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厚岸町議会 第４回臨時会 会議録

令和２年11月24日

午前10時00分開議

●議長（堀議長） ただいまから、令和２年厚岸町議会第４回臨時会を開会いたします。

直ちに、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配布の日程表のとおりであります。

●議長（堀議長） 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、６番 佐藤議

員、７番 杉田議員を指名いたします。

●議長（堀議長） 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。

●佐藤議員 議会運営委員会のご報告を申し上げます。

本日、午前８時57分から、第10回議会運営委員会を開催し、令和２年厚岸町議会第４

回臨時会の議事運営について協議しましたので、その内容についてご報告を申し上げま

す。

議会からの提出案件は、｢会期の決定」についてであります。本会議で審議すること

に決定いたしました。

次に、町長提出の議案についてであります。

報告第17号は専決処分事項の報告で、本会議で審議することに決定いたしました。

議案第108号は令和２年度一般会計補正予算、議案第109号と議案第110号は一般議案、

議案第111号から議案第113号は条例の一部改正で、いずれも本会議で審議することに決

定いたしました。

本臨時会の会期は、本日１日間とすることに決定しました。

以上、議会運営委員会報告といたします。

●議長（堀議長） 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（堀議長） 日程第３「会期の決定」を議題といたします。

お諮りいたします。

本臨時会の会期は、ただいまの議会運営委員会報告にありましたとおり、本日１日間

と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）
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●議長（堀議長） 異議なしと認めます。

よって、本臨時会の会期は、本日１日間とすることに決定しました。

●議長（堀議長） 日程第４「報告第17号 専決処分事項の報告について」を議題としま

す。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） ただいま上程いただきました「報告第17号 専決処分事項

の報告について」、その内容をご説明申し上げます。

議案書１ページをお開きください。

令和２年10月12日から13日にかけて、時間雨量35.5ミリメートルの激しい降雨があり、

町道門静２号線の道路法面を崩落させる災害が発生したため、その対策に要する経費の

予算が緊急に必要であることから、「令和２年度厚岸町一般会計補正予算」を地方自治

法第179条第１項の規定により、別紙、専決処分書のとおり専決したので、同法同条第

３項の規定により報告し、議会の承認を求めるものであります。

２ページをご覧ください。

総総専第12号 専決処分書、地方自治法第179条第１項の規定により、次のとおり専

決処分する。令和２年11月10日付であります。

令和２年度厚岸町一般会計補正予算（９回目）。

令和２年度厚岸町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条第１項、歳入歳出予算の補正であります。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ673万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ121億2,847万6,000円とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

３ページから４ページまで、「第１表 歳入歳出予算補正」であります。

歳入では２款２項 歳出では１款１項にわたって、それぞれ673万2,000円の増額補正

であります。

事項別により、ご説明いたします。

９ページをお開き願います。

歳入であります。

21款１項１目繰越金、１節前年度繰越金73万2,000円の増。補正財源調整のための計

上であります。

23款１項町債、８目災害復旧債、３節公共土木施設災害復旧債600万円、新規計上。

門静２号線道路災害復旧事業への充当財源として災害復旧事業債の補正計上でございま

す。

以上で、歳入の説明を終わります。

11ページをお開き願います。
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歳出であります。

10款災害復旧費、３項１目公共土木施設災害復旧費673万2,000円、新規計上。崩落し

た門静２号線道路の災害復旧に要する委託料の計上で、異常気象調書作成業務委託料は、

国及び北海道の災害査定を受けるため、気象観測データを元に災害発生箇所の異常気象

の状況を解析した調書の作成に67万1,000円と門静２号線道路災害復旧工事の実施設計

委託料606万1,000円の計上であります。

以上で歳出の説明を終わります。

２ページへお戻り願います。

第２条、地方債の補正であります。地方債の追加は、「第２表 地方債補正」による。

５ページをお開きください。「第２表 地方債補正」追加であります。災害復旧事業

限度額600万円。起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりでございます。

６ページをお開きください。

地方債に関する調書補正であります。表の下段、合計欄、令和元年度末現在高、112

億7,016万2,000円。令和２年度中起債見込額19億5,800万円。令和２年度中元金償還見

込額９億7,655万円。補正後の令和２年度末現在高見込額は、122億5,161万2,000円とな

るものであります。

以上で、報告第17号の提案説明とさせていただきます。

ご審議の上、ご承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

●議長（堀議長） これより質疑を行います。

（な し）

●議長（堀議長） 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承認することに、ご異議ありませんか。

（「異議なし。」の声あり）

●議長（堀議長） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり承認することに決しました。

●議長（堀議長） 日程第５「議案第108号 令和２年度厚岸町一般会計補正予算」を議

題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） ただいま上程いただきました、「議案第108号 令和２年

度厚岸町一般会計補正予算」の提案理由をご説明申し上げます。

議案書、１ページであります。
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令和２年度厚岸町一般会計補正予算（10回目）。令和２年度厚岸町の一般会計補正予

算は、次に定めるところによる。

第１条第１項、歳入歳出予算の補正であります。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,500万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ121億5,347万6,000円とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

２ページをお開き願います。

第１表、歳入歳出予算補正であります。

歳入歳出ともに１款１項にわたって、それぞれ2,500万円の増額補正であります。

事項別によりご説明いたします。

９ページをお開き願います。

歳入であります。

23款１項町債、８目災害復旧債、３節公共土木施設災害復旧債2,500万円の増。門静

２号線道路災害復旧事業への充当財源として災害復旧事業債の補正計上でございます。

以上で、歳入の説明を終わります。

11ページをお開き願います。

歳出であります。

10款災害復旧費、３項１目公共土木施設災害復旧費2,500万円の増。令和２年10月12

日から13日にかけての大雨により、崩落した町道門静２号線の道路法面の災害復旧工事

費の計上であります。

以上で歳出の説明を終わります。

１ページへお戻り願います。

第２条、繰越明許費であります。

地方自治法第213条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる

経費は、「第２表 繰越明許費」による。

４ページお開きください。「第２表 繰越明許費」であります。下記の事業の予算を

令和２年度から令和３年度へ繰り越すものでございます。

10款災害復旧費、３項公共土木施設災害復旧費、事業名、門静２号線道路災害復旧事

業、金額2,500万円。この事業につきましては、年度内に事業の完了が見込めないこと

から、翌年度に繰り越して執行するため繰越明許費の設定を行うものでございます。

再び１ページへお戻り願います。

第３条、地方債の補正であります。

地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。

５ページをお開きください。「第３表 地方債補正」変更であります。災害復旧事業

2,500万円の増。起債の方法、利率、償還の方法については、変更ありません。

６ページをご覧ください。

地方債に関する調書補正であります。

表の下段、合計欄、令和元年度末現在高112億7,016万2,000円。令和２年度中起債見

込額19億8,300万円。令和２年度中元金償還見込額９億7,655万円。補正後の令和２年度
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末現在高見込額は、122億7,661万2,000円となるものであります。

以上で、「議案第108号 令和２年度厚岸町一般会計補正予算」の提案説明とさせて

いた だきます。

ご審議の上、ご承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

●議長（堀議長） これより質疑を行います。

５番、南谷議員。

●南谷議員 復旧工事費2,500万円についてでございますが、早期復旧を願ってやみませ

ん。ただ今、説明を伺ったんですが、繰越明許で翌年度までということですが、完成の

見込みはいつ頃になりますか。

●議長（堀議長） 建設課長。

●建設課長（渡部課長） お答えいたします。

今回の災害にかかる事業ですけれども、先ほど専決処分でも報告させていただきまし

たが、復旧にかかる委託設計を現在発注してございます。こちらの設計が終わり次第、

早ければ年明けの１月、早くて１月中には発注できるものということで、今、進めてお

ります。発注時期にもよりますが、なるべく早い段階での事業の完成を目指しておりま

すが、雪解け頃には、この道路の先にある採草地での作業があると聞いておりますので、

なるべく早い段階での事業の完了を目指しております。

今現在は、設計がまとまっていない中で、工法もまだ確定しておりませんので、明確

な完成の日は申し上げることは難しいですが、春先早々にということで押さえていただ

ければと考えております。

●議長（堀議長） ５番、南谷議員。

●南谷議員 実は11月10日、現場を総務産業常任委員会で調査させていただきました。こ

の時に既に2,500万円と、概略ですけれどもという説明を受けました。でも、この時に

はどうような工事をされるのか、道路になれば良いわけでありますが、下は水が走って

いるし。僕は素人なので良く分からないのですけれど、少なくても2,500万かかるので

はないかと試算をされていますよね。これから設計委託なんでしょうけれども、ある程

度、概略でもいいですから工事内容の説明をしていただきたい。

●議長（堀議長） 建設課長。

●建設課長（渡部課長） お答えします。

まず、現場の既存の状況でありますが、議員仰られるように道路の下には沢水が流れ

ておりまして、そこをコルゲート管を通してですね、法尻には擁壁を施している道路で

ありましたが、それが擁壁も含め、それからコルゲート管も潰れてしまったような状況
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に現在なってます。

11月10日の現地視察をしていただいた際には、まだ実施設計の発注をする前でありま

したので、まだ詳しい調査自体ができていないという中での2,500万円という概算金額

を述べさせていただいたんですが、基本的には現状復旧という形になろうかと思ってお

ります。なるべく費用をかけない中での現状復旧となりますが、現在は沢の両側に基礎

が入っております。その上にコルゲート管を載せている状況にありますので、復旧に関

しましても同じような工法になるのかと。

それと当然擁壁も倒れてますので、その辺の補強と言いますか、同じような災害を繰

り返さないような補強方法を、これから検討していくようになろうかと思っております。

いずれにしましても、早期に完成できるような工法も含めて考えながら、工法の詳細を

詰めていきたいと考えております。

●議長（堀議長） 他に質疑ございますか。

（な し）

●議長（堀議長） 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（堀議長） 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（堀議長） 日程第６「議案第109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。

水産農政課長。

●水産農政課長（川越課長） ただいま上程いただきました「議案第109号 財産の取得

について」、その提案理由をご説明申し上げます。

議案書の13ページをお開きください。

このたび取得しようとする財産は、町営牧場で牧草収穫時の草刈用農業機械の専用機

として使用するトラクターであります。

これは、町営牧場の運営の効率化を図ろうと、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業

により購入するもので、その財産の取得にあたり議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものであります。

その内容でありますが、１の財産の種類は、物品であります。２の名称及び数量は、

トラクター１台であります。３の契約の方法は、地方自治法施行令第167条第１号によ

ります指名競争入札であります。４の取得価格は、金1,602万7,000円であります。５の
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契約の相手方は、札幌市中央区北１条西13丁目４番、日本ニューホランド株式会社であ

ります。

14ページをお開きください。参考として、１のトラクターの仕様でありますが、型式

はＴ7.245型、エンジンは6,727ＣＣディーゼルエンジンであります。乗車定員は１名で

あります。馬力は200ＰＳであります。総重量は8,250キログラムあります。本機の全長

は5.51メートル、全高3.14メートル、全幅2.71メートルであります。オプションとして

フロントリンケージを装備し、牧草収穫時に使用する草刈用の農業機械が取り付けられ

る仕様としております。

２として納入期日につきましては、令和３年３月10日であります。

３として型式図につきましては、15ページをご参照いただきたいと存じます。

なお、参考資料といたしまして10月28日に執行しました「指名競争入札結果」を配布

させていただいておりますので、ご参照願います。

以上、簡単な説明でありますが、ご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げま

す。

●議長（堀議長） これより質疑を行います。

10番、大野議員。

●大野議員 この案件には質問はないんですけれども、これは多分来春から使用するんだ

と思うんですけれども、付随する作業機、先ほど課長の説明があったとおり草刈りに使

うということで、当然トラクターだけでは作業はできないので、その付随する作業機は

いつ導入予定なのか。次年度に買うのか、その辺どうなっているのお聞きしたい。

●議長（堀議長） 水産農政課長。

●水産農政課長（川越課長） お答えさせていただきます。

付随する草刈り用の機械、フロントモア、バタフライモア一式ということで、これに

つきましては議会案件ではございませんが、別途今年度中に導入ということになってご

ざいます。

●議長（堀議長） 10番、大野議員。

●大野議員 議会案件ではないということで、それもきちんと春先の使用には間に合うよ

うに納入されるという認識でよろしいんでしょうか。

●議長（堀議長） 水産農政課長。

●水産農政課長（川越課長） 今年度内に間に合うということでございます。

●議長（堀議長） ５番、南谷議員。
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●南谷議員 令和２年度の当初予算で2,325万4,000円。今説明がありましたバタフライモ

ア・トラクター、ツインレーキ、ロールベーラー、この四つでですね当初予算4,309万

円の計上。この予算書を調べさせていただいたんですが。それで、今2,325万4,000円と

事務方から聞いたんですが、トラクターの当初予算2,325万4,000円。それで間違いない

ですか。

●議長（堀議長） 水産農政課長。

●水産農政課長（川越課長） 当初予算の中での金額については、それで間違いございま

せん。

●議長（堀議長） ５番、南谷議員。

●南谷議員 税込みで進めていきたいと思います。当初予算が2,325万4,000円、トラクタ

ーの単価。それで配布いただきました、予定価格1,730万。税込みですと1,903万円にな

ります。これでいくと、かなり差があります。当初予算が2,300万で予定価格が1,900万

ですから442万4,000円の差が発生しています。さらには、入札結果が1,602万7,000円、

そうしますと当初予算との差が722万7,000円と出したんです。68.92パーセントと、ト

ラクターの当初予算とかなり乖離があります。予定価格も当初予算よりも下がってるし、

入札結果もかなり下がっているんですよ。

安くなることに対して、どうのこうの聞いてるのではないんです。普通であれば予定

価格より下がって、当初予算を組む時と、予定価格の設定と、実際の入札結果、非常に

通常の入札よりも落差が激しいんです、正直なところ。町にとっては良いことと思うん

ですが、この辺の理由について説明をしてください。

●議長（堀議長） 水産農政課長。

●水産農政課長（川越課長） 当初予算の部分につきましては、経過といたしましては、

当初予算を編成する段階で関係する業者から、３社から参考見積をいただいております。

この際、一番低い金額を予算化するということで、その金額になってございます。

その後、年度が始まりまして、改めて入札に際しては同様に予定価格を作成する際の、

直近の参考見積書の徴収をしてございます。この際に、この理由につきましては各社の

色々な考え方があると思いますが、その段階で一旦落ちております。それで予定価格も

当初予算に対して非常に低い形になった。それに対して実際の入札においても、さらに

落ちたということで、これは入札において業者の企業努力と申しますか、そのように捉

えているところでございます。

●議長（堀議長） ５番、南谷議員。
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●南谷議員 そうすると、担当課で計画しているトラクター自体には何ら変更はないと。

希望通りの物を購入できたと。ただ、背景と言いますか、業界の中でのどうのこうの。

それは全く関係ないんですか。その辺は掴んでないんですか。結果としてこうなったと

いうことなんでしょうか。

例えば当初は物流の関係でとか、その辺のことは僕は明るくないんですけれども、た

またま結果として３段階２段階でガクガクと下がってきた。こういうことでよろしいで

すか。

●議長（堀議長） 水産農政課長。

●水産農政課長（川越課長） 特段の流通等の理由については、お話は勿論ございません

し、通常通りの入札、それと予定価格の設定という形で、結果こうなったということで、

ご理解をいただきたいと思います。

●議長（堀議長） 他に質疑ございますか。

（な し）

●議長（堀議長） 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（堀議長） 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（堀議長） 日程第７「議案第110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110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16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６月17日議案第71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。
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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8,360万円也から466万4,000円増額となる、金8,826万4,000円也へ変

更するものであります。

５請負契約者に変更はございません。

17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、右備考欄に変更内容を記載しております。

１工事概要ですが、道路改良工、下層路盤工(０～40ミリメートル砕石)、凍上抑制層

(山砂)、に変更はございませんが、基層（粗粒度アスコン）厚さ４センチメートルと上

層路盤工（アスファルト安定処理）厚さ５センチメートルの追加となります。次に擁壁

工、Ｈ形鋼に変更はございません。次に仮設工大型土のう72袋が追加となります。

２工期ですが、これら工事内容の変更による工期の変更はございません。

３参考図として、位置図、平面図、側面図、断面図、道路構造図を添付しております。

18ページをお開きください。

施工位置ですが、図面中央下、丸で示した部分となります。

19ページをお開きください。

図面左下断面図をご覧願います。左側が当初、右側が変更後の図面です。左側当初の

図面をご覧願います。図面右端の台形状に斜線で示しているのが、既設の擁壁となり、

今回道路幅拡幅にともない撤去する擁壁であります。撤去を行うため土砂埋戻しとして

いる斜線部を掘削したところ、点線で示した地山崩壊ラインで当初見込んでいた密度の

細かい土質では無く、密度の粗い玉砂利層であったため、小規模な法面崩落が発生し、

安全性を維持できないことから、左側変更図面のように大型土のうを３段、延べ72袋設

置し、施工と通行の安全性を図るため変更を行う内容です。

次に、図面左下、道路構造図をご覧下さい。当初設計においては、凍上抑制層、下層

路盤までの施工としていましたが、本事業の財源であります社会資本整備総合交付金の

交付予定額より、事業費が下回っていることから、交付金の有効活用と事業の促進を図

るため、上層路盤、基層を追加する内容です。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議のうえご承認賜わりますよう、お願い申し

上げます。

●議長（堀議長） これより質疑を行います。

５番、南谷議員。

●南谷議員 11月10日に総務産業常任委員会は、この場所、床潭末広間道路の進捗状況の

調査を実施しております。その時ですね、今回の上程内容の説明は全くありませんでし

た。また、20日の調査報告書を作成する委員会におきましても、何ら変更内容について

委員会には説明がありません。その後、家に帰って本議案を見たら載っておりました。

相当急な事態が発生して、本上程に至ったんだろうと推測をさせていただきました。

突如上げざるを得ない状況に至った背景について説明をしてください。
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●議長（堀議長） 建設課長。

●建設課長（渡部課長） お答えいたします。

ご質問者仰られるとおり、11月10日に総務産業常任委員会で進捗状況の確認調査をし

ていただいたところですが、その日は午後から床潭末広間道路を視察していただいたん

ですが、実は視察が終わった当日ですが、その日の夕方に業者から工事担当者に連絡が

入りまして、現場で崩落が起き始めているという報告を受けて、担当も現地調査に行っ

た中で、設計したコンサルと協議を重ねてですね、どのような方法が取れるのかという

ことで検討をいたしました。

最終的には先ほど説明させていただいた方法で施工するとなってですね、工法と金額

を算出するまでに少々時間がかかりまして、議案配布の週の17日、月曜日に金額等がま

とまったという状況で、当然10日の現地調査の時には、私もそういう状況になっている

ことは分からなかったということで、当然説明もできなかった状況にありまして、最終

的にまとまったのが17日という時系列で、事を進めさせていただいたという経過でござ

います。

●議長（堀議長） ５番、南谷議員。

●南谷議員 急に、我々が帰った後に発生したと。危険であるという判断に至って、今日

に至ったのであろうと、分かりました。工事を進める中で色んな事案が発生すると思い

ます。それを速やかに対処され、今回の上程に至った。そのことにつきましては、私も

敬意を表します。ただですね、委員長くらいには背景について報告していただければ、

説明していただければと思います。

その上でお尋ねをさせていただきます。19ページの図面でございます。今、議案説明

があったんですけれども、社会資本整備総合交付金の使い道というんですか、しっかり

使う、活用するために道路工事、路面改良を前倒しでされるということが記載されてお

ります。それと、反対側に土嚢を積む工事。この図面は２箇所の部分を説明していると

思うんです。

今回上程されているのは、合わせて8,826万4,000円という上程になっています。当初

の変更から466万4,000円増額になっております。ですけれども、それぞれの工事、別々

ですよね。片方は今回の事故発生で土嚢を積む工事。それから有効活用するための工事

と合わせてますよ。合わせて466万4,000円という数字になっている。それぞれの金額を

教えていただきたい。

●議長（堀議長） 建設課長。

●建設課長（渡部課長） お答えいたします。

まずもって、総務産業常任委員会への変更に対する報告について、時間的余裕がなか

ったというのは言い訳になりますが、その辺の配慮が足りなかった部分については、お
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詫び申し上げたいと思いますし、今後は気を付けて参りたいと考えてございますので、

ご理解いただきたいと思います。

それから道路改良の分と土嚢の分の事業費の内訳ですけれども、全体の増額分が466

万4,000円でありますが、舗装の分につきましては166万2,000円、擁壁工につきまして

は300万2,000円で、その合計が466万4,000円という内容になってございます。

●議長（堀議長） ５番、南谷議員。

●南谷議員 設計委託、調査というんですか、これらについて二点お尋ねをさせていただ

きます。

この場所は確かですね、平成29年度にパブリックコンサルに調査設計を委託しており

ます。当時、2,488万3,200円だったと記憶しております。今回崩落した所は１カ所です

が、調査に行った時に残り３カ所あるんだという説明がありました。残り３カ所、道路

拡幅工事が残っているわけですが、これらを進めていく上でですね、今後、地質調査委

託というんですか、今回こういうことが発生したわけですよ。これらについては、再度

調査されるのかどうなのか、設計委託。これからの事業にどんな影響があるのか説明を

していただきたい。

それから二点目です。湖南避難階段、厚岸保育所隣接の避難場所、それぞれ当初予算

と変更になっております。工事を進める上で危険性が発生することや、それらを放置す

ること、支障があることは困ります。ですけれども、工事中でも速やかに改善していか

なければならない。これらの変更は私はやむを得ないと思っておりますし、本当に速や

かにやっていただきたい。ですけれども、近年こうした変更が多く見受けられます。コ

ンサルへ委託調査発注する時、慎重に精査され、しっかり監督管理され、業務推進して

いただきたい。また、委託調査設計については、業務の取り扱い方法を再検討する必要

があるのではないでしょうか。如何でしょうか。

●議長（堀議長） 建設課長。

●建設課長（渡部課長） お答えいたします。

まず、一点目の今後の地質調査や委託設計の見直しについてでありますけれども、ご

質問者仰られるように既に４カ所の設計は終了しております。その箇所全てにおいて地

質調査は行っていますが、今回のケースもそうなんですが、地質調査自体は擁壁工に対

する地質調査でございまして、今回の道路の下の部分の調査自体は調査に入っていませ

んでした。今回の部分で言うと２カ所の地質調査はしたんですけども、そのデータを元

に設計をして施工をしてという流れになってございます。

仮にですね、ボーリング調査を増やすとなりましても、ボーリング自体が本当に直径

10センチ以下の筒状の物でしか採取できませんので、中々広い範囲に渡っての地質自体

を把握するのが大変実は難しいといった中で、想定の中での工事発注ということになっ

てますので、工事をしていく中で不具合が生じた場合は、その都度適正な値を取ってい

くほうが時間的にも効率が良いのかなと考えておりますし、残りの３カ所についても、
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今回の例もございますので、その辺は参考にしながら工事発注には活かしていきたいな

と考えてございます。

それから二点目ですけれども、委託業務に対する今後の精査や工事監といった部分、

また、業務委託の取り扱いについてですけれども、あくまでも我々、ある一定の国なり

が示した指針に基づいて、地質調査もそうですし工事委託も発注してございます。そう

した指針を基に今後も引き続き発注行為は行っていきますが、質問者仰られるように最

近色々変更する部分もありますが、先ほども言いましたが、中々想定できない中での工

事発注であるということは、まずもってご理解いただきたいなと思いますし、繰り返し

になりますが、これらを指針に基づきながら発注はしますが、こういった経験も加味し

ながら業務委託の発注に努めて参りたいなと考えてございますので、ご理解いただきた

いと思います。

●議長（堀議長） 他に質疑ございますか。

（な し）

●議長（堀議長） 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（堀議長） 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（堀議長） 日程第８「議案第111号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例の制定について」を議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

総務課長。

●総務課長（石塚課長） ただいま、上程いただきました「議案第111号 特別職の職員

の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、その提案理由と条例案の

内容をご説明申し上げます。

人事院は、本年10月７日、国会及び内閣に対し、国家公務員の特別給の改定を報告す

るとともに、この報告を実現するため、「一般職の職員の給与に関する法律」のほか、

関係する法律を改正することを勧告いたしました。

この度の勧告は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を考慮し、勧告の基礎

となる「職種別民間給与実態調査」を例年よりも時期を遅らせた上で実施し、行われた

もので、昨年８月末から本年７月までの直近１年間における民間事業所での特別給の支

給割合が、国家公務員の特別給の支給月数を下回ったことから、国家公務員と民間企業
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従業員の給与水準の均衡を図るため、国家公務員の特別給の支給月数を0.05月分引き下

げ、年4.45月分とする内容であります。

また、月例給については、10月28日の人事院報告において、公務と民間の４月分給与

を調査したところ、民間給与との較差が極めて小さいことから改定は行わないとしてお

ります。

これを受け、内閣は、11月６日に、10月７日の人事院勧告どおり期末手当の改定を行

うとともに、同月28日の人事院報告どおり月例給の改定は行わないとする閣議決定をし、

同日付けで法律案を国会に提出、衆議院においては11月19日に原案どおり可決され、現

在、参議院において審議中であります。

この度の「特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」については、国

家公務員の給与の改定に関し勧告された期末手当の引下げ改定に準じて、町長、副町長

及び教育長の期末手当の支給割合を、それぞれ0.05月分引き下げ、年間で4.45月分とす

るため制定するものであります。

また、この改定の内容については、去る11月５日に開催された「厚岸町特別職報酬等

審議会」へ諮問し、同日付けでこの内容どおり改定することが適当であるとの答申をい

ただいているところであります。

続いて、改正条文の説明をいたします。

この度の改正条例は、２条建ての構成としており、各条とも「特別職の職員の給与に

関する条例の一部改正」で、第１条に共通見出しを付しております。

第１条が本年12月の期末手当の、いわゆる支給割合の改正、第２条が翌年度以降の期

末手当の支給割合の改正となっておりますので、ご了知いただきたいと存じます。

なお、条例案の説明は、議案書により行わせていただきますので、別に配布しており

ます議案第111号説明資料の新旧対照表については、参考として、併せてご参照いただ

きたいと思います。

それでは、議案書20ページをご覧願います。

はじめに、第１条であります。

12月に支給する期末手当について、今年度の期末手当引下げ分である「100分の５」

を減じて支給するため、町長、副町長及び教育長の「期末手当の額」を規定している第

５条第２項中の期末手当基礎額に乗じる割合、「100分の225」を「100分の220」に改め

るものであります。

次に、第２条であります。

第１条で「100分の220」に改めた、町長、副町長及び教育長の「期末手当の額」を規

定する第５条第２項中の期末手当基礎額に乗じる割合を、第１条による改正前の期末手

当基礎額に乗じる割合「100分の225」から今年度の引下げ分である「100分の５」を、

翌年度以降の６月と12月の期末手当からそれぞれ均等に「100分の2.5」を減じたものと

するため、当該乗じる割合を「100分の222.5」に改めるものであります。

次に、この条例の附則であります。

この条例は公布の日から施行することとし、ただし書により、第２条の規定は、令和

３年４月１日から施行するとするものであります。

なお、この改正による影響額については、町長、副町長及び教育長を合わせた年間の
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総額で12万1,211円の減額となります。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認いただきますようお願いいた

します。

●議長（堀議長） これより質疑を行います。

（な し）

●議長（堀議長） 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（堀議長） 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（堀議長） 日程第９「議案第112号 厚岸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

総務課長。

●総務課長（石塚課長） ただいま、上程いただきました「議案第112号 厚岸町議会議

員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、そ

の提案理由と条例案の内容をご説明申し上げます。

本条例につきましては、先の議案第111号で説明いたしました、本年10月７日の人事

院勧告における官民給与の較差を踏まえ、その均衡を図るための国家公務員の期末手当

の支給割合の引下げ改定の内容に準じて、厚岸町議会議員の期末手当の支給割合を0.05

月分引き下げ、年間で4.45月分とするため制定するものであります。

また、この改定内容については、先の議案第111号と同様、去る11月５日に開催され

た「厚岸町特別職報酬等審議会」へ諮問し、同日付けでこの内容どおり改定することが

適当であるとの答申をいただいております。

続いて、改正条文の説明をいたします。

この度の改正条例は、２条建ての構成としており、各条とも「厚岸町議会議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正」で、第１条に共通見出しを付しておりま

す。

第１条が本年12月の期末手当の、いわゆる支給割合の改正、第２条が翌年度以降の期

末手当の支給割合の改正となっておりますので、ご了知いただきたいと存じます。

なお、条例案の説明は、議案書により行わせていただきますので、別に配布しており

ます議案第112号説明資料の新旧対照表については、参考として、併せてご参照いただ
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きたいと思います。

それでは、議案書21ページをご覧願います。

はじめに、第１条であります。

12月に支給するの期末手当について、今年度の期末手当引下げ分である「100分の

５」を減じて支給するため、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の期

末手当について規定している第10条第２項中の議員報酬の月額に乗じる割合「100分の

225」を「100分の220」に改めるものであります。

次に、第２条であります。

第１条で「100分の220」に改めた、議長以下、議員の期末手当について規定している

第10条第２項中の議員報酬の月額に乗じる割合を、第１条による改正前の議員報酬の月

額に乗じる割合「100分の225」から今年度の引下げ分である「100分の５」を、翌年度

以降の６月と12月の期末手当からそれぞれ均等に「100分の2.5」を減じたものとするた

め、当該乗じる割合を「100分の222.5」に改めるものであります。

次に、この条例の附則であります。

この条例は公布の日から施行することとし、ただし書により、第２条の規定は、令和

３年４月１日から施行するとするものであります。

なお、この改正による影響額については、全ての議員を合わせた年間の総額で、12万

8,000円の減額となります。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認いただきますようお願いいた

します。

●議長（堀議長） これより質疑を行います。

（な し）

●議長（堀議長） 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（堀議長） 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（堀議長） 日程第10「議案第113号 厚岸町職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例について」を議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

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113号 厚岸町職員の
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給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」、その提案理由と条例案の

内容をご説明申し上げます。

本条例につきましては、先の議案第111号で説明いたしました、本年10月７日の人事

院勧告における官民給与の較差を踏まえ、その均衡を図るための国家公務員の期末手当

の支給割合の引下げ改定の内容に準じて、厚岸町職員の期末手当の支給割合を0.05月分

引き下げるため制定するものであります。

なお、この改正は本年10月７日の人事院勧告、及び第203回臨時国会で現在、審議中

の「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」に準じた内容となって

おります。

続いて、改正条文の説明をいたします。

この度の改正条例は、４条建ての構成としており、第１条と第２条が「厚岸町職員の

給与に関する条例の一部改正」、第３条と第４条が「厚岸町企業職員の給与の種類及び

基準に関する条例の一部改正」としておりますので、あらかじめご了知いただきたいと

存じます。

なお、条例の改正内容については、別に配付しております、議案第113号説明資料の

新旧対照表により説明いたします。

新旧対照表の１ページをご覧ください。

第１条は、「厚岸町職員の給与に関する条例の一部改正」であります。

はじめに、第16条の３第２項の改正は、期末手当の額の算出に当たり、期末手当基礎

額に乗じる割合を改めるもので、12月に支給する期末手当について、今年度の期末手当

引下げ分である「100分の５」を減じて支給するため、期末手当基礎額に乗じる割合、

「100分の130」を「100分の125」に改めるものであります。

この改正により、期末手当と勤勉手当を合わせた年間の支給割合は、「100分の450」

から「100分の445」となります。

また、会計年度任用職員の期末手当についてでありますが、「厚岸町会計年度任用職

員の給与及び費用弁償に関する条例」第13条第１項で任期の定めが６カ月以上のフルタ

イム会計年度任用職員、第23条第１項で任期の定めが６カ月以上のパートタイム会計年

度任用職員の期末手当については、いずれもこの職員の給与条例の本条の規定を準用す

ると規定しているため、その支給割合も、正職員と同じ「100分の５」を減じた「100分

の125」に改められることを申し添えます。

同条第３項の改正は、第２項の改正に伴い再任用職員の期末手当に係る読み替え規定

を改めるもので、再任用職員については、勧告に準じて期末手当の支給割合は改定しな

いこととしております。

続いて、第２条は第１条と同じ「厚岸町職員の給与に関する条例の一部改正」であり

ます。

第１条で「100分の125」に改めた、第16条の３第２項の改正は、第１条による改正前

の期末手当基礎額に乗じる割合「100分の130」から、今年度の引下げ分である「100分

の５」を、翌年度以降の６月と12月の期末手当からそれぞれ均等に「100分の2.5」を減

じたものとするため、当該乗じる割合を「100分の127.5」に改めるものであります。

この改正による期末手当と勤勉手当を合わせた年間の支給割合は、この条例の第１条
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で改正した割合と同じ割合となります。

同条第３項の改正は、第１条の第16条第３項の改正と同様でありますので、説明は省

略させていただきます。

続いて、第３条及び第４条の「厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の

一部改正」についてでありますが、

改正の内容がこれまで説明いたしました第１条及び第２条の「厚岸町職員の給与に関

する条例の一部改正」と同様でありますので、説明は省略させていただきます。

続いて、この条例の附則であります。

議案書の22ページをご覧願います。

この条例は公布の日から施行することとし、ただし書により、第２条及び第４条の規

定は、令和３年４月１日から施行するとするものであります。

この改正による令和２年度予算における影響額については、企業会計を含めた全会計

で、約600万円の減額になると試算しております。

なお、この改正の内容については、令和２年10月14日付け文書により、自治労厚岸町

職員組合に申入れを行い、同年10月30日付け文書により、合意する旨の回答を得ている

ところであります。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認いただきますようお願いいた

します。

●議長（堀議長） これより質疑を行います。

（な し）

●議長（堀議長） 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（堀議長） 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（堀議長） 以上で、本臨時会に付議された議案の審査は、全部終了しました。

よって、令和２年厚岸町議会第４回臨時会を閉会いたします。

午前11時07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11月24日

厚岸町議会

議 長

署名議員

署名議員


