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平成22年 厚岸町議会 第２回臨時会 会議録

招 集 期 日 平成２２年８月２７日

招 集 場 所 厚岸町 議場

開 会 平成２２年８月２７日 １０時００分
開催日時

閉 会 平成２２年８月２７日 １１時３２分

１. 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 音喜多 政 東 ○ ９ 菊 池 賛 ○

２ 堀 守 ○ 10 谷 口 弘 ○

３ 佐々木  治 ○ 11 大 野 利 春 ○

４ 髙 橋 奏 ○ 12 岩 谷 仁悦郎 ○

５ 中 川 孝 之 ○ 13 室 﨑 正 之 ○

６ 佐 齋 周 二 ○ 14 竹 田 敏 夫 ○

７ 安 達 由 圃 ○ 15 石 澤 由紀子 ○

８ 中 屋 敦 ○ 16 南 谷 健 ○

以上の結果、出席議員１６名 欠席議員０名

１. 議 場 に 出 席 し た 事 務 局 職 員

議会事務局長 佐 田 靖 彦 議 事 係 長 田 﨑 剛
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１．地方自治法第121条により説明のため出席した者の氏名

(1)町長部局
町 長 若狹 靖
副町長 大沼 隆
総務課長 佐藤 悟
まちづくり推進課長 湊谷 政弘
福祉課長 松見 弘文
会計管理者 田辺 正保

(2)教育委員会
教育長 富澤 泰
管理課長 須佐 祐吉
体育振興課長 高根 行晴

１．会議録署名議員 15番 石澤議員 １番 音喜多議員

１．会 期
８月27日の１日間

１．議事日程及び付議事件
別紙のとおり

１．議事の顛末
別紙のとおり
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平成22年厚岸町議会第２回臨時会議事日程
平成22年８月27日
午前10時 開 議

日程 議 案 番 号 件 名

１ 会議録署名議員の指名

２ 議会運営委員会報告

３ 会期の決定

４ 行政報告

議 案 第 6 3号 工事請負契約の締結について５

議 案 第 6 4号 厚岸町議会の議決すべき事件に関する条例の制定について６
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厚岸町議会 第２回 臨時会 会議録

午前10時00分

●議長（南谷議員）ただいまより平成22年厚岸町議会第２回臨時会を開会いたします。た

だ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。

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、会議規則第11

8条の規定により、15番石澤議員、１番音喜多議員を指名いたします。

日程第２、議会運営委員会報告を議題といたします。委員長の報告を求めます。

●10番（谷口委員長） 10番。

●議長（南谷議員） 10番、谷口委員長。

●10番（谷口委員長） さきほど議会運営委員会を開催いたしましたので、報告申し上げ

ます。議件１、第２回臨時会の議事運営についてであります。１、報告について、(1)教

育長行政報告。スクールバス運行委託業者桜ハイヤーによる児童死亡交通事故の件につい

てであります。２、町長提出の議案について。(1)議案第63号工事請負契約の締結につい

厚岸町議会の議決すべき事件にて。審査方法は本会議において行います。(2)議案第64号、

審査方法は本会議において行います。３、会期の決定につい関する条例の制定について。

て。会期は本日１日とします。以上であります。

●議長（南谷議員） 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（南谷議員） 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、ただ今の議会運営委員会報告にありましたとおり、本日１日間とい

た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（南谷議員） ご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。

日程第４、行政報告を行います。教育長から行政報告の申し出がありましたのでこれを

許したいと思います。

●教育長（富澤教育長） 議長。

●議長（南谷議員） 教育長。
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●教育長（富澤教育長） おはようございます。私から、平成21年６月17日に発生した太

田小学校２年、男子児童の死亡事故に伴う、「損害賠償事件」に対する厚岸町としての訴

訟への「補助参加」について、教育行政報告申し上げます。

平成21年６月17日午後、下校途中に発生した、太田小学校２年の男子児童が遭遇した交

通事故につきましては、平成21年度厚岸町議会第２回定例会におきまして、「教育行政報

告」をさせていただきました。

この事故の賠償請求として、本年７月１日付で、町内に在住の84歳男性とスクールバス

運転業務受託者である「桜ハイヤー株式会社」の２者を被告として、死亡した児童の保護

者から訴状が提出されました。

この損害賠償請求の内容は、損害賠償金及び確定遅延損害金の合計額として、5,040万6,

813円と、弁護士費用を除く賠償総額、4,582万6,813円に対する自賠責共済金受領の日の

翌日である平成22年２月10日から、うち弁護士費用相当額の損害賠償金458万円に対する

本件事故日である平成21年６月17日から支払い済みまでの年５分の割合による遅延損害金。

更に訴訟費用を連帯して支払うよう求めているものであります。

厚岸町のスクールバス運行については、平成21年４月２日から、その運行業務を民間会

社に委託しており、この委託契約書の「第14条」において「事故による補償の責任」を定

めております。ここには、『受託業者が業務中に起こした事故の損害は、厚岸町が補償の

責に任ずる。ただし、受託業者の重大な過失及び道路交通法を犯した違反事故等、受託者

の責めに帰する理由により、厚岸町又は第三者に損害を与えたときは、受託業者はその損

害を賠償しなければならない。』となっております。

この事から、今回の訴状を受けた「桜ハイヤー株式会社」の代理人弁護士より、７月15

日に電話連絡がありました。

代理人弁護士は、今回の訴訟については、直接的には厚岸町に対しての訴えはないが、

「桜ハイヤー株式会社と締結しているスクールバス運行についての委託契約書、第14条」

では、本来、厚岸町が訴えを受けるべき事案であり、代理人弁護士は、釧路地方裁判所に

対し、「厚岸町への訴訟告知を申し出る手続きを行いたい」とのことでありました。

厚岸町といたしましては、法的な専門知識に基づき適切な対応を図るべきと考え、直ち

に、厚岸町の顧問弁護士と協議をいたしました。

顧問弁護士によれば、本件のような事故の訴えは、「委託契約」に基づき、厚岸町が

「訴えを受けるるべきものと」考えるが、受託業者が訴えられており、桜ハイヤー株式会

社の代理人弁護士の申出のとおり、「厚岸町としても訴訟参加を行い、双方の弁護士が十

分連携し対応すべき。」との考えから、「訴訟告知の申し出手続き」を進めるよう助言を

頂きましたので、桜ハイヤー株式会社の代理人弁護士へ、その旨の回答を行いました。

裁判所への「訴訟告知の手続き」が行われ、７月20日付で、厚岸町へ「釧路地方裁判

所」より、訴訟告知書の送付がありました。

厚岸町としては、裁判所からの「訴訟告知」を受けて、改めて顧問弁護士と協議を行い、

この「損害賠償請求事件」に対しては、厚岸町は直接の訴えは受けていませんが、「スク

ールバス運行『業務委託契約』」に基づき、利害関係を有する者として対応を図る必要が

あるとの判断から、「訴訟告知」に対する選択としては、『厚岸町としても、訴えを受け

た受託業者を補助するため』、民事訴訟法「第42条」の規定に基づく「補助参加申出書」
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を、釧路地方裁判所へ提出いたしました。

第１回口頭弁論は８月６日に行われ、裁判が開始されたところであります。教育委員会

といたしましては、顧問弁護士と十分協議・相談を行いながら対応してまいりたいと考え

ておりますので、ご理解を願います。以上でございます。

●議長（南谷議員） これより、行政報告に対する質疑を行います。なお、報告に対する

質疑は、厚岸町議会会議運用内規22にありますとおり、内容の疑義を質す程度にとどめて

いただきます。質疑ございませんか。13番。

●13番（室崎議員） 本件については、本来の形であれば、今の行政報告をお聞きします

と、厚岸町が被告として最初から当事者になっているのは、むしろ普通の形であると。そ

れがこの場合には、これは原告の勝手なんですが、厚岸町は入っていなかったので訴訟告

知を受けたと。それでそれに対応して、黙っていても参加的効力は及びますからね。それ

で、補助参加という形で参加することになったというふうに理解させていただきました。

顧問弁護士がついているわけですから、法的な部分では全くぬかりはないと思います。そ

れで一つお聞きしますが、そういうふうになりますと厚岸町は訴訟を一つ抱えたというこ

とになるわけです。そうするといろいろな訴訟費用だとかが出てくるかと思います。裁判

の結果については、これは全く別な問題で。それでこれに対する予算措置だとかは今後出

てくるんでしょうか。

●管理課長（須佐課長） 議長。

●議長（南谷課長） 管理課長。

●管理課長（須佐課長） ただいまお尋ねの訴訟費用の関係でございますが、既に８月６

日から第１回の口頭弁論が開始されておりまして、裁判が始まっております。その前段に

弁護士との今回の訴訟に関する委託契約を締結しまして弁護士への着手金の支払いがこれ

から出てまいります。それにつきましては９月の定例会の中での補正予算として対応させ

ていただくよう、今、準備を進めておりますのでご理解をいただきたいと思います。

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

●10番（谷口議員） 今回、この損害賠償請求事件になっていったという経過について、

私自身理解できないものですから、どうしてこれがこういうことになったのか、その経緯

について説明をしていただきたいと思います。

●管理課長（須佐課長） 議長。

●議長（南谷議員） 管理課長。



－6－

●管理課長（須佐課長） 今回の訴訟に当たっては、教育長からも申し述べておりますと

おり、桜ハイヤーさんの、委託業者であります桜ハイヤーさんの方が訴状を受け取ってま

いりました。それが７月１日付けで提出された訴状でありますが、その間の我々、厚岸町

あるいは桜ハイヤーさんに対する相手方からの話し合いなどは一切ございませんでした。

それまでの、この訴状を見た経過の中では、自動車賠償責任保険、いわゆる自賠責保険の

支払いは済んでいるようでございます。それを差し引いた残りの分の損害賠償請求という

ことでの、５千万円を超える金額ということになっております。したがって訴状が届くま

での間はこういった形での私どもに対する説明や交渉については一切ございませんでした。

訴状を見て、今言いましたとおりの経過で対応を図ってきたということになっております

ので、ご理解をいただきたいと思います。

●10番（谷口議員） 10番。

●議長（南谷議員） 10番、谷口議員。

●10番（谷口議員） そうすると、あの事故以来、関係者それぞれ、事故を起こした人と

委託業者と、二人というか、あると思うんですけれども。その関係でのやりとりについて

は、厚岸町としては何も今まで対応もしていないし、どういうことが行われていたのかと

いうことも一切つかんでいないと。それで損害賠償のことについては、これについてはそ

の範囲では納得をされているということなんでしょうか。これにプラス損害賠償を含める

ということなんでしょうか。

●議長（南谷議員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 基本的には、加害者側の任意保険と自賠責保険の支払いが基本

かというふうに思います。先ほど申し上げたとおり自賠責保険については、既に支払い済

みということで、任意保険の保険会社との交渉が行われていたものと、我々は考えていた

んですけれども、今回の訴えの中に桜ハイヤーが、受託業者が入ってきたというのは、実

は桜ハイヤー側も承知していないことですし、いわゆる警察での現場検証の場合でも、一

切、スクールバス側に過失があったというふうには、警察の方では認識しておりませんで

したので、我々としては任意保険の方との交渉があったというふうに思っていただけで、

それ以上の認識は我々は持っていないということでございます。

●10番（谷口議員） はい、いいです。

●議長（南谷議員） 他にございませんか。なければ以上で行政報告を終わります。

●議長（南谷議員） 日程第５、議案第63号工事請負契約の締結についてを議題といたし

ます。職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
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●建設課長（佐藤課長） 議長。

●議長（南谷議長） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） ただいま上程いただきました議案第63号、工事請負契約の締結

について、提案内容をご説明申し上げます。

議案書１ページをお開き願います。次のとおり工事請負契約を締結するため、地方自治

法第96条第１項第５号の規定により、議会の議決を求めるものであります。床潭末広間道

路は、床潭と末広を結ぶ主要な幹線道路でありますが、急カーブや勾配のきつい１車線道

路となっているため、車両通行に支障を来しており、更には簡易舗装の老朽化が進んでお

りその解消を図るべく床潭と末広までの４キロメートルの内、床潭側２キロメートルを知

事代行事業により北海道が事業主体となり整備を進めてまいりましたが、残り２キロメー

トルは事業採択が得られず、地域の要望、議会からの意見を受けまして、平成20年度から

厚岸町が事業主体となり、地滑り調査解析や実施設計等を進めてきたところであります。

この程の工事は、計画区間２キロメートルの約中間付近の急カーブ、急傾斜の線形を改良

するため、既存の沖万別川に函渠を設置し、その上に盛土を施すものであります。内容で

ありますが、

１として、工事名。床潭末広間道路改良工事。

２として工事場所は、厚岸町末広。

３として契約の方法は、地方自治法第234条第１項による一般競争入札で、単体４社の参

加によるものであります。

４として請負金額は、金9,240万円であります。

５として請負契約者は、北海道厚岸郡厚岸町真栄２丁目256番地株式会社宮原組であり

ます。

２ページをお開き願います。参考といたしまして、

１、工事概要でありますが、横断函渠、施工延長44メートル、幅3.4メートル、高さ2.5

メートル。摺付護岸、施工延長上流側10メートル、下流側10メートル、上幅４メートル、

下幅1.5メートル、高さ2.5メートルであります。土工（盛土工）体積9,110立方メートル

であります。

２、工期でございますが、着手、契約締結日の翌日から、完成、平成23年２月23日までと

するものでございます。

３、位置図、平面図、側面図、標準断面図、別紙説明資料のとおりでありますが、次のペ

ージをご覧いただきたいと思います。位置図でございますが、図面下側の円で囲った中、

太線部分が今回整備をするところでございます。４ページをお開き願います。図面上段の

平面図の方をご覧いただきたいと思います。今回の工事は横断函渠を設置する工事でござ

いますので、横断函渠を主体に平面図を描いております。工事の範囲は盛土を施す範囲を

含めた太線で囲った範囲となります。図面左側が沖万別川の上流、山側になり、右側が下

流、海側となります。左から上流側の摺付護岸10メートル、横断函渠44メートル、下流側

摺付護岸10メートルを施工するものでございます。図面下左側、側面図でありますが、今

回の工事は、横断函渠の上に太線のラインまで盛土を施工するものであり、来年度はその
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上の点線部分になりますが、一部、盛土を行い道路を施工する予定であります。図面下右

側、標準断面図でありますが、左側は横断函渠の断面図で、内側寸法、幅3.4メートル、

高さ2.5メートル、鉄筋コンクリート構造物であります。右側は摺付護岸の断面図であり

ますが、上幅４メートル、下幅1.5メートル、高さ2.5メートル、かごマット積みでありま

す。以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上ご承認賜りますようお願い申し上げま

す。

●議長（南谷議長） これより質疑を行います。

（「ちょっと止めてください。」の声あり）

●議長（南谷議長） 本会議を休憩いたします。

［休憩 午前10時22分］

［再開 午前10時24分］

●議長（南谷議長） 本会議を再開いたします。ただいま建設課長より、議案第63号の説

明の言葉の訂正を求められておりますので、これを許します。

●建設課長（佐藤課長） 議長。

●議長（南谷議長） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） ただいま、議案第63号の提案理由の説明の中で、「幌万別川」

のところを「沖万別」という言葉でご説明を申し上げたところがございました。これは

「幌万別川」でございますので、言葉の訂正をさせていただきます。大変申し訳ございま

せん。

●議長（南谷議長） 質疑、ございませんか。10番、谷口議員。

●10番（谷口議員） 毎回、同じような説明をしますけれども、今回のこの入札の参加業

者の名前、それから、それぞれの入札額についてご説明をお願いいたします。

●建設課長（佐藤課長） 議長。

●10番（谷口議員）

●建設課長（佐藤課長） 今回の工事の入札参加業者の名前、それから入札額でございま

すけれども。まず、参加業者でございますけれども、株式会社宮原組、ホクホウ建設株式

会社、道東建設工業株式会社、萩原建設工業株式会社。それから応札額でございますけれ
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ども、第一順位は9,240万円、第二順位としまして9,324万円、第三順位9,366万円、第四

順位9,450万円、いずれも税込みであります。以上でございます。

●10番（谷口議員） はい、いいです。

●議長（南谷議長） 他にございませんか。

●２番（堀議員） ２番。

●議長（南谷議長） ２番、堀議員。

●２番（堀議員） 今回、この横断函渠をやることによって、直線化になってしまうとい

う、流速が早まるということが思われるんですけれども。当然、そうなると今迄流れてい

た部分の下流ですね、勢いよく水が出るような形になると下流域に影響を及ぼさないのか、

また、もし、及ぼすことが懸念されるのであれば、それに対する対応はどのようなことを

考えているのでしょうか。

●建設課長（佐藤課長） 議長。

●議長（南谷議長） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） お答えいたします。今回の施工のところにつきましては、既存

の川が流れているところのところに、カルバート、コンクリート製のカルバートを設置し

ていくものでございます。当然、勾配的には現場の状況等を検討いたしまして、このよう

な断面の大きさ等を確保して施工するものでございまして、流速がこのところに設置した

からと言って、下流側が極端に早まるようなことはないというふうに考えてございます。

したがいまして、下流側につきましては、現状の河川の状況のままで対応はしていけるだ

ろうという考えを持っています。これは既設の道路、図面でいきますと左側の方に道路が

走っておりますけれども、そこにも同じようなカルバートが設置されてあると。同じよう

な状態の中で今回、このカルバートを設置していくというものでございますので、ご理解

をいただきたいと思います。

●２番（堀議員） ２番。

●議長（南谷議長） ２番、堀議員。

●２番（堀議員） そうすると、その下流域の、その現在の旧河川というか、今の水の流

れている場所については、何ら影響がなく、周りも削られるとかという心配がないと理解

していいんですね。
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●建設課長（佐藤課長） 議長。

●議長（南谷議長） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） 既存の今の川の状況を見ますと、これが、カルバートに変えた

からといって、下流側の方に大きな影響を与えるものではないというふうに、私どもは考

えております。これは、例えばかなり川が蛇行している、そういうものを一直線にし、勾

配をきつくすると、こういったようなことが見られますと、それは検討もしていかなけれ

ばなりませんけれども、それほど大きな蛇行の変化は、元々直線に近いところでございま

すので、それほど影響はないというふうに考えてございます。

●２番（堀議員） いいです。

●議長（南谷議長） 他にございませんか。無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（南谷議長） ご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（南谷議長） 日程第６、議案第64号、厚岸町議会の議決すべき事件に関する条例

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。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 議長。

●議長（南谷議長） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） ただいま上程いただきました議案第64号、厚岸町議

会の議決すべき事件に関する条例の制定について、その提案理由のご説明を申し上げます。

議案書５ページをお開き下さい。国が推進する定住自立圏構想は、平成21年４月１日から

施行された定住自立圏構想推進要綱に基づき、都市機能を有する市が中心市宣言を行い、

その中心市と周辺市町村とが相互連携し、役割を分担しながら暮らしに必要な機能を確保

する広域行政の取り組みを言い、その取り組みにあたっては、双方の議会の議決を得た定

住自立圏形成協定の締結が必要とされております。現在町では、中心市宣言を行った釧路

市との定住自立圏形成協定の締結に向けて、事務レベルで協定内容の検討協議をしている

ところでありますが、国の推進要綱において協定締結に当たっては地方自治法第96条第２

項の規定に基づく議会の議決が必要となってるところから、本条例を提案するものでござ

います。条例本則でございますが、「定住自立圏構想推進要綱に規定する定住自立圏形成

協定を締結し、若しくは変更し、又は同協定の廃止を求める旨を決定すること。」を規定

するものであります。次に附則でございます。この条例の施行日であります。「この条例
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は、公布の日から施行する。」としております。また、今後の予定でありますが、釧路市

と定住自立圏形成協定の内容につきましては、本年９月開催予定の第３回定例町議会にお

いて上程する予定となっておりますのでご了承願います。以上、簡単雑駁な説明でありま

すが、ご審議のうえご承認賜りますようお願い申し上げ提案理由の説明とさせていただき

ます。

●議長（南谷議長） これより質疑を行います。

●10番（谷口議員） 10番。

●議長（南谷議長） 10番、谷口議員。

●10番（谷口議員） 今回、地方自治法の96条の２項による議決を求めるということであ

りますけれども。96条には条例あるいは予算等を含めて、あるわけですけれども。この２

項には、「前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体

に関する事件につき議会の議決すべきものを定めることができる。」ということを言われ

ているんですけれども。この２項について、少し詳しく、わかりやすく説明をしていただ

きたいと、誰でもわかるように教えてください。それから今回の定住自立圏構想なんです

が、今まで町が、いろいろ、こう、大変になってきていると。あるいは財政的な問題を解

決するにはどうしたらいいのかということで、我々、いろいろなことを聞かされて、大変、

こう、言ってみれば、合併だとか道州制だとか、あるいは分権、自立、いろいろなことを

言われて、何を信じて何を我々が選択をしていくのかということを、散々やってきていま

すよね、今までもね。広域市町村圏だとか、あるいは一部事務組合だとか。それで今回の

この定住自立圏構想を選択することによって、私たちにどんなメリットがあるのか、どん

なデメリットがあるのかそういうことをきちっと押さえた中で、その方向に進むか進まな

いかを決めていかなければならないのではないのかなというふうに思うんですよね。今ま

でいろいろなことをやってきたけれども、厚岸町が乗ってきた事業もあるし、乗らないで

きたものもあるということですよね。今回、その定住自立圏構想にのっとって前に進もう

ということの本当の目的は何なのかということを、やっぱりきちんと私たちが理解できな

ければならないのではないのかというふうに思うんですよね。今回、こういうことをやる

ことによる先々問題が生じてこないのか、あるいは引き返すことが本当に簡単にできるの

か、議員協議会でも説明されておりますけれども、そのそういう内容が果たして可能なの

かどうなのか、一回足を踏み込んでしまったことに、そう簡単に私たちがもし、問題がい

ろいろあるというようなことで、抜け出すことができるのかどうかということについて、

お伺いをしたいと。その中で私自身はこの今回の定住自立圏構想を推進することについて

は、私は非常に疑義を感じるところが沢山あるというふうに思います。それから、定住自

立圏形成協定共生ビジョン策定スケジュールの案というのが、私たちに示されているんで

すけれども。案が示されて、案として示されていながら、もう、今は８月も終わろうとし

て、ということですよね。それで、８月が終わろうとしているのが、前に説明されていた

りもっと後ろになってきているということなんですが。この今回の共生ビジョンをあるい
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は協定を策定しようと、前に進めようと、それにあたっての、いままでの、釧路市は中心

市を早々と宣言していますよね。そうすることによって例えば周辺町村に対してどういう

呼びかけがあったのか、それはどういうレベルで話が進められてきているのか、首長が対

応することがあったのかなかったのか、お互いにね。それからこの、担当者会議といって

も、13日のところに、７月の13日のところに丸がついているんですけれども。オブザーバ

ー参加ということになっていますよね。そうすると厚岸町が正式にこの問題で参加をして

きているのは、何時からどういうレベルから始まって、今回の提案するに至るまでの過程

が踏まれているのか、もう少し詳しく説明をしていただきたいというふうに思います。説

明が納得いかない場合は、資料を提出していただきますのでよろしくお願いをいたします。

それから共生ビジョンの策定にあたって、地域の人たちへの説明をしなければならないし、

地域の皆さんから様々な意見を吸い上げなければならないということになっていますよね。

そういうことが、スケジュール的に非常に窮屈なものになっているのではないのかな、本

当に地域の人たちの意見、要望、そういうものを反映させることができるようなスケジュ

ールなんだろうかと。結果的には形だけ、一定の日程を告知して、この日まで、皆さん、

ご意見をお寄せくださいと、無ければそこで終わりですというようなことで、果たしてい

いのかどうなのか。この意見募集等もどういうことを考えて、この策定ビジョンを策定し

ようとしているのかお伺いをいたしまして、まず、１回目の質問を終わります。

●議長（南谷議長） 町長。

●町長（若狹町長） 私からは、定住自立圏構想の必要性につきまして答弁をいたします。

その他につきましては担当課長から答弁をさせます。ご案内のとおり、今日の厚岸町を含

めて、地方自治体は大変な状況にあります。人口減少はもちろん、少子高齢化、経済の衰

退、これをいかに克服し厚岸町の振興発展を目指していかなければならないか。今日の厚

岸町の大きな行政課題と認識をいたしておるところでございます。そこでそれぞれの地域

が自立を目指し、中心市と周辺市町村が連携を深めていく中で、これからは合併だけでは

なくそれぞれの地域が最も適した仕組みを自ら選択していくことが重要であろうと、その

ように考えているところであります。そこで、定住自立圏構想でありますが、先ほど議案

説明をいたしたところでありますが、それぞれの地域の魅力を活用して相互に役割分担を

する圏域を中心市周辺市町村の協定により設定することにより、生活機能などを確保し地

方圏における定住の受け皿を形成するところに意義があると思います。また、定住自立圏

構想の特徴としましては、まず、個別課題の対応が優先であるということであります。こ

れは９月議会において、協定内容についても提案することに相成っておるわけであります

ので、この点につきましては了解をいただきたいと思います。さらには、自治体が主体で

あるということであります。今までの地方分権を迎えた時代において、ご案内のとおり国

が支持し、さらにはそれに基づいて道が支持し、我々市町村におりてきたという形であっ

たわけであります。これが今日の地方自治体の衰退となっているものであると。やはり自

らのまちは自らで創ると。これが大事な課題であります。それが自治体主体の自立圏構想

であります。さらには、民間の考えでありますが、当然民間主導のものでなければならな

い。そのために議会の議決を得ながら皆さん方のご意見も聞きながら反映をしていきたい、
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そのように考えておりますので、自立圏構想の意義というものは極めて今後の厚岸町の発

展に大きく貢献できるものであると考えておりますので、ご理解をいただきたいと存じま

す。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 議長。

●議長（南谷議長） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） ご質問にお答えしたいと思います。１点目の地方自

治法の関係でございますが、本日上程させていただきました案件につきましては、地方自

治法第96条第２項に基づいて行わせていただいております。先ほど、質問議員おっしゃい

ましたとおり、第96条第１項の部分では、15号にわたって議会で議決しなければならない

関係が入っております。１項の、「条例を設け又は改廃すること」から15号の「その他法

律又はこれに基づく政令により議会の権限に属する事項」ここに至るまであります。ただ、

今回上程させていただきました定住自立圏構想に関わる部分につきましては、総務事務次

官通達で、要綱が発せられております。先の議員協議会の中でもお配りさせていただきま

した推進要綱の中で、定住自立圏形成協定という項目が第５の、要綱でいきますと５ペー

ジ目になります。５ページ目に第５、定住自立圏形成協定、その中の(1)定住自立圏形成

協定の定義という部分で記載されていて、５ページの下から２行目になりますが、「その

締結又は変更に当たって、地方自治法第96条第２項に基づく議会の議決を経たものをい

う。」と。これは、定住自立圏形成協定を締結する場合、あるいは一旦結んだものを何か

の事情があって変更しようとした場合、これは議会の議決が必要ですというふうになって

おりますし、この要綱の９ページ目になりますが、(2)の⑥という部分でございますが、

これは形成協定の期間あるいは一旦結んだ協定を廃止しようとした場合の手続きでござい

ます。この場合には地方自治法第96条第２項に基づく、これもまた議会の議決が必要です

よということになってございます。ここは先ほど言った地方自治法第96条第１項で規定さ

れている項目の中では拾いきれないということで、それぞれこういった協定を結ぶ場合に

は、まず先に地方自治法第96条第２項の規定に基づく議会の議決案件にしてから、協定書

の提案なりの手続きを踏むということでございましたので、今回提案をさせていただいた

というものでございます。この提案に基づきまして現在は９月の定例会の方に上程をさせ

ていただきたいということで進めているものでございます。それから、共生ビジョンのス

ケジュールが示されたということで、厚岸町、定住自立圏の締結というか、定住自立圏構

想の方に釧路市と参画しようという呼びかけなりが釧路市からあったのか、あるいはどう

いうタイミングでそういう方向になったのかということでございますけれども。これにつ

きましては先ほどの町長の答弁にもありましたけれども、先の定例会、一般質問等々でも

厚岸町のこの定住自立圏構想に対する考え方のご質問がありました。その中ではこの制度

の中身を厚岸町民にとってプラスになるものなのか、そういった政策分野があるのか、一

旦洗いだして、それが構想に基づいて厚岸町にとって進むべきだという判断がなった場合

には中心市である釧路市と協議を進めていきたいというような考え方を示させていただき

ましたが、実は今年６月から全課長に集まっていただいて定住自立圏構想の中身を説明さ
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せていただき、これに基づいて中心市宣言を行った釧路市とどういった項目で結ぶべき、

結ぶことによって厚岸町にプラスになる政策事項というものがどういったものがあるかと

いう洗いだしをさせていただきました。その中で形成協定というのは大きく３つの柱があ

るわけでございますが、それぞれ必須ということで一つ以上の項目がなければこれ、協定

も結べないのですが、そういった項目が上がってきたということで実は釧路市の方に厚岸

町の方から事務レベルでこういった項目が考えられるんだけれどもということで内々に協

議をさせていただきました。それで釧路市の方からも担当者とすり合わせをしまして、あ

る一定の協定の道筋が見えてきた段階で、最終的に厚岸町として釧路市と締結に向けた取

り組みに入ってよろしいかということを、理事者の方とも協議をさせていただきまして、

理事者の方からも厚岸町としては進めましょうという許可が、許可というか判断をいただ

きましたので、現在進めているというものでございます。なお、正式な参加はいつからに

なるのかと、この定住自立圏の共生ビジョン策定に当たって、厚岸町は正式な参加はいつ

からになるんだということでございますが、先日お配りしたスケジュールの中でも、実は

オブザーバー参加ということで先ほど質問議員も言われたとおり、７月13日に行われまし

た担当者の会議もオブザーバー参加。これは中心市であります釧路市と釧路町、浜中町、

白糠町、鶴居村等々が１対１ということで、自立圏形成協定を結んでおりますが、厚岸町

においてはまだ結んでいないということでございますけれども、厚岸町の方針がそういう

ことで釧路市とも協議をさせていただいて、厚岸町としては９月の定例会でこの、上程を

させていただきたいという中では、その後に入ったのでは厚岸町の意向が反映された共生

ビジョンなりという部分には結びつかないのではないかと。これは厚岸町もそう思いまし

たし、釧路市の方もそういう判断をしていただきまして、厚岸町につきましてはオブザー

バー参加ということで参加をさせていただいております。正式参加というのは、９月の定

例会の中で、もし、上程をさせて頂き、議決をいただければ、その後、釧路市の議会の議

決を経た後に、双方の首長による協定締結をした後は、正式参加ということになろうかと

思います。なお、ビジョン策定に当たっての地域の方々の意見等をどのような形で拾い上

げながらこのビジョンの方に取り込んでいくのかということでございますけれども、実は

共生ビジョンにつきましては、中心市であります釧路市が策定するということになってお

ります。ただ、共生ビジョンというのは、それぞれの、１対１で結んだ協定書の積み重ね

によってできた圏域、その圏域で概ね５年間を目途としておりますけれども、この圏域が

将来どういう形で行くのかと、将来像を定めて、そして、１対１で釧路市と結んだ協定書

を具体的にどういった事業を進めていくのかというものを定めるものでございます。これ

につきましては釧路市が定めますけれども、当然、厚岸町も参画していかなければいけな

いといことでは、うちの場合は、先に示したスケジュールの方でも第１回の、この共生ビ

ジョンを策定するために民間レベルの方を入れた懇談会というものを設置する予定でござ

います。釧路市の方では。各町村からも精通した方を１名ずつ取り入れながら釧路市の方

が委嘱をして、厚岸町の意向も把握しながら最終決定をしていきたいということでござい

ますけれども、９月の上旬では、まだ、厚岸町は締結を結んでいないという中では、おそ

らく１回目はオブザーバー参加ということで参画することになると思います。そして９月

定例会以降、締結を結ばさせていただいたならば、正式にこの懇談会の方も正式なメンバ

ーという形で厚岸町の町民も入って、そのビジョン策定の方に参画をするということにな
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ってございます。戻りますけれども、この定住自立圏形成協定、厚岸町にとってのメリッ

ト、デメリットはというご質問もありました。これを結ぶに当たっては、デメリットは、

私どもは無いと思っております。このメリット、釧路市という中心市が持っている都市の

機能を、厚岸町の町民も市民と同じような形で利用できるようなそういう締結を結ばせて

いただきながら、そして都市と地方との格差の広がりというものを抑えながら、定住に向

けた基盤というものを厚岸町の中で作っていければなとこういう思いで取り組んでいると

ころでございます。もし、答弁漏れがあれば、ご指摘いただければと思います。以上でご

ざいます。

●10番（谷口議員） 10番。

●議長（南谷議長） 10番、谷口議員。

●10番（谷口議員） 今、大体説明する場合、良いこと以外、悪い事を、せっかく提案し

たものも潰れてしまいますから、良いことだけを言ってバラ色に描いて説明されるのが当

たり前ですよね。しかし、今、町長が冒頭おっしゃったことは、みんな、もう、わかりき

っていることですよね。そういう中でどうたくましく、地方の自治体、地方の住民が生活

をしていくために、自治体がどうそれを果たしていくのかということを真剣に考えるのが

自治体の役割であるというふうに私は思います。ただ、その、１回目の質問の際にも申し

あげましたけれども、地域で考え地域で構想を練ってと。ところがこの定住自立圏構想と

いうのは、地方が考えたことではないわけでしょう。国が考えて、こうやれば良くなりま

すよと、そしてそれに対して中心市にはどういう交付金、それから協定を結んだ町にはど

ういう交付金を出しますよということを、言ってみればこの方向でやれば、一定の交付金

が出てきますよと。ですから、みんな、ぶら下がってくださいと。今までいろいろなこと

をやったけれども、上手くいかなかったと、結果的には。合併だとかいろいろなことをや

ったけれども、もう、これ以上は進まないというようなことから考えられたのが、この自

立圏構想なのではないのかなというふうに思うんですよ。それでこの、結果的に、この間

も議員協議会で説明をされました。しかし、今回ここにお互い確認しあうような内容のこ

とは、広域医療の体制の充実の問題にしても、あるいは子育て支援センターの相互利用等

についても、こういうことはある程度の、今までもルールができていたり、あるいは、構

想で、一次医療圏、二次医療圏、三次医療圏というようなことでお互いの医療圏の役割等

も明確になっていることですよね。そういうことを考えていくと、結果的にあれも載せて

おこう、これも載せておこうと。結果的には、高速道路から何から全部載せてしまうとい

うようなことで、私は本当にその、このことを考えるのであれば、厚岸町にどういうこと

をやる役割があるんだということが明確になってこなければならないのではないかと。結

果的にはこういうものを見ていますと、今迄あったものの上にさらに何か置く条項を重ね

ていくような、今、課長がおっしゃっているように、全然デメリットは無いということに、

無理っくり結び付けていく内容になっているのではないかと。そして結果的にはさきほど

条例の締結、条例制定の内容について説明されましたけれども。今回の条例の制定なんで

すが、この条例の制定は、「定住自立圏構想推進要綱に規定する定住自立圏形成協定を締
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結し、若しくは変更し、又は同協定の廃止を求める旨を決定すること。」となっています

よね。それでこの、例えばお互い途中で、もう必要が無くなったという場合には、２年で

したっけ、経ったらそれが廃止できますよというようなことがいわれていますけれども、

これはこの法律の方にそういうふうになっているんですか。それとも、それは何で決まっ

ていて、その、そういうことになっているのか、この、今回制定しようとする条例は、こ

れを見ただけで何がわかることなんですか。その、必要な変更だとかそういう手続きとい

うものは、何に基づいてやろうとするんですか。この条例は、何の目的があって、これだ

けを見ると非常にこう、この表現を見てわかると思いますか。何をやる条例なのか。ある

いは今後のそれを進める中で、例えば時代がいつまでも続いていきませんよね。時代が。

そうすると、これが必要無くなってきた時にはどうしようと。ですからこの条例の中にそ

の施行日は書いていますけれども、どういうことができるということを、この条例から読

み取ることができるんでしょうか。

●町長（若狹町長） 議長。

●議長（南谷議長） 町長。

●町長（若狹町長） 今迄の、いろいろな国との関係でありますが、国が決めて道を通じ

て地方にというのがほとんどであったと私は認識をしております。確かに今回の定住自立

圏構想は、総務省が中心となりました法案であります。しかしながら、先ほどお話しまし

たとおり、各自治体が一定の規模の中で自由にできる内容になっております。すなわち自

治体が独自でそれぞれ協定を結んでできることに相成っておるわけであります。すなわち

分権時代にふさわしい構想であると、そのように考えているところでございます。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 議長。

●議長（南谷議長） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） この、本日上程しております、この条例でございま

すけれども、これが、極端に言うと必要なのかということかと思いますけれども。推進要

綱の中で明確に、議会の議決を経なければというふうになってございます。協定を結ぶの

は、議会の議決を求めないで結ぶことも可能でございますけれども、この定住自立圏構想

に基づいた、定住自立圏という圏域を構成するという上では、この推進要綱の構想に基づ

いた手続きを経てすることによって、いろいろな地方に対する国からの支援措置もござい

ます。そういうもの受けられるという部分で、推進要綱の定めに基づきまして地方自治法

第96条第２項の条例制定を行わせていただいて、その要綱に基づく圏域形成をしていきた

いというものでございます。それと先ほど説明した中で、今、質問議員も言われましたけ

れども、概ね２年という話で廃止を議会が決定した時にという話を聞いているけれども、

それがどこになっているのかと、明確になっているのかということでございます。実は国

の方の推進要綱等でも、粗粗そういう部分もあるんですが、実は最終的にはそういった、
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条例で議会の議決を経て、締結する協定でございますので、中心市と周辺市町村の連携を

維持拡大していくという観点から、やはり、一定の期間を空けてその取扱いをすべきだと

いう考え方がありまして、実は、正式に釧路町と釧路市が一番最初に結んでおりますけれ

ども、推進要綱の中でも双方が結ぶ１対１の協定書の中で、廃止に当たってはどういった

手続きが必要なのか、期間的にはいつなのかという条項を明記するということになってご

ざいます。それで、先般の議員協議会の時もお配りをさせていただいたと思うんですが、

釧路市と釧路町の締結した協定書のものを参考に付けさせていただいた中で、第６条で、

釧路市又は釧路町が協定を廃止しようとした場合には、あらかじめ議会の議決を経たうえ

でその旨を他方に通告すると。それと第２項の中で、その時は議会の議決書の写しを添付

しなさいと。３項の中で、１項の規定による通告があった日から起算して２年を経過した

日にその効力を失うというふうに、協定書の方もなってございます。ですから厚岸町が仮

に釧路市と協定書を結ぼうとした時にもこういった条項が明記されて、今言いました廃止

の場合の手続きというものも、この中で担保するということでございます。

●10番（谷口議員） いいです。

●議長（南谷議長） いいですか。他にございませんか。

●14番（竹田議員） 14番。

●議長（南谷議長） 14番、竹田議員。

●14番（竹田議員） 定住自立圏構想の議員協議会の説明資料の中に、平成22年の４月30

日に総務省の地域力創造グループ地域自立応援課から各都道府県市町村担当部長宛てに、

今回の中心市及び周辺市町村の取り組みに関する包括的処置の中に、対象経費という部分

が書かれているんですけれども、この書かれている部分に定住自立圏共生ビジョン懇談会

の開催に供する経費、旅費、謝金、それらについても経費の対象になるということが書い

ております。その中で、平成22年の定住自立圏全国市長村長サミットを10月の28、29日に

長野県の飯田市で開催すると載っております。これについて、旅費等についてはこれに相

当するのではないかというふうに思うんですけれども、これについて、まず、定住自立圏

構想議員協議会の中で経費についての部分については、この国が市町村に配分があるとい

うふうに書かれているんですけれども、その時に、議員協議会については説明が無かった

と思うんですよね。まず、確かめておきたいのと、それから、今、言われている４月30日

の部分についての対象経費についてという部分は、当然知っていることと思いますけれど

も、その中で、今回、10月の28、29に全国でやる町村サミット、市長村長サミットですね、

これに、まず、出るのか出ないのか、その辺はどうなんでしょう。

●議長（南谷議長） 本会議を休憩いたします。
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［休憩 午前11時12分］

［再開 午前11時17分］

●議長（南谷議長） 本会議を再開いたします。

●町長（若狹町長） 議長。

●議長（南谷議長） 町長。

●町長（若狹町長） サミットについて、参加するのかどうかというご意見について、私

から答弁をさせていただきます。10月28日とお聞きしましたが、実は行事が重なっており

まして、今のところは参加する予定にはなっておりません。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 議長。

●議長（南谷議長） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 私の方から、定住自立圏構想推進のための地方財政

措置という部分が国の方からも出されておりますけれども、その対象経費の中で、共生ビ

ジョン懇談会開催に供する経費等々がありますが。今、ご質問のあった経費につきまして

は、中心市、釧路市。ここでいえば中心市宣言をしている釧路市でございますので、釧路

市がそういったものを行おうとした時には、釧路市の方には措置がされると。うちの場合

は周辺市町村ということになってございますので、これとはまた違うのかなというふうに

認識をさせていただいておりました。

●14番（竹田議員） 14番。

●議長（南谷議長） 14番、竹田議員。

●14番（竹田議員） そしたら、市町村というふうに、事務連絡の中には書いてあるんで

すけれども、厚岸町は対象経費の中の定住自立圏共生ビジョンに記載されている事業に要

する経費、定住自立圏共生ビジョン懇談会の開催に要する経費、旅費、定住自立圏の取り

組みについての圏域住民への普及啓発に要する経費、これらについての経費については厚

岸町はみてもらえないということなんでしょうか。中心市における対象経費なので、市し

かもらえないというふうに理解すればいいんですか。それと周辺市町村における対象経費

という部分で、定住自立圏共生ビジョンに記載される事業に要する経費、定住自立圏の取

り組みについて圏域住民への普及啓発に要する経費、ただし、事業費から国庫補助金の特

定財源の額及び他の特別交付税措置の算定項目に要した額を控除した額に限るものとする

というふうに書いてある部分については、間違いないですか。それともう一つ、本年５月

15日に定住自立圏構想研究会報告書、定住自立圏構想研究会座長の佐々木毅学習院大学教
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授が書いた「住みたいまちで暮らせる日本を」というものがあります。これらについては

まちづくり推進課長として見ておられるのでしょうか。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 議長。

●議長（南谷議長） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） １点目の対象経費等々の部分でございますが、繰り

返しになるかもしれませんけれども、定住自立圏共生ビジョンというのは、策定をするの

は中心市である釧路市が策定することになります。ですから釧路市が共生ビジョンを策定

するために要した経費については、そういった財政的な措置もされるよと。それと周辺市

町村における、共生ビジョンの中で位置づけられた事業を起こすのにかかる所要の経費。

これにつきましては先ほども議員言われたように、国からの手当のあるものを除いた部分

の経費については、周辺市町村であれば特別交付税の中で、１千万円を基本としながら、

面積だとか財政状況だとかを勘案して措置されるということでございますので、そういう

振り分け方になるということでございます。それと５月15日の研究会の報告書でございま

すけれども、大変申し訳ありませんが、私、今のところ定住自立圏の情報も、いろいろ流

れてきますし、いろいろな関連する部分も勉強させていただいているつもりなんですが、

その報告書を見たのかという時に、自信を持って見たというふうな記憶がございませんの

で、申し訳ございません。

●14番（竹田議員） 14番。

●議長（南谷議長） 14番、竹田議員。

●14番（竹田議員） 大変、課としても町側としても国からの要請でいろいろ勉強しなけ

ればならないということで、大変忙しい中で試行錯誤をされてやっておられるということ

は十分理解しております。ただ、やはり町民に対しての周知、今、言われている啓発等に

要する経費も出るということなので、発する側もいろいろな書物を見ながら勉強していた

だいて町民に不利益を被らないそういう施策をとっていただきたいというふうに要望して

終わります。

●町長（若狭町長） 議長。

●議長（南谷議長） 町長。

●町長（若狭町長） 今回の定住自立圏構想の協定を結ぶにあたりまして、貴重なご意見

をいただきました。全くそのとおりでございまして、この協定を結ぶにあたりましても、

中心市が栄えて周辺市町村が疲弊するような定住自立圏であってはならない、全くそのと

おりであります。周辺市町村が栄えてこそ中心市も発展していくんだという観点から進め
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ていきたいとそのように考えておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。

●議長（南谷議長） 他にございませんか。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。」「異議あり。」の声あり）

●議長（南谷議長） 異議あり。

●10番（谷口議員） はい。

●議長（南谷議長） 討論ありますか。

●10番（谷口議員） するかな。

●議長（南谷議長） ただ今、異議ありの発言がございました。ここで討論を省略し、原

案可決に異議があるのかを確認してまいりたいと思います。

●10番（谷口議員） 討論は。

●議長（南谷議長） 討論は、・・・。

●10番（谷口議員） やります。

●議長（南谷議長） やります、ありますっていったんですか、すみません、失礼いたし

ました。それでは、訂正させていただきます。

●議長（南谷議長） これより、異議ありの発言がございまして、これより討論を行いま

す。まず、原案に反対者の発言を許します。

●10番（谷口議員） 10番。

●議長（南谷議長） 10番、谷口議員。

●10番（谷口議員） 私は、ただいま上程されております議案第64号、厚岸町議会の議決

すべき事件に関する条例の制定について、反対をするものであります。本条例は定住自立

圏構想の要綱に基づく、そのための協定締結あるいは変更、廃止を求めることを決定する

条例でありますが、私は今回の定住自立圏構想がそれぞれの協定を結ぶ自治体が本当に対

等平等の関係に立ったそういう協定であるとは、とてもではありませんけれども、認める

ことができません。それは何かと言いますと、これは中心市の宣言されたまち、要するに
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中心市に圧倒的に財政措置等が行われますし、あるいはこの共生ビジョン策定にあたって

も各市町村議会の中心市以外の自治体にはその策定に対するその決定権はないわけであり

ます。そういうことを考えると結果的には中心市にどんどんものごとが吸収されていくよ

うな状態になってしまうのではないのかと。結果的には周辺市町村等が衰退になる可能性

の方が強いものであると。私はやはり厚岸町の基幹産業は漁業、農業でありますから、酪

農でありますから、それをしっかり支える方策をきちんとしていくのが厚岸町が本来やる

べき仕事ではないのかというふうに思うんですよ。その上に立ってどう進めるのかという

ことでなければなりませんけれども、今まで私たちに示されました協定の素案等を見てみ

ましても、私は、今までやってきたことで十分たりるのではないのかなと。特別交付税が

中心市には４千万、周辺市町村には上限１千万円と。プラスアルファもあるようでありま

すけれども。私はこういうものに頼るのではなくて、しっかり地域住民の意見、要望を取

り入れたそういう施策をきちんととっていくということに、軸足をおいていくべきではな

いのかというふうに考えます。今回のタイムスケジュール等を見ても非常に、私は、窮屈

なものがあるし、あるいはこれで十分だというような対応にはなっていかないのではない

のかなと。行く行くこの、今回の協定によって厚岸町はあの時、これをやったばっかりに

というような禍根を残さないためには、慎重な対応をしなければならないということから、

本条例制定には反対をいたします。以上であります。

●議長（南谷議長） 次に原案に賛成者の発言を許します。

●13番（室崎議員） 13番。

●議長（南谷議長） 13番、室崎議員。

●13番（室崎議員） 私は、10番、谷口議員と自治体の自立という問題に関してはほぼ同

じような認識を持っているつもりでございます。ただ、今回の上程されました案件は、定

住圏構想なるものの内容については、全く上程されておりません。どこまでも、そのよう

な協定を結ぶ時には、議会の議決を要するという条例を作るという形式的な問題でありま

す。それで私は議会の権限が少しでも大きくなることについては賛成であります。ここの

ところに出ております、この要綱でございますが、事務次官通達にすぎません。したがい

まして、なぜこの条例を今作るかということの本意は、ここで議会の議決を取らないで自

立圏協定を結びましたといっても、いろいろな、国からのお金が出ないと、条件に乗らな

ければならないということであると、そのように思います。それで、事務次官通達ですか

ら簡単に訂正はできますよね。したがいましてこの後、協定を締結する時に議決がなくて

もよろしいということになってしまえば、この条例がなければ議会は関与しないで締結さ

れていく可能性も出てくるわけです。そういうわけですから、議決案件であるということ

を条例で明記することは議会にとっては好ましいと思います。なお、ただいま10番議員が

いろいろとおっしゃったような問題点については、９月議会におそらく内容が上程されて

くると思います。その時に私たちは性根を据えて厚岸町の将来にわたって質の高い議論を

進めることが必要であるということを、今、この条例によって我々に重たい十字架が課せ
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られたとそのように思いまして、本件につきましては賛成をするものであります。

●議長（南谷議長） 次に、原案に反対者の発言を許します。ございませんか。無ければ

以上で討論を終わります。これより起立により採決を行います。お諮りいたします。本案

のとおり可決すべきものと決するに、賛成の議員の起立を求めます。

●議長（南谷議長） 起立多数であります。よって本案は可決されました。

●議長（南谷議長） 以上で本臨時会に付議された議案の審査は全部終了いたしました。

よって平成22年厚岸町議会第２回臨時会を閉会いたします。みなさん、どうもご苦労様で

した。

（閉会時刻 午前11時32分）
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