもいいのです。ということは、課長さ

ん方が、やはり一人一人のその課の職員を見て、あ、今日はちょっと顔色悪いなとか、

何かあるのではないかということが気づいたら、直ちに相談に乗ってやる。また言えな

いこともあろうだろうから、そのことも素直に朝礼の中で解決していただきたい。

そういうことで、職員と一体となった、私自体もリーダーとして、しっかりと職場の

組織体制を強化してまいりたい。さらには充実をしてまいりたい。そういうことで考え

ておりますので、よろしくご理解のほどお願い申し上げたいと存じます。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 すみません、あと５分しかないのですが。次に移ります。

児童生徒のケアです。この中に数学とか英語とか少人数学級の対応をしているという

ことですが、家庭学習を通してという、定着を図る工夫というのもありますが、この家

庭学習というのは今までのコロナ前とコロナ後と量は増えているのですか。それはどう

でしょうか。

●議長（堀議員） 教委指導室長。

●教委指導室長（廣瀬室長） お答えいたします。

家庭学習の分量については、持ち帰った児童生徒がその日のうちに消化できる、ある

いは中学生になったら、ある程度の期間が設定されていて、その中でやり遂げることが

できる量を考慮して出しておりますので、新型コロナウイルスの感染対策、学習の遅れ

等について、その分今までよりも多いといったことは特にございません。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。
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●石澤議員 あと５分ですか。

●議長（堀議員） はい。４分です。

●石澤議員 ４分ですか。すみません。

それで、子どもたちの中にいらいらとかいざこざが起きているというような、親御さ

んから聞いたのですが、その原因というのは何だと捉えていますか。

●議長（堀議員） 教委指導室長。

●教委指導室長（廣瀬室長） 学校生活の中で子どもが生活をしておりますと、さまざま

な要因によって言い争いになったりということがあります。それらを克服していく中

で、心の成長が期待される、期待、心の成長もしていかなくてはならないということが

ありますので、その要因というのはこちらではちょっと把握できないのですが、今のと

ころ新型コロナウイルス感染対策によってストレスが増大して、それがもとで友人関係

のトラブルが発生したというようなことは、教育委員会としては把握しておりません。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 まだ把握していないということですね。これから出てくるのではないかと思

うのですが、きちんと把握する必要があると思います。

それから学習支援員が十分に、６名必要なところが４名となっています。学習支援員

が必要な子どもたちというのは、それぞれいろいろな意味で特殊にそれぞれの思いを、

障がいがあったり、それから生きづらさを抱えていたり、そういう子どもたちなのです

が、この４名なのですけれども、足りない２名の分というのはどういうふうにしていく

のでしょうか。人材確保を目指しているということなのですが。それは足りているので

しょうか。

●議長（堀議員） 教委管理課長。

●教委管理課長（真里谷課長） お答えいたします。

不足の２名分の話でございます。今までも、昨年度も５名枠がありましたが４名でご

ざいました。今年はさらに１名増やして６名という枠を設けた中でありますが、４名し

か来られなかったということで、その対応として昨年度までは教員または保育士の免許

を持った方を学習支援員ということで採用しておりましたが、今年度からその条件を撤

廃しまして、資格がなくても学級支援員としてはできるということで確認しておりまし

て、その中で募集をしているところではございますが、今の段階ではなかなかいないと

いうことで、今後、再度啓蒙しながら募集に向けて検討していきたいと思っているとこ

ろでございます。
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●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 指導員というのは専門性がすごく大事になってきます。それで、なくてもい

いということにはならないと思います。それで、それも含めて、なった方に研修を受け

てもらうとか、それから子どもの特徴をちゃんと取り上げてもらうとか、そういうよう

なことがないと、障がい児に対する支援はできないと思うのです。だから、それも含め

て、また次に質問しますが、今回単純な保母さんとか教員でない専門性のない方も必要

だと思います。その方たちに対する、その方に対する研修もやるということにしてほし

いと思います。いかがですか。

●議長（堀議員） 教委管理課長。

●教委管理課長（真里谷課長） コロナ禍に関しましては、さらに道教委のほうで学習指

導員という、ちょっと字が変わりますけれども、これも各学校に１名ずつ配置をすると

いうことで、町の６校についても手を挙げております。この方についても、資格がない

中で、例えば釧教大の学生さん、要するに教員のサポートということで、資格がなくて

もできる部分があるということで、当然先生方の補助または助手として、その部分をき

っちりやりながら対応していくということで対応していきたいと思っておりますので、

ご理解をいただきたいと思います。

●議長（堀議員） 以上で、石澤議員の一般質問を終わります。

次に、４番、音喜多議員の一般質問を行います。

４番、音喜多議員。

●音喜多議員 第３回定例会に当たり、先に通告してあります２点についてお伺いしてま

いります。

まず１点目に、門静地区の下水道整備についてお伺いします。

当町の下水道事業は、平成３年に着手し、その時点では門静地区全域も整備区域とし

て進められる計画で今日に至っております。2011年３月11日に発生した東日本大震災

後、当町でも高台への住宅建設、移転も多く、通称偕楽園団地も住宅街が形成され、下

水はまだかと公共下水道を望む人々がおられます。

そこでお尋ねしますが、アとして、下水道着工以来、幾度か計画見直しが行われてい

るかと思いますが、門静地区のこれまでの経緯を含め、現在どのような状況になってい

ますか。

イとして、平地の門静市街地と高台の望洋台駐車場、偕楽園団地は切り離して考え、

工事等を進められないものでしょうか。

ウとして、地形的に見て高台の偕楽園団地から低地の白浜地区への接続工事等は、経

済的、工事的にも容易ではないかと見受けますが、その見解はいかがでしょうか。

エとして、海岸線が売り物の国定公園が誕生します。太平洋を眺める望洋台、駐車場
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のトイレも完全に水洗化で観光客を迎える体制はできないかと思うのであります。

２点目に、障がい者雇用についてお伺いします。

厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会は、障がい者雇用の促進に向け、法定

雇用率を引き上げることを了承し、地方公共団体は2021年４月までに0.1ポイント引き

上げて2.6となります。そこでお伺いします。

アとして、現在の当町の障がい者雇用率はどのようになっていますか。

イとして、2021年、つまり来年、新年度から適用となる法改正で国が求める法定雇用

率は達成できますか。

ウとして、この障がい者雇用は当初の身体障がい者から始まり、その後知的障がい

者、さらには精神障がい者も、この雇用算定の基礎になっています。当町の現状はどの

ようになっていますか。今後の対処方針も含めお尋ねし、はじめの質問といたします。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） ４番、音喜多議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の「公共下水道について」のうち、（１）の「門静地区下水道整備につい

て」、アの「その後、計画見直しが行われているが、経緯も含め、現在どのような状況

になっているか」についてでありますが、平成３年当時の厚岸町公共下水道事業計画で

は、門静地区全域を整備の対象として区域の設定をしてきましたが、公共下水道整備に

は多額の事業費を必要とするなど、事業開始から20年を経過しても、門静地区の整備実

施には至らない状況でありました。

このため町では、早期の水洗化を求める町民要望に対し、公共下水道以外で、効率的

な汚水処理整備が可能となる手法について平成25年度に改めて検討を行いました。

この検討の結果、門静地区においては、公共下水道による集合処理整備よりも、合併

処理浄化槽による個別処理整備が有効かつ経済的であったことから、門静地区への下水

道整備方針を取りやめ、門静地区の一部を公共下水道整備対象地域から外すことについ

て、平成28年第４回定例会において、厚岸町公共下水道設置条例の一部を改正する条例

について議会の議決をいただいたところであり、平成26年度から厚岸町合併処理浄化槽

設置費補助金制度を設けて、合併処理浄化槽による整備を進めている状況であります。

次に、イの「平地の門静市街地と高台の望洋台駐車場、偕楽園団地は切り離して考え

進められないか」についてでありますが、前段に申し上げた検討の中で、ご質問にもあ

る検討をした結果、門静市街地の門静２丁目、３丁目については住宅が分散し、市街地

からの距離も離れているため、下水道整備には多額の投資が見込まれ、速やかな事業の

遂行が困難なことから、合併処理浄化槽での整備が有効であると判断したところであり

ます。

また、門静１丁目通称偕楽園団地につきましても、同様の検討結果であることから、

合併処理浄化槽による整備を進めるものであります。

次に、ウの「地形的に高台の偕楽園団地から低地の白浜地区の接続は、経済的、工事

的にも容易ではないか」についてでありますが、前段に申し上げた検討の結果は同様

で、ご質問にある箇所を下水道で整備した場合は、白浜３丁目変電所付近から門静１丁
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目の偕楽園団地を含めると４キロメートルの整備距離となり、整備に要する費用は約６

億円になります。

これに対し、合併処理浄化槽で団地内の全ての世帯を整備した場合は、約１億5,000

万円となり、早期に水洗化を求める町民の要望に応えるためには、下水道整備に係る時

間と費用を考えると、当該地区においては、合併処理浄化槽による整備が適していると

判断したものであります。

次に、エの「国定公園化にあわせて、望洋台駐車場トイレも完全水洗化にできない

か」についてでありますが、望洋台駐車場トイレについては、平成７年に合併処理浄化

槽を整備し、既に水洗化としております。

２点目の「障がい者雇用について」のうち、（１）、アの「現在当町の障がい者雇用

はどのようになっているか」についてでありますが、令和２年６月１日現在の町の障が

い者の実雇用率は1.66パーセントで、障がい者の雇用の促進等に関する法律施行令によ

る国及び地方公共団体の法定雇用率2.5パーセントを下回っております。

次に、イの「新年度から適用となる改正法の法定雇用率は達成できるか」についてで

ありますが、障がい者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障がい者補助犬法施

行令の一部を改正する政令等が平成30年４月１日に施行され、障がい者の雇用の促進等

に関する法律施行令に規定している国及び地方公共団体の法定雇用率が、令和３年４月

より前に2.5パーセントから2.6パーセントに引き上げられることとなります。

当町における現在の見込みでは、仮に令和３年４月から新たに障がい者雇用に該当す

る職員の確保ができなかった場合、法定雇用率は現在と同じ1.66パーセントとなるた

め、実質的に２人の不足となります。

また、近年の職員採用時の応募状況を見ると、応募される方も少なく、法定雇用率の

達成は厳しい状況にあると考えております。

次に、ウの「知的、精神障がい者も雇用算定基礎になっているが、当町の現状はどう

か、今後の対応方針は」についてでありますが、当町の現在の障がい者雇用の状況は、

重度身体障がい者が２人、重度身体障がい者以外の身体障がい者が１人で、知的障害者

及び精神障がい者に該当する職員はおりません。

厚岸町職員の障がい者雇用と活躍については、令和２年３月策定の「厚岸町障がい者

活躍推進計画」に掲載しておりますが、現職員が身体障がい等により従来の業務遂行が

困難となった場合は、当該職員から相談があった場合、負担なく遂行できる職務の選定

及び創出について検討するとし、新たな職員の募集、採用をする場合は、「特定の障が

いを排除し、または特定の障がいに限定すること」、「自力で通勤できることといった

条件を設定すること」、「介助者なしで業務遂行が可能といった条件を設定すること」

などといった取扱いは行わないこととしております。

障がい者の雇用については、今後も行っていく予定でありますが、障がい者の雇用に

当たっては、受け入れる環境を整えていく必要があることから、受入れが可能な部分か

ら、募集、採用に努めていきたいと考えております。

以上でございます。

●議長（堀議員） ４番、音喜多議員。
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●音喜多議員 今の回答を見ますと、いわゆる門静１丁目、２丁目、３丁目、これを門静

と一つにくくって結論を出しているという状況ですね。門静といっても、本当に平地も

あれば、あの高台、それこそ3.11のあの東北の惨状を見ると、結果として現在も住の江

や山の手あるいは偕楽園団地含めて、高台に相当の住宅街が、あれ以降続いていると。

やはり条件が変わってきたのです。そうは決めたものの、厚岸であの津波というものか

ら、今も目の前でいつ起きるか分からない大きな地震と津浪が予想されているわけです

よね。毎度の議会で誰か彼かが、その議論しているのです。目の前に切迫した状況にあ

る、そういう状況ではやはり一生涯に一度、二度建てられれば立派でしょうが、家を建

てるとなれば、やはり安心して寝られるところへ家を建てたい、そういう思いでみんな

いると思うのです。当然ながら、そういう安全な場所に家を求め、家庭の団らんを求

め、当然それが行政が応援してやるべき行為だと思っております。

そういう、この門静１丁目、通称偕楽園団地に住まれる方々、皆さん見て分かるとお

り、相当数新しい家が張り付きました。そんなことからして、あそこに住んでいる人方

も、下とは別だという認識は持っています。そんな意味では、この公共下水設置条例の

一部を再度、改正の改正になりますが、この門静１丁目地区を新しい住宅街に、一等地

にしてあげたいと思うのですが、その考え方に対していかがなものでしょうか。お尋ね

します。

●議長（堀議員） 水道課長。

●水道課長（髙瀬課長） 音喜多議員の質問に対して回答したいと思います。

公共下水道の考え方なのですが、基本的に都市計画区域内、その中においても各用途

地区というものがございます。市街地の中には住宅地域、中心街地域、色をついた用途

というのがございます。それについて、公共下水道整備については、主に、まずは中心

市街、そういう用途のついたところからまず整備しつつ、その門静地区については今、

白地地域といいまして都市計画区域内ですが、白地、色のついていないような用途にな

っております。当時から整備は順々に、この当時質問されたとおり、東日本大震災とい

うものが平成23年でありますが、その当時は白浜地区からちょうど光栄地区に向けて公

共下水道整備を行っておりました。しかし、門静の偕楽園団地ですとか、そちらのほう

からも公共下水道の整備について、いつになりますかという問い合わせはあります。

それに対して、計画区域内であっても整備が今進まない状況を考えたときに、何か

を、公共下水道以外にも何か水洗化に住宅等をできるような手立てはないかということ

で、汚水処理の中でも、あくまでも今、我々が進めている公共下水道整備というのは集

合処理であります。個別、住宅が離れている地域だとか、いろいろな場面に対応でき

る、それと望む人に応じて対応できる方策は何かないかということで考えたところに合

併処理浄化槽ということを検討し始めて、効率的な整備、町民のニーズに応えたような

形はできないかということで、この整備に至ったところでありまして、求める町民に対

して、その後、26年にも補助金制度というもの、合併処理浄化槽にもつけさせていただ

きまして、公共下水道と同等のような手当はさせていただいたような状況であります。
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●議長（堀議員） ４番、音喜多議員。

●音喜多議員 合併浄化槽はもう30年も40年も前から、厚岸は遅いのですけれども、もう

全国的に見たら、ずっとやっていまして、厚岸町も当初、計画前段から特別委員会をつ

くって、私もその一員で四国までも足を運んで、その状況を見てきています。重々、知

っているつもりです。

厚岸町の場合は、前が海で、山は住宅街というか、ちょっとほかの地区から見たら、

下水に対しては、非常に経費がかかる、特に終末処理場が向こう、本町側、本町側は人

口があの時点から減ってくると。だけれども、やはり終末処理場の放水をどこにするか

によっては、この第一次産業に多大の影響を与える恐れがある、そんなことやら、あん

なことやらで、結果的には現在の状況になったのだが。やはり今の状況を見ると、やは

り住宅街が張り付くところ、厚岸町が１番の住宅地域というか、そういうことを視点的

に考えなければいけないと思うのです。

これから人口が5,000人台、4,000人台まで落ちると。今年の人口予測の資料出してい

ますよね。あれを見ても、厚岸町は減ってくるのですが、やはりその減ってくる人口は

どこに残るかと言ったら、やはり今の盛んに建っているところが中心になるだろうと。

前浜にいた人方も偕楽園団地のほうに引っ越したり、そういうやはり安心の場を求め

て、快適な生活の場を求めて、そういう家をつくるわけですから。やはり、それは不変

であり、今後も続くだろうと思います。

そういう計画の中で今は進んでいるのですが、ぜひ白浜、今やっているのは最終的に

白浜ですよね。それでほぼ皆さんが考えているように、98パーセントになるのか100パ

ーセントになるのか、まだこれからの見通し、残っている見通しはいかがですか。

●議長（堀議員） 水道課長。

●水道課長（髙瀬課長） お答えします。

今現在、特別老人ホーム心和園のほうに向かって旧旭厚家具から心和園に向かって整

備をしているところです。今後の計画としては、この心和園まで行き着くと、その後は

藤田車輌さんという、少し住宅とかアパートが張り付いている地域について整備を行い

まして、そのところで大体普及率というのが82パーセントくらいになろうかと考えてお

りますが、あとほかにも対象となる部分はあると思いますが、ほかの地域については住

宅が300メーター、400メーター離れて１件とか、そういうところが多少残ります。た

だ、そこに対しても何らかの手当は取らないといけないとは考えておりますが、先ほど

も言ったとおり、国の制度的にも公共下水道整備は地域の中でも離れて数カ所しかない

とかという住宅等もあります。なので、公共下水道整備を行うにも効率的な汚水処理の

整備の仕方も検討していきなさいというのが合併処理浄化槽であり、個別集落排水であ

り、公共下水道でありと、手法がたくさんあります。

その中で、一度ちょっと25年度に見直しを掛けさせていただいて、質問の地域に関し

ては合併処理浄化槽の状況と踏まえて整備させていただきましたが、今後についても住
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宅の張り付きというのは、あとは門静の１丁目につきましても、今後の住宅地域だと

か、そういう見直しの際があれば公共下水道としてもまた考え直さないといけないとい

うふうになりますが、何分、合併処理浄化槽にも町の補助金というのを出しております

ので、町としても二重投資というのはなかなか難しいものと考えますので、それについ

ては今後研究になりましょうか、住宅の張り付き具合等、度合いとか、その地域の用途

の位置づけなどにより方向性が変わってきたときに、また研究していきたいと考えてお

ります。ご理解お願いします。

●議長（堀議員） ４番、音喜多議員。

●音喜多議員 本当に門静の偕楽園団地に住んでいる方あるいはこれから家を建てようと

いう方々については、大変気の毒だなと。当初から計画に入っていたわけですから。そ

れを採算的に合わないというか。これは、門静１丁目も３丁目も一緒にしたから悪いの

だ。道連れになってしまった。下の方の。偕楽園団地のちょっと向こうの望洋台までと

いう区切り方をすればよかった。名称的に門静というもので、一緒に門静の道連れにな

ってしまったと私は思います。そんなことからすれば、本当に厚岸町の一等住宅街が合

併浄化槽で処理しなくてはいけないということになります。それで、偕楽園団地の合併

浄化槽、設置されているパーセンテージはどのくらいいるのですか。

●議長（堀議員） 環境林務課長。

●環境林務課長（鈴木課長） お答えさせていただきます。

門静１丁目偕楽園団地の浄化槽の設置件数ですけれども、現在19件設置されておりま

す。割合にしましては、約20パーセント程度だと思われます。

●議長（堀議員） ４番、音喜多議員。

●音喜多議員 合併浄化槽も最終的に汚水が出るわけですよね。その処理は、見通し的に

は、当面は汲み取りで処理可能なのでしょうけれども、これが増えてくると最終的に処

理水、考えなければいけないことになると思うのですが、その辺はどのように考えてい

ますか。

●議長（堀議員） 水道課長。

●水道課長（髙瀬課長） 質問にお答えいたします。

合併処理浄化槽の浄化槽内排水処理に関しては、平成29年から衛生センターで今まで

処理していたものが、終末処理場の手前に前処理施設として整備をさせていただきまし

た。なので、現在今も厚岸終末処理場の処理の前にし尿の搬入口をつけまして、それも

全部厚岸町の合併処理浄化槽、公共下水道への汚水処理に関しては、終末処理場で全部

を処理するようなことで対応させていただいております。
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●議長（堀議員） ４番、音喜多議員。

●音喜多議員 分かりました。それで、ここでお願いしなくてはいけない、結果としては

もうそういう、これは国、国というかお金の絡みありますから、道の関係、単独では、

厚岸町単独ではちょっとできませんので、６億円もかかるという、確かに６億円となる

と大変だなと思うのですが。

でも、厚岸町の大事な住宅地です。そう見てあげていいと思うのです。あの津波、そ

ういう状況を見たら、これはその状況によらなければ分かりませんが、厚岸町の平場は

マップに書いてあるとおり、５メートル、６メートル、二十何メートルの最大来たら、

もうみんな白地になってしまうわけです。そのことからすれば、偕楽園団地は一等地と

いうふうに残る地域だと考えてみると、将来的には６億円金をかけても、町民の命と生

活を守る上では大したことではないと言ったら怒られますけれども、将来的に投資に値

するものではないかと私は思います。

それで、見直しになる状況が早い時期に来るようお願いして、この問題は終わらせて

いただきますが、今度平地のほう、平地のほう、門静２丁目、３丁目。これ雨水公共下

水道という形で処理することになっています。ご多分に漏れず、あそこは毎年春先の湧

水あるいは大雨でごそっと水が出ますよね。川も、大橋も問題になりましたが、あの雨

水公共下水道とは２丁目、３丁目を対象にして、どういう方法でやろうとしているの

か。この厚岸町門静も雨水公共下水道とはどういうやり方でどう処理しようとしている

のか、その辺ちょっと説明いただきたいと思います。

●議長（堀議員） 水道課長。

●水道課長（髙瀬課長） お答えいたします。

今、３ヘクタールほど門静地区２、３丁目雨水公共下水道ということで残しておりま

すが、あの箇所については、門静地区海岸線にある樋門というものが平成13年頃から整

備させてもらいまして、平成16、ちょっと今は年度がはっきりしないのですが、平成十

六、七年で門静地区駅前の厚岸浄水場の手前の区域から、今、車屋さんがある田崎土建

さんの手前くらいまでの区域を雨水の排水を処理するために、平成13年から平成16年か

17年くらいまで整備を行って、門静地域の雨水柵梁という排水、雨水排水路整備を海岸

線に向かった樋門に流すような工事整備を終えて、現在としてはおります。なので、そ

この地区の残っている雨水整備としては、もう整備が完了したものと捉えていただけれ

ばと思っております。

以上です。

●議長（堀議員） ４番、音喜多議員。

●音喜多議員 そういう雨水というか、湧水というか、生活排水は結果的に合併浄化槽で

賄うということですか。
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●議長（堀議員） 水道課長。

●水道課長（髙瀬課長） 質問にお答えいたします。

生活排水に関しては地域、門静１丁目、２丁目、３丁目に関しては合併処理浄化槽の

ほうで考えていきたいと考えております。

●議長（堀議員） ４番、音喜多議員。

●音喜多議員 そんなことで、もうちょっと判断していただければ、お金はかかっても偕

楽園団地はいい住宅街になる予定であったのであろうけれども、ちょっと早とちりとい

うか、状況が変わって、今すぐそういう状況にならないけれども、ぜひ、でも先行きが

暗いですよね。何て言ったって、人口が減っていく。それが何よりも見通しの立たない

状況の一つになってしまっていますけれども、条件が変われば、ぜひ門静１丁目偕楽園

団地も公共下水で収集していただきたいとお願いして終わります。

次が、障がい者雇用についてであります。法定数をずっと下回るわけですが、担当

者、総務課長ですか。やはり、これは難しいですか。正直なところ。その辺のところを

伺いたいと思います。

●議長（堀議員） 総務課長。

●総務課長（石塚課長） 町長の答弁にもございましたが、障がい者の募集に当たって

は、特に一般の職員と違うような条件をつけているわけではございません。ただ身体障

害手帳等を持っているという部分しか変わらないわけなのですが、現実的には、昨年度

については２名採用することが幸いできましたが、募集状況としてはほとんどないよう

な状態の中で、通常の厚岸町の職員の採用自体も障がい者を決して除いているというこ

とは一切しておりませんが、それでもなかなか募集のない状況ではございます。

●議長（堀議員） ４番、音喜多議員。

●音喜多議員 ついこの間、国が法定数上回っていると。実際に開けてみたら全然それこ

そ大ほらで、大きな批判を受けたわけです。それだけ難しいのだろうなとは見ていたけ

れども。やはり、こういう状況の中で特効薬はないですけれども、どういう努力という

か、前向きに、積極的に採用する意味の施策、そういうの何か考えていませんか。

●議長（堀議員） 総務課長。

●総務課長（石塚課長） 厚岸町といたしましても、障がい者雇用は重要な問題と考えて

いまして、釧路にあるサポートセンター、それからハローワーク等とも相談をさせてい

ただいておりますが、現状としては受けていただくという方が、なかなかおられないと
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いう状況にはあります。

それと、答弁の最後のほうにもありましたが、受入れについては、例えばハード的な

部分であれば受け入れるに当たっての整備は、今年度についても行ってきている状態で

はありますけれども、いかんせん採用するに当たって募集が非常に少ない、もしくはな

いという状況が続いているのが今の現状でございますので、努力は、障がい者雇用に当

たっての、採用に当たっての努力は、厚岸町としては進めていきたいとは考えてござい

ます。

●議長（堀議員） ４番、音喜多議員。

●音喜多議員 一つの目安としては新年度、来年度に向かっては、これから採用ですよ

ね。新規採用とか。それに向けて、まだちょっと時間的にあるわけです。９月、10月、

職員採用は11月ですか。それに向けて厚岸町はこういう積極的ですよという姿をちょっ

と見せなさい。例えば町内にそういうチラシを入れるとか、ホームページにそれを載せ

るとか、ただいない、いないではほかの市町村と同じになってしまうと思うのです。自

ら、そういう積極的ですよという姿を新年度に向けて、今からでも遅くないと思いま

す。

こういう条件がいい、いいという言い方失礼ですけれども、条件にさえ合えば、年度

の途中でもいいのではないですか。そういった考え方はいかがですか。ぜひ、一つ積極

的にやってみて、駄目ならば、駄目だめならばというか、それでもなおかつ現状のまま

であれば誰しもが致し方ないなと思われるでしょうけれども、ただただ構えて、いな

い、いないだけでは何もしない、そういう状況ではないですか。その辺はどうですか。

●議長（堀議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 実は厚岸町のこの障がい者の雇用の率につきましては、今年の

みならず、この数年の間、不足の状況が続いております。これまでもハローワークへの

掲載さらには町のホームページ、あとは町広報等々でも積極的に募集を行ってまいりま

した。

今年４月に採用をさせていただいた職員の場合につきましても、厚岸町として１名と

いう募集ではなく、複数名での募集を図っていたと。結果的に応募が２名ありましたけ

れども、試験を行わせていただいた結果、これはやはり障がい者の皆さんであっても、

やはり正職員として採用する以上、それなりの能力等を見させていただいた中で採用し

なければならないということもあって、試験の結果、１名の方を、そのうち１名の方を

採用させていただいたと。

今後、職員制度も変わりまして、正職員または会計年度任用職員、このどちらかでと

いうことになります。障がい者雇用につきましては、正職員でという考えが厚岸町とし

てはございます。ただ、ここ数年、職員を増やすということにはなかなかならない状況

の中で、退職者の状況を見ながら、定年退職者の状況を見ながら、新規採用職員の人数

についても考えていかなければならない。この中で、その障がい者の雇用も一緒に考え
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ていかなければならないという中では、非常に厳しいところではございますけれども、

少なくとも、この法定雇用率が達成できるよう、厚岸町としても今後とも努力をしてま

いりたいと考えています。

●議長（堀議員） ４番、音喜多議員。

●音喜多議員 大変難しい問題ですが、やるべき課題だと思います。実質雇用率が明確に

国から示されているわけですから、自治体もそれに努力していくというか、町民の皆さ

んあるいは国民の皆さんに、積極的に厚岸町は進めていますよというＰＲにもなります

ので、ぜひ一つの目標としては新年度に向けて、そういう努力をしていただきたいと思

って終わらせていただきます。

●議長（堀議員） 答弁よろしいですか。

以上で、音喜多議員の一般質問を終わります。

以上で、本定例会に通告ありました６名の一般質問を終わります。

●議長（堀議員） 日程第４、議案第89号 教育委員会委員の任命に対する同意を求める

ことについてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

町長。

●町長（若狹町長） ただいま上程いただきました、議案第89号「教育委員会委員の任命

に対する同意を求めることについて」その提案理由と内容をご説明いたします。

現在、厚岸町は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、４人の教

育委員会委員を任命しておりますが、このうち平良木宣行委員の任期が、本年10月22日

をもって満了となり、同氏から今期で退任したいとの意向が示されております。

したがいまして、後任について、同法第４条第２項の規程に基づき、厚岸町長の被選

挙権を有し、人格が高潔で、教育、学術及び文化について識見を有する方を、新たに教

育委員会委員に任命いたしたく、議会の同意を求めるものであります。

新たに任命する方は、議案書24ページに記載のとおりでありますが、住所、厚岸郡厚

岸町梅香２丁目23番地。

氏名、成澤幸恵。

生年月日、昭和54年１月29日。

性別、女。

職業、会社役員であります。

なお、参考といたしまして、成澤氏の学歴、職歴については、次のページに記載して

おりますので、参考に供してください。

また、任期は、同法第５条第１項の規定により、本年10月23日から令和６年10月22日

までの４年間であります。

以上、簡単な説明ですが、ご同意くださるようお願いいたします。
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●議長（堀議員） これより質疑を行います。

（な し）

●議長（堀議員） なければ質疑を終わります。

お諮りいたします。本案は人事案件であります。したがって、厚岸町議会運用内規54

にありますとおり、討論を省略し、本案は原案のとおり同意することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。

●議長（堀議員） 日程第５、議案第90号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約

の変更についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

総務課長。

●総務課長（石塚課長） ただいま上程いただきました、議案第90号「北海道町村議会議

員公務災害補償等組合規約の変更について」その提案理由と規約変更の内容について説

明させていただきます。

議案書26ページをご覧ください。

北海道町村議会議員公務災害補償等組合は、町村議会議員等に対する公務上の災害補

償に関する事務などを共同処理するために、道内の町村、一部事務組合及び広域連合を

もって組織する団体で、地方自治法第286条第１項の規定により、規約の変更をしよう

とするときは、関係地方公共団体など組合を組織する団体の協議によりこれを定めるこ

ととしているため、同法第290条の規定により、その協議について、議会の議決を求め

るものであります。

このたびの規約の変更理由は、北海道町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地

方公共団体のうち、令和元年７月31日付けで「札幌広域圏組合」が、令和２年３月31日

付けで「山越郡衛生処理組合」が、令和２年９月30日付けで「奈井江、浦臼町学校給食

組合」がそれぞれ解散し、当事務組合を脱退することによるものであります。

規約変更の内容説明については、議案書により行わせていただきますが、併せて「議

案第90号説明資料の新旧対照表」及び「議案第90号から議案第92号参考資料の地方自治

法関係条文抜粋」を配付しておりますので参考としてください。

はじめに、規約の変更内容であります。

規約第３条の規定により「組合を組織する町村等、一部事務組合及び広域連合」を定

める「別表第１」から「山越郡衛生処理組合」「奈井江、浦臼町学校給食組合」「札幌
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広域圏組合」を削るものであります。

次に、この規約の附則であります。

この規約の施行日を、地方自治法第286条第１項の規定による総務大臣の許可の日か

ら施行するとし、北海道町村議会議員公務災害補償等組合を組織する関係地方公共団体

等の全ての議会で議決が得られ、または専決処分が行われた場合、当事務組合におい

て、総務大臣の許可を受けるための事務手続を行い、その許可を受けた日からこの規約

を施行するものでございます。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認を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。

（な し）

●議長（堀議員） なければ質疑を終わります。

お諮りいたします。討論を省略し、本案は原案のとおり決するにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり決しました。

休憩します。

午後２時34分休憩

午後２時40分再開

●議長（堀議員） 本会議を再開します。

総務課長。

●総務課長（石塚課長） 大変貴重な時間申し訳ございません。

皆様にお配りさせていただいております議案第90号説明資料の変更の用紙になります

が、第１表の山越郡衛生処理組合の変更の用紙が元年７月31日付けとなっております。

その下の奈井江、浦臼学校給食組合が２年３月31日となっておりますが、変更の用紙の

欄がずれておりまして、訂正をさせていただきたいと思います。

正しくは、提案理由でご説明させていただいたとおり、１番下の札幌広域圏組合が元

年の７月31日、それから山越郡衛生処理組合が令和２年３月31日、奈井江、浦臼町学校

給食組合が元年７月31日の誤りでございますので、大変申し訳ございませんでした。

上からちょっと言っていきます。
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最初の山越郡衛生処理組合が令和２年３月31日付。元年７月31日を令和２年３月31日

付。

その下の段の奈井江、浦臼町学校給食組合が令和２年３月31日付となっているのを令

和２年９月30日付。

その下の札幌広域圏事務組合のところが令和２年９月30日となっているのが、令和元

年７月31日付に訂正をお願いいたします。申し訳ございません。

資料の欄がちょっとずれてましたので、大変申し訳ございませんでした。

●議長（堀議員） よろしいですか、皆さん。

休憩します。

午後２時42分休憩

午後２時43分再開

●議長（堀議員） 再開します。

●議長（堀議員） 日程第６、議案第91号 北海道市町村総合事務組合規約の変更につい

てを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

総務課長。

●総務課長（石塚課長） ただいま上程いただきました、議案第91号「北海道町村総合事

務組合規約の変更について」その提案理由と規約変更の内容について説明させていただ

きます。

議案書27ページをご覧ください。

北海道市町村総合事務組合は、非常勤の職員の公務上の災害補償に関する事務などを

共同処理するために、道内の市町村、一部事務組合及び広域連合をもって組織する団体

で、地方自治法第286条第１項の規定により、規約を変更をしようとするときは、関係

地方公共団体など組合を組織する団体の協議によりこれを定めることとしているため、

同法第290条の規定により、その協議について、議会の議決を求めるものであります。

このたびの規約の変更理由は、北海道市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の

うち、令和元年７月31日付けで「札幌広域圏組合」が、令和２年３月31日付けで「山越

郡衛生処理組合」が、令和２年９月30日付けで「奈井江、浦臼町学校給食組合」がそれ

ぞれ解散し、当事務組合を脱退することによるものであります。

規約変更の内容説明については、議案書により行わせていただきますが、併せて「議

案第91号説明資料の新旧対照表」及び「議案第90号から議案第92号参考資料の地方自治

法関係条文抜粋」を配付しておりますので参考としてください。

規約の変更内容であります。

はじめに、規約第２条の規定により「組合を組織する地方公共団体」を定める別表第
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１については、同表「石狩振興局の」項中「札幌広域圏組合」を削り、構成団体数を示

す「12」を「11」改め、同表渡島総合振興局の項中「山越郡衛生処理組合」を削り、構

成団体数を示す「16」を「15」に改め、同表空知総合振興局の項中「奈井江、浦臼町学

校給食組合」を削り、構成団体数を示す「32」を「31」に改めるものであります。

続いて、規約第３条の規定により「共同処理する事務」と「共同処理する団体」を定

める別表第２については、同表９の項中「札幌広域圏組合」、「山越郡衛生処理組合」

及び「奈井江、浦臼町学校給食組合」を削るものであります。

次に、この規約の附則であります。

この規約の施行日を、地方自治法第286条第１項の規定による北海道知事の許可のあ

った日から施行するとし、北海道市町村総合事務組合を組織する関係地方公共団体等の

全ての議会で議決が得られ、または専決処分が行われた場合、当事務組合において、北

海道知事の許可を受けるための事務手続を行い、その許可を受けた日からこの規約を施

行するものでございます。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認を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。

（な し）

●議長（堀議員） なければ質疑を終わります。

お諮りいたします。討論を省略し、本案は原案のとおり決するにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり決しました。

●議長（堀議員） 日程第７、議案第92号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更に

ついてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

総務課長。

●総務課長（石塚課長） ただいま上程いただきました、議案第92号「北海道市町村職員

退職手当組合規約の変更について」その提案理由と規約変更の内容について説明させて

いただきます。

議案書28ページをご覧ください。

北海道市町村職員退職手当組合は、職員に対する退職手当の支給に関する事務を共同

処理するために、道内の市町村、一部事務組合及び広域連合をもって組織する団体で、
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地方自治法第286条第１項の規定により、規約を変更をしようとするときは、関係地方

公共団体など組合を組織する団体の協議によりこれを定めることとしているため、同法

第290条の規定により、その協議について、議会の議決を求めるものであります。

このたびの規約の変更理由は、北海道市町村職員退職手当組合を組織する団体のう

ち、令和２年３月31日付けで「山越郡衛生処理組合」が、令和２年９月30日付けで「奈

井江、浦臼町学校給食組合」が、それぞれ解散し、当事務組合を脱退することによるも

のであります。

規約変更の内容説明については、議案書により行わせていただきますが、併せて「議

案第92号説明資料の新旧対照表」及び「議案第90号から議案第92号参考資料の地方自治

法関係条文抜粋」を配付しておりますので参考としてください。

規約の変更内容であります。

はじめに、規約第３条の規定により「組合を組織する市町村、一部事務組合及び広域

連合」を定める別表については、（２）の一部事務組合及び広域連合の表、渡島管内の

項中「山越郡衛生処理組合」及び同表空知管内の項中「奈井江、浦臼町学校給食組合」

をそれぞれ削るものであります。

次に、この規約の附則であります。

この規約の施行日を、地方自治法第286条第１項の規定による総務大臣の許可のあっ

た日から施行するとし、北海道市町村職員退職手当組合を組織する関係地方公共団体等

の全ての議会で議決が得られ、または専決処分が行われた場合、当事務組合において、

総務大臣の許可を受けるための事務手続を行い、その許可を受けた日からこの規約を施

行するものでございます。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認を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。

（な し）

●議長（堀議員） なければ質疑を終わります。

お諮りいたします。討論を省略し、本案は原案のとおり決するにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり決しました。

●議長（堀議員） 日程第８、議案第93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。
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建設課長。

●建設課長（渡部課長） ただいま上程いただきました、議案第93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29ページをお開き願います。

自動車事故による損害を次のとおり賠償することについて、地方自治法第96条第１項

第13号の規定により、議会の議決を求めるものであります。

内容についてご説明申し上げます。

１、損害賠償の相手方でございますが、厚岸郡厚岸町奔渡６丁目４番地、高橋美保氏

であります。

２、事故の概要でありますが、令和２年６月22日午前９時00分頃、町道白浜海岸通り

厚岸町白浜１丁目27番地付近において、経年劣化により車道アスファルト舗装面に空い

ていた穴の上を相手方の運転する自動車が走行した際に車輌左側の前後輪がパンクし、

アルミホイールも破損した事故であります。

なお、過失割合は、町が30パーセントであります。

３、損害賠償額でありますが、金１万9,107円であります。

日頃から、安全な町道の維持管理のため道路パトロールを行っておりますが、このた

び、車道舗装面の劣化状況を確認できず、このような事故が起きてしまい大変申し訳な

く、反省しているところであります。

幸いにしてけが人はありませんでしたが、今後の再発防止に向け、町道の維持管理に

努め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お願い申し上げ

ます。

●議長（堀議員） これより質疑を行います。

（な し）

●議長（堀議員） なければ質疑を終わります。

お諮りいたします。討論を省略し、本案は原案のとおり決するにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり決しました。

●議長（堀議員） 日程第９、議案第94号 財産の取得についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

建設課長。
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●建設課長（渡部課長） ただいま上程いただきました、議案第94号「財産の取得つい

て」提案内容をご説明申し上げます。

現在、町では、道路維持作業を行う際、機材の運搬及び移動手段として道路維持作業

車１台を使用していますが、重量のある機材を必要とする作業において、その運搬に苦

慮しており、道路維持作業の効率が図られているとは言えない状況にあります。

そのため、重量のある機材を効率的に運搬することにより、作業時間の短縮と作業効

率の向上を図る目的で、パワーゲート付きの道路維持作業車を取得しようとするもので

あります。

その財産の取得に当たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関

する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

議案書30ページをお開き願います。

内容でございますが、１、財産の種類は、物品であります。

２、名称及び数量は、道路維持作業車（２ｔトラック）１台であります。

３、契約の方法は、地方自治法施行令第167条第１号による指名競争入札でありま

す。

４、取得価格は、金737万円。

５、契約の相手方は、帯広市西20条北１丁目３番地２号、東北海道いすゞ自動車株式

会社であります。

31ページをご覧願います。

参考といたしまして、道路維持作業車の仕様、納入期日、また次の32ページには型式

図を添付しておりますので参考にしていただきたいと存じます。

なお、別途お手元に、参考資料といたしまして、８月21日に執行いたしました「指名

競争入札結果」を配付させていただいておりますので、ご参照願います。

以上、簡単な説明ではございますが、ご審議の上、ご承認を賜りますようお願い申し

上げます。

●議長（堀議員） これより質疑を行います。

（な し）

●議長（堀議員） なければ質疑を終わります。

お諮りいたします。討論を省略し、本案は原案のとおり決するにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり決しました。
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●議長（堀議員） 日程第10、議案第95号 財産の取得についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

スポーツ課長。

●教委スポーツ課長（高橋課長） ただいま上程いただきました、議案第95号「財産の取

得について」提案理由をご説明いたします。

議案書33ページをご覧願います。

令和２年度特定防衛施設周辺整備調整交付金事業により取得するスポーツバスは、ス

ポーツ少年団活動の活性化を図るため、練習に参加する少年団員をバスで送迎し、安心

して少年団に加入できる環境を整えるため、取得するものであります。

１、財産の種類でありますが、物品であります。

２、名称及び数量ですが、小型バス１台でございます。

３、契約の方法につきましては、今回取得する「29人乗りバス」につきましては、バ

スを取り扱っている自動車販売会社５社に対し、地方自治法施行令第167条第１号の規

定による指名競争入札により実施いたしました。

４、取得価格につきましては、金640万900円であります。

５、契約の相手方でありますが、帯広市大通南29丁目２番地、帯広日産自動車株式会

社であります。

次に、34ページの１車輌概要、２納入期日、35ページの型式図は記載のとおりです。

なお、お手元に別紙「議案第95号参考資料、指名競争入札結果」を配付しております

ので、ご参照願います。

以上、簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、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。

（な し）

●議長（堀議員） なければ質疑を終わります。

お諮りいたします。討論を省略し、本案は原案のとおり決するにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり決しました。

休憩します。

再開を午後３時30分といたします。

午後３時00分休憩
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午後３時30分再開

●議長（堀議員） 本会議を再開します。

●議長（堀議員） 日程第11、議案第96号 工事請負契約の変更についてを議題といたし

ます。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

建設課長。

●建設課長（渡部課長） ただいま上程いただきました、議案第96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36ページをお開き願います。

次のとおり工事請負契約を変更するため、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２年３月９日議案第22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、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6,435万円から30万8,000円増額となる金6,465万8,000円へ変更するも

のであります。

５請負契約者に変更はございません。

37ページをご覧願います。

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となっております。右備考欄に変

更内容を記載しております。

１工事概要、２工期、３位置図、平面図、道路構想図についても変更はございませ

ん。

このたびの請負金額の変更理由でありますが、令和２年３月から適用する公共工事設

計労務単価が決定され、旧労務単価に比して全職種単純平均2.5パーセント上昇した旨

の通知が、本年２月20日付けで北海道からありました。

国土交通省並びに北海道は、令和２年３月１日以降に契約した工事について、新労務

単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議に応じることとしており、

当町においても同様の取扱いにすると決定しているところです。

当該工事は、旧労務単価を適用し本年３月９日に契約しておりますが、受注者からの

新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議に応じることとし、

本件に係る工事請負契約の変更について、議会の議決を求めるものであります。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認を賜りますようお願い申し上

げます。
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●議長（堀議員） これより質疑を行います。

（な し）

●議長（堀議員） なければ質疑を終わります。

お諮りいたします。討論を省略し、本案は原案のとおり決するにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり決しました。

●議長（堀議員） 日程第12、議案第97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（亀井課長） ただいま上程いただきました、議案第97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40ページをお開き願います。

議案第97号「工事請負契約の変更について」でございます。

次のとおり工事請負契約を変更するため、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２年６月18日議案第67号をもって議決を得まし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、厚岸保育所移転改築工事（建築主体）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４億8,290万円から388万3,000円増額となる金４億8,678万3,000円へ

変更するものであります。

５請負契約者に変更はございません。

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、基礎の拡張についてでありますが、当初設計
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時における地盤調査の結果により、基礎の規模、構造を設計に反映しておりましたが、

基礎施工前に地盤載苛試験という地盤が安全に支持する力を判定するための試験を２箇

所で実施したところ、設計時に算定した地耐力の値の52パーセントと67パーセントとい

う低い地耐力の値が測定され、設計どおりの基礎のままでは、基礎下の地盤形成が維持

できないことが判明したことから、基礎下地盤形成を維持するため、基礎の拡張が必要

となったものでございます。

42ページをお開きください。基礎伏図でございます。

基礎部分は、白地の四角が、現設計における基礎で、基礎周りの斜線部分が拡張した

基礎になります。また、図面右側には基礎変更リストを記載しておりますので参考とし

てください。

41ページへお戻りください。

１工事概要の二つ目の所要室、三つ目の外構工事については、変更はありません。

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、ご承認を賜りますようお願い申し上

げます。

●議長（堀議員） これより質疑を行います。

３番、室﨑議員。

●室崎議員 念のためお聞きしておきますが、最初に地質調査というのですか、地耐力の

調査、当然してるわけですよね。それが工事に入って、いよいよ現場の調査をしたら、

当初考えられたものの半分くらいしか地面が力がなかったということで、基礎を大きく

するということにしたというのが今の説明ではないかと思うのですが。100パーセント

分かるという調査というのは当然できっこないわけですけれども、最初のときの調査そ

のものに、全く手抜かりはなかったのかどうか。それを確かめておきます。

それから、今後また工事が進んでいく上で、また地耐力が足りなくて、変更しなくて

はならないというようなことはないのかどうか。この２点確認しておきます。

●議長（堀議員） 建設課長。

●建設課長（渡部課長） お答えいたします。

まず、工事を実施設計する際には地盤調査というものを行っておりますが、今回の建

物に対しましては、建物のほぼ四隅に当たる部分、４箇所の地盤調査を行いました。そ

の際、地質は実際ボーリングしたデータが岩盤であるとか泥岩であるとかといったよう

な深さによってサンプルが採取されるわけなのですけれども、今回、保育所建設の位置

に関しましては、岩盤の部分と、あと泥岩と呼ばれる部分、その地層が主に構成されて

おりました。

そうは言いましても、先ほど保健福祉課長からの説明にもありましたが、建物を建て

る前にも必ず載苛試験といって、地質調査のデータが間違いないかというところで、再

度調査をします。当然、ボーリングデータをもとに基礎の大きさも決めてきたわけであ
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りますけれども、何分今回の建設地の地盤がちょっと特殊であるということが分かりま

した。というのは、泥岩の部分に基礎が乗る部分があるのですが、主にそこの部分が掘

削していく中で、雨に当たった際に風化してしまうといったような現象が見受けられま

した。それに加えて、先ほど４箇所のボーリングを行ったと言いましたが、岩盤と泥岩

と、そのほかに若干粘土質の物が現場として出てきた。私も当然現場で確認させていた

だきました。そうしたことから、地耐力、説明資料のほうにも記載いたしております

が、大幅に地耐力が出ないということが判明したことから、基礎を拡張することによっ

て地盤を維持できるようにといったような今回の設計変更の内容であります。

実は、先ほども言いましたが、ちょっと今回の例というのが、私自身も実はこういっ

たケースというのが実は初めてなのです。今までも載苛試験やった中では、ほぼボーリ

ングデータと同様の数字が出てたというのがこれまでの、私の経験上のお話しなのです

けれども。ただ、今回のこの場所に限って言うと、今説明したような地盤のちょっと変

化が見られたということで変更せざるを得ないといったような内容になっています。

今後、このような大規模な工事、当然またいずれあるかと思いますが、その際には、

いずれにしてもボーリングデータをもとに最初設計を組んでいかなければいけないとい

うことが大前提でありますので、今回のようなケースも想定しながら、次回の設計等に

生かしていきたいなと考えてございます。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室崎議員 何でこういうことを言うかと言いますと、あの地域は今の桜通りの頂上部

分、町長の家から杉田議員の家、そしてそれから奔渡６丁目にかけてなのですが。あそ

こは明治時代から道路を、切り通しなんかをつくると、必ず崩れるというので、通称老

いの山と言われているのです。それで、桜通りの切り通しのときも随分苦労したという

話聞いています。それから、今度桜通りと交わって、有明に降りていく、奔渡有明間道

路ですか、あれのときにも、山がはぜるというかずって、大変苦労したという話も聞い

ていて、地質的というか地盤が非常に難しいところだということは、いろいろな方から

今まで何回も聞いているのです。その工事をやったときに。だから、相当慎重にやらな

くてはならないところではなかったのかなと思うのです。

そういうところで、だから普段よりはずっと慎重にやったのだけれども、やはり地耐

力に問題が出たというのか、それとも一般的な工事と同じように、その何箇所かを地質

調査して、それをもって計算、設計を出したというのか。その当たりはやはりきちん

と、この後に伝えていかなければならないと思うので、その点について、もう少し詳し

く説明してください。

●議長（堀議員） 建設課長。

●建設課長（渡部課長） お答えいたします。

私も、ご質問者おっしゃられるように、桜通りはじめ、あの当たりの地形は非常に難

しいということはいろいろな方から伝え聞いて存じ上げているところなのですけれど
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も、そういった意味では、今回も地質調査自体を４箇所といわず６箇所、７箇所とやれ

ばもっと正確な地質が把握できたのかなとは、今さらながら思うところはありますが、

何分、これまでの公共工事もそうなのですが、大体建物の四隅で地盤調査してきたとい

うのが大体の経緯でございまして、結果としてこのようなデータしか取れなかったとい

うことは非常にちょっと残念な感じはしますが、今後において、いろいろな厚岸町独自

の地質というのはいろいろなところに特殊な地質ありますので、その辺はやはり慎重に

もうちょっと調査するなりしながら設計のほうに反映していきたいとお感じておりま

す。

それから、済みません、先ほどちょっと１点答弁漏れがあったかもしれませんので、

ちょっと付け加えさせていただきますが、今後工事を進めていく中において、また地耐

力が弱くなることはないのかといったようなご質問あったと思いますが、その部分につ

いては、もともとの原因が風化による地耐力の減少ということでありますので、現在に

おいては基礎を施行する場所に捨てコンクリートというコンクリートを流し込んであり

ます。そういった意味では風化の進行は防げているということになっておりますので、

今後の地耐力の低下はないものと考えております。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室崎議員 私が言うまでもなく問題点は、専門家である課長のほうが全部押さえている

と思うのです。それで、今の話聞いていても、ほぞをかむ思いだと思うのです。

これは、今、ご答弁の中にもあったのですが、この地域で何回か工事があるわけで

す。そのときの、何と言うのか、経験談というか、そういうものは耳にしてたという言

い方なのだけれども、もうちょっと数値を含んだデータというものは、あなたがという

のではないですよ、厚岸町として、やはり蓄積していなければならないものだと思うの

です。

そういう工事を行うに当たって、先例のデータというものが全部参考になっていかな

ければならないはずでしょう。そういうものが厚岸町はきちんと継承されていないので

すか。そのときやって大変だったなで終わりで、次の人のときには大変だよという抽象

的な話はあっても、そのときのいろいろな基礎データ、そういうものが蓄積されていな

いのですか。もしそうだとしたら大変な問題だと思います。その辺りはいかがですか。

●議長（堀議員） 建設課長。

●建設課長（渡部課長） お答えさせていただきます。

大規模な建物等、構造物建てるときには、当然地質調査行って、そのデータというも

のは地質調査業者からの報告という形で必ず上がってきます。我々もそれを逐一チェッ

クしている状況にありますし、そのデータ自体は、相当前のものから、実は書庫のほう

に蓄積しています。

私自身も経験あるのですが、例えば十数年前に大きな建物を建てた場所のデータがあ

るとすれば、その近くにまた大きな構造物つくるときには、必ずそのデータと新たに採
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取したデータと見比べながら、その地質の傾向というのは確認してきております。

そういった意味では、過去の経験も生かしながら、公共工事に努めているという思い

ではありますが、今回のような、やはり想定を超えるような自体が起こることもまれに

ありますが、そのようなことがないように蓄積されたデータはこの先も有効に活用して

いけるように、そういうシステムづくりもつくっていくことが必要かなと思いますの

で、今後においてもそのデータは活用しながら公共工事に努めてまいりたいと考えてお

ります。

●議長（堀議員）） 他に質疑ございますか。

（な し）

●議長（堀議員） なければ質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり決しました。

●議長（堀議員） 日程第13、議案第98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。

危機対策室長。

●危機対策室長（田﨑室長） ただいま上程いただきました、議案第98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43ページをご覧願います。

議案第98号「工事請負契約の変更について」でございます、

次のとおり工事請負契約を変更するため、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９月12日議案第76号もって、工事請負契約の締結について議決を得、令和２

年６月18日議案第74号をもって、請負金額の変更について議決を得た、工事請負契約の

締結についての一部を変更するものです。

１の工事名は、厚岸保育所移転改築用地造成工事及び（仮称）湖南地区避難場所整備

工事であります。工事名に変更はありません。

２の工事場所、３の契約の方法に変更はありません。

４の請負金額、金１億9,453万5,000円から4,129万4,000円増額となる「金２億3,582

万9,000円へ変更するものであります。
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５の請負契約者に変更はございません。

次ページをご覧願います。

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備考

欄に変更内容を記載しております。

１の工事概要のうち、①厚岸保育所移転改築用地造成工事に変更はありません。

②(仮称)湖南地区避難場所整備工事の盛土工、法面工、排水工、避難路整備、避難広

場工に変更はなく、側溝工、延長777メートル、路床排水工、延長725メートル、植生基

盤安定及び植生工2,210平方メートルを追加するものであります。

２の工期は、令和３年３月30日に変更するものです。

議案書45ページに、議案第98号説明資料として計画平面図、横断図、避難通路断面

図、路床排水工・側溝工断面図を添付してありますので参考にしてください。

以上、簡単な説明でありますが、ご審議の上、ご承認を賜りますようお願い申し上げ

ます。

●議長（堀議員） これより質疑を行います。

３番、室﨑議員。

●室崎議員 97号と似たような話になるのですが、まずこの設計は、これはどこが行った

のか。誰が行ったのか。それで、その設計の基礎データ、この場合には図面を見ると、

これ前の76号のときと同じ図面なのですが、地盤の上に盛土をしていますね。あの場所

で削った土をあげたのだというふうに聞いていますが、この土というのは、先ほどの前

の議案のときに、課長さんボーリングの説明のときにおっしゃっていたけれども、泥

岩、ケツ岩とも言います。それで、この辺り、俗に青盤という岩盤で、風にさらされる

と、ごく短期間でもとの泥に戻ってしまうという、そういう性質を持った土ですよね。

それで、ケツ岩というのは、たしか16分の１ミリよりも小さい粒子が海の底でずっと固

まってきてできたと聞いていますが、そんなことはいいのだけれども、そういうので特

にこの辺りは厚岸層群というのですか、根室層群と言ったかな、それは何と言うのです

か、がっちりした岩石になりきっていないような雰囲気のある岩ですよね。それが風に

さらされると、表面は泥状になって、いわば糊で蓋をしたようになるから、その下の岩

は風化しないと聞いていました。

それで、あの地域は特にそれだけではない、固い岩もあれば、まるで断層の破砕体の

ように粘土の部分があったりして、非常に複雑だということは聞いていますね。そうい

うところの土を盤の上に盛土したのですね、今回。そうすると、盛土に適した土質かど

うかというのは、きちんと調査してなくてはならないですね。そういうデータ、ちゃん

と取っているのか。

それから、ここにひな壇上に避難場所をつくりましたよね。今回崩れているのは、そ

のひな壇とひな壇の間の急な斜面ですね。これが１割５分勾配になっていますね。１割

５分勾配というと、30度よりちょっときついくらいかな、そうですね。となると、何と
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言うのですか、自然の斜面ではもう絶壁ですよね。それで、１割５分勾配でよしとした

その根拠、それは何だったのか。

それから、ここの崩れ方を説明受けたのだけれども、要するに雨で表面の土が水を持

って重たくなって、何と言ったらいいか、ずるずるっとお汁粉が崩れてくるような崩れ

方をしていますね。そういうことは、この盛土の土質の問題だと思うのですが、この当

たり、どのような根拠で１割５分勾配にしたのか。こういことについて、説明をしてい

ただきたい。

●議長（堀議員） 休憩します

午後４時00分休憩

午後４時03分再開

●議長（堀議員） 再開します。

建設課長。

●建設課長（渡部課長） お時間をいただきまして、申し訳ございませんでした。

まず、ご質問にありました今回の広場の設計でございますが、これは建設課の担当ス

タッフが直営で設計いたしました。

それから、斜面に対して今回の切り取った土が適切な土質であったかどうかというこ

とでありますが、こちらに関しましても、一般的にも風化泥岩自体は盛土に使用するこ

とは何ら問題ないということであります。

それから、斜面の勾配についても、こちら一般的な安定勾配と呼ばれる勾配を確保し

て設計したという内容になってございます。

●議長（堀議員） ３番、室﨑議員。

●室崎議員 要するに一般的なことでやったと。やってみたら崩れた。崩れてから見た

ら、ここは特殊な土で、風化して泥状になって、水分をたっぷり含んで、浸透しない、

そして表層の土はずるずるっと、何と言ったらいいかな、安物の汁粉のお餅みたいに流

れてしまったと、そういうことですね。

そうすると、前回のときも同じこと言ったのだが、この地域の特殊性というのは分か

っていたのではないかと思うのです。そういうところの土を盛土にしたときにはどうい

う結果になるかということも分かっていなければならないことだと思うのです。そうい

うことが全部、ごく一般的な工事で、ごくごく普通の問題のない場所なら１割５分勾配

で安定するでしょうけれども、現実にここは全然安定しなかった。水抜きを入れなくて

はならないということになって、今回水抜きを入れているわけですね。

じゃあ、これ最初からそういうことが分かっていれば、最初からこんなもの入れてお

けばいい話なわけです。どうも、基礎データというものを、今までの経験というものを
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生かしていないのではないかという気がしてしょうがないのです。そういうものが分か

っていれば、こんな形にはならないで済んだろうと。

ここは盛土の一部ですから、盤そのものがはぜたわけではないので、その点では工事

はそんなに大がかりではなくて済んだと思いますけれども、やはりさっきも同じこと言

っているのですが、やはりこの地域で、例えば道路をつくったときこんなだったと、あ

の地域でもって建物を建てたときにはこんな現象が起きたと、そいうようなものは、や

はりきちんとデータベースというか、そういうものを持っていなければならないですよ

ね。その当たりが非常になおざりではないかと。そういうことがこういう結果を起こす

のではないかという気がするのですが、その点はいかがですか。

●議長（堀議員） 建設課長。

●建設課長（渡部課長） お答えいたします。

先程来から、私のほうからの答弁にもありますが、今回の風化泥岩に関しましては、

風化が原因で、保育所の基礎もそうですが、今回の盛土についても風化で粘土状に一部

なってしまったということが原因の一つであることは明らかであります。

その上で、ご質問者おっしゃられるように、過去のデータはもちろん備えてはありま

すが、そこをもっと慎重に見返すことができていれば最小限の被害に食い止められた可

能性も当然ありますが、ちょっと実は今回の風化泥岩の風化については、当初はやはり

相当固い岩盤であったというのは聞いています。ブレーカーを使いながら砕いて、持っ

ていった土がやはり想像を超える速さで風化をしてしまったというような報告も受けて

おりまして、その辺、過去の基礎データなりを生かしていれば防げた可能性もあるのか

なと思います。

その上で、今後におきましては、過去のデータを検証しながら、今回のこのような現

象も当然参考にしながら、公共工事の設計に生かしてまいりたいと考えてございます。

●議長（堀議員） 他に質疑ございますか。

（な し）

●議長（堀議員） なければ質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり決しました。

●議長（堀議員） 日程第14、議案第99号 令和元年度厚岸町水道事業会計未処分利益剰
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余金の処分についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

水道課長。

●水道課長（髙瀬課長） ただいま上程いただきました、議案第99号「令和元年度厚岸町

水道事業会計未処分利益剰余金について」その提案理由と内容について説明申し上げま

す。

議案書46ページをお開き願います。

この提案は、令和元年度厚岸町水道事業会計における未処分利益剰余金を処分するこ

とについて、地方公営企業法第32条第２項の規定により、議会の議決を求めるものであ

ります。

次に処分の内容についてでありますが、令和元年度厚岸町水道事業会計における当年

度末処分利益剰余金8,589万1,754円のうち、積立金に関しては、将来老朽化した施設の

更新など投資に係る財源は多くを企業債に頼る状況です。

また、人口減少など給水収益減少が予想されることから企業債発行の抑制を図るた

め、1,380万円を建設改良積立金に積み立て、4,205万189円を資本金に組入れ、残余の

3,004万1,565円を、収益的収支に不足が生じた場合あるいは災害や突発的な施設修理な

ど緊急的な対応が必要となった場合に備え、繰り越すものであります。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認ください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。

５番、南谷議員。

●南谷議員 まだ決算の書類、余りよく勉強していないので、勉強中なので、何点かお尋

ねをさせていただきます。

当年度未処分利益剰余金、令和元年度は8,500万円という数字に至った。たしか私の

記憶では前年度、平成30年度は１億74万3,942円と、こういう数字だったなと理解をし

ておるのですが、この段階では、未処分利益剰余金の段階では去年よりも結果的に厳し

い数字だったのかなと理解をしております。それぞれ決算処理上、建設改良積立金や次

年度への繰越金の繰入金というのですか、これらについては資本金等にもそれぞれＲ元

年と平成30年度は違うのですけれども、最終的に純利益、令和元年度の決算上どういう

数字になるのか。対前年比と比べてどんな状況なのかなと捉えているのか。

ですから、決算状況のレベルで見ると、結果としてこういう、当年度末処分利益が頭

にくるわけでございますから、この数字、8,500万円という数字に至っているのですけ

れども、水道会計上、この処理に当たって、町としてどういう捉え方をしておるのか。

対前年と比べて。簡単でいいですから説明をしてください。

●議長（堀議員） 水道課長。
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●水道課長（髙瀬課長） お答えいたします。

利益処分の、議員おっしゃるとおり、昨年よりかは何とか利益というのが1,300万

円、これは12月補正、当初はもう少し出る予定でおったのですが、３月補正ともともと

料金改定の推定していたよりも若干多い数字となり、料金、業務用等の使用料の減少に

よって1,300万円という状況になったのですが、これはもともと当初予算から予定して

いたとおりの数字となりまして、今後業務用、産業活動の低迷により苦戦を強いられる

状況にはあるかと思いますが、極力その企業会計内で、何分、今後料金改定も検討して

おるところですが、やはり何と言うのでしょうか、経営的に漏水量等も職員等の人件費

等もいろいろ考慮しながら、極力何とか利益を出せる状況で保ってきている状況であり

ますが、今後については、やはり少し人口減少等の動向も見ながら考えたときには、排

水管の漏水等の状況を勘案したときには、苦戦をちょっと強いられる状況にあると、今

の段階では踏んでおりまして、今後投資等の計画もございます。

それを踏まえて、今後、この今コロナ感染症の状況のようなさなか、今後については

いろいろ難しい料金の在り方については考えていかないといけませんが、健全な水道維

持も考えてまいりたいと思いますので、より一層の努力はしつつ検討していきたいと考

えておるところでございます。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 ある程度長期推計に基づいて計画を進めてきているのだけれども、若干厳し

い状況にあるという説明があったと理解をしておるのです。健全経営に、経営改善に努

めていきたいという、こういう説明がありました。

ちょっと気になったのですけれども、現在、料金推計、これを見込んで将来推計、前

に僕も一般質問でもしたことあります。これは状況に応じて、そういう計画書を出して

ほしいと。当然合わなければ、将来どうかするという部分では、料金改定をするのかど

うか、まだ決まっていません。はっきり言って僕はそういう理解をしています。

といううことは、何を言いたいかと言ったら、料金改定ありきではないのです。前に

も僕、議論させてもらったのだけれども、長期推計を立てているのですけれども、現状

をきちんと説明してくださいと。その上で将来どうするかということを議員全体で、や

はり皆さんで議論して、方向性を決める。その段階で上げたらいいのか、またまた上げ

ないで、町としてその分くらいの、ある程度の数字は上げない、料金改定をしないで、

今は我慢するとか、いろいろあると思うのです。ですから、推計値では料金改定を視野

に入れて推計で動いていくのですけれども、必ずしも、私個人的には料金改定に向けて

必ず何年か後にはしますよ、こういうことではないのです。その時点でいろいろな状

況、それから推計、経営努力を見た上で、そのときになって、いろいろ見せてもらっ

て、判断をさせていただくと。こういう考えなのですけれどもいかがですか。

●議長（堀議員） 水道課長。

●水道課長（髙瀬課長） お答えいたします。
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当然、前回の議員、29年の料金改定の議員付託を受けて、今後に関しては料金必ずと

も料金だけということも踏まえております。ほかに水道管整備には補助金の活用または

町からの支援等も勘案しながら、今後に対しては検討していかなければならないと感じ

ております。

ただ、一つ言えるのが、当時24年に１番最初に改定したときは、当初35パーセントく

らいの改定をしなければならないというところで、それを一気にということにはならな

かったものですから、20パーセントの値上げをさせていただきました。平成29年の改定

時には５パーセント程度ということで。こちらのもともと考えていた数字からすると、

まだ十数パーセントは見込まれていない状況でありますが、町の水の使用状況、町の産

業の利用の仕方だとか経済状況も勘案する部分は必要かと思います。

それを加味しながら、今後投資しなければいけない部分も十分考えながら今後は進め

ていかないとと踏まえておりますが、何分、水道のまちなかの水道管路は、昭和56年当

時くらいに整備したもの多数あります。その３割、４割くらいがもう対応を迎えるとこ

ろにありますので、多少の整備もこれからだんだん少しずつやっていかないと、将来に

つながらないと感じておりますので、必ずしも料金改定というふうにはならないかもし

れないですが、日々町の状況、経済状況を勘案しながら、しっかり検討していきたいと

思っておりますので、ご理解願います。

●議長（堀議員） 他に質疑ございますか。

（な し）

●議長（堀議員） なければ質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり決しました。

●議長（堀議員） 日程第15、議案第100号 町税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。

税務課長。

●税務課長（四戸岸課長） ただいま上程いただきました、議案第100号、町税条例の一

部を改正する条例の制定について、その提案内容と改正内容をご説明申し上げます。

議案書47ページをお開き願います。

国は、経済社会の構造変化を踏まえ、全てのひとり親家庭の子どもに対する公平な税
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制を実現するなどとして、地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部

を改正する政令を、令和２年３月31日に公布し、原則として同年４月１日から施行しま

した。

この法律の施行に伴い、令和２年度の町税の課税事務等の執行上、改正法と同日に施

行しなければならない部分に関しましては、先の第２回臨時会において、町税条例等の

一部を改正する条例として専決処分により報告し、ご承認をいただいているところであ

りますが、それ以外の改正部分で、10月１日以後に施行するものについて、本定例会に

提出するものであります。

改正内容の説明につきましては、別紙お手元に配付の議案第100号、説明資料の新旧

対照表により行いますが、主な改正内容といたしましては、個人町民税について、未婚

のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦控除の見直しとして、非課税措置の対象への

「ひとり親」の追加、寡婦控除の適用範囲の見直しと、ひとり親控除の創設のほか、軽

量葉巻たばこに係る課税標準の規定の整備、低未利用土地等を譲渡した場合の課税の特

例に係る規定の整備などを行うものであります。

それでは、議案第100号、説明資料、新旧対照をご覧願います。

この議案は、町税条例の一部を改正する条例として、２条で構成をしております。

１ページ。

第１条、町税条例の一部改正であります。第17条は、個人の町民税の非課税の範囲に

関する規定で、全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の

有無による不公平と、男性のひとり親と女性のひとり親間の不公平を同時に解消するた

め、地方税法において個人住民税の非課税の範囲が見直されたことに伴い、改正後の地

方税法に併せ、町税条例においても同様に改正するものであります。

改正の概要は、男性の寡夫を「ひとり親」に改めることで、婚姻歴の有無や性別にか

かわらず、子を有する「ひとり親」を非課税の範囲に加えるものであります。

なお、住民票の続柄に夫・未届または妻・未届の記載がある者は、適用対象外となり

ます。

施行期日は、令和３年１月１日で、令和３年度分以後の個人町民税について適用する

ものであります。

第28条の２は、個人町民税の所得控除に関する規定で、第17条の改正と同様の趣旨に

より、ひとり親に対する税制上の措置と寡夫控除の見直しとして、地方税法において、

所得控除の対象となる所得金額要件を、全て500万円以下とするほか、ひとり親に対す

る所得控除額を30万円とし、これ以外の寡婦については、引き続き控除額を26万円とす

る改正がされたことにより、改正後の地方税法に併せた字句及び引用項番号の改正であ

ります。

なお、ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に夫・未届または

妻・未届の記載がある者は、適用対象外となります。

これら未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦控除の見直しにつきましては、

別にお配りの議案第100号参考資料に、その概要をまとめておりますので、ご参照願い

ます。

第29条の３は、町民税の申告に関する規定で、改正後の地方税法に合わせた引用項番
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号の改正と字句の整理で、施行期日は、令和３年１月１日であります。

２ページ。

第81条は、たばこ税の課税標準に関する規定で、葉巻たばこについては、製品重量１

グラムを紙巻きたばこ１本に換算する課税方式を段階的に見直すこととされ、令和３年

10月１日からは、１グラム未満の軽量な葉巻たばこ１本を、紙巻きたばこ１本に換算す

る方式に改めることとされておりますが、激変緩和の観点から、２段階で見直すことと

され、第１段階として、１本当たり0.7グラム未満の軽量な葉巻たばこ１本を、紙巻き

たばこ0.7本に換算して課税するものであります。

施行期日は令和２年10月１日であります。

次に附則の改正であります。

第３条の２は、次ページにわたり、延滞金の割合等の特例に関する規定で、これまで

特例割合を「特例基準割合」としていたものを、「延滞金特例基準割合」に改称するほ

か、市中金利の実態を踏まえ、法人町民税において、納期限の延長があった場合の延滞

金の特例割合について、平均貸付割合に加える割合を１パーセントから0.5パーセント

引き下げるもので、施行日は、令和３年１月１日であります。

第４条は、改正後の地方税法に併せた字句の改正であります。

４ページ、第17条及び第17条の２は、長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例に関す

る規定で、地方税法において、個人が、所有期間５年を超え、移住や業務などの用に供

されていないなど要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合、長期譲渡所得の金額か

ら100万円を控除することができる特例規定が創設されたことによる改正で、施行日

は、令和３年１月１日であります。

次に、第２条、町税条例の一部改正であります。

第12条から、12ページの第35条までは、国税の法人税における連結納税制度の見直し

に伴い規定を整理する改正であります。

法人税においては、令和４年４月１日以後に開始する事業年度から、企業グループ全

体を一つの納税単位とする現行制度から、企業グループ内の各法人を納税単位としつ

つ、損益通算等の調整を行うグループ通算制度に移行されることとなります。

法人町民税においては、連結納税制度を採用していないため、現行の基本的な枠組み

に変更はありませんが、国税の見直しに伴う地方税法の改正に合わせ、引用条項番号や

字句の改正のほか、項を削る改正と、それに伴う項番号の繰り上げなど、所要の規定の

整理を行うもので、施行期日は令和４年４月１日であります。

12ページ、第81条は、たばこ税の課税標準に関する規定で、軽量な葉巻たばこの課税

方式の段階的な見直しとして、本改正条例の第１条でご説明した、0.7グラム未満の浜

区たばこ１本を、紙巻きたばこ0.7本に換算する方式から、１グラム未満の葉巻たばこ

１本を、紙巻きたばこ１本に換算する課税方式に改めるもので、施行期日は、令和３年

10月１日であります。

附則の第３条び２は、延滞金の割合等の特例に関する規定で、先ほどご説明した国税

の連結納税制度の見直しに伴う改正後の地方税法に合わせた引用条項の改正であり、施

行期日は、令和４年４月１日であります。

議案書にお戻りいただき、50ページをご覧願います。
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附則であります。

第１条は、次ページにわたり、施行期日についての規定で、新旧対照表によりご説明

した、それぞれの施行期日を４号にわたり規定するものであります。

第２条は、延滞金に関する経過措置で、第１条の規定による改正後の町税条例の延滞

金に関する規定は、施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期

間に対応する延滞金については、なお従前の例によるとするものであります。

第３条は、町民税に関する経過措置で、第１項は、所得控除及び申告に関する経過措

置、第２項は、令和３年度分の個人町民税に係る申告書の提出についての経過措置で、

第29条の３第１項中、給与または公的年金等の所得以外に所得がない者は、町民税に係

る申告書の提出を要さないとする規定において、地震保険料控除等を受けようとする者

を除くとしており、この受けようとする控除に「ひとり親控除額」を加えることとする

ものであります。

第４条は、法人町民税についての経過措置で、改正後の規定中、法人の町民税に関す

る部分は、施行日以後に開始する事業年度分から適用し、施行日以前に開始した事業年

度分の法人の町民税は、なお従前の例によるとするものであります。

第５条及び第６条は、町たばこ税に関する経過措置で、２段階で改正する葉巻たばこ

の課税標準について、それぞれの施行の日前に課したたばこ税については、なお従前の

例によるとするものであります。

以上、簡単な説明でございますが、議案第100号の提案説明とさせていただきます。

ご審議の上、ご承認をくださいますよう、よろしく願いいたします。

●議長（堀議員） これより質疑を行います。

（な し）

●議長（堀議員） なければ質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり決しました。

●議長（堀議員） 日程第16、議案第101号 厚岸町国民健康保険税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101号「厚岸町国民健康
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保険税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53ページをご覧願います。

「地方税法等の一部を改正する法律」が法律第５号として令和２年３月31日に公布さ

れ、原則として同年４月１日から施行されました。

この法律の施行に伴い、地方税法の改正において令和２年度の国民健康保険税の課税

事務等の執行上、改正法と同日に施行しなければならない部分に関しましては、先の第

２回臨時会において、国民健康保険税条例の一部を改正する条例として専決処分により

報告し、ご承認をいただいているところでありますが、それ以外の改正で、令和３年１

月１日に施行するものについて、本定例会に提出するものであります。

今回の改正は、長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定で、地

方税法において、個人が、所有期間５年を超え、移住や業務などの用に供されていない

などの要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合、長期譲渡所得の金額から100万円

を控除することができる特例規定が追加されたことによる改正であります。

改正内容については、別紙お手元に配付の議案第101号説明資料「厚岸町国民健康保

険税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が、参考資

料として「関係法令抜粋」も配付しておりますので参考にしてください。

それでは新旧対照表をご覧願います。

改正内容につきましては、附則第４項及び第５項ともに、地方税法で追加された租税

特別措置法の低未利用土地等の譲渡に関する特例の規定である「第35条の３第１項」を

引用条項番号として追加するものであります。

上段の附則第４項になりますが、長期譲渡所得がある場合には、所得に長期譲渡所得

を加える読み替え規定でありますが、この加える長期譲渡所得に、低未利用土地等の譲

渡に関する特例を追加するため、規定する条項番号を追加するものであります。

第５項は、第４項で規定している長期譲渡所得をこの第５項で短期譲渡所得にも適用

させるための読み替え規定でありますが、第４項で引用条項番号が追加されたことによ

る引用条項番号の追加であります。

議案書に戻り、53ページをご覧ください。

附則であります。

この条例は、令和３年１月１日から施行するものであります。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認を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）

●議長（堀議員） なければ質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は原案のとおり決するにご異議ありませんか。
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（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり決しました。

●議長（堀議員） 日程第17、議案第102号 所得税法等の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整理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102号「所得税法等の一

部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理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。

地方自治法では、分担金、加入金、過料、法律で定める使用料その他の普通地方公共

団体の歳入については、指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないとき

は、地方税の滞納処分の例により処分することができるとされており、当町では、これ

に準じて、後期高齢者医療に関する条例、厚岸町介護保険条例、厚岸町公共下水道条

例、明石町公共下水道事業受益者負担金条例の四つの条例で延滞処分についてそれぞれ

規定しているところであります。

このたび、ご提案させていただく条例案につきましては、本年３月31日に公布された

「所得税法等の一部を改正する法律」において、租税特別措置法の一部が改正されたこ

とにより、延滞金等に関する規定でこの改正部分を引用している地方税法についても同

様の改正がされたこと、また、同じく租税特別措置法の改正により、低未利用地等を譲

渡した場合の譲渡益について、長期譲渡所得の金額から100万円を限度に控除する改正

がなされたことから、これら四つの条例の関係する規定について改正する必要が生じた

ことによるものであります。

条例の改正の方法については、改正しようとする条例が四つの条例に及ぶことと、い

ずれも租税特別措置法の改正に伴うものであることから、条例の題名を「所得税法等の

一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」とし、本則を４条建て

として、第１条で「厚岸町後期高齢者医療に関する条例の一部改正」、第２条で「厚岸

町介護保険条例の一部改正」、第３条で「厚岸町公共下水道条例の一部改正」、第４条

で「厚岸町公共下水道事業受益者負担金条例の一部改正」について、それぞれ規定して

いることをあらかじめご了知いただきたいと存じます。

それでは、条例案の説明をさせていただきますが、説明については議案書により行わ

せていただきますので、別にお配りしている「議案第102号説明資料の新旧対照表」及

び「議案第102号参考資料の関係法令の抜粋」について併せてご参照願います。

議案書54ページをご覧願います。

第１条は、「厚岸町後期高齢者医療に関する条例の一部改正」であります。

納期限後に後期高齢者医療保険料を納付する場合の延滞金の特例を規定している附則
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第２条の改正は、規定中にある「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に改称する

とともに、「租税特別措置法第93条第２項の規定により告示された割合」を「租税特別

措置法第93条第２項に規定する平均貸付割合」に改めるほか、その他字句の整理をする

ものであります。

議案書54ページ下段から55ページをご覧願います。

続いて、第２条は「厚岸町介護保険条例の一部改正」であります。

特別控除額を控除して得た合計所得金額が120万円未満で、町民税が課されていない

者等を除く者の保険料額の額を規定している第２条第１項第６号アの改正は、租税特別

措置法の改正により、保険料の計算をする際の特別控除に、町税条例及び国民健康保険

税条例の改正と同様、一定の要件を満たす低未利用地等を譲渡した場合の譲渡益を含め

ることとするため、租税特別措置法から引用する条項番号を追加するものであります。

納期限後に介護保険料を納付する場合の延滞金の特例を規定している附則第８条の改

正は、第１条の「厚岸町後期高齢者医療に関する条例の一部改正」と同じ内容の改正を

行うものでありますので、説明は省略させていただきます。

続いて、第３条の「厚岸町公共下水道条例の一部改正」の納付期日までに下水道使用

料を納付しない場合の延滞金の特例を規定している附則第２項の改正、第４条の「厚岸

町公共下水道事業受益者負担金条例の一部改正」の納付期日までに受益者負担金を納付

しない場合の延滞金の特例を規定している附則第３項の改正については、第１条の「厚

岸町後期高齢者医療に関する条例の一部改正」と同じ内容の改正を行うものであります

ので、説明については省略させていただきます。

議案書55ページから56ページをご覧願います。

次に、附則であります。

第１項は、施行期日で、この条例は令和３年１月１日から施行するものであります。

第２項は、経過措置で、第１条の規定による改正後の厚岸町後期高齢者医療に関する

条例附則第２条、第２条の規定による改正後の厚岸町介護保険条例附則第８条、第３条

の規定による改正後の厚岸町公共水道条例附則第２項及び第４条の規定による改正後の

厚岸町公共下水道事業受益者負担金条例附則第３項の規定は、この条例の施行の日であ

る令和３年１月１日以後の期間に対応するものについて適用するものとし、同日前の期

間に対応するものについては、なお従前の例による。とするものであります。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認を賜りますよう、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。

５番、南谷議員。

●南谷議員 55ページです。第３条、厚岸町公共下水道条例の改正でございますけれど

も、ちょっと僕は法律に非常に弱いので、よく理解できないのでお尋ねをさせていただ

きます。

名称の変更というのもあるのですけれども、ここの部分が特に町民にとって影響があ

るのかなと理解をしておるのです。この場合、水道課のほうとして、実際に町民の皆さ
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んに、延滞している人にどのような影響があるのか、この改正によって。これらについ

て、もう少し詳しく説明してください。

●議長（堀議員） 休憩いたします。

午後４時46分休憩

午後４時48分再開

●議長（堀議員） 再開します。

水道課長。

●水道課長（髙瀬課長） 貴重な時間いただきまして、どうも申し訳ありませんでした。

今回、特例割合基準なのですが、割合基準的には変わるものはございません。それで

名称だけが特例割合基準から、今回の改正によって変わった延滞金特例基準割合に改め

る、名称が変わっただけのもので、比率的には変わるものではございません。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 僕のちょっと勉強不足だったのか、勘違いしているのか、延滞金の率という

のですか、14.16パーセント通常ね、7.3一定期間、これらについて、ここでは影響ない

のですか。例えば、１年とか延滞期間とか、この辺は今回の改正で緩和措置とかそうい

うものは全然影響ないのですか。全然ないのならいいのです。僕の勘違いであればいい

のですけれども。実際、今回の改正で、その辺については、僕の調べたのでは若干勘違

いかもしれませんけれども、あると理解をしたのです。その辺はないのですね。それじ

ゃあ。それであればそれで分かりました。

●議長（堀議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） このたび、説明資料として提出をさせていただいた新旧対照表

の改正の要旨のところご覧いただければと思いますけれども、公共下水道条例の限ら

ず、他の延滞金等につきましても、その名称、単純に名称が法律で改正されたので、そ

の名称を条例のほうに反映をさせていただいたというだけで、延滞金の計算ですとか、

年数ですとか、そういったものに何の変更もないと。これまでどおりということで、ご

理解いただければと思います。

●議長（堀議員） 他に質疑ございますか。

（な し）
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●議長（堀議員） なければ質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり決しました。

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４時50分閉会
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以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。

令和２年9月10日

厚岸町議会

議 長

署名議員

署名議員


