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厚岸町議会 第１回定例会

平成24年３月７日

午前10時00分開会

●議長（音喜多議員） ただいまから、平成24年厚岸町議会第１回定例会を続会いたします。

●議長（音喜多議員） 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（音喜多議員） 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、会議規則第118条の規定により、２番、大野議員、３番、石澤

議員を指名いたします。

●議長（音喜多議員） 日程第２、昨日に引き続き、一般質問を行います。

７番、金橋議員の一般質問を行います。

７番、金橋議員。

●金橋議員 第１回定例会の一般質問に当たり、通告してあります質問事項についてお伺

いいたします。

一つ目は、市町村職員外国派遣研修の取り組みについてであります。

(1)外国派遣研修実施計画の目的とその内容について。

ア、町長はどのような成果を求めて研修に派遣しているのか。

イ、過去の研修内容は、どのような分野の研修を行ったか。

ウ、今年度の研修テーマであるニューツーリズム、環境対策、社会福祉対策について

説明願いたい。

エ、今後の外国派遣研修の方向性を伺いたい。

二つ目は、グリーン・ツーリズムとエコツーリズム厚岸町の取り組みについてであり

ます。

(1)農林水産省が推進しているグリーン・ツーリズムにおける農山漁村活性化プロジェ

クト支援交付金と観光圏整備事業費補助金の内容について説明願いたい。

(2)環境省が推進しているエコツーリズムにおけるエコツアーのプログラムづくりやガ

イド育成支援等について、北海道や国の支援はないのか説明願いたい。

このことについては、今後、いろいろと研究していなきゃだめな課題だと思います。

以上をお伺いして、１回目の質問といたします。よろしくお願いします。

●議長（音喜多議員） 町長。
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●町長（若狹町長） おはようございます。

７番、金橋議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の市町村職員外国派遣研修の取り組みについてのうち、初めに、外国派遣研修

実施計画の目的とその内容についてでありますが、まずこの市町村職員外国派遣研修の

目的について申し上げます。

、 、 、この研修は 北海道内の市町村職員を諸外国に派遣し 市町村が抱える課題について

諸外国における行政実情等を調査研究させることにより、総合的行政能力の向上を図る

とともに、国際的視野と識見を持った人材を養成し、もって地方自治の進展に資するこ

とを目的としております。

また、この研修は、年度ごとに作成される実施計画においても目的が定められ、今年

度については地方分権改革が進展していく中、市町村は国・都道府県と対等・協力の関

係に立ち、地域行政の総合的な実施主体として、個性豊かで活力に満ちたまちづくりを

住民とのパートナーシップのもとに主体的に推進していくことが一層求められている。

このようなことから、少子高齢化、高度情報化、国際化の進展による経済社会情勢の

、 、変化への対応に加え 高度かつ多様な住民ニーズに適用する地域社会の実現を図るため

地域づくりに関する諸外国の先進地域実情の調査研究を通じて、市町村職員の総合的な

行政能力の向上をめざすとともに、国際的な視野や識見を持つ人材の養成を図ることを

目的としております。

この研修の内容については、年齢30歳以上、50歳以下の課長補佐職以下の職員を対象

とし、派遣先はヨーロッパで、年度ごとに二つから四つの研修テーマを定めた上、その

テーマにおいて先進的な研修地を決定しており、研修期間は国内前泊を含む出国から入

国までの13日間となっております。

、 、 、また 訪問先での質問などは 参加者たちが訪問先ごとに考えた内容を聞くこととし

研修の中では数日間のホームステイと、そのホームステイ先での労働が必須となってお

り、参加に当たっての事前研修、帰朝してからの事後研修があるほか、帰朝後には約100

、 、ページにもなる研修報告書の作成を行うことになっており これに加えて当町では例年

必ず派遣された職員が参集された議会議員の皆様と職員を前にしての帰朝報告会を行う

こととしております。

なお、研修にかかる経費は、研修に伴う旅費のうち、概ね４分の３を財団法人北海道

市町村振興協会が負担し、残りの４分の１と札幌市で開催する事前研修と事後研修に係

る旅費を派遣市町村が負担することになっております。

町長は、どのような成果を求めて研修に派遣しているのかについてでありますが、こ

の研修への職員の派遣は、私が町長に就任した翌年度、町長になって初めての予算編成

において、私自らが提案し、実施したものであります。それ以降、途切れることなく今

年度を含め10年間にわたり行ってまいりました。

私は、町長に就任する際、公約の一つとして町職員の資質の向上を掲げました。この

研修への職員の派遣は、その公約実現のための一つの手段であり、職員が研修に参加す

ることによって、これまで見たことのない諸外国の行政実情などを知り、それを調査研

究することで、その職員の行政能力が向上し、国際的視野をもった人材の養成が図られ

るとともに、その職員の新しい発想が厚岸町の政策に生かされることを期待し、この研
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修への参加を決断いたしました。

、 、 、次に 過去の研修内容は どのような分野の研修を行ったのかについてでありますが

厚岸町が、初めてこの研修に職員を派遣した、平成14年度以降の研修テーマを申し上げ

ます。平成14年度と平成15年度は「地方分権 「行財政改革 「住民参加型の町づくりの」 」

推進 、平成16年度は「地方分権 「公共サービス提供のあり方 「コミュニティの形成と」 」 」

その活動状況 、平成17年度は「自治的コミュニティの形成とその活動状況 「行政サー」 」

ビス等のアウトソーシングの状況 「食と観光のブランドづくりの状況 、18年度は「地」 」

域資源を生かした地域活性化策の状況 と 少子・高齢化対策の状況 平成19年度は 地」 「 」、 「

域資源を生かした地域活性化策の状況 「少子・高齢化対策の状況 「リサイクル・ゴミ」 」

」、 「 」 「 」、処理の状況 平成20年度は リサイクル・ごみ処理の状況 と 地域振興施策の状況

平成21年度は「地域振興施策の状況 「環境対策の状況 「少子化対策の状況 「食の安全」 」 」

施策の状況 平成22年度は ニューツーリズムによる町づくりに関連した地域振興 地」、 「 」「

域行財政制度 「高齢者福祉対策」であります。」

研修テーマが重複している年度もありますが 「地方分権 「行財政改革 「まちづく、 」、 」、

り 「環境政策 「地域振興 「福祉政策」など、目的にもあるとおり、その時々で市」、 」、 」、

町村が抱える課題を的確にとらえたテーマになっていることがわかると思います。

、 「 」、「 」、「 」次に 今年度の研修テーマである ニューツーリズム 環境対策 社会福祉対策

について説明願いたいについてでありますが、一つ目のニューツーリズムによるまちづ

くりに関連した地域振興については、これまでは、旅行会社等の企画・主導による「物

見遊山」的な観光が主流であったが、近年は環境、健康等のテーマ性が強く、体験型、

交流型の要素を取り入れた地域提案型の新しいタイプの観光形態、いわゆるニューツー

、 、リズムが注目されているとともに ニューツーリズムは新たな地域資源が見出されたり

既存の観光資源にも新しい活用方法が生まれ、また雇用の創出が図られるなど、地域の

活性化につながる効果が期待されている。

人口の減少や少子高齢化が進む北海道においても、こうしたニューツーリズムへの取

り組みは、持続可能な地域づくりのきっかけとなり得ることから、地域振興の活路を見

出すため、ヨーロッパにおけるニューツーリズムによるまちづくりの先進的な事例を学

んできております。

二つ目の「環境対策」については、近年の地球環境問題からエコロジーに対する関心

が深まり全国的に太陽光発電や風力発電など、様々な自然エネルギーを活用した取り組

みが広がっている。こうした中、北海道における豊富な環境資源を活かした自然エネル

ギーの活用を図ることにより、地域産業の育成や活性化に期待ができることから、環境

先進国であるヨーロッパにおいて住民と連携した環境対策などの実例を学んできており

ます。

三つ目の「社会福祉対策」については、少子高齢化対策と障がい者対策をテーマとし

ております。少子高齢化対策は、少子高齢化の急速な進行により、経済成長の鈍化、社

会保障費の増大、労働人口の減少などを招き、社会や経済、地域の持続可能性を揺るが

していることから、北海道においてもさまざまな対策がとられている。

ヨーロッパでは、子を持つ若い女性の就業率が高くなるような様々な子育て支援を実

施し、労働者層が高齢者層を支える基盤づくりなどに先進的に取り組んでおり、これら
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の実例を学んできております。

「障がい者対策」は、障がい者においては、我が国においても障がい者が自立した生

活ができるよう対策が進められているが、近年、高齢化や障がい者の重度化が問題視さ

れている。ヨーロッパにおいては障がい者と健常者が共生し、障がい者が社会参加でき

、 、るように促しながら 障がいの重度化を進めないようにするなどの対策がとられており

これら先進的な実例を学んできております。

次に、今後の外国派遣研修の方向性を伺いたいについてでありますが、これまで申し

上げたとおり、この研修は参加した職員にとって必ずや血となり肉となる研修であると

確信しております。また、現に、この研修に参加した職員は、各部署において活躍をし

ており、これからの町政を担うことができる職員へと成長しております。

この研修への参加がこのように職員の成長と町にとっての人材の養成につながってい

ることを踏まえ、さらには、今後の町政執行に大いに生かされていることも期待して、

引き続きこの研修に職員を派遣してまいりたいと考えております。

続いて、２点目のグリーン・ツーリズムとエコツーリズムの厚岸町の取り組みについ

てのうち、農林水産省が推進しているグリーン・ツーリズムにおける農山漁村活性化プ

ロジェクト支援交付金と観光圏整備事業補助金の内容について説明願いたいについてで

ありますが、グリーンツーリズムとは、農山漁村地域において自然、文化、人々との交

流を楽しむ滞在型の余暇活動であり、農作業体験や農産物加工、農林漁家での民泊、さ

らには食育などがこれにあたります。

ご質問の農山漁村活性化プロジェクト支援交付金は、農山漁村における定住や二地域

間居住、農山漁村と都市との地域交流を促進することで、農山漁村地域の活性化を図る

ことを目的に創設されました。

国が定めた基本方針に基づき、都道府県や市町村が単独、又は共同して各地域の実情

に合わせて活性化計画を作成し、それを実現するための施設整備を中心とした事業が対

象となるもので、交付率は事業費の２分の１等、事業実施の期間は原則として３年以内

とされております。

なお、交付対象事業は、活性化計画に搭載した生産基盤及び施設の整備、生活環境施

設の整備、地域間交流拠点の整備などとなっております。

また、観光圏整備事業費補助金は、観光立国の実現に向けて、国際競争力の高い魅力

、 、ある観光地の形成を促進するため 国内外観光客の２泊３日以上の滞在型観光を目指し

複数の観光地が連携して、観光圏を形成するための取り組みを支援する補助制度であり

ます。対象事業は、宿泊魅力向上事業、観光圏商品企画開発・販売促進事業、観光圏人

材育成事業、観光圏交通整備事業、観光圏情報提供事業、観光圏モニタリング調査事業

などとなっております。

なお、この制度の活用にあたっては、国の定めた基本方針に基づき、都道府県や市町

村が単独、又は共同して観光圏整備計画を作成し、この計画に沿った事業を実施しよう

、 。とする者が観光圏整備実施計画を作成し 国土交通大臣の認定を受けることが必要です

その上で、観光圏整備実施計画に基づいた事業の採択を受け、個別事業毎に補助率５分

の２以内、単年度の総事業費は概ね2,500万円以上、事業実施の期間は原則として２カ年

とする補助制度となっております。
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次に、環境省が推進しているエコツーリズムにおけるエコツアーのプログラムづくり

やガイド育成支援等について、北海道や国の支援はないのか説明願いたいについてであ

、 、 、りますが エコツーリズムは自然環境や歴史文化を対象とし これらを損なうことなく

それらを体験し、学ぶ観光のあり方であり、ホエールウォッチングなど、野生生物を観

察するツアーのほか、植林や清掃など環境保全のために実際に貢献をするボランティア

的ツアーなどもこれにあたります。

こうしたエコツーリズムの推進にあたっては、ご質問のありましたエコツアーのプロ

グラムやルールづくり、ガイドの育成ほか、エコツーリズムに取り組む体制づくりなど

も必要不可欠となっております。

このため、国では、それぞれの地域が抱えている課題やニーズに対して、個別に助言

・指導を行うことで、より一層のエコツーリズムの推進を図ることを目的に、エコツー

リズム推進アドバイザー事業を平成23年度に創設いたしました。具体的には、専門知識

や取り組みの経験を有する各分野で活躍する有識者をあらかじめアドバイトザーとして

登録し、地域からの申請に基づきアドバイザーを派遣する制度であります。

派遣を申請できる団体は、エコツーリズムや観光の振興を図る目的で組織された協議

会や観光協会、商工会のほか、広域圏で形成された観光関連団体となっており、派遣方

法は、申請地域ごと１回、１泊２日を基本にアドバイザー派遣にかかる旅費と謝金につ

いては国が負担することになっております。

、 、想定されるアドバイスの内容も エコツーリズムに関する意識啓発や資源の発掘から

ガイドの育成や制度づくり、利用と保全の仕組みづくり、地域が協働する推進体制づく

り、エコツアーの商品化と事業化など、幅広い分野に及んでおります。

また、北海道として直接的な支援制度はありませんが、エコツアー実施の中心的な役

割を担うガイドのスキルアップに繋がる北海道アウトドア資格制度を設けております。

これは、アウトドアガイドとして必要な一定水準の知識や技術などを試験により客観的

に評価し、合格者を北海道知事が認定する制度となっております。

いずれにいたしましても、本町における今後の観光振興において、グリーン・ツーリ

ズムやエコツーリズムの推進は重要性が増してきていると思います。厚岸観光協会や株

式会社厚岸味覚ターミナル、釧路町・厚岸町・浜中町広域観光推進協議会など、関係機

関と連携しながら十分に検討した上で、有効な制度の活用に努めてまいりたいと考えて

おります。

以上でございます。

●議長（音喜多議員） ７番、金橋議員。

●金橋議員 今、説明いただきまして、私が考えていることと90％以上の内容でお答えいた

だいたので、それについてお礼を言います。

それで、この間、平成24年２月10日、平成23年度市町村職員外国研修報告会で、環境

政策課の石崎辰也さんの報告を聞かせていただきました。私も24歳のときに国土調査の

海外のそちらの派遣のことで手を挙げて行こうとしました。そのときには羽田までしか

旅費が出ませんでした。それから比べると全く時代が変わったなというふうに思ってお
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ります。向こうに行ってきたのは、フランス・ルクセンブルク・ドイツ・スイス・イタ

リアであります。そのときに、ドイツに行って測量の技術的なもの、スイスに行って精

密機械の高度なそういうものを見まして、帰ってきてまだ24歳の若僧ですから、本当に

影響を受けました。

地方のたった１万何千人かの小さな町で何ができるかと考えました。できるのは技術

職でしたから、今で言う 終的にはＧＰＳの人工衛星からの基準点、それはきちっとや

ろうと、それだけはやろうというふうに思いました。

ですから、今、いろいろと研修、過去の研修内容について聞きましたけれども、私が

見ている限りそれは十分生かされていると思います。ですから、町長の考えていること

もよくわかりましたので、予算を削ることなく今の状態で増やせというのはちょっと心

苦しいのですが、絶対減らすことなく、有能な若い人材をできるだけ派遣させていただ

きたいという、これはお願いであります。

それともう一つ、報告会で一番興味があったのはニューツーリズムであります。その

ことのニューツーリズムというのは、いろいろな部分で広がってくると、広がりがある

ものだと感じました。本当に報告会で私は刺激を受けました。もうちょっと自分でいろ

いろなことを考えて、自分にできること、もうちょっと勉強して、実際に具体的に自分

でできないかということで、私なりに想像してみようと思いました。恐らく今後、その

ことについては私も一つ、二つのことはできると思います。それはきちっとやっていこ

うと思っています。

それともう一つです。今後の外国派遣研修ということでお答えいただいたのですが、

釧路市が大分、台湾とか中国のほうとか繋がっていろいろなことを考えております。厚

岸町もその予算がない中で、それは難しいとは思うのですが、何らかの形で釧路市あた

りと繋がって、それから職員なり独自でそういう気構えのある方がいらっしゃるのであ

れば、できるだけ応援してあげて、今後の10年間、10年先、20年先の投資であります。

ですから、できるだけ全額とは言わないですが、少しでも補助してあげたほうがこの町

、 、 、のために私はなると思うので 大変 何か財政がない中でのお願いになりますけれども

国内、外国問わず、できるだけそういう本当に意欲のある若い人が研修を受けたいとい

うことであれば、何とか絞り出せとは言いませんが、そういうような形で出してあげて

ほしいと思います。それは私のお願いであります。

ですから、今後の課題です。課題として東アジア、東南アジア、中国、台湾、韓国、

いろいろと繋がりがあって、その上で観光のみならず食の関係、そういうことで繋がり

がつくるのであれば 何とかそういう方向づけを繋げていけるかどうか その点 ちょっ、 、 、

とだけお答え願いたいと思います。

●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） これまで10年間にわたって外国の派遣研修を続けてまいりま

した。

それに対する評価もいただいたところでありますけれども、今現在、先ほども１回目

の町長の答弁で申し上げましたとおり、この市町村振興協会に参加することが、厚岸町
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にとって今のところは１番ベストではないかと、ここ 近はヨーロッパで行き先は定着

しているところでありますが、これは行った方々の安全等も含めての現在の振興協会の

考え方だろうというふうに考えております。

東アジア、東南アジア、いろいろと農協、漁協等ではそちらのほうに研修であるか、

視察であるのかわかりませんけれども行っているということもお聞きしております。こ

ちらのほうに派遣するとなると、なかなか町のすべての単費だけでは補えない部分もご

ざいますので、現在のところこの振興協会の４分の１の負担で厚岸町済みますので、こ

れに乗っかった形で外国派遣研修、職員を派遣していきたいというふうに考えていると

ころでございますので、ご理解をお願いしたいと思います。

●議長（音喜多議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 私のほうからは、釧路市が今このごろ中国、台湾等と

いろいろな動きがあると、そしてそういった動きについてのご質問がありましたので

ちょっとお答えをさせていただきますと、実は厚岸町も構成員になっております釧路地

域活性化協議会、これは釧路広域市町村圏事務組合、これは解散した後おおむね５年間

という期限の中で、観光と物産に特化したことを行うということで平成26年を一応めど

にしながら取り組んでおります。

そういった活性化協議会の中で、平成22年度におきまして中国上海のほうに出向いた

と これは物産もありますけれども 観光の部分で今後のことを考えると大きなターゲッ、 、

トになるということで20年度はおりました。本年度、23年度につきましては台湾のほう

に、これは震災を受けていろいろ日本に観光客の海外からの入り込みががくっと落ちた

中で、台湾の総統がいち早く日本のほうにお出でをいただいて、北海道については特に

大丈夫だよというメッセージを発してくれたということもあり、またさらにはタンチョ

、 、ウを縁にしながらということでの動きもあったようで 22年度は台湾のほうに出向いて

これは観光、それと物産と、これは両面にわたって活動をしてきております。

こういった中では、厚岸町も構成員になっているわけですから、こういった取り組み

の中には22年、23年と一緒に行動をともにさせていただきながら参加をしたわけでござ

います。

24年度以降につきましては、活性化協議会これから来年の事業の計画が煮詰まってく

るわけですから、どうなるということは申し上げられませんけれども、この協議会を通

じて厚岸町もこういった活動に積極的に取り組んでいきたいと、参加していきたいとい

うふうに考えてございます。

●議長（音喜多議員） ７番。

●金橋議員 今、いろいろお聞きして、これについてはこれから先の話になると思うので

す。ですから、できるだけ地域の釧路市とか、そういう部分との間での関係乗り遅れな

いように時代に合わせて、私もあと10年、15年したらここにはいないと思いますけれど

も、そのときに若い人たちがこの町をできるだけ広い視野に立った形でこの町を動かし
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ていけるようにお膳立てしてやれればいいなと思っております。この件については、派

遣のことについてはこれで私の質問は終わります。

●議長（音喜多議員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からお答えをさせていただきます。

今、金橋議員からご質問がございましたとおり、自らの経験を踏まえての質問もござ

。 、 、いました 私はやはり 職員の資質の向上は大事な行政サービスに繋がるものであると

そのように認識をさせていただいたおるわけでございます。

そういう中で、外国研修はもちろんでありますが、やはり研修というものがいかに大

事であるか、職員研修でございますが、しかしながら単独でできること、それからお話

ございましたとおり広域でできるもの等々があるわけであります。

私といたしましては、それぞれ重要性を増す研修であるという認識の中で、機会があ

れば町職員を積極的に参加をさせて質の向上に努めてまいりたいと、そのように考えて

おりますので、ご理解いただきたいと存じます。

●議長（音喜多議員） ７番。

●金橋議員 それでは次に、グリーン・ツーリズムとエコツーリズムということでお聞き

しましたので、グリーン・ツーリズムとエコツーリズムというふうになると、環境省の

エコツーリズムと農林水産省のグリーン・ツーリズムの関係ですけれども、どう考えて

もエコツーリズムというふうになるとガイドつき、それからいろいろな難しい、ハード

ルが高いというのですか、いろいろと学ばなければいけない。それと違ってグリーン・

ツーリズムというのは、もともとが私がちょっと本を読んだだけの知識ですけれども、

ヨーロッパのほうで結局は農家に泊まって、そしてストレス解消と、簡単に言うと、そ

ういう形のものだったようなのですけれども こういう形を進めていったほうがまずとっ、

かかりやすいのではないかと。それから進めて例えばフットバスとか、そういうものも

あります それは今回は別に質問はしませんけれども あとほかでＮＰＯ法人で グリー。 、 「

ンツーリズムとやま」という、これはちょっとインターネットの中であるのですけれど

も、そういうちょっと入りやすいところから入っていって、それからほかにも厚岸町に

はいろいろと環境に関しては厚岸町はたいしたものですから、そのほかにいろいろとエ

コツーリズムがあるのですけれども そうではなくてグリーン・ツーリズムをもうちょっ、

と進めていって、その上でエコツーリズムと連携をとるというか、そういう形で広げて

いったほうがいいのではないのかなというふうに思っています その点について ちょっ。 、

と面倒くさい質問ですけれどもお願いいたします。

●議長（音喜多議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） お答えをいたします。

今、言われたようにエコツーリズムとグリーン・ツーリズム、それぞれの定義を聞く



- 160 -

とグリーン・ツーリズムのほうがとっかかりやすいのではないのかなという感覚だと思

いますが、ただ一方ではこのグリーン・ツーリズムの主な活用というか、利用という部

分を考えると民泊という部分が今、農家さんのほうで事例を、他の市町村の事例を聞き

ますと農家さんに対する民泊をして農業体験をするというようなことが主に行われてい

るところでございます。

ただ、そうしたときに、グリーン・ツーリズムを行う課題というのもいろいろありま

す。農家の方々がわざわざ観光客というか、来られる方々を泊めるだけの整備がきちん

と家の中でしないといけないのか、あるいはそういうことをやることが農家の方々が求

めているのか、それと一番大きなところはそういった方々、ぽつんぽつんと来られると

きに需要と供給というか、取りまとめる、全体的な網羅するようなコーディネーターの

方が当然、必要になるのですけれども、そういったコーディネーターがいるのかという

ようなこともあります。

そういったいろいろな抱える課題というのはあるものですから、厚岸町のほうとしま

しては、まだこちらのほうには積極的に取り組んでいないという実情でございます。

ただ一方では、事例からいいますと平成18年以降なんですが、事例で釧路地区の酪農

対策協議会さんのほうで行っている事業というのが実際に事例としてあるのですけれど

も。これでは18年度以降、厚岸町のほうと釧路太田農協さんのほうで受け皿となって２

泊３日で横浜の市立南高校の生徒を受け入れるという事業も実際に行っております。

昨年度の状況をちょっとお聞きしますと、昨年も10月の４日から６日にかけて42名の

学生の方々が釧路太田農協の組合員の家庭のほうに民泊をする形で行っている事例も実

際にはあります。

こういった取り組み、かなり行っているわけですけれども、そういった事例を参考に

しながら厚岸町としてこのグリーン・ツーリズムをより発展させていくことが厚岸町で

いいのか。それと一方では、厚岸の場合は農家さんだけではなくて、漁家もあるわけで

ございますので、そういった漁家のほうも含めてどういった検討といいますか、グリー

ンツーリズムの導入に向けて整理が必要かというようなことも検討していきたいなとい

うふうに思っております。

●議長（音喜多議員） ７番。

●金橋議員 今のお答えで私の考えている部分でちょっと95点であります。今後ともよろし

くお願いします。

あとの５点はこっちのほうもっと勉強して、それからお互いのやりとりという形でい

きたいと思いますので、それについてはもう結構です。

後の質問にいたします。町政執行方針の中に中国や台湾といった東南アジアからの

観光客も震災前までの状況に回復しつつありという部分があります。また、観光旅行の

形態については団体旅行から小グループ、個人型へ、さらには観光客のニーズもアウト

ドアやエコツーリズムなどへ変化しておりますという部分があります。ですから、この

ことに書かれていますとおり、やはりもうちょっといろいろと地域の中では工夫してい

かなければだめな時代になってきていると思います。
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ですから、今まであった規制の１次産業のつくり上げてきたもののほかに、プラス付

加価値をつけて、何回も12月にも言いましたけれども、付加価値をつけて高く売るとい

う、ちょっとこんな言い方をするとあれなのですけれども。そういう形で地域で価値の

あるものは価値があるのだということで、はっきり言って都市部の旅行会社のそういう

言いなりじゃなくて、そこ独自の個性のあるきちっとしたものをつくり上げていかなけ

れば今後10年、20年はないと思います。ですから、そういう方面もプラスアルファーで

考えていったほうがいいんじゃないかなと思います。

それから、これが 後です。グリーン・ツーリズムを生かすにはということなんです

、 。 、が 今はＴＰＰの問題がいろいろとちまたではそういうことになっています ですから

厚岸町独自で雇用の創出、その他いろいろなものを生み出していくためにはほかに負け

ない、個性のある、何回も個性と言いますけれども、そういうものをつくり上げてもう

少しそれぞれが行政の方だけではなくて、町民も勉強していかなければだめだと思いま

す。

ですから そういうことを続けることで この町が底上げしてみんなが同じ意識になっ、 、

。 、 、て変わっていくと思います ですから 今恐らく想定外という言葉がありますけれども

想定外でよく変わればいい話で、ですから今までどおりのことをやってどんどん小さく

なるのではなくて、新しいことを行政も住民のほうも、あるいは私もＮＰＯにかかわっ

ていますけれども、ＮＰＯ、間の部分のそういう非営利、金をもうけないと、そういう

部分の間のもの全部が三者がうまく回っていくと、行政はもっと機能を発揮すると思っ

ております。ですから行政の皆さん、頑張ってください。

終わります。

●議長（音喜多議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 前半の部分で厚岸町の観光も執行方針の中に書いてある

とおりでございまして、それで近年取り組んでいるのは、ガイドの養成という部分に力を入

れようという方向に向かっております。

実は、そういった観光の志向というものもどんどん変わってきている、その中で厚岸町の

観光もきちんと発展していかなければならないという部分では、体験を従来のような景色が

いいと、食べ物だけがいいというだけではお客さんを引き込むことは、これは難しくなって

きているのではないのと。そうすると厚岸に来なければ体験できないこと、こういったこと

の魅力づくりというのがこれからの観光に必要だろうということで、厚岸町もいろいろな体

験メニューも考えながら取り組んできております。

それを今度進めていく上で、今度必要になってくるのはガイドの養成。厚岸町の魅力を感

、 。じた個人客だけが厚岸町に入ってくるというのであると どうしても数に限りがございます

そういった部分では、やはりエージェントの方をうまく利用するといいますか、活用する中

で厚岸町の中に引き込んでいかなければならない、そういったときに問題にされるのがガイ

ドの養成、危険、何かあったときの対応の問題、そういったことが課題として言われてきて

おります。

例えば、厚岸町にそれでは、ある一定のお客さんを持ってきたときに、どういったことで
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時間を費やすというプログラムの内容になりますと、厚岸町の持っているプログラムだけで

。 、は充足できないという部分も一方ではあります そういったことで３町という部分で釧路町

それと浜中町と一緒に連携しながら それぞれまた違ったメニューを持っています そういっ、 。

た体験メニューも付加させていただきながら、３町一緒になって首都圏、関西のほうにも出

向きながら、そういった活動を起こしているということでございます。

いろいろなご提言、今までもいただいているところでございますけれども、そういった活

、 、動を通じて一方では今年の６月なんですけれども 大阪の私立の高校でございますけれども

そちらのほうがぜひ厚岸町のほうに入ってきたいというお話もいただいております。そうし

たときに、厚岸町でどういった体験メニューで受け入れるのかというのが、これからその仲

立ちしていただいているエージェントを含めて検討ということになるのですけれども、こう

いった話が一つ一つ、一つでも多く出てくるような形で取り組んでいきたいなというふうに

思っておりますので、ぜひご理解をいただければと思います。

●議長（音喜多議員） ７番、いいですか。

（ はい」の声あり）「

●議長（音喜多議員） 以上で、７番、金橋議員の一般質問を終わります。

次に、10番、谷口議員の一般質問を行います。

10番、谷口議員。

●谷口議員 本定例会一般質問に当たりまして、通告しておりました２点について質問をして

まいります。

まず第１点は、東日本大震災から間もなく１年が経過しようとしておりますが、震災

被害を受けて厚岸町の防災対策と被災地支援放射能対策についてお伺いをいたします。

一つ目は、見直しが行われているハザードマップの配付時期はいつごろに予定されて

いるのか、地震、津波、防災対策アクションプログラムの具体的な内容についてご説明

をお願いいたします。

二つ目は、東日本大震災後に整備したもの、今後の整備計画がどのようなものが計画

されているかお尋ねをいたします。

三つ目は、被災地ではあの大震災で発生した災害廃棄物の処理が進まず、復興の大き

な足かせとなっており、その対策が急がれておりますが、被災地支援として災害廃棄物

の広域処理について要請があったのか、あったとするとどのように対応したのか、災害

廃棄物の広域処理については厚岸町はどのように考えておられるのか、問題点は何か、

もし受け入れた場合、安全の問題、特に放射能汚染と厚岸町の収納力と財政的な支援が

受けられるのかお伺いをいたします。

四つ目は、食品などの放射能汚染について、厚岸町は今までどのような対策をとって

きているのかお伺いをいたします。

大きな二つ目は生活弱者についてであります。

近、各地で孤立死など、痛ましい事件が起きているわけでありますが、このような
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ことを防ぐための対策が行われているのか、町内の高齢者のみ世帯、障がい者、病弱、

長期にわたる必要などの世帯の把握はできているのか、窓口の対応とその後の経過がわ

かる仕組みになっているかお尋ねをいたしまして、私の１回目の質問といたします。

以上であります。

●議長（音喜多議員） 町長。

●町長（若狹町長） 10番、谷口議員のご質問にお答えをいたします。

１点目の東日本大震災からまもなく１年が経過しようとしているが、防災対策と被災

地支援と放射能対策についてのうち、初めに見直しが行われているハザードマップの配

付時期は、いつごろを予定しているのかについてでありますが、津波浸水予測図などの

周知の時期について北海道へ聞いたところ、現在、知床岬北端から松前町白神岬までの

太平洋沿岸部を対象とした津波シミュレーション及び被害想定調査と並行して、津波浸

水予測図などの作成作業を進めているところであり、３月中にはこれらの作業が完了す

る予定で、来月には各市町村へ津波浸水予測図などを配付し、併せて説明会において周

知する予定であるとのことであります。

厚岸町としては、北海道から配付された後、この新たに作成される津波浸水予測図な

どを基に、速やかに厚岸町地域防災計画を修正するとともに、新たな厚岸町版ハザード

マップの作成に着手し、今年の秋頃までには町民の皆さんに配付したいと考えておりま

す。

なお、現時点では、この度の見直しにより被害想定や津波浸水域がこれまでの500年間

隔地震に比べ、どれだけ大きくなるかについては、これまでの間、北海道から一切の報

告がないため、ここでお知らせできないことをご了知いただきたいと存じます。

次に、地震・津波防災対策アクションプログラムの具体的な内容はどのようになって

いるのかについてでありますが、あらかじめ資料として配付している厚岸町地震・津波

防災対策アクションプログラムに沿って説明をいたします。まず、目次をごらんくださ

い。

このアクションプログラムは、本文を１に策定の背景、２に基本的な考え方、その次

にプログラム体系図、 後にプログラムの内容で構成いたしております。

１ページをごらんください。１のアクションプログラム策定の背景でありますが、(1)

は大規模地震発生のおそれとして、現状想定されている地震の中で 大の500年間隔地震

の災害規模や教授などが言う「いつ起きてもおかしくない状況にある」ことを記載して

おります。

(2)はアクションプログラムの必要性として、阪神・淡路大震災と東日本大震災を振り

返りながら、その教訓などを記載し、災害対策は、行政だけの対応には限界があり、自

助、共助、公助の役割分担と協働による取り組みが重要であること、さらには、このア

クションプログラムが地域防災計画を体系化、具体化したものであり、このプログラム

の内容を計画的に実施することで 地域防災計画の実効性がさらに高められることを謳っ、

ております。

２ページをお開きください。２のアクションプログラムの基本的な考え方であります
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が、(1)では500年間隔地震などの大地震に備え、自助、共助、公助が相互に連携して活

動する防災協働社会を構築することで、安全で安心な厚岸町の実現を目指すことを基本

理念としております。

(2)では500年間隔地震などで起きる大規模災害に対する死者、重傷者をできる限り

小限にくい止めることを減災目標としております。

(3)では、このアクションプログラムの目標を三つ掲げております。一つ目は大地震・

大津波に着実に備える予防対策の推進を、二つ目は災害時に迅速かつ適切に対応する応

急対策の推進を、三つ目は３ページになりますが、安全で安心した生活を再建する復旧

・復興対策の推進としております。

(4)では、施策の柱を定めておりまして、前述した三つの目標を達成するため、八つの

施策の柱を掲げております。

(5)では、推進体制の進行管理について記述しております。このプログラム、計画が全

、 、 、 、町的な取り組みであるため 各アクション つまり実施 行動する担当課を明らかにし

それぞれの取り組みを計画的かつ効率的に推進することとしております。さらに、この

アクションプログラムを定期的に管理して、確実な実施を促進することや地域防災計画

の大幅な改定があった場合で、このプログラムの見直しが必要な場合は、随時見直しを

行うこととしております。

４ページをお開きください。(6)では、事業区分と実施期間の説明であります。

続きまして、５ページでは、このアクションプログラムの体系図を示しております。

先ほど申し上げました三つの目標と八つの施策の柱のほか、この施策の柱をさらに具体

化した19項目からなる個別のアクションを記載しております。続く６ページから９ペー

ジまでは、このアクションプログラムの内容を記載しており、19項目の個別アクション

をさらに具体的に表した内容を明記し、対策、内容、担当課、区分、実施期間をそれぞ

れ示したものとしております。

次に、東日本大震災後に整備したもの、今後の整備計画は、どのようなものが計画さ

れているのかについてでありますが、まず東日本大震災後、これまでに職員の初動態勢

マニュアルの見直し整備、全国瞬時警報システムの導入、乾パンと飲料水、移動系の携

帯用防災行政無線機40台、衛星携帯電話２組、応急給水パック100個の購入、門静地区で

の耐震水道管の新設、尾幌地区での耐震水道管の更新、町と委託業者による災害時のご

み収集体制の整備を行いました。

また、本年２月には乾パンに代えて蒸しパンの缶詰と容器を小さくした飲料水を相当

数増量して購入したほか、避難者用テント18張り、役場庁舎に代わる災害対策本部設置

のための本部用テントとこれに附随する電動エアポンプ、発電機を購入し、コンキリエ

と厚岸中学校に配備しました。

今後の整備計画については、まず、来月北海道から周知される津波浸水予測図などに

基づく津波避難場所の見直しや、新たな津波ハザードマップの作成及び配付、津波避難

計画や避難勧告・指示マニュアル、避難所運営マニュアルなどを作成するほか、基本と

なる地域防災計画の見直し整備を行います。

、 、 、 、津波避難場所の整備では 備蓄倉庫とトイレの設置 暖房器具と灯油携行缶 テント

毛布、アルミ折り畳みマット、ポータブルラジオの購入、コンキリエに上がる２カ所の
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避難階段と松葉地区集会所裏山に上がる避難階段の設置と、コアぽんときらくを避難場

所とするための屋上等の整備、コアぽんときらくと苫多分館への太陽電池灯、避難場所

、 、標識の設置のほか 既存の避難場所標識への海抜の表示も行いたいと考えておりますし

、 、 。さらに 移動系の携帯用防災行政無線機を40台 衛星携帯電話を２組購入する予定です

また、上下水道における大震管の新設、更新整備、応急給水パックの購入、自主防災

組織の結成促進と活性化を図るための自主防災組織運営マニュアルの作成及び配付、災

害時要援護者対策では、要援護者支援台帳と要援護者マップの整備、災害時要援護者支

援プランの見直しに合わせた福祉避難所の設置を行ってまいります。

災害対策本部整備では、庁舎に代わって防災拠点施設とするコンキリエと厚岸中学校

に、総合行政情報ネットワーク拠点、インターネット接続環境、高速無線による通信イ

ンフラ、被災者支援システム、自家発電機、音声通話システム、津波監視用ＷＥＢカメ

ラ、保管庫、ソーラーパネル式蓄電システムを整備いたします。

町立病院においては、避難の判断やタイミング、誘導の方法などを検討したうえ、マ

ニュアルを整備するとともに、医療上の災害等医療対策マニュアルの見直しを行うこと

としております。

また、ＡＥＤが設置されていない、山の手地区集会所、太田地区公民館、苫多分館、

松葉地区集会所の各避難場所について、年度内の設置をめざしてまいります。

次に、被災地支援として東日本大震災で発生した災害廃棄物の広域処理について要請

があったのか。あったとするとどのように対応したのかについてでありますが、東日本

大震災による災害廃棄物の広域処理については、昨年４月８日付で環境省から北海道を

通じ、その受け入れ処理に関する調査がありました。さらには、11月18日付で北海道町

村会から、文書による受入れ協力依頼もありましたが、本町としては、ごみ焼却処理場

と一般廃棄物 終処理場の延命化が必須であり、ごみ分別の徹底について、町民の皆さ

んにご協力をいただき実施している現状にあるため、受入れはできない旨の回答をいた

しました。

次に、災害廃棄物の広域処理についてどのように考えておられるのか、問題点は何か

についてでありますが、被災地では、災害で発生した膨大な量のがれきなどの災害廃棄

物が復興の大きな足かせにもなっており、１日も早い処理が必要であり、被災県だけで

処理することはできない状況にあるとの認識を持っております。

問題点としては、東京電力福島第一原子力配電所の事故により放出された放射能によ

る受入廃棄物の汚染が懸念され、安全への確証が得られる状況になく、放射性物質に対

する住民の不安などが背景にあり、受入れが進まない要因となっております。

次に、もし受け入れた場合、安全の問題と厚岸の処理能力がどうなのか、また、財政

的な支援が受けられるのかについてでありますが、先に述べたとおり何よりも安全面の

不安を払拭できる状況にないことから、財政的支援もさることながら、現段階では受入

れる状況にはないと判断しておりますので、ご理解願います。

次に、食品などの放射能汚染について厚岸町は、どのような対策をとっているのかに

ついてでありますが、町では食材の放射能検査機器を購入しての検査について検討して

いたところ、独立行政法人国民生活センターから、検査機器の貸与についての募集があ

り、早速申し込みを行ったところであります。
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結果として 今回については対象となりませんでしたが 引き続き次の申し込みを行っ、 、

ているところであります。しかし、この貸与は現在、食品の出荷制限を受けている、１

、 。都16県の市町村が中心であり 貸与される見込みが少ないことがわかってまいりました

したがって、今後については食品の放射能対策を保育所などを含めた町全体の問題と

して捉え、放射能検査機器の購入を含め、関係各課で協議を進めてまいりたいと考えて

おります。

町立病院と心和園では、給食調理委託業者に対し食品の放射能汚染対策を確認してお

りますが、青果物をはじめ食品の検査は産地である各県が実施しており、暫定基準値を

、 、 、超える食品があれば 出荷停止となり流通や販売ができなくなることから 現段階では

扱っている食品は安全な食材であるという概念で流通を実施しているとの回答を業者か

ら得ております。

また、業者からは、食材メーカーなどの検査結果の情報収集を行いながら、常に流通

食材の安全確認を行っているとの報告を受けておりますので、今後も業者との連絡を密

に、情報交換に努めながら適切に対応してまいります。

なお、保育所の給食食材については、より安全で低廉な物を使用するよう厳選してお

りますが、食材納入にあたっては、産地表示を行うよう納入業者に協力を求めていると

ころであります。

また、学校給食センターの食材については、できるだけ道内産食材の使用を心がける

、 、とともに 使用食材の産地における放射能検査の状況や出荷制限の情報を点検しながら

食材の購入を行ってきております。

現在は、食材購入業者に至るまでの、流通ルートや検査状況を確認するとともに、北

海道教育委員会の放射能検査関係のホームページなどにおいて確認しているところであ

ります。

このように、基本的には現在の食品流通における安全基準に基づき調達しております

が、今後においても、食品放射能関係の情報収集に努め、給食の安全性の確保を図って

まいりますのでご理解願います。

続いて２点目の生活弱者対策についてのうち、初めに 近、各地で孤立死などいたま

しい事件が各地で起きているが、このようなことを防ぐための対策は行われているのか

についてでありますが、町では第２期厚岸町地域福祉計画において、人にやさしい福祉

の町づくりを基本目標として、施策の方向を地域生活を支えるしくみづくりとし、基本

施策を見守り支援の体制づくりとして、貧困やひきこもり、家庭内暴力、虐待、自殺な

ど新たな社会問題に対する取り組みを掲げているところであります。

支援を必要とする人をもれなくカバーする仕組みづくりが求められていることから、

民生委員児童委員や自治会を中心に行われている見守り活動を広げ、法的な福祉サービ

スでは対応できない地域の課題などに対応するとともに、日頃からの助け合いや支え合

いが地域で展開されるように、地域住民が支援者となる環境づくりを進めることとして

いるものでございます。

主な取り組みにつきましては、自分の責任で、自分が行うことの位置づけで、日ごろ

から隣近所とのつき合いを大切にする 認知症や障がい者の理解を深める 認知症サポー、 、

ターになる、周囲や地域が協力して行うことと位置付けた隣近所での安否確認のシステ
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ムづくり、生活支援員の推薦を増やし、活動を支援するなど、個人や周囲、地域あるい

は民間では解決できないことにつきましては、民生委員児童委員の研修を行う、関係機

関と連携し、安否確認に関する事業を推進する、見守り活動と連携し、また情報提供を

行い、支援を必要とする人が地域で孤立しないよう努める、認知症サポーター養成を継

続する、こころの健康づくりを普及啓発するなどの内容となっております。

昨年の８月には、厚岸町社会福祉協議会が中心となり厚岸町地域支え合いネットワー

ク会議が立ち上げられ、同社協で策定している地域福祉実践計画の 終年度を１年繰り

上げて策定された、平成24年度からスタートするあっけし地域福祉実践ぷらんにも、地

域福祉ネットワークづくりへの取り組みが盛り込まれ、行政が策定した計画との調和を

図る展開が行われることとなっております。

なお、厚岸町地域支え合いネットワーク会議は、社会福祉協議会、町、民生委員、警

察署、医療機関、消防署及び一部の自治会で構成し、具体的な取り組みを通して連携を

図るネットワークを形成しようとするもので、高齢者や障がい者などの日頃からの見守

り、災害時要援護者の把握と災害時の支援体制の整備、日常的に関わることができるサ

ロンなどの実施に取り組んでいるところでございます。

次に、町内の高齢者のみ世帯、障害者・病弱・長期の失業などの世帯の把握はできて

いるのかについてでありますが、高齢者のみ世帯は１月末現在で1,188世帯があり、その

うち実態を把握しているのは一人暮らしの高齢者が181人 高齢者のみ世帯で157人となっ、

ており、高齢者全体では740人の実態把握ができております。

また、障害者については、町が把握している情報の関係から、調査日は一定ではござ

いませんが、身体障害者手帳所持者数594人、療育手帳所持者数94人、精神障害者保健福

祉手帳所持者数39人、特定疾患医療費受給者証所持者数98人、合計825人となっておりま

す。

この人数については、高齢者の方々も含まれているものでありますが、実態を把握し

ているのは各種手帳の所持者のうち、療育手帳所持者86人、精神障害者保健福祉手帳所

持者37人となっており、身体障害者手帳所持者及び特定疾患医療費受給者証所持者の方

の実態把握については、進んでいる状況にはございません。

これまでの実態把握の方法については、面接や各種申請等における調査の時に行って

いるものでございます。なお、病弱及び長期の失業者数については、全世帯の調査が必

要であり、実態把握することは難しい状況にございますので、ご理解願います。

次に、窓口の対応とその後の経過が、わかる仕組みになっているのかについてであり

、 、 、ますが 町では生活弱者全般とはなりませんが 社会福祉制度に関することについては

保健福祉総合センターあみか21を相談窓口として、各分野において対応しているところ

であり、問題や課題の解決にあたっては、各課の協力を得て対応する体制にあり、社会

福祉協議会や民生委員、自治会などから寄せられた情報管理についても、保健福祉総合

センターあみか21で行っております。その後の経過については、継続的な生活状況の把

、 、握が必要となる場合などは 各種の法律に基づき民生委員児童委員への協力事項として

生活実態の確認や生活指導の協力を求め 各部門に報告をいただいているほか 介護サー、 、

ビス利用者の生活環境については、介護保険サービス事業者により定期的な実態把握が

行われているところでございますので、ご理解願います。
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以上でございます。

●議長（音喜多議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 きのうの室﨑議員の質問と重複するものですから、なるべく重ならないよう

に質問したいのですが、今回、補正予算で国の緊急防災減災事業を活用して四つの事業

を行っていくわけですよね。

それで、この４つの事業は厚岸町は、比較的早くから学校の耐震化等が進みましたか

ら、違う事業を厚岸が選択をしたということになると思いますけれども。今回、この避

、 、 、難階段だとか そういうものを４カ所整備するというふうにしていますけれども 今後

町長の行政執行方針にも言われていますけれども、新たな避難路というものも当然、き

ちんと整備をしなければならないのではないのかなというふうに考えるんです。それで

真栄、宮園のことが言われておりましたけれども、あともう一つつけ加えておきたいの

は、ちょうど今、友遊児童館のあるあたり、あのあたりの踏切近辺のあそこは結果的に

友遊児童館なんかは緊急避難する場合はどっちかに振らなければならない、あるいは住

の江までのほうに向かわなければならないというふうに考えるのですけれども、あのあ

たりにあやめ橋に非常階段みたいなものをくっつけることが可能なのかどうなのかお伺

いをしたいというふうに思います。

それから、昨日もお話がありましたけれども、なかなかこの自主防災組織というのは

難しい問題で、私も何回か議会で取り上げてまいりましたけれども、実際に一人ひとり

のやるほうはこうしたいというものは持っているのです、自治会なんかでも。私も自治

会の役員をやっている一人ですから、やりたいなということでいろいろするのですけれ

ども、住民の協力が何よりも大事なのですよね。ですから、いろいろなパターンを考え

ていくということを、その避難する時にどうするのかと、そして誰は誰と一緒に逃げよ

うかとか、そういうこともうちの自治会なんかでも話をしているのですけれども。そう

いうときに必ず自分の、もし私も逃げるとすれば、私の命も大事ですよね、人の命も大

事だけれども、自分の身も守らなければならないというときに、相手が応えてくれない

と、やはりなかなか難しい問題があると思うのです。

そのあたり、やはり住民意識を向上させるという取り組みを一緒につくり上げていく

ようなことを進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考えますが、

そのあたりでもう一度、説明をお願いいたします。

●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） 後ほど、議会のほうからの資料要求もありましたので、今年

度の４事業の整備、あと避難階段等々については後ほど表で資料をお配りしたいという

ふうに考えております。

このたび、コンキリエに上がる階段、住の江地区集会所の前から上がれる階段と、そ

れとコンキリエの下にあるちょっとした空き地から直接コンキリエに上がる階段、この

。 、 、 、 、二つ それと 松葉地区集会所が若干低い ９メートル 10メートル弱なものですから
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裏山の若干上がれる階段を整備すること。それとあわせてコアぽんときらくの、これは

奔渡自治会から出ていた御供山に通ずる通路、階段ではございませんけれども、まずコ

アぽんときらくの屋上、この施設自体を避難場所とするために、今現状、２階の屋上か

ら上に上がる壁に張りついたような形のはしごみたいなものがあるのですけれども、そ

、 、 、うではなくて ２階の上の部分 これを避難場所とするための整備を行うということで

避難階段となっておりますけれども、コアぽんときらくの整備ということで、この４つ

を考えております。

町としては、一番、課題である道道から国道に上がれる跨線橋、一番ほしいものはこ

の跨線橋であります。これら跨線橋の整備につきましては今、北海道開発局釧路開発建

設部ともいろいろと協議をしながら、またその中に北海道も加わって協議を進めている

ところでございます。

、できる限り国の予算の中でということで要求をしているところでございますけれども

まだ、この辺はきちんとした形での話し合いは行われておりません。今、内々でＪＲの

、線路を渡った上で階段をあそこの丘陵に合わせた階段を整備していただける旨のお話が

まだ内々ではありますけれども、釧路開発建設部のほうから話が来ております。場所も

あらかじめこれから協議をすることになりますけれども、このＪＲを含めた打ち合わせ

も協議もこの後、近々、近日中に今ＪＲのほうに問い合わせしているところでございま

すけれども、何せＪＲも厚岸駅だけではなかなか決断、今、ＪＲのシステム自体が北海

道の本庁のほうまで行かなければ決定事項が見られない、釧路駅でもなかなか決定され

ないという部分があるものですから、今、釧路駅のほうからの打診を待っているところ

でございます。

そういう階段等のお話もございます。ただし、そのお話し合いの中で厚岸町はあくま

でも跨線橋の設置が必要なんだという要望をしているところでありまして、今回の階段

の整備だけではなくて、 終的にはその道道から国道に上がれる跨線橋のような階段、

ただ設計上、道道もかなり歩道が狭いということもございまして、北海道、釧路開発建

設部、この中で慎重に協議をしながら要望していきたいというふうに思っております。

友遊児童館の周辺の人はどのように避難できるのかということですけれども、あやめ

橋に階段を設けることができるかどうかについては、まだその協議はしておりません。

これは、あやめ橋に階段を設けることも、あやめ橋自体が道道になっておりますので、

この辺も含めて今後、この北海道とも協議を進めていきたいというふうに考えておりま

す。

私のほうから以上です。

●議長（音喜多議員） 町民課長補佐。

●町民課長補佐（石塚課長補佐） 自主防災組織のほうについて、私のほうから説明させて

いただきたいと思います。

自主防災組織の設立につきましては、昨年の９月からこれまでの間、まだ組織化され

ていない自治会について説明とお願いに回っているところでございますが、この説明に

回っている中で、組織化の必要性については震災のこともあり、皆さん理解はしていた
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だけるのですが、なかなか自治会単位だけで周りますと単一自治会では設立が難しいと

いう自治会や組織化をしたいのだが、具体的にはどのようにやっていけばいいのかとい

うご質問もあります。そのほかには、議員言われたとおり共通の認識を持つ、これはど

うしていけばうまくいくのかという悩みを持たれている自治会もやはりあるのは現状と

なっています。

今のところ予定しているのは、自主防災マニュアル、活動マニュアルの作成を今、急

いでいるところでございます。それを持ちまして組織化されているところ、されていな

いところ問わず まず何カ所かに分かれて大きめの説明会を開催させていただこうと思っ、

ております。その後、個別に各自主防災組織でマニュアル的なものをつくる場合に私ど

ものほうから出向いて個別に説明会のほうをさせていただきたいと考えている次第でご

ざいますので、ご理解をお願いしたいと思います。

●議長（音喜多議員） 10番。

●谷口議員 自主防災組織についは、やはり私は説明より聞くほうが、まず大事なことで

はないのかなというふうに思うのです。みんながどう思っているのか、それがそこから

、 、 、始まっていかないと 上から説明に来られるのでは 合った内容であればいいけれども

そうでないと、なかなか地域の人は納得していただけないのではないのかなというふう

に思いますけれども、それについて簡単に答弁お願いします。

時間ありませんので、次に移らせていただきますけれども、がれきの問題なんですけ

れども、ここに来て盛んに政府、あいるは北海道知事も含めて動きが出てきています。

ただ問題は、ここ何日かの新聞、共同通信社が調べた調査でも東北の各県の放射線レベ

ルが下がらないということで、上がってしまったりしているのです。

そういう点でやはり、今、大変、国は様々なことを、全額国が負担するとか、それか

ら北海道もいよいよ動き出すというようなことが昨日、今日の新聞で報道されているの

ですけれども、広域処理をすることはいいことだと思うのですけれども、ただ問題は放

射能の問題については、やはりきちんとしていただかなければ困るというふうに思うの

です。

それで、今回、町長のがれき処理について厚岸町の、要するに今回の答弁を見てみま

すと、処理するしないより、まず安全の問題が先だというようなことになっているので

はないのかなというふうに思うのです。それではやはり、私は例えば厚岸町の重要な産

業でありますカキの稚貝は向こうから持ってくるわけですよね。ところが、がれきは安

全な物でもだめだという表現を使ってしまうと、私はちょっと変な状況になる心配はな

いのかなというふうに思うのです。

安全なものであれば処理能力があったり、あるいはそれらに対応できる手だてがきち

んととっていただけるのであれば、一定量は処理の範囲内で受け入れることを、やはり

やるべきではないのかなと、今、物すごい不安ですからだめなものはだめなのです、そ

れについてきちんとしなければならないというふうに思うのですけれども、そのあたり

はどういうふうに考えているのかちょっとお伺いしたいと思います。
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●議長（音喜多議員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からお答えさせていただきます。

まず、自主防災組織なんですけれども、私はぜひつくっていただきたい、そのように

考えております。やはり支え合う、助け合う、特に東北地域におきましても声かけで高

台に逃げるとか、その実績が命につながったというような例もありますので、本当に私

は先ほども申し上げましたけれども、自助、共助、公的、この共的という中に入るかと

思いますが、共に助け合い、やはり隣近所の人方が先ほども答弁で申し上げましたけれ

ども、やはりお互いに助け、そして支え合うという思想の中で、私は安全を確保してい

ただければと、私はそのように考えております。

そこで、それではどういうようなことが一番いいのかといいますと、きのうの室﨑議

員の中で答弁いたしましたけれども、まず500年間隔地震の中での論議がなされている段

階でございまして この３月に出る北海道のハザードマップと津波浸水予測図 これは500、 、

年間隔以上のものであろうと、そのように考えます。そういたしますと、そういう説明

もしていかなければならない、やはりそういう中でさらに自主防災組織の必要性と重要

性というものもお話をしなければならないだろうと、そのように考えておりますので、

ぜひ我々の行政の立場の相談、お話というよりも、できれば前もってつくっていただけ

ればなと、いざ、いつ起きるかわからない状況でありますので、我々も一生懸命やりま

すけれども、ぜひ自治会にさらにお願いを申し上げてまいりたいというように考えてお

ります。

それから、がれき処理の問題でございます。私どもは今、延命策を考えて、ごみと埋

め立てにおいても、それから焼却炉においても考えているわけでありますが、まず北海

道から具体的にどうするのか、また我々町村会におきましても、その対応についてはど

うするのかといういろいろな具体的な意見がまだ出ておりません。

そこで、厚岸町長としてお話いたします。私がキャパがあれば、やはり安全第一で受

け入れをしたいという気持ちはあるのです。あるんですけれども、一方、それじゃあ具

体的にどうしたらいいのだというところまでいっていませんので、この北海道からの、

また町村会からのお話の段階では、まずはその 終処理場等の延命策等を考えれば受け

入れる余地がないというようにお答えしておりますけれども、しかしながらあのような

姿を見るとやはりこれは各自治体に言いたいのです私は 私はただそういう気持ちを持っ。

ているということをお話をさせていただきたい。具体的にそれでは受け入れはどうする

んだ、こうするんだという問題については、また別の段階になりますが、私の心情だけ

をお話をさせていただきました。

●議長（音喜多議員） 10番。あと９分。

●谷口議員 わかりました。

それで、今度、食品の放射能問題なんですが、厚岸町が国民生活センターに募集した

というので、北海道で８、９の自治体がそれぞれ要請して全部だめだったみたいですけ

れども 今後 厚岸町は例えば機器を購入した場合にはどうするのかということをちょっ、 、
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と聞きたいのですが。

●議長（音喜多議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） 今、ただいまの厚岸町はということでの、できれば広い意味

での一般の町民の食卓まで及ぶ話もあるのですけれども、私の答弁は公共施設の給食施

設という観点からのご答弁させていただきたいと思いますけれども。まずその機械がど

れだけの処理能力があって、その給食作業に与える影響だとか、そういったものを検討

する必要が実はあると思います。

また、給食施設も１カ所ではございませんので、その機器が何台あればいいのか、ど

ういう体制でいくのかについても配置したときに検査場所の確保であるだとか そういっ、

たものもまだまだ実は検討できていない部分がありますので、町としてはその関係機関

集まった会議により、今後、検討をさせていただく準備でいるところでございます。

●議長（音喜多議員） 10番。

●谷口議員 後になりますけれども、昨日も質問されておりましたけれども、この孤立

死等の問題なんですけれども、言ってみればなかなか網にかからない人が現在、世の中

にはいるということですよね。そういう人たちをどうするのか、残念ながらいろいろな

事情があって必要な手だてを打つことができなかったということなんですけれども、厚

岸町生活保護事業者というのは北海道なんですか、厚岸町の場合は厚岸町なんですか、

どっちですか。

●議長（音喜多議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） 厚岸町は釧路総合振興局が担当で、北海道が保護の実施機関

となっております。

●議長（音喜多議員） 10番。

●谷口議員 福祉事務所がないところは、結果的に北海道がやっていますよね。それで、

厚岸はその前段の窓口ということになると思うのです。

、 、 、 、それで 生活保護だとか そういう相談がありますけれども 一番問題は相談と申請

住民は相談と申請がきちんと区別がつくかどうかということだと思うのです。

今回の問題は、相談には来たけれども申請はしなかったということなわけでしょう。

札幌市の白石区というのは、以前には生活保護を受けた人を結果的に切ってしまって餓

死してしまったお母さんがいるところなんです。そこでまた今回みたいな事件が起きた

のですけれども、やはり相談は受けるけれども申請を受け付けないというか、申請をで

きる仕組みをつくるということが非常に大事ではないのかなというふうに考えますけれ

ども、そこについてはどういうふうに考えているかお伺いをいたします。
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●議長（音喜多議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） 私どもといたしましては、生活保護の相談にかかわらず、さ

まざまな相談の内容に応じて、その生活状況に及ぼす影響がないのかどうも含めて相談

を承っております。

そういった観点から、民生委員との連携の中でもそういうことに配慮しながら進めて

おりますので、ご理解いただきたいと思います。

●議長（音喜多議員） 10番。

●谷口議員 相談、それから申請、それから申請した後どうなるか、それから申請しても

だめな場合もありますよね。だけれども、だめな場合でも、やはりその人たちの追跡調

、 、査というか そういうものも非常に大事ではないのかなというふうに思いますけれども

それらについてどう対応しているかお伺いして終わります。

●議長（音喜多議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） 生活保護の関係について申し上げますと、相談者は二通りの

申請の方法が実はございます。

直接、ご自身で北海道に申請する方法と厚岸町の窓口である私ども「あみか」のほう

に来て申請していただく方法がございます。いずれの場合においても、私どもは民生委

員を介す、あるいは保健福祉課を介すという方法をとっております。通すというです。

そんなことで、万が一、保護決定にならなかった場合、それについては保護の実施者

から申請者にかかわる担当民生委員のほうに連絡をしていただきたいという旨が同時に

私どもに通知がまいります。それでもって保護の決定があった、あるいは保護が却下さ

れたと、そういった状況が逐次民生委員のほうに連絡をして、その後の生活状況の見守

り等についても民生委員さんにお願いしながら継続して把握に努めているところでござ

います。

●議長（音喜多議員） 以上で、10番、谷口議員の一般質問を終わります。

以上で、本定例会に通告ありました７名の一般質問を終わります。

●議長（音喜多議員） 日程第３、議案第25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25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。



- 174 -

厚岸町は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第３条の規定により、５人の教

育委員会委員を任命しておりますが、このうち渡辺優委員が本年３月31日をもって任期

満了となります。

つきましては、同法第４条第１項の規定により、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次の方を、その後任として新たに任命い

たしたく、議会の同意を求めるものであります。

住所、厚岸郡厚岸町宮園２丁目163番地。氏名、田辺正保。生年月日、昭和26年１月31

日。性別、男。職業、無職であります。

また、田辺氏の学歴、職歴については２ページに記載しておりますので、参考に供し

てください。

なお、任期は同法第５条第１項の規定により、平成28年３月31日までの４年間であり

ます。

以上、簡単な説明でありますが、ご同意賜りますようお願いいたします。

●議長（音喜多議員） これより、質疑を行います。

６番。

●掘議員 ただいま上程されました教育委員候補というのかな、この方の学歴、職歴といっ

た中では大変、申し分ない、私も同じ職場、同じ部署にはいませんでしたけれども、同

、 、じ職場として また議会の中でも何度もいろいろな議論などもさせていただいた中では

その人物、人柄というものは大変申し分ない方だというふうに理解しております。

しかし、教育委員会委員として今回同意するに当たって、この方が教育に対してどの

ような考えを持っているのか、これをやはり聞かないことにはなかなか同意というもの

になり得ないのかなと。

例えば、教育委員会の職務権限というのは本当にいろいろありますよね。行政側が予

算権あるだけで、それ以外のものというものはすべて教育委員会が持っているわけであ

ります。それは、教育に関しても町長といえどもああせい、こうせいというものには、

そういう意見を言った中で教育委員会にこういうふうにしなければだめだという、そう

いう拘束力とかも発揮できないと、それだけ町の行政機関とは別な行政機関としての位

置づけというものがあると思うのです。

今回、この３月31日付で辞められると言ったらいいのかな、渡辺さんは長らく教育委

員長というものも努めていました。というものを考えたときには、今回、この新しくな

る方もわずか５名しかいない中で、教育長というのは当然、教育公務員ですから、教育

委員長との兼務というものができない中では、この方も含めた４名の中から新たな教育

委員長というものを任命しなければならないと、そういうものも考えたときに、また昨

今のいろいろな教育的な課題とかもいろいろと勘案したときには、やはりこの方がどう

いう教育的な考え方を持っているのかと、やはりそれを知ることによって私方が同意す

る。

昨日の私の一般質問ではありませんけれども、教育委員会の議事録というものを公開

になって見たときに、その方の考え方というものがもし載っていたときに、いやいや私
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が普段、教育に関して思っていることとやはり違うとか、そういうものであればやはり

ではなぜ同意したんだと、そういうような話にもなるわけですから、そういった中では

この方の教育的な考え方というものをぜひともご提示願いたいと思うのですけれども、

どうでしょうか。

●議長（音喜多議員） 町長。

●町長（若狹町長） 大変、大事な人事案件でございますので、私からお答えをさせていた

だきたいと思います。

、 。 、当然 田辺氏につきましては内々のお願いをいたしておるところでございます 私は

教育委員といいますのは、みずから地域の教育行政運営について負う重要な責任を自覚

すること、それから２番目、教育行政の基本理念に即して教育行政全般の運営が行われ

るように特段の配慮をすること、私はそのようにお話をさせていただきました。

それに対しまして、田辺氏から町長から教育委員会委員就任の依頼をちょうだいいた

し、釧路管内校長会会長経験者である渡辺委員の後任であるだけに、私が努められるか

どうか私なりに不安もありますが、これまで40年余りの行政経験と特に行政委員会であ

る教育委員会での勤務経験を踏まえ大局的な立場に立って微力ながらも厚岸町の教育の

振興、さらには町政の推進にお役に立つことができるかと思い、お引き受けをいたした

い旨の考えをいただいているところでございます。

●議長（音喜多議員） ６番。

●掘議員 そうすると、町長のほうといたしましては、ただいまの田辺さんからのお考え

というものを聞いた中で、要するに教育委員会の委員として任命にする当たり、こと教

育に関してどうのこうのというものはなく、さっき言った大局的な見地の中ではやられ

ている限りは白紙委任のような、すべての権限というか、そういうものを委員の任命に

当たって与えるのかというような話で。

、 。ただ 私方議会が同意をするに当たってはそうはならないというふうに私は思います

例えば、よく大阪市の教育委員会の話でもないですけれども、例えば全国学力学習状況

調査、その結果を公表するとか、学校ごとに公表するとか、そういうものも判断という

のは教育委員会がするわけなんです。そういうものの考え方というものは、それはあま

くまでも一例であって、その全部が私と考え方が同じでなければ同意ができないという

ものでもないですけれども、それらの教育的な考え方、学校教育の教育委員会の職務権

限というのを読み出させていただくとたくさんあるので、特に学校の組織編成、教育課

程、学習指導、生徒指導及び職業指導とか、教科書その他の教材の取り扱いとか、また

学校給食に関することとか、青少年教育、女性教育とか公民館事業、その他社会教育と

か、スポーツに関することとか文化財の保護に関することとか、例を挙げればこの厚岸

町においても昨日の一般質問でもお二方の方が教育関係についての質問をされていまし

たけれども、そういう諸問題というものもたくさんある中で、何もわからない中での白

紙委任というのは、私はできないというふうに思っております。
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何らかの、学校教育に関してのこの方の所見、何かしら出版物か何かを出しているの

かで、例えばこの方が教育的なものに対しての考え方とかわかるものでもあればそれか

ら類推することもできるのかもしれませんけれども、この方に教育委員会事務吏員管理

課長としてされていたと。ただ、この方が教育委員会で働いていたときの教育委員会の

意見というのは、あくまでもそれは教育委員会側での考え方であって、この方の考えで

はないというふうに私は思っております。

といった中では、やはりそういうものも踏まえた中では、そういう考え方というもの

わかるものというものが私としてはほしいですし、また町長側から同意を求められると

きにあっても、やはり町長も行政側としてもやはりそういう考え方というものの確認を

された上で、やはり提案をしていただきたいなと思うのですけれども、再度の質問にも

なりますけれどもよろしくお願いいたします。

●議長（音喜多議員） 町長。

●町長（若狹町長） 掘議員もご承知のとおり、また私がご提案をさせていただきました人

事案件の中で私が提案いたしましたけれども、人格高潔、これはどの委員会でも必要な

のです。必ず人格高潔、今回は教育学術、文化について識見を有する方であります。

そこで、田辺氏については、今、私がお話しいたしましたとおり、２年半にわたる教

育委員会としての勤務経験がございます。私は教育に精通をしている、そういう認識を

持っておりますとと同時に、田辺氏からは学校評価、地域の特性を生かした教育実施な

、 、 、ど 今日の地方の教育行政に求められていることについては 十分に承知をしているし

また、厚岸町の人づくりに当たっての認識というものも自分なりに考えていると、町づ

くりは人づくりである、そういう信念を持って同意をいただいたならば、教育委員とし

ての微力ながらの力を発揮してまいりたいと、そういうことも言っておりますので、私

は責任を持ってご推挙いたし、議会に同意を求めたわけであります。

●議長（音喜多議員） いいですか。

ほかございませんか。

10番。

●谷口議員 人事案件の議事進行について、今までの慣例があったのではないのかなとい

うふうに思うのですけれども、それはどうしたのですか、今回。

●議長（音喜多議員） 過去にもこういうことがやっているそうです。

（ 谷口さんが今言っているのを私ども尻馬に乗って言うと、人事案件だから討論はできな「

いのだということをまず宣言しなければならないのではないのかな それをしていなかっ。

たというでしょう」と発言する者あり）

●議長（音喜多議員） 今、室崎さんが言われるのはこの後の話になります。
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ほかございませんか。

（な し）

●議長（音喜多議員） 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ので、厚岸町議会会議運用内規54にありますとおり、討

論を省略し、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。

（ 異議あり」の声あり）「

●議長（音喜多議員） 異議あり。

討論ありますか。

（な し）

●議長（音喜多議員） 異議がありますので、これより起立により採択を行います。

お諮りいたします。

本案に賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

●議長（音喜多議員） 出席議員12人、そのうち起立11人、起立多数であります。

よって、本案は、可決されました。

●議長（音喜多議員） 本会議を昼食のため、休憩いたします。

午後０時01分休憩

午後１時00分再開

●議長（音喜多議員） 本会議を再開いたします。

ここで、発言の訂正を行います。

議案第25号において、採決を行う際、私が採決を行いますと言うべきところ、採択と

言いました。採決を行いますというのが正しいので、発言の訂正を行います。

●議長（音喜多議員） 次に、日程第４、議案第26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。
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●総務課長（會田総務課長） ただいま上程いただきました、議案第26号 北海道市町村総

合事務組合規約の変更について、その提案理由と規約変更の内容についてご説明申し上

げます。

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 一部事務組合の規約を変更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おり、

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、本年４月から上砂川町が砂川地区広域消防組合に加入

することになり、これまで上砂川町で取り扱ってきた消防関係にかかわる共同処理する

事務を砂川地区広域消防組合で取り扱うことになることから、規約第３条の規定により

共同処理する事務及び団体を定める別表第２の一部を変更する必要が生じたことによる

ものでございます。

議案書３ページをごらん願います。

規約変更の内容であります。別表第２の１から７の項中 「、上砂川町」を削る変更で、

あります。なお、資料として新旧対照表を配付しておりますので、参考に供していただ

きたいと思います。

附則でございます。この規約の施行日であります。この規約は、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、北海道市町村総合事務組合を

組織する関係地方公共団体等のすべての議会で議決が得られた場合、当該事務組合にお

いて総務大臣の許可を受けるための事務手続きをすることになりますが、その許可を受

けた日からこの規約を施行することとするものでございます。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認を賜りますようお願いいたし

ます。

●議長（音喜多議員） これより質疑を行います。

（な し）

●議長（音喜多議員） 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（音喜多議員） 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。

（ 異議なし」の声あり）「
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●議長（音喜多議員） 日程第５、議案第27号 指定管理者の指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。

産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） ただいま上程いただきました議案第27号 指定管理者の指定に

ついて、その提案理由のご説明を申し上げます。

指定管理者制度につきましては、平成15年９月、地方自治法の一部を改正する法律が施

行され、公の施設管理は直営管理、または指定管理のいずれかを選択し管理することと

されたところであります。

厚岸町若齢牛育成センターの指定管理につきましては、この法律の施行を受け平成19

年３月の厚岸町議会第１回定例会において、厚岸町若齢牛育成センター条例を制定し、

以下、センター条例と称させていただきますが、指定管理者制度を導入したところであ

り、同定例会で指定管理者の指定議決を経て、釧路太田農業協同組合を指定管理者とし

て当該施設の管理運営を行ってまいりましたが この指定管理期間が本年３月31日をもっ、

て満了となるところであります。

引き続き、厚岸町若齢牛育成センターの指定管理は、センター条例第５条の規定に基

づき、指定管理者による管理運営を行うところであり、指定管理者の選定にあっては厚

岸町公の施設にかかる指定管理者の指定の手続き等に関する条例、以下、手続き条例と

、 、 。称させていただきますが 第２条の規定で原則 公募によることと規定されております

しかし、厚岸町若齢牛育成センターの設置目的は、町内酪農家における労働力の省略

化と安心して子牛を預けたいとの農家希望に対応し、良好な管理と低コストで後継牛を

確保することを目的とし、釧路太田農業協同組合が保育事業として運営している保育セ

、 、 、ンターと連携強化を図り 一貫した飼育管理により 良好な成育と経費低減を図るため

保育センターに隣接させて整備したもので、農業協同組合法に基づく法人である釧路太

田農業協同組合において、引き続き当該施設の管理運営を行うことによって、設置目的

を効果的かつ効率的に達成し、事業効果が期待できると判断したところであります。

つきましては、手続き条例第５条第１項第６号に規定する公共的団体への指定管理者

の候補者の選定を根拠として、公募によらない指定管理者の候補者と選定するため、同

条第２項の規定により、釧路太田農業協同組合に指定管理者指定申請書の提出を求め、

平成24年２月21日、手続き条例に定めるところの厚岸町公の施設にかかる指定管理者選

定委員会において審査され、指定管理者として適当との意見が提出されましたので、地

方自治法第244条の２第６項の規定により、指定管理者の指定について議会の議決を求め

るものであります。

議案書の記以下について読み上げます。

１、公の施設の名称、厚岸町若齢牛育成センター。

２、指定管理者の名称、厚岸町太田５の通り19番地１、釧路太田農業協同組合。

３、業務の範囲。

(1)厚岸町若齢牛育成センター条例第４条各号に掲げる事業に関すること。
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(2)施設及び設備の維持管理に関すること。

(3)その他町長が定める業務。

(4)指定の期間、平成24年４月１日から平成29年３月31日までとしております。

なお、管理業務の詳細につきましては、今議案の議決後、指定管理者基本協定を締結

することとなりますが、その協定書案を参考資料として配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。

以上をもちまして、議案第27号の説明を終わります。大変、雑駁な説明でございます

が、ご審議の上、ご承認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

●議長（音喜多議員） これより質疑を行います。

12番。

●室﨑議員 ちょっと確認のためのことなのですが、平成18年にできたのですね。そして、

そのときに太田農協さんにお願いして、指定管理者としてやっていただいて、今日に来

て、年限が満度になったのでというお話を今、聞きまして、そこまではわかりました。

それで、資料として出ております基本協定書なのですが、この６年間ですか、この協

定書を結んでやってきたわけですよね。それと、この中身については変わったところは

ありますか、ずっと同じですか。もちろん、何年から何年までというのは違うでしょう

けれども、それがあればその部分がこうだと、なぜかということを説明してください。

●議長（音喜多議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） 基本的に極端に変わったところはございません。

ただ、ほか去年も指定管理者の指定を４施設しております。それから、今回ももう１

件ございまして、それらと文言の関係を整理をさせていただいて、若干、言葉を変えた

り、それから必要ない部分は取ったりというようなことはしてございますけれども、基

本的な内容については変わっておりませんのでご理解いただきたいと思います。

●議長（音喜多議員） 12番。

●室﨑議員 基本的なことは変わっていなのですよ、若干変わりましたでは答弁にならな

いのですよ。具体的に、ここはこことここが変わった、ここは削ってこういう文書にし

た、それはなぜか、そういう話をやはりきちっとしていただかないと、質問した意味が

ないでしょう、こっちのほうが。お願いいたします。

●議長（音喜多議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） 大変申しわけありません。

前回のと変わっているところでございますけれども、第３条でございます。第３条に

つきましては 「公共性及び民間事業の趣旨の尊重」というふうにございますけれども、、
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文言を「公共性及び事業の趣旨の尊重」というふうにしております 「民間事業」という。

ところを削除しております。

それから、現行では第３条に２項がございまして、２項では「甲は管理業務が公共的

団体たる乙の事業として実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとす

る」という文言がございましたけれども、これについては３条の１項のほうと削除して

問題ないというふうに考えまして、それは削除させていただいております。

それから、第５条に現行では(2)として指定開始日について指定しておりまして 「指、

定期間の開始の日をいう」というふうに載せてございましたけれども、期間を定めてお

りますので、これは必要ないということで削除させていただきました。

それに伴いまして(3)(4)(5)(6)について、１個ずつ括弧を上げているということでご

ざいます。

それから、第６条の「管理物件等」というふうにしてございますけれども 「等」とい、

うものを削除しております。

それから、第７条につきましては、指定期間でございますので、これは変わってござ

いません。

それから、第10条につきましては 「管理業務の範囲または実施の条件の変更及びこれ、

に伴う指定管理費の変更等については」ということを精査いたしまして 「実施の条件の、

変更等について」というふうに変えてございます。

それから、第12条で「この協定 「年度協定 「仕様書 「事業計画書」というふうにご」 」 」

ざいますけれども、この中から「年度協定」というのを削除させていただきまして、こ

の後ろに年度事業計画というのがございますし、それからこの施設につきましては委託

料が発生しておりませんので、それらについて削除させていただいております。その２

項についても、それらに関連して削除している内容でございます。

それから、第14条でございますけれども、現行では「第３者に委託し」の後に 「また、

は請け負わせるときは事前に甲と協議するものとする」というふうにしてございますけ

れども、文言の整理でもって「第３者に委託し、または請け負わせることができる」と

いうふうに変えてございます。

それから、第15条の括弧の中ですけれども 「管理物件の変更、修繕、改造等」という、

ふうになっておりますけれども 「管理物件の更新、修繕及び」と「及び改造等」という、

ことで「及び」というのをつけ加えております。

それから、その15条の文言の中で「修繕、改造等」がというふうになっておりますけ

れども 「修繕及び改造等が」というふうに修正させていただいております。、

、 「 、 」 、それから 第２項で 管理物件の弁償 修繕 というふうになってございますれども

それも「弁償及び」というふうに変えております。

それから、３項で管理物件に必要な消耗品等というふうに「等 （以下、消耗品等とい」

う）というところを「消耗品」というふうに直させていただいております。限定させて

いただいております。

それから、第19条でございますけれども、第19条の３項で「乙は年度事業計画の原案

を当該計画書にかかる年度の前の年度の11月末日までに提出し、その内容について甲と

協議しなければならない」それから４項で「甲及び乙は年度事業計画書を変更しようと
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するときは、双方の協議において提出するものとする」ということで、これについては

精査によりまして削除させていただいております。事前にというようなことのものです

ので、必要ないということで削除させていただいております。

それから、第22条でございますけれども、これも文言の整理でもって「この協定仕様

書及び事業計画書に定める要件を満たしていない場合は」というふうに直させていただ

いております。ここでは、現行では「この協定、年度協定、仕様書、事業計画書、年度

事業計画書（以下、基本協定という）に定める水準を満たしていない場合は、法令もし

くは基本協定に違反している場合（軽微な違反の場合に限り 」というふうになってござ）

いましたけれども 「この協定、仕様書及び事業計画書に定める要件を満たしていない場、

合は」というふうに文言を整理させていただいております。

それから、23条では「利用料金等」というふうになってございますけれども、これは

「利用料金」と 「等」を削除させていただいております。、

それから、第26条「または発生するおそれがある場合」これについては字句の整理を

させていただいております。第26条のところで、第２項で現行では「または発生するお

それがある場合において」というところも、字句の整理で漢字を平仮名に直しているよ

うな字句の整理を行っております。

、「 」 、 「 」第30条では 育成センター というふうに使っておりますけれども それを センター

というふうに変えさせていただいております。

それから、第31条の管理物件等の扱いということで 「備品等の扱いについては」とい、

うふうに現行ではなってございますけれども、これを「管理物件及び備品等の取り扱い

については」というふうにして「管理物件」ということも入れさせていただいておりま

す。

それから、第32条では(1)のところで「これらに基づく規則、この協定または年度協定

に違反したとき」ということになってございますけれども、これにつきましては「年度

協定」というものを削除させていただいております。

以上でございます。

●議長（音喜多議員） いいですか （ 結構です」の声あり）。「

ほか、ございませんか。

（な し）

●議長（音喜多議員） 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（音喜多議員） 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（音喜多議員） 日程第６、議案第28号 指定管理者の指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。

町民課長補佐。

●町民課長補佐（石塚課長補佐） ただいま上程いただきました、議案第28号 指定管理者

の指定について、その提案理由と内容について説明させていただきます。

宮園鉄北地区集会所を指定管理者により管理させることにつきましては、先の厚岸町

議会第１回臨時会におきまして、厚岸町宮園鉄北地区集会所条例の制定に関する議案の

議決をもってご承認いただいたところでございます。

指定管理者候補の選定に当たりましては、厚岸町公の施設にかかる指定管理者の指定

の手続き等に関する条例、以下、手続き条例とさせていただきますが、この手続き条例

では原則、公募によることと規定されております。

しかし、当集会施設につきましては、建設構想当初から協働の町づくり事業の一つの

取り組みとして地区集会所としては２番目となる指定管理者制度で運営を念頭に置き、

老朽化から３月31日をもって供用廃止する宮園・白浜地区コミュニティーセンターに替

わる施設として、地元自治会が利用しやすい施設、さらには自治会においての利用しや

すい体制づくりを進めるとともに、管理運営費用を地元自治会が負担し、運営していく

内容で、これまで協議を行ってまいりました。

、 、よって このことから手続き条例第５条第１項第６号に規定する公共的団体において

地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより、施設の設置目的を効果的、か

つ効率的に達成し、事業効果が期待できると思慮されるときに該当するものとして、公

募によらず宮園鉄北地区自治会を指定管理者の候補者に選定することとし、手続き条例

第５条第２項の規定により、自治会に対し申請書の提出を求めたところでございます。

この申請書について、平成24年２月21日、手続き条例に定めるところの厚岸町公の施

設にかかる指定管理者選定委員会で審査され、指定管理者として適当との意見が出され

ましたので、地方自治法第244条の２第６項の規定により、指定管理者の指定について議

会の議決を求めるところでございます。

記以下について、読み上げて説明させていただきます。

１、公の施設の名称、宮園鉄北地区集会所。

２、指定管理者の名称、厚岸町宮園３丁目５番地、宮園鉄北自治会。

３、業務の範囲。

(1)厚岸町宮園鉄北地区集会所、第３条各号に掲げる事業に関すること。

(2)条例第７条の利用の許可に関すること。

(3)施設及び設備の維持管理に関すること。

(4)その他町長が定める業務と規定させていただきました。

４、指定の期間であります。

平成24年４月１日から、平成29年３月31日までの５年間であります。

なお、お手元に議案第28号参考資料として厚岸町宮園鉄北地区集会所指定管理者基本
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協定書案を配付させていただきましたので、ご参照願います。

以上、簡単な説明でありますが、提案理由と内容の説明とさせていただきます。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（音喜多議員） これより、質疑を行います。

12番。

●室﨑議員 待望の集会所ができて、しかも指定管理者として地元の自治会がそれを担う

という、非常にいい形で進んでいくというふうに考えています。

それで、前には山の手地区で一番 初にそういうのがありましたですよね。ただ、そ

のときも、それからその後にも議会で何回か話は出ていると思うのですけれども、一部

町民の中が誤解といったほうがいいと思うのですけれども、解釈があるのです。

それは、これから集会所、うちの自治会の地区、あるいはうちと隣と一緒にしたその

地区でもって建ててほしいのだとお願いするときは、こういうことがモデルになって、

その自治会で維持管理をしますからということを言わないと、なかなか集会所はこれか

らは建ててもらえない時代に入ったのだというふうに受け取っている向きもあるのです

よ。

ところがそうなりますと、例えば私の自治会なんかもそうなんですが、もう60代半ば

の人間が若手なのです。とてもそういうものを事務能力からいってもそれ以外の経費捻

出能力からいってもできないですよ、そういうところが結構多いのです。

そういう中で妙な常識が流れてしまうと、これ、町のほうの本来の意図が伝わらなく

なりますので、このあたりを明確にお答えいただきたいと思います。

●議長（音喜多議員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 集会施設をそれぞれの自治会等が中心になって自分のところに集

会所をつくってほしいという要望が上がってまいります。

住の江の山の手地区集会所、これを初めとして協働の町づくりということを進めてお

りますので、可能であれば、あくまでもその自治会で、可能であれば指定管理者として

担っていただきたいということはお願いをしておりますが、ただし、33町内に自治会が

ございます。これは、その大変、失礼な言い方になるかもしれませんが、その自治会の

体制といいますか、それには相当その差がありまして、そういう指定管理者としての対

応が難しいと、あるいはもっと素直に言いますとできないという自治会もあるというふ

うに認識をしております。

そういうところにつきましては、我々も何だかんだその指定管理者としてやってもら

わないと集会所は建てないというようなことは申し上げておりませんし、今後もそうい

う考え方で進めてまいりたいと、そのように考えています。

●議長（音喜多議員） 12番。
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●室﨑議員 安心いたしました。それで、くどいようですが、もし二つ申請があってどっ

ちかをとるというときには、このような指定管理者としての業務を担えるほうを優先す

るというようなこともありませんね、その点についてもお聞きしておきます。

●議長（音喜多議員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えをさせていただきます。

公の施設については、先ほども説明いたしましたけれども、公と直営と指定管理制度

が、これは地方自治法が改正されまして、そういう運営をしなければならないというこ

とでございまして、今の質問ですが、どっちを優先順位にするのかということであろう

と思いますけれども、当然、町政側からすれば老朽度とかいろいろな状況を見て、ただ

しできれば指定管理制度で運営できないのかとか、いろいろ相談します。しますけれど

も、絶対指定管理者のほうが優先だというようなわけではありませんので、その点はご

理解いただきたいと思います。

●議長（音喜多議員） ほか、ございませんか。

（な し）

●議長（音喜多議員） 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（音喜多議員） 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（音喜多議員） 日程第７、議案第29号 厚岸町事務分掌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（會田総務課長） ただいま上程いただきました、議案第29号 厚岸町事務分掌

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。

改正しようとする厚岸町事務分掌条例は、地方自治法第158条の規定に基づき、町長が

その権限に属する事務を分掌させるため、町長の直近、下位の内部組織、当町では課に

なりますが、その課の設置とその設置した課が分掌する事務について定めている条例で

あります。
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このたびの改正条例の内容は、介護保険に関する事務のうち、現在、税財政課に分掌

している介護保険料の賦課と徴収に関する事務を保健福祉課に移管しようとするもので

あります。

厚岸町における介護保険に関する事務は、平成12年４月１日から介護保険法並びに厚

岸町介護保険条例が施行されて以来、介護保険料の賦課徴収に関する事務については、

税担当課、現在の税財政課において介護保険被保険者の資格管理、介護保険給付、介護

保険事業計画、認定事務など、賦課徴収に関する以外の事務についていは保健福祉担当

課、現在の保健福祉課において行ってきております。

平成９年12月に介護保険法が公布され、平成12年４月１日から同法が施行されること

になった時点において、当時の税務課と福祉課が介護保険に関する事務の担当区分につ

いて協議を重ね、介護保険制度の創設開始に当たり、介護保険に関する被保険者の資格

管理、給付、事業計画の策定、要介護、要支援認定、介護認定審査会の運営などにかか

る事務量が想定できなかったため、当時から町税に加え国民健康保険税の賦課徴収を担

当していた税務課で介護保険料の賦課徴収を担当するほうが介護保険に関する事務を円

滑、効率的に執行、運用できるとして現在の担当区分としたものであります。

しかしながら、介護保険制度の浸透、成熟化が進むにつれ、給付、いわゆるサービス

と負担、いわゆる保険料の関係がより明確になり、給付事務と保険料の賦課徴収事務を

同じ課、係で行うほうが事務の効率性が増すこと、また窓口の一本化により町民サービ

スの向上が図られること、さらには周辺町村の介護保険事務の体制と各課係の業務の平

準化などを勘案して、この際、冒頭で申し上げたとおり介護保険料の賦課と徴収に関す

る事務を税財政課から保健福祉課へ移管し、介護保険に関するすべての事務を保健福祉

課で行うこととするものでございます。

議案書６ページをごらん願います。

条文の改正内容であります。

第２条、税財政課の事項中、第６号になりますが、町税（国民健康保険税及び介護保

険料を含む ）の賦課及び徴収に関する事項の規定から「及び介護保険料」を削る改正で。

あります。

なお、大変簡単な改正でありますが、資料として本条例の新旧対照表をお手元に配付

しておりますので、ご参照願います。

次に、附則であります。

この条例は、平成24年４月１日から施行することとしております。

なお、このたびの事務の移管に当たっては、町民の皆さんに混乱が生じないよう、広

報等で周知をするとともに、関係課の連携、協力のもと、スムーズな事務の移管に努め

てまいりたいと考えておりますし、この事務の移管によって介護保険料の滞納が増える

ことがないよう、 善を尽くしてまいります。

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（音喜多議員） これより、質疑を行います。

９番。
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●南谷議員 分掌は非常に条例の部分は簡素なんですね、変わる部分は。でも、よく理解

できない部分があるので二、三お尋ねをさせていただきます。

平たく言うと今まで税財政課で徴収関係もやっていたというのは「あみか」のほうで

この部分を徴収も行うということでよろしいでしょうか。

●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） そのとおりです。

●議長（音喜多議員） ９番。

●南谷議員 そうしますと、よその町村はそういうことでやられているということなんで

しょうけれども、私は業務的に非常に大きな異動ですよね、これは。人員も変わってく

るだろうから。税財政課はある程度、逆に言うと一つ仕事が抜けるわけですから 「あみ、

か」のほうは大変だと思うのですよね、徴収部分は。

先ほどの説明ですと、徴収率は変わらない、果たしてそうなんでしょうか。私もかつ

て組合で経験したことがあるのですけれども、組合の職員は誰が行っても組合の職員な

んですよ。滞納されている方、よりよい徴収をする場合に、本当に何でも何でも家庭の

事情なり いろいろな事情がある そうすると税財政課も徴収していく部分がある こっ、 、 、

ちもある、それぞれ次の日来たら怒りますよ。果たして本当に同じような徴収率でいく

のでしょうか、はなはだ疑問に思いますがいかがでしょうか。

●議長（音喜多議員） 町長。

●町長（若狹町長） まず、平成12年にこの介護保険制度が始まりました。このときの業務

分掌をどうするかということを部内の中で随分、議論をした経過があります。

当時はまだ、介護保険制度そのものの習熟度合いといいますか、制度の運用等に相当

な事務量を要するというふうに判断をしておりました。実際、何度もこの議会で説明を

申してまいりましたけれども、国からの情報というものが相当、膨大なものになった、

しかも制度がスタートする間際になってというような状況が随分続きました。そういう

ようなこともありまして、賦課及び徴収、この二つに関しては従来どおり、そういう業

務経験がある当時の財政課のほうに分担をしたという経過がございます。

ここにきて今、24年から第５期の介護保険計画がスタートするという状況になってお

ります。これまでの事務事業、やり方、それから町民の皆さんに対する対応、これらを

。 、 、総合的に勘案しました やはり 賦課徴収に関する事務というものをそれら以外の給付

資格管理等々の事務と切り離す、切り離したままにしておくことのほうが町民の皆さん

にとってわかりづらいというようなこともありますし、他町村の例も調べさせていただ

きました。という体制をいまだにとってみても、実は厚岸町だけでございまして、他町

村では業務を一体化しているということで運営をしてきているという状況もわかりまし
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た。

そこで、徴収率のことを随分心配されておられますが、これは今の体制、実は介護保

険係２名の体制で行ってきておりますけれども、この２名の体制で賦課徴収事務を業務

を増やしてやるということは、はなはだ事務量としては大変であるというふうに考えて

おりまして、その辺はこの４月の人事をもって一定の増員を考えております。

この分掌条例の改正に当たっては、これまで担当してきたところ、それからこれから

担当する課、いろいろ話し合いをしまして、こうすることが望ましいという判断に至り

まして、このたびの提案とさせていただいております。

●議長（音喜多議員） ９番。

●南谷議員 私はよその町村がどうだとか、こうだとかというのは余りこだわらないので

。 、 。 、す 商売をしていく上でも一番難しいのは代金回収なんですよ 後は 安くしたとか

物を売るための努力、極端な話をすると元金が入らなければ全部終わりです。それぐら

い、一番ビジネスで大事なことは、きちっと回収をするということなんです。

今、言われましたように、その限られたこれからの状況、社会の状況厳しい中で限ら

れた財源の中で優先順位みたいなものがあると思うのです。そういうことを考えると非

常に大変な生活の中でそれぞれきちっと自分の責任を果たしていく。そうしますとそれ

ぞれの課で分かれることによって密接な連携というものが、私はかなり重要になってく

るのではないのかなと。そういう業務のほうがむしろ効率が悪いのではないかと、これ

は私の考えですから、町としてきちっとやるということであれば、しっかり連携をとっ

、 、て今までの徴収率が下がらないように また町民にも不利益をこうむらないように一つ

しっかり頑張っていただきたいと思います。

●議長（音喜多議員） 町長。

●町長（若狹町長） ただいまご質問者の言われたとおりでございまして、そのことを肝に

銘じて業務の運営に当たってまいりたいと、そういう考えです。

●議長（音喜多議員） よろしいですか。

ほかございませんか。

（な し）

●議長（音喜多議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は、原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「
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●議長（音喜多議員） 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（音喜多議員） 日程第８、議案第30号 職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例及び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を改正する条例の一

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（會田総務課長） ただいま上程いただきました、議案第30号 職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例及び厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

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

内容についてご説明申し上げます。

このたびの条例は、昨年11月の第４回臨時会における議案第60号 職員の給与に関す

る条例等の一部を改正する条例の制定についてと、議案第61号 厚岸町企業職員の給与

の種類及び基準に関する条例等の一部を改正する条例の制定についての提案理由等の説

明において、あらかじめお伝えしておりました昨年の人事院勧告に使われていた高齢層

における官民の給与差を考慮しての給与構造改革に伴う経過措置額の段階的な廃止を行

うための改正であります。

なお、この条例の説明の中での給与構造改革に伴う経過措置とは、国家公務員の地域

、 、給の導入に準じて 平成19年４月１日に現行の給料表へ切り替えた際の経過措置として

切り替え日の前日の平成19年３月31日において受けていた給料月額を同年４月１日の執

行日において切り替え後の給料月額が下回ることとなる職員について、その下回ること

となる給料月額の差額を加えたものを給料として支給するという、いわゆる減給補償の

措置を言うのもであります。

ご承知のように、人事院は昨年も例年同様、勧告の基礎となる民間給料の実態調査を

実施し、国家公務員の給与と民間の給与を比較した結果、国家公務員給与における月例

給が民間給与を上回ったため、国家公務員でいう俸給表を引き下げ改定することとし、

また昨年も高齢層における官民の給与差を考慮して、給与構造改革に伴う経過措置額の

廃止などを行うこととして、昨年９月30日に国会及び内閣に対し国家公務員給与の改定

を勧告いたしました。

既に厚岸町では、この人事院勧告のうち、昨年12月１日から施行することとされてい

た給料月額の引き下げ、平成19年度における地域俸給表に準じた給料表の導入に伴う減

給補償の算定基礎額の引き下げ、さらには昨年４月から11月までの期間にかかる格差相

当分を年間給与で見て解消するための12月期の期末手当の額での減額調整について、昨

年11月の第４回臨時会に条例案を提出し、議会での議決を経て同日から実施をしている

ところでございます。

そして、このたびは冒頭で申し上げましたとおり、この人事院勧告のうち、本年４月

１日から施行することとされていた高齢層における官民の給与差を考慮しての給与構造

改革に伴う経過措置額の段階的な廃止にかかる改正を行うものであります。
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その改正要旨についてであります。

平成19年度における地域俸給表に準じた給料表の導入に伴う減給補償の額について、

一つ目としては本年４月１日以後、その減給保障の額からその半額を減額した額とする

こと、なおその半額の額が１万円を超える場合は激変緩和措置として、その額を１万円

とすること。

二つ目としては、平成25年４月１日から支給しないこととするものであります。つま

り、減給補償の額を２万2,000円とした場合、その半額は１万1,000円となり、２万2,000

円からその１万1,000円を減ずると支給される額は１万1,000円となりますが、その半額

の額を１万1,000円とはしないで１万円とし、２万2,000円からその１万円を減じ、支給

する額を１万2,000円とするものであります。

なお、本年４月１日におけるこの経過措置額、いわゆる減給保障の支給対象職員は69

人で、 低額が548円、 高額が２万5,173円であります。また、来年４月１日における

、 。支給対象職員は55人となりますが この55人には減給補償を支給しないことになります

また この給与改定の内容については 昨年11月14日に職員組合に対し申し入れを行っ、 、

た上、本年２月27日に合意する旨の回答を得ておりますので、ご理解願います。

議案書７ページをごらん願います。

なお、この条例は同じ目的意識のもとに二つの条例の改正を一つの条例で改正しよう

とするものであるため、二つの条で構成されております。

、 、第１条は 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正について規定し

第２条は厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の一

部改正について規定しておりますので、あらかじめご承知いただきたいと存じます。

まず、第１条、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正の内容につ

いてご説明いたします。

この条例は、平成19年厚岸町条例第10号で交付された職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例の附則を改正しようとするもので 附則の第10条を第11条 第９条を第10、 、

条、第８条を第９条としてそれぞれ１条ずつ繰り下げた上、第７条の次に第８条として

これまで説明いたしました給与構造改革に伴う経過措置額の段階的な廃止にかかる規定

を１条加えるものであります。

次に、第２条、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を改正する

条例の一部改正についてであります。

この条例は、平成19年厚岸町条例第11号で交付された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を改正する条例の附則を改正しようとするものですが、繰り

下げる附則の条番号と追加する附則の条番号が異なるほかは、第１条と改正内容が同様

でありますので、説明は省略させていただきます。

議案書８ページをごらん願います。

附則であります。この条例は、平成24年４月１日から施行することとしております。

以上が、議案第30号の内容でありますが、この給与改定による平成24年予算での影響

額は全会計において、約578万7,000円の減額になると試算しております。

また、減給補償を廃止する平成25年度では、平成24年度予算からさらに約315万円の減

額になると試算しているところでございます。
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以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認を賜りますようよろしくお願

いをいたします。

●議長（音喜多議員） これより、質疑を行います。

９番。

●南谷議員 ちょっと聞き取れなかった部分があるので確認をさせていただきたいなと思

います。

対象になる方が55名と伺ったのですけれども、それから315万、これは何年度分なんで

しょうか、24年の分なんでしょう、24年と24年で半分ですよね、25年で全額ということ

なんですけれども、ちょっと疑問に思ったのは天井を１枚にしますよといいますと、25

年でその差額の全部残りの部分というふうになっちゃうのかなというふうに、その辺は

どうなんだろう。ちょっと、その辺が聞き漏らしたものですから、その辺ちょっと確認

をさせていただきたいなと思います。

●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） まず、対象者の人数でありますけれども、24年度が69人でご

ざいます。平成25年４月１日では55人、要は減給補償ですから、給料というのは毎年、

４号俸、普通原則４号俸、55歳以上は２号俸になりますけれども、上がっていきます。

とすると、その分の19年の４月、３月31日現在の給料に上がってくる、だんだんと差が

縮まってきますので、その対象者の数も減っていくという計算になりまして、24年４月

１日、この４月１日では69人が対象と、来年度25年の１年たつと55人が対象ということ

になりまして、24年度の予算での影響額、要はどれだけ通常と差があるかということに

なると、578万7,000円の減額になると、約ですけれども。

さらに、そこから25年度では315万円が減額になるというふうに試算しているところで

あります。

●議長（音喜多議員） ９番。

●南谷議員 今まで、約90％くらいこの分が保障されていたのです。で、ここにきて２年で

いきなりがくんとくるのですね90％がなくなると。そうしますと、ここにおられる方は

皆さんこれに影響しない方が僕はそろっていると思っているのです。実際に影響を受け

ない方、この改正の部分がという判断をさせていただいているのですけれども、実際に

段階的にくれば50代の方が対象になる方が多いと思って私は判断しているのですけれど

も、あと10年たったら影響なく退職されるんだろうなと、こんな言い方は失礼なのです

が、そうするとこの影響度、55人の方々は残りおられる方は少なくても自分の将来設計

というものに大きな影響を及ぼしていると思うのです、私は。これは、年金にも影響が

あるのでしょうか、この辺もお尋ねをさせていただきたいと思います。

せっかく一生懸命働いて、将来設計に大きな影響を及ぼすわけでございますが、職員
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組合の皆さんは５月に了解をされたということなんですけれども、限られた人数の方が

涙を飲まなければならない状況に陥った、その辺の背景というものをもう少しお伺いを

させていただきます。

●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） 実際に、今この席に座っている方々の中にも対象者はおりま

す。

基本的に議員おっしゃられたとおり、50歳以上の皆様がほとんどの対象者ということ

になりまして、退職の要は年数が少ない方が額的には大きくなるという構造になってお

ります。

今回、組合のほうとの協議もさせていただきましたけれども、組合もかなり苦渋の選

。 、択だったことはおっしゃられております 今回の国家公務員の臨時特例法の中の附則で

地方公務員に対する地方公務員の給与については、地方公務員法及びこの法律の趣旨を

踏まえ、地方公共団体において自主的かつ適切に対応されるを期待いたしますという、

地方公務員法、地方自治法でいう技術的助言というものが今回、副大臣名をもって改め

て法律の附則で規定をされた以外に、各自治体のほうに来ております。

今回、平均で7.8％の国家公務員の給与が減じられております。これは、あくまでも東

日本大震災の復興費を捻出するためということになっております。それが、結果的には

本則の規定には地方公務員に対する給与のことはうたわれませんでしたけれども、附則

の中でうたわれたところでございまして、今後、情勢から、もしかすると地方公務員に

も、この国家公務員の今回の減額が及ぶ可能性もあるだろうと。特に地方交付税の給与

の減額部分というのがもしかすると国のほうから言ってくる可能性もあると、その上で

この人事院勧告で、これまで厚岸町は準拠をした形で給与条例の改正を行ってきていま

す。職員の給与の支給に関しては、人事院勧告に準拠した形で、国家公務員に準拠する

のではなくて、人事院勧告に準拠した形でやってきています。

この人事院勧告の準拠だけは少なくてもやっておかなければ、この後、国からの交付

税等での攻撃、また、いつ今回の特例法案に規定が設けられることになるかもわかりま

せん。そうした場合に、対抗でき得る手だてがこの人事院勧告に準拠することが一番の

、 。手だてではないかということもあって 組合のほうにもその旨をお伝えをいたしました

この保障給を支給されている職員にとっては、かなり大きな影響はあろうかと思いま

すけれども、その部分は組合のほうに納得をいただいて、組合員に納得をいただいて今

回、この条例案の提案ということになりますので、何分ご理解をいただきたいというふ

うに思います。

●議長（音喜多議員） ９番。

●南谷議員 今、国のほうの7.8％の話が出たのですけれども、これは新年度予算に関係の

ある部分なので詳しくは聞かないのですけれども、少なくても国がそういう中、流れの

中にあるというのも私なりに理解をしております。
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ですけれど、厚岸町は道内でもいち早く１割の削減をしてまいりました。厚岸町の将

来の財政にしっかり若狭町長、今さら10％、私もみずから実を切ってというお話をして

いただいてやってきた、今、国は今初めてその向こうで震災があって7.8ですよ、でも厚

岸は10％やってきたのですよ。

そういう実態にある中で、今回、やむを得ないというのですか、管内的にも恐らく同

じことで採択をされたのだろうと思うのですけれども、私が懸念するのは、一番懸念す

るのは職員の仕事の意欲のマイナスになるのではないのかなと、町長はリーダーシップ

を、教育長もリーダーシップをと、声高らかに言っているのですけれども、払うものを

払わなかったら詐欺ですよ。

やはり、馬だってニンジンをやらなかったら動かないですよ。働く者はやはりきちっ

と払わなければならない、そうした中で仕事の職員の意欲を削ぐようなことでどうなる

のかなと疑念に思うわけですが、しっかりと厚岸町のために私は働く者と働いていただ

いてく、払うものは払う、こういう国の流れ、でも厚岸町は10％削減するときは人事院

の勧告に関係なくやってきたわけです。大きな流れがあるものか、だからこれをやりま

すと、その辺のご見解について伺います。

●議長（音喜多議員） 町長。

●町長（若狹町長） この度の提案いたしております関係は、人事院勧告に伴う問題であり

ます。国の7.8は別な問題であります。

また、先ほど来から平成17年度から厚岸町が独自の10％をカットし、年々減少、減額

してまいりましたけれども、今、南谷議員が言うところに今、国会で問題になっており

ます附則の部分です。これは私は、南谷議員と同じ考えです。

なお、国よりか地方のほうが先にやっています。財政健全化を目指して進めているわ

けでございまして、そういう意味について今回の提案は人事院勧告に基づく提案である

ということてございますので、この点はご理解いただきたいと存じます。

ただし、国会議員の場合も人事院勧告に基づいて0.2％含めての7.8％減額であるとい

うことでございますので、国会としては人事院勧告も踏襲しているということに相成る

わわけであります。

●議長（音喜多議員） ほかございませんか。

（な し）

●議長（音喜多議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は、原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「
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●議長（音喜多議員） 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（音喜多議員） 日程第９、議案第31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。

税財政課長。

●税財政課長（小島課長） ただいま上程いただきました、議案第31号 町税条例の一部を

改正する条例の制定につきまして、その提案理由を申し上げます。

議案書31ページをお開きください。

まず、総体的なご説明でございますが、東日本大震災からの復興を図ることを目的と

して 東日本大震災復興基本法第２条に定める基本理念に基づき 平成23年度から平成27、 、

年度までの間において実施する施策のうち、全国的に、かつ緊急に地方公共団体が実施

する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民

税の均等割りの標準税率の引き上げを行う東日本大震災からの復興に関し、地方公共団

体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保にかかる地方税の臨時特例に関する

法律が平成23年11月30日に成立し、12月２日に公布し、同日施行されました。

また 退職所得の分離課税にかかる特例の廃止及び法人実行税率の引き下げと課税ベー、

スの拡大に伴う都道府県と市町村の増収減を町政するために、都道府県たばこ税の一部

を市町村たばこ税に移譲する。経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るため

の地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律が平成23年

11月30日に成立し、12月２日に公布され、原則として公布の日から施行されました。

さらに、雑損控除等にかかる災害関連支出の対象期間の延長を行う地方税法の改正に

伴う地方税法施行令の改正が平成23年12月14日に公布され、原則として公布の日から施

行されました。

以上、三つの法律の公布施行に伴い、町税条例の一部を改正する必要となったことか

ら、本定例会に町税条例の一部を改正する条例を提出するものでございます。

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31号 説明資料１、町

税条例の一部を改正する条例新旧対照表及び資料２、町税条例の一部を改正する条例の

概要により行います。

まず、新旧対照表１ページをごらんください。第82条は、たばこ税の税率を1,000本に

つき、現行の4,618円から5,262円する改正でありますが、北海道のたばこ税の一部が町

のたばこ税へ移譲する内容でございます。

附則第９条は、町民税の分離課税にかかる所得割の額の特例等として規定しておりま

した退職所得にかかる個人町民税の税額控除を廃止する改正であります。

附則第16条の２は、たばこ税の税率の特例として、旧三級品の紙巻きたばこの税率を

1,000本につき、現行の2,190円から2,495円とする改正でありますが、本則のたばこ税と

同様、北海道のたばこ税の一部を町のたばこ税へ移譲する内容でございます。

第22条は次ページにわたり、東日本大震災にかかる雑損控除額等の特例であります。
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地方税法の改正により、地方税法施行令において雑損控除損失計算における災害関連支

出にかかる対象期間が１年間から３年間に延長となったことから、同様に町税条例の改

正を行うものであります。

改正案に追加する第24条は、個人の町民税の税率の特例等であります。東日本大震災

からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保にか

かる地方税の臨時特例に関する法律において講じられた特例措置の追加として、平成26

年度から、平成35年度まで、個人の町民税の均等割りを500円加算した額とする改正であ

ります。

３ページは、各改正規定の施行期日及び経過措置につきましては、次の改正条例の概

要であわせてご説明いたします。

それでは、別紙資料２の改正条例の概要、その１をお開きください。

たばこ税の税率。たばこ税の税率の特例であります。

このたびの経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地

方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律により、法人税の実行税率が

引き下られ、都道府県及び市町村の法人住民税が減収となり、一方、課税ベースの拡大

により都道府県の法人事業税は増収となるため、都道府県のたばこ税の一部を市町村の

たばこ税に移譲する改正となり、町税条例の税率改正を行うものであります。

具体的には 現行の町たばこ税は 1,000本につき4,618円でありますが 改正後は5,262、 、 、

円、644円の増であります。また、旧三級品は1,000本につき2,190円でありますが、改正

後は2,495円と305円の増であります。

、 、 、下段に参考として 道税のたばこ税の税率改正では 町の増額分と同額が減額となり

この改正による都道府県と市町村のたばこ税額の総額は変更ないため、小売り価格への

影響額はないものとされております。

施行期日は平成25年４月１日とし、経過措置として平成25年４月１日前の課税は従前

の例によるものでございます。

なお、この改正による影響額は、平成23年度課税ベースでの試算では、法人町民税が

約450万円減となり、たばこ税は約1,470万円の増で、差し引き1,020万円の増でございま

す。

概要のその２をお開きください。町民税の分離課税にかかる所得割りの額の特例等で

。 、 、あります 現行は 退職所得にかかる個人町民税の10％が税額控除となっておりますが

これを廃止する内容でございます。

町民税は、前年の所得をもとに翌年度に課税され納税いたしますが、昭和42年の改正

により、退職所得だけを当該年度に分離課税され納税することとなったため、従前より

も１年早く納税することになり、税額相当にかかる運用益が失われることを理由に特例

が設けられました。

改正当時の金利水準は10年平均で年約６％の高金利でありましたが、近年はほぼゼロ

金利に近い状況であることから、この特例制度を存続させる理由に乏しいものとの判断

により、地方税法が改正されたことにより、町税条例を改正するものでございます。

例として、勤続年数25年で1,420万円の退職手当を受けた場合の計算例では、退職所得

控除額1,450万円を差し引いた残額の２分の１の135万円が課税標準額となり、現行では



- 196 -

税率６％をかけた８万1,000円の10％、8,100円を減じ、税額は７万2,900円であります。

改正案では、10％の税額控除がなくなり、８万1,000円が税額となります。

施行期日は平成25年１月１日とし、経過措置として平成24年12月31日以前に支払うべ

き退職手当等にかかる課税は従前の例によるものでございます。

なお、この意味は具体的には平成24年12月31日までに退職した場合に経過措置の対象

となるものでございます。

この改正による影響額は、平成23年度課税ベースでの試算では、約40万円の増でござ

います。

概要その３をお開きください。東日本大震災にかかる雑損控除の特例であります。雑

損控除の適用対象となる災害関連支出について、平成23年５月10日の町議会第３回臨時

会で可決されました現行条例では、災害のやんだ日から１年以内に支出した費用が対象

でありましたが、改正案では災害のやんだ日から３年以内に支出した費用を対象とし、

２年間延長する内容でございます。

この災害関連支出とは、現状回復費用、住宅や家財の取り壊しや除去費用などとされ

ております。厚岸町の場合、国税庁ではこの災害のやんだ日を津波警報が解除となった

平成23年３月12日としており、現行では平成24年３月12日までの災害関連支出が対象で

ありますが、改正案では平成26年３月12日までの支出が対象となるものでございます。

毎年度の所得税の確定申告の期限である３月15日の前日の３月14日までの関連支出が

対象可能であり、 終年が３月12日までの関連支出が対象となります。なお、この特例

損失金額は制度上、平成22年分申告にさかのぼって適用が可能であり、または５年後ま

での繰り越しも可能となってございます。

施行期日は公布の日とするものでございます。

概要のその４をお開きください。

個人の町民税の税率の特例等であります。東日本大震災からの復興に関し、地方公共

団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保にかかる地方税の臨時特例に関す

る法律により、現行の均等割り3,000円を3,500円とし、500円加算するのもであります。

期間は、平成26年度から平成35年度までの10年間であります。

参考として、道民税が現行1,000円を1,500円とし500円加算となり、町道民税では合わ

。 、 。せて1,000円の加算となるものであります 施行期日は 公布の日とするものであります

なお この改正による影響額は平成23年度課税ベースでの試算では １会計年度で約230、 、

万円の増でございます。

以上で、議案第31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（音喜多議員） これより、質疑を行います。

（な し）

●議長（音喜多議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。
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討論を省略し、本案は、原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（音喜多議員） 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（音喜多議員） 日程第10、議案第32号 厚岸町印鑑条例等の一部を改正する条例の

制定についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

町民課長補佐。

●町民課長補佐（石塚課長補佐） ただいま上程いただきました、議案第32号 厚岸町印鑑

条例等の一部を改正する条例の制定について、提案理由とその内容の説明を申し上げま

す。

初めに、このたびの改正要旨についてでございますが、出入国管理及び難民認定法及

び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例

法の一部を改正する法律と、住民基本台帳法の一部を改正する法律が平成21年７月15日

に公布され、平成24年７月９日から施行されることに伴い、外国人登録法が廃止され、

外国人に関する記録の取り扱いがこれまでの外国人登録原票によるものから、住民基本

台帳において外国人住民を取り扱うことに変更されることから、外国人登録法に関する

内容を規定している厚岸町印鑑条例、厚岸町手数料条例、厚岸町情報通信基盤施設の設

置及び管理に関する条例、厚岸町災害見舞金支給条例、厚岸町災害弔慰金の支給等に関

する条例、厚岸町長寿祝金条例について、所要の改正を行うものでございます。

また、この条例は、ただいま申し上げましたとおり、このたびの改正が六つの条例に

及ぶものであることから、６条で構成されております。なお、各条例の改正内容につい

ては、お手元に配付しています議案第32号 説明資料、厚岸町印鑑条例等の一部を改正

する条例新旧対照表により説明させていただきます。

第１条は、厚岸町印鑑条例の一部改正でございます。本条例は、印鑑登録及び証明に

ついて必要な事項を定めたものでありますが、外国人登録法が廃止され、外国人に関す

る記録の取り扱いがこれまでの外国人登録原票によるものから、住民基本台帳において

外国人住民を取り扱うことに変更されることに伴い、国で定めている印鑑登録証明事務

処理要綱要領についても、外国人住民に関する取り扱いについて、その一部が改正され

ることから、この通知を基本に定めている厚岸町印鑑条例についても同じく改正が必要

になったものでございます。

第２条第１項は、印鑑の登録を受けることができる者について、同項各号に列記して

おりますが、このうち第２号に規定されている外国人登録法に基づき、本町の外国人登

録原票に登録されている者につきましては、外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法

における外国人住民としての取り扱いとなり、印鑑の登録を受けることができる者は、

住民基本台帳に記載されている者のみとなるため、第２条第１項を印鑑の登録を受ける
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ことができる者は住民基本台帳法に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者と

するに改めるものでございます。

第３条は、登録印鑑の制限についての規定で、同条第２項各号では登録を受けること

ができない印鑑に該当する印鑑について列記しておりますが、外国人住民の通称につい

て、住民基本台帳に記録を行うことになったことに伴い、登録印鑑の制限に関する規定

について改正を行うもので、同項第１号を住民基本台帳または外国人登録原票に記録、

または登録されている氏名、氏、もしくは名、または氏名の一部を組み合わせたもので

、 、 、 、あらわされていないものを住民基本台帳に記録されている氏名 氏 名 もしくは通称

または氏名、もしくは通称の一部を組み合わせたものであらわしていないものに改める

もので、同項第２号は職業、資格その他氏名の次に 「または通称」を加える内容でござ、

います。

同条第３項には、同条第２項第１号及び同項第２号にある規定の例題として、非漢字

圏の外国人住民について、住民基本台帳に記録される片仮名表記に関する規定の追加を

行うもので、町長は前項第１号及び第２号の規定にかかわらず、外国人住民のうち、非

漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記、またはその

、 、一部を組み合わせたものであらわされている印鑑により 登録を受けようとする場合は

当該印鑑を登録することができるとするものでございます。

なお、非漢字圏の外国人とは、住民票に記載されている国籍、地域が中国、台湾、韓

国、朝鮮に該当する外国人以外のものとされております。

第６条第１項の規定は、印鑑登録原票に登録する事項について、各号に列記しておりま

すが、同項各号列記以外の部分について、現行の規定には印鑑登録原票を備えるとの規

定がなかったことから、この規定を追加し、文言の整理を行ったものでございます。

同項第２号につきましては、外国人住民の通称について、住民基本台帳に記録を行う

ことになったことに伴う改正で、氏名とあるのを氏名、外国人住民にかかる住民票に通

称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称に改めるものでございます。

また、改正前の第７号につきましては、第８号に号番号の繰り下げを行い、新たに第

６号の次に第７号として非漢字圏の外国人住民について、住民基本台帳に記録される片

仮名表記に関する規定の追加を行うもので、外国人住民のうち、非漢字圏の外国人住民

が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記またはその一部を組み合わせたも

のであらわされている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

とするものでございます。

第６条第２項につきましては、前項第１号から第６号に掲げる事項について、磁気デ

ィスクをもって調整することができる旨を規定しておりますが、前項の規定について改

正前の第７号を第８号とし、新たに第７号を追加したため、磁気ディスクをもって調整

することができる事項を前項第１号から第７号に改めるものでございます。

第10条につきましては、外国人登録法が廃止となり、住民基本台帳法に基づく取り扱

いに変更となることから、住民基本台帳法または外国人登録法を法に改めるものでござ

います。

第12条第１項は、印鑑登録の抹消に関する規定で、該当する事項を各号列記する規定

、 、 、となっておりますが 第５号については外国人住民にかかる規定に変更するもので 氏
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または名を変更したため、登録されている印鑑が第３条第２項第１号の規定に該当する

ことになったときを外国人住民にあっては法第30条の45の表の上段に掲げるものでなく

なったとき、日本の国籍を取得した場合を除くに改めるものでございます。

なお、参考までに法第30条の45の表の上段に掲げるものにつきましては、中長期在留

者、特別永住者、一時庇護許可者または仮滞在許可者、出生による経過滞在者、または

国籍喪失による経過滞在者と規定されてございます。

また、改正前の第６号につきましては、第７号に号番号の繰り下げを行い、第５号の

次に第６号として、非漢字圏の外国人住民について、住民基本台帳に記録される片仮名

表記に関する規定の追加を行うもので、氏名、氏、もしくは名、外国人住民にあっては

通称または氏名の片仮名表記を含むを変更したため、登録されている印鑑が第３条第２

項第１号の規定に該当することになったときとするものでございます。

第５条につきましては、印鑑登録証明書の交付についての規定で、印鑑登録証明書に

記載する事項について、各号に列記しておりますが、第１号につきましては外国人住民

の通称について住民基本台帳に記録を行うことになったことに伴う改正で、氏名とある

のを氏名、外国人住民にかかる住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及

び通称に改め、同項に非漢字圏の外国人住民について、住民基本台帳に記録されている

片仮名表記に関する規定の追加を行うもので、第５号として外国人住民のうち、非漢字

圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記またはその一部を

組み合わせたものであらわしている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名

の片仮名表記とするものでございます。

附則でございますが、外国人登録法の廃止及び住民基本台帳法の一部を改正する法律

の施行に伴い、外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取り扱いに関

する規定の追加を行うもので、見出しを外国人登録原票に登録されている者が受けた印

鑑の登録の取り扱いとし、第４項外国人登録法に基づき、本町の外国人登録原票に登録

されている者が受けた印鑑の登録の取り扱いは、次の各号によるものとする。

第１号、町長は住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行日の前述において、印鑑

の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができな

い者にかかる印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この

場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知す

るものとする。

第２号、改正法の施行日の前述において、印鑑の登録を受けている外国人であって、

施行日においてもなお、印鑑の登録を認めることができる者にかかる氏名等の登録事項

について、住民への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で当該事項に

ついて印鑑登録原票を修正するものとするとするものでございます。

以下、第２条の厚岸町手数料条例から第６条の厚岸町長寿祝金条例の一部改正につき

ましても、厚岸町印鑑条例と同様で、外国人登録法が廃止となり、外国人に関する記録

の取り扱いがこれまでの外国人登録原票によるものから、住民基本台帳において外国人

住民として取り扱うことに変更となることにより、その内容について改正が必要になる

ものでございます。

第２条は、厚岸町手数料条例の一部改正でございます。本条例は、厚岸町が特定の者
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のためにする事務にかかる手数料に関する条例で、このうち別表につきましては手数料

を徴収する事務及び金額を規定しており、外国人登録原票記載事項証明書の公布にかか

る手数料を削り、以降の法を繰り上げるもので、別表第１項戸籍及び住民基本台帳等に

関するもの中、(18)の項を削り、(19)の項を(18)の項とする内容の改正でございます。

第３条は、厚岸町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例の一部改正でござい

ます。本条例は、厚岸町情報通信基盤施設の設置に関する条例で、このうち第６条第１

号につきましては、厚岸情報ネットワークを利用することができるもののうち、個人に

ついて規定しておりますが、この規定を住民基本台帳法に基づき、本町の住民基本台帳

に記録されているもの、または町内に居住用の家屋を要する者に改めるものでございま

す。

第４条は、厚岸町災害見舞金支給条例の一部改正でございます。本条例は、災害によ

り被害を受けた者に対し、応急援護として災害見舞金を支給することに関する条例で、

このうち第２条第３号につきましては、この条例における被害者の定義について規定し

ておりますが、この規定を被害者とは災害により被害を受けたもので、現に本町に居住

し、住民基本台帳法に基づき、本町の住民基本台帳に記録されているものをいうに改め

るものでございます。

第５条は、厚岸町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正でございます。この条

例は、自然災害により死亡した町民の遺族に対する災害弔慰金の支給、著しい障害を受

けた町民に対する災害障害見舞金の支給及び被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援

護資金の貸付に関する条例で、このうち第２条第２号は、この条例における町民の定義

について規定しておりますが、この規定を町民、災害により被害を受けた当時、現に本

町に居住し、住民基本台帳法に基づき本町の住民基本台帳に記録されているものをいう

に改めるものでございます。

第６条は、厚岸町長寿祝金条例の一部改正でございます。この条例は、長寿祝金の贈

呈に関する条例で、このうち第２条は対象者について規定しておりますが、この規定中

により住民票に記載されている者、または外国人登録法により外国人登録原票に登録さ

れている者に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者に改めるものでございま

す。

なお、ただいま説明いたしました本条例の第３条から第６条の条例改正については、

文言の改正によりこれまでの対象者が変わるものではなく、このたびの改正にあわせ統

一した文言に整理したものですので、ご理解願います。

続きまして、議案書14ページにお戻りください。

附則でありますが、本条例は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基

づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律及

び住民基本台帳法の一部を改正する法律が平成24年７月９日に施行されることに伴う改

正を行うものでありますので、この施行日にあわせ平成24年７月９日とするものでござ

います。

以上、簡単な説明ではございますが、提案理由と改正内容の説明とさせていただきま

す。ご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。



- 201 -

●議長（音喜多議員） これより質疑を行います。

６番。

●掘議員 厚岸町印鑑条例等の一部を改正する条例の制定について、内容についてはわか

ります。

ただ 今回の改正の要旨というのは その外国人登録法が廃止になることに伴うといっ、 、

たときに、今回、条例だけではなくて実は町内のいろいろな規則とか、要綱とかの中に

ある外国人登録法とか、外国人登録原票とかというよう規定がされている規則等も多々

あると思うのです。

そういった中で、大事な結構、個人情報保護条例の施行規則とか、在宅要介護者、介

護用品給付事業実施規則とか、厚岸町出産祝金支給規則とか、そういうようないろいろ

な規則の中にも今回の法改正によって改正しなければならない規則というのが多々ある

と思うのです。

これらの改正というものについて、どのような時期にどういうふうにやられるのか、

またどれだけの数があるのかと、私が今言ったのはあくまでも一例ですから、どれだけ

の数があるのかというものを教えていただければと思うのですけれども。

●議長（音喜多議員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 実は、厚岸町の例規類集の中に条例を含めて24本の関係する例規

がございます。これらについては、このたび上げた条例の施行日に間に合うように所要

の改正を図りたいというふうに考えてございます。

●議長（音喜多議員） ６番。

●掘議員 わかりました。漏れがないように、後から改正し忘れがあったとか、そういう

ものがないように十分精査しながら進めていただきたいなというふうに思います。

以上です。

●議長（音喜多議員） ほかございませんか。

（な し）

●議長（音喜多議員） 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（音喜多議員） 異議なしと認めます。
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よって、本案は、原案のとおり決しました。

●議長（音喜多議員） 日程第11、議案第33号 厚岸町重度心身障害者及びひとり親家庭等

医療費の助成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。

町民課長補佐。

●町民課長補佐（石塚課長補佐） ただいま上程いただきました、議案第33号 厚岸町重度

心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定

について、提案理由とその内容の説明を申し上げます。

議案書15ページになりますが、厚岸町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助

成に関する条例の一部を改正する条例であります。

本状例は、北海道医療給付事業の補助を受け、重度心身障害者及びひとり親家庭等そ

れぞれの該当者に対し医療費の助成をする内容のものであります。

このたび、障害者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、障がい保健福祉施策

を見直すまでの間において、障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関

する法律が平成22年12月10日に法律第71号として公布され、その一部を除き平成24年４

月１日から施行されることとなりました。

この法律におきまして、児童福祉法の一部改正がなされ、同法第７条第１項には、こ

の法律における児童福祉施設について規定していますが、この規定中の児童福祉施設14

施設のうち、知的障害児施設、盲聾唖児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障がい児

施設の４施設については、障害児入所施設に一元化、また知的障害児通園施設について

は、児童発達支援センターに文言の変更がなされるところであり、これにより厚岸町重

度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例におきましても、引用して

いる規定について、文言の変更を行う必要が生じたことから、本条例の一部改正を行う

ものであります。

改正内容につきましては、お手元に配付させていただいております別紙、説明資料、

厚岸町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正する

条例新旧対照表で説明させていただきます。

第３条は、助成の対象を規定していますが、本条各号には助成の対象外を列記してお

ります。このうち、第２号について 「知的障害児通園施設に通所している者を除く」を、

削る内容であります。

続きまして、議案書にお戻りください。附則でありますが、本条例は、障害者制度改

革推進本部等における検討を踏まえて、障害保健福祉施策を見直すまでの間において、

障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の中で、先ほど説明

させていただいた部分にかかる児童福祉法の一部改正の施行日が、平成24年４月１日で

あることから、この施行日にあわせ平成24年４月１日から施行するものとするものでご

ざいます。

、 、 。以上 簡単な説明でございますが 提案理由と改正内容の説明とさせていただきます

ご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。
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●議長（音喜多議員） これより、質疑を行います。

（な し）

●議長（音喜多議員） 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（音喜多議員） 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（音喜多議員） 日程第12、議案第34号 厚岸町がん予防保健事業条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） ただいま上程いただきました、議案第34号 厚岸町がん予防

保健事業条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由及び内容についてご説明

申し上げます。

子宮がん及び乳がんの検診に要する費用について、町では平成21年度から平成23年度

において、国の補助事業を活用して、節目年齢の方を対象に徴収しないこととさせてい

ただきましたが、国では平成24年度においてもこの検診に要する費用を無料とする補助

事業の継続を決定したところです。

町においては、この事業を活用して無料化したことにより、２年平均での受診率が子

宮がん検診では８％台から12％台へ、乳がん検診では９％台から14％台へ上昇しており

ますが、国の目標である50％には到達している状況にはございませんことから、平成24

年度についてもこの事業を継続し、がん検診の受診促進を図るとともに、がんの早期発

見と正しい健康意識の普及啓発を目的として、節目年齢の方の子宮がん及び乳がん検診

に要する費用につきましては、徴収しないこととするものです。

子宮がん検診については、20歳以上の方に乳がん検診については40歳以上の方を対象

に検診を実施しています。現行条例本則では、子宮がん検診については1,500円、乳がん

検診については50歳未満1,900円、50歳以上1,600円とし、検診に要する費用の一部を徴

収することが規定されています。

改正する内容は受診される節目年齢の方 具体的には子宮がんについては20歳 25歳 30、 、 、

歳、35歳、40歳の方、乳がんについては40歳、45歳、50歳、55歳、60歳の方々、それぞ

れ５年の節目となる年を期して受診を促すため、平成21年度から平成23年度に限り費用

の徴収を行わないこととしていた内容を平成24年度においても適用する整備を図ろうと
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するものであります。

また、働き盛りの世代が無料で検診を受けることができる検診体制を整備するため、

国の補助事業への追加がなされた大腸がんの検診に要する費用につきましても、平成24

年度につきましては徴収しないこととしようとするものです。

大腸がん検診については、40歳以上の男性及び女性を対象に検診を実施しています。

現行条例本則では700円とし、検診に要する費用の一部を徴収することが規定されていま

す 改正する内容は 受診される節目年齢の方 具体的には40歳 45歳 50歳 55歳 60。 、 、 、 、 、 、

歳の方々、それぞれ５年の節目となる年を期して受診を促すため、平成24年度において

は費用の徴収を行わないこととするため、本案を提出するものであります。

お手元に配付の厚岸町がん予防保健事業条例の一部を改正する条例新旧対照表をごら

ん願います。新旧対照表によりまして、ご説明申し上げます。

附則、第２項は子宮がん検診と乳がん検診については、節目年齢の方の費用の徴収は

行わないとする年齢の規定でございますが、平成23年度までを平成24年度までに改める

ものでございます。

附則第３項は、新たに追加する内容で、平成24年度に大腸がん検診については、節目

年齢の方の費用の徴収は行わないとする規定でございます。恐れ入りますが、議案書16

ページにお戻りください。附則でございます。この条例は、平成24年４月１日から施行

するものであります。

なお、節目年齢の方々には個々に検診の受診勧奨を行ってまいりますが、対象者は子

宮がん 乳がん両方の検診の対象となる40歳の方 57名を含め子宮がん検診の対象者は274、 、

名、乳がん検診の対象者は374名、大腸がん検診の対象者は710名でございます。

以上、大変簡単な説明ではありますが、ご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしく

お願いいたします。

●議長（音喜多議員） これより、質疑を行います。

ございませんか。

（な し）

●議長（音喜多議員） 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（音喜多議員） 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（音喜多議員） 日程第13、議案第35号 厚岸町介護保険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。
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職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） ただいま上程いただきました、議案第35号 厚岸町介護保険

条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由及び内容についてご説明申し上げ

ます。

介護保険制度における第１号被保険者の保険料は、介護保険法の規定によりまして、

３年を１期とする介護保険事業にかかる保険給付の円滑な実施のため、市町村介護保険

事業計画を定め、計画期間における保険給付等に充てる保険料の算定を行うこととなっ

ております。

今回の条例改正は、計画期間を平成24年度から平成26年度とする第５期厚岸町介護保

険事業計画の策定に伴い、計画期間内における介護サービス等の量及び給付費等につい

て推計を行い、介護保険財政を保つことができるよう、保険料の算定を行った結果、厚

岸町介護保険条例第２条第１項に定める第１号被保険者の介護保険料について、変更を

行う必要が生じたため、所要の改正を行うものであります。

また、平成24年４月１日施行の改正後の介護保険法施行令において、第１号被保険者

の保険料率の算定に関する基準の特例等の創設が行われることにより、保険料段階、第

３段階の特例の新設、第４期から適用した保険料段階第４段階の特例の継続を行うとと

もに、第３期から可能とされている保険料第５段階以上の多段階設定については、介護

給付費の増加に伴い保険料負担も増大している中で、より安定的な介護保険制度の運営

には、これまで以上にそれぞれの被保険者の方の負担能力に応じて保険料を賦課する必

要があり、管内市町村における多段階設定の実施状況なども勘案し、被保険者の負担能

。力に応じたきめ細かい保険料負担段階の設定について規定しようとするものであります

第５期介護保険事業計画における高齢化率や要介護認定率、各種介護サービスへの推

計のほか、給付対象者の増加、平均介護度の変化、介護報酬の改定などもあり、財政安

定化基金の取り崩し、介護給付費準備基金の取り崩しも含めて保険料の算定を行った結

果、保険料は上昇し、現在、基準額の第４段階で月額4,550円、年額５万4,600円が、月

額5,100円、年額６万1,200円となり、月額で550円、年額で6,600円の上昇となる算定結果

となりました。

一部改正の内容につきましては、お手元に配付の厚岸町介護保険条例の一部を改正す

る条例新旧対照表と議案第35号説明資料、所得段階別保険料比較をごらん願います。

新旧対照表及び資料の所得段階別保険料比較によりましてご説明申し上げます。

第２条の保険料率でありますが、同条第１項各号列記以外の部分において、保険料率

の適用年度について平成21年度から平成23年度を、平成24年度から平成26年度に改めよ

うとするものであります。

次に、同条第１項各号の改正についてでありますが、現行規定における介護保険法施

行令第38条関係は、保険料率の算定に関する基準となっており、基準額に乗じる標準割

合が規定され、標準割合として４分の２、４分の３、４分の４、４分の５、４分の６、

つまり標準額の0.5から1.5と規定され、第５段階においては合計所得金額が基準所得金

額未満と規定されております。
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改正案では、介護保険法施行令第39条関係の特例の基準による保険料率の算定につい

てを適用しようとする内容としております。この規定は、介護給付費の増加に伴い、保

険料負担の増大している中で、より安定的な介護保険制度の運営にはこれまで以上にそ

れぞれの被保険者の方の負担能力に応じて保険料を賦課する必要があり、被保険者の負

担能力に応じたきめ細かい保険料負担段階の設定を可能とする規定となっております。

同法施行令第39条の規定は、基準額に４分の２、４分の３、４分の４を標準として、

市町村が定める割合、４分の４を超える割合で市町村が定める割合、さらにこれを超え

る割合で市町村が定める割合と規定され、第５段階、第６段階においては、合計所得金

額が市町村が定める額未満、第７段階の設定と第８段階以上の設定ができる規定がされ

ておりますが、これらの基準の適用をしようとする内容であります。

第１号は、説明資料の所得段階別保険料比較における第１段階で、老齢福祉年金受給

者で本人及び世帯全員が住民税非課税である人、生活保護の受給者が対象で、保険料率

２万7,600円を３万600円に、割合は２分の１で改正前と同様であります。

第２号は、第２段階で本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金

収入額の合計が80万円以下の人が対象で、保険料率２万7,600円を３万600円に、割合は

２分の１で、改正前と同様であります。

第３号は、第３段階で本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金

収入額の合計が80万円を超える人が対象で、保険料率４万1,400円を４万5,900円に、割

合は４分の３で、改正前と同様であります。

第４号は、第４段階で本人が住民税非課税で世帯内に住民税課税者がいる場合は、合

計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人が対象で、保険料率は５万5,200

円を６万1,200円に、この第４段階を基準額としているのは改正前と同様であります。

第５号は、第５段階で本人が住民税課税で、合計所得金額が基準所得金額である200万

円未満の人が対象でありましたが、介護保険法施行規則に規定される基準所得金額の変

更にあわせて、改正後の基準所得金額である190万円未満の人を対象として保険料率６万

9,000円を７万6,500円に、割合は10分の12.5で、改正前と同様であります。

第６号は、第６段階で本人が住民税課税で合計所得金額が基準所得金額である200万円

以上の人で 保険料率８万2,800円を基準所得金額の変更にあわせて190万円以上の人 250、 、

万円以上の人、500万円以上の人とする３段階への多段階化を図り、改正後の第６号とす

る第６段階を８万8,740円、第７号とする第７段階を９万1,800円、第８号とする第８段

階を10万7,100円とする規定を追加するもので、第５号から第７号のそれぞれのイの規定

の内容は保険料の賦課に当たっては、前年中の所得状況による各段階への決定がなされ

ますが、保険料を支払うことにより、生活保護法に規定される要保護者となる方に適用

する規定であります。

なお、第５号に規定する190万円未満、第６号に規定する190万円以上250万円未満、第

７号に規定する250万円以上、500万円未満とする、それぞれの額は介護保険法施行令の

規定に基づき、厚岸町が定める額とするところであり、さらにこれを区分することも可

能とされているところから、町としては管内市町村における第４期介護保険事業計画で

の多段階設定の導入状況等を斟酌し、それぞれの額と段階の設定を行おうとするもので

あります。
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なお、割合は第６段階が10分の15であったものを、改正後は10分の14.5としているこ

とにつきましては、基準所得金額が200万円から190万円に引き下げられたことにより、

急激な保険料上昇を抑えるための措置として設定しているところでございます。

第７段階の割合は10分の15でございますが、改正前の対象者に適用する割合と、同じ

く設定しているところでございます。

第８段階の割合は10分の17.5でございますが、管内市町村における第４期介護保険事

業計画での多段階設定の導入状況等を斟酌し、設定しているところでございます。

また、このたびの改正に当たっては８段階のほかに、この後、附則においてご説明さ

せていただきます特例第３段階、特例第４段階を合わせて10段階の設定にしようとする

内容です。

第４条は、賦課期日後において、第１号被保険者の資格取得喪失があった場合の規定

でありますが、第３項の改正は、本条第２条において介護保険法施行令第38条の適用か

ら、第39条の適用に変更することにより、介護保険法施行令の引用番号の変更でござい

ます。

議案書の18ページにお戻り願います。

附則でございます。第１条として、この条例は、平成24年４月１日から施行するもの

でございます。

第２条は、改正前の保険料適用の経過措置の規定であります。

第３条及び第４条は、平成24年度から、平成26年度までにおける保険料率の特例につ

いての規定であります。平成23年12月２日に公布され、本年４月１日から施行される介

護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政

令の整備等及び経過措置に関する政令により、介護保険法施行令の附則に平成24年度か

ら平成26年度までの保険料率の算定に関する基準の特例が設けられました。

改正案は、負担能力に応じた保険料賦課の観点から、第３段階の所得区分を細分化、

第４段階の所得区分の細分化の継続を図ろうとするものでございます。

恐れ入ります、議案第35号説明資料、所得段階別保険料比較をごらん願います。

条例本則改正後の第３段階につきましては、合計所得金額と課税年金収入額の合計額

が80万円を超える人が対象となっておりますが、介護保険法施行令附則において、規定

されているところにより、合計所得金額と課税年金収入額の合計額が120万円以下である

人につきましては、標準額を下回る割合を定めることができるとされており、改正案で

は本則の規定にかかわらず、特例第３段階としてその割合を10分の6.9、保険料率４万

2,228円とする、特例規定を第３条として規定するものであります。

第４条は、平成21年度から導入した特例第４段階について、平成24年度から平成26年

度まで継続しようとする内容で、その割合を改正前と同様に10分の９と保険料率５万

5,080円と特例とする特例規定として定めるものであります。

なお、介護保険事業計画における保険料率の設定に当たっては、町民の参加をいただ

く手法を取り入れている厚岸町保健医療福祉総合サービス調整推進委員会及び策定部会

において確認していただいているところでございます。

以上、大変簡単な説明でありますが、ご審議の上、ご承認いただきますよう、よろし

くお願いいたします。
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●議長（音喜多議員） これより、質疑を行います。

ございませんか。

（な し）

●議長（音喜多議員） なければ、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（音喜多議員） 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。再開は、午後３時35分といたします。

午後３時05分休憩

午後３時35分再開

●議長（音喜多議員） 本会議を再開いたします。

●議長（音喜多議員） 日程第14、議案第36号 厚岸町営住宅管理条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

建設課長。

●建設課長（高谷課長） ただいま上程いただきました、議案第36号 厚岸町営住宅管理条

例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明いたします。

議案書19ページをお開き願います。

このたびの改正は、一つ目に今般、平成23年５月２日に公布された地域の自主性及び

自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、平成23年

法律第37号 以下、分権一括法というにより、公営住宅法が一部改正され、これまで入

居者資格とされてきた同居親族要件、いわゆる入居する際に同居する親族があることが

必要とされたということでありますけれども、その要件が廃止され、平成24年４月１日

より施行されることに伴う措置でございます。

同居親族要件につきましては、今回の法改定により、各自治会の裁量に委ねられるこ

ととなったため、厚岸町の町営住宅に関し必要な規定を設けるものでございます。

以上のことを踏まえ、厚岸町では法による同居親族要件の廃止後も引き続き入居資格

要件の一つとして同居親族要件を原則要件とすることとして、ひとり暮らしの高齢者や

障害者等の特に居住の安定を図る必要がある方については、引き続きその同居親族要件
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、 。適用を除外することとして 厚岸町営住宅管理条例の一部を改正するものでございます

二つ目に、平成22年度から事業を進めております町営住宅建設事業におきまして、平

成23年度、仮称松葉地区まちなか団地１棟４戸が本年３月21日に完成予定でございます

ので、厚岸町営住宅管理条例第３条にかかわる厚岸町営住宅の設置及び位置等について

新たに加えるものでございます。

改正部分につきましては、別途お手元に配付しております議案第36号説明資料、厚岸

町営住宅管理条例の一部を改正する条例、条例新旧対照表により説明させていただきま

す。

議案第36号説明資料をごらんください。なお、この対照表の１ページに関しましては

改正はございません。提案説明上、掲載させていただいたほうがご理解しやすいという

理由で示しております。

それでは、第６条入居者の資格でございますが、町条例では改正前の公営住宅法及び

公営住宅施行令で規定されていたひとり暮らしの高齢者や障害者等の同居親族要件にか

かわる適用除外対象者については、既に町条例で規定しております。

今回、改正後の公営住宅法及び公営住宅法施行令において、このひとり暮らしの高齢

者や障害者等の同居親族要件にかかわる適用除外対象者の規定が廃止されたことから、

先ほども説明しましたが、この規定については各自治体の裁量に委ねられました。

町といたしましては、ひとり暮らしの高齢者や障害者等の方々は、特に民間の賃貸住

宅を確保することが、他の単身者と比べ困難性が高いことから、今までと同様に同居親

族要件にかかわる適用除外対象者として位置づけるのが妥当という判断から、町条例第

６条第１号同条第２号とも変更はしないものといたしました。それが、ここに示せる改

正も現行ということで第６条、１号、２号示していますけれども、この改正はしません

ということでございます。

次の２ページ目をごらんください。入居者の資格のうち、第６条第３号の入居収入基

準でございますけれども、改正前の公営住宅法及び同法施行令では入居者該当区分、本

題階層及び裁量階層に応じて金額が定められており、町条例もその規定を引用していた

ものでございます。

今回の法及び制令の改正では、真に住宅に困窮する低額所得者であるところの本題階

層といいますけれども、それと特に安定を図るべき者であるところの裁量階層といいま

すれども、その入居収入基準の上限金額が今回、規定され、また真に住宅に困窮する低

額所得者であるところの本題階層の入居の収入基準を条例で定める歳に参酌すべき基準

額が規定されたものでございます。

このことから、今回の町条例の改定におきましては、改正前の公営住宅法の政省令及

び改正前の町条例で規定されていた要件と政令で規定していた金額を引用するものでご

ざいます。

その内容につきましては、表の左側、現行の欄、第６条第３号アでございますが、そ

の中で令第６条第４項で定める場合とあります条項がございますけれども、改正前の公

営住宅法施行令で規定されていた内容でございます。この内容につきましては、36号説

明資料の前ページの町条例第６条第２号でも示しておりますけれども、一つ目に障害者

基本法第２条第１号に規定する障害者で、その障害の程度が国土交通省令で定める程度



- 210 -

である者、二つ目には戦傷病者特別援護法第２条第１項に規定する戦傷病者で、その障

害の程度が国土交通省令で定める程度である者、三つ目としまして原子爆弾被爆者に対

する援護に関する法律第11条第１項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者、

、 、四つ目に海外からの引揚者で 本邦に引揚げた日から起算して５年を経過していない者

５点目としてハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第２条に

規定するハンセン病療養所入所者等、それから６点目としまして入居者が60歳以上の者

であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上、または18歳未満である場合、７点目とし

ましては同居者に小学校就学の始期に達するまでの者ある場合となっていた政令の規定

を、表の右側改正案に示すとおり、町条例に明記するものであり、先ほども述べました

とおり改正前からでも条例では前ページ１ページに示しているように、町条例第６条第

２号に規定しております。

また、令第６条第５項第１号に規定する金額とあります改正前の公営住宅法施行令で

は、１点目に法の23条第２号イに掲げる場合として、入居者が身体障害者である場合、

その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして政令で定める場合、入居者または

同居者の居住の安定を図るため、必要なものとして政令で定める金額以下で事業主体が

条例で定める金額で21万4,000円となっていた政令の規定を町条例に今回は明記するもの

でございます。

続きまして、表の左側、現行の欄、第６条第３号イの中でございますけれども、当該

災害発生の日から３年間に限り、令第６条第５項第３号に規定する金額とあります改正

前の公営住宅法施行令では、改正前の法第23条第２号ロに掲げる場合として、公営住宅

が法第８条第１項若しくは第３項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等

に関する法律第22条第１項の規定による国の補助にかかわるもの、または第８条第１項

各号の１に該当する場合において、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた

低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合は、災害により滅失した住宅に居

住していた低額所得者の居住の安定を図るため、必要なものとして政令で定める金額以

下で事業主体が条例で定める金額21万4,000円 （当該発生した日から３年を経過した後、

は15万8,000円）となっていた今までの政令の規定を、今回、町条例に明記するものでご

ざいます。

続きまして、表の左側、現行の欄、第６条第３号ウの中でございますけれども、第６

条第５項第３号に規定する金額とあります改正前の公営住宅法施行令では、第23条第２

号ハに掲げる場合として、先ほどのイ及びロに掲げる場合以外、これは以外と申します

のは60歳以上の者、生活保護者、それから条例の前に示していますように配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護に関する法律、以下の条項としても、それがイ及びロに掲

げる場合以外の該当者でございまして、その定める金額としていずれも超えない範囲内

で、政令で定める金額で、これが15万8,000円となっています。その政令の規定を町条例

に明記するものでございます。

続きまして、３ページをごらんいただきたいと思います。附則、経過措置でございま

すけれども、附則の第７項中、法附則第15項の規定により当分の間町営住宅に係る新条

例第６条の規定ということを、改正案の欄で、当分の間、町営住宅に係る第６条の規定

の適用に改めるものでございます。
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内容につきましては、現行の法の附則、公営住宅法の附則の第15項及び政令の附則第

７項の規定では、当分の間、過疎地域市町村、豪雪地帯等については、特例措置として

同居親族要件が不用とされているということでございます。当町では、過疎地域自立促

進特別措置法に規定されている地域でございまして、道内は札幌市を除く全市町村が対

象でございます。及び豪雪地帯対策特別措置法であることから、現行の規定では一般の

単身者の入居は可能となっているところでございます。

法改正後は、これらの附則は削除されることとなりますけれども、この中からも削除

されますけれども、町では過疎化や高齢化、人口流出などが課題とされる特定地域の振

興や活性化、定住促進を目的として制定された特別措置法により、一般単身者である若

年者、60歳未満の単身者でございますけれども、においても当該要件を具備する者とみ

、 。なして 当面は現行と変わらない運用を図りたいということで附則を制定しております

続きまして、別表でございますけれども、松葉まちなか団地１棟４戸完成に伴い、38

の項の次に39の項を加えるものでございます。その内容でございますが、位置として松

葉２丁目１番地、棟番号としてＭＡ‐１号、建設年度として平23、構造として木平、部

屋構成として２ＬＤＫ、戸数としまして４、備考としまして建具、給湯器、浴槽、シャ

ワー付でございます。

議案書21ページにお戻りください。附則でございますけれども、この条例は平成24年

４月１日から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けれども、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（音喜多議員） これより、質疑を行います。

10番。

●谷口議員 今回、６条第３号ア、イ、ウか。６条関係が改正されているのですけれど、

同居者のいない人、以前は入れませんでしたよね。特に、男の独身なんてというのは、

なかなか入ることができなかったけれども、いろいろな問題があって、その後、厚岸町

でも入れるようにしたのではないのかなというふうに思うのですけれども、そういうふ

うに今までなっていたのでしょうか、やはりひとり者はだめだったのでしょうか。

●議長（音喜多議員） 建設課長。

（ ） 、 、●建設課長 高谷課長 先ほども提案の中で説明させていただいたのですが 当町は原則

同居要件というのは、同居親族がいることが原則、法の中でもうたわれていました。

今回、法の改正で同居親族要件がなくなりました。ただ、今までの特例措置と適用の

除外で、高齢者や体の不自由な方にはそこに書いています、条例にもありますように入

居できることになっています。それから豪雪地帯、過疎地帯については、法の附則の中

、 、 。で入居する 原則はだめなんですけれども 特例措置として入居が認められております

町条例でも前回の条例の中でも、附則で認めております。
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●議長（音喜多議員） 10番。

●谷口議員 それでね、本会議ですから３回しか質問できないので、今、今回こういうふ

うに条例を改正したけれど、今までもそういう対応、厚岸町は対応をしてきていると。

ただ法律が変わったから、今回こういうふうにしたのですよということで理解していい

のでしょうか。

高齢の単身者だとか、そういう人が今までも入っていると思います。ですから、厚岸

町はやってきたのだけれども、法律が変わったのでそういう方向に持ってきたのだとい

。 、うのが今回の条例改正なんだというふうに私は理解するのですけれども これは以前に

、 、たまたまこういう条件があることから 単身の男性がどこかで行き倒れみたいになって

そういうことをきちんとしておけばというのが何かのきっかけだったような気するので

す、そういうふうに私は思っていたのですけれども。

そうすると、このことについては一応、理解しますけれども。それから今回、この松

葉の町営住宅なんですけれども、町長の執行方針の中で、さらに湖南地区でまちなかの

町営住宅を進めたいようなことをおっしゃっておられますけれども、湖南地区だけでな

くて、湖北地区でもそれなりに要望はあちこちから聞こえてくるのですけれども、そう

いう考えは今後ないのかどうなのか。

それから、これ今、募集かけていますよね、これもう締め切ったのでしょうか。締め

切ったとすれば、どのぐらいの申し込みがあるのかお示しをお願いいたします。

●議長（音喜多議員） 建設課長。

●建設課長（高谷課長） １点目の、法が改正したから今回、条例も改正したというお話で

ございますけれども、法が改正されました。法からそういったことの条件、規定がなく

なってしまったのです。削除されてしまったのです。で、削除されたので、条例でその

後は各自治体の裁量に委ねますよということになりましたので、今まで法で規定されて

いた単身者が附則で入居できるだとか、それから高齢者でいわゆる適用除外者、適用除

外として同居しなくても高齢者等、体の不自由な方も入居できますよという、そういう

制令の条項がなくなったものですから、今回、うちの条例の中に盛り込んで、従来と同

じく入居できる状況に今回、条例を改正しましたということでございます。

それから、２点目の松葉地区、今回できますけれども、湖北の要望もあるだろうとい

、 、 、 、うことで いわゆる公営住宅法 それからストック総合活用計画等々 計画で町の方針

その中でもうたっておりますけれども、当然、そのまちなかにそういった公営住宅をほ

しいということでは整理されておりまして、今回、その初めとしまして有明団地の建て

替えとして今40戸ございますけれども、その中で20戸分を何とか建て替えをしようとい

うことで、今回、始めまして１棟４戸を松葉に造っております。その松葉のほうの状況

、 、を推進しながら その都度段階で湖北地区の中にもまちなかの団地を形成しようという

今の予定でございます。

それから、公営住宅の募集でございますけれども、今回、募集しておりますのは、宮

園団地１戸、それから白浜団地が２戸、それから奔渡団地が１戸、梅香団地が１戸で３
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月９日までの募集でございます。３月７日、今日現在、午前中の状況でございますけれ

ども、８人の方が窓口に来庁されて、２件の方が今、応募、申請書を出しているという

ことでございます。まだ、９日まで募集をしています。

以上でございます。

●議長（音喜多議員） ほかございませんか。

６番。

●掘議員 私も以前、この部署にいたこともあるので、余り解釈については云々かんぬん

は言いたくないのですけれども。ただ、今、課長のほうで説明されていたのですけれど

も、要はその第６条の同居親族要件だというのですけれども、その第６条の(2)のそれぞ

れというのは、要はこれらが単身入居者の逆に言うと単身で入居できる要件だというこ

とのはずなんです。

そういった中で、施行令の附則のほうでその過疎地域とかについては、この限りでな

いといった中で、要するにこの(2)のアでいうところの60歳以上の者でない者、要は60歳

以下の若年というか、そういう者も入れるようになったのだと、そういうものなはずな

んですよね。

その同居親族要件が外れたというようなことになったときに、であればこの６条の改

正のときにこのアを逆にいうとなくしてしまえばいいだけの話でないのかなと、要はそ

の附則の施行令の、附則でいうところの若年齢の方々が入れるといった中では、このア

をなくせばいいだけの話であって 今回のこの６条の附則 ７のところで当分の間といっ、 、

た中での規定をわざわざする必要がないのではないのかなというふうに思うのですけれ

ども、なぜ今回、この附則のほうで設けるようになったのかということをもう一度説明

してもらいたいのですけれども。

●議長（音喜多議員） 建設課長。

●建設課長（高谷課長） ただいまのご質問でございますけれども、現行改正案と同じ条例

、 、 、 、でございますけれども 第６条の第２号で 現に同居し または同居しようとする親族

これは同居要件、親族要件ございますけれども、ア、それからオ、ク、60歳以上の者、

それから生活保護法第６条というふうに規定する、それからウ、配偶者からの暴力の防

止の保護の関する法律といった条項がございますけれども、この方々につきましては、

次の第６条の次ページの６号の第３号のア、イ、ウのウ、ア及びイに掲げる場合以外の

場合、15万8,000円というふうに規定していますけれども、ここに示されているア及びイ

以外に掲げる場合ということで、条項でいえば第６条のア、オ、クの方がここに該当し

てくるということになります。

逆に条例上、もともとの条例でも法施行令でも、条例の中に入居者の資格をこのよう

に政令で定めている条項を入れているということは、とても親切な条例だと今回、改正

で思いました。やはり、そういう条例を見て、もともとの政令で示したことを条例にも

同じことを要件に乗っけるというのは親切なので、私どもとしてはそれを変えないで明
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確になるように示したいということがまず第１点でございます。

、 、そういった理由から同居親族要件が60歳以上規定だとか 附則だとか要らないという

なくてもいいのではないかとおっしゃいますけれども、改めてその辺の条項は示せてい

ただくということで今回、提案させていただきました。

●議長（音喜多議員） ６番。

●掘議員 ですから、同居親族要件がなくなるということは、要するに若い人が入った場

合、あなたは特別なんですよというような、そういう理由というのはなくなるはずなの

です、そうですよね。同居親族要件というのは、市町村の裁量で定めるようになって、

なおかつ今まで法則の中でそういう若い人方が入れるといった中では、今までは法律の

中で同居親族要件というものがあって、あったからあなたはこの附則の中で特別に入れ

るのですよというような位置づけであったのですけれども。ただ今度は改正で同居親族

要件が要らなくなったというか、市町村で自由に定められるようになったといった段階

では、いやいやあなたは特別ですよというようなもので、この、わざわざ附則の中でう

たう必要がないというふうに私は思うのです。

先ほど言った、第６条(3)のウというものが、ア及びイに掲げる場合以外の場合の15万

8,000円というのは、これは(3)のア、イにかかるもの、21万何ぼにかかるものだという

ふうに私だと理解をするので、やはり60歳、アの(2)のアのところを改正するだけで何ら

あれだなと思うのです。

この附則を当分の間というものがあることのために、いつかは厚岸町で、では60歳未

満の方々を入れないように改正してしまうのかとか、そういうような考えというものが

出てきてしまうと思うのです。今までは法附則の第15条であったから必要なかったです

けれども、今回は町の考え方の中では自由にここを改正することによって、今まで入れ

た人間もという中であるのかなというふうに思うのです。

そこら辺、何かその補助金を例えば、補助金と今は言いませんね、交付金とかをもら

、う中できちんとこういうものがなければだめだというのであればわかるのですけれども

そういうものもないような中では、何もこの６条の(2)のアでもってやったほうが、より

申請者なりの申請の幅が広がるという、入居対象者の幅が広がるというふうに思うので

すけれども、どうなのでしょうか。

●議長（音喜多議員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） そもそもご質問者は十分、ご承知の上でご質問をされていると思

いますが、公営住宅、町営住宅を供給させていただくという条件として三つ、大きく要

件があります。

それは、同居親族要件が一つ、それから住宅に困窮しているというのが条件の一つ、

それから低額の所得者であるという条件、これが三つ大きく３大原則としてあります。

そのうち、条例の本則でうたっているほうは、大きくは高齢者、それから体に不自由が

ある方、これは同居親族要件から除外しますよということで本則でうたわせていただい
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ております。

附則でうたっているのは、この同居親族要件というものが当分の間、いわゆる一般の

方であっても過疎地域、それから豪雪地帯に住む、この地域にあっては同居親族要件を

除外するという、その例外規定を附則でうたっているということでございます。

これは、どうしてそういう豪雪地帯や過疎地域にそういう規定を設けているかという

背景があります。それは、一般の住宅供給市場、これらを勘案してそういう地域につい

、 、ては一般単身者であっても その住宅同居親族要件から除外すべきだろうということで

これまでも法律の中で除外規定をうたっていたということであります。それを、そのま

ま踏襲したということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。

●議長（音喜多議員） ほかございませんか。

（な し）

●議長（音喜多議員） 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（音喜多議員） 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（音喜多議員） 日程第15、議案第37号 厚岸町公民館条例等の一部を改正する条例

の制定についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

生涯学習課長。

●生涯学習課長（高根課長） ただいま上程いただきました、議案第37号 厚岸町公民館条

例等の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と内容について説明申し上げ

ます。

この度の改正要旨についてでございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための

改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が平成23年８月30日に公布され、

これに伴い社会教育法第30条図書館法第15条、第16条、博物館法第21条、第22条が改正

され、平成24年４月１日から施行されることとなりました。

これにより、社会教育法で定められていた公民館運営審議会委員の委嘱基準、図書館

法で定められていた図書館協議会委員の任命基準、博物館法で定められていた博物館協

議会委員の任命基準が削除され、同法で規定されていた委員の委嘱及び任命基準を文部

科学省令を参酌し、市町村の条例で定めることとされたことから、このたび公民館運営

審議会委員の委嘱基準、情報館協議会委員及び海事記念館協議会委員の任命基準を定め
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る改正をするものであります。

なお、現在の委員については、基準に合致しているため、条例改正に伴う任命替えは

ございません。

また、この条例は、３条で構成されておりますが、ただいま申し上げましたとおり、

このたびの改正が三つの条例に及ぶものであることから、条例の題名を厚岸町公民館条

例等の一部を改正する条例として、第１条を厚岸町公民館条例の一部改正について、第

２条を厚岸情報館設置条例の一部改正について、第３条を厚岸町海事記念館条例の一部

改正について規定しておりますので、あらかじめご了知いただきたいと存じます。

改正内容でありますが、説明につきましてはお手元に配付しております議案第37号説

明資料、条例新旧対照表に沿ってご説明させていただきます。新旧対照表をごらんいた

だきたいと存じます。

第１条の改正は、厚岸町公民館条例の一部改正でございます。新旧対照表の改正案、

第６条第２項に委嘱基準を規定するもので、審議会の委員は学校教育及び社会教育の関

係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、厚岸町

教育委員会が委嘱するに改めるものであります。

同条第３項委員の定数、任期を規定するもので、委員の定数は12人とし、その任期は

２年とする。ただし、補欠による委員の任期は前任者の在任期間とするとするもので、

改正前と定数と任期の変更はないところであります。

第２条につきましては、厚岸情報館設置条例の一部改正でございます。第７条第１項

に任命基準を規定するもので、協議会の委員は学校教育及び社会教育の関係者、家庭教

育の向上に資する活動を行うもの並びに学識経験のある者の中から厚岸町教育委員会が

任命にするに改めるものであります。

同条第２項、委員の定数の規定であります。委員の定数は10人以内とするもので、改

正前と定数の変更はないところであります。

同条第３項は、委員の任期の規定であります。委員の任期は２年とする、ただし補欠

の委員の任期は前任者の在任期間とするとするもので、改正前の任期に関する規定の内

容の変更はないところであります。

恐れ入りますが、新旧対照表２ページをごらんいただきたいと存じます。

第３条につきましては、厚岸町海事記念館条例の一部改正でございます。第１条は、

博物館法の略称の文言を加えるものでございます。

第６条第１項に協議会の設置を規定するもので、法第20条の規定に基づき、厚岸町海

事記念館協議会に改めるものであります。

同条第２項に任命基準を規定するもので、協議会の委員は学校教育及び社会教育の関

係者、家庭教育の向上に資する活動を行うもの並びに学識経験のある者の中から厚岸町

教育委員会が任命するに改めるものであります。

同条第３項、委員の定数任期を規定するもので、委員の定数は10人とし、その任期は

２年とする。ただし、補欠による委員の任期は前任者の在任期間とするとするもので、

改正前と定数と任期の変更はないところであります。

恐れ入りますが、議案書の22ページにお戻りいただきたいと思います。

附則でございます。この条例は、平成24年４月１日から施行するとするものでありま
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す。

以上、簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお

願い申し上げます。

●議長（音喜多議員） これより、質疑を行います。

（な し）

●議長（音喜多議員） 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（音喜多議員） 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（音喜多議員） 日程第16、議案第38号 厚岸町都市公園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。

体育振興課長。

●体育振興課長（木村課長） ただいま上程いただきました、議案第38号厚岸町都市公園条

例の一部を改正する条例の制定について、提案理由と内容の説明を申し上げます。

厚岸町都市公園条例は、町内における都市公園の設置及び管理について必要な事項を

規定しております。

厚岸町宮園公園パークゴルフ場の使用料につきましても、この条例において規定され

ており、その使用料はいずれも税込みでありますが、１日券で310円、回数券は１日券12

枚つづりで3,150円、シーズン券は6,300円となっております。

昨年12月に厚岸町老人クラブ連合会より宮園公園パークゴルフ場のシーズン券を70歳

以上について半額にしてほしい旨の要望書の提出があり、内部で協議、検討してまいり

ました。平成23年度ベースでみますと、70歳以上のシーズン券購入者は60名で、別紙参

考資料で年齢別シーズン券購入を配付させていただいておりますが 年々70歳以上のシー、

ズン券購入者は減少する傾向にあります。

シーズン券は、１シーズン25回以上利用すると購入する価値が生じますが、22年度よ

り老人クラブ連合会が主催するパークゴルフ大会は、減免の対応をとってきており、無

料回数とシーズン券金額等を計ったとき、購入を控え１日券や回数券の購入、無料の太

田等のパークゴルフ場を利用されているのではと考えております。

町財政は依然として大変厳しい状況下にあり、パークゴルフ場使用料も維持管理費の

貴重な財源でありますが、パークゴルフが今やゲートボールに代わり高齢者の方々の生
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きがいとなっていることなど、また、柔らかな芝の上を歩くことにより、心身の健康増

進につながっていることなど、目に見えない部分で大きな効果あることなど鑑み、これ

からも多くの方々に利用していただくためにも70歳以上の高齢者の方のシーズン券の一

、 。定程度の減額は必要であると判断し 半額ではなく30％の減額という結論に達しました

この30％の根拠は、平成23年度におけるシーズン券購入者がその利用の状況から試算

して、おおむね週３回の利用であり、その１回あたりの金額が84円になります。70歳以

上の利用を体力的なことを考え、おおむね週２回の利用としたとき、１シーズン52回の

利用として試算すると、約69.3％となることから、70歳以上のシーズン券の額を30％減

額の１シーズン4,410円としたものであります。

なお、この70歳以上のシーズン券の額を4,410円に減額することについては、厚岸町ス

ポーツ推進審議会に諮問をし、可とする答申を得ているところであります。

改正内容は、別にご配付の新旧対照表より説明いたします。

厚岸町都市公園条例別表第２の５、有料公園施設を利用する場合、パークゴルフ場、

ア、コース使用料を改定するもので、使用権の種類の項にシルバーシーズン券4,410円を

追加し、備考の２はシルバーシーズン券の購入は、シーズン券と同様、町内在住者に限

る限定をするものであります。

備考の３は、シルバーシーズン券の有効期間を、シーズン券と同様、教育委員会が規

則で定める期間とする規定をし、備考の４でこのシーズン券の年度の４月１日現在にお

いて70歳以上の者のシルバーシーズン券を購入できる規定の文言を追加するものであり

ます。

議案書24ページへお戻りください。

。 、 。 、附則であります この条例は 平成24年４月１日から施行するものであります なお

この減額による影響額は、23年度に充てますと11万3,400円の減収となりますが、その時

期の気象状況等にもよりますが、オープン時期を早めるなど、利用増につながる努力を

し、この影響をできるだけ少なくしていきたいというふうに考えております。

以上、簡単な説明ではありますが、提案理由と内容の説明とさせていただきます。ご

審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。

●議長（音喜多議員） これより、質疑を行います。

６番。

●掘議員 私のほうでは、老人クラブ連合会から要望があってと、町のほうではお年寄り

の方々の健康増進というものを考えたときにやはり必要だよということで、今回、本当

にやってくれたことは大変いいことだなと思います。

同じような体育施設で、実はその温水プールのほうも同じような料金体系、シーズン

券とは言っていませんね、同じような料金体系、例えばそちらのほうも老人クラブ連合

会とかから、余りそんなに利用者が今現在、多いというふうにもなかなか思ってはいな

いのですけれども、ただやはりそういう要望が将来的にも出てきたときには、やはり同

じような対応というものをとることというのはできるのでしょうか、これについてお伺

いしたいと思います。
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●議長（音喜多議員） 体育振興課長。

●体育振興課長（木村課長） 同じくプールの券で6,300円ですね、それからＢ＆Ｇ海洋セ

ンター、それから勤労者体育館、半年券6,300円という券を設定しておりますけれども、

それらについても正直言いまして体育館等で70歳以上の利用というのはほとんどござい

。 、ません 単発的にテニスをやられている方が１年に３回くらいかな来られますけれども

そういう状況でありますし、いろいろ体育館を利用して、そういう冬の間など運動した

いという希望があれば、そのときになってちょっと検討してみたいと、そのように考え

ていますのでご理解願います。

●議長（音喜多議員） 次、８番。

●竹田議員 僕は、この金額を下げるというのが反対で質問したいのですけれども、もと

もと6,300円を4,410円に下げたからといって、その30％を下げたからといってたいした

影響にならないというように思うのです。使う本人にしてみたら。だから、その半額に

するのだったらというのはよく理解できるのですけれども、健康増進のためという理由

もあるのだろうかもしれないけれども、所詮、遊びの金という部分で考えるとこのくら

い下げたからどうなんだろうという話があるのですよ。もともと、やはり設定するとき

の6,300円にした理由がきちっとあるのだから下げる必要はないと思いますけれども、そ

れについてどうですか。

●議長（音喜多議員） 体育振興課長。

●体育振興課長（木村課長） 提案説明の中でも申し上げました。参考資料で年齢別という

、 、ことになっておりますけれども やはり70歳以上の方の利用が減っているということは

やはり自分の体力とあわせて宮園公園、有料の宮園公園パークゴルフ場を使用する回数

が減ると、そういった場合にはやはり無料の太田だとか、尾幌だとか、住の江と、そう

いったところを利用されているのではないかなというふうに考えております。

宮園公園については36ホールありますので、半日回って、また昼から半日というな方

もありますし、そういった面では料金を下げることによって、老人の方がいわゆる１回

当たりの単価を含めて利用しやすくのなるのではないかというふうに考えておりますの

で、ご理解願いたいと思います。

●議長（音喜多議員） ８番。

●竹田議員 料金をもともと下げて利用客を増やそうというふうな答弁でしたけれども、

だったらただにすればいいのですよ。

だから、理由があいまいだと思うのですよ。お金がいたましくてというのであれば、

ただでできるところだって、無料でできるところいっぱいあるのだから、別に宮園を使
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う必要がないのではないかというふうに思うのです。だから、もともと6,300円と決めた

部分というのがあるのだから、そのままやはり規定を守るべきだというふうに思ってい

る、その部分について答弁ないのですけれども、もう一度お願いします。

●議長（音喜多議員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 今、課長のほうからもお話をさせていただきましたけれども、利

用状況から見ると、きっと70歳以上と70歳以下では、平均的に見てですけれども、体力

的にも利用回数が減ると、あわせてその大会等で減免している部分もあるので、シーズ

ン券を買い控える、6,300円がちょっと高いなと割高感を感じるようになって買い控えて

いる部分もあるのではないかと、その部分を考慮すれば利用回数が少ないであろうとい

うことも考慮して、高齢者のほうの団体の要望を聞いて今回は３割減ということで設定

をさせていただいた。

私たちとしては、有料にすることによってその資金によりできるだけきれいなコース

を使っていただきたいという意味では、やはり無料ではなかなか整備することが難しい

ということですので、その折衷案ということでご理解をいただければというふうに思っ

ています。

●議長（音喜多議員） いいですか。もう１回ありますよ。

ほかございませんか。

７番。

●金橋議員 今の話を聞いていまして、事実関係として、本町側のパークゴルフをやって

いる一つの集団のパークゴルフをやっているおじいちゃん、おばあちゃんの、その中か

ら宮園については高いのでそちらのほうにはどうしても行きづらいんだよねという事実

はあります。私が聞いている中では。

ですから、やはり折衷案という部分で、それは現状ではやむを得ないのではないかな

と私は思います。ですから、半額という部分と、確かに８番議員の竹田議員の無料とい

うのは確かに今の段階では半分、無料というのは今の段階では極端のような気がします

ので、とりあえず折衷案という形でやってみて、データなりとってみて、その上で今後

もっと下げるのか、それともやはりもとに戻すような感じで１割、２割でいくのかとい

う、そういう答えは出てくると思います。事実関係として。

ですから、そういう形が一番いいのではないかと思います。ですから、これはこのま

まで１年なり、あるいは２年ぐらいそれなりのものを見てやっていったほうがいいと思

います。それは私の意見です。答弁は要りません。

●議長（音喜多議員） ほかございませんか。

（な し）
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●議長（音喜多議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りします。

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。

（ 異議あり」の声あり）「

●議長（音喜多議員） 異議ありますので、討論ありますか。

（な し）

●議長（音喜多議員） それでは、ご異議がありますので、これより起立により採決を行い

ます。

お諮りいたします。

本案に賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

●議長（音喜多議員） 出席議員数12人、そのうち起立者11人。起立多数であります。

よって、本案は可決されました。

●議長（音喜多議員） 日程第17、議案第39号 町立厚岸病院運営委員会条例の一部を改正

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。

町立病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） ただいま上程いただきました、議案第39号 町立厚岸病院運

営委員会条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げま

す。

議案書25ページをお開きください。

この度の改正は、先月２月17日の厚岸町議会第１回臨時町議会で可決いただきました

４月開設の厚岸町介護老人保健施設に関し、この施設が病院からの転換型であり、病院

と一体的に運営されることとなるため、病院と同様にその円滑な業務運営の推進を図る

必要性から、町長の諮問に応じ予算、条例の制定及び改廃、訴訟などに関しての管理運

営にかかる事項について、調査や審議をいただくため、現在の町立厚岸病院運営委員会

にあわせてその役割を規定しようとするものであります。

別に配付させていただいております議案第39号説明資料、町立厚岸病院運営委員会条

例の一部を改正する条例新旧対照表をごらんいただきます。

改正内容です。初めに題名を町立厚岸病院運営委員会条例に、厚岸町介護老人保健施

設を加えて、町立厚岸病院及び厚岸町介護老人保健施設運営委員会条例に改めるもので

す。
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第１条では、設置にかかる規定に厚岸町介護老人保健施設を加え、町立厚岸病院とあ

。 、「 」 「 」 、「 」わせ審議対象とする改正規定です これにより 病院 を 病院等 に改め はかる

を漢字表記に整理してございます。

第２条及び第３条では、第１条同様に「病院」を「病院等」に改め、字句の整理を行

うものです。

以上が、本則の改正であります。

議案書25ページにお戻りください。

附則ですが、この条例の施行期日を平成24年４月１日からとするものです。なお、こ

の改正につきましては、先般開催の町立厚岸病院運営委員会のご承認をいただいている

ところでございます。

以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願

いいたします。

●議長（音喜多議員） これより、質疑を行います。

６番。

●掘議員 お聞きします。

今回、その町立厚岸病院運営委員会というものが、及び厚岸町介護老人保健施設運営

委員会のほうに変わったといったときに、今現在、委員になっている方というのは、当

然、町立厚岸病院運営委員会というものに対して運営委員となっているのだといって、

今、事務長のほうからは、先の運営委員会のほうで了解いただいていると言うのですけ

れども、その辺の移行する身分の関係というものを何かしら必要なのではないかなとい

うふうに思うのですけれども、この点についてはどうなんでしょうか。

●議長（音喜多議員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 適用される条例が変わりますので、当然、４月１日、再委嘱

という手続きを踏みたいと思います。

●議長（音喜多議員） いいですか。ほかございませんか。

９番。

●南谷議員 １点だけお尋ねをさせていただきます。

今回 条例を今 掘議員のほうからも質問がございましたが 人数はどうなるのでしょ、 、 、

うか。今までの委員さんが新たな部分も責任を負われるわけでございますから、また新

、 、 、 、たな部分もその分 当然 それだけ汗を流さなければならない 新たな部分も出てくる

また逆に言うとそういう責任もつきまとうと私は思うのです。

そうしますと、人数の補充とか、そういう部分というのは今までどおりでよろしいの

でしょうか、いかがでしょうか。
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●議長（音喜多議員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 今回の改正につきましては、条例におきましては人数の規定

というのもは組織、第４の組織の中で15名をもってということであります。今回の改正

の中には、その改正は含めておりませんので、現行の15名の中で対応させていきたいと

思いますし、なお、そういった役割の部分が増えるということでございますけれども、

大きな老健施設とはいいましても、入院施設からの転用型ということで、大きな変化は

ないという部分では、今現在の運営委員会の方々にその辺もご承認をいただいている中

での今回の条例改正ということでございます、ご理解をいただきたいと思います。

●議長（音喜多議員） ９番。

●南谷議員 人数は15名おられる、15名が適切なのかどうか、ある程度、理解できました。

ただ、今の答弁でございますけれども、私は事務長が考えているより、新たな老健と

いう、その事業を取り組む、収支もきちっと出していかなければならない。そうします

と新たな事業を見ていくわけです。新委員として、意見を述べていただく、そういう意

味では今までどおりでいいのですよ、そこの意識の改革というのは私は大きな違いがあ

ると思うのですよね、いかがですか。

●議長（音喜多議員） 町立病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 現状では15名で十分、審議いただけるというふうに認識して

の判断でありますし、町長とも相談の上の決定でございます、ご理解いただきたいと思

います。

●議長（音喜多議員） ほかございませんか。

（な し）

●議長（音喜多議員） 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（音喜多議員） 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（音喜多議員） 日程第18、議案第40号 厚岸町職員の自己啓発等休業に関する条例

の制定についてを議題といたします。
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職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

総務課長。

●総務課長（會田総務課長） ただいま上程いただきました、議案第40号 厚岸町職員の自

己啓発等休業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。

自己啓発等休業制度については、平成18年８月、人事院が公務を取り巻く社会環境の

変化に対応できるよう、職員に自発性や自主性を生かした幅広い能力開発や国際協力の

機会を提供するための柔軟な仕組みを用意することが有用であり、自発的に職務を離れ

て大学等における就学や国際貢献活動を行うことを希望する職員に対し、職員としての

身分を保有したまま職務には従事せず、これらの活動を行うことを認める制度の導入が

必要であるとして、国会及び内閣に対して意見の申し出を行い、この申し出を受けた国

がその必要性を認め、国家公務員の自己啓発等休業に関する法律を制定するとともに、

地方公務員についても同様の制度を導入することを目的に、地方公務員法の一部を改正

し、平成19年８月１日から施行した制度であります。

これまで当町では、都道府県や他市町村の条例の制定状況などを勘案しながら、条例

の内容を検討し、制度化について準備を進めてまいりました。既にこれらの法律が制定

されてから４年以上が経過しておりますが、将来において厚岸町職員がこれらの就学や

活動を行うことを希望した場合のことを考慮し、この際、当町においても希望しようと

する職員を支援するための制度を整備しておくべきであると考え、本条例を制定するも

のでございます。

なお、初めに申し上げますが、地方公務員における自己啓発等休業に関する基本的な

事項については、地方公務員法第26条の５に定められており、この条例はその法律の条

項の規定で、条例で定めるとした法律からの委任事項について規定するものであること

をご承知いただきたいと存じます。

それでは、まず条例案の内容を説明する前に、地方公務員法第26条の５に規定されて

いる地方公務員における自己啓発等休業に関する基本的な事項についてご説明いたしま

す。

一つ目として、この制度を利用できる職員を臨時的任用職員と非常勤職員を除く一般

職員とすることを同条第１項で規定しております。

、 、二つ目として この制度により休業している職員は休業を開始したときついていた職

または休業の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しないことを同条第２項で

規定しております。

三つ目として、この制度により休業している期間は給与、つまり給料及び諸手当を支

給しないことを同条第３項で規定しております。

四つ目として、休業の承認は当該休業をしている職員が何らかの理由で休職、または

停職処分を受けた場合には、その効力を失うことを同条第４項で規定しております。

それでは これらの基本的事項を踏まえた上 本条例の内容を第１条から条番号に沿っ、 、

てご説明いたします。
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●谷口議員 議事進行。

この資料のことなんですけれども、議案第40号、41号説明資料というのがあるのです

けれども、厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例となっているのですけれ

ども、これはどっかで使うものですか。

●総務課長（會田総務課長） この40号、41号説明資料として添付しているものなのですけ

れども、厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例新旧対照表となっておりま

すが、これはこの新たな条例の制定の上で附則で改正している部分の新旧対照表となっ

ておりますので、申しわけありません、改めてそのような説明をさせていただきます。

あくまでも、今回のこの条例の説明資料ということになりますけれども、この条例の

この後、説明する附則の中で、この厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

が一部改正されておりますので、その説明資料というふうに受け取っていただければと

いうふうに思います。

申しわけありません。

●議長（音喜多議員） いいですか、この後です。

●総務課長（會田総務課長） それでは、議案書26ページをごらん願います。

第１条は、この条例の制定趣旨について規定しております。

第２条は、任命権者が職員の申請に基づき、公務の運営に支障がなく、かつ当該、職

員の公務について能力の向上に資するものと認めるときには、大学等課程の履修または

国際貢献活動のための休業、いわゆる自己啓発等休業を承認することができることを規

定しております。

第３条は、自己啓発等休業の期間として、地方公務員法第26条の５第１項の条例で定

める期間について規定しております。その期間については、大学等課程の履修のための

休業は２年、大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合として、規則で定

める場合は３年とし、国際貢献活動のための休業は３年としております。

、 、 、詳しく申し上げますと 例をあげますと この制度は基本的に大学卒業者が学士入学

、 、 、専攻科 大学院へ入学することを想定したものでありまして 大学への学士入学が２年

大学の専攻科への入学が主に１年、大学院への入学がその課程に応じて２年または３年

とされております。

第４条は、地方公務員法第26条の５第１項の条例で定める教育施設について規定して

おります。第１号では、いわゆる一般の大学とし、その大学におかれる専攻科と大学院

を含むものとしております。

第２号では、簡単に言いますと独立行政法人大学評価・学位授与機構が第１号に相当

する教育を行うと認めるものとしております。

第３号では、前２号に相当する外国の大学とし、これに準ずる教育施設を含むものと

しております。なお、短期大学、専修学校及び各種学校等の教育施設や研究所及びシン

クタンクはこの制度には対象とはなっておりません。

議案書27ページをお開き願います。
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第５条は、地方公務員法第26条の５第１項の条例で定める奉仕活動として、独立行政

法人国際協力機構、いわゆるＪＩＣＡが独立行政法人国際協力機構法第13条第１項第４

号に基づき、自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動等を規定し

ており、いわゆる独立行政法人国際協力機構、ＪＩＣＡが行う青年海外協力隊、シニア

海外ボランティア、日系社会成年ボランティア、日系社会シニアボランティアや、独立

行政法人国際協力機構の推薦によって参加する国連ボランティア計画が行う国連ボラン

ティアに参加することを言うものでございます。なお、これら以外のＮＧＯなどの組織

が行う活動は対象には含まれておりません。

第６条は、自己啓発等休業の申請は、当該休業をしようとする期間の初日及び末日並

びに当該期間中の大学等課程の履修または国際貢献活動の内容を明らかにして請求しな

ければならないことを規定しております。

また加えて、本条例の施行規則では、申請は休業を始めようとする１月前までに教育

施設の入学を証明する書類や奉仕活動の内容がわかる書類等を添えて行うこととしてお

ります。

第７条は、第１項では自己啓発等休業をしている職員は、当該休業を開始した日から

引き続き当該休業をしようとする期間が、第３条の期間を超えない範囲内において、当

該休業の期間の延長を申請することができることを規定し、第２項では当該延長は特別

な事情がある場合を除き１回に限ることを規定しております。

第８条は、自己啓発等休業の承認の取り消し事由として、正当な理由なく、在学する

課程を休学、もしくは頻繁に欠席していること、奉仕活動の全部または一部を行ってい

ないことなどを規定しております。

議案書28ページをごらん願います。第９条は、職員から任命権者への報告義務につい

て及び任命権者は自己啓発等休業をしている職員と定期的に連絡をとることにより、当

該職員と十分な意思疎通を図るものとすることを規定しております。

第10条は、自己啓発等休業をした職員が、職務に復帰した場合において、他の職員と

の均衡上必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業の期間を大学等課程の履

修または国際貢献活動のうち、職員としての職務に特に有用であると認められるものは

100分の100以下、それ以外のものは100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引

き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における 初の昇

給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができ

ることを規定しております。

、 。第11条は この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めることを規定しております

後に附則でありますが、第１項はこの条例の施行期日であります。この条例は、平

成24年４月１日から施行するものでございます。

第２項は、この条例の制定に伴い、改正の必要が生じた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を改正する規定であります。これが、先ほどの説明書にな

りますので、申しわけございません。

厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第17条の次に、新たに第17条の２

を追加し、企業職員についても自己啓発等休業をしている期間について、給与を支給し

ない旨を規定するものでございます。なお、この改正については、新旧対照表を先ほど
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配付しておりますので、参考に供していただきたいと思います。

また、期末勤勉手当にかかる在職期間の計算につきましては、厚岸町職員の給与の支

給に関する規則に規定されることになりますが、その内容は期末手当にあっては承認に

より勤務しなかった期間の２分の１を除算し、勤勉手当にあっては承認により勤務しな

かった期間の全部を除算することとしております。

さらに、この制度を利用して休業した職員の退職手当については、北海道市町村職員

退職手当組合退職手当条例に規定があり、自己啓発等休業をした期間の２分の１に相当

する期間を勤続期間から除算することとされております。

なお、この条例の制定につきましては、去る昨年11月28日に職員組合に対し申し入れ

を行った上、同年12月22日に合意する旨の回答を得ておりますので、ご理解願います。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認くださいますよう、よろしく

お願いをいたします。

●議長（音喜多議員） 休憩します。

午後４時48分休憩

午後４時49分再開

●議長（音喜多議員） 再開します。

●議長（音喜多議員） ここで、会議時間の延長を行います。

本日の会議時間は、本日の議事日程が終了するまで、あらかじめ会議時間の延長を行

います。

●議長（音喜多議員） 質疑を行います。

９番。

●南谷議員 まず、今、説明を受けまして、大変、私は意欲を持った職員の皆さん、先生

たちにとってはありがたい条例だなというふうに理解をさせていただきました。その上

で、お尋ねをさせていただきます。

、 、特に教育長にお尋ねするのですが 私は一般質問をさせていただいたのですけれども

厚岸の子供たちの学力向上のために、そういう部分でという部分で意欲のある先生たち

の指導をということです。そういう先生については、学校に行くのもよしと、道職員だ

から……済みません。ずれました。それでは職員のほうで。

、 、 、これは学校に限られていますよね ですけれど道なり主催する半年とか ３カ月とか

短いものを町民のためになる、そういう講習というのは対象になるのですか、ならない

のですか。もしならなければ、そういうものを例えば意欲を持った職員がその町のため

にそういう部分でなるのであれば、学校とかそういうものでなくても、ある程度、公的

な機関のそういう研修に自ら自己啓発のために行くという場合には対象になるのでしょ
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うか。もしならなければ、ぜひ対象にして、職員の資質の向上に資するべきではないか

なと考えますが、いかがでしょうか。

●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） お答え申し上げます。

残念ながら、この自己啓発等休業制度の中では、そのような研修は対象にはなってお

りません。ただし、今、言われました１カ月、２カ月、必要な研修につきましては、そ

の必要性も鑑みて、厚岸町の研修制度の中で対象にして、職員を派遣できればというふ

うに考えています。あくまでもこれは必要性に応じてということでございますので、検

討させていただきます。

●議長（音喜多議員） いいですか。

ほかございませんか。

６番。

●掘議員 私のほうで、第２条なんですけれども、任命権者、職員が申請した場合に、公

務の運営に支障がなくというものがあります。

、 、 、 、 、ただ 職員 本当にだんだん年々 人が減っていっている中では １人抜ければ当然

支障が出てくるというものが容易に想像できるわけなんですよね。といったときには、

ではこれって実際には申請があったときには、みんなこの公務の運営に支障があるから

できませんというふうになってしまうのであれば、せっかくつくった意味というものが

やはりなくなるというふうに思うのです。

例えば、これについては例えば十分な相当な期間、例えば１年前とか２年前とか、そ

ういったものの中で任命権者側においても十分な人員配置なりの、そういうものをでき

るだけの相当な期間を設ける場合については、やはりこの公務の上に支障がなくという

ところを除くような規定というものがあったほうがより自己啓発、この休業をとること

というのが可能になるのではないかなというふうに思うのですけれども、その点につい

てはどのようにお考えなのでしょうか。

また、第９条の報告というものがあります。例えば、この自己啓発等休業というもの

がやられた場合、２年とか３年とか相当長い期間、この中では報告はあくまでも任命権

、者側が求めた場合においてはすることになるみたいなことを書いているのですけれども

やはり定期的な報告、１年を超える場合は１年ごととか、やはりそういう報告を受ける

ようなものというものを規定しておく必要があるのではないのかなというふうに思うの

ですけれども、この２点についてどのようにお考えでしょうか。

●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） お答えいたします。

この中での公務の運営に支障がなくという規定がございます。これは、あくまでも地
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方公務員法で規定をされているものを、そのまま条例の中に規定されているものであり

まして、これは地方公務員法の中で定められている基本的な事項ということで、この部

分については取り外せない。ただし、この休業によって職員が一定の期間、職務を離れ

ることになります。その結果、当該職員が担当している職務が滞って、住民に不便が生

じたり、公務の効率性や経済性が損なわれたり、また同僚職員に過重な負担がかかるこ

とがないことをこの公務の運営に支障がなくというふうに意味しますけれども。この要

件をこの条例に関しては、この条例と次の条例もそうですけれども、余りに厳密に解釈

してしまいますと、職員が、特に中心になっている職員だと思いますが、全体の職員そ

うですけれども、公務の運営に支障が生じることになることは明らかでございます。

ただ、ここでいう公務の運営に支障がないというのは、支障が全くないということを

意味するのではなくて、多少支障が生じるとしても、それが容認または許容できる範囲

であればよいということで考えておりまして、それはあくまでも任命権者の考えのもと

にということになろうかと思います。

それと、報告の件ですけれども、これは条例の中ではこのような形で規定をさせてい

ただきますが、運用の中で当然、定期的な報告については求めたいと、当然、あるべき

だと、でなければ後ろのほうの取り消しの部分がわからなくなってしまう部分ございま

すので、当然、連絡先等、これらを把握した上で定期的な報告は求めることになるだろ

うということに考えているところでございますので、ご理解いただきたいと思います。

●議長（音喜多議員） ６番。

●掘議員 わかりました。

でも、本当にその公務の運営に支障がなくを厳密に本当にしちゃうとだれも行けなく

なるというものが、そういうものがあるといった中ではやはり柔軟な運用、できれば私

だときちんとした規定の中でやってもらったほうがいいのかなというようなことも思う

のですけれども、なかなかそういうものでなく、それは柔軟な対応、任命権者がいると

いうことなので、とにかくこの自己啓発等休業というものはやることによって、やはり

厚岸町にすぐにというわけではない中でも、いろいろなメリットというものが生まれて

くるものというのがやはり考えられるというふうにも思うのです。

そういった中では、このあたりの運用についてはできるだけ柔軟に、なかなか本当に

急に行くからといって言われてすぐに対応というのを任命権者側もするのは大変だとは

、 、思うのですけれども 何とかそこら辺の運用については先ほども言われましたけれども

柔軟に対応していただきたいなというふうに思います。

第９条のほうについてはわかりました。本当に定期的な報告というものがなければ、

何をやっているのかわからないというふうにはなってはいけないと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） この条例だけでは、なかなか職員も理解できない部分もある
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と思いますので、これの運用、取り扱いについて、また別途、もっと細かい説明のある

ものを作成した上で、職員に周知をしたいというふうに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（音喜多議員） いいですか、６番さん。

次に、12番室﨑委員。

●室﨑議員 二、三お聞きいたします。

これは、ちょっと細かな話は別にして、大きくこっちのほうでとらえていると。厚岸

町の一般職員が大学とか大学院に行って勉強すると。あるいはＪＩＣＡ、海外に奉仕活

動をする、そういう場合にはその間、２年とか３年とかになる、それによって違うらし

いけれども、その間、給料は出さないけれども帰ってきて、またその席に座る身分は保

障するよというための条例であると そのように解釈したのですがもし違っていれば言っ、

ていただきたい。

それから、そこで地方公務員法にそういう規定が何年か前にできたと、それを受けて

条例をつくった、そういうお話なんです。それで、法律なんだからあなたのほうでちゃ

んと調べておいでよと言われれば、まさにそのとおりでして、ここは無知をひけらかす

、 、 、というのは非常によくないのですけれども 本当の規定になるこの条文の場合 法条文

それがあって、それを受けてこれをやるというようなときには、できれば資料の中にそ

の条項だけでもつけていただくと、なぜこの条例がここまでの範囲でやっているのだろ

うといううようなことがわかってくると思うんです。

それで、ここまでの範囲ということで申し上げますが、大学というのは大学院を含ん

で、大学に学士入学するとか、大学院なら学士から入るのが当たり前ですが、それから

大学、または大学院に相当する教育を行うと見れる課程を置く教育施設とあります。こ

れは何をあらわしているのですか。これも全部、法条文わからないと全然わからないで

すね。

それから、奉仕活動がＪＩＣＡに限っていますよね。国際何というのですか、ボラン

ティアとでも言うのですか、そういうのはＪＩＣＡ以外にも幾つもありますよね。それ

はだめで、ＪＩＣＡだけなのか。これは、その法のほうの関係、要するに法律の方がそ

の範囲で限って、それを受けての条例だからできないのか、それともその条例の決め方

によってはもっと広くできるのだけれども 厚岸町ではＪＩＣＡだけにしましょうといっ、

ているのか、そのあたりをまずご説明いただきたい。

●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） まず、１点目の在籍の部分ですね。これは、これまでの全く

制度がなかった場合は、恐らく一度、役場を辞した上で新たに勉強をし直して、また新

たに厚岸町役場を受けなければならないということだったと思うのですけれども。先ほ

どおっしゃられとおり、議員おっしゃられたとおり、在籍したままで、無給ではあるけ

れども、その職は守られるということで間違いございません。
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あとは、ＪＩＣＡに限っていることについてですが、これは国家公務員のこの自己啓

発等休業制度もそうですし それにあわせた地方公務員法の中でも このＪＩＣＡに限っ、 、

たものということで規定がされているところでございまして、解釈もされているところ

でございまして、運用上もそうです。ですから、それにあわせた中で厚岸町の条例もあ

わさせていただいたということです。

それと、教育施設ですけれども、例を申し上げさせていただきます。大学におかれる

専攻科及び大学院、それと独立行政法人大学評価・学位授与機構が、今、言ったその大

学、大学における専攻科及び大学院に相当する教育を行うと認めるものということで、

ちょっとその例が……。それと今言った外国の大学ということが例となっています。

●議長（音喜多議員） 休憩します。

午後５時03分休憩

午後５時04分再開

●議長（音喜多議員） 再開します。

総務課長。

●総務課長（會田総務課長） 申しわけありません。

それと、本来であれば地方公務員法の抜粋の部分を皆さんのほうにお配りをしていれ

ばよかったのですけれども、この場で若干、この条文について読み上げさせていただき

ます。

地方公務員法の第26条の５に規定しております。自己啓発等休業という見出しがあり

まして、任命権者は職員「臨時的に任用される職員、その他の法律により任期を定めて

任用される職員」これは任用つき職員といって、厚岸町ではこの部分は採用しておりま

せんので、先ほどの説明の中では省かせていただきました 「及び非常勤職員を除く。以。

下、この条において同じ」となっておりますが、申請した場合において、職員が申請し

た場合において公務の運営に支障がなく、かつ当該職員の公務に関する能力の向上に資

すると認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が３年を超えない範囲内に

おいて条例で定める期間、大学等課程の履修「大学その他の条例で定める教育施設の課

程の履修をいう」ということになっております。

または、国際貢献活動「国際協力の促進に資する外国における奉仕活動（当該奉仕活

、 ）動を行うために必要な国内における訓練 その他の準備行為を含むこととしております

のうち、職員として参加することが適当であると認められるものとして、条例で定める

ものに参加することをいう」括弧書きを言わないで続けますと、任命権者は職員が申請

した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ当該職員の公務に関する能力の向上

に資すると認めるときは条例で定めるところにより、当該職員が３年を超えない範囲内

において、条例で定める期間、大学等課程の履修または国際貢献活動のための休業をす

ることを承認することができるというふうな規定になっております。
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また、２項では自己啓発等休業をしている職員は、自己啓発等休業を開始したときつ

いていた職、または自己啓発等休業の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事し

ない。先ほど議員おっしゃられたその職を保有するという部分でございます。

３項自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。これが無給の部

分でございます。

４項自己啓発等休業の承認は、当該、自己啓発等休業をしている職員が休職、または

停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。

５項では、任命権者は自己啓発等休業をしている職員が、当該、自己啓発等休業の承

認にかかる大学等課程の履修または国際貢献活動を取りやめたこと、その他条例で定め

る事由に該当すると認めるときは、当該自己啓発等休業の承認を取り消すものとする。

第６項で、全各号に定めるもののほか、自己啓発等休業に関し、必要な事項は条例で

定めると委任の事項が規定されているところでございます。

以上です。

●議長（音喜多議員） 12番。

●室﨑議員 今、読み上げていただきまして、法律文言を耳で聞いて理解するというのは

大変、難しいなと思いながら聞いていたのですが。耳を澄ましていたつもりなんですけ

れども、奉仕活動がＪＩＣＡに限るというのはどうも、法律文言には出てこないようで

すね。そうするとこれは、厚岸町が条例で独自に枠をつけたということになるのではな

いかなと思うのですが、それともその何か解釈規定のようなものがあって、条例をつく

るときにはこの枠にしなさい、はみ出してはいけませんよというようなことになってい

るのかどうか、それともＪＩＣＡというのは一例として挙げられていたのか、そのあた

りがちょっと今のではわからないので、もう少し説明してください。

それから、大学または大学院に相当する教育というのは、要するに学士号とか、修士

とか博士号とか、そういうものを与えることができるということを、今、何でも何とか

機構になっちゃったのだけれども、そこのところでここがそれができるという、資格の

ある教育機関というものを認めたものをいいますというような意味だったと思うのです

が、それでよろしいですか。

それで、(3)で前２号に相当する外国の大学というところでは 「これに準ずる教育施、

設を含む」と非常に緩い感じがするのですよね。このあたり、そのいわゆる２号か２項

か、それと３号か３項か、それとも間のバランスというか、それがちょっと何か読んで

いて引っかかるのですけれどもね。そのあたりはどうなんでしょうか。

●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） まず１点目の、ＪＩＣＡに限定したものとしていることにつ

いてでございますけれども。これは国家公務員の自己啓発等休業に関する法律の解釈が

運用の中で独立行政法人国際協力機構ＪＩＣＡに限ったものとして運用しているもので

すから、他の北海道もそうですけれども、これらの運用もあわせた中で厚岸町も同じ運
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用をさせていただこうとするものでございます。

また、２点目のご質問でございますけれども、これは議員おっしゃられた解釈の中で

結構でございます。そのままでございます。

、 、 、３点目の外国の部分ですけれども これに準ずるということで あくまでもその１号

、 、 、 、２号でいうところの教育施設と同等のもの 同じもの 同様の外国のもの 外国の大学

そしてまたこれに準ずる教育施設ということで言っておりますので、特に１号、２号に

比べて緩くなっているものということでは解釈はしていないところなんですけれども、

ご理解いただきたいと思います。

●議長（音喜多議員） 12番。

●室﨑議員 わかりました。

外国はいろいろなパターンがあるから細かく書けない、だけどもやっぱりその国にお

いて例えばＡという国にいたら、その国において日本の何とか機構と同じように学士、

修士、博士なんていうものが授与できるような資格と能力が持ったところということを

調査しなければならないよと、準ずるというのはそれだけ厳しい見方なんだというふう

に理解しておけばいいわけですね。はい、わかりました。

それから、ＪＩＣＡに限るというのは、ちょっとどうかなと思うのだけれども、その

国家公務員法の運用でそうなっているというなら、それも枠を厚岸町だけが突き破ると

いうわけにはいかないでしょうけれども、例えばユネスコあたりが動き出したときにど

うなるのかなというようなことはちょっと思いましたので、今後の課題と考えておいて

いただければいいと思います。

それで、 後に１点だけ質問ですが、先ほどの９番議員と同じような視点からの話な

んですが、これは、では今この条例をつくったら、厚岸町で10人ぐらいの人が、はいと

手を挙げるということはちょっと考えられないですよね。非常にレベルからいっても富

。 、士山のてっぺんみたいな話だと思うのです 富士山のてっぺんを目指すというときには

きちっとした条例はあるけれども、差し当たって御供山に登ろうかという程度のものに

ついては、余りきちんとした定めがあるように聞いていないのですね。

だから、研修とか、そういうのはいろいろ大事なんですが、それも厚岸町が行う研修

というのはもちろんですけれども、それ以外にそこまでいかなくても、あるいはこの何

とか大学とか、何とか大学院の博士課程だとかにいかなくても、いろいろな教育機関が

あるわけです。そういうところに例えば１カ月なら１カ月ぐらい出たいのだというとき

に、それを出せるような道をつけるやっぱり方策というのも、せっかくここまで高いと

ころをつくったのですから、そこまでいかないような部分についてもこれからやはり、

どういう形になるかちょっと私もわからないけれども、条例つくるという意味ではない

のだけれども、やはりシステムとして整備していかなければならないだろうなというふ

うに、今この解説を聞きながら思ったのですけれども、そのあたりについてもお考えを

お示しいただきたいと思います。

●議長（音喜多議員） 副町長。



- 234 -

●副町長（大沼副町長） これは午前中の質問にもございましたけれども、例えばそういう

行政実務に関する研修機関 特に公務員に対してでありますけれども 市町村アカデミー、 、

というのがございます。つい 近では、議会の事務局長も出ていただいたと、研修して

きていただいたと。それから江別にありました北海道自治研修所というのが、これが廃

止されました。そのかわりといってはあれですが、北海道が主催する実務者の研修、こ

れは場所を変えて例えば道庁本館、もしくは教育局が入っている場所、その一室を借り

上げというか、利用して、一定の期間研修を行っていただいております。

こういう午前中の質問にもありましたけれども、財政厳しい折、何でもかんでも削る

というふうなことにはならないだろうと、特にさまざまな法律の改正や何かがあって、

さらには権限の移譲によって町村の事務事業、これらが増えてきています。そういう中

にあって、職員の数もなかなか退職者をすべて充足できるという状況にない中で、職員

の持っているスキルアップというものをきちっと図っていかないと大変なことになると

いう考えもありまして、特に研修費というものについては、一定の額をずっと維持させ

てきていただいております。

そういう中で、特に職員の悉皆研修、悉皆研修というのは職員であればすべての職員

が一度は受けるべき研修というのがあります。それらについては、可能な限り全職員に

出席をしてもらって、勉強をしてきていただくと、それらのほかに特殊な研修がありま

す。測量の研修ですとか、登記事務の研修ですとか、あるいは保健師、保育士等々の研

修もあります。それらについても、その状況を勘案しながら、予算措置をしながら職員

を派遣して勉強していただくと、さらには行ってきた職員については、すべての職員が

なかなか行けるような状況でないものもありますので、帰庁報告なり勉強会というのを

催して職員のスキルアップを図っていきたいと、そのように考えております。

今、ここで、この地方公務員法の先ほど総務課長からありましたけれども、これは部

内で議論をして、対象になるのが今この場で対象になるのが大卒者、では高校を卒業さ

れて役場に入ってきた人たちがもっと上の勉強をしたいと、自分の自己啓発のために、

、 、あるいは仕事のために勉強したいという手当はどうするのだということについては 今

地方公務員法の考え方そのものを、もう少し枠を広げようという動きがあるようであり

まして、そういう状況をきちっと情報を知りながら、その段階でまた、この条例の改正

になるか、新たに条例を制定することになるのか、見極めて、また議会にも上程をさせ

ていただきたいと、そのように考えております。

●議長（音喜多議員） 次、３番、石澤議員。

●石澤議員 単純なんですけれども、ここを読んでいて給与を支給しないとなっています

よね。大学とか、それからいろいろなところへ勉強へ行って、こういうふうにきちっと

帰ってくる場所があるし、身分も規定されるというのはすごくいいなと思うのですけれ

ども、３年間とか２年間の給与支給されない場合の、行った場合の生活費なんかはどう

なるのかなと それを考えたときに行けるのかなと思ったのですけれども 身分的にちゃ、 、

んと保障された人以外はこういうところへ参加されないのかなという感じがしたのです
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けれども、その辺はどうですか。

●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） もし、大学へ行かれる場合は奨学金は受けられるということ

になっているそうでございます。これは、国家公務員も地方公務員も同じく受けられる

そうでありますのが、ただこれは、この制度はあくまでも町長の命令ではなくて、本人

が勉強したくて、活動したくて自ら休業制度の申請をして、無給であってもいいのでそ

の期間、行ってきたいというものでありまして、これまでの制度、この制度がなかった

、 、 、 、場合については 一度 職を辞さなければならない 先ほどもご説明しましたけれども

職を辞さなければならない、それが職を有したままで、とりあえずは２年、３年行くこ

とができるという、一歩進んだ制度になっているというふうに解釈しておりますので、

ある程度、余裕のある方ということで言われればそうなるかもわかりませんけれども、

これはあくまでも法律に無給ということは規定されておりますので、この制度について

は変えられないということになります。

●議長（音喜多議員） ３番。

●石澤議員 海外の例でしたら、このほかに給料もついて保障されてというのが、ほかの

国に行って学習してくるというのがあるものですから、そういう形なのかなと思って聞

、 。いていたのですけれども ここまで進んだだけだけどもいいなと思ったのですけれども

あとＪＩＣＡというのは、ＪＩＣＡって結構いろいろな形で給料も出ますよね、海外に

行って勉強するときに そのＪＩＣＡって身分の保障がされているものが何回か私も知っ、

ている限りでも、農業関係でも、何でも若い人だったらＪＩＣＡを通して出るというの

もありましたけれども、そういう意味ではいいのかなと思ったのですけれども、何かど

うせだったらこういうのを見ると正職 正規に働いている方ということですから ちょっ、 、

と女性の門戸は狭いのかなと思ったりしたのですけれども、女性が正規でない限りは、

、 、 。例えば嘱託職員だった場合でも この対象にはならないのですよね なるのでしょうか

●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） あくまでも一般の職員です、正職員ということで限定をして

いるところでございます。

●議長（音喜多議員） いいですか、ほかにございませんか。

10番。

●谷口議員 くだらない質問だって言わないでほしいのですけれども。今回、この自己啓

発休業を申請して、承認されて、学業のほうに一時期進まれると、あるいは海外にボラ

ンティア活動で出かけるというふうになりますよね。休業した後は自己責任できちっと
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やっているか、やっていないかとかということは報告をほしいというふうになっていま

すけれども。２年、３年なんですけれども、きちんともしまじめにやったけれども履修

がかなわなかったと、 後の資格を得ることができなかったという場合もないとは言え

ないと思うのです。

あるいは、そこに向かったけれども、ちょっと違い過ぎたという場合も出ないとも限

らないと思うのです。あるいは、ボランティアで行っても言われてる内容とは違い過ぎ

たということで帰ってきたと、そういうもろもろあるのですけれども、そういう場合は

帰ったきた場合、どういう扱いをするのですか。

●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） 今のご質問、第10条に一部かかわることなのかなと思うので

すけれども。当該自己啓発等休業の期間を大学等課程の履修、または国際貢献活動のた

めのもののうち、職員としての職務に特に有用であると認められるものにあっては100分

の100以下、それ以外のものにあっては100分の50以下の換算率に換算して得た期間を引

き続き勤務した者とみなすということですから、行ったけれども、ただしこれはあくま

でも行く前には職員の公務に関する能力の向上に資すると認めた者として任命権者が認

めてやったものなんですけれども、結果としてそれが認められなかったという場合もあ

ろうかと思います。で、履修がかなわなかったということもあろうかと思いますが、こ

の10条の規定の中で参酌しながら運用していくしかないというふうに思っております。

●議長（音喜多議員） いいですか。

ほかございませんか。

（な し）

●議長（音喜多議員） 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（音喜多議員） 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（音喜多議員） 日程第19、議案第41号 厚岸町職員の修学部分休業及び高齢者部分

休業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。
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●総務課長（會田総務課長） ただいま上程いただきました、議案第41号 厚岸町職員の修

学部分休業及び高齢者部分休業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。

修学部分休業制度については、高度化、複雑化する社会情勢の中では視野が広く、先

例にとらわれない柔軟な発想を持ち、さまざまな課題に迅速、適切に対処できる公務員

が必要であるとして、また、高齢者部分休業制度については、定年退職後もさまざまな

ライフスタイルの選択が可能となってきており、定年後の人生に備えるための準備の需

要が高くなっていることと、定年退職までの間、給与水準を低くした上で勤務時間を短

縮することを可能とし、それぞれのライフスタイルにあわせた柔軟な勤務形態の選択肢

を整えることが必要であるとして、平成16年６月に地方公務員法が改正され、修学部分

休業及び高齢者部分休業に関する規定が設けられ、同年８月１日から施行された制度で

あります。

既に、地方公務員法が改正され、この制度が施行されてから７年以上が経過しており

ますが、将来において修学部分休業制度については厚岸町職員が無給の休業制度を活用

し、自主的に能力開発を行うことにより、職員の資質が高まり、公務能率と住民サービ

スが向上すること、高齢者部分休業制度については、高齢職員に対して勤務形態の選択

肢を提供することにより、心身の健康維持を増進し、公務能率の増進が図られることを

踏まえ、また両制度とともに地方分権の進展等に対応した地方公共団体の公務の能率的

かつ適正な運営を推進するため、さらには地方公務員の運用勤務形態の多様化を図るこ

とを目的として、この際、当町においても課題はご承認を賜りました議案第40号による

自己啓発等休業制度とあわせて、これらの制度を活用しようとする職員を支援するため

の制度を整備しておくべきであると考え、本条例を制定するものでございます。

なお、初めに申し上げますが、地方公務員における修学部分休業及び高齢者部分休業

の基本的事項については、地方公務員法第26条の２及び第26条の３に定められており、

この条例はその法律の条項の規定で条例で定めるとした委任事項について規定するもの

であることをご承知いただきたいと存じます。

それではまず、条例案の内容を説明する前に、地方公務員法第26条の２と、第26条の

３に規定されている地方公務員における修学部分休業と高齢者部分休業に関する基本的

な事項についてご説明いたします。これも申しわけありません、参考資料をお配りして

おりませんので、申しわけありませんが説明の中でお聞きいただければと思います。

初めに、修学部分休業について、地方公務員法第26条の２では、一つ目として、この

制度を利用できる職員を臨時的任用職員と非常勤職員を除く一般職員とすること、また

任命権者は職員が申請した場合、公務の運営に支障がなく、かつ当該職員の公務に関す

る能力の向上に資すると認めるときは、これを承認することができることを第１項で規

定しております。

二つ目として、休業の承認は当該、休業している職員が何らかの理由で休職、または

停職の処分を受けた場合には、その効力を失うことを同条第２項で規定しております。

三つ目として、職員が承認を受けて勤務しない場合は、条例で定めるところにより、

減額して給与を支給することを同条第３項で規定しております。

次に、高齢者部分休業について、地方公務員法第26条の３では、一つ目としてこの制
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度を利用できる職員を臨時的任用職員と非常勤職員を除く一般職員とすること。

二つ目として、任命権者は職員が申請した場合に、公務の運営に支障がないと認める

ときは、これを承認することができることを第１項で規定しております。なお、この高

齢者部分休業については、修学部分休業にある当該職員の公務に関する能力の向上に資

すると認めるときの規定はございません。

それでは これらの基本的事項を踏まえた上 本条例の内容を第１条から条番号に沿っ、 、

てご説明させていただきます。議案書30ページをごらん願います。

第１条は、この条例の制定趣旨について規定しております。

第２条は、修学部分休業について規定しております。第１項は、修学部分休業の承認

については、その職員の１週間あたりの通常の勤務時間、38時間45分になりますが、そ

の２分の１を超えない範囲で、職員の修学のため必要とされる時間について５分を単位

として行うものであることを規定しております。

第２項は、地方公務員法第26条の２第１項の条例で定める教育施設について規定してお

ります。第１号では、学校教育法による大学及び高等専門学校とし、第２号では学校教

育法第124条の規定による専修学校とし、第３号では学校教育法第134条の規定による各

種学校とし、第４号では前３号に掲げる教育施設に類するものとして、任命権者が認め

る教育施設としております。なお、単なる個人の趣味に関する教育や転職を前提とした

ような教育は認めないこととしているところでございます。

第３項は、法第26条の２第１項の条例で定める修学部分休業ができる期間を規定して

おり、その期間を２年とするものであります。

第３条は、高齢者部分休業について規定しております。第１項は、高齢者部分休業の

承認については、その職員の１週間当たりの通常の勤務時間、これも38時間45分になり

ますが、その２分の１を超えない範囲内で５分を単位として行うものであることを規定

しております。

第２項は、法第26条の３第１項の条例で定める高齢者部分休業ができる期間を規定し

ており、その期間を５年とするものであります。具体的には、定年退職日から５年遡っ

た日等からの日で、当該申請において職員が示した日から定年退職日までの期間とする

ものであります。

議案書31ページをお開き願います。

第４条は、修学部分休業または高齢者部分休業の承認を受けた職員の給与について規

定しており、部分休業により勤務しない１時間につき、給料の月額、管理職手当の月額

及び月額で支給する特種勤務手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を１週間当たりの

勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給することとしておりま

す。

第５条は、修学部分休業の承認の取り消し事由について規定しております。第１号で

は、修学部分休業にかかる教育施設の課程を退学したとき、第２号では正当な理由なく

修学部分休業に教育施設の課程を休学、または授業を頻繁に欠席しているとき、第３号

、 、では その職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難となった場合で

その職員の同意を得たときとしております。

第６条は、高齢者部分休業の承認の取り消し、または休業時間の短縮にかかる事由を



- 239 -

規定しており、任命権者は高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置

を講じることが著しく困難となった場合で、その職員の同意を得たときは、その承認を

取り消し、または休業時間を短縮することができることとしております。

第７条は、任命権者は高齢者部分休業をしている職員から、休業時間の延長の申し出

があった場合で、公務の運営に支障がないと認めるときは、その職員にかかる部分休業

時間の延長を承認することができることを規定しております。

、 。第８条は この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めることを規定しております

後に附則でありますが、第１項は、この条例の施行期日であります。この条例は、

平成24年４月１日から施行するものでございます。

第２項は、この条例の制定に伴い、改正の必要が生じた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を改正する規定であります。厚岸町企業職員の給与の種類

及び基準に関する条例第16条に修学部分休業、または高齢者部分休業の承認を受けた企

業職員の給与について、本条例本則の第４条と同様の規定を新たに第３項として規定す

るものでございます。なお、この改正については、新旧対照表を別に配付しております

ので、参考に供していただきたいと思います。

また、期末勤勉手当にかかる在職期間の計算につきましては、厚岸町職員の給与の支

給に関する規則に規定されることになりますが、その内容は期末手当にあっては承認に

より勤務しなかった期間の２分１を除算し 勤勉手当にあっては承認により勤務しなかっ、

た期間の全部を除算することとしております。

さらに、この制度を利用して休業した職員の退職手当については、北海道市町村職員

退職手当組合、退職手当条例に規定があり、部分休業取得期間の２分の１に相当する期

間を勤続期間から除算することとされております。なお、この条例につきましては、去

る昨年11月28日に職員組合に対し申し入れを行った上、同年12月22日に合意する旨の回

答を得ておりますので、ご理解願います。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認くださいますよう、よろしく

お願いをいたします。

●議長（音喜多議員） これより、質疑を行います。

９番。

●南谷議員 １点だけ伺います。

高齢な方なんですけれども、普通であれば56歳から５年間という解釈するのですけれ

ども、そうしたら例えば30歳からでも５年間はとれるのかなと、高齢というのは何歳ぐ

らいから言うのですか。そういう方法って可能なんですか。

言っている意味わかります 通常であれば退職前５年間 だから56歳だろうと でも40、 、 、

歳になったけど、やあやあという思いで５年間前倒ししてくださいよということも可能

なんですか、高齢というのは何歳なんでしょうか。

●議長（音喜多議員） 総務課長。
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●総務課長 會田総務課長 基本的に55歳になった翌年度の４月１日からということでなっ（ ）

ております。

●議長（音喜多議員） いいですか、ほかございませんか。

（な し）

●議長（音喜多議員） 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（音喜多議員） 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（音喜多議員） 以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。

よって、本日は、これをもって散会いたします。

ご苦労さまでした。

午後５時41分散会
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