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平成２３年第１回新十津川町議会定例会

平成２３年３月８日（火曜日）

午前１０時開会

◎議 事 日 程 （第１号）

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 会期の決定

第 ３ 諸般の報告

１）事務報告

２）閉会中の委員会所管事務調査結果報告

３）例月現金出納検査結果報告

４）一部事務組合議会報告

５）議員研修報告

第 ４ 町長行政報告

第 ５ 教育長教育行政報告

第 ６ 請願第 １号 住民の安全・安心なくらしを支える交通運輸行政の充実を求め

る請願

第 ７ 発議第 １号 新十津川町議会の議員の定数を定める条例の一部改正について

（内容説明まで）

第 ８ 議案第 ２号 新十津川町住民生活に光をそそぐ交付金活用基金条例の制定に

ついて（内容説明まで）

第 ９ 議案第 ３号 新十津川町共同賃貸住宅建設促進条例の一部改正について（内

容説明まで）

第１０ 議案第 ４号 新十津川町水防団条例の一部改正について（内容説明まで）

第１１ 議案第 ５号 新十津川町英語指導助手の設置に関する条例の一部改正につい

て（内容説明まで）

第１２ 議案第 ６号 平成２２年度新十津川町一般会計補正予算（第９号 （内容説）

明まで）

第１３ 議案第 ７号 平成２２年度新十津川町国民健康保険特別会計補正予算（第３

号 （内容説明まで））

第１４ 議案第 ８号 平成２２年度新十津川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号 （内容説明まで））

◎出席議員（１２名）

１番 岩 木 雅 徳 君 ２番 青 田 良 一 君

３番 山 田 秀 明 君 ４番 笹 木 正 文 君

５番 平 沢 豊 勝 君 ６番 長谷川 秀 樹 君

７番 西 永 勝 治 君 ８番 後 木 幸 里 君

９番 続 木 俊 一 君 １０番 樋 坂 里 子 君

１１番 乗 松 政 勝 君 １２番 長 名 實 君

◎欠席議員（なし）

◎地方自治法第１２１条により出席した者の職氏名
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町 長 植 田 満 君

副 町 長 佐 川 純 君

教 育 長 熊 田 義 信 君

総 務 課 長 石 田 賢 吉 君

住 民 課 長 林 敏 幸 君

会 計 課 長 辻 山 直 紀 君

保 健 福 祉 課 長 竹 原 誠 二 君

産 業 振 興 課 長 兼

農業委員会事務局長 後 木 祥 一 君

建 設 課 長 岩 井 良 道 君

教 育 次 長 藤 澤 敦 司 君

代 表 監 査 委 員 山 本 忍 君

◎職務のために出席した者の職氏名

事 務 局 長 加 藤 健 次 君
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◎町民憲章朗誦

○議長（長名 實君） 皆さんおはようございます。

開会に先立ち、町民憲章を朗誦いたします。皆さんご起立ください。

私が町民憲章と申し上げますので、引き続き朗誦をお願いいたします。

町民憲章。

〔町民憲章朗誦〕

○議長（長名 實君） ご着席ください。

◎表彰状の伝達

○議長（長名 實君） 会議に先立ちまして、報告をいたします。

全国町村議会議長会表彰規定に基づく自治功労者で、町村議会議員として１５年以上在

職し、功労のあった者として、後木幸里君が去る２月９日の全国町村議会議長会定期総会

において表彰されました。

ただいまより受賞者に表彰状と記念品を伝達いたしますので、後木幸里君、前の方にお

進みください。

〔８番 後木幸里君登壇〕

○議会事務局長（加藤健次君） ただいまから長名議長より受賞者に表彰状を伝達いたし

ますので、よろしくお願いいたします。

○議長（長名 實君） 表彰状。北海道新十津川町、後木幸里殿。あなたは町村議会議員

。 、として多年にわたり地域の振興発展に寄与されたその功績は誠に顕著であります よって

ここにこれを表彰します。平成２３年２月９日。全国町村議会議長会会長、野村弘代読。

〔表彰状の伝達〕

◎開会の宣告

○議長（長名 實君） ただいま出席している議員は、１２名であります。

定足数に達しておりますので、ただいまから平成２３年第１回新十津川町議会定例会を

開会いたします。

（午前１０時００分）

◎議会運営委員会の報告

○議長（長名 實君） 開会に先立ちまして、定例会の運営について、議会運営委員会の

申し合わせ事項等がございますので、報告を求めます。

続木議会運営委員長。

〔議会運営委員長 続木俊一君登壇〕

○議会運営委員長（続木俊一君）

〔説明の記載省略〕

○議長（長名 實君） 議会運営委員長の報告が終わりました。

◎開議の宣告

○議長（長名 實君） これより、本日の会議を開きます。

◎議事日程の報告

○議長（長名 實君） 本日の議事日程は、お手元に配布してあります日程表に基づき、

順を追って進めてまいりますので、よろしくお願いをいたします。
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◎会議録署名議員の指名

○議長（長名 實君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

、 、 。会議録の署名議員の指名につきましては 会議規則により 議長より指名をいたします

６番、長谷川秀樹君。７番、西永勝治君。両君を指名いたします。

◎会期の決定

○議長（長名 實君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。

今定例会の会期は、ただいまの議会運営委員長の報告のとおり、本日から３月１７日ま

での１０日間といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

〔｢異議なし｣と言う人あり〕

○議長（長名 實君） 異議なしと認めます。

したがって、会期は、本日から３月１７日までの１０日間に決定をいたしました。

◎諸般の報告

○議長（長名 實君） 日程第３、諸般の報告を行います。

１番の事務報告、２番の閉会中の委員会所管事務調査結果報告、３番の例月現金現金出

納検査結果報告につきましては、お手元に配布のとおりでございます。

引き続き、一部事務組合議会報告を願います。

まず、私が関係しております石狩川流域下水道組合議会の報告を申し上げます。

去る２月２５日開催の平成２３年石狩川流域下水道組合議会第１回定例会の報告をいた

します。

田村組合長の行政報告では、し尿と下水の共同処理施設について、平成２３年度に必要

な調査、計画の策定を行い、平成２４年度に認可申請、平成２７年度の供用開始を予定し

ているとの報告がありました。

、 、 、 、議案の内容は 報告１件 議案１件でございまして 報告は例月現金出納検査について

書面により報告があり、これを報告済みといたしました。

続きまして、議案第１号の平成２３年度石狩川流域下水道組合一般会計予算につきまし

ては、対前年比５６４万７千円増の歳入歳出それぞれ総額を４億１，６８２万３千円とす

るもので、増額の主なものは、し尿と下水の共同処理にかかる委託料の増でありまして、

原案どおり可決をいたしました。

なお、平成２３年度予算における本町の負担は、共同負担２３８万９千円、水量負担１

千万円、道資本費控除額減額の９万円の、計１，２２９万９千円であります。

以上で、平成２３年石狩川流域下水道組合議会第１回定例会の報告といたします。

○議長（長名 實君） 引き続き、西空知広域水道企業団議会の報告を平沢豊勝君より願

います。

〔５番 平沢豊勝君登壇〕

○５番（平沢豊勝君） おはようございます。議長の指示がございましたので、去る２月

２５日開催されました２３年第１回西空知広域水道企業団議会の報告をさせていただきま

す。まず議事録署名議員、それから会期の決定、諸般と進みまして、諸般の報告でござい

ますけれども、植田企業長より業務に関する件、建設工事の実施状況について、給水装置

工事の実施について、経営に関する件、それから徳富ダム建設工事に関する件、砂川市北

光袋地地区給水に関する件、この６件が報告がございました。なかでも経営に関する件で

ございますけれども、起債の繰上償還が認められ、今後に予定する金利負担が軽減される
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ということでありました。また砂川市の北光袋地地区の給水に関する件では、砂川市から

同地区給水に正式に給水の申し出があり、平成２３年度中に給水する方向で検討を進める

ということで報告がございました。

次に、議案５件でありますけれども、議案第１号では、平成２２年度西空知水道企業団

会計補正予算を原案どおり可決しております。この補正は年度末における収支の決定、ま

たは不用額、不足額の整理によるものであります。まず第１款水道事業収益補正につきま

しては、マイナス２０４万６千円で、補正後の額を３億８，１５７万３千円にしておりま

して、支出では１款水道事業費用を補正、マイナス５８９万１千円で、補正後の額を３億

５，４４１万円にあらためております。起債の補正でありますけれども、繰上償還を実施

するために財源として借換債を９，７００万円を追加しております。次に第５条では、議

会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で、職員給与をマイナス１６９

万８千円を、補正後の額を７，０７６万１千円にあらためております。第６条では、棚卸

資産の購入限度額の補正で、補正額マイナス５５万３千円で、補正後の額を１，１１３万

９千円にあらためております。この補正予算により２２年度の予定損益計算書では、当年

度純利益が２，４６１万９千円となり、また当年度未処理欠損額が５，８７９万６千円と

なっております。

次に、議案第２号につきましては、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例を原案のとおり可決しております。昨年の人事院勧告に基づき、一般の職員と同じく、

給与等の減額措置を行うものであります。

議案第３号、４号につきましては、一括提案され、原案のとおり可決しております。議

案第３号は、北海道町村議会議員公務災害補償等組合、第４号は北海道市町村総合事務組

合の、それぞれ規約の改正でありまして、理由は広域紋別病院企業団の加入によるもので

ございます。

議案第５号は、平成２３年度西空知広域水道事業会計予算を原案のとおり可決しており

ます。内容についてでございますけれども、業務量の予定では給水件数４，５６６件、年

間配水量１０４万９千立方メートル、１日の平均配水量２，８７３立方メートルとしてお

ります。第３条では、収益的収入及び支出の予定額で、収入では水道事業収益３億６，１

７４万４千円で、支出は水道事業費用３億２，１４８万４千円となっております。第４条

では、資本的収入及び支出の予定額で、収入では資本的収入７，８４０万３千円、支出で

は資本的支出２億１，９５９万７千円としております。これにより資本的収入が資本的支

出に対して不足する額１億４，１１９万４千円は過年度分損益勘定留保資金１億３，９３

５万６千円及び当年度消費税資本的収支調整額１８３万８千円で補充するものでありま

。 、 、す 第５条は継続費の変更で 第４次拡張工事の総額は変更しないで次年度を１年追加し

２４年度を新たに加えております。これは徳富ダム完成が延期されたことによるもので、

２３年度を３，２８２万円に２４年度１億５，０６４万６千円にそれぞれあらためており

ます。第６条は企業債で、総額３９０万円、目標額第４次拡張工事であります。第７条は

議会の議決を得なければ流用することのできない経費ということで、職員給与６，０３７

万９千円と交際費２０万円であります。第８条は一般会計からの補助を受ける金額を１億

９９１万４千円とあらためております。第９条は棚卸資産の購入限度額７５０万円とあら

ためております。

以上で報告といたしますけれども、詳細につきましては、議案書と共に事務局にありま

すので、お目通しをいただきたいと思います。以上でございます。

○議長（長名 實君） 西空知広域水道企業団議会の報告を終わります。

引き続き、中空知広域市町村圏組合議会の報告を乗松政勝君より願います。

〔１１番 乗松政勝君登壇〕
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○１１番（乗松政勝君） ご指示をいただきましたので、去る２月２５日開催の中空知広

域市町村圏組合議会第１回定例会のご報告を申し上げます。

議案５件が上程をされました。

まず繰り上げて上程をされました議案第５号、平成２２年度中空知広域市町村圏組合交

通災害共済特別会計補正予算から説明をいたします。平成２２年度中空知広域市町村圏組

合交通災害共済特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予算

の補正。第１条、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表、歳入歳

出予算補正によるものでございます。これは歳入の部分で会費が減少いたした１３３万円

の減額補正と、基金から繰り入れました１３３万円、基金繰入金、これにつきましては、

補正前と補正後の金額が２，０４９万８千円と同額となってございます。これも議決承認

をいたしました。

続きまして、議案１号から４号までは関連がありますので、一括提案をされてございま

す。まず議案第１号、中空知広域市町村圏組合一般会計予算を説明をいたします。平成２

３年度中空知広域市町村圏組合一般会計の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出の

予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，９７８万５千円と定める。

２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による。

主なものを申し上げたいと思います。歳入から申し上げます。負担金１，３２７万円、こ

のことにつきましては、新十津川町におきましては、均等割３分の１、４４万５，５００

円、基準財政需要額割３分の１、４０万５千円、人口割３分の１、２６万９，９００円と

。 。なってございます それで本年度の負担額が確定額で１１１万５千円となってございます

それと他会計から繰入金が４００万円、繰越金が２５０万円が主なものでございます。歳

出につきましては、一般管理費１，８６１万円となってございます。うち嘱託職員３名、

一般職１名の給与と各種手当で１，６５２万円、一般管理費事務経費で２００万円でござ

います。

次に、議案第２号、平成２３年度中空知広域市町村圏組合交通災害共済特別会計予算を

。 、説明をいたします 平成２３年度中空知広域市町村圏組合交通災害共済特別会計の予算は

次に定めるところによる。歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ１，６４６万８千円と定める。２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金

額は、第１表歳入歳出予算による。これにつきましては、歳入から申し上げます。会費収

入、会員２万３，９６０人、９４７万円。基金繰入金６６４万円。次に歳出ですが、事務

費で一般管理事務に要する経費が３２万円。加入促進に要する経費２３３万円。これにつ

きましては印刷製本代等々でございます。また共済費で共済見舞金１，１１１万円でござ

います。他会計繰出金２００万円が主なものでございます。

、 、 、次に 議案第３号 平成２３年度中空知広域市町村圏組合交通遺児奨学事業特別会計を

会計予算を説明をいたします。平成２３年度中空知広域市町村圏組合交通遺児奨学事業特

別会計の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額

は歳入歳出それぞれ８３万７千円と定める。２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分

ごとの金額は第１表歳入歳出予算による。内容の説明を申し上げます。歳入ですが、利子

、 。 、 、及び配当金で２９万円 基金繰入金で３４万円 支出の方ですが 奨学費として２９万円

奨学金が９万円となってございます。これは中学生２名分の内訳となってございます。そ

れと高校生２名分１６万８千円で、奨学費としては総額２９万円となってございます。次

は、基金積立金につきましても２９万円となってございます。

次に、議案第４号、平成２３年度中空知広域市町村圏組合ふるさと市町村圏基金事業特

別会計予算を説明をいたします。平成２３年度中空知広域市町村圏組合ふるさと市町村圏

基金事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算。第１条、歳入歳出
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予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，９５０万２千円と定める。２、歳入歳出予算の款項

、 。 、の区分及び当該区分ごとの金額は 第１表歳入歳出予算による 内容になりますけれども

これは歳入は利子及び配当金で８００万円、繰越金で１，１５０万円が主なものでござい

ます。歳出ですが、事業費９０１万円、そのうち４項目、教育文化振興事業１８０万円、

産業観光振興事業３４８万円、コミュニティー推進事業２１５万円、広域連携事業１１９

万円となってございます。

以上、議案第１号から第４号まですべて議決承認をいたしました。なお、資料につきま

しては、事務局にありますので、お目通しをいただきたいと思います。以上で、中空知広

域市町村圏組合議会第１回定例会の報告といたします。

○議長（長名 實君） 中空知広域市町村圏組合議会の報告を終わります。

引き続き、滝川地区広域消防事務組合議会の報告を岩木雅徳君より願います。

〔１番 岩木雅徳君登壇〕

○１番（岩木雅徳君） おはようございます。昨日３月７日に行われました滝川地区広域

消防事務組合第１回定例議会の報告を行います。

議案は１号から５号であり、報告として例月出納検査１件でありました。

議案第１号では、平成２２年度一般会計補正予算でありまして、５９２万５千円を追加

し、総額歳入歳出それぞれ１０億５，８０１万８千円とする。理由として、２２年度に建

設されました合同詰所の関係で、債務負担行為の廃止による１，７５７万２千円の減額、

また繰上償還などが主な要因となります。

第２号は、嘱託員等の給与等に関する条例改正であります。今まで滝川市の条例を準用

してまいりましたが、組合単独の条例を設置するということになりました。

第３号は、北海道市町村総合事務組合規約の変更で、広域紋別病院企業団の加入に伴う

文言の整理加入であります。

第４号は、平成２３年度一般会計歳入歳出予算についてであります。平成２３年度予算

は９億１，１４３万５千円で、前年比マイナス１４．２％、額にして１億５，０３７万７

千円の減額になります。要因として人件費８，０４７万円の減額、普通建設事業費７，１

６８万１千円の減額が大きな要因でございます。総予算額９億１，１４３万５千円に対す

る本町の負担率は１７．７８％になり、金額では２２年度予算より１，８２８万６千円の

減額の１億６，１９８万３千円になります。

第５号議案は、組合議会会議規則の一部改正であります。すべて満場一致により可決さ

れました。

以上をもって滝川地区広域消防事務組合第１回定例議会の報告を終了させていただきま

すが、資料は事務局へ提出してありますので、お目通し願えればと思います。以上です。

○議長（長名 實君） 滝川地区広域消防事務組合議会の報告を終わります。

引き続き、中空知衛生施設組合議会の報告を笹木正文君より願います。

〔４番 笹木正文君登壇〕

○４番（笹木正文君） おはようございます。議長の指示ですので、去る２月２８日に行

われました中空知衛生施設組合議会第１回定例会の報告を行います。

会議の最初に田村組合長の行政報告がありまして、業務は安定的に執行されているとい

う報告がございました。

次に、報告事項の例月現金出納検査報告につきましては、配布された書面により報告済

みといたしました。

議案は１から２号までありまして、議案第１号としまして、平成２２年度一般会計補正

予算ということで、それにつきましては、市町の負担金４，０５５万４千円を歳入予算補

正として分担金負担金と繰越金を振り替えたものであります。



- 8 -

議案第２号としましては、平成２３年度一般会計予算でありまして、これは歳入歳出１

０億８，２９３万６千円でありまして、前年度対比３，６５０万４千円増となっておりま

す。増額分に関しましては、歳入の分担金負担金と組合債、歳出のごみ処理施設費用の双

方が概ね増額の要因となっております。

これらの２つの議案はすべて原案どおり可決されました。

以上、中空知衛生施設組合第１回定例会の報告といたしますが、なお詳細につきまして

事務局の方へ資料を届けておきますが、予算書もそこにあります。その中では歳入歳出の

、 、 、 、収支というよりも むしろ予算書の参考資料として火葬場 衛生センター ごみ処理施設

動物用小型消却施設の各構成市町村別の負担金の総括表が載っております。また火葬場の

使用件数の実績表、ごみ種目別の処理の実績表、また、し尿処理量の実績表、小動物搬入

実績表もこれもまた各構成市町村別に載っております。きっとそちらの方が興味深い数字

だと思われますので、そちらもまたお目通しください。以上で終わります。

○議長（長名 實君） 中空知衛生施設組合議会の報告を終わります。

引き続き、空知教育センター組合議会の報告を平沢豊勝君より願います。

〔５番 平沢豊勝君登壇〕

○５番（平沢豊勝君） 議長の指示がございましたので、平成２３年空知教育センター組

合議会の第１回定例会の報告をさせていただきます。

招集された日にちは３月７日、昨日でございます。議事録署名議員の指名、それから日

程等については日程どおり進めております。

田村組合長から平成２２年１１月２７日議会後の行政報告がされまして、平成２２年度

２月の教育センターの今後のあり方について検討した結果を報告されました。現在の施設

面積は２，２０８．３平方メートルということであり、実際に使用していない実習室もあ

り、今後必要となる施設面積は宿泊、食堂の施設は不要として、必要最小の規模というこ

。 ，とでとどめたいということでございました 現施設の耐震改修の老朽化に伴う修繕費が３

２００万円が必要ということから、他の施設の移動が望ましい。滝川市内。現施設の解体

の費用は３，５００万円が必要だということであります。センターの施設必要性と役割を

重視し、経費の節減に努め、組織、人事の見直しに取り組み、年間６００万円の財源の効

果が生じるという予定を立てております。転出先について候補地でありますけれど、旧滝

川高等技術専門学院校舎を利用、今後、滝川市が北海道から有償の譲渡により取得する。

、 、売却価格は鑑定評価後に提示されることを条件に センター組合では条件が整理され次第

５月下旬開催予定の臨時議会で移転に関する予算等を提示するということの説明がござい

ました。それによって平成２４年４月１日から新空知教育センターのスタートを見たいと

いう説明がございました。

次に、議案第１号でありますけれども、平成２３年度空知教育センター組合一般会計予

算の総額は、歳入歳出それぞれ１，４６２万９千円と定めております。

議案第２号、平成２３年度空知教育センター組合研修事業特別会計予算の総額は、歳入

歳出それぞれ５３４万円と定めております。

議案第３号、平成２３年度空知教育センター組合研究事業特別会計予算の総額は、歳入

歳出そそれぞれ４０９万４千円と定めております。

３議案ともに原案どおり可決いたしております。以上、報告終わりますけれども、詳細

につきましては、事務局にありますのでお目通しをいただきたいと思います。以上でござ

います。

○議長（長名 實君） 空知教育センター組合議会の報告を終わります。

引き続き、空知中部広域連合議会の報告を青田良一君より願います。

〔２番 青田良一君登壇〕
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○２番（青田良一君） それでは去る２月２１日、奈井江町で開催されました空知中部広

域連合議会第１回定例会の内容について、かいつまみまして報告させていただきたいと思

います。

議案は、１３本ございましたけれども、１号から５号までは２２年度の各会計の補正予

算ということでございました。特別お知らせするような内容はありませんでした。どちら

かというと年度末の予算調整といった内容でございました。

引き続きまして、２３年度の行政執行方針が連合長から示されました。各会計予算に基

づく執行方針でございまして、これも簡単に説明させていただきますが、介護保険事業会

計につきましては、２４年から２６年までを見通した第５期の介護保険事業計画をこの年

度に策定していくという内容でございます。さらに地域包括支援センター、居宅介護支援

事業等との連携を密にしながら介護サービスの適正化と質の向上に努めるといった内容で

ございました。それから国民健康保険事業会計につきましては、昭和３６年に国民皆保険

制度が確立されてから５０年の記念すべき年に当たるといったおさえの中で、昨今景気や

雇用の悪化が続く中で、国保を巡る情勢は非常に厳しさを増しているという内容をお示し

になりました。その上で特定検診や特定保健指導をはじめとする、その疾病の予防事業に

取り組みながら健全な国保の運営を目指していきたいというところでございました。また

新たなところとしましては、医療費の適正化といいますか、軽減化といいますか、そうい

ったものを図るべくジェネリック医薬品の使用促進に向けた取り組みを実施していきたい

ということでございました。それから障害者会計でございますけれども、これらも議員さ

んもご存知だと思いますけれども、障害者自立支援法という法律がございますけれども、

この廃止が決定されておりまして、それに代わる新たな法律が今検討されているところで

ございます。連合といたしましても、障害者福祉サービスが円滑に実施されるよう、審査

業務をしっかりとやっていきたいといった内容でございました。

引き続きまして、一般質問がございました。私も一般質問しようと思ったのですけれど

も、内容が重複していたので止めましたけれども、２つの質問がございまして、ひとつは

先ほど申し上げましたように５期目の介護保険事業計画について、２点目が国民健康保険

の広域化についてといった内容でございました。これは奈井江の岡村議員さんの方での質

問でございますけれども、かいつまんで言いますと、５期目の介護保険計画、住民の声を

きちっと聞く中で調査を含めて計画を作っていただきたいということで、そういった部分

にきちんと対応するといった答えでございました。それから国民健康保険の広域化につき

ましては、今非常に心配されている点が多々ございまして、一番の心配は保険料が上がっ

ていくのではないかという考え方でございますけれども、私個人も非常にこういった部分

について、いわゆるその生活が苦しい中でこうなってはなかなか大変なのかなと思って、

質問しようと思っていたのですけれども、そういったことでの試みがあるという中でござ

いましたけれども、連合長の方はそういった事態になってもできるだけ全国水準に比べて

、 。安い この保険料について維持するように努力したいといったような内容でございました

それから２３年度の会計のそれぞれの会計の提案がございまして、これは原案どおりそ

れぞれ可決いたしたところでございます。ただし、例年というか、２２年度までは５会計

ございましたけれども、老人保健特別会計というのが２２年度で終わりになりますので、

来年度広域連合の方は４会計ということになります。

さらに条例の改正が１本ございまして、これまで出産のお祝い金というのですか、一時

金というのですか、育児金というのでしょうか、表現がちょっとあれなんですけれども、

確か暫定的な決めだったのですけれども、法律の改正等もありまして、これを恒久的な金

額という形に改正するといった内容でございます。確か３９万円だったと思いますけれど

も、そういうふうな形の中で改正していくという内容でございました。
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その他、資料を読んでいただけるとわかるような議案もございましたけれども、以上、

簡略に第１回定例会の部分について報告をさせていただきたいと思います。予算書等につ

、 、 、いては 事務局の方にお届けをしておきますので 本町にかかわる部分もございますので

内容等ぜひ議員さんもご覧になっていただきたいと思います。以上で報告といたします。

○議長（長名 實君） 空知中部広域連合議会の報告を終わります。

引き続き、中・北空知廃棄物処理広域連合議会の報告を長谷川秀樹君より願います。

〔６番 長谷川秀樹君登壇〕

○６番（長谷川秀樹君） おはようございます。議長のご指示ですので、去る２月２８日

開催されました平成２３年第１回中・北空知廃棄物処理広域連合議会の定例会の報告をい

たします。

連合長より行政報告がありまして、そののち審議に入ったわけですけれども、議案が３

件、それから報告が２件ということでございました。報告につきましては、監査報告、そ

れからこれは定期監査報告ですね。それと例月現金出納検査報告につきましては、書面に

よる報告ということで、報告済みといたしました。

それでは議案の説明をいたします。議案第１号につきましては、平成２３年度中・北空

知廃棄物処理広域連合一般会計予算ということで、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞ

れ１２億７，８６２万３千円と定めるということで、この内容につきましては、ご案内の

ように平成２５年４月供用開始に向けましての焼却施設建設に要するものでございます。

、 、本町につきましては 負担金といたしまして６４６万４千円が負担金でありますけれども

このことにつきましては、過去３年間の平均ごみ量から算定されたものでございます。一

般会計予算につきましては、原案どおり可決されました。

次に、議案第２号ですけれども、平成２２年度中・北空知廃棄物処理広域連合一般会計

の補正予算（第２号）でございます。この補正につきましては、歳入歳出予算の総額から

歳入歳出それぞれ４，５８２万２千円を減額し、歳入歳出総額を６億２，９０２万９千円

とするものでございまして、この内容につきましては、循環型社会形成推進交付金の確定

とそれから焼却施設建設に要する経費の執行残が生じたことから減額という形になってご

ざいます。本町にかかわるものとしては、市町の負担金という中で、補正前につきまして

は４６７万５千円でございましたけれども、減額９９万６千円ということで、本町の負担

。 、金につきましては３６７万９千円となったところでございます この補正につきましても

原案どおり可決されました。

次に、議案第３号、中・北空知廃棄物処理広域連合が設置する一般廃棄物処理施設にか

かる生活環境影響調査結果の縦覧の手続きに関する条例の一部を改正するということで、

このことにつきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施

行に伴い改正するということで、この議案第３号につきましても、原案どおり可決されま

した。

なお、以上で報告といたしますけれども、議案並びに予算書、そしてごみ焼却施設の概

、 、要とさらにはこれからの工事スケジュール そういったものも資料としてございますので

事務局の方に届けておきますので、お目通しいただきたいと思います。以上、報告といた

します。

○議長（長名 實君） 中・北空知廃棄物処理広域連合議会の報告を終わります。

以上で、一部事務組合議会の報告を終わります。

引き続き、議員研修報告を笹木正文君より願います。

〔４番 笹木正文君登壇〕

（ ） 、 。○４番 笹木正文君 指示をいただきましたので 議員研修報告をさせていただきます

昨年の１０月１９日から５日間にわたりまして、琵琶湖畔の松で有名な滋賀県大津市唐
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崎の全国市町村国際文化研修所にて、市町村議会議員特別研修の地方行財政コースと題し

まして、地域主権改革、監査制度のあり方、緑の分権改革、自治体経営のあり方、自治体

財政の健全化といった５つもの盛りだくさんの内容で研修を受けてまいりました。全国の

２３道府県の市町村から４９名が参加しまして、そのうち北海道からは私と函館市の方と

２名でございました。講師は総務省自治行政局から安田行政課長、原田地域政策課長の２

名、そして関西学院大学から石原俊彦教授と小西砂千夫教授の２名、そして前愛知県高浜

市長の森貞述氏の計５名といった布陣であります。また事例紹介では滋賀県東近江市から

野村緑の分権改革課長と北海道赤平市から伊藤企画財政課長の２名が説明員として入って

おりました。

その研修の中で、内容を２、３要約して紹介しますと、まず地方分権改革の位置付けと

いたしましては、国からの義務付け、枠付けを見直し、そして国が地方に優越する上下関

係から対等なパートナーシップ関係に転換して、明治以来の中央集権体質から脱却して、

地域住民が責任を持って決めることのできる社会を作ることが本当の地域改革につながる

ということでしたが、たまたま今日これ議場に来ますと、ここに地域主権改革は暮らしも

地域も壊しますというようなことがありまして、いろんな見方があってどちらが正しいか

という感想は別にここでは差し控えますが、ちょっといいタイミングだったなと思ってお

ります。

、 、 、 、次に 監査制度のあり方につきまして 現在 財政悪化や住民ニーズの多様化を受けて

自治体改革が大きな課題となっています。そんな中で自治体運営を前例や形式だけで業務

をこなせば良かった時代はもう終わっているということで、自治体にも経営という新たな

発想が求められるようになってきているということであります。その上で今後この行政経

営、ここではニューパブリックマネジメントといっておりましたが、それを行う上では内

部統制が必要であって、その中でも行政運営上でコンプライアンスとそれとあと外部性、

独立性、専門性を備えた監査機能の強化が非常に重要になってくるという内容の講義であ

りました。

次に、自治体財政健全化については、国は三位一体の改革を推進し、地方自らの責任に

おいて住民サービスを選択できる行政システムを構築しなければならないということを図

っております。先ほどの地域主権改革に通じるものでありますけれども、それを受けて市

町村議員は基本的な条件として、財務諸表の内容をより深く理解する必要があるというこ

とで、この研修では参加４９の市町村の財務諸表を比較しながら、健全財政のあり方と各

財務諸表から読み取れる問題点を提起して、各自治体自身の財務内容を精査するという作

業を行いました。その中で先ほど事例紹介の件なんですけれども、事例紹介として赤平市

の財政健全化計画の取り組みが紹介されたわけでありますけれども、まさか滋賀県まで行

って赤平の課長と会うとはゆめゆめ思っておりませんで、少し驚きました。赤平につきま

しては、産炭地総合発展基金問題、また、特に病院事業会計による財政悪化というのは以

前から地元なので聞き及んでおりましたけれども、実際に財政健全化計画、赤平スクラム

プランという内容なんですけれども、その内容の説明を受けまして、産炭地の厳しさと住

民サービスそして財政管理のバランスをとる難しさということが理解することができまし

た。また、新十津川におきましては、財政におきましては概ね健全な状況であるというこ

とでありますけれども、新十津川だけでなく北海道特有のこの歳入に占める交付金の割合

が例外なく非常に高い状態でありまして、今後は交付金に対する依存体質を少しでも改善

できるように町の産業を活性化するという、税収を図るということで、新十津川の場合は

基本産業である一次産業から、最近よく言われる６次産業まで、そういう各産業の育成が

財政上からも望まれるのかなということを感じながら、５日間の研修を終えてきました。

なおあの本来なら１２月の定例会で報告すべきでありました。私の準備不足もございま
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して、議会だよりの後に報告になったことをお詫び申し上げたいと思います。ただ議会だ

よりと今日の研修報告の間隔が非常に空いたことによって、逆に１回の研修が２度３度と

反復して研修内容を見直すということは、研修内容をより深く理解ができて、自分ではけ

がの功名といったような感じもしております。これはちょっと都合のいい解釈で申し訳あ

りませんけれども、そんなようなことを感じながら、研修を終えてまいりました。それで

は以上をもちまして、研修報告を終わらせていただきます。

○議長（長名 實君） 笹木正文君の研修報告を終わります。

以上で、議員研修報告を終わります。

以上で、日程第３、諸般の報告を終わり、すべて報告済みといたします。

１１時 分まで休憩といたします。

（午前１１時０２分）

○議長（長名 實君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

（午前１１時１０分）

◎町長行政報告

○議長（長名 實君） 日程第４、町長行政報告を行います。

町長。

〔町長 植田 満君登壇〕

○町長（植田 満君） それでは平成２２年第４回定例議会以降における行政報告を申し

上げます。

はじめに、総務課の関係から、主なものを申し上げたいと思います。

まず望郷会の関係でございますけれども、去る２月２３日、本町出身者で関東近郊に在

住する方々が互いに親交を深めようと、ふるさとの川、徳富川にちなみまして、徳富会を

設立し、その総会が、東京の新宿区内で行われました。３３名の本町出身者がご出席され

旧交を温められたというふうにお聞きいたしております。当面は、年間３回程度の行事を

行いながら、組織の充実と会員の増強に努めることとしておりまして、主な行事予定とい

たしましては、今年は、母村奈良県十津川村訪問ツアー、来年は、故郷新十津川訪問ツア

ーを予定しているとのことでございます。また、早速、会員１５０名に対しましてお米や

清酒などの新十津川の特産品をＰＲしていただき、ふるさと応援団としてのご支援をいた

だいておりますことも重ねて報告をいたします。誠にありがたいかぎりでございまして、

感謝を申し上げるところでございます。

続きまして、まちづくり基本条例の件でございます。まちづくり基本条例については、

ご承知のとおり本年１月１日から施行されてございます。２月の２日に条例の策定に携わ

った方たちが中心となりまして、まちづくり基本条例の普及啓蒙活動を行う 「まちづく、

り基本条例をすすめる会」が発足されました。会の活動としては、今後、解説書の作成や

町内各団体への説明会の開催に取り組んでいただくこととなってございます。町民の皆さ

んに条例の中身をひとつ１日も早くご理解を願って、ともにまちづくりに資してまいりた

いというふうに考えておりまして、そういう役割を担っていただいていることにつきまし

て感謝を申し上げたいというふうに思っております。

続きまして、平成２２年の国勢調査結果の概数でございますけれども、これも新聞等で

報道されているところでございまして、平成２２年１０月１日を基準日といたしまして実

施いたしました国勢調査の結果についてでございますけれども、人口につきましては 7,2

51人となり、平成17年、前回の国勢調査と比較しますと 433人、 5.6％の減少となりまし

た。また、世帯数は 2,694戸となり、同じく95戸、 3.4％の減少となっております。10月
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１日現在の住民基本台帳と比べますと、人口は7,269人でマイナス18人とほぼ差はござい

、 、 。 、ませんが 世帯数では 2,999戸でマイナス305戸と大きな差となってございます これは

住民基本台帳では、病院や福祉施設に入院、入所している方をそれぞれ１世帯で数えます

が、国勢調査では施設全体を１世帯という扱いによって生じた差でございます。このよう

なことでご理解を願えればというふうに思っております。

次に消防の関係でございますけれども、昨年１年間の出動件数につきましてご報告申し

上げます。まず、火災件数については４件がございました。うち１件、納屋の全焼という

ことになってございます。救急出動件数については 260件で、そのうち急病が 167件、一

般負傷が34件、交通事故が26件などとなってございます。また、火災以外の出動として昨

年の５月に負傷者の緊急搬送のためドクターヘリの出動を要請いたしまして、負傷の後遺

症を最小限に留めることができたところでございます。

次に住民課関係について申し上げます。

まず人口動態でございますけれども、３月１日現在の人口動態についてですが、人口は

7,225人で前年比で 107人の減少となっております。世帯数は、2,983戸で前年比17戸の

。 、 、減少となっております 65歳以上の高齢者をみてみますと 2,291人で前年比16人の減少

。 、高齢化比率は前年同期比 0.2ポイント増加いたしまして31.7％となってございます また

出生は、平成22年３月１日から平成23年２月28日までの１年間で43人が誕生し、前年同期

比で５人の減少ということになってございます。

、 。 、次に 防犯と交通安全の関係でございます 交通事故の発生状況でございますけれども

平成22年11月１日から平成23年１月31日までの発生件数は４件、死者数はゼロ、負傷者数

は４名となってございます。町内での交通事故死ゼロは、平成23年２月28日現在で 1,806

日を達成いたしております。本年中に 2,000日を迎えることとなりますが、気を緩めるこ

となく、目標達成に向けて、関係機関ともなお一層努力してまいりたいというふうに考え

てございます。また昨年１年間、新十津川町民が他の市町村においても交通死亡事故を起

こさなかったことから、本町は、北海道から「交通死亡者ゼロパーフェクト市町村」の認

定を受けております。今回で連続４回目の認定となります。３月16日に北海道知事から感

謝状が贈呈されることとなってございます。

防犯については、平成22年11月１日から平成23年１月31日までの本町における犯罪発生

件数はゼロであり、また、平成21年中の犯罪発生件数については32件ありましたが、平成

22年中は22件と10件減少しております。新十津川町安全・安心推進協会が、１年を通じて

活発な自主防犯活動を行ってきた結果がこの成果につながっているものというふうに思っ

ておりますし、なおかつ昨年滝川市と共同事業、ピカッと光る３万人キャンペーンという

ことで、反射プレートなりステッカーを装着あるいは着用していただいたと、そういった

ようなことの成果も、こういったことにつながっているのかなというふうに思っておりま

す。いずれにしましても、犯罪、交通事故のない安全で安心なまちづくりをこれからも努

めていかなければならないというふうに考えているところでございます。

次に、保険医療の関係でございますけれども、平成23年３月１日現在の国民健康保険の

被保険者数は 2,225人、世帯数は 1,168世帯で前年対比でそれぞれ81人、33世帯の減少と

なっております。また、後期高齢者医療制度の被保険者数は 1,235人で、前年比41人の増

加となってございます。後期高齢者医療の被保険者数は、増加傾向にありますが、この状

況は今後も続くものと思われます。なお、厚生労働省は、後期高齢者医療制度改革につい

ては、平成25年３月から施行する予定でありましたが、方針を変更いたしまして、平成26

年３月から新たな制度でもって施行するということとなってございます。福祉医療では、

ひとり親家庭等医療受給者が 220名、重度心身障害者医療受給者が 221人となってござい

ます。昨年８月から小学生への入院外と中学生の入院についても支給対象として、制度を
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拡充いたしました乳幼児等医療を受給した者は 617人で、内訳は、未就学児が 294人、小

学生が 320人、中学生が３人という状況になってございます。

次に、環境衛生の関係でございますけれども、総進地区に建設中の産業廃棄物処理施設

の件でございます。一時休止をしておりましたが、造成工事が１月の20日から始まりまし

た。この再開に際しまして、昨年12月27日、地域や関係者に対して管理運営、災害防止、

環境保全、被害補償などについての説明が行われ、一定の理解が得られたところでありま

す。なお、当日の出席者は41名ということでございました。昨年２月に策定いたしました

環境基本計画に定める実施計画の実施状況についてですが、綿製品回収事業が昨年４月か

ら役場窓口で回収を行いました。また、雪まつり会場でも回収を行った結果、 228キログ

ラムが集まり、廃食油回収事業では、昨年５月から役場、改善センター及び大和、花月、

吉野の各郵便局の協力を得て回収ボックスを設置し、 228リットルが回収されました。回

収いたしました廃食用油は、明和会よしの園に引渡しまして、精製油を自動車燃料として

再利用いたしてございます。環境家計簿モニター事業では、２月末現在で５世帯がモニタ

ーとして参加をいただいてございます。クリーンキャンペーンの実施事業では、現在まで

行政区、老人クラブ、事業者等の21団体が参加し、道路や河川などの環境美化を行ってい

るところでございます。なお不法投棄の件でございますけれども、定期的な調査と随時調

査でパトロールを実施するとともに、安全・安心推進協会と連携をいたしまして青色回転

灯装着車による不法投棄パトロールも行い、延べ 126回が実施されました。また、町内４

か所に防止用の看板を設置し、不法投棄防止啓発を行いましたが、残念ながら不法投棄が

ございまして、主な回収箇所は５か所で、古タイヤ、テレビ、冷蔵庫、ふとんなど24点以

上を回収し、処理したところでございます。これからもこういった不法投棄の防止等々に

努めてまいりたいというふうに思っております。

次に、保健福祉の関係でございますけれども、ふるさと学園大学の件でございます。12

月から２月までに２回開催され、延べ 265名が受講されまして、３月３日に修了式が行わ

れました。 119名の方が修了され、そのうち50名の方が全ての講座を受講されまして、皆

勤者となったところでございます。

次に、保育園の関係でございますけれども、保育園の運営状況でございます。３月１日

現在の新十津川保育園の入園児童者数は、０歳児２名、１歳児６名、２歳児11名、３歳児

12名、４歳児15名、５歳児14名の合計60名で、前年同期と比べまして１名の減となってご

ざいます。また広域入所は、浦臼町から１名、滝川市から２名、砂川市から１名の計４名

が新十津川保育園に入園しており、本町から他市町の保育園へ入園している児童は、現在

のところおりません。また平成23年度新十津川保育園への入園申し込み児童数は、３月１

日現在で、53名となっており、うち滝川市から２名、浦臼町から１名の児童が入園を予定

されてございます。また今後の保育園の行事といたしましては、３月26日に卒園式、４月

１日に入園式が行われる予定となってございます。

次に、児童館の利用状況でございますけれども、児童館の利用状況につきましては、平

成22年４月から平成23年２月末日までの開館日数が 324日、利用者数は、小学生で15,616

名、中学生で535名、保護者及び就学前児童 437名の計16,588名で、前年同期と比べます

と 2,157名の増となってございます １日平均で51.2名であり 前年同期と比べますと 6.。 、

7名の増となってございます。ただ昨年度は、新型インフルエンザの流行による学級閉鎖

の影響で利用が減少したものでございまして、平成20年度ベースに戻ったというふうに考

えてございます。

次に、子育て支援センターの利用状況でございますけれども、子育て支援センターの利

用状況については、平成22年４月から平成23年２月末日までの開館日数は 219日で、利用

者数は、サークル活動参加の幼児と親が 2,074名、一般開放が 1,039名、子育てスクール
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及び遊びの火曜日への参加が 2,292名、合計 5,405名の利用となってございます。前年同

期に比べまして 736名の利用者が増加してございます。これも児童館の利用状況と同じよ

うに、インフルエンザの関係があって、前年比より伸びてきているという状況下でござい

ます。また、子育て中の親の活動を支援するため、子育てボランティア「だっこの会」の

協力を得て、小学校授業参観や子育てスクール等開催時に30回の託児を実施し、延べ 190

世帯、 227名の託児を行いました。昨年同期と比べますと、子どもの数が47名の増加とな

ってございます。

次に、高齢者等の町単独福祉サービスの関係でございますけれども、２月末日現在の在

宅要援護者通院支援によるタクシー券の給付は４名ございました。在宅寝たきり障害者介

護手当の支給は２名、高齢者除雪サービス事業では、２月末現在で47名の方が利用されて

おり、前年同期と比べますと３名の方が増えているところでございます。

次に、健康診断の関係でございますけれども、11月から１月まで実施した健康診断は、

特定健診で 247名、若年者健診で24名、後期高齢者健診16名、胃がん検診 267名、肺がん

検診 301名、大腸がん検診 302名など、そこに記述してあるとおりでございまして、特定

健診の受診者数は 586人で、昨年より２名の減少となってございます。女性特有のがん検

診については、１月末までに、乳がん検診で106名、受診率で40.2％、子宮がん検診で66

名、受診率は40.0％となってございます。

次に、母子保健事業でございますけれども、12月から２月までに実施した１歳８か月と

３歳児の乳幼児健康診査は13名、３か月から14か月までの乳幼児健康相談は28名が受けら

れまして、発達の確認や相談を行ったところでございます。発達の遅れなどが心配なお子

さんに対しては、早期に必要な支援を受けられるよう、相談業務や関係機関との連携を図

りながら巡回児童相談の充実を図っており、１月には２名の相談を受けたところでござい

ます。また、幼児に対するフッ素塗布を15名、妊婦の歯科健診を３名が受けました。妊婦

健康教育には９名が参加受講されております。

続きまして、感染症の予防関係でございますけれども、11月から１月までに実施したＢ

ＣＧ・三種混合・麻しん・風しん予防接種は、ゆめりあと各医療機関において70名が接種

を受けました。今年度のインフルエンザ予防接種については、町からの一部助成対象者を

65歳以上の高齢者に加え、新たに中学生以下の子ども及び妊婦も対象といたしました。ま

た、高齢者の季節性と新型ワクチンが混合となり一度に接種することが可能となりました

ので、10月から１月末までに 1,544名と、対象者の47.4％の方が接種を受けられておりま

す。なお、子宮頸がん予防接種についてでございますが、現在、国内のワクチン供給で地

域偏在が生じておりまして、全国にまんべんなく供給することが難しいため、北海道は供

給を一時休止されている状況でございます。すでに第１回目の接種を終えた方もおられま

すので、１日も早く供給が正常化されることを望むところでございます。またあの子宮頸

がんと同時にスタートいたしました乳幼児の細菌性髄膜炎など予防のための小児用肺炎球

菌ワクチンとヒブワクチンの接種を受けた乳幼児の死亡報告が、この２日から４件相次ぎ

発生してございまして、厚生労働省は４日にこれらの接種を一時見合わせるという方向に

決められたこともございまして、このことにつきましては、３月の５日滝川保健所からこ

のような内容の通知を受けておりますので、医療機関に対し通知をいたしたところでござ

いますし、またあの住民にも周知をしているというところでございます。

次に、診療送迎車運行支援事業でございますけれども、２月28日現在で延べ人数で、空

知中央病院が19名、花月クリニックが 143名の方が利用しているという状況下でございま

す。

次に、町民健康づくり対策事業でございます。今年度はウォーキングの啓発や健康管理

に対する知識を高めるため健康講座を開催いたしました。ウォーキング啓発については、
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講師を招いて基本講座を開講し、50名が参加しております。また、歩行距離目標を設定し

たウォーキング作戦には96名の町民が挑戦いただいておりまして、また外部講師を招いて

「食生活の改善」や「生活習慣病対策」などのテーマで健康講座を開講し、 126名の町民

の参加をいただきました。参加した町民からは「自己の健康管理を考える良いきっかけづ

くりとなりました 」と好評でございました。今後も町民が元気で暮らしていけるような。

健康づくり対策に取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。

続きまして、産業振興課の関係でございます。

農政関係を申し上げます。平成23年産米の生産目標数量でございますが、12月28日に空

知管内米担当者会議が開催されまして、平成23年産米の市町村別の生産数量目標について

。 、 、説明があったところであります これを受けまして ３月２日に地域水田農業推進協議会

そして３月７日、昨日でございますけれども、平成23年産米の生産数量配分会議を開催い

たしまして、各農業者への通知等を行ったところでございます。本町の生産数量の配分等

につきましては、次のとおりとなってございまして、配分の目標面積は、今年度 3,399ヘ

クタールとなってございます。前年度は3,508ヘクタールですから、109ヘクタールの減と

いう状況になってございます。配分数量については1万9,104トン。ただ生産者のやはり日

々の努力といったものがございまして、格付けランク中については最高の５ランク中と、

５ランク中の５ということでございまして、生産者の皆さん方に日々の努力に対して敬意

を表したいというふうに考えているところでございます。米の生産数量の配分の方法でご

ざいますけれども、以下に記載してございますので、ご覧になっていただきたいというふ

うに考えてございます。

次に、林業関係でございますけれども、幌加町有林間伐事業は、15.94ヘクタールを実

施し、１月31日に完了いたしております。林業振興事業の21世紀北の森づくり推進事業で

は、秋期で２名の方が10ヘクタールを造林したのに対し町からは 155万7千円の補助を行

い、また、森林整備地域活動支援事業では、16団地 603人と協定を締結いたしまして、 2

427.04ヘクタールの地域活動支援といたしまして、1,213万6千円を交付したところでござ

います。

次に、中小企業事業資金保障融資の関係でございますけれども、本年度は新規１件に融

資あっせんが行われました。これを含む融資分の償還に伴う利子補給補助として、運転資

金融資で８社８件分、34万6千円の支出を予定してございます。

また国・北海道中小企業融資制度資金利子補給事業につきましては、１月31日に補助申

請を締め切りました。結果、12社から申請がございまして、補助金といたしまして 213万

5千円の支出を予定してございます。今回の補正予算の中で、補正予算といたしまして63

万5千円を補正をさせていただくべく計上いたしているところでございますので、よろし

くお願いを申し上げたいというふうに思います。

続きまして、観光の振興の関係でございます。ふるさとまつり実行委員会主催の第20回

しんとつかわ雪まつりが、１月30日、北中央公園を会場として開催されました。当日は、

好天にも恵まれまして、町内外から約 6,000人の来場者が訪れまして、恒例の餅まきや中

華鍋押相撲選手権、冬鍋大会のほか、陸上自衛隊滝川駐屯地第２中隊の協力により制作さ

れたジャンボすべり台などで楽しんでいただいたところでございます。また、自衛隊地域

事務所の配慮によってステージ背面に設置されました大型スクリーンでは、イベントの状

況が映し出され、会場は大いに盛り上がったところでございます。本年度の主な観光イベ

ントは、雪まつりで終了したわけでございますけれども、平成22年度の本町の５つの観光

イベントの入込実績は、ふるさとまつりの悪天候が影響して前年実績５千人減の２万人と

いう結果となったところでございます。

次に、ファームスティの関係でございます。しんとつかわで心呼吸。推進協議会では、
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数年来、中高生の修学旅行などを受け入れておりますが、今年２月には今年度最後の受け

入れを実施いたしました。今年度の受入総数は 1,064名となりまして、協議会発足以来、

初めて１千人を超えたという実績を上げていただきました。本当に各受け入れ農家の方に

対し、感謝を申し上げたいと思います。そこで平成７年から平成２２年までの受け入れ状

況を表に表してございますので、のちほどご覧になっていただければというふうに思いま

す。

次に、建設課の関係でございます。

冬期除排雪の関係でございます。３月１日現在の本町での降雪量は、452センチメート

ル、昨年同日より308センチメートル少なく、積雪深でも64センチメートルが計測されて

いますが、昨年同日より36センチメートル少なくなってございます。ただこれは３月１日

現在でございまして、３月８日現在では、降雪量は482センチ、積雪深は同じでございま

して、64センチということでございまして、５メートルにも満たない降雪量という状況下

にあるわけでございます。特に降雪量は過去５年平均と比較しても大きく下回っておりま

して、短期的に多量の降雪がありましたが、１日の降雪が10センチメートル以上観測した

日数が大幅に少ない状況であります。今年度は12日ですね、昨年度は同日で30日もあった

ということでありますから、このような結果が出ているということでございます。今年度

の初雪の観測は、10月26日で、例年より早かったものの、除雪車両の初出動は11月30日で

ありまして、これまでの出動は、昨年同日の42回に対して22回ということで大幅に減って

いるという状況下でございます。また、通常の除雪での出動の他に、1月29日夜半の暴風

雪によりまして、平成通りが埋塞しまして、通行車両が３台が立ち往生する事態が発生い

たしましたところでございます。緊急出動により滝川市と共同で救出処理を行いまして、

無事車両の救出を終えたということでございます。次に、排雪作業につきましては全体の

排雪をこれまでに１回実施しましたが、そのほかに部分的に排雪でバス路線や通学路線を

はじめ、交差点における視界不良改善のための角処理を行いまして、通行の安全確保に努

めてございます。次に、融雪期の河川の出水対策といたしまして、２月25日に前日の降雨

と気温の上昇に伴いまして融雪が進みまして、墓地谷川の水位が増したことから、西２線

から下流、 270メートルの雪割りを実施し、越流による出水の未然防止を図りました。他

の河川につきましても、今後、融雪の状況を見ながら必要に応じて対応する予定といたし

てございます。またあの表に３月１日現在の除排雪の状況を表に表してございますので、

ごらんいただければというふうに思っております。

続きまして、工事の発注状況でございます。今後発注予定の平成23年度への繰越分の交

付金事業を除き全て発注済みでございます。工期は今年度末になっており道路維持工事以

外は完了いたしております。また、昨年８月の豪雨で被災した幌加南３号東線は、２月20

日に復旧工事を終了いたしてございます。これも工事の発注状況については表に表してご

ざいますので、のちほどご覧いただければというふうに思っております。

次に、国営開発事業、ダムの関係でございます。ダム建設を含む樺戸二期地区でござい

ますけれども、事業の推進状況でございます。ダム堤体につきましては、これまでもお話

でご報告申し上げておりますように、既に完成をいたしておりますが、ダム建設事業主体

の札幌開発建設部が昨年に実施した詳細な地盤調査により、ダム上流部の貯水池内におい

て、浸透流対策を実施しなければならない範囲が、一昨年実施した調査よりさらに大きく

なったことが確認され、また、浸透流対策が必要となる地層が平面的にも深さ的にも複雑

な分布となっていることが判明いたしたところでございます。現在も必要な調査及び試験

施工を慎重に実施中であり、関係機関との協議、調整を進めていることから、ダム及び注

水工を含む事業の完成時期については、予算の地区配分の状況を踏まえた上で、より具体

的な見通しが立ち次第説明する旨、札幌開発建設部から受けているところでございます。
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このような状況ではありますが、本町はもとより関係自治体、関係団体として安定的な水

源確保を図るうえで早期の施設供用を期待するものでございまして、ダム及び注水工を含

む全事業の平成26年度地区完了に向けまして、精力的に要請活動を進めてまいりたいとい

うふうに考えているところでございます。そのようなことから１月26日に国営樺戸地区土

地改良事業促進期成会でもって、北海道、札幌開発建設部、開発局に対してそれぞれ国営

開発事業樺戸２期地区の早期完成に向けて要請を行わさせていただいたところでございま

す。

、 。以上を申しまして 平成22年第４回定例会以降における行政報告とさせていただきます

○議長（長名 實君） 以上をもちまして、町長行政報告を終わります。

◎教育長教育行政報告

○議長（長名 實君） 日程第５、教育長教育行政報告を行います。

教育長。

〔教育長 熊田義信君登壇〕

○教育長（熊田義信君） それでは議長のご指示をいただきましたので、第４回定例会以

降の教育行政報告を申し上げます。

お手元に教育行政報告書を配付させていただいておりますので、主なものを申し上げま

す。

最初に教育委員会でございますけれども、１２月定例会以降３回の定例教育委員会を開

いております。一点のみ内容を申し上げます。２月２５日に行われました定例会において

、 、 。は 協議１件とありますが 新十津川尚武館改築基本計画案について協議をしております

次に、小中学校関係では、３月１日現在の在籍児童生徒数ですが、１２月１日現在と比

較すると、小学生が１名転出し、小中学校合計で５８２名となっております。

続きまして、平成２３年度の小中学校の学級編成見込でありますけれど、普通学級は小

中ともに本年度と同様でございます。特別支援学級については小学校の肢体不自由児児童

が卒業をし、養護学校に進級しますので、肢体不自由学級が廃止になり１クラス減となる

ところでございます。ここには記載がございませんけれども、２３年度当初の児童生徒数

につきましては、これから若干の転入転出による移動があると思われますが、現在のとこ

ろ新１年生４９名の予定でございまして、小学校全体で３７５名、中学校全体では１８９

名を見込んでおり、合計で５６４名ということで、現在より１８名減の児童生徒数になる

見込でございます。

もう一点、別件でございますけれども、去る２月２３日、教職員の服務規律の関係で小

中学校に会計検査が入り、勤務時間中における勤務実態等について検査官が入ってまいり

ました。本町においては特に問題はないという状況になっていることを報告させていただ

きたいと思います。

次に、学校図書の関係でございますけれども、２月１５日新十津川望郷会の高棹政義会

長が新十津川小学校に来訪され、本年度は小学校の図書室に読書の本を、中学校の図書室

には読書机、椅子セットを寄贈していただいております。このことは望郷会の方から開町

１２０年を迎えたことを機にふるさとの子どもたちの勉学の励みになればという暖かい配

慮から、平成２６年度まで計画的に小中学校の図書室に本を贈呈いただける予定になって

いるところでございます。子どもたちが本を大切にする気持ちと合わせ、読書活動の推進

に弾みがつく心のこもったご厚意に感謝とお礼を申し上げるところでございます。

続きまして、中学生の高校入試の状況でございますけれど、３年生６４名全員が進学を

。 、 、希望している状況になってございます その内訳でございますけれども 滝川高校１５名

滝川西高校２５名、滝川工業高校１１名、砂川高校３名などの状況になってございます。
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新十津川農業高校には３名の希望者ということで、昨年より６名減じているところでござ

います。それぞれ子どもたちの将来の目標に向けた進路希望校となっておりまして、すで

に推薦入試などによる生徒については合格通知が届いているところでございますけれど

も、生徒全員が合格をして、希望に満ちあふれた春を迎えてもらいたい気持ちでいっぱい

でございます。

次に、２ページをお開き願います。学力向上対策として、学力向上推進委員会、確かな

学び推進会議を今までにそれぞれ４回の会議を重ね、児童生徒に確かな学力を身に付けて

もらうための方策を検討し、冬休み期間中の学習サポートなどできるものから順次実践を

しているところでございます。本町の児童生徒の実態から、特に４点の取り組みをしなけ

ればならない課題がございます。一つとしては基礎、基本の定着、二つ目としては学習習

慣の確立、３点目としては生活習慣、生活リズムの改善、４点目に読書活動の充実であり

、 。 、まして この具体的な取り組みを進めていきたいと考えております そのようなことから

確かな学び推進会議から、保護者向けに児童生徒の状況を理解していただき、家庭学習の

習慣づけなどが定着できるようにするための取り組み事例等を掲載した広報を２回配布し

ております。これからも随時情報を提供し、それぞれの役割の中で徐々ではございますけ

れども、対応や取り組みをしているところでございます。

続きまして、新十津川農業高校関係についてでございます。去る２月２３日、平成２２

年度空知管内教育実践表彰を受賞いたしました。このことは町長への受賞報告の新聞報道

もあり、ご承知のことと存じますが、子どもや保護者を対象にした農業体験教室の講師を

はじめ、町内の花壇作りや高齢者へ花を贈るボランティア活動、そして地元農産物インゲ

ンを斬新なアイデアによるインゲンミルクプリンに変えた商品開発の取り組みなど、農業

高校のキャッチフレーズにありますように、命を育て、心を育て、夢を育てる。まさに地

域貢献の活動が高く評価され、管内から唯一の高校として栄えある表彰を受けたところで

ございます。町としても教育の面でも大きな喜びであり、これらの取り組みがさらに活発

になり、特色ある農業高校として存在価値が高まっていくことを望んでいるところであり

ます。

次に、３月１日に卒業授与式が厳粛な中で執行され、１９名の生徒が卒業をいたしまし

た。その卒業生の進学進路の状況でありますが、１９名中１７名がそれぞれ進学もしくは

就職が決定をされている状況になっております。道内の高卒の就職内定が低迷している中

にありますので、率にしまして約９割の生徒の進路が決まっていることは非常に喜ばしい

ものであり、あと２名の就職先が決まることを念願しているところでございます。

つぎに、平成２３年度の入学選抜出願状況についてでありますが、北学区区域内におい

、 、て卒業生が前年から１１８名減じている状況の厳しい中 ３８名の出願希望ということで

ほぼ定員に近い状況にあることは、農業高校の今までの活動実績などが認識、評価されて

きているものと考えているところでございます。しかしこのことは油断することなく、空

知だけでなく北海道の基幹産業である農業を支える人材を幅広く育成する農業高校の役割

としてしっかり定員を確保、継続していけるように町としてもさらに特色ある学校づくり

の評価を得るように、物心両面に必要な応援を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。

続きまして、給食センター関係でございますけれども、子どもたちが楽しみにしており

ますバイキング給食につきましては、２月２４日中学３年生を対象に実施し、この後３月

１４日小学校６年生を対象に実施をする予定になってございます。ここに掲載されており

ませんけれども、２月９日、岩見沢市の給食共同作業所で調理された給食が原因して発生

した食中毒につきましては、いまだに新聞報道が続いており、この問題の大きさを表して

いるものと思います。今回岩見沢市の学校給食の食中毒の事例ではブロッコリーサラダに
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サルモネラ菌が混入したことが原因とされておりますが、岩見沢市の共同作業所は本町の

給食センターのように調理室と和え物室が分離されておらず、ブロッコリーサラダを作る

際、にんじんの近くにあった鶏肉からサルモネラ菌が紛れ込んだ可能性、さらには回転釜

アームシャフトの洗浄消毒が十分ではなかったのではないかという問題が指摘されており

ます。本町では直接食品にふれる撹拌羽等の部品は調理作業後分解して洗浄した上、消毒

保管機で８０度で７０分間の殺菌消毒を行い、乾燥させ、次回使用時まで保管機内で収納

できる衛生管理の整った施設でありますが、念には念を入れ事故の起きないよう十分に注

意配慮をし、安全安心な給食の提供をしているところでございます。しかし、このたびの

岩見沢市の学校給食の食中毒は人ごとではなく、本町においても学校給食センター、調理

従事者の健康管理を始め、手洗いなどあらためて周知徹底をし、さらに衛生管理に努めて

いるところであり、また、万が一の連絡体制についても万全を期していることを報告させ

ていただきたいと思います。

次に、社会教育関係では、３月３日、第３回の社会教育委員の会を開催し、２２年度の

結果と反省をしており、さらに２３年度の予定事業などについて協議をしているところで

ございます。

次に、３ページのとっぷ子どもゆめクラブでありますけれども、毎月１回、教員ＯＢの

方々の指導によりまして、学校や家庭でできづらいものなどの趣向を凝らして、内容や経

験をさせてもらっていただいているところでございます。

続きまして、伝統文化生け花教室につきましては、２１名の児童の参加のもとに年１０

回開催し、２月１２日修了式を行ったところでございます。この事業につきましては、今

まで５カ年間行ってきた文化庁の委嘱事業として一区切りとして終了いたしますけれど

も、新年度においても指導者の協力を得て、回数は若干減るものの単独事業として継続実

施できる見通しになっております。

次に、子ども会育成者連絡協議会主催によります第３３回全町子ども会かるた大会が１

月１０日に町内の子ども会５７チーム、２０５名、全児童生徒の約３５％の参加のもとに

盛大に開催されております。

次に、４ページになります。平成２３年成人式典につきましては、１月９日、該当者７

２名のうち５７名、率にして７９％の出席をいただき、厳かな中で執り行い、その後新青

協主催によります交流会も和やかなうちに行われたという状況になってございます。

次に、新十津川スキー連盟主催によります第４回そっち岳スキー大会が、２月２０日最

高のスキー日和の中で７２名の参加のもと、盛大に開催されてございます。

続きまして、そっち岳スキー場利用の状況についてでございますけれども、リフトの乗

車数、延べ人数でありますけれど、２１万３，２２３名、昨年より２万２，４７６人、率

にしまして９．５％の減となっており、同じくリフト料金につきましても８５７万５，１

００円ということで、昨年と比較し９６万３，０４０円、率にしまして１０．１％と大き

く減となってございます。このことは例年温暖化の影響なのか、オープン時期が当初予定

日より遅れ気味になっておりまして、平成２１年度、昨シーズンはそれでも１２月１６日

オープンとなっておりますけれども、今シーズンはさらに１２日遅い１２月２８日、年末

間際の時期にやっとリフトの左側部分、昼間のみでオープンすることができ、全面の利用

開始は年明けの１月７日になった次第でございます。そのようなことから冬休みに入って

の入り込みが望める時期にオープンができなかったこと、さらにはオープンしても一部の

コース利用ということから、利用者が少なかったことが大きな減少要因となってございま

す。なお、全体の収支面ではまだ途中経過でございますけれども、費用もかからなかった

。 、ことから影響は少ない見込であることも申し添えたいというふうに考えております また

、 。スキー場の営業につきましては ３月２１日までの利用と考えているところでございます
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次に、５ページになります。図書館関係は、貸出冊数、貸出人数とも昨年と比べ微増傾

向になってございます。特に今年は平成２２年度は国民読書年であり、また子どもの読書

活動推進計画の推進から児童生徒が今まで以上に本との関わりを持ち始めつつあり、その

結果、貸出人数等が増えていることは非常に良かったと感じておりますし、今後も継続し

ていけるように工夫をしながら取り組んでまいりたいと考えているところでございます。

最後になりますけれども、もう一点、旧吉野小学校につきましては、昨年１年かけて改

修をし、本年彫刻体験交流施設として指定管理者により管理運営をすることになっており

ますが、その監修者であります五十嵐威暢さんと指定管理者の関係者が３月４日に来町さ

、 。れ 本年のオープンさらには管理運営計画に打ち合わせ協議を行ったところでございます

、 。その結果 ６月上旬にオープンをするという予定を打ち合わせをしたところでございます

五十嵐先生については新聞報道でも周知されているとおり、この４月１日から多摩美術大

学の学長に就任されるところであり、本町の吉野小学校の跡地でありますアートの森彫刻

体験交流促進施設とともにその知名度がアップされるところを期待しているところでござ

います。また各般にわたって施設の有効利用やＰＲ拡大に向けても打ち合わせ協議をした

ことを報告を申し上げ、教育行政報告といたします。

○議長（長名 實君） 以上をもちまして、教育長教育行政報告を終わります。

午後１時まで休憩といたします。

（午後 時 分）

○議長（長名 實君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

（午後 １時００分）

◎請願第１号の上程、説明、委員会付託

○議長（長名 實君） 日程第６、請願第１号、住民の安全・安心なくらしを支える交通

運輸行政の充実を求める請願を議題といたします。

紹介議員であります樋坂里子君より提案理由並びに内容の説明を求めます。

１０番、樋坂里子君。

〔１０番 樋坂里子君登壇〕

○１０番（樋坂里子君）

〔説明の記載省略〕

○議長（長名 實君） 提案理由並びに内容の説明を終わります。

お諮りいたします。

本件につきましては、新十津川町議会会議規則第９２条第１項の規定によりまして所管

の総務民生常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 異議なしと認めます。

したがって、請願第１号、住民の安全・安心なくらしを支える交通運輸行政の充実を求

める請願は、総務民生常任委員会に付託することに決定をいたしました。

◎発議第１号の上程、説明

○議長（長名 實君） 日程第７、発議第１号、新十津川町議会の議員の定数を定める条

例の一部改正についてを議題といたします。

提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。

９番、続木俊一君。

〔議会運営委員長 続木俊一君登壇〕
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○議会運営委員長（続木俊一君） ただいまご指示をいただきましたので、今ほどご上程

のありました発議第１号につきまして、その内容説明等を行いたいと思います。

、 、 、皆さんのお手元の資料を朗読し おおよその説明といたしますが その後要所について

短く口頭でお話ししたいと思っております。

提出日は平成２３年３月８日であります。新十津川町議会議長、長名實様。提出者、賛

成者につきましては、記載のとおりですので省略をいたします。

新十津川町議会の議員の定数を定める条例の一部改正について。

上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第１１２条の規定により提出をいたします。

説明いたします。発議第１号、新十津川町議会の議員の定数を定める条例の一部改正に

ついて。

新十津川町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。

新十津川町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例。

新十津川町議会の議員の定数を定める条例の一部を次のように改正する。

「１２人」を「１１人」に改める。

附則であります。施行月日でありますけれども、１項で、この条例は公布の日から施行

する。ただし、附則第３項の規定は、平成２３年５月１日から施行する。

適用区分であります。２項になります。その条例による改正後の新十津川町議会の議員

の定数を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示する一般選

挙から適用する。

新十津川町議会委員会条例の一部を改正することでありますが、３項であります。新十

津川町議会委員会条例の一部を次のように改正する。第２条第２号中「６人」を「５人」

に改めるということであります。

発議第１号の関係書類については、横書きで書いてあります。新十津川町議会の議員の

定数を定める条例の一部を改正する条例の新旧対照表につきましては、議員の皆さんにお

目通しをお願いいたしたいと思います。

説明の要旨について簡略に申し上げたいと思います。今後本町の民意反映を見据えた場

合に、現在の定数に対し、平成１９年４月の地方統一選挙時の人口から見た場合は、この

４年間総人口は約４％の人口減であります。議員一人当たりにいたしますと２４名の方が

減少したことになるのであります。本町においては、議員活動の中で民意を正しく反映さ

せていくためには、一定の議員定数を確保することが基本であり、さらに首長と議会の二

元代表制の下で互いの抑制と均衡を保ちつつ、議会内での審議を活発化するためには、現

在の定数を大幅に削減することは好ましくなく、また本町の現状の人口減による規模を勘

案し、常任委員会を２構成で取り進めることとし、人口減少率から考えて一人減というこ

とで今回の定数条例改正、１１人として上程したいと思うところであります。

、 、 、議員の皆さん方には よろしくご審議の上 ご協賛をいただきますようお願いをいたし

説明とさせていただきます。以上でございます。

○議長（長名 實君） 以上で、発議第１号について、提案理由並びに内容の説明を終わ

ります。

◎議案第２号の上程、説明

○議長（長名 實君） 日程第８、議案第２号、新十津川町住民生活に光をそそぐ交付金

活用基金条例の制定についてを議題といたします。

提案者の提案理由の説明を求めます。

町長。

〔町長 植田 満君登壇〕
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○町長（植田 満君） ただいま上程をいただきました議案第２号、新十津川町住民生活

に光をそそぐ交付金活用基金条例の制定について。

新十津川町住民生活に光をそそぐ交付金活用基金条例を次のように定めるといたしまし

て、提案理由でございます。国から交付される住民生活に光をそそぐ交付金を活用し、児

童館における発達障害児への活動支援及び相談体制並びに図書館の運営の充実を図るた

め、この条例の制定について議決を求めるものでございます。

なお、内容の説明につきましては、総務課長より申し上げますので、よろしくご審議の

上、議決たまわりますようお願いを申し上げます。

○議長（長名 實君） 提案理由の説明を終わります。

引き続き、内容の説明を求めます。

総務課長。

〔総務課長 石田賢吉君登壇〕

○総務課長（石田賢吉君） それではただいま上程いただきました議案第２号、新十津川

町住民生活に光をそそぐ交付金活用基金条例の制定につきまして、内容を申し上げたいと

思います。

本条例につきましては、国の緊急経済対策の一環として、従来住民生活にとって大事な

分野でありながらも、諸般の事情から十分な対応がなされてこなかった分野に対する地方

自治体の取り組みに対して、新たな支援制度が創設されまして、国からの交付金を受ける

ものでございます。本町には３，３４１万８千円の枠配分があったところでございます。

またこの制度においてはソフト事業に限って基金造成を行いまして、２３年度と２４年度

の２カ年にわたって事業することが可能となりましたので、本条例はこの交付金の趣旨を

体しその一部をソフト事業に対応すべく積み立て、有効的に活用するための基金創設でご

ざいまして、第１条では、設置する基金の使途といたしまして、今ほど町長から提案理由

の説明がありましたが、町児童館における発達障害児、いわゆる低年齢において発現する

脳機能障害児の活動支援と相談体制づくり、さらには町図書館運営の充実を図るための事

業に活用することといたしてございます。

第２条でありますけれども、基金の積み立てでございまして、この積立額は一般会計の

歳入歳出予算に計上しなければならない規定でございます。

第３条でありますが、基金の管理であります。町長が指定する会計管理者が金融機関へ

の預金、その他、最も確実で有利な方法をもって保管することとなります。

第４条は、運用益金の処理であります。基金の運用益金、これは預金利子と繰替運用利

息を含むわけでございますが、この運用益金は一般会計予算に計上した上で基金へ編入す

る規定でございます。

第５条の繰替運用の規定でありますが、本基金を財政調整基金のように一時的に一般会

計の歳入歳出予算現金として運用できる規定でございまして、その場合には確実な繰戻し

の方法と期間、運用利率を定めて運用することとなります。

第６条は基金の処分であります。ここで申します処分は使用又は運用の意味でありまし

て、基金を廃止する全部処分は含まれてございません。したがいまして、基金につきまし

ては、第１条前段に規定する事業の目的達成に必要な資金に充てるべき場合のみ活用する

規定でございます。

第７条につきましては、詳細取り決め事項の規則への委任規定でございます。

附則といたしまして、第１は条例の施行日を交付の日といたしたいとするものでござい

ます。附則第２につきましては、本条例の有効期限としては、平成２４年度末にて執行す

る規定でありまして、この場合には基金残用額と運用益金を含めた額を一般会計歳入歳出

予算に計上した上で国庫に返納することとする規定でございます。
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以上、条例の内容を申し上げました。よろしくご審議いただきますようお願いをいたし

ます。

○議長（長名 實君） 以上で、議案第２号について、提案理由並びに内容の説明を終わ

ります。

◎議案第３号の上程、説明

○議長（長名 實君） 日程第９、議案第３号、新十津川町共同賃貸住宅建設促進条例の

一部改正についてを議題といたします。

提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。

町長。

〔町長 植田 満君登壇〕

○町長（植田 満君） ただいま上程をいただきました議案第３号、新十津川町共同賃貸

住宅建設促進条例の一部改正について。

新十津川町共同賃貸住宅建設促進条例の一部を改正する条例を次のように定める。

提案理由でございます。共同賃貸住宅の建設に対する助成制度を継続するため、この条

例の一部改正について議決を求めるものでございます。

それでは内容のご説明を申し上げます。新旧対照表をご覧になっていただきたいと存じ

ます。第４条第１項１号中ですね、平成２３年１月３１日を平成２６年１月３１日に改め

るというものでございまして、この条例につきましては、平成１４年４月１日から平成２

３年１月３１日までとしていたところでございます。それを３年間延長し、平成２６年３

月３１日に改めようとするものでございます。ただし、この条例の執行の際に現に受給者

である者については、なおその効力を有するということでございまして、附則といたしま

して、この条例は公布の日から施行するということでございます。

以上、提案理由並びに内容の説明に代えさせていただきます。よろしくご審議の上、議

決たまわりますようお願いを申し上げます。

○議長（長名 實君） 以上で、議案第３号について、提案理由並びに内容の説明を終わ

ります。

◎議案第４号の上程、説明

○議長（長名 實君） 日程第１０、議案第４号、新十津川町水防団条例の一部改正につ

いてを議題といたします。

提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。

町長。

〔町長 植田 満君登壇〕

○町長（植田 満君） ただいま上程をいただきました議案第４号、新十津川町水防団条

例の一部改正について。

新十津川町水防団条例の一部を改正する条例を次のように定める。

提案理由でございます。袋地沼及び下徳富救急排水機場の建物が完成し、災害時等にお

いてポンプ機材の搬入作業がなくなることから、水防団員の定員を見直すため、この条例

の一部改正について議決を求めるものでございます。

内容のご説明を申し上げます。新旧対照表をご覧になっていただきたいと思います。第

４条第１項では、水防団に水防団長１人、水防団員６９人を置くとなってございますが、

今ほど提案理由で申し上げましたように、機材、上屋が完成し機材が常設されたことに伴

いまして、緊急時の作業が容易になったことから、水防団員を６０名にするものでござい

ます。附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するということでございます。
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以上、提案理由並びに内容の説明に代えさせていただきます。よろしくご審議の上、議

決たまわりますようお願いを申し上げます。

○議長（長名 實君） 以上で、議案第４号について、提案理由並びに内容の説明を終わ

ります。

◎議案第５号の上程、説明

○議長（長名 實君） 日程第１１、議案第５号、新十津川町英語指導助手の設置に関す

る条例の一部改正についてを議題といたします。

提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。

町長。

〔町長 植田 満君登壇〕

○町長（植田 満君） ただいま上程をいただきました議案第５号、新十津川町英語指導

助手の設置に関する条例の一部改正について。

新十津川町英語指導助手の設置に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める

といたしまして、提案理由でございます。財団法人自治体国際化協会が実施する語学指導

等を行う外国青年招致事業において、再任用制度が施行されたことから、新十津川町英語

指導助手の任期の延長について改正を行うため、この条例の一部改正について議決を求め

るものでございます。

内容でございます。新旧対照表をご覧になっていただきたいと思います。第３条のただ

、 、 、し書きでございまして ３年を限度として更新することができるとあるものを 改正では

特に必要と認める時は任用した日から引き続き５年を超えない範囲において任期を更新す

ることができるというふうに改めようとするものでございます。

なお附則として、この条例は公布の日から施行するということでございます。

現在、外国指導助手はデビット・バーシュ氏でございまして、同氏の外国語指導助手の

。 。任用は平成２０年８月３日でございました 本年８月に３年を経過するものでございます

同氏は優れた指導力を持っておられまして、また日本文化にもなじむべく、社会教育活動

にも熱心に取り組んでおられます。引き続き外国語指導助手として活躍を願おうとするも

のでございます。本人からはご同意をいただいているというところでございます。よろし

くお願いを申し上げたいというふうに思っております。

以上を申し上げまして、提案理由並びに内容の説明に代えさせていただきます。よろし

くご審議の上、議決たまわりますようお願いを申し上げます。

○議長（長名 實君） 以上で、議案第５号について、提案理由並びに内容の説明を終わ

ります。

◎議案第６号の上程、説明

○議長（長名 實君） 日程第１２、議案第６号、平成２２年度新十津川町一般会計補正

予算（第９号）を議題といたします。

提案者の提案理由の説明を求めます。

町長。

〔町長 植田 満君登壇〕

○町長（植田 満君） ただいま上程をいただきました議案第６号、平成２２年度新十津

川町一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億１６５万６千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６１億８，９８１万５千円とする。
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２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正による。

繰越明許費。

第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用すること

ができる経費は、第２表、繰越明許費による。

債務負担行為の補正。

第３条、債務負担行為の追加及び変更は、第３表、債務負担行為補正による。

地方債の補正。

第４条、地方債の追加及び変更は、第４表、地方債補正による。

なお内容の説明につきましては、副町長より申し上げますので、よろしくご審議の上、

議決たまわりますようお願いを申し上げます。

○議長（長名 實君） 提案理由の説明を終わります。

引き続き、内容の説明を求めます。

副町長。

〔副町長 佐川 純君登壇〕

○副町長（佐川 純君） それでは上程いただきました議案第６号、平成２２年度新十津

川町一般会計補正予算（第９号）となります。内容の説明をいたします。

１３、１４ページをお開きください。歳入歳出予算補正事項別明細書。総括で歳入。補

正のある款のみ申し上げます。

１款、町税。補正額５７８万６千円、計５億５，００８万１千円。

１０款、地方特例交付金。補正額１３１万５千円、計１，５３１万５千円。

１１款、地方交付税。補正額１億９，２８２万８千円、計３１億４，２８２万８千円。

１３款、分担金及び負担金。補正額、減額の３，８８５万１千円、計４，３９０万２千

円。

、 。 、 、 ， 。１４款 使用料及び手数料 補正額 減額の７２万８千円 計１億２ ７４１万５千円

１５款、国庫支出金。補正額１，３８７万６千円、計６億１，９７２万６千円。

１６款、道支出金。補正額、減額の５３３万６千円、計３億１，３７５万５千円。

１７款、財産収入。補正額６２０万７千円、計３，３１３万４千円。

１８款、寄附金。補正額１６９万１千円、計７６９万３千円。

１９款、繰入金。補正額、減額の１億６９８万８千円、計５，２４７万８千円。

２１款、諸収入。補正額、減額の８，８４３万１千円、計２億３，１３５万円。

２２款、町債。補正額２億２，０２８万７千円、計８億５，１１８万７千円。

歳入合計。補正額２億１６５万６千円、計６１億８，９８１万５千円であります。

続きまして、歳出を申し上げます。

議会費。補正額、減額の９４万１千円、計４，５８８万８千円。財源内訳、一般財源、

減額の９４万１千円であります。

２款、総務費。補正額３６万８千円、計３億５，２４８万円。財源内訳、国道支出金１

４０万７千円、地方債１，０７０万円、その他財源、減額の３，４９４万１千円、一般財

源２，３２０万２千円。

３款、民生費。補正額、減額の７，４５５万８千円、計９億１，８０３万３千円。財源

内訳、国道支出金、減額の８１３万８千円、地方債３９０万円、その他財源、減額の２億

１，２３５万２千円、一般財源１億４，２０３万２千円。

４款、衛生費。補正額、減額の１，０３３万５千円、計４億６，８６２万８千円。財源

内訳、国道支出金、減額の１４万１千円、地方債３，５１０万円、その他財源７３万円、

一般財源、減額の４，６０２万４千円。
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６款、農林水産業費。補正額２，３６０万円、計３億１，２８８万円。財源内訳、国道

、 、 ， 、 ， 、支出金 減額の３９５万４千円 地方債１ ８２０万円 その他財源１ ３９８万２千円

一般財源、減額の４６２万８千円。

７款、商工費。補正額、減額の４２７万円、計１億６，１２８万４千円。財源内訳、地

方債１，０９０万円、一般財源が減額の１，５１７万円。

８款、土木費。補正額、減額の３，５８０万４千円、計７億４，８９３万８千円。財源

内訳、国道支出金１８７万７千円、地方債、減額の１，１９０万円、その他財源、減額の

７万９千円、一般財源、減額の２，５７０万２千円。

９款、消防費。補正額、減額の１９５万６千円、計２億７８８万７千円。財源内訳、そ

の他財源で減額の３１万円、一般財源、減額の１６４万６千円。

１０款、教育費。補正額２１６万５千円、計８億４８２万３千円。財源内訳、国道支出

金１，７９７万円、地方債８５０万円、その他財源、減額の２３４万９千円、一般財源、

減額の２，１９５万６千円。

１１款、災害復旧費。補正額、減額の２４３万８千円、計１，６０５万６千円。財源内

、 、 、 、 、 。訳 国道支出金 減額の９１万円 地方債３９０万円 一般財源 減額の５４２万８千円

１２款、公債費。補正額３億９９４万７千円、計１１億５，９４７万３千円。財源内訳

は、一般財源で３億９９４万７千円であります。

１３款、職員費。補正額、減額の４１２万２千円、計９億６，２８５万７千円。財源内

訳は一般財源で減額の４１２万２千円であります。

歳出合計で、補正額２億１６５万６千円、計６１億８，９８１万５千円。財源内訳は、

国道支出金で８１１万１千円、地方債７，９３０万円、その他財源、減額の２億３，５３

１万９千円、一般財源３億４，９５６万４千円であります。

続いて、９ページをお開き願います。第３表、債務負担行為補正であります。説明を申

し上げます。まず追加であります。事項は北海道知事及び北海道議会議員選挙ポスター掲

示場設置維持管理業務。期間は平成２２年度から平成２３年度まで。限度額は１４３万６

千円であります。これは知事選挙については選挙期間が２３年度にまたがることから、業

務委託については平成２２年度で業務委託はいたしますけれど、支出を２３年度で支出す

るため、２２年度の予算措置額を減額をいたして２３年度に予算措置をするというもので

ございます。続きまして、変更について申し上げます。事項は新十津川町農業経営基盤強

化資金利子助成、２２年度分であります。期間は平成２２年度から平成４７年度まで。限

度額は１８６万７千円であります。これは平成２２年度の借入利息が少なかったことによ

りましての減額変更でございます。続きまして、共生型施設整備事業。期間は平成２２年

度から平成２３年度まで。限度額は９，５９５万９千円。これは社会福祉法人が行った整

、 。備のための工事入札に伴います額が決定いたしましたので それによる変更でございます

次に、１０ページ、地方債の補正について申し上げます。

第４表、地方債補正。追加であります。起債の目的、過疎地域自立促進特別事業債、限

度額７，８９０万円。起債の方法、普通貸借又は証券発行。利率５％以内。償還の方法、

政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には債権者と協定するもの

による。ただし、町財政の都合により措置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もし

くは低利に借り換えすることができるというものであります。これはこれまでの過疎法で

はハード事業のみの起債ということでありましたですけれど、改正されました過疎法によ

って、ソフト対策事業も認められたことから、今回の起債であります。具体的内容につい

ては、歳出の中で財源内訳に記載しておりますけれど、対象事業は２６事業となってござ

います。

続きまして、変更であります。これは事業費確定等によりましての限度額の変更であり
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ますので、限度額についてのみ申し上げます。吉沢地区国営附帯かんがい排水事業債、補

正前の限度額５３０万円、補正後の限度額４２０万円。続きまして、花月第２地区経営体

育成基盤整備事業債、補正前限度額２６０万円、補正後限度額３４０万円。新北部地区経

営体育成基盤整備事業債、補正前限度額４５０万円、補正後限度額７９０万円。新南部地

区経営体育成基盤整備事業債、補正前限度額３２０万円、補正後限度額７５０万円。新西

部地区経営体育成基盤整備事業債、補正前限度額２２０万円、補正後限度額５８０万円。

日進地区ため池等整備事業債、補正前限度額３５０万円、補正後限度額６１０万円。続き

まして、１１ページをお開き願います。吉野地区中山間地域総合農地防災事業債、補正前

限度額２０万円、補正後限度額１１０万円。除雪機械整備事業債、補正前限度額２，５３

、 ， 。 、 ，０万円 補正後限度額１ ３４０万円 新十津川アートの森整備事業債 補正前限度額４

８７０万円、補正後限度額４，２６０万円。現年度発生単独災害復旧事業債、補正前限度

額２００万円、補正後限度額６２０万円。現年度発生公共土木施設災害復旧事業債、補正

前限度額２２０万円、補正後限度額１９０万円。臨時財政対策債、補正前限度額１億７千

万円、補正後限度額３億１，０９８万７千円であります。

次に、歳出の内容を申し上げます。４７ページからとなってございます。

。 。 、 、それでは歳出内容を申し上げます １款１項１目議会費 補正額 減額の９４万１千円

計４，５８８万８千円。財源内訳、すべて一般財源の減額であります。内容を申し上げま

す。１番、議会議員人件費、減額の４７万３千円。これは期末手当支給率の改定に伴うも

のでございます。２番、議会活動運営事業、減額の３０万２千円。３番、議会要望事業、

減額の１６万６千円。これはともに旅費の実績見込によるものでございます。

続きまして、４９、５０ページとなります。２款１項１目一般管理費。補正額、減額の

３３９万９千円、計２，６３０万５千円。財源内訳は、すべて一般財源の減額でございま

す。内容を申し上げます。１番、総務事務、減額の２０万円。これは来客用のコーヒー、

お茶等の食糧費実績精査によるものでございます。２番、通信事務、減額の２０万円。こ

れも実績精査によるものでございます。４番、叙勲等事務、減額の１１万１千円。これは

実績見込によるものであります。７番、職員健康診断事業、減額の３２万９千円。実績精

査によるものでございます。１０番、人事・給与管理システム整備事業、減額の１６２万

７千円。これは備品購入時の入札執行残でございます。１１番、職員研修事業、減額の９

３万２千円。これは自治大等の研修実績の精査によるものでございます。

３目財産管理費。補正額、減額の５３５万７千円、計１億２，３５３万２千円。財源内

訳、すべて一般財源の減額でございます。内容を申し上げます。１番、庁舎管理事務、減

額の１００万円。これは光熱水費の実績精査によるものが主なものでございます。２番、

普通財産管理事務、減額の３３万３千円。これは旧吉野保育所の解体における入札執行残

でございます。３番、各施設共通管理事務、減額の１６４万８千円。これは清掃委託料の

減額が主なものでございます。５番、自動車管理事務、減額の３７万６千円。これはタイ

ヤ購入見積合わせの執行残でございます。７番、庁用管理事務、減額の２００万円。これ

は庁舎管理用の消耗品等の購入実績精査によるものが主なものでございます。

続きまして、５１ページ、５２ページ。２款１項４目文書広報費。補正額、減額の６４

万４千円、計２８８万５千円。財源内訳は、すべて一般財源の減額であります。内容を申

し上げます。１番、広報誌発行事業、減額の６４万４千円。これは広報誌のページ単価の

入札減によるものでございます。

５目企画費。補正額、減額の２４４万４千円、計３，４９１万１千円。財源内訳は、国

、 。 。道支出金 減額の８万５千円 これは道の緊急雇用創出推進事業補助金の減額であります

それから一般財源が減額の２３５万９千円であります。内容を申し上げます。３番、まち

づくり人材育成事業、減額の３８万円。これは町指定の研修希望者が少なかったことによ
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るものでございます。９番、地域公共交通活性化事業、減額の２０６万４千円。これは国

の補助額が縮小に伴いましての事業見直しによります減額でございます。

６目交通安全対策費。補正額、減額の２５万６千円、計４００万７千円。財源内訳、す

べて一般財源の減額であります。内容を申し上げます。１番、交通安全施設整備事業、減

額の２５万６千円。これは委託見積合わせの執行残でございます。

７目町有林造成管理費。補正額、減額の３，６２９万４千円、計２，３０２万３千円。

財源内訳、その他財源で減額の３，５５８万２千円。これは森林総合研究所分収造林事業

負担金が減額されたことによるものでございます。一般財源、減額の７１万２千円。内容

を申し上げます。１番、町有林保育管理事業、減額の７１万２千円。これは工事入札の執

行残であります。２番、森林総合研究所分収造林事業、減額の３，５５８万２千円。これ

は事業不採択によりまして減額したものが主なものでございます。

９目行政区費。補正額、減額の２７３万３千円、計２，１２７万円。財源内訳、地方債

１，０７０万円。これは過疎債のソフト事業でありますけれど、過疎地域自立促進特別事

業債１，０７０万円であります。この対象事業は、行政区活動支援交付事業が対象となっ

てございます。一般財源は減額の１，３４３万３千円であります。内容を申し上げます。

５番、行政区活動支援交付事業、減額の２７３万３千円。これは行政区提案型事業等の実

績精査によるものでございます。

１０目諸費。補正額５，４２４万１千円、計７，４８２万９千円。財源内訳、国道支出

金３６０万円。これは国からの住民生活に光をそそぐ交付金３６０万円であります。その

他６４万１千円。次のページに内容が載せてございますけれど、ふるさと応援寄附金とい

うことで６４万１千円であります。戻っていただいて、一般財源は５，０００万円でござ

います。内容を申し上げます。９番、ふるさと応援基金積立金６４万１千円。これは９月

以降９件の寄附金がありましたけれど、それを積み立てするものでございます。１１番、

住民生活に光をそそぐ交付金活用基金積立金３６０万円。先ほど条例制定で説明を申し上

げましたけれど、２３年、２４年の２カ年で使うための２２年度の基金に積み立てるもの

でございます。それでは５３ページ、５４ページとなります。１２番、北海道市町村備荒

資金組合納付金５，０００万円。これは各地で災害等が発生をいたしておりますけれど、

こういう災害に対する備えとして今後備荒資金組合に積んでいきたいということで、２２

年度については５，０００万円を積みたいとするものでございます。

。 、 、 ， 。 、２款２項１目賦課徴収費 補正額 減額の２１万円 計１ ６３６万３千円 財源内訳

すべて一般財源の減額であります。内容を申し上げます。５番、確定申告受付システム等

整備事業、減額の２１万円。これは委託料見積合わせの執行残でございます。

２款３項１目戸籍住民登録費。補正額、減額の１１万５千円、計９１３万１千円。財源

内訳はすべて一般財源の減額であります。内容を申し上げます。２番、住民情報システム

管理事業、減額の１１万５千円。これも委託料の見積合わせによります執行残でございま

す。

２款４項３目参議院議員選挙費。補正額、減額の３１万３千円、計４８８万１千円。財

源内訳はすべて一般財源の減額であります。内容を申し上げます。１番、参議院議員選挙

事務、減額の３１万３千円。これは執行残でございます。

４目知事・道議会議員選挙費。補正額、減額の１４３万６千円、計１１４万８千円。財

源内訳、国道支出金で減額の１４３万６千円。これは道からの知事・道議会議員選挙費委

託金でございます。内容を申し上げます。１番、知事・道議会議員選挙事務、減額の１４

３万６千円。これは債務負担行為のところで説明をいたした内容でございます。

。 、 、 。 、２款５項１目統計調査費 補正額 減額の６７万２千円 計４２２万４千円 財源内訳

国道支出金、減額の６７万２千円。内容については、次のページに載せてございます。道
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からの国勢調査委託金、減額の６７万２千円であります。内容を申し上げます。６番、国

勢調査事業、減額の６７万２千円。これは事業確定に伴いましての執行残でございます。

続きまして、５７ページ、５８ページとなります。３款民生費であります。３款１項１

目社会福祉総務費。補正額、減額の２８０万円、計１億５８５万５千円。財源内訳、すべ

て一般財源の減額であります。１番、総合健康福祉センター管理運営事務、減額の２８０

万円。これは燃料等の実績精査によります減額であります。

２目高齢者福祉費。補正額、減額の５，７４４万８千円、計２億３，９７３万７千円。

財源内訳、国道支出金、減額の４８万４千円。これにつきましては、国からの介護基盤緊

急整備等特別対策事業交付金２３８万８千円を見ておりましたけれど、これは道の事業に

振り替わりましたので、この国の分を落としまして、３番目にあります道、介護基盤緊急

。 、整備等特別対策事業交付金１６４万４千円に代わったわけであります それからもう一つ

国からの社会資本整備総合交付金２６万円であります。これは高齢者の除雪が対象となり

ます。そのほかに特定財源、その他財源で減額の１億９００万円。これは地域福祉基金か

ら繰り入れを予定しておりました１億９００万円でありますけれど、工事額が確定したこ

とによりまして、交付額が少なくなったことから、この地域福祉基金から繰り入れをしな

いで、一般財源で対応したいとするものでございます。一般財源５，２０３万６千円であ

ります。内容を申し上げます。３番、高齢者除雪事業、減額の３４万４千円。これは実績

見込によるものでございます。４番、介護保険事業、減額の３６６万１千円。これは負担

金が確定したことによりますものでございます。９番、福祉バス運営事業、減額の２０万

円。これは燃料費の実績見込によるものでございます。１０番、特定高齢者把握事業、減

額の３７万４千円。事業確定に伴います執行残でございます。１２番、長寿を祝う会開催

事業、減額の２３万４千円。これも事業確定に伴います執行残でございます。１５番、共

生型施設整備事業、減額の５，１８９万１千円。これは明和会が執行いたしました工事入

札によりまして、工事額が確定したことによりまして、交付額が確定したというものでご

。 、 、 。ざいます １９番 小規模多機能ホームスプリンクラー整備交付金 減額の７４万４千円

これも明和会で実施しておりますけれど、工事額の入札に伴いましいての確定に伴うもの

でございます。

３目障害者福祉費。補正額、減額の１４万４千円、計１億８，７４９万円。財源内訳、

国道支出金、減額の１万２千円。これは道からの地域活動支援センター等運営費補助金の

。 。 。減額であります それから一般財源の減額１３万２千円であります 内容を申し上げます

１０番、地域活動支援センター負担金、減額の１４万４千円。これは利用者が少なかった

ことによります減額でございます。

続きまして、５９、６０ページとなります。３款２項１目児童福祉費。補正額、減額の

， 、 ， 。 。 、１ ４１６万６千円 計３億８ ４７９万３千円 財源内訳を申し上げます 国道支出金

減額の７６４万２千円であります。この内訳は、国からの子ども手当交付金が減額の７０

９万７千円。それから次世代育成支援対策交付金は、これは増額でありますけれど１７３

。 、 。 、万９千円 道からの子ども手当交付金 減額の３７万円 地域子育て支援センター補助金

減額の１９１万４千円であります。それから地方債３９０万円。これは過疎地域自立促進

特別事業債ということで、過疎のソフト事業でありますけれど、これの対象事業は子ども

生活応援事業が対象となってございます。それからその他財源、減額の１億３３５万２千

円。これは新十津川保育園児童保護者負担金、減額の３６０万円。それから中空知広域入

所児童受入負担金、これは増額でありますけれど２４万８千円。それから北海道市町村備

荒資金組合超過納付還付金、減額の１億円でありますけれど、これは当初子ども夢基金か

らこれを繰り入れをして、失礼しました。これは一般財源により子ども夢基金の積み立て

が可能なことから、備荒資金からの繰り入れをしないということでございます。一般財源
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９，２９２万８千円であります。内容を申し上げます。２番、子ども手当支給事業、減額

。 。 、 、の７２０万２千円 これは実績見込によるものでございます ６番 子ども生活応援事業

減額の９３万８千円。これは実績精査によるものでございます。７番、新十津川保育園管

理運営事業、減額の６０２万６千円。これは入園されている児童数が見込より少なかった

ことからの減額でございます。

続きまして、６１、６２ページとなります。４款１項１目保健衛生総務費。補正額６９

９万９千円、計１億８，５７８万２千円。財源内訳を申し上げます。国道支出金２９０万

１千円。内容は、国民健康保険基盤安定事業負担金８４万７千円。道からも同じように国

民健康保険基盤安定事業負担金２０５万４千円であります。一般財源４０９万８千円であ

ります。内容を申し上げます。４番、後期高齢者医療療養給付費負担金、減額の２２５万

８千円。これは負担金が確定したことに伴うものでございます。７番、国民健康保険特別

会計繰出金９４６万９千円。これは保険基盤安定事業確定に伴います増額でございます。

８番、後期高齢者医療特別会計繰出金、減額の２１万２千円。これは実績精査によるもの

でございます。

２目環境衛生費。補正額、減額の１７６万７千円、計４７６万７千円。財源内訳を申し

上げます。国道支出金、減額の２０万３千円。この内容は浄化槽設置整備事業補助金、減

額の２０万３千円であります。その他財源１１７万４千円。これは共同墓地使用料は８万

５千円、それから弥生霊園の使用料は１０８万９千円であります。一般財源は減額の２７

３万８千円。内容を申し上げます。５番、墓地管理事業、減額の２６万円。これは工事入

札の執行残であります。７番、浄化槽設置整備事業、減額の１３１万円。これは申請件数

が見込より少なかったことによるものでございます ８番 中空知衛生施設組合負担金 火。 、 （

葬場 、減額の１９万７千円であります。これは負担金確定によるものでございます。）

３目福祉医療費。補正額、減額の３５２万３千円、計３，６２８万３千円。財源内訳を

申し上げます。国道支出金、減額の２７１万９千円。これはすべて道からでありますけれ

ど、乳幼児等医療費助成補助金、減額の１６７万９千円。重度心身障害者医療費助成補助

金、減額の３３万円。ひとり親家庭等医療費助成補助金、減額の７１万円であります。地

方債１，８８０万円。これについては、過疎地域自立促進特別事業債で、これは乳幼児等

医療費助成町負担が対象となってございます。その他財源２３万５千円。これは乳幼児等

医療高額療養費保険者負担金が５万１千円と、次のページにありますひとり親家庭等医療

高額療養費保険者負担金１８万４千円となってございます。一般財源は減額の１，９８３

。 。 、 、 。万９千円 内容を申し上げます １番 乳幼児等医療費助成事業 減額の２１３万２千円

実績精査によるものでございます。２番、重度心身障害者医療費助成事業、減額の３２万

。 。 、 、９千円 これも実績精査によるものでございます ３番 ひとり親家庭等医療費助成事業

減額の１０６万２千円。実績精査によるものでございます。

続きまして、６３、６４となります。４目予防費。補正額はございません。これは財源

更正でございます。財源内訳を申し上げます。地方債８７０万円。内容については、過疎

地域自立促進特別事業債、これは各種予防接種事業が過疎債の対象事業となったことから

の起債でございます。その他１９万２千円。これは長寿・健康増進事業補助金１９万２千

円であります。一般財源が減額の８８９万２千円となります。

５目健康づくり推進費。補正額、減額の５８７万６千円、計２，４８１万６千円。財源

内訳を申し上げます。国道支出金、減額の１２万円。内容を申し上げます。国からの分と

して、妊婦一般健康診査費補助金、減額の１７５万３千円。がん検診推進事業補助金、減

額の６万６千円。道からは増額になります。健康増進事業費補助金３０万円。妊婦一般健

康診査費補助金１３９万９千円であります。地方債７６０万円。これも過疎地域自立促進

特別事業債７６０万円であります。ここでの対象事業は、健康診査、がん検診、エキノコ
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ックス検診、乳幼児検診、妊婦健診が対象となってございます。その他財源、減額の８７

万１千円。内容は、成人病検診負担金、減額の９万３千円。各種がん検診負担金、減額の

６８万９千円。後期高齢者医療広域連合受託金、減額の３５万４千円。後期高齢者健診負

担金、減額の３万５千円。健康づくり推進地域支援事業助成金、これは増額であります３

０万円であります。一般財源は減額の１，２４８万５千円であります。内容を申し上げま

す。２番、基本健康診査事業、減額の２７万８千円。事業確定に伴います執行残でありま

す。４番、がん検診事業、減額の２２１万２千円。これは事業確定に伴う執行残でありま

すけれど、受けられた方が見込より少なかったということでございます。５番、肝炎検診

事業、減額の１１万９千円。事業確定に伴います執行残であります。７番、エキノコック

ス症検診事業、減額の１０万８千円。これも事業確定に伴います執行残であります。１１

番、町民健康づくり対策事業、減額の４６万６千円。事業確定に伴います執行残でありま

す。１５番、妊婦健康診査・相談事業、減額の２３０万円。事業確定に伴います執行残で

ありますけれど、これも妊婦の見込みが当初の見込みより少なかったということでありま

す。１６番、後期高齢者健康診査事業、減額の３９万３千円。事業確定に伴います執行残

であります。

。 、 、 ， 。４款２項１目塵芥処理費 補正額 減額の２０１万２千円 計１億２ ８６２万３千円

。 。 、 、財源内訳はすべて一般財源の減額であります 内容を申し上げます １番 ごみ収集事業

減額の１５万円であります。これはごみ袋の作成費が少なくてすんだということでありま

す。５番、中空知衛生施設組合負担金、これはごみ処理施設でありますけれど、減額の１

８６万２千円。これは負担金の確定に伴うものでございます。

続きまして、６５、６６ページとなります。２目し尿処理費。補正額、減額の４１５万

６千円、計３，７９５万８千円。財源内訳、すべて一般財源の減額であります。内容を申

し上げます。１番、し尿収集事業、減額の５１万２千円。これは実績精査によります減額

であります。２番、中空知衛生施設組合負担金、ここではし尿処理施設であります。減額

の３６４万４千円。負担金の確定に伴うものでございます。

続きまして、６７、６８ページとなります。６款１項２目農業振興費。補正額、減額の

５６７万２千円、計１億６，４３０万７千円。財源内訳、国道支出金、減額の３７２万６

千円。内容を申し上げます。すべて道からであります。農業経営基盤強化資金利子補給費

補助金、減額の１５万３千円。中山間地域等直接支払交付金、減額の３００万７千円であ

ります。農地・水・環境保全向上対策事業補助金、減額の４３万２千円。冷湿害等農業経

営維持資金利子補給費補助金、減額の１３万４千円であります。地方債３７０万円。これ

は過疎地域自立促進特別事業債３７０万円であります。ここでの対象事業は、農業経営基

盤強化資金利子助成が対象となってございます。その他財源５３万円。内容はいきいきふ

るさと推進事業助成金。これは農産物ブランド化推進協議会の負担金でございます。一般

財源、減額の６１７万６千円。内容を申し上げます。３番、農地・水・環境保全向上対策

事業、減額の１１３万３千円。実績精査によります減額であります。９番、農業経営基盤

強化資金利子助成金、減額の３０万６千円。実績精査によるものでございます。１１番、

冷湿害等農業経営維持資金利子助成金、減額の２２万４千円。これは道の助成事業であり

ますけれど、助成条件に該当する方がいなかったための減額でございます。１３番、中山

間地域等直接支払交付事業、減額の４００万９千円であります。対象農業地が決定したこ

とによります減額でございます。

３目畜産業費。補正額、減額の５３万６千円、計４１１万円。財源内訳、その他財源で

。 、 。減額の９０万２千円であります これは学園牧場使用料 減額の９０万２千円であります

一般財源３６万６千円。内容を申し上げます。学園牧場維持管理事業、減額の５３万６千

円であります。これは予定しておりました町外からの牛の受け入れがなかったことにより
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ますものでございます。

。 、 、 。 、４目国営開発事業推進費 補正額 減額の３８万９千円 計４３９万８千円 財源内訳

すべて一般財源の減額であります。内容を申し上げます。２番、地域用水機能増進事業、

減額の３８万９千円。実績精査によるものでございます。

５目農地費。補正額３，０２１万９千円、計１億８２４万円。財源内訳、国道支出金、

減額の２２万８千円であります。次のページに内容が載ってございます。道からのもので

ありますけれど、基幹水利施設管理事業補助金、減額の２２万８千円であります。戻って

いただきまして、地方債は１，４５０万円であります。内容については、次のページに載

せてございます。吉沢地区国営附帯かんがい排水事業債、減額の１１０万円。花月第２地

。 。区経営体育成基盤整備事業債８０万円 新北部地区経営体育成基盤整備事業債３４０万円

新南部地区経営体育成基盤整備事業債４３０万円。新西部地区経営体育成基盤整備事業債

３６０万円。日進地区ため池等整備事業債２６０万円。吉野地区中山間地域総合農地防災

事業債９０万円でございます。そのほかにその他財源として１，４３５万４千円でありま

す。これは基幹水利施設管理分担金、減額の１５万２千円と、持続的農業・農村づくり促

進対策事業交付金、これは増額であります１，４５０万６千円であります。そのほかに一

般財源１５９万３千円であります。内容を申し上げます。１番、吉沢地区国営附帯かんが

い排水事業、減額の２１２万５千円。事業費精査によるものでございます。次のページ、

。 、 、 。７０ページになります ２番 花月第１地区経営体育成基盤整備事業 減額の４万５千円

事業費精査によるものでございます。３番、花月第２地区経営体育成基盤整備事業１９６

万１千円。４番、新北部地区経営体育成基盤整備事業７０１万７千円。５番、新南部地区

経営体育成基盤整備事業８９６万５千円。６番、新西部地区経営体育成基盤整備事業７４

２万６千円。７番、日進地区ため池等整備事業５６０万円。８番、吉野地区中山間地域総

合農地防災事業１８０万円。これにつきましては、この６本につきましては、事業精査と

国の予算補正に伴いましての事業追加に伴います増額であります。事業追加分については

平成２３年度へ繰り越しとなります。１７番、基幹水利施設管理事業、減額の３８万円。

委託料見積合わせによります執行残でございます。

６款２項１目林業振興費。補正額、減額の２万２千円、計１，９３５万７千円。財源内

訳、すべて一般財源の減額であります。内容を申し上げます。１番、有害鳥獣駆除対策事

業１８万４千円。これはくくり罠の免許受験の希望者が増えたことからの増額でございま

す。４番、林道維持管理事業、減額の２０万６千円。これは実績精査によりますものでご

ざいます。

○議長（長名 實君） ２時半まで休憩といたします。

（午後 ２時 分）

○議長（長名 實君） 会議を再開いたします。

（午後 ２時３０分）

○議長（長名 實君） ７款商工費より説明を求めます。

副町長。

〔副町長 佐川 純君登壇〕

○副町長（佐川 純君） それでは７３、７４ページから申し上げます。７款１項１目商

工振興費。補正額３万８千円、計５，１７０万４千円。財源内訳、地方債８００万円。こ

れは過疎地域自立促進特別事業債８００万円であります。割増商品券の発行事業が対象と

なっております。一般財源、減額の７９６万２千円。内容を申し上げます。６番、中小企

業事業資金保障融資事業、減額の５９万７千円。これは利子補給額が確定したことにより

ます減額でございます。７番、国・北海道融資制度資金利子補給事業６３万５千円。これ
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も利子補給額が確定したことによります増額であります。

２目観光振興費。補正額、減額の４３０万８千円、計５，７８６万７千円。財源内訳、

特定財源、地方債２９０万円であります。過疎地域自立促進特別事業債２９０万円。ここ

での対象事業は、ふるさとまつり・雪まつり共催事業と、イベント開催支援事業が対象と

なってございます。一般財源は減額の７２０万８千円であります。内容を申し上げます。

４番、ふるさと公園維持管理事業、減額の１５９万３千円。光熱水費等、管理費の実績精

査によるものでございます。７番、工芸体験事業、減額の５３万円。実績精査によるもの

でございます。１０番、吉野公園維持管理事業、減額の１８万５千円。施設管理費の実績

精査によるものでございます。１２番、ふるさとつり・雪まつり共催事業、減額の２００

万円。これは実行委員会へ、地域用水機能増進協議会から助成増額がありましたので、そ

の同額を今回負担金から減額するものでございます。

、 、 。 、 。 、続きまして ７５ ７６ページとなります ８款土木費 ２項１目道路維持費 補正額

減額の２，３５８万４千円、計１億５，１３６万５千円。財源内訳、国道支出金７３８万

８千円。これは社会資本整備総合交付金でございます。地方債、減額の１，１９０万円。

これは除雪機械整備事業債、減額の１，１９０万円であります。一般財源、減額の１，９

０７万２千円であります。内容を申し上げます。６番、冬期除排雪事業、減額の１，０３

４万２千円であります。今年は雪が少なかったということによります実績精査によるもの

でございます。７番、垣野沢線工事事後調査事業、減額の１１万７千円。委託料の入札執

行残であります。８番、除雪機械購入事業、減額の１，３１２万５千円。これは除雪機械

の購入入札執行残であります。

。 、 、 ， 。 、２目道路新設改良費 補正額 減額の２８万１千円 計２億１ ６２９万円 財源内訳

はすべて一般財源の減額であります。内容を申し上げます。１番、道路整備事業、減額の

１０万円。実績精査によるものでございます。２番、道路名標識板設置事業、減額の１８

万１千円。これは工事入札の執行残であります。

。 、 、 。 、８款３項１目河川総務費 補正額 減額の３２万４千円 計７９２万９千円 財源内訳

すべて一般財源の減額であります。内容を申し上げます。２番、河川維持管理事業、減額

の１１万２千円。実績精査によるものでございます。４番、石狩川丘陵堤堤内排水整備事

業、減額の１２万４千円。工事入札執行残であります。９番、河川名標識板設置事業、減

額の８万８千円。工事入札執行残であります。

。 、 、 ， 。 、８款４項２目公園管理費 補正額 減額の５４万６千円 計１ ２８５万円 財源内訳

その他財源で減額の７万９千円であります。パークゴルフ場の管理協力金の減額７万９千

円であります。一般財源、減額の４６万７千円。内容を申し上げます。１番、都市公園等

管理事業、減額の５４万６千円。事業費確定による執行残であります。

８款５項１目住宅管理費。補正額、減額の２３２万１千円、計３，２５２万円。財源内

訳、国道支出金、減額の１７６万４千円。これは国からの社会資本整備総合交付金、減額

の１７６万４千円であります。一般財源、減額の５５万７千円。内容を申し上げます。１

番、公営住宅維持管理事務、減額の５５万７千円。工事入札執行残であります。３番、住

宅・建築物安全ストック形成事業、減額の１７６万４千円。これは委託料の入札執行残で

あります。

２目住宅建設費。補正額、減額の８７４万８千円、計１億４，８０６万８千円。財源内

訳、国道支出金、減額の３７４万７千円。これは国からの社会資本整備総合交付金、減額

の３７４万７千円であります。一般財源、減額の５００万１千円。内容を申し上げます。

１番、公営住宅建設事業、減額の８７４万８千円。これは工事の委託料入札執行残でござ

います。

続きまして、７９、８０ページとなります。９款１項１目消防総務費。補正額１５万２
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千円、計１億８，０４２万１千円。財源内訳、一般財源で１５万２千円であります。内容

を申し上げます。１番、滝川地区広域消防事務組合負担金１５万２千円。これは救急車の

地方債の繰上償還を含めた負担金が確定したことによるものでございます。

２目水防費。補正額、減額の１５９万５千円、計２，５４９万５千円。財源内訳、その

他財源、減額の３１万円。これは救急排水施設操作委託金の減額であります。一般財源、

減額の１２８万５千円。内容を申し上げます。２番、救急排水施設管理事業、減額の６８

万４千円。これは水防団の報酬管理費の実績精査によるものでございます。３番、農業用

、 。 。 、排水施設管理事業 減額の５３万３千円 これも実績精査によるものでございます ４番

下徳富第２排水機場管理事業、減額の３７万８千円。これは工事入札執行残であります。

３目災害対策費。補正額、減額の５１万３千円、計１９７万１千円。財源内訳、すべて

一般財源の減額であります。内容を申し上げます。３番、防災無線管理事業、減額の２９

万７千円。これは防災無線の再免許申請方法が変更されたことによります手数料の減でご

ざいます。４番、地域防災力強化事業、減額の２１万６千円。これは計画しておりました

冬の避難所体験について、希望者が少なかったことから中止したことによります減額でご

ざいます。

続きまして、８１、８２ページとなります。１０款１項２目事務局費。補正額、減額の

１１２万２千円、計１，５８５万４千円。財源内訳、国道支出金、減額の２８万８千円。

。 、 。これは国からの私立幼稚園就園奨励費補助金であります 一般財源 減額の８３万４千円

内容を申し上げます。９番、私立幼稚園就園奨励補助金、減額の１１２万２千円。これは

実績精査によるものでございます。

３目教育財産管理費。補正額、減額の６９万７千円、計４６４万１千円。財源内訳、す

べて一般財源の減額であります。内容を申し上げます。２番、学校教育財産管理事業、減

額の３４万８千円。これは旧大和小学校の草刈りあるいは校舎の雪下ろし等の実績精査に

よる減額でございます。３番、小中学校デジタルテレビ整備事業、減額の３４万９千円。

これは備品購入の入札執行残でございます。

１０款２項１目学校管理費。補正額、減額の６０万円、計４億２，５５６万２千円。財

源内訳、すべて一般財源の減額であります。内容を申し上げます。１番、小学校校舎等維

持管理事業、減額の５０万円。これは施設管理費の実績精査によるものでございます。２

、 、 。 。番 小学校運営事業 減額の１０万円 これは郵券料の実績精査によるものでございます

２目教育振興費。補正額、減額の２６５万５千円、計１，５４２万円。財源内訳、国道

支出金、減額の５万２千円。これは特別支援教育就学奨励費補助金の減額であります。そ

れから地方債５３０万円。これは過疎地域自立促進特別事業債５３０万円であります。こ

こでの対象事業は特別支援教育事業と小学校担任講師配置事業が対象となってございま

す。その他財源、減額の７万２千円。鑑賞事業負担金、減額の７万２千円であります。一

般財源、減額の７８３万１千円。内容を申し上げます。１番、小学校教育推進事業、減額

の９４万１千円。社会科副読本印刷見積合わせによる執行残でございます。３番、教育研

究事業、減額の３０万円。これは教員の研修それから教育振興会の負担金の実績精査によ

るものでございます。４番、小学校教科担任講師配置事業、減額の９２万２千円。社会保

険料、賃金の実績精査によるものでございます。５番、小中学生芸術鑑賞事業、減額の２

４万４千円であります。事業確定によります減額であります。次のページとなります。６

番、小学校就学援助事業、減額の２４万８千円。これは準要保護及び特別支援教育就学援

助費の実績によります減額であります。

１０款３項１目学校管理費。補正額、減額の１０万９千円、計２，６１５万７千円。財

源内訳、すべて一般財源の減額であります。内容を申し上げます。１番、中学校校舎等維

持管理事業、減額の１０万９千円。これは備品購入見積合わせによります執行残でありま
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す。

２目教育振興費。補正額、減額の７１万３千円、計１，４４０万９千円。財源内訳、地

方債２２０万円。過疎地域自立促進特別事業債２２０万円。ここでの対象事業は、中学校

の教育充実指導講師の配置事業が対象でございます。一般財源、減額の２９１万３千円。

内容を申し上げます。３番、課外活動事業、減額の２０万円。事業確定によります執行残

であります。５番、外国青年招致事業、減額の５１万３千円。これは英語指導助手の交代

がなかったことによります旅費と負担金の減額でございます。

１０款４項１目社会教育総務費。補正額、減額の７８６万５千円、計９，８９２万６千

円。財源内訳、特定財源で地方債、減額の６１０万円。これは新十津川アートの森整備事

業債の減額であります。一般財源、減額の１７６万５千円。内容を申し上げます。７番、

児童・生徒母村交流事業、減額の４８万６千円。事業確定に伴います減額であります。８

番、青年母村交流事業、減額の３８万５千円。これは希望者が少なかったための事業を中

止したことからによるものでございます。１１番、農村環境改善センター管理事業、減額

の７５万７千円。これは管理費の実績精査によるものでございます。次のページ、８６ペ

。 、 、 。 、ージとなります １３番 新十津川アートの森整備事業 減額の６２３万７千円 委託料

工事入札執行残でございます。

２目文化振興費。補正額、減額の２２０万４千円、計３９７万８千円。財源内訳、特定

財源で地方債２００万円。過疎地域自立促進特別事業債２００万円であります。ここでの

対象事業は芸術鑑賞事業でございます。一般財源、減額の４２０万４千円であります。内

容を申し上げます。２番、芸術鑑賞事業、減額の２０２万４千円。これは事業確定に伴い

ます減額であります。５番、文化活動団体支援事業、減額の１８万円であります。これは

補助金の確定によります減額でございます。

４目図書館費。補正額２，１３９万円、計６，１６０万５千円。財源内訳、国道支出金

， 。 ， 。１ ８３１万円 これは国からの住民生活に光をそそぐ交付金１ ８３１万円であります

地方債５１０万円。これは過疎地域自立促進特別事業債５１０万円であります。これは図

書館の運営事業が対象となってございます。その他財源１０２万円。これは教育振興寄附

金１０２万円であります。図書購入の指定寄附２件ございましたので、その分でございま

す。一般財源、減額の３０４万円。内容を申し上げます。１番、図書館維持管理事業１９

８万９千円。これは光をそそぐ交付金によりましての図書館のカウンター、それからテー

ブル等の塗装、それから地デジのチューナーとコントロールパネル等の備品を購入するも

のでございます。６番、図書館公用車更新事業、減額の２６万６千円。これは車の購入見

積合わせ執行残でございます。８番、図書館外壁改修事業１，９６６万７千円。これは外

壁の表面の予定でありました工事を光をそそぐ交付金の２次配当によりまして、裏の図書

館全体の壁面を改修する事業とすることによります増額であります。事業については２３

年に繰り越しして行うことといたします。

１０款５項１目保健体育総務費。補正額、減額の４３万４千円、計２２６万円。財源内

訳はすべて一般財源の減額であります。内容を申し上げます。３番、スポーツ体験学習推

進事業、減額の１１万９千円。事業確定に伴います減額であります。６番、スポーツ大会

参加助成事業、減額の３１万５千円。実績精査によるものでございます。

２目体育施設管理費。補正額、減額の１１７万６千円、計５，６８１万９千円。財源内

訳を申し上げます。その他財源、減額の９７万円。これはスキー場のリフト使用料の減額

が１００万円と、次のページにありますけれど、教育振興寄附金３万円いただいておりま

すので、その相殺で９７万円の減額であります。それから一般財源、減額の２０万６千円

であります。内容を申し上げます。２番、町民体育館管理事業、減額の１５万円。管理費

の実績精査によるものでございます。３番、そっち岳スキー場管理運営事業、減額の１０
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２万６千円。これは雪不足のためにオープンが遅くなったことによります賃金精査により

ます減額でございます。

次、８７、８８ページとなります。３目学校給食運営費。補正額、減額の１６５万円、

計７，３０１万７千円。財源内訳、その他財源で減額の２３２万７千円であります。内容

。 、 。 、を申し上げます 幼稚園給食費負担金 減額の４３万８千円 小学校給食費保護者負担金

減額の７２万８千円。中学校給食費保護者負担金、減額の５８万１千円。高校給食費負担

金、減額の４４万３千円。給食センター職員給食費負担金、減額の１９万６千円。学校給

食試食代金、これは増額であります、５万９千円であります。一般財源は増額の６７万７

千円であります。内容を申し上げます。２番、学校給食提供事業、減額の１５０万円であ

ります。実績精査によります減額であります。３番、学校給食扶助費交付事業、減額の１

５万円。これは食数の減によるものの減であります。

続きまして、８９、９０ページとなります。１１款１項１目単独災害復旧費。ここでは

補正額はありませんけれど、財源更正の起債に伴います財源更正であります。財源内訳、

地方債２２０万円。現年度発生単独災害復旧事業債２２０万円であります。このため一般

財源、減額の２２０万円となります。

。 、 、 。 、２目現年度災害復旧費 補正額 減額の２４３万８千円 計９４８万２千円 財源内訳

国道支出金、減額の９１万円。これは国からの現年度発生災害復旧事業国庫負担金９１万

円の減額であります。地方債、減額の３０万円。これは現年度発生公共土木施設災害復旧

事業債、減額の３０万円であります。一般財源、減額の１２２万８千円であります。内容

を申し上げます。１番、公共土木施設現年度災害復旧事業、減額の２４３万８千円。これ

は災害復旧事業の確定によるところでございます。

続きまして、１１款３項１目公共施設・公用施設現年度災害復旧費。ここも補正ありま

せんけれど、財源更正でありますけれど、ここは予備費により流用して実施したことによ

、 、 。り ここでの予算の金額については数字は出ておりませんけれど 財源更正でございます

特定財源で、地方債２００万円。現年度発生単独災害復旧事業債２００万円で、このため

一般財源、減額の２００万円となります。

、 、 。 。 ， 、続きまして ９１ ９２ページ １２款１項１目元金 補正額３億１ ０９８万７千円

計１０億５，３３４万円。財源内訳、すべて一般財源の増額であります。内容を申し上げ

ます。１番、地方債償還元金３億１，０９８万７千円であります。これは臨時財政対策債

を借り入れた後、繰上償還するための処置でございます。

２目利子。補正額、減額の１０４万円、計１億６１３万３千円。財源内訳は、すべて一

般財源の減額であります。内容を申し上げます。１番、地方債償還利子、減額の１０４万

円。これは借入利率確定によります減額でございます。

次のページ、９３、９４ページとなります。１３款１項１目職員費。補正額、減額の４

、 ， 。 。１２万２千円 計９億６ ２８５万７千円 財源内訳はすべて一般財源の減額であります

内容を申し上げます。１番、職員人件費、減額の４１２万２千円。これは手当等の精算に

よります減額でございます。

次に、繰越明許費を説明いたしますので、７ページをお開き願います。７ページ、第２

表、繰越明許費でございます。この中の事業は、国からの交付金事業としまして、きめ細

、 、 、かな交付金事業 それから住民生活に光をそそぐ交付金事業 小学校耐震大規模改修事業

社会資本整備総合交付金事業、それから農業基盤整備事業などが主なものでございます。

内容については、１月の臨時会、補正第８号で措置をしたもの、それから今回補正をさせ

ていただくものの内容でございます。

。 。 、 、それでは内容を申し上げます ２款１項総務管理費 事業名は 町有住宅外部改修事業

金額は４８０万９千円であります。きめ細かな交付金事業であります。同じく林道作業道
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幌加線改修事業３００万円。これもきめ細かな交付金事業であります。３款２項児童福祉

費。事業名、新十津川保育園園児送迎車購入事業３８７万３千円。これもきめ細かな交付

金事業であります。４款１項保健衛生費。事業名、健康体力増進室体力診断プログラム更

新事業１０１万９千円であります。これもきめ細かな交付金事業であります。６款１項農

業費。事業名、学園牧場ポンプ改修事業１５４万４千円。これもきめ細かな交付金事業で

あります。次からは、農業基盤整備事業で今回の補正の対象となっている内容でございま

す。花月第２地区経営体育成基盤整備事業１２５万円。新北部地区経営体育成基盤整備事

業９４３万２千円。新南部地区経営体育成基盤整備事業９４８万円。新西部地区経営体育

成基盤整備事業７１９万３千円。日進地区ため池等整備事業５６０万円。続きまして８ペ

ージにまいります。吉野地区中山間地域総合農地防災事業１８０万円でございます。続き

、 。 、 。 。まして ７款１項商工費 事業名は ふるさと公園外灯塗装事業 金額は１３４万４千円

きめ細かな交付金事業であります。続きまして、創造の森遊歩道改修事業７８０万円。こ

れもきめ細かな交付金事業であります。３項地場産業振興費。事業名、交流促進施設設備

改修事業、金額１２１万７千円。これもきめ細かな交付金事業であります。８款２項道路

橋りょう費。事業名、道路整備事業５，０００万円。これは社会資本整備総合交付金事業

であります。これは西２線であります。道路改修事業６，４００万円。これはきめ細かな

交付金事業で、６本の事業であります。８款５項住宅費。事業名、公営住宅外部改修事業

１，４１７万５千円。きめ細かな交付金事業、これは２本でございます。１０款２項小学

校費。事業名は小学校耐震大規模改修事業４億２９１万円であります。４項社会教育費。

事業名、図書館維持管理事業１９８万９千円。光をそそぐ交付金事業で、歳出で説明をい

たしました。図書館外壁改修事業３，１５３万２千円。これも光をそそぐ交付金事業であ

ります。５項保健体育費。事業名、温水プール改修事業６４３万７千円。これもきめ細か

な交付金事業であります。総額で６億３，０４０万４千円となります。

以上で、内容の説明を終わります。よろしくご審議たまわりますようお願いをいたしま

す。

○議長（長名 實君） 以上で、議案第６号について、提案理由並びに内容の説明を終わ

ります。

◎議案第７号の上程、説明

○議長（長名 實君） 日程第１３、議案第７号、平成２２年度新十津川町国民健康保険

特別会計補正予算（第３号）を議題といたします。

提案者の提案理由の説明を求めます。

町長。

〔町長 植田 満君登壇〕

○町長（植田 満君） ただいま上程をいただきました議案第７号、平成２２年度新十津

川町国民健康保険特別会計補正予算（第３号 。）

平成２２年度新十津川町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６２４万円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ３億１，４８８万６千円とする。

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

予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正による。

内容につきましては、引き続き、副町長よりご説明を申し上げますので、よろしくご審

議のうえ、議決たまわりたくお願いを申し上げます。
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○議長（長名 實君） 提案理由の説明を終わります。

引き続き、内容の説明を求めます。

副町長。

〔副町長 佐川 純君登壇〕

○副町長（佐川 純君） それでは上程いただきました議案第７号、平成２２年度新十津

川町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）となります。内容を説明いたします。

４ページ、５ページをお開き願います。歳入歳出予算補正事項別明細書。歳入。補正の

ある款のみ申し上げます

１款、国民健康保険税。補正額２８３万４千円、計２億１，３２２万９千円。

３款、繰入金。補正額、減額の１，７５３万１千円、計８，０４６万円。これで基金か

らの繰り入れについては１，８００万円ということにしております。

４款、繰越金。補正額２１４万７千円、計２１４万８千円。

５款、諸収入。補正額１，８７９万円、計１，９０４万８千円。この諸収入の１，８７

９万円については、平成２１年度の広域連合からの精算金でございます。

歳入合計。補正額６２４万円、計３億１，４８８万６千円。

続きまして、歳出を申し上げます。

１款、総務費。補正額６２２万２千円、計３億１，３７６万５千円。財源内訳、すべて

一般財源でございます。

２款、基金積立金。補正額１万８千円、計２６万８千円。財源内訳、その他財源で１万

８千円であります。

歳出合計。補正額６２４万円、計３億１，４８８万６千円。財源内訳、特定財源でその

他財源１万８千円、一般財源６２２万２千円であります。

次に、歳出の内容を申し上げます。１２ページ、１３ページをお開き願います。

１款１項２目広域連合負担金。補正額６２２万２千円、計３億１，２３６万円。財源内

訳はすべて一般財源でございます。内容を申し上げます。１番、国民健康保険事業広域連

合負担金６２２万２千円であります。これは医療費の増加見込と後期高齢者支援分の不足

によりましての追加負担をするものでございます。

２款１項１目基金積立金。補正額１万８千円、計２６万８千円。財源内訳はその他財源

で１万８千円。これは国保基金の預金利子であります。内容を申し上げます。１番、国民

健康保険事業基金積立金１万８千円。これは基金の預金利子を積み立てするものでござい

ます。

以上で、内容の説明を終わります。よろしくご審議たまわりますようお願いをいたしま

す。

○議長（長名 實君） 以上で、議案第７号について、提案理由並びに内容の説明を終わ

ります。

◎議案第８号の上程、説明

○議長（長名 實君） 日程第１４、議案第８号、平成２２年度新十津川町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。

提案者の提案理由の説明を求めます。

町長。

〔町長 植田 満君登壇〕

○町長（植田 満君） ただいま上程をいただきました議案第８号、平成２２年度新十津

川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号 。）

平成２２年度新十津川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めると
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ころによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１９９万８千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８，２９３万３千円とする。

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

予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正による。

同様に、副町長より内容のご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、議決たま

わりたくお願いを申し上げます。

○議長（長名 實君） 提案理由の説明を終わります。

引き続き、内容の説明を求めます。

副町長。

〔副町長 佐川 純君登壇〕

○副町長（佐川 純君） それでは議案第８号、平成２２年度新十津川町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号）の内容の説明をいたします。

４ページ、５ページをお開き願います。歳入歳出予算補正事項別明細書。歳入。補正の

ある款のみ申し上げます。

１款、後期高齢者医療保険料。補正額２３０万２千円、計５，７６３万円。

３款、繰入金。補正額、減額の２１万２千円、計２，５０５万７千円。

４款、諸収入。補正額、減額の２０万円、計１０万４千円。

５款、繰越金。補正額１０万８千円、計１０万９千円。

歳入合計。補正額１９９万８千円、計８，２９３万３千円。

続きまして、歳出を申し上げます。

１款、総務費。補正額、減額の１０万円、計５６万４千円。財源内訳、すべて一般財源

の減額であります。

、 。 、 ， 。２款 後期高齢者医療広域連合負担金 補正額２２９万８千円 計８ ２１３万７千円

財源内訳、すべて一般財源であります。

３款、諸支出金。補正額、減額の２０万円、計１３万２千円。財源内訳、その他財源で

減額の２０万円であります。

歳出合計。補正額１９９万８千円、計８，２９３万３千円。財源内訳は、特定財源でそ

の他財源で減額の２０万円、一般財源２１９万８千円であります。

次に、歳出の内容を申し上げます。１０ページ、１１ページとなってございます。

１款２項１目徴収費。補正額、減額の１０万円、計３８万６千円。財源内訳はすべて一

般財源の減額であります。内容を申し上げます。１番、徴収費、減額の１０万円。これは

通信費の精査によるものでございます。

２款１項１目後期高齢者医療広域連合負担金。補正額２２９万８千円、計８，２１３万

７千円。財源内訳、すべて一般財源であります。内容を申し上げます。１番、後期高齢者

医療広域連合負担金２２９万８千円。これは被保険者が増えたことによりまして保険料が

増額したための追加負担でございます。

。 、 、 。 、３款２項１目償還金及び還付加算金 補正額 減額の２０万円 計１０万円 財源内訳

その他財源で減額の２０万円。これは保険料の還付金２０万円であります。内容を申し上

げます。１番、後期高齢者医療保険料過年度分還付金、減額の２０万円。これは過年度還

付が見込より少なかったということによります減額でございます。

以上で、内容の説明を終わります。よろしくご審議たまわりますようお願いをいたしま

す。

○議長（長名 實君） 以上で、議案第８号について、提案理由並びに内容の説明を終わ
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ります。

◎散会の宣告

○議長（長名 實君） 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。

明日、１０時から本会議を再開いたしますので、定刻までにご参集願います。

それでは、本日はこれにて散会いたします。どうもご苦労様でした。

（午後 時 分）
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。

議 長

署 名 議 員

署 名 議 員
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平成２３年第１回新十津川町議会定例会

平成２３年３月９日（水曜日）

午前１０時開議

◎議 事 日 程 （第２号）

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 議案第 ９号 新十津川町職員の給与に関する条例の一部改正について（内容

説明まで）

第 ３ 議案第１０号 新十津川町道路占用料徴収条例の一部改正について（内容説明

まで）

第 ４ 議案第１１号 新十津川町都市公園の設置及び管理に関する条例の一部改正に

ついて（内容説明まで）

第 ５ 議案第１２号 平成２３年度新十津川町一般会計予算（概要説明まで）

第 ６ 議案第１３号 平成２３年度新十津川町国民健康保険特別会計予算（概要説明

まで）

第 ７ 議案第１４号 平成２３年度新十津川町後期高齢者医療特別会計予算（概要説

明まで）

第 ８ 議案第１５号 平成２３年度新十津川町下水道事業特別会計予算（概要説明ま

で）

第 ９ 議案第１６号 平成２３年度新十津川町農業集落排水事業特別会計予算（概要

説明まで）

第１０ 議案第１７号 土地改良事業の施行について（内容説明まで）

（ ）第１１ 議案第１８号 浦臼第１揚水機場に関する事務の委託について 内容説明まで

第１２ 議案第１９号 一般旅券の発給申請受理及び交付に関する事務の委託について

（内容説明まで）

第１３ 議案第２０号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について

（内容説明まで）

（ ）第１４ 議案第２１号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について 内容説明まで

◎出席議員（１２名）

１番 岩 木 雅 徳 君 ２番 青 田 良 一 君

３番 山 田 秀 明 君 ４番 笹 木 正 文 君

５番 平 沢 豊 勝 君 ６番 長谷川 秀 樹 君

７番 西 永 勝 治 君 ８番 後 木 幸 里 君

９番 続 木 俊 一 君 １０番 樋 坂 里 子 君

１１番 乗 松 政 勝 君 １２番 長 名 實 君

◎欠席議員（なし）

◎地方自治法第１２１条により出席した者の職氏名

町 長 植 田 満 君

副 町 長 佐 川 純 君

教 育 長 熊 田 義 信 君

総 務 課 長 石 田 賢 吉 君
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住 民 課 長 林 敏 幸 君

会 計 課 長 辻 山 直 紀 君

保 健 福 祉 課 長 竹 原 誠 二 君

産 業 振 興 課 長 兼

農業委員会事務局長 後 木 祥 一 君

建 設 課 長 岩 井 良 道 君

教 育 次 長 藤 澤 敦 司 君

代 表 監 査 委 員 山 本 忍 君

◎職務のために出席した者の職氏名

事 務 局 長 加 藤 健 次 君
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◎開議の宣告

○議長（長名 實君） 皆さん、おはようございます。

ただいま出席している議員は、１２名であります。

定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。

（午前１０時００分）

◎議事日程の報告

○議長（長名 實君） 本日の議事日程は、お手元に配布してあります日程表に基づき、

順を追って進めて参りますので、よろしくお願いをいたします。

◎会議録署名議員の指名

○議長（長名 實君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員の指名につきましては、会議規則により議長より指名をいたします。

８番、後木幸里君。９番、続木俊一君。両君を指名いたします。

◎議案第９号の上程、説明

○議長（長名 實君） 日程第２、議案第９号、新十津川町職員の給与に関する条例の一

部改正についてを議題といたします。

提案者の提案理由の説明を求めます。

町長。

〔町長 植田 満君登壇〕

（ ） 。 、○町長 植田 満君 おはようございます ただいま上程をいただきました議案第９号

新十津川町職員の給与に関する条例の一部改正について。

新十津川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

提案理由でございます。病気休暇に伴う職員の給与の半減について、人事院規則が改正

されたことから、本町においても国の基準に準拠し所要の改定を行うため、この条例の一

部改正について議決を求めるものでございます。

なお、内容の説明につきましては、総務課長より申し上げますので、よろしくご審議の

上、議決たまわりたくお願いを申し上げます。

○議長（長名 實君） 提案理由の説明を終わります。

引き続き、内容の説明を求めます。

総務課長。

〔総務課長 石田賢吉君登壇〕

○総務課長（石田賢吉君） おはようございます。それではただいま上程いただきました

議案第９号、新十津川町職員の給与に関する条例の一部改正につきまして、改正内容を申

し上げますが、条例の新旧対照表も併せてご覧いただきますようにお願いをいたします。

今回の改正につきましては、第９条ただし書きの改正でございますが、職員給料が減額

される起算日の改正でございまして、地方公務員災害補償法で規定しておりますところの

公務災害、いわゆる公務執行上被災した場合や勤務のために行う移動を合理的な経路とそ

の方法で行っていて発生した通勤上の災害につきましては、公務災害として認定されまし

て、給料の減額措置はございませんが、公務災害以外の疾病等によって療養するために病

気休暇を取得している職員にかかる給料の日割り半減措置につきましては、一般疾病では

９０日を越えた場合、また結核性疾患にあっては１年を超えた場合に半減措置対象として

いたものを、今回の改正によりまして、結核性疾患にあっても９０日を超えた時からその
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猶予期間を短縮する改正でございます。また１４条第１項の改正につきましては、前条文

であります第９条ただし書きでかっこ書きを規定いたしましたので、削除するものでござ

います。

附則といたしまして、条例施行日を平成２３年４月１日といたしたいとするものでござ

います。

以上、改正内容を申し上げました。よろしくご審議いただきますよう、お願いをいたし

ます。

○議長（長名 實君） 以上で、議案第９号について、提案理由並びに内容の説明を終わ

ります。

◎議案第１０号の上程、説明

○議長（長名 實君） 日程第３、議案第１０号、新十津川町道路占用料徴収条例の一部

改正についてを議題といたします。

提案者の提案理由の説明を求めます。

町長。

〔町長 植田 満君登壇〕

○町長（植田 満君） それではただいま上程をいただきました議案第１０号、新十津川

町道路占用料徴収条例の一部改正について。

新十津川町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。

提案理由でございます。町が管理する道路の占用料の額を道路法施行令第１９条の規定

する国道の占用料の額に準拠して改正するため、この条例の一部改正について議決を求め

るものでございます。

なお、内容につきましては、建設課長より申し上げますので、よろしくご審議の上、議

決たまわりたくお願いを申し上げます。

○議長（長名 實君） 提案理由の説明を終わります。

引き続き、内容の説明を求めます。

建設課長。

〔建設課長 岩井良道君登壇〕

○建設課長（岩井良道君） おはようございます。ただいま上程いただきました議案第１

０号、新十津川町道路占用料徴収条例の一部改正につきまして、内容の説明を申し上げま

す。

、 、今回の条例一部改正は 占用にかかる料金を改正いたしたいとするものでございまして

本町の占用料につきましては、従前より国の基準に準拠し進めておりまして、国におきま

して近年の全国的な地価下落状況を反映し、国道の占用料が改正されることとなったこと

から、本町におきましても改正を行うものでございます。また、今回の改正にあわせまし

て、表現方法及び文言の整理をいたしたいとするものでございます。

それでは内容の説明でございますが、お手元に配布の新旧対照表を併せてご覧願いたい

と思います。占用料につきましては、本文第２条で別表に定める額の規定をしてございま

して、今回の改正は地価の下落を受け別表のすべてを改めるものでございます。その内容

といたしましては、占用料の主なものでございます。本町における主なものでございます

第１種の電柱また電話柱が各々７７０円から４６０円、また６９０円から４１０円と、約

４０％の減額となってございます。ほかの物件においても同様の減額ということでござい

ます。なお、新旧対照表１ページから２ページの現行、地下埋設物を改正案では、地下埋

設管等に変更し、外形での区分につきましては、現行６段階でございましたが、国が９段

階に細分化していることから、本町も準拠し改正を行うものでございます。
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附則といたしまして、１項ではこの条例の施行日を平成２３年４月１日と定めまして、

第２項では改正後の別表の規定について、施行日以降の占用料に適用し、同日前の占用料

については、なお従前の例によると定めてございます。

以上、内容について申し上げました。よろしくご審議くださいますようお願いを申し上

げます。

○議長（長名 實君） 以上で、議案第１０号について、提案理由並びに内容の説明を終

わります。

◎議案第１１号の上程、説明

○議長（長名 實君） 日程第４、議案第１１号、新十津川町都市公園の設置及び管理に

関する条例の一部改正についてを議題といたします。

提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。

町長。

〔町長 植田 満君登壇〕

○町長（植田 満君） ただいま上程をいただきました議案第１１号、新十津川町都市公

園の設置及び管理に関する条例の一部改正について。

新十津川町都市公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように定

める。

提案理由でございます。青葉区の行政区域内にある文京児童公園の名称を青葉児童公園

に改めるため、この条例の一部改正について議決を求めるものでございます。

内容の説明を申し上げます。新旧対照表をご覧になっていただきたいと存じます。別表

第１の１２の項及び別表第２の１２の項中 「文京児童公園」を「青葉児童公園」に改め、

るというものでございまして、提案理由でも申し上げましたように、青葉区内に所在する

文京児童公園を行政区の名称にならって青葉児童公園とするものでございます。

、 。なお附則として この条例は平成２３年４月１日から施行するということでございます

よろしくご審議の上、議決たまわりたくお願いを申し上げます。以上でございます。

○議長（長名 實君） 以上で、議案第１１号について、提案理由並びに内容の説明を終

わります。

◎一括上程の議決

○議長（長名 實君） ここでお諮りをいたします。

次に上程されます日程第５から日程第９までの案件につきましては、関連がございます

ので、一括上程といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 異議なしと認めます。

したがいまして、日程第５、議案第１２号、平成２３年度新十津川町一般会計予算、日

程第６、議案第１３号、平成２３年度新十津川町国民健康保険特別会計予算、日程第７、

議案第１４号、平成２３年度新十津川町後期高齢者医療特別会計予算、日程第８、議案第

１５号、平成２３年度新十津川町下水道事業特別会計予算、日程第９、議案第１６号、平

成２３年度新十津川町農業集落排水事業特別会計予算は、一括議題とすることに決定をい

たしました。

◎議案第１２号ないし議案第１６号の上程、説明、質疑

○議長（長名 實君） それでは議案第１２号から議案第１６号につきまして、提案者の

提案理由の説明を求めます。
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町長。

〔町長 植田 満君登壇〕

○町長（植田 満君） ただいま一括上程をいただきました議案第１２号、平成２３年度

新十津川町一般会計予算から議案第１６号の平成２３年度新十津川町農業集落排水事業特

別会計予算までのご説明を申し上げます。

まず最初に、予算書１ページをお開き願いたいと存じます。平成２３年度新十津川町一

般会計予算。

平成２３年度新十津川町一般会計の予算は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算。

、 、 ， 。第１条 歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ５０億２ ６３６万８千円と定める

、 、 。２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第１表歳入歳出予算による

債務負担行為。

第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事

項、期間、及び限度額は、第２表債務負担行為による。

地方債。

第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第３表地方債による。

一時借入金。

第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、

５億円と定める。

歳出予算の流用。

第５条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める （１）各項に計上した給料、。

職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経

費の各項の間の流用。

続きまして、２０５ページをお開き願いたいと存じます。

議案第１３号、平成２３年度新十津川町国民健康保険特別会計予算。

平成２３年度新十津川町国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億６，２６４万円

と定める。

、 、 。２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第１表歳入歳出予算による

一時借入金。第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入

の最高額は、５，０００万円と定める。

続きまして、ページ数、２２３ページをお開き願います。

議案第１４号、平成２３年度新十津川町後期高齢者医療特別会計予算。

平成２３年度新十津川町後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８，６２６万２千円

と定める。

、 、 。２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第１表歳入歳出予算による

続きまして、ページ数、２３９ページをお開き願います。

議案第１５号、平成２３年度新十津川町下水道事業特別会計予算。

平成２３年度新十津川町下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億９，５８０万６

千円と定める。

、 、 。２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第１表歳入歳出予算による
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地方債。

第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第２表地方債による。

一時借入金。

、 ，第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は５

０００万円と定める。

続きまして、ページ数で２６３ページをお開き願います。議案第１６号、平成２３年度

新十津川町農業集落排水事業特別会計予算。

、 。平成２３年度新十津川町農業集落排水事業特別会計の予算は 次に定めるところによる

歳入歳出予算。

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４，８５１万７千円と定める。

、 、 。２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第１表歳入歳出予算による

以上、一般会計予算ほか４特別会計予算についてご提案をさせていただきました。

なお、各会計ごとの予算案の概要につきましては、副町長からご説明を申し上げますの

で、ご審議の上、議決たまわりたくお願いを申し上げます。

○議長（長名 實君） 提案理由の説明を終わります。

引き続き、各会計の予算概要について説明を求めます。

副町長。

〔副町長 佐川 純君登壇〕

○副町長（佐川 純君） おはようございます。それではただ今上程いただきました議案

第１２号から第１６号までの平成２３年度一般会計並びに各特別会計予算案の概要を申し

上げます。

皆さんのお手元にいっているかと思います予算案概要説明書に基づきまして、説明させ

ていただきます。

説明書を開いていただいて１ページに平成２３年度各会計予算案概要ということで、総

括表を載せてございます。一般会計、平成２３年度予算額については骨格予算ということ

でありますけれど、５０億２，６３６万８千円。平成２２年度当初予算額と比較いたしま

して３．３％の減率ということになっております。特別会計、４つの特別会計の合計予算

額については６億９，３２２万５千円。平成２２年度の当初と比較いたしまして６．６％

の増率ということになっております。これは国民健康保険特別会計が１７．７％の伸びだ

ということでございます。合計、一般会計と特別会計合計合わせますと、２３年度合計予

算額は５７億１，９５９万３千円。対前年度伸び率については２．２％の減率予算という

ことになってございます。

次のページ、２ページから主な事業を載せてございます。一般会計の主な事業につきま

して、町総合計画、５つの目標に沿って内容を申し上げます。

１番、世代を超えてふれあうまちから申し上げます。

健やかに暮らすまちの分野では、乳幼児等医療費助成事業１，９０４万５千円でござい

ます。これは平成２２年度同様小学生までの医療費全額と中学生は入院費用でありますけ

れど、入院費用の全額を助成するとするものでございます。高齢者肺炎球菌ワクチン予防

接種事業、これも昨年同様ひとり、１回３，５００円の助成をするということで、５２万

５千円をみてございます。子宮頸がんワクチン予防接種事業７０９万８千円であります。

ワクチン接種費用全額の助成、対象は１６３名となってございます。ワクチンが手に入ら

ないということで、接種の再開が遅れるようでありますけれど、予算的には７０９万８千

円を計上してございます。それからヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン予防接種事業におきま

しても５９５万４千円。これはワクチン接種費用全額助成ということで、これも同じ人数
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になりますけれど、対象者数は１６３名ということであります。これも新聞等で載ってご

ざいますけれど、現在のところ一時休止というような状況でありますけれど、予算的には

年度当初からみていくということで予算計上してございます。インフルエンザ予防接種事

業では２３０万８千円をみてございます。６５歳以上の高齢者と中学生以下の子ども、妊

婦を対象として１回１，０００円の助成ということで計上してございます。そのほかに町

民健康づくり対策事業では２９８万１千円ということで、昨年同様健康ウォーキング作戦

をこれを継続して実施していく、また、そのほかに臨時保健師の人件費も計上したところ

でございます。

子どもの笑顔が輝くまちでは、子ども生活応援事業ということで５１０万８千円をみて

ございます。平成２０年度からの事業でありますけれど、本年度２３年度についても同様

に計上したところでございます。児童館管理運営事業、この中では新しい事業ということ

で８７万７千円。これは発達障害児相談員配置ということで、この金額を計上してござい

ます。基金事業でありますけれど、児童館に発達障害児の専門職員を配置しまして、活動

支援や相談体制を整備していくというものでございます。新十津川保育園運営事業で、こ

れは延長保育の分だけでありますけれど５１万６千円計上いたしました。保育園について

は指定管理で運営してございますけれど、平成２３年度からは委託内容に午後６時から７

時までの１時間の延長保育を加えるとするものでございます。

高齢者が快適に過ごすまちでは、シニアいきいきクラブ運営事業ということで１０万７

千円。これは新しい事業ということで、高齢者の新たな生きがい活動の場として講座を開

設したいとするものでございます。

障がい者が安心して暮らすまちでは、この中から共生型施設整備事業３，８８５万円で

ありますけれど、これは吉野園が花月地区に移転することから、残った吉野園の現在の施

設の解体撤去費用を助成するものでございます。

２番、安心して働ける活力あるまち。

この中の魅力ある農林業をめざすまちでは、農産物ブランド化推進事業で、昨年同額の

１１０万円をみてございます。２３年度においてもブランド化推進協議会に負担をして、

ブランド化を進めていきたいというものでございます。農業基盤整備事業、３つの区分け

に分かれてございます。経営体育成基盤整備事業が４地区１，４７５万３千円。ため池等

。 。整備事業１地区６５５万９千円 中山間地域総合農地防災事業１地区５０万円であります

この全６地区でこの予算額に伴う事業費は約５億円であります。２２年度の補正して繰り

越し分を入れますと、事業費総額は現在のところ１２億２千万円ということになります。

それから農業振興活性化事業ということで３６５万２千円みております。これは１月に浦

臼町、ピンネ農協との農業振興策として、仮の名前でありますけれど農業振興公社の設立

に向けて意見が一致いたしましたので、その準備に向けての必要経費を計上したところで

ございます。有害鳥獣駆除対策事業１３５万５千円。これについては、本年度においても

駆除対策協議会へ負担をいたしまして、くくり罠免許取得などの費用を助成をしていきた

いとするものでございます。

３ページにいきまして、この中から心をいやす観光のまちでは、観光ＰＲ推進事業１３

２万５千円をみてございます。これは新十津川駅の駅前の観光マップ看板が非常に古くな

ってきておりますので、これの更新と、２３年度札幌等で行われますイベントへの参加負

担を計上したところでございます。

３番、笑顔が輝く学びのまち。

この中から、人間性を育む生涯学習のまちでは、３番目の体験学習推進事業、小学生通

学合宿となってございます。３０万４千円であります。新たな事業であります。これは自

主性を高めるなどの目的で、小学生を宿泊施設に泊まっていただいて、そこから通学する
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というものでございます。それから学校給食提供事業６３万７千円。これは地場産食材提

供追加分としての予算でございます。これは昨年２２年度米粉パンの提供を２回実施して

おりますけれど、これは２３年度においては８回に増やすなどして、そのほか地場産の食

材の拡充を町負担で行うというものでございます。

４番、自然と共に暮らす優しいまちでは、安心で住みよいまちの中から、地域防災力強

化事業１９万３千円をみております。昨年は、２２年度は冬の避難所体験というのが希望

者が少なくて中止をしておりますけれど、２３年度においては、この秋の避難所の体験を

していただこうということで予算計上をいたしております。

豊かな生活基盤をつくるまちでは、まず道路整備事業１億３，５８０万円。これは西２

線であります。平成２０年から２４年度までの５カ年の事業でありまして、平成２３年度

においては南６号から８号までの１，１００メートルの改築舗装などを行うものでござい

ます。除雪機械購入事業３，３７８万７千円。これは平成７年購入の除雪トラックを更新

をしたいとするものでございます。公営住宅建設事業１億４，７３７万４千円。これは青

葉団地の建設の最終年度になりますけれど、１棟８戸の建設をしたいとするものでござい

ます。地域公共交通活性化事業では２９６万円をみてございます。活性化事業、実証運行

最後の年度となりますけれど、２３年度においては夏の期間において約２ヶ月実証運行を

していきたいとするものでございます。

５番、次のページ、４ページになります。５番、みんなが主役で創るまちからは、住民

が創るまちの中から、新十津川町第５次総合計画策定事業２４１万３千円を計上いたしま

した。これは現在の第４次の総合計画が平成２３年度で終了いたすことから、次期第５次

の計画を策定したいとするものでありましての、その経費でございます。

、 。 、それでは６番目 歳入の主な内容を申し上げます まず一般会計の歳入の主なものでは

町税では５億２，３８８万７千円をみております。昨年度比３．７％の減率であります。

これは農業所得が下がると思われることから、この減率となったところであります。地方

交付税２９億３，５００万円。これも０．５％の減率であります。ご承知のとおり特別交

付税の割合が下がるという報告が来ておりますので、それに基づいて０．５％の減率をみ

たところであります。使用料及び手数料については１億２，７３６万１千円。これも０．

６％の減率であります。先ほどの条例改正の提案をいたしておりますけれど、道路占用料

の改定をすることから金額が落ちるということで減率となっております。国庫支出金３億

７，８４９万６千円。これは２６．２％の増であります。これは子ども手当交付金、それ

から社会資本整備交付金の増をみたところでございます。道支出金２億９，０７９万６千

円。これも５．８％の減率であります。これは昨年度、２２年度はアートの森の整備に対

、 、して道からの補助助成がありましたけれど それらが今年度についてはないということで

この減率となってございます。繰入金６，７０６万７千円。伸び率は８４８．５％という

。 、ことであります これは２３年当初から乳幼児の医療費の助成について子ども夢基金から

また吉野園の解体のための費用を地域福祉基金からの繰り入れを２３年度当初からみたこ

。 、 ， 。 ．とから伸びたということになります 続きまして 諸収入１億８ １０３万２千円 ４２

７％の減率であります。これは明和会の貸付金が減ってきていること、また２２年度は備

荒資金から繰り入れを受け入れを計画しておりましたけれど、２３年分についてはこれが

ないことから減率となったところであります。町債２億５，３５０万円。これも２０．９

％の減率であります。これは２２年度についてはアートの森の起債がありましたから、多

くありましたですけれど、今年度についてはそれらがないということでの減率でございま

す。

続きまして、５ページ、特別会計に入ります。特別会計予算案についてご説明をいたし

ます。
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まず、国民健康保険特別会計。予算総額３億６，２６４万円となって、昨年度当初から

比較いたしまして５，５００万円増となってございます。主な歳入、国民健康保険税２億

５，０１３万８千円、繰入金１億１，２３４万４千円。５，５００万円伸びたことから、

この伸びた主なものは歳出で、国民健康保険事業広域連合負担金で３億６，０８３万２千

円ということで、５，５００万円が連合への負担金が増えたことによるものでありますけ

れど、それを国民健康保険税で２，５００万円の増をみてございます。現在、所得の把握

はこれからでありますので、現在のところ何とも今の率からして計算できておりませんけ

れど、今後その数字に向かって計算していかなければならないというふうに思っておりま

す。また同様に繰入金も１億１，２３４万４千円ということで、昨年度の基金からの繰入

金に２，７００万円を増額をいたしまして５，０００万円をみたところでございます。

続きまして、後期高齢者医療特別会計。予算総額８，６２６万２千円。主な歳入は、後

期高齢者医療保険料６，０１４万３千円、繰入金２，５９６万８千円であります。この主

な歳出については、後期高齢者医療広域連合負担金ということで、道の広域連合への負担

金でございます。保険料が伸びたことは、これは加入者が増えたことからによる保険料総

額が増加したということからの、保険料の増であります。また繰入金については一般会計

からの保険基盤安定繰入が主なものでございます。

下水道事業特別会計。予算総額１億９，５８０万６千円。主な歳入、使用料及び手数料

５，９００万１千円、繰入金１億２，９７１万８千円。歳出では、下水道建設費５９２万

７千円、公債費１億５，１５２万１千円となっています。昨年に比較いたしまして、公債

費が少し減ったことから総額が減額となってございます。

続きまして、農業集落排水事業特別会計。予算総額４，８５１万７千円。昨年とほぼ同

様な内容でございます。主な歳入は、使用料及び手数料６８０万１千円、繰入金４，１６

９万６千円。歳出では、維持管理費６６０万４千円、公債費４，１８９万５千円というふ

うになっております。

以上、平成２３年度一般会計ほか４特別会計予算の概要について申し上げました。予算

編成にあたりましては、行政評価に基づいて町総合計画と施策評価、事務事業評価をリン

クさせ、経費等の見直しを行い編成をいたしております。どうぞよろしくおご審議たまわ

りますようお願いをいたします。

○議長（長名 實君） 以上で、議案第１２号から議案第１６号までの提案理由並びに概

要の説明を終わります。

これより予算概要についてのみ質疑を行います。

質疑のある方はございますか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑なしと認めます。

以上で質疑を終わります。

◎議案第１７号の上程、説明

○議長（長名 實君） 日程第１０、議案第１７号、土地改良事業の施行についてを議題

といたします。

提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。

町長。

〔町長 植田 満君登壇〕

○町長（植田 満君） ただいま上程をいただきました議案第１７号、土地改良事業の施

行について。

町は土地改良事業を施行するということで、提案理由でございます。本町の一部を受益
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地とする土地改良事業を施行するため、土地改良法第９６条の２第２項の規定により、議

決を求めるものでございます。

なおお手元に参考図面を配布させていただいておりますので、これをご覧になっていた

だきたいと思います。平成１９年から平成２２年の４カ年で実施されました国営土地改良

事業によって造成された浦臼第１地区揚水機場の維持管理を、基幹水利施設管理事業に則

って適正に維持管理を実施しようとするものでございまして、当該事業区域内に本町の行

政区域の一部、農家数にいたしますと３戸でございます。受益面積については１６ヘクタ

ールということでございまして、この面積が介在をしていることから、土地改良法の手続

。 、 、きに基づきまして手続きをとろうとするものでございます なお 全体の面積については

ここに書いてございますように水田面積で１，３０３ヘクタール、戸数にいたしますと１

４７戸ということでございます。ですから本町分が３戸、浦臼町が１４４戸、新十津川町

の受益面積が１６ヘクタールで、浦臼町の受益面積が１，２８７ヘクタールという内容で

ございます。このようなことでご提案を申し上げますので、よろしくご審議の上、議決た

まわりたくお願いを申し上げたいと思います。

なお、これに関連する議案につきましては、１８号に関連いたしますので、よろしくご

審議のほどをお願い申し上げたいと思います。

○議長（長名 實君） 以上で、議案第１７号について、提案理由並びに内容の説明を終

わります。

◎議案第１８号の上程、説明

○議長（長名 實君） 日程第１１、議案第１８号、浦臼第１揚水機場に関する事務の委

託についてを議題といたします。

提案者の提案理由の説明を求めます。

町長。

〔町長 植田 満君登壇〕

○町長（植田 満君） ただいま上程いただきました議案第１８号、浦臼第１揚水機場に

関する事務の委託について。

町は、次のように規約を定め、浦臼第１揚水機場に関する事務を浦臼町に委託する。

提案理由でございます。本町の一部を受益地とする浦臼第１揚水機場に関する事務を浦

臼町に委託するため、地方自治法第２５２条の１４第３項において準用する同法第２５２

条の２第３項本文の規定により、議決を求めるものでございます。

、 、 、 、なお 内容の説明につきましては 建設長より申し上げますので よろしくご審議の上

議決たまわりたくお願いを申し上げます。

○議長（長名 實君） 提案理由の説明を終わります。

引き続き、内容の説明を求めます。

建設課長。

〔建設課長 岩井良道君登壇〕

○建設課長（岩井良道君） ただいま上程をいただきました議案第１８号、浦臼第１揚水

機場に関する事務の委託につきまして、内容の説明を申し上げます。

別紙規約をご覧いただきたいと思います。本規約につきましては、浦臼第１揚水機場を

先ほど上程いただきました議案第１７号の土地改良事業として維持管理を行うにあたり、

それに係る事務を浦臼町に委託するため規約を定めるものでございます。

内容のご説明でございます。浦臼第１揚水機場に関する事務の委託に関する規約につき

ましては、６条で構成をされてございまして、第１条、委託事務の範囲につきましては、

揚水機場の維持管理とこれに伴う負担金の賦課徴収事務を定めてございます。
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第２条、管理及び執行の方法でございますが、浦臼町の条例、規則、その他の規程の定

めるところといたしてございます。

第３条、第４条は、経費の負担等でございまして、第３条では経費は浦臼町の負担と定

め、第４条では収入は、すべて浦臼町の収入というふうに定めてございます。浦臼の部分

で負担を徴収し、すべて賄っていただくという内容でございます。

第５条、第６条は条例等改正の場合の措置でございまして、第５条で、浦臼町において

条例等を改正しようとする場合は、あらかじめ新十津川に通知することと定め、第６条で

は、第１項で条例等を改正した場合は直ちに新十津川に通知することとし、第２項で新十

津川町は通知を受けた後、直ちに公表することと定めてございます。

附則といたしまして、１項ではこの規約の施行日を平成２３年４月１日と定めまして、

２項ではこの規約の告示の際、委託事務に関する浦臼町の条例等が新十津川町に適用され

る旨などを併せて公表するといたしてございます。

以上、内容について申し上げました。よろしくご審議くださいますようお願いを申し上

げます。

○議長（長名 實君） 以上で、議案第１８号について、提案理由並びに内容の説明を終

わります。

◎議案第１９号の上程、説明

○議長（長名 實君） 日程第１２、議案第１９号、一般旅券の発給申請受理及び交付に

関する事務の委託についてを議題といたします。

提案者の提案理由の説明を求めます。

町長。

〔町長 植田 満君登壇〕

○町長（植田 満君） ただいま上程をいただきました議案第１９号、一般旅券の発給申

請受理及び交付に関する事務の委託について。

町は、次のように規約を定め、一般旅券の発給申請受理及び交付に関する事務を滝川市

に委託する。

提案理由でございます。一般旅券の発給申請受理及び交付に関する事務を滝川市に委託

するため、地方自治法第２５２条の１４第３項において準用する同法第２５２条の２第３

項の本文の規定により議決を求めるものでございます。

なお、内容の説明につきましては、住民課長より申し上げますので、よろしくご審議の

上、議決たまわりたくお願いを申し上げます。

○議長（長名 實君） 提案理由の説明を終わります。

引き続き、内容の説明を求めます。

住民課長。

〔住民課長 林 敏幸君登壇〕

○住民課長（林 敏幸君） 皆さんおはようございます。それではただいま提案いただき

ました滝川市と新十津川町における一般旅券の発給申請受理及び交付に関する事務の委託

に関する規約の内容につきまして、ご説明申し上げたいと思います。

今回提案される事務の委託につきましては、一般旅券申請者の利便性の向上及び住民サ

ービスの充実を図り、一般旅券事務にかかる経費の削減、これらも一緒に図って、浦臼町

とそれから雨竜町、３町共同で滝川市に事務を委託するものでございます。

規約につきましては、９条から成り立っておりまして、第１条につきましては、地方自

治法の根拠条例によりまして、法律行為を委ねることになります。したがって、本町にお

いての一般旅券の発給申請受理及び交付に関する事務は権限を失うという形になってござ
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います。

次に、第２条におきましては、委託事務の範囲を定めておりまして、委託事務の範囲は

一般旅券の発行に係る申請書の受理、それから審査及び北海道パスポートセンターへの回

送に関する事務及び旅券の管理、交付事務に限っております。また、権限移譲に伴う北海

道交付金申請に関する書類の作成事務、これにつきましても事務の範囲の中に含んでおり

ます。

次に第３条でございますが、委託事務の管理及び執行については、委託を受けた地方公

共団体が行うということになってございまして、地方公共団体の条例、規則、これに全部

、 、 。移っていくことになってございまして 滝川市の条例 規則によるものとしてございます

次に、第４条でございますが、経費の負担の方法を規定してございます。委託をした本

町の経費ですね、全部本町で負担するということにしてございまして、２項以降につきま

しては経費の納入時期であるとか、滝川市と本町の協議による方法というものを記載して

ございます。

次に第５条、第６条につきましては、委託事務に要する経費の収支ですね、それから決

算の措置で、委託を受ける滝川市において措置をするということになります。

次に、第７条でございますが、委託事務の管理執行について連絡調整を図るために、連

絡会議を設定するということが第７条に規定してございます。

次に、第８条でございますが、条例改廃時の措置について記載したものでございます。

次に、次のページへ行きますが、第９条になりますが、事務委託を廃止する場合の措置

について記載してございます。

以上、９条立てということになってございまして、附則について、この規約の施行期日

でございますが、議決後周知期間３ヶ月をみてございまして、制定期日を平成２３年７月

。 、 、 、１日から施行ということにしてございます 次 ２項におきまして この規約の告示の際

併せて事務委託に関する滝川市の条例等が新十津川町に適用される旨、これらの条例を公

表するものということで、規約告示の際の措置について記載してございます。

以上、内容についてご説明いたしました。よろしくご審議、議決いただきますようよろ

しくお願いいたしたいと思います。以上でございます。

○議長（長名 實君） 以上で、議案第１９号について、提案理由並びに内容の説明を終

わります。

◎議案第２０号の上程、説明

○議長（長名 實君） 日程第１３、議案第２０号、北海道町村議会議員公務災害補償等

組合規約の変更についてを議題といたします。

提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。

町長。

〔町長 植田 満君登壇〕

○町長（植田 満君） ただいま上程をいただきました議案第２０号、北海道町村議会議

員公務災害補償等組合規約の変更について。

北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を次のように変更する。

提案理由でございます。地方自治法第２９０条の規定により、議決を求めるものでござ

います。

内容でございます。新旧対照表をご覧になっていただきたいと存じます。

北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約。

北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を次のように変更する。

別表の第１に富良野広域連合の後に広域紋別病院企業団を加えるというものでございま
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す。

なお、この附則につきましては、この規約は地方自治法第２８６条第１項の規定により

総務大臣の許可の日から施行するということでございます。

よろしくご審議の上、議決たまわりたくお願いを申し上げます。以上でございます。

○議長（長名 實君） 以上で、議案第２０号について、提案理由並びに内容の説明を終

わります。

◎議案第２１号の上程、説明

○議長（長名 實君） 日程第１４、議案第２１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。

提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。

町長。

〔町長 植田 満君登壇〕

○町長（植田 満君） ただいま上程をいただきました議案第２１号、北海道市町村総合

事務組合規約の変更について。

北海道市町村総合事務組合規約の一部を次のように変更する。

提案理由でございます。地方自治法第２９０条の規定により、議決を求めるものでござ

います。

内容でございます。新旧対照表をご覧になっていただきたいと存じます。

北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約。

北海道市町村総合事務組合規約の一部を次のように変更する。

別表第１中、オホーツク総合振興局を、加入数が２３でございますけれども、オホーツ

ク総合振興局２３を２４に改めるということでございまして、さらに網走地区消防組合の

次に、広域紋別病院企業団を加えるということの内容でございます。

また、第２第９項中北見地区消防組合の次に、同様に広域紋別病院企業団を加えるとい

うことでございます。

なお、附則といたしまして、この規約は地方自治法第２８６条第１項の規定により総務

大臣の許可の日から施行するという内容でございます。

以上で、提案理由並びに内容の説明に代えさせていただきます。よろしくご審議の上、

議決たまわりたくお願いを申し上げます。

○議長（長名 實君） 以上で、議案第２１号について、提案理由並びに内容の説明を終

わります。

◎散会の宣告

○議長（長名 實君） 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。

なお、明日１０日と１１日は議案調査のため、１２日と１３日は休日のため休会となって

おります。

１４日、月曜日、午前１０時から本会議を再開いたしますので、定刻までにご参集を願

います。

また、一般質問の通告の締め切りは、明日１０日、正午までとなっておりますので、こ

の点についてもよろしくお願いをいたします。

それでは、本日はこれにて散会をいたします。どうもご苦労さまでした。

（午前 時 分）
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。

議 長

署 名 議 員

署 名 議 員



- 58 -

平成２３年第１回新十津川町議会定例会

（ ）平成２３年３月１４日 月曜日

午前１０時開議

◎議 事 日 程 （第３号）

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 一般質問

第 ３ 発議第 １号 新十津川町議会の議員の定数を定める条例の一部改正について

（質疑、討論、採決）

第 ４ 議案第 ２号 新十津川町住民生活に光をそそぐ交付金活用基金条例の制定に

ついて（質疑、討論、採決）

第 ５ 議案第 ３号 新十津川町共同賃貸住宅建設促進条例の一部改正について（質

疑、討論、採決）

（ 、 、 ）第 ６ 議案第 ４号 新十津川町水防団条例の一部改正について 質疑 討論 採決

第 ７ 議案第 ５号 新十津川町英語指導助手の設置に関する条例の一部改正につい

て（質疑、討論、採決）

第 ８ 議案第 ６号 平成２２年度新十津川町一般会計補正予算（第９号 （質疑、）

討論、採決）

第 ９ 議案第 ７号 平成２２年度新十津川町国民健康保険特別会計補正予算（第３

号 （質疑、討論、採決））

第１０ 議案第 ８号 平成２２年度新十津川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号 （質疑、討論、採決））

第１１ 議案第 ９号 新十津川町職員の給与に関する条例の一部改正について（質

疑、討論、採決）

第１２ 議案第１０号 新十津川町道路占用料徴収条例の一部改正について（質疑、討

論、採決）

第１３ 議案第１１号 新十津川町都市公園の設置及び管理に関する条例の一部改正に

ついて（質疑、討論、採決）

第１４ 議案第１７号 土地改良事業の施行について（質疑、討論、採決）

第１５ 議案第１８号 浦臼第１揚水機場に関する事務の委託について（質疑、討論、

採決）

第１６ 議案第１９号 一般旅券の発給申請受理及び交付に関する事務の委託について

（質疑、討論、採決）

第１７ 議案第２０号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について

（質疑、討論、採決）

第１８ 議案第２１号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について（質疑、討論、

採決）

◎出席議員（１２名）

１番 岩 木 雅 徳 君 ２番 青 田 良 一 君

３番 山 田 秀 明 君 ４番 笹 木 正 文 君

５番 平 沢 豊 勝 君 ６番 長谷川 秀 樹 君

７番 西 永 勝 治 君 ８番 後 木 幸 里 君

９番 続 木 俊 一 君 １０番 樋 坂 里 子 君
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１１番 乗 松 政 勝 君 １２番 長 名 實 君

◎欠席議員（なし）

◎地方自治法第１２１条により出席した者の職氏名

町 長 植 田 満 君

副 町 長 佐 川 純 君

教 育 長 熊 田 義 信 君

総 務 課 長 石 田 賢 吉 君

住 民 課 長 林 敏 幸 君

会 計 課 長 辻 山 直 紀 君

保 健 福 祉 課 長 竹 原 誠 二 君

産 業 振 興 課 長 兼

農業委員会事務局長 後 木 祥 一 君

建 設 課 長 岩 井 良 道 君

教 育 次 長 藤 澤 敦 司 君

代 表 監 査 委 員 山 本 忍 君

◎職務のために出席した者の職氏名

事 務 局 長 加 藤 健 次 君
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◎黙とう

○議長（長名 實君） 皆さん、おはようございます。ここで３月１１日に発生いたしま

した東北関東大震災による大津波の犠牲になられた方々へ謹んで黙とうを捧げたいと思い

ますので、皆さんご起立をお願いいたします。

黙とうを始めます。黙とう。

〔黙とう〕

○議長（長名 實君） 黙とうを終わります。

ご着席ください。

◎開議の宣告

○議長（長名 實君） ただいま出席している議員は、１２名であります。

定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。

（午前１０時００分）

◎議事日程の報告

○議長（長名 實君） 本日の議事日程は、お手元に配布してあります日程表に基づき、

順を追って進めて参りますので、よろしくお願いをいたします。

◎会議録署名議員の指名

○議長（長名 實君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員の指名につきましては、会議規則により議長より指名をいたします。

１０番、樋坂里子君。１１番、乗松政勝君。両君を指名いたします。

◎町長の発言

○議長（長名 實君） ここで日程第２に入る前に、町長より発言を求められております

ので、これを許可します。

町長。

〔町長 植田 満君登壇〕

○町長（植田 満君） おはようございます。議長のお許しをいただきましたので、お詫

びと、このたびの、今ほど黙とうを捧げられましたですけれども、東日本を襲った地震被

災者の関係についての２点につきましてお話をさせていただきたいと思います。

まず去る３月８日の本会議におきまして、行政報告を申し上げたところでございますけ

れども、その中の住民課関係、ページ、２ページと３ページになるわけでございますけれ

ども、人口動態中６５歳以上の数値に誤りがございました。正しい数値の報告書を配布さ

せていただいておりますので、差し替えを願いたいというふうに思っております。誠に申

し訳ございませんでした。原因はコンピュータ会社からの報告資料で青葉区７町内が抜け

ていたということによるものでございます。今後は会社の指導とあわせまして、二度とこ

のようなことのないように努めてまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願いを申

し上げたいと思います。

２点目につきましては、今ほど申し上げましたように、国内史上最大の東日本を襲った

地震による津波で被災を受けられた皆様方に対し、心からお見舞いそして亡くなられた方

に対しましてお悔やみを申し上げたいと存じます。時間が経過するにつれて、被害の甚大

さが判明をいたしまして、まさに未曾有の災害でございます。自然災害の恐ろしさをあら

ためて感じさせられました。こういったような状況を考えますと、これからも安全で安心
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なまちづくりといったものが求められてくるものというふうに思っているところでござい

ます。道内においてもかなり被害が出ているところもございまして、北海道においては、

災害対策本部を設置されておられまして、今北海道の方においては道内の被災を受けられ

たところを中心として、その災害対策本部ということでいま取り組んでおられるというこ

とでございます。また、今後のその復興の支援策というふうなものにつきましては、今あ

の今朝ほど空知町村会の事務局の方にも連絡を取りまして、北海道町村会としてどういう

ふうに取り組んでいくのかというふうなことも今検討中であるようでございますので、そ

ういったことを踏まえながら、今後そういった被災を受けられた方々に対しての支援策を

考えてまいりたいというふうに思っておりますので、どうかよろしくお願い申し上げまし

て、以上２点につきましてご説明をさせていただきました。どうかよろしくお願いを申し

上げます。

◎一般質問

○議長（長名 實君） 日程第２、一般質問を行います。

先例にしたがい、通告順に進めてまいりますので、よろしくお願いをいたします。

１０番、樋坂里子君。登壇の上、発言を願います。

〔１０番 樋坂里子君登壇〕

○１０番（樋坂里子君） おはようございます。お許しをいただきましたので、一般質問

をさせていただきます。

はじめに、先ほど皆さん黙とうされましたけれども、今回の東北地方太平洋沖地震にお

きまして、被災されました皆さんにお見舞いを申し上げたいと思います。また今町長の方

から、支援、町村会で支援ということがありましたが、昨日私の方で老人クラブがありま

して、その時に老人クラブの方から、ぜひ町も募金か何かのそういう要請をしていただき

たいということをお願いしてくださいということがありましたので、ここで前にお伝えし

ておきたいと思います。

。 、 。それでは質問に入ります まず１点目は 植田町政の４年間の成果についてであります

今年は４年に１度の一斉地方選挙の年で、町長も私たち議員も町民の審判を受ける選挙が

この４月に行われます。選挙のある年は予算も骨格で、事業について質問しても町長はや

ります、できますの答弁はもらえないということですが、せっかくの機会ですので、毎回

４年に１度の選挙のある年は過去４年間の町長の施策や抱負について、自分としてどうだ

ったのかを聞いておりますので、植田町長にもあえて４年間の成果についてお伺いしたい

と思います。よろしくお願いいたします。

○議長（長名 實君） 答弁を求めます。

町長。

〔町長 植田 満君登壇〕

○町長（植田 満君） ただいま樋坂議員の方から４年間の町政評価をどう考えているの

かというふうなご質問でございました。私が見直させていただいて、４年間の町政運営を

、 、私自身どう評価するかということでございますけれども 常々私が思っておりますことは

その評価については私自身よりもここにおられる議員さんをはじめとする町民の皆さんが

やっぱり評価するということになるわけでございまして、あまり自己評価というふうなこ

とについては差し控えたいなというふうな思いも実はあるわけでございますけれども、こ

れではあまりにも素っ気のない答弁というふうなことにもなろうかと思いますので、視点

を変えましてお答えをいたしたいというふうに思っております。なお、この内容につきま

しては、先の第４回の定例会におきまして、６番の長谷川議員さんから次期町長選挙への

出馬の意志があるかどうかの質問をいただいた時にも、その際にも回答をさせていただい
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ているところでございます。そういったことから重複することがあるわけでございますけ

れどもお許しをいただきまして、これからお答えをさせていただきたいというふうに思っ

ているところでございます。

１９年当時、町長に就任をさせていただきまして、早いもので４年が過ぎようというふ

うな状況下でございます。町民の皆さん方にお約束させていただきました５つの政策につ

きまして、毎年度の執行方針の中でも具体的な取り組みを進めさせていただきながら、そ

の実現に取り組んでまいったところでございます。また、議会はもとより町民の皆さん方

の力強いご支援とご協力によりまして、概ね達成できたのかなというふうな実は思いをも

っております。そこで具体的にそれぞれ公約で掲げましたことにつきまして、少し長くな

るかもしれませんですけれども、お答えをさせていただきたいというふうに思っておりま

す。

まず１つ目の公約でございます健康づくりと社会福祉の充実についてでございます。健

康づくりにおいては、生活習慣病の予防や疾病の早期発見に取り組み、独自事業でござい

ます３０代女性の乳がん検診事業ほか各種検診、そして予防接種の助成などを実施し、町

民の皆さんが受診、接種しやすい環境づくりに努めてまいりました。また、国保加入者全

員のレセプトを集計分析いたしまして、その結果に基づきまして、町民健康づくり事業な

ど新たな事業を実施し、町民が自ら健康づくりに取り組むことができるようプログラムを

提供してまいりました。社会福祉の充実関連におきましては、子ども元気、高齢者いきい

き応援プログラムに基づき、各種の取り組みを実施するとともに、新たに乳幼児等医療費

助成事業の拡大や得キッズカードの配布事業など、子育て支援策にも取り組んでまいりま

した。また今後も安定した事業運営を確保していくため、子ども夢基金を創設し、未来を

担う子どもたちに対する子育て環境の充実に進めてまいったところでございます。

次に、２つ目の公約でございますけれども、力強い農業と商工業の再生ということでご

ざいます。農業者においては、これ前町長から引き継いで来ております事業でございます

、 、 。けれども 基盤整備事業についてはほぼ全域において実施 展開をすることができました

また農業所得を向上するため農産物のブランド化に取り組み、推進組織の立ち上げと認定

制度の実施、そして新規品目や品種の生産に取り組む農家への助成制度などを進めてまい

ったところでもございます。また、今大きな課題となっております農業者の高齢化に伴う

ところの担い手不足などに実践的に取り組むために、浦臼町そしてＪＡピンネさんとの共

同で、これ仮称ではございますけれども農業振興公社を立ち上げることとしたところでも

ございます。なんとか２３年度中には、是非とも立ち上げてまいりたいというふうに実は

思っているところでございます。また商工業面においては、長引く経済不況を乗り切るた

めに、中小企業に対する本町の融資制度の条件緩和や利子の全額補給、さらには国や道の

融資制度を利用した企業に対する利子補給なども実施をしてまいりました。また、雨竜町

商工会と本町商工会とが連携し、消費流出対策の一環として割増商品券発行に対する助成

を継続し実施したところでもございます。次に、町内のにぎわいを活性化するイベントの

開催におきましては、内外からその取り組みに対して高い評価をいただいておりまして、

ファームイン事業におきましては、近年大きく受け入れ人数も増加しており、本町の大き

なＰＲにもつながっているところでもございます。

３つの目の公約といたしまして、みんながいつでも学べる教育環境でございます。人口

減少、少子化が進展する中、４つの小学校の統合により新生新十津川小学校は開校し、ま

た小中学校校舎の耐震化と大規模改修も進めたところでもあります。学校教育面におきま

しては、町単独費による教科専任教師の配置を行い、子どもたちの学力向上を図ってまい

りました。また、小学校統合後の旧校舎の利活用につきましては、旧花月小学校は知的障

害者支援施設として活用され、旧吉野小学校は新十津川アートの森として活用されること
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になっておりますし、旧大和小学校につきましては、まだ具体的には決定をしておりませ

んですけれども、その施設の一部であります体育館については町民体育館として活用され

ているところでもございます。

４つ目の公約でございます。豊かな自然を守り生活環境の向上を目指すということであ

りまして、本町の豊かな自然環境を次世代に引き継ぐために、環境基本条例を制定すると

ともに、その実施計画を策定いたしまして、町内一斉クリーンキャンペーンの実施や、綿

製品や廃食油のリサイクル活動にも取り組んでまいりました。また、住環境の充実につき

ましては、青葉公営住宅の建設や計画的な道路整備、そして除雪機械の更新などによる除

排雪の充実など、住み良い生活環境づくりにも努めてまいったところでもございます。

５つ目の公約でございます。行財政改革を進め住民との協働をということでございます

けれども、本町の行財政改革に大きく貢献をされました前町長の取り組みを継承するとと

もに、安定的な財政運営に努めた結果、経常収支比率は８０％台前半を維持しており、平

成２１年度決算においては８０．３％と空知管内では３番目の好数値となってございます

し、実質公債比率についても徐々に下がり、平成２１年度決算では１０．６と管内で最も

良い数値になってございます。また、町の借金でございます町債はこの４年間で２８億４

千万円を減少させました。一方、預金にあたります基金は１１億１千万円が増加となって

おり、管内でも健全財政団体として認められるに至ったところでございます。次に、住民

との協働でまちづくりを進める上でのまちづくり基本条例が住民の皆さんの手によって作

られました。本年１月から施行されているところでございます。この条例は、まちの最高

規範、行動規範でございます。町民の皆さんの一層の理解を得るべく、今後その条例を理

解をしてもらうべく、その浸透を図ってまいりたいというふうに考えているところでござ

。 、 。います また最後に 昨年はご承知のとおり開町１２０年という節目の年でございました

町民の皆さんとこの喜びを分かち合い、将来への夢を託したいということで取り組みまし

た記念植樹や移住ウォーク、ラジオ体操、なんでも鑑定団インしんとつかわ、タイムカプ

セルなどの記念事業は、まちの歴史を振り返りながら、一緒に未来を創造していく良い機

会となったものというふうに思っております。

以上、私が４年前に公約として掲げさせていただいた主な取り組みを申し上げさせてい

ただきました。冒頭申し上げましたとおり、本来、私の町政に対する評価は町民の皆さん

方が行っていくものだというふうに考えております。ただいろいろなご意見もあるわけで

ございますけれど、そういったものについては真摯に受け止めて、より良い取り組みにつ

ないでいくことが私の役割というふうに思っております。ちょっと口幅ったい言い方では

ありましたですけれども、これで１０番の樋坂議員さんに対する答弁とさせていただきま

す。

○議長（長名 實君） 再質問はありますか。

樋坂里子君。

○１０番（樋坂里子君） 今あの町長の４年前の公約、いろいろお聞きいたしまして、ほ

、 。 、とんどのことはできているなというふうに 私も思っております それに評価というのは

先ほど町長が言われましたように本人が評価するべきでなくて、町民が評価するべきであ

りますので、何年後か、この今の植田町長の成果が現れた時には、皆さんそれぞれ評価し

ていただけるものと、私も思っております。

それで次期、今度めざしていただけるということで、選挙あるわけですから、ちょっと

そこらへんは選挙になるかどうかということはわかりませんけれども、次期に目指しての

抱負というのですか、そういうのでは一応農業の、農業振興公社ですか、それをメインに

して立ち上げていきたいというのがメインスローガンというようなふうにはうかがってい

るのですけれども、今後４年間について、私はひとつ要求したいのですが、選挙あるかな
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いかというのを念頭に置いてこういうこといったら困るのかもしれませんけれども、私は

町長は選挙ないものだと思って言いますので、それでちょっとお願い、お願いしてもダメ

だというのですけれども、お願いですね。新十津川町の福祉についてですね。この間プレ

スに載りましたことについてちょっとお話ししたいのですが、新十津川のくじら館の前に

あるトイレにホームレスの方が約１ヶ月間あそこで寝起きをしていたという話は、プレス

をお読みになった方は皆さんご存知だと思うのです。それであそこに１ヶ月間いて、かな

りの人が目にしていたのではないかなというふうに私は思っているのですけれども、誰も

町として対応しなかったというのがあるのですね。確か。それで最終的には滝川の職安の

方から砂川の労務士の黒沢さんというところになんとか助けてやって欲しいという、そう

いうような要求がいったそうであります。それでいろいろその人の話を聞きますと、結局

新十津川でも、役場かどっかへ行ったような話をしているのですね。だけどそこでは何も

してくれないで、結局たらい回しをされて、滝川の市役所にも行ったけれども、結局滝川

の市役所もそのままたらい回しをして、結局、その方は職安に仕事ないかということで探

しに行って、それでその職安の方も見かねて、それで何とかしてやらなくちゃということ

、 。 、で その黒沢事務所の方に電話をしたみたいなんです それで砂川の方でいろいろやって

なんとか生活保護をいただいて、住宅も確保されて、生活できるように今はなっているみ

たいなんですけれども、そこでそのそういう方を救う施設というのが、その歌志内になん

という名前なのかわかりませんけれども、ＳＯＳのそういう施設があるそうなんです。そ

れを結局私も知りませんでしたけれども、町の職員の方もたぶん知らなかったのではない

かなというふうに思うのですね。それで新十津川は福祉で町民が住みやすいまちだとかと

いうことをいろいろスローガンに掲げていますけれども、その話を聞きますと、新十津川

ってなんて冷たいのかなというふうに私は思ったのです。それで次期の時にはそういう方

がみられましたら、ぜひ助ける方法を施策の中に入れていただいて、困っている人を助け

るという、そういう方向に行っていただきたいなというふうに私は思っているのです。数

年前にも旭川から歩いてきたというホームレスみたいな方がうちに来たことがあります。

その時もやっぱり電話したんだけど、やっぱり住所がここにおいていないので、どうする

こともできません。住所があるところへ行って生活保護をもらったらどうでしょうかとい

う、そういうことでありました。私は札幌の方に行けばなんとか仕事もあるんだろうなと

いうふうに思っていましたので、札幌へ行きなさいということで、これも本当は公職選挙

法違反になるかもしれませんが、汽車賃をあげて行っていただきました。ですからね、そ

ういう方がいた時、仮に個人の家にそういう方がポッと来た時に受け入れ態勢というのは

なかなか個人では難しいと思うのです。それでなるべくもし、今後あまりそういう方が現

れて欲しくないのですけれども、今の世の中いつどんなときに自分もそういう身になるか

わからない状態でありますので、ぜひこの新十津川町もそういう困っている人には優しい

態度で接していただけるような役場の体制というのか、そういうのを作っていただきたい

なと、それは今後の課題として、私はこれを町長に提案したいなというふうに思っており

ますで、その辺についていかがでしょうか。

○議長（長名 實君） 答弁を求めます。

町長。

○町長（植田 満君） 今ほど紹介がありました件につきましては、私も副町長の方から

お話をおうかがいしておりまして、ただあのそういった方に対して、先ほど申し上げたよ

うに粗末に扱ったという経緯はまったくございませんので、そういう方については適切に

アドバイス等をしながら、対応をしたというふうに考えておりますので、今ほどなんかこ

うずいぶん不親切というか不適切に扱われたというふうなお話のようでございますけれど

も、それは決してそうではない。ただあの本当に真にやはり困っている方については、こ
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れは町民はもちろんでございますけれども、町外の方もそういったような方が助けを求め

てこられた場合については、それは役場として当然のこととして適切に対応しなければな

らないというふうに考えております。詳細につきましては、経緯を副町長よく、経緯を今

ほど申し上げますので。

○議長（長名 實君） 副町長。

○副町長（佐川 純君） それではちょっと情報がといいますか、お聞きされている内容

と現状とちょっと差がありますので、その辺についてかいつまんで申し上げますけれど、

私どもがそういう方が物産館前のトイレに夜居られるという話を聞いたのが、正月の休み

明けといいますか、そのような状況でありました。お話、その方を連れて物産館の職員が

福祉課の方に連れて行って、いろいろな相談というのですか、いろいろな話を聞いたとこ

ろでありますけれど、その方は住所は新十津川にはありませんけれど、新十津川出身者の

方であったということは事実であります。いろいろな経緯があって来たのですけれど、そ

れまではホテルに泊まっていたようでありますけれど、金銭的なものがなくなったという

ことで、夜だけ物産館のトイレが暖かいものですから、そこに夜いて、朝方出ていったと

いうことで、日中は違うところにいたということでありましたので、そういうこともあっ

てわからなかったという面はあります。夜中に来て、朝方はいなくなるということだった

ものですから。それで何回かそういうことがあって、福祉課の職員としてはいろいろな相

談にのって、本人の今後の対応の希望も聞いてあれしたのですけれど、本人の希望として

はですね、住所は愛知県の方にあるということもあって、ぜひそっちに帰りたいのだとい

うこともあって、ただ飛行機賃等が手持ちがないので帰れないということで、そういうこ

ともあったものですから、それらの対応について空知支庁の指導も受けてどのような対応

をしたらいいのかと、あるいはそういう希望に添ってなにか名古屋の方で働いていた社長

といいますか、雇用主の方とのこともあるものですから、そういう希望もしているという

ことですから、そういうことでどのようにしたらいいかということで、本人を交えて何回

も話をしております。その中で支庁の方もそういう今お話ありましたとおり、生活保護等

については住所の問題が出てきますから、北海道といいますか、新十津川に住所がありま

せんので、生活保護を受けるためには住所を移転するということになるわけですけれど、

本人の希望も新十津川に住所を移してそのようなという希望もないということだったもの

ですから、名古屋の方に帰りたいということもあって、その対応をいろいろ検討していた

わけです。ただ、どうしても寝泊まりの問題がありましたから、その間については、知友

、 。人が近くにおられたということもあって その方々のところに行ったりしていたようです

それからまた時には物産館のトイレに夜を過ごすこともあったようですので、またそのよ

うな何回か対応をしたわけです。結果的には、空知支庁としても指導としてはなかなか難

しいということで、市町村としては対応できないと。生活保護等の処置はできないのでは

ないかということでの指導もあって、また本人の希望もあったものですから、相談中であ

りました。そこで休み中に滝川市内で働いていたところがありまして、そこの賃金が未払

いだったということもあって、その相談をしに今おっしゃられた国の機関に申し出てとい

いますか、その中からそういう対応についてはということで、砂川あるいはその施設とい

うことになって、現在施設の方で収容されているといいますか、生活されているというふ

うに聞いております。ご指摘のとおり、非常に住所のないという意味での対応、病気であ

れば病院の方に処置するということも可能でありますし、あるいは新十津川、そこに住ん

で生活をしたいということであれば住所を変更した上での生活保護等の措置もできるわけ

、 、 、でありますけれど 本人のそういう希望もあって なかなか市町村としてはといいますか

町としては対応できなかったというのは事実であります。また、空知支庁の対応といいま

すか、指導においてもそれらの状況の中では非常に難しいということであったわけですけ
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れど、結果的には砂川の方でそのようにやっていただいたわけです。議員がおっしゃられ

るとおり、私どももそういう緊急避難施設というものの情報も知らなかったという意味で

は、承知していなかったという面では非常にありますけれど、そういう指導もなかった点

からいってもそういうことであります。

もう一つ、冷たいのではないかという面でお答えをいたしますけれど、実は職員が、本

人は名古屋へ帰りたいということだったものですから、職員でカンパをして飛行機代片道

ですむわけですから、なんとかカンパをして帰して上げようかと、そういう話もありまし

たので、決して冷たいわけではありませんので、どうぞその辺も誤解のないようにご理解

をいただきたいというふうに思います。以上でございます。

○議長（長名 實君） 再質問はありますか。

樋坂里子君。

○１０番（樋坂里子君） 経過、今詳しく説明されましたのでわかりましたけれども、歌

志内にそういう施設があるということを今後わかっていただければ、また再度そういう方

がみられた時には、速やかな対応、そこの施設もなんか１週間くらいしかいられないみた

いですね。そこが１週間過ぎて、ダメになると、今度道の方、札幌の方ですか、そこにそ

ういう施設があって、そこの方に迎え入れるというか、送られるというのか、そういうよ

うなことになっているようですので、ぜひ新十津川町もそういう方のために、困っている

人を助ける福祉のまちということで、町長の方針に入れておいていただきたいなというふ

うに思います。以上で、２番目に行きます。

２番目は、子ども手当の現状をどのようにみるかということであります。現民主党政府

は、子ども手当を自民政権の子ども１人５千円の支給額を１人当たり１万３千円に引き上

げました。大変良いことだと思っております。また、今年は３歳未満児では２万円の支給

とまでいっておりますが、まだ国会では可決されていないと思います。ところが子ども手

当支給の代わりに平成２３年１月１日から年少扶養控除が廃止になりました。子どものい

るサラリーマンの方々は控除がなくなり、納税が増えるのではないかと思います。日本共

産党は子ども手当については支給は単年度ではなく恒久的に支給すること、当面は現状ど

おりにすること、３歳未満の増額については保育所の増設など、総合的な子育て支援に回

すこと、そして年少扶養控除の廃止をすること、子ども手当から給食費が払われていない

人の場合はそれを引きますよとか言っておりましたので、給食費などを取らないことを国

会で提案しております。今国会で関連法案が可決されなかった場合、児童手当が復活する

ことになり、児童手当に切り替わると新十津川町では子育て世帯の給付額がいくらくらい

減額する見通しになるでしょうか。その辺をはっきり通告していなかったので、答弁いた

だけるかどうかわかりませんが、あと子ども手当と引き替えに行われる所得税、それから

住民税の年少扶養控除が廃止による増税の影響はどのようになるかについて、お伺いいし

たいと思います。町長はこれらの現状を見て、どのようにお考えを持っているか、お伺い

したいと思います。以上です。

○議長（長名 實君） 答弁を求めます。

町長。

○町長（植田 満君） それでは２点目の質問にお答えをいたしたいと思います。子ども

手当の現状をどのようにみるかということでございまして、子ども手当につきましては、

ご承知のとおり現政権が昨年児童手当に変えまして導入した制度でございまして、現行で

は中学生以下の児童すべてに月額１万３千円を支給する内容でございます。政府民主党は

３歳未満の児童に対し７千円を増額し、月額２万円を支給するよう２月２８日に閣議決定

をしたところでございまして、３月の９日には現行法案を６ヶ月延長するつなぎ法案の提

出を表明いたしました。今ほどあの樋坂議員さんからお話ございました共産党と社民党は
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賛成ということでございます。これに対しまして自由民主党、公明両党はつなぎ法案には

賛成しない姿勢を見せておりまして、法案が成立しなければ４月から従前の児童手当が復

活することとなり、手当の額や年少扶養控除、支給事務の関係から大きな混乱が予想され

ます。子ども手当の支給を止めることによって、子育て中の親の生活設計や働き方も大き

く変わりまして、子育てに対する不安が増幅するのかなというふうに思っております。ま

た、支給事務を行う市町村においては、支給システム等の改修に間に合わず、混乱を起こ

してしまいます。私は子ども手当は、結論から申し上げますと継続すべきだというふうに

考えています。いわれておりますように、子育てを社会全体で支えるという仕組みを確立

するためにも、つなぎ法案には賛成でございます。制度の持続性、この子ども手当ばかり

ではないのですけれども、制度の持続性がないと政策効果も発揮できないものかなという

ふうにも思っております。また国は、子ども手当支給にあたって、その経費の一部を地方

に負担させる仕組みを継続しようといたしておりますが、子育てを社会全体で支えるとい

うことであれば、全額国で賄うのがこれは当然だというふうに思っております。未来を担

う子どもたちが安心して暮らし、すこやかに成長できる社会を実現するためにも、子ども

手当の存続を強く願うところでもございますし、併せまして全額国でそういったものを賄

うということに強く期待をするところでございます。なお、今の税の関係については、ち

ょっと今調べてございますので、のちほどお答えをさせていただきたいというふうに思っ

ております。以上で答弁とさせていただきます。

○議長（長名 實君） 再質問ありますか。

１０番、樋坂里子君。

○１０番（樋坂里子君） 税の方はちゃんと通告していなかったので、あとからでいいで

す。町長が言っていますように、ぜひ国のお金で子ども手当の存続ということで、ぜひ頑

張っていただきたいなというふうに思います。以上です。

○議長（長名 實君） 以上で、樋坂里子君の一般質問を終わります。

次に、２番、青田良一君。登壇の上、発言を願います。

〔２番 青田良一君登壇〕

○２番（青田良一君） それでは今定例会における一般質問をさせていただきたいと思い

ます。まず冒頭に３．１１、三陸沖でマグニチュード９．０という、世界で４番目に記録

されたということらしいですけれども、そこで不幸に亡くなられた方、さらには被害を受

けられた方、心からのお悔やみとお見舞いを申し上げたいというふうに思います。毎日の

ようにテレビで放映されておりまして、そこに釘付けになっております。町長からも何ら

かのコメントがあるかなというふうなことで期待をしていたのですけれど、今ほど町村会

の様子を見ながらというふうなお答えがございましたが、個人的に議員の立場というより

も、個人的に本町のまちの生誕の経緯を考えてみますと、水禍に遭われてそれでいろいろ

な方々の支援を受けて、そしてこのまちが誕生したということでございまして、今まさに

それと同じような状況が東北各地で起こっております。町も議会もそういったことにもっ

と前向きに目を向けて、緊急的な支援方策等についてしっかりと話し合われることがいい

かなと、私は思います。後ろの方に区長さんも見えておりますけれども、緊急に区長会議

を招集して、町民の方々からそういった意味での義援金等をいち早く集めるとか、余裕が

あれば町の予備費から義援金を支出するとか、議会としましても議員会長さんを中心に極

端に言えば１ヶ月分くらいの報酬を全部義援金に回してもいいのかなというふうに、そん

なことを思っておりますので、ぜひご検討をお願いしたいなと思っております。

それでは一般質問の中身についてちょっとふれさせていただきたいなと思いますけれど

も、まず１点目、教育長におたずねしたいのですけれども、学習指導要領のからみでござ

いますけれども、これまで何回か教育長におたずねをして、いわゆるその制度的な部分と
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、 。しての変更について まちの準備は大丈夫なんでしょうかということをおたずねしました

その都度いろいろな形で教育長の方から前向きなご回答をいただいておりますので、それ

はそれで大変安心をしているところなんですけれども、再度になりますけれど、この新た

に来年度から取り入れられます５、６年生の英語教育という部分についておたずねをした

いなというふうに思っております。

前にも申し上げましたけれども、この英語教育につきましては、賛成のもの、反対のも

の、いろいろな角度から出ておりまして、私も数冊の本を読んで、読ませていただきまし

たけれども、それはそれなりの主張だなというふうに思っています。個人的には今日の日

本のことを考えると、この子どもたちに英語、会話能力というものをなんとか身に付けさ

せるという方向性は大いに賛成できるかなというふうに、私は思っております。

そこで今回小学校で取り上げられる英語指導というのは、５、６年生に限っていわゆる

そのヒアリングとスピーキングというふうなメインになりまして、そこに重点を置かれた

形で実施されるということになります。で中学校へ行きますと、それに書くことが加わっ

てきて、そういったその小中の流れの中で、子どもたちが英語教育についてそのスムーズ

に移行できるのかどうかという部分について、そのインターネット等で先進校等研究して

いるところの事例をみますと、非常に課題が多いというようなことも見て取れます。そこ

でここに書いてあるように、私としては小学校教員は基本的にこれまでは英語の指導をし

なくてよかったわけですから、それが制度が変わって一定の研修を受けてそれに入ってい

くということは非常に大変なことかなと、私は思っております。そこで一定の研修は研修

でいいのですけれども、そういったものをより充実させる、あるいは中学校との連携を密

にした上で、この中学３年と小学校２年間の英語教育の部分を充実させるような方策を取

っていくというふうな観点から、ＮＰＯ法人等で実施しておりますこの英語指導資格者の

取得等の工夫を町独自でも発想して、具体化していく必要があるのかなというふうなこと

を考えているところでございます。

非常に先般のニュージーランド等で語学教育をめざして行かれた方が被災にあわれまし

たけれども、私の調べる限りでは、やはり英語というのは国際語になっておりまして、資

源も何もない日本のことを考えますと、そういったものを早くから身に付けて国際的に活

躍するという観点でいくのであれば、早めにこういった部分に取り組むことは利があるか

なというふうに思っています。そして一方で、企業等では会社の中で英語でその仕事を進

めていくというようなところも、もう何社か出てきております。そういった部分をにらみ

ながら、いち早く本町の子どもたちにしっかりとした観点でこの部分について携わること

が重要かなと、私は考えております。そういったことについて、現段階での教育長の考え

方についてお聞かせをいただきたいなと思います。

○議長（長名 實君） 答弁を求めます。

教育長。

〔教育長 熊田義信君登壇〕

○教育長（熊田義信君） おはようございます。それでは２番議員さんからの質問にお答

えを申し上げたいと思います。

新年度から学習指導要領が変わって小学校に外国語活動がスタートする。そういうこと

で町独自のそういう英語教育を進めることなのがどうなのかという質問の趣旨かというふ

うに聞いておりました。今までも質問の趣旨にありましたように、幾度か質問があって回

答させていただき、町の準備は大丈夫というふうにお答えをし、安心をしていただいてい

るということでございます。ご質問の趣旨にある外国語教育につきましては、５、６年生

に週１時間、合計で年３５時間のいわゆる英語教育を進めるということでございます。今

、 、までも外国語教育については総合的な時間ということで 中学校に配置をしているＡＬＴ
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いわゆるデビット・バーシュが小学校の方に出向き、総合的な学習の時間に１年生から外

国語活動、英語授業をスムーズにふれあう、いわゆる国際共通の言葉となっている英語を

１年生からいろいろこう関わっていくということで、バーシュが小学校の方に出向いてい

る実態もご承知おきだと思いますし、授業参観のおりにも必ず英語授業を参観してもらう

。 、ように工夫をしております このことは当然あの保護者にも見て知ってもらいたいですし

家庭でいろいろと興味がわくように、いろいろものを使って家庭の中で、リンゴだったら

アップルだとか、そういうふうな家庭教育もしてもらいたいこともあって、いろいろ学校

でのそういう授業の風景も見てもらっております。このことは保護者ばかりではなくて、

地域においても議員各位にも大勢見ていただいて、ご承知のとおりだというふうに思って

おります。

今回の外国語活動という部分の趣旨では、小学生のもつ柔軟な適応力、そういうものを

活かして外国語の発声や基本的な表現を慣れ親しみながらコミュニケーション能力の素地

を養うというのが、小学校での目的で、先ほどいった高学年、５、６年生に授業を行うと

。 、いう形になっております 中学校にうまくそのことを連携してつないでいくということが

今２番議員さんの質問の趣旨にあったとおりであります。

先進的ないろいろな町村があるのではないかというふうに質問がありました。道内でも

研究開発指定校と、文科省の指定を受けてそういう外国語活動を取り組んでいるところも

ありますし、都府県では英語アドバイザーということで各学校にそういうアドバイザーを

配置して、そういう外国語活動がスムーズにできる学校もございますが、本町の場合は幸

い小学校統合したことによって、高学年の英語授業、この時に今ほど言いましたＡＬＴが

入る可能なクラス数になりましたので、新年度からは今年度までよりも小学校での勤務時

間を増やすように計画をし、その外国語授業がＡＬＴと担任の先生のコンビネーションに

よりスムーズに子どもたちにそういう活動が進められるというふうに考えているところで

ございます。

当然、授業の内容につきましては、文科省が教材として配布をしている英語ノートを活

用いたしますし、先生方も今年度までに３０時間の事前研修を受講しておりますので、ど

の先生が担任したとしても基準に沿った指導ができるものというふうに考えているところ

であります。また、道教委としましては、各校での指導的な立場の先生を養成する特別研

修も開催をしており、今年度も１名受講をしてまいりました。さらに小中学校１校体制に

、 、 、なったことから 小中の連携を重視して 教員の総合研修に取り組んでまいりましたので

中学校の英語教諭が小学校を訪問したり、小学校の先生方が中学校での授業研究を行った

り、そのように研鑽を高めている状況にもなっております。

いずれにしましても、新学習指導要領に授業が始まっておりませんので、どのようなこ

とになるかということはいろいろ課題も発生するかもしれません。新聞でもいろいろ懸念

がされるというものが出ているのも事実でありますけれども、本町の場合はそれぞれ小中

１校体制ということで、スムーズにできるというふうに考えておりますし、できうる対応

を今までに十分しており、研修も積んできているというふうに考えております。新年度か

ら開始される外国語教育については、特に問題ないというふうに考えております。

教員の資質向上、スキルアップという部分で当然必要というふうに考えておりますが、

このことについても教育振興会をはじめ、先生方も個々に研究、研鑽を重ねておりますの

で、さらにこの状況に即して各々努力していただけるものというふうに期待をしておりま

す。２番議員さんから提案のあります小学校英語指導者資格というものもひとつの手段と

して有効であると思われます。ただあの先生方は他の教科研究もあり、限られた時間で研

修を充実していくためには、北海道にある北海道教育研究所や空知研究センターでの研修

も活用していけるものと考えているところでございます。
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小学校の英語だけに限らず、すべての児童生徒の学力が向上するように、確かな学び推

進会議などで協議をしていることは行政報告でも申し上げているとおりでありまして、新

年度においては少しでも効果が上がる方策を取り入れられるよう、各学校の教職員、保護

者や地域の皆様と一緒に進めていくことを申し上げて、私からの答弁とさせていただきた

いと思います。

○議長（長名 實君） 再質問はありますか。

青田良一君。

○２番（青田良一君） 教育委員会の取り組み、教育長の考え方について理解をさせてい

ただきました。どうぞよろしくお願いしたいと思います。加えまして、やはり世界的な視

野といいますか、に対応できるようなその子どもを育てていく一助になっているという意

識も強く持っていただきながら、できれば新十津川町の子どもたちがそういった会話能力

がなんとかよその学校よりも高いレベルで身に付けていただければ、私はうれしいなとい

うふうに思っておりますし、そういった観点で小中の連携を密にしつつ、やはり教育委員

会もそういった部分に対しての支援を送りながら、こうやって考えている親御さんとかの

期待に応えるような取り組みを引き続きお願いしたいなということを申し上げまして、次

の質問に入らせていただきたいと思います。

２つ目ですけれども、町長にお聞きしたいのですけれども、エジプトに端を発しました

いわゆる民主化の動きが中東にも広がりまして、ご存知にようにあの付近は世界を代表す

る産油国でありまして、そういったものが要因で石油のいわゆる生産量が減るということ

になると、世界各国に影響を与えるということになります。あわせてこういった事態にな

るとどういう考えなのかよくわかりませんけれども、投機マネーが動きまして、その買い

占め等が行われて、そういったものが価格の上昇に拍車をかけるというふうなことが報道

をされております。そういった現実の部分として、その生活する上ですでにガソリンは１

３０円を突破しまして１４０円台に入りました。それから軽油も灯油もおしなべて上がっ

てございます。私は日本経済少し上向いたというふうな発表もありますけれども、新十津

川の現状を見ておりますと、そういった部分についてはあまり実感として感じられない部

分がございます。そういった中で生活にどうしても必要な、あるいは仕事する上で必要な

部分の値上がりが急速に進んでいくということは、いわゆるそのいろんな意味での影響が

大きいかなというふうなことを考えます。町長も当然そういった部分でお考えになってお

られると思います。企業努力やそういった面で乗り越えられる面も確かにございましょう

が、なかなかそういった部分をできない層の人たちもうちの町にはおられます。今回は特

に生活弱者といわれる方々に対して、こういった現状を鑑みて、従前実施したような福祉

灯油等の支援方策について、この情勢を見ながら計画していってはどうかなということに

ついて、町長の見解をおたずねしたいと思います。

○議長（長名 實君） 答弁を求めます。

町長。

〔町長 植田 満君登壇〕

○町長（植田 満君） それでは２つ目のご質問にお答えをさせていただきたいと思いま

すけれども、その前に１番目の質問の前段の中で、今回の地震津波等による被害に対する

考え方がちょっと甘いのではないかなというふうなご指摘のようでございますけれども、

決してそれはそうではなくて、今回の地震の範囲が北海道はもちろんでございますけれど

も、東北というふうな、関東というふうに、広い範囲の中で被災にあわれているというこ

とでございますので、今やみくもにああする、こうするということについては、果たして

どうなのかなと、やはりその辺の状況をしっかりと見極めた上で対応することが一番望ま

しいのかなというふうに思っております。以前に新潟の中越地震において町からも災害の
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お見舞い金を出したことはございます。これは新潟県の中の中越地区ということで、比較

的限られた地域が被災を受けたということでございますから、そういった中で限定をして

お見舞いを申し上げたということでございまして、今回の場合は被災の範囲がものすごい

広いわけでございます。ですからやはりその辺のことにつきましては、今後先ほど申し上

げましたように、町村会等々ともよく連携を取りながら、そしてなおかつ、いま町には社

会福祉協議会もございますし、日赤奉仕団もございます。そういったところとも情報の連

携を取りながら、そういった対応策に取り組むことが一番適切でないのかなというふうに

考えておりますので、なにかちょっと手ぬるいようなご指摘を受けたわけですけれど、ち

ょっと決してそうではないということをご理解いただければというふうに思っているとこ

ろでございます。

そこで本題に入らせていただきます。原油価格急騰による住民生活の悪化ということで

ございまして、それに対する支援策というふうなことでございます。ご指摘のように、原

油価格の上昇によりガソリン、灯油価格の急騰の影響は生活弱者ばかりでなくて、運送関

、 、 。 、係や中小企業 商店など 国民生活全般に及んでいるものと考えております 加えまして

今回の地震による影響等もこれまた出てくるものというふうに考えております。今後の動

向について注視してまいりたいというふうに考えております。

さて生活弱者への支援の方策、支援の方法ですね、経済支援などいろいろとあろうかと

、 、存じますが 福祉的な対応としては平成１９年度及び２０年度に福祉灯油助成事業として

高齢者や障害者、母子世帯に対し１００リットル分の灯油引換券を配布し、生活安定の一

助とさせていただきました。平成２０年度の灯油価格は一時的に最高１リットル当たり１

３９円にも達し、大きく高騰したところでもありますが、２０３世帯の該当者のうち１７

３世帯から申請があり、灯油券を発行したところでございます。実施にあたっては、過去

において概ね１００円超を目安とし、また需要期の１月から３月に限って事業の実施を図

ってきたところでございます。現在の灯油価格を見ますと、３月８日現在で１リットルあ

たり９０円でございます。ご指摘のとおり、中東、北アフリカの産油国での政情不安によ

り、先ほどもご質問の中でもございましたように、多額の投機資金が商品市場にも流入し

、 、ているという こういったことが値上げの要因にもなっているようでございますけれども

こういったようなことから１年前の３月には７１円でありましたものが、高騰しておりま

す。しかしながら、今後の動向は予測できませんが、これから春に向かいます。日増しに

暖かくなってまいりまして、需要期も過ぎてくるものというふうに思っております。した

、 。がいまして いま具体的にどうこうするという考え方は今のところ持ち備えておりません

冒頭に申し上げましたように、ガソリンや灯油だけではなく、石油製品全体への影響が懸

念されるところでありますので、今後の価格の安定を期待をするところでございます。以

上を申し上げまして、答弁とさせていただきます。

○議長（長名 實君） 再質問ありますか。

青田良一君。

○２番（青田良一君） いま答弁いただきましたけれども、前回の福祉灯油の支援の時の

価格にはなっていないというふうなことと、さらには暖かくなるからというふうな考え方

だというふうなことで、計画しないというようなお話でございましたけれども、それもひ

とつの理由かなと思いますけれども、私はさっき言ったように、かなりこういった部分に

対して住民生活の部分の全般の中で影響を及ぼしているというふうな考え方をもっており

まして、いわゆるその業者さんの方はなんといいますか、努力をして、価格を下げて物を

売るような努力を一生懸命やっています。そういった中で、変な話ですけれども、それを

その賄っていくための原材料等が上がって、すぐ価格に転嫁できるかというと、なかなか

そうにはならないのではないかなというふうに思っております。そういった全般的な部分
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を捉えつつ、なんといいますか、その中でも特に困っている方々に対して、いち早い支援

、 、をという考え方が受け入れてもらえないというのは ちょっと残念な気がしますけれども

その現状といいますか、現状についてやはり広く認識していただきながら、本町経済の活

性化に向けて、その原油等の価格アップが及ぼす影響についてきちっと捉えながら行政を

進めていく必要があるのだろうというふうなことを申し上げて、質問に代えさせていただ

きますけれども、なかなか大きな話なので、町長の答弁も困ると思いますけれども、具体

的にはあれですね、これから田植え時期等にかかって、苗を育てるために油を焚かなけれ

ばならないというようなことも起きてくるわけですから、その時の価格が去年よりどれだ

けあるかということで、それを節約できるかといったら、私はできないで一定量は使わな

ければならないというふうに思いますね。そういうふうな全般的なことを見ながら、やは

り町政を推進していっていただきたいという願いをお伝えしたところでございますので、

その点について何か感想等おありになればお聞かせいただいて質問を終わりたいと思いま

す。

○議長（長名 實君） 町長。

○町長（植田 満君） 今回の原油価格の高騰につきましては、先ほどご質問があったと

おりでございまして、中東の政情不安、そして多額の投機資金が商品市場に流入している

と、こういったようなことのようでございます。いまこれは新聞でも報道されております

けれども、世界の原油埋蔵量の２０％がサウジアラビアで生産をされているということで

。 、 、ございます この国については まだ生産能力を十分持ち備えているということですから

こういったものがより生産量が拡大されてくれば、また市場の安定化にもつながってくる

のかなというふうにも思っておりますので、先ほど申し上げましたように、今回のこうい

った原油の高騰につきましては、石油を使う産業にも全般的にも及ぼしているということ

でございますので、こういったようなことも先ほど申し上げましたように、注視をしなが

ら、もう一つは今回の地震による災害の影響といったようなこともまた影響も出てくるの

かなというふうな思いもいたしております。ですからそういったことを注視しながら、よ

りこういった経済、価格の安定化を国の方でもしっかりととっていかれることが望ましい

のかなというふうにも思っている次第でございます。以上です。

○議長（長名 實君） 以上をもちまして、青田良一君の一般質問を終わります。

先ほどの樋坂里子議員の再質問の中の子ども手当並びに税の関係について、答弁を求め

ます。

子ども手当については、保健福祉課長。

○保健福祉課長（竹原誠二君） 先ほどご質問いただきました子ども手当と児童手当の差

額ということでございますが、子ども手当につきましては平成２３年度予算額、児童手当

については平成２１年度の決算額ということで、児童数の差あるいは仕組み、２３年度の

予算では３歳以下月額２万円でみております。また所得制限等もありますので正確な数字

ではございませんが、差額としては８，３１８万３千円の差となっているところでござい

ます。よろしくお願いします。

○議長（長名 實君） 次に、住民課長。

○住民課長（林 敏幸君） それでは１０番議員さんのご質問でありました町税に扶養控

除がなくなったことによって、町税にどれくらいの影響があるかということなんですが、

。 、町全体がちょっと積算しないと出てこないということでございます それでは控除ですね

一人当たりの控除でどれくらいの影響ということで、その数字をもっておりますので、申

し上げたいと思いますが、一人当たり扶養控除します金額は３３万円でございます。その

３３万円のうち道町民税１０％ということでございまして、そのうち町税は６０％、そう

いうことから計算いたしますと１万９，８００円。個々のいろいろなケースがございます
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が、一人当たりの控除ケースでいくとこのくらいの金額になると、こういうことでござい

ます。以上でございます。

○議長（長名 實君） それでは８番、後木幸里君。

○８番（後木幸里君） 今朝ほど町長からも特別のごあいさつがありましたけれども、こ

の想定外の大災害が起こったということで、私も小さき人間ではありますけれど、やむに

やまれないでこの議場で我が町の歴史を振り返ってみますと、大災害によってこの町は生

まれたのですね。その時は官民あげてのご支援があって、今日に至っていると。特別な町

だと私は思っておりますし、それは１２０年前のことでありますが、やはりそういう町の

歴史から鑑みて、先ほど町長、管内の市町村とあわせながらという言葉もありまして、今

後はそういうことで対応されるとは思いますが、我が町は特別な町なんです。この災害に

対して一般管内の町村とあわせていく部分もあっていいでしょう。しかし、我が町はそう

、 、 。いう歴史の町でありますので やはり我が町独特の援助の方法 小さくてもよろしいです

、 、 、急いで他に先駆けて支援の手 どういう方法があるか これ皆さんと本当によく相談して

何か対応していただきたい。そう願って、ひとつ町長にそのことをお願いしたいなと思う

わけであります。よろしいでしょうか。

○議長（長名 實君） その件につきましては、先ほど町長答弁しておりました。それで

我々議員としては、この場で、本会議で討論するということになりませんので、全員協議

会の中ででも話し合って進めてまいりたいなと思いますので、よろしくお願いします。よ

ろしいでしょうか。

以上で、一般質問を終わります。

２５分まで休憩といたします。

（午前１１時１２分）

○議長（長名 實君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

（午前１１時２４分）

○議長（長名 實君） 日程第３に入る前に、これから提案されます発議第１号から議案

第２１号までの案件につきましては、３月８日、９日の定例本会議において提案理由並び

に内容の説明を終わっておりますので、直ちに質疑に入りますので、よろしくお願いをい

たします。

◎発議第１号の質疑、討論、採決

○議長（長名 實君） 日程第３、発議第１号、新十津川町議会の議員の定数を定める条

例の一部改正についてを議題といたします。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

まず、原案に対し、反対の方の討論を許します。

１０番、樋坂里子君。

〔１０番、樋坂里子君登壇〕

○１０番（樋坂里子君） お許しをいただきましたので、発議第１号、新十津川町議会の

議員の定数を定める条例の一部改正について、反対の立場で討論いたします。

もともと議員と議会は住民の代表として行政に住民の声を届け、無駄遣いなどをチェッ
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クして住民の命と暮らしを守り、建設的な提案で行政をリードするという重要な役割をも

っております。議員の数が少なくなればなるほど、住民と行政とのパイプが細くなり、議

会のチェック機能も提案機能も低下することになります。市町村合併で議員も行政窓口も

減り、住民の声が行政に届きにくくなったという嘆きが合併市町村のところからは聞こえ

ております。この新十津川は合併はしておりませんけれども。議員を減らすことで命と暮

らしを守って欲しいという住民の願いが遠のいたり、それこそ無駄遣いをなくすチェック

。 、機能が弱まっては大変です 地方議員の定数は地方自治法で上限が定められた人数があり

新十津川町は法定数の上限は１８人となっておりますが、現在１２人と６人も減員になっ

ております。住民の願いに答えるためには議会の改革も必要ですが、私は税金の無駄遣い

をなくし、住民の苦しみ、痛みに心を寄せ、住民の声と願いが届く議会にするためには現

行の１２人を減らすべきではないと思い、発議第１号に反対とするものであります。

議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。

○議長（長名 實君） 次に、原案に賛成の方の討論を許します。

８番、後木幸里君。

〔８番 後木幸里君登壇〕

○８番（後木幸里君） 議長の許可がありましたので、発議第１号、新十津川町議会議員

の定数を定める条例の一部改正について、原案賛成の立場で討論をいたします。

このことにつきましては、１６、１７日、先月ですか、全員協議会を２回開きまして、

いわゆる熟議をした結果であります。現行の１２人の議員定数は、平成１９年の一般選挙

より施行され、議員活動を通じ、多様化、複雑化する多くの住民の価値観、意見を吸い上

げ、議会活動として本町の運営の民意の反映、行政監視機構としての役割を果たしてきま

したが、今後においての議会活動機能での現行の定数を大幅に削減することなく、一定の

議員定数を確保の必要性と、住民感情及び社会情勢などを踏まえ、人口規模、現行の２つ

の常任委員会構成上、最低限の減員とした条例であります。また議員定数と資質向上との

因果関係はないという議論もありますが、議員定数削減により議員自らを緊張した環境に

起き、資質向上に繋げるためにも定数１１人の発議第１号、新十津川町議会議員の定数を

定める条例の一部改正について、賛成するものであります。

議員各位のご賛同をお願い申し上げます。以上。

○議長（長名 實君） ほかに討論はありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これより発議第１号を採決いたします。

この採決は起立により行います。

本件を原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（長名 實君） 起立多数です。

したがって、発議第１号、新十津川町議会の議員の定数を定める条例の一部改正につい

ては、原案のとおり可決されました。

◎議案第２号の質疑、討論、採決

○議長（長名 實君） 日程第４、議案第２号、新十津川町住民生活に光をそそぐ交付金

活用基金条例の制定についてを議題といたします。

質疑はございませんか。

１０番、樋坂里子君。
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○１０番（樋坂里子君） この条例は２年間ということになっていますよね。それでなぜ

２年間としているのかという点と、それから基金、第２条の基金総額はいくらまでを予定

しているのか。それから附則２の残高財産を最終的に国庫に納付すると書いてあったので

すけれど、国庫ってどこのことをいっているのかなというふうに思ったのです。それと、

これは住民生活に光をそそぐ交付金がある時期だけの条例制定というふうにしているの

か、その後はどのようにするのか。その点についてお伺いしたいと思います。

４点目。一番最後。これ２年間なんだけど、その後どういうふうに、この条例廃止した

あと、まるっきりなくすのか、別な方法でやるのか、そこらへんについてもお伺いしたい

と思います。

○議長（長名 實君） 答弁を求めます。

総務課長。

○総務課長（石田賢吉君） それでは１０番議員さんにお答えを申し上げます。私の答え

られるのは３点目まででございまして、そのあとの話については副町長から答弁申し上げ

ます。

まず１点目の、なぜ２年間かということなんですが、これは国の経済対策で、緊急経済

対策でやっておりまして、その運用の中では基金については２年間というような定めがご

ざいますので、２年間でこの条例を実施したいということでございます。

それから積立額でございますが、３６０万円を予定してございます。これにつきまして

は、補正予算に計上させていただいてございます。

それから最後に、国庫になぜ戻すのかということなんですが、あくまでこれは補助金で

ございませんで、交付金でありますので、もし使わない場合については国に戻すというよ

うな約束で、この光交付金については交付を受けてございます。それで条例の附則の中に

そういうような文言を踏み込んで制定をしていると、そういうような内容でございます。

４点目につきましては、副町長の方で回答を申し上げます。

○議長（長名 實君） 副町長。

○副町長（佐川 純君） それでは私から４点目のご質問についてお答えをさせていただ

きます。これについては、内容については、補正それから条例等で説明でお話をさせてい

ただきましたけれど、まず児童館のその障害者等に対する専門員を配置して、相談あるい

は指導をしていきたいということ。もう一つは、これは児童館については２年間というこ

とでありますけれど、もう一つは図書館の司書を充実したいということで、これについて

は基金の利用は２４年度ということですから、２３年度はありませんけれど、そういう使

い方であります。そこで、この基金制度が終わったあと、今後どういうふうに対応してい

くのかということについては、これは委員会でも申し上げましたですけれど、障がい児児

童の利用の状況にもよりますし、それぞれ程度も違うというふうに考えられますので、こ

の２年間の中でどういう課題だったり、それから利用者の父母の皆さんのご意見なり、ご

希望を聞いて、その後についてはどのようにしていくのが望ましいのかというのは、この

２年間の状況を見ながら、方向性については検討していきたいというふうに思っておりま

すし、図書館についても非常に町外を含めて利用が多いわけですから、今後の充実につい

ても、いま申し上げましたひとりの司書を従事するだけでいいのかというのもありますか

ら、それらを含めてこの基金の期間の２年間の間で方向等を検討して、課題を整理して方

向等を検討していきたいと、そのように思っております。以上でございます。

○議長（長名 實君） １０番、樋坂里子君。

○１０番（樋坂里子君） 発達障害児について、２年間やってみて、そのこうという、父

母の方々の意見やなんかもということですけれども、やはりこういうふうに一度こういう

ことを取り組んで父母が希望しないということはないのではないかなと思うのですよね。
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ですからこれ国の交付金がなくなっても、たぶん町の方でそういう予算化してこの発達障

害児の支援というのはやっぱり続けていくべきでないかなというふうに、私は思っており

ますので、その点、これからの新しい予算の中でぜひ考えていっていただきたいなという

ふうに思っておりますので、お願いします。

○議長（長名 實君） 副町長。

○副町長（佐川 純君） そういうお話はよくわかりました。それからやはり大事なのは

といいますか、児童館ですので、当然限度がありますので、その専門のといいますか、障

害児に対するそういう専門施設でないということからいけば、当然限度が出てくると思い

ます。それは施設の問題もありますし、人的な問題も出てきますから、それらをどこまで

、 、 、できるのかというのは よく先ほど申し上げましたとおり 親御さんの要望といいますか

意見も、希望もありますから、それらにあわせてできるかぎりの対応がどのようにしたら

いいのかというものを含めて、検討してまいりたいというふうに思っております。以上で

ございます。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

２番、青田良一君。

○２番（青田良一君） いわゆるその住民生活に光をそそぐという意味では、こういった

基金を設けられて、２年間といえども町で単費でなかなかできなかったことが行われると

いうことは、非常に良いことだなと思います。特にお願いしたいのですけれども、発達障

害児の関係なんですけれども、学校だといろんな意味での教職員の方々が情報を共有しな

がらフォローしていくという部分があろうと思いますけれども、場所が児童館に変わると

いうことになりますと、ここで申し上げて適切かどうかわかりませんけれども、多動性な

子への対応だとか、それからアスペルガーの障害をお持ちの子ども達への対応だとか、こ

れは周りの人たちのご協力もないとなかなか支援といいますか、そういった部分が難しい

部分がありますので、私はそう思っておりますので、副町長の方でこの支援者の選定をす

るのか、私はわかりませんけれども、よく人選に配慮していただいて、いわゆるその児童

館に集まってくる父母だとか、子どもたちにこの子はこういう病気なんだよという部分が

どれだけ優しく伝わって、そういう子どもたちがみんなで児童館の中でそういうものがフ

ォローできるかということが、非常に大事なことだと私は思うのですね。児童館でこうい

った人たちを受け入れるということも高く評価したいと思いますけれども、それをいま申

し上げたような形の中で、きちっと支援をしていただいて、児童館でのその生活といいま

すか、遊びというのが充実できるような形の中で配慮をお願いしたいなと思いますし、２

年間というその試行を通じて、今後も必要であればやはり継続の方向なり、そういった専

門職員等の雇用に結びつけていくようなことまでも配慮いただければなと思います。特に

この発達障害を持っている子どもたちの部分で、学校との連携というのも非常に大事にな

ってくると思いますので、児童館での過ごし方等について、やっぱり学校現場等のその情

報交換を密にしながら、事故等が起きないような形の中で、ぜひ暖かい光を注いでいただ

きたいなということを希望いたします。

○議長（長名 實君） 答弁はよろしいですね。

ほかに質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「
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○議長（長名 實君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これより議案第２号を採決いたします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２号、新十津川町住民生活に光をそそぐ交付金活用基金条例の制定

については、原案のとおり可決されました。

◎議案第３号の質疑、討論、採決

○議長（長名 實君） 日程第５、議案第３号、新十津川町共同賃貸住宅建設促進条例の

一部改正についてを議題といたします。

質疑はございませんか。

１０番、樋坂里子君。

○１０番（樋坂里子君） この条例は３年間の延長だというふうに思うのですけれども、

平成１７年４月１日からの条例と内容の変更はないということなのか。それからいままで

に何年に何棟建てて、お金どのくらい出しているのかということと、それから３年間延長

するわけですけれども、利用する予定、これは予定は未定でわからないのかもしれません

けれども、この賃貸の条例を利用して建てられるという見込とか、そういうのは見えてい

るのかどうか。その点についてお聞きしたい。

○議長（長名 實君） 答弁を求めます。

総務課長。

○総務課長（石田賢吉君） それでは１０番議員さんのご質問にお答えをいたしますが、

まず期間の延長だけかということなんですが、これについては、とりあえず３月３１日で

、 、この条例が失効いたしますので 期間の延長だけを今回の定例会でさせていただきまして

内容の改正につきましては、これ施策的なことがからんでまいりますので、町長選挙を控

えているということがございますので、６月の定例議会で内容の変更については，追って

追加で審議をしていただくと、そういう予定で、２段構えで考えてございます。

それから平成１７年度からの実績でありますけれども、５棟２４戸に対しまして９６０

万円の助成をいたしてございます。以上でございます。

それで今後の見込が、一番最初にお答えしたのですけれども、施策によっていわゆる申

し込みの数等がおそらく変わってくるのだろうというふうに考えてございます。というの

は、いまは現条例はあくまで町内の業者が施行しなければこの助成金はあたらないわけで

すけれども、いまの本町の住宅施策、これから執行していく上で、公営住宅については今

後当分の間凍結するというような考え方をもっておりますので、民間住宅の導入を今のと

ころ積極的に進めていくというような考え方をもっているとすれば、そのような内容も一

定程度改正をしなければ、新たな資金といいますか、そういうものも導入できないであろ

うということも、担当課としては検討しておりますので、そういうような内容も含めた中

で６月の議会には提案をさせていただくことに予定をしてございますので、そうすると相

当数のまだ町内では住宅不足、数の上では出ておりますので、そうなりますと今後もまだ

まだ民間住宅の建設につきましては供給があるものというふうに考えてございます。以上

でございます。

○議長（長名 實君） １０番、樋坂里子君。

○１０番（樋坂里子君） 施策の内容はこれからの６月議会の定例会までお預けなんです

けれども、いまの課長の話ですと、いまの中身では町内業者が施行した場合にはというこ
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とになっていますよね。だけど今後なんか町外者も利用できるようなニュアンスがちょっ

、 、 、ととれるのですけれども 私は地元業者の活性化というのですか それをやるのであれば

町外から入ってくる業者というのは目一杯値下げしてやってくるわけですよね。ですから

町内の業者には努力しなさいって言われればそれまでなんですけれども、私は町内業者を

守っていただいて、町内業者仕事いっぱいしていただいて、税金もたくさん払っていただ

くというのがやっぱり原則でないかなというふうに思っているものですから、その施策の

中に町外業者というのを入れていただきたくないというのが本音でありますので、そこら

辺も検討していただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。

○議長（長名 實君） 総務課長。

○総務課長（石田賢吉君） １０番議員さんにお答えをしたいと思いますが、たとえば担

当課としてはそういうことを考えております。なぜ考えているかといいますと、要するに

町内に建築業者が限られて、この経済不況の中で相当数の建築業者の方が廃業されており

まして、実際問題町内の業者がそういうような対応をできるかといいますと、なかなか難

しい状況にもありますよということなんです。あくまでこの賃貸住宅建設促進条例につき

ましては、人口の増加を目標としている条例でございます。そういう意味からいたしまし

て、期間を延長してなおかつこの条例を生かすとするならば、できるだけその門戸を広げ

て、そして不足している住宅事情を充足させると、そちらの方を担当課としてはメインに

してございます。ですから最終的に原案を検討していただくのは６月議会でございますの

で、６月議会では活発な議論をいただければと思います。以上でございます。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これより議案第３号を採決いたします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 異議なしと認めます。

、 、 、したがって 議案第３号 新十津川町共同賃貸住宅建設促進条例の一部改正については

原案のとおり可決されました。

◎議案第４号の質疑、討論、採決

○議長（長名 實君） 日程第６、議案第４号、新十津川町水防団条例の一部改正につい

てを議題といたします。

質疑はございませんか。

１０番、樋坂里子君。

○１０番（樋坂里子君） 水防団の定員７０人から６０人というふうに変えるわけですけ

れども、現在何人いらっしゃるのか。私は団員になる方がいないので定数を減らすのかな

というふうに思っておりましたので、そこらへんちょっと答弁を願います。

○議長（長名 實君） 答弁を求めます。

建設課長。
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○建設課長（岩井良道君） それでは１０番議員さんのご質問にお答えをさせていただき

ます。現在５９名の水防団員がおります。それで今回の定員の見直しにつきましては、特

に救急排水施設の部分に上屋、建物ができました。新十津川それから袋地沼、下徳富と、

新十津川は従前からありましたが、大きな部分で２カ所の上屋ができたというふうなこと

で、いままでの部分につきましては、施設、ポンプそれから発電機等をすべて札建の河川

事務所の方に格納しておきまして、それからすべて移動していた。そして時期が終了すれ

ば、取水期が過ぎればそれをまた戻してくるというふうな作業が、主な業務でございまし

た。それで今回上屋が設置をされまして、なおかつ各ポンプ場、袋地沼それから下徳富に

つきましては５機ずつのポンプのスペースがあったと。その中に３機ずつの部分しか予定

はされていない。全体で６機の部分、プラス２機ということで、２次出動でその方に対応

するということだったのですが、上屋の増設をしていただいた時に、残りの２機も増設を

していただきまして、実際、現在は両方とも５機ずつ、新十津川は２機ですが、そのほか

については５機ずつのポンプが設置をされているというふうなことから、今回労力の節減

が相当図られておりますので、その部分を考慮しながら現有団員の部分と検討いたしまし

て、６０人を定員とするということで１０人の減員を図ったところでございます。以上で

す。

○議長（長名 實君） １０番、樋坂里子君。

○１０番（樋坂里子君） 現行５９名ということなんですが、あと１名は補充はすぐでき

るのですか。

○議長（長名 實君） 建設課長。

○建設課長（岩井良道君） 随時水防団員の募集は行っておりますが、なかなか応募して

くれる方は、近年ではいないというふうな現状になってございます。以上です。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

９番、続木俊一君。

○９番（続木俊一君） この水防団の本来の意味の質問からちょっと逸脱するかと思うの

ですけれども、この説明からいって、こういう施設に、この定員で結構ですよとおっしゃ

られていると思うのです。確かに上屋が作ったからそれもいらないから、その人数だいた

い５９名で結構だと。これはわからないわけでもありません。ですがこの水防とか災難と

か災害というのは、今回のことを考えてもとんでもない想定のつかないエネルギーが生じ

るということは、今朝から何人かの議員さんがいろいろなところでお話中であります。そ

のことから考えて、財源も一定の財源の中でやるのだから、この水防団についてこの程度

でやりたいというのは、私はなんとなく理解ができるのですけれども、万が一を想定した

時のことを考えて、たぶん徳富川の水害のハザードマップみたいなものがあるとか、石狩

川の大水害、考えられないようなことがあるとかということを想定しながら、町はやはり

町民に大きな意味で協力を求めるような何かがあってもいいのではないか。心がけがあっ

、 、 、ていいのではないかと思うので このことと このこと以外にそういうことがあった時に

町長は何かこうお願いができるとか、何かそういう仕組みを作った方がいいと思って、ち

ょっと逸脱しますけれども、申し上げたいと思います。

○議長（長名 實君） 答弁を求めます。

町長。

○町長（植田 満君） 先ほどから地震の関係についてのいろいろと議論がなされてきて

いるところでございますけれども、今回の地震については先ほどからお話ししております

とおり、想定外の地震であったようでございまして、お話によると１千年に１回だとかと

いうふうな話もございます。それはそれといたしまして、やはり冒頭申し上げましたよう

に、安全安心はこれ基本でございますので、町も防災計画はできておりますから、この防
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災計画に基づきまして、しっかりとこの計画に基づいて災害時においては対応しなければ

ならないというふうに思っております。いま水防団の条例の改正でございますけれども、

これらにつきましては、お話ししておりますように、上屋も整備していただくべく要望し

ておりまして、それが実現し、そしてこのような形になったわけでございますので、基本

的には限定をされているところでございます。建設省の、国土交通省の所管については救

急排水、そして農業の方についての施設は排水機場もございますので、それはそれとして

稼働させるような方向で、ですからいかにして内水の排除をしていくかということについ

ては、水防団を中心として進めていくと。そして他の災害等については消防団がございま

すから、現在定員が１０３名でございますので、１０３名の方の消防団の出役を得ながら

災害に対処していきたいと。基本はですから、防災計画、こういったものを中心としまし

て、災害のいざ、不幸にして発生した場合については、それらについてしっかりとその防

災計画に則って対応していきたいというふうに考えています。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これより議案第４号を採決いたします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第４号、新十津川町水防団条例の一部改正については、原案のとおり

可決されました。

午後１時まで休憩といたします。

（午前１１時５７分）

○議長（長名 實君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

（午後 １時００分）

◎議案第５号の質疑、討論、採決

○議長（長名 實君） 日程第７、議案第５号、新十津川町英語指導助手の設置に関する

条例の一部改正についてを議題といたします。

質疑はございませんか。

１０番、樋坂里子君。

○１０番（樋坂里子君） ３年から５年間に新しく更新するということで、再任制度とい

うのが今までなかったからできなかったのか、今回そういう新しい再任制度というのがで

きたのでしょうか。以前に３年間はいた先生はいましたよね。そこらへんどうでしょう。

○議長（長名 實君） 答弁を求めます。

教育次長。

○教育次長（藤澤敦司君） ただ今のご質疑でございますが、従来からも再任用という形

ではございます。基本的に任用は１年間ということでございますので、再任用という形で
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３年間まで、従来までは認められてきたわけでございます。今回、ＪＥＴプログラムの方

の要項改正によりまして、その期間が５年に延びたということから、本町の条例もこれに

あわせて２年間延長したいとするものでございます。よろしくお願いいたします。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これより議案第５号を採決いたします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第５号、新十津川町英語指導助手の設置に関する条例の一部改正につ

いては、原案のとおり可決されました。

◎議案第６号の質疑、討論、採決

○議長（長名 實君） 日程第８、議案第６号、平成２２年度新十津川町一般会計補正予

算（第９号）を議題といたします。

はじめに１ページから４６ページの歳入について質疑を許します。

質疑はございませんか。

２番、青田良一君。

○２番（青田良一君） 恥ずかしい質問になるかもしれませんけれども、今民主党政権に

なってから、いわゆる自治体が自由に使える交付金を増やしていくんだというような施策

を打ち出しているんですけれども、本町の場合、その辺の実態はまだ２年しか経っていな

いのですけれども、例えば、子ども手当のために使うんだよとかという、そういうお金を

除いたほかに、そのいわゆる自由裁量で使えるような部分の経費がどのくらい入ってきて

いるのか、ちょっとお教えいただきたいと思います。

突然質問して申し訳ないです。総務課長の感覚で結構ですから、増えていますよという

ことであれば、それだけでも結構ですけれども、実際にいろんなところで聞くと、言って

いることとやっていることと、それが町における恩恵とといいますか、それどうなってい

るのかということをよく質問聞かれるのですよね。でも僕は具体的な数字も何ももってい

ないから、今こういう場所でぜひお聞きをして、そういうことについては答えてあげたい

、 。 、なと思って 質問させていただいたのです 何百何十何円増えたとかというのではなくて

そういうのが確実に町にとって増えているのだということであれば、それだけのお答えだ

けでも結構でございます。

○議長（長名 實君） 総務課長。

○総務課長（石田賢吉君） それでは２番議員さんのご質問にお答えいたしますが、本当

に概数でございますけれども、平成２０年度から２２年度までの緊急経済対策、おそらく

７億６千万円くらいになろうかと思います。それがいろんな名前がついておりますが、交

付金として受け取った金額でございます。２２年度については、きめ細かな交付金とそれ

から住民生活に光をそそぐ交付金ということでございますけれども、両方合わせますと１
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億１，８００万円程度が今回、２２年度では交付になっております。一番大きかったのは

、 、 、平成２０年度でございまして 単年度で２億７千万円くらいのものがありまして ２０年

２１年、２２年ということであれば、すべて足せばだいたい７億６千万円くらいという具

合になっておりますが、のちほど正確な数字をお配りいたしますので、よろしくお願いい

たします。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑なしと認めます。

これで１ページから４６ページ、歳入の質疑を終わります。

次に、４７ページから７４ページ、商工費までについて、質疑を許します。

質疑はございませんか。

１０番、樋坂里子君。

○１０番（樋坂里子君） まず６０ページの子ども手当支給事業ということで、実績の残

ということで７２０万円減額されているのですけれども、人数的に減っているのか、その

内容をお願いしたいと思います。次が、健康づくりなのかな、６４ページで、特定検診を

受けてくださいということで、各家庭対象者のところに電話をかけて呼びかけて、受診を

進めているようですけれども、受診の率というのか、どのくらいの方がそれに答えて受診

をしていただけたのかということ。この２点についてお願いします。

○議長（長名 實君） 答弁を求めます。

保健福祉課長。

○保健福祉課長（竹原誠二君） それでは１０番議員さんのご質問にお答えを申し上げま

す。まず子ども手当の減額でございますが、７２０万２千円の内訳でございます。２月支

給分で７４８名、１月分まででございまして、今まで見込んでいた部分の執行残というこ

とでございます。それから特定検診の受診率ということでございますが、本年度５８６名

ということで、昨年対比２名の減ということでございます。以上でございます。

子ども手当につきましては、人員の移動ということによります。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑なしと認めます。

これで４７ページから７４ページ、商工費までの質疑を終わります。

次に、７５ページ、土木費から９４ページ、職員費までについて質疑を許します。

質疑はございませんか。

１０番、樋坂里子君。

○１０番（樋坂里子君） まず７６ページの道路維持費の８番の除雪機械購入事業という

ことで、予算が２，７３１万１千円ですよね。それで減額が１，３１２万５千円なんです

けれども、予算の半分くらいが減になっているのですけれども、除雪機械購入について、

どうしてこんなに、安く買えたといったらそれまでなんですけれども、この差額、減が多

いというのはどういうわけなのかなというふうに思いました。予定していた金額よりあま

りにも残が大きすぎるのではないかなと思ったので、機械、別な機械買ったとかいろいろ

あると思いますけれどもお願いします。それから８２ページの小学校教育振興費の小学校

教科担任講師配置事業ということで、９２万２千円の減額になっているのですけれども、

これは新規予定していた講師の授業日数が、前の時は授業日数の減で残額出たようなこと

をいっていたこともあったと思ったのですけれども、今回先生１人、たぶん１人だと思う

のですけれども、その１人に対する予算を２２７万円とっていたのが、１３５万円で終わ

っているという、その理由ですね、そこお願いします。以上です。
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○議長（長名 實君） 答弁を求めます。

建設課長。

○建設課長（岩井良道君） それでは１点目の除雪機械の関係について、説明をさせてい

ただきます。当初の部分といたしましては、予算をいただきまして、その部分については

前年度の中で見積を徴収しながら予算額として計上させていただいてございます。それが

実際入札の設計書を編成するにあたって、その部分で再度見積の徴収をするというふうな

ことで、その時点ですでに１２０万円ほどの執行残、設計残が出てきております。実際に

入札に付した金額との部分からすると、約６０％程度の落札率になりますが、この部分に

ついては、今までの部分といたしましても、入札、競争入札をしておりますから、それか

らすると実績としてはそんなにおかしな数字にはならないと、実際にそれで納車ができる

という金額でございますから、それを持って契約をいたしたという内容で、その部分の執

行残が、落札執行残が主なものでございます。以上です。

○議長（長名 實君） 教育次長。

○教育次長（藤澤敦司君） それでは２点目のご質問にお答えをいたします。この小学校

教科担任につきましては、当初本年度の先生につきましては、変わった場合であってもフ

ルの、すべての時間を勤務していただくということで予算計上してございました。実は今

年の先生は昨年も後半からこの理科専科やっていただいた先生が、引き続きお願いできる

ということになりまして、先生の希望といいますか、その時間数とそれからすでに経験が

ございますので、ある程度ここのところは短縮した中でできるということから、決して授

業を減らしたというわけではなく、必要な時数のみ勤務していただいたという結果から、

その分が日数減となったものでございます。以上です。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

２番、青田良一君。

○２番（青田良一君） 引き続き、教育費についてご質問させていただきます。８４ペー

ジなんですけれども、青年の母村交流が参加者がいなくなってということでの予算減額が

ございます。個人的には非常に残念なことだなと私は思いますけれども、反面この青年団

の現状なり実態なりというものをきちっと把握しておかなかったら、今後もこのような形

になってくるのではないかなということが予想されます。その上でもう一度教育委員会と

してこの事業が廃止になったという部分についての現状認識と分析があればお聞かせいた

だきたいということが１点。さらにこの事業については隔年で実施をしていたと思うので

すけれども、そうなると来年は迎えるということであって、うちの青年はいかないという

ことになりますよね。そうするとまるまるこの交流の出かけるという部分の期間が飛ぶわ

けですけれども、そういったものについて、今年なかったこの予算を、今予算もうこれか

ら審議されるのですけれども、たとえば来年度行く人はいるというようなことであれば、

これに代わるものとして派遣の用意があるかないかみたいなものも含めて、考え方をお聞

かせいただきたいと思います。

もう１点、８６ページでございますけれども、芸術鑑賞事業ということで２００万円ほ

どの減額になってございます。私もチケット買って、ちょっと風邪引いたりなんかして鑑

賞事業に行けなかったことがありましたけれども、現状のその住民参加といいますか、鑑

賞体制といいますか、どのようになっているのかを参考までにお聞かせいただきたいと思

います。その上でこのような形で減額が生じたということにつきましては、ちょっと副町

長の説明を聞き逃した点がございましたと思いますので、どういった観点でこういったこ

とになったのか、その内容等についても持ち合わせていればお聞かせいただきたいなと思

います。なお、このいただいた資料の中にゆめりあホールの活用等について、その内容に

ついてみることができないのですけれども、できましたらこういった資料の中にゆめりあ
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のホールは、あれだけのものを作っていただいたのですから、活用の現状がどうなってい

るかというような資料についてもお示しをいただければありがたいなと思います。以上、

２点についておたずねいたします。

○議長（長名 實君） 答弁を求めます。

教育次長。

○教育次長（藤澤敦司君） それではまず１点目の青年の母村交流のご質疑でございます

、 、 、が まず新十津川青年協議会の現状でございますが 現在会員数は約２５名ということで

こちらの方では承っております。そのうち２２年度に母村交流を事業としてあるので、青

年の方に年度当初からそういった形で説明をしてございました。青年の方も２年に一度の

せっかくの機会でございますので、なるべく多数が出られるような形で検討していただい

ていたところなんですが、現在の青年の構成から考えますと、やはりなかなか４日間の休

暇を取ってそちらの方まで出向くという職種が限られてございます。その中でその人達を

重点的にあたっていったわけなんですが、なかなか職場との関係もありその調整ができな

いということで、年末にかけてかなり検討したのですが、やはり今回はちょっと見合わさ

せて欲しいということから、やむなく事業の中止に至ったということでございいます。母

村の方にはもちろんこの期間経過を縷々説明して、ご理解をいただいているところでござ

いますし、正式な形では過日、今回は中止させていただくという文書を届けさせていただ

いたものでございます。新年度に入って、現在予算が可決いただいてからということでご

ざいますが、母村の青年がこちらに来る計画がございます。こちらについては、例年どお

りぜひお越しいただきたいということで、投げかけておりますし、向こうの方もできるだ

けそれに答えたいということで、現在取り組みを考えているという形でのお答えはいただ

いております。議員さんのおっしゃった、この分を来年に回せないかということでござい

ますが、やはりこちらと隔年の事業でずっときているということもございますし、青年の

方も２年後に向けてぜひ事業を考えたいということで、そちらの方については２年後に向

けての検討をお願いしているところでございますので、２３年度についてはこの事業をこ

ちらから派遣するという考えは、今のところございません。

次に、２点目の芸術鑑賞の関係でございますが、実数につきましては、ちょっと今持ち

合わせてはいないのですが、４事業の平均でございますが約３００名の入場がございまし

た。その結果といってはなんですが、入場料収入が見込んでいたよりもかなり多めになっ

たということから、負担額が減ったということで、この減額になったということがひとつ

の要因でございます。もう１点はいきいきふるさと推進事業の補助を得た関係で、そちら

との財源調整の関係で、この分が減額になったということでございますので、決して事業

を、この辺を減額したからその効果がなかったと、そういう意味ではなくて、むしろ入り

込みが多かったことによりこの減額が発生したという内容で捉えていただければと考えて

おります。よろしくお願いいたします。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑なしと認めます。

これで７５ページ、土木費から９４ページ、職員費についての質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これより議案第６号を採決いたします。
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本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第６号、平成２２年度新十津川町一般会計補正予算（第９号）は、原

案のとおり可決されました。

◎議案第７号の質疑、討論、採決

○議長（長名 實君） 日程第９、議案第７号、平成２２年度新十津川町国民健康保険特

別会計補正予算（第３号）を議題といたします。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これより議案第７号を採決いたします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第７号、平成２２年度新十津川町国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）は、原案のとおり可決されました。

◎議案第８号の質疑、討論、採決

○議長（長名 實君） 日程第１０、議案第８号、平成２２年度新十津川町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これより議案第８号を採決いたします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 異議なしと認めます。

したがって 議案第８号 平成２２年度新十津川町後期高齢者医療特別会計補正予算 第、 、 （

１号）は、原案のとおり可決されました。

◎議案第９号の質疑、討論、採決
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○議長（長名 實君） 日程第１１、議案第９号、新十津川町職員の給与に関する条例の

一部改正についてを議題といたします。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これより議案第９号を採決いたします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第９号、新十津川町職員の給与に関する条例の一部改正については、

原案のとおり可決されました。

◎議案第１０号の質疑、討論、採決

○議長（長名 實君） 日程第１２、議案第１０号、新十津川町道路占用料徴収条例の一

部改正についてを議題といたします。

質疑はございませんか。

１０番、樋坂里子君。

○１０番（樋坂里子君） 新しいこの占用料というのは４月１日からで、現在あるのはそ

のままということですよね。そうしますと新旧の占用料をみた時に、町に入るお金として

どのくらいの差があるかというのを計算されていればお願いします。

○議長（長名 實君） 答弁を求めます。

建設課長。

○建設課長（岩井良道君） それでは答弁をさせていただきます。２２年度、本年度でご

ざいますが、この部分と数字がそのまま占用の物件がそのままというふうに仮定をいたし

ますと、１９２万７，７５０円の減額になるということでございます。以上です。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これより議案第１０号を採決いたします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１０号、新十津川町道路占用料徴収条例の一部改正については、原
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案のとおり可決されました。

◎議案第１１号の質疑、討論、採決

○議長（長名 實君） 日程第１３、議案第１１号、新十津川町都市公園の設置及び管理

に関する条例の一部改正についてを議題といたします。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これより議案第１１号を採決いたします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１１号、新十津川町都市公園の設置及び管理に関する条例の一部改

正については、原案のとおり可決されました。

◎議案第１７号の質疑、討論、採決

○議長（長名 實君） 日程第１４、議案第１７号、土地改良事業の施行についてを議題

といたします。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これより議案第１７号を採決いたします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１７号、土地改良事業の施行については、原案のとおり可決されま

した。

◎議案第１８号の質疑、討論、採決

○議長（長名 實君） 日程第１５、議案第１８号、浦臼第１揚水機場に関する事務の委

託についてを議題といたします。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「
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○議長（長名 實君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これより議案第１８号を採決いたします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１８号、浦臼第１揚水機場に関する事務の委託については、原案の

とおり可決されました。

◎議案第１９号の質疑、討論、採決

○議長（長名 實君） 日程第１６、議案第１９号、一般旅券の発給申請受理及び交付に

関する事務の委託についてを議題といたします。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これより議案第１９号を採決いたします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１９号、一般旅券の発給申請受理及び交付に関する事務の委託につ

いては、原案のとおり可決されました。

◎議案第２０号の質疑、討論、採決

○議長（長名 實君） 日程第１７、議案第２０号、北海道町村議会議員公務災害補償等

組合規約の変更についてを議題といたします。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。
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これより議案第２０号を採決いたします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２０号、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更につい

ては、原案のとおり可決されました。

◎議案第２１号の質疑、討論、採決

○議長（長名 實君） 日程第１８、議案第２１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。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これより議案第２１号を採決いたします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２１号、北海道市町村総合事務組合規約の変更については、原案の

とおり可決されました。

○議長（長名 實君） 先ほどの交付金についての報告がございます。

総務課長。

○総務課長（石田賢吉君） 先ほど２番議員からご質問のありました平成２０年度からの

いわゆる交付金事業関係、金額の訂正をさせていただきます。先ほど申し上げましたとお

り２２年度までは７億６千万円と申し上げましたが、８億１，０８１万６千円でございま

して、それに今回の補正で２３年度へ引き継ぐものが１億１，８８８万２千円ございます

ので、合わせますと９億２，９１９万８千円、これが国の緊急経済対策で今まで本町が受

け取った交付金でございます。よろしくお願いします。

◎散会の宣告

○議長（長名 實君） 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。

明日１５日は午前１０時より開会し、新年度予算の審議に入るわけですが、ここでお諮

りをいたします。予算審議の方法については先日の議会運営委員長の報告のとおり、本会

議において審査を進めてまいりたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 異議なしと認めます。

したがいまして、平成２３年度新十津川町各会計予算の審議は、本会議により審査する

ことに決定をいたしました。

そこで新年度予算審議に入り前に、審議の方法についてご連絡を申し上げますので、ご
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協力のほどをよろしくお願いを申し上げます。

まず第１点目、歳出は所管の管理職から説明をしていただき、審議に関する課にあって

。 、は主査職以上が議場に入場していただいて結構です 審議に関係のない管理職においては

明日からの予算審議の間、各職場で待機をしていただきたいと思います。

第２点目、特定財源に計上されている歳入については、すべて所管する管理職からその

都度説明を願うことといたしますので、よろしくお願いをいたします。

最後に、議員各位にはすでにご承知のことと存じますが、発言される場合、順を追って

明快に質問をいただき進めていきたいと思いますので、その点をお含みの上、よろしくお

願いをいたします。

予算審議の連絡は以上でございます。

それでは本日はこれにて散会をいたします。

どうもご苦労さまでした。

（午後 １時２０分）



- 91 -

地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。

議 長

署 名 議 員

署 名 議 員
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平成２３年第１回新十津川町議会定例会
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◎開議の宣告

○議長（長名 實君） 皆さんおはようございます。ただいま出席している議員は１２名

であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。

（午前１０時００分）

◎議事日程の報告

○議長（長名 實君） 本日の議事日程は、お手元に配布してあります日程表に基づき、

順を追って進めてまいりますが、日程第２、議案第１２号の一般会計予算審議は歳出、１

款議会費から６款農林水産業費までの内容説明と質疑をとりおこないますので、よろしく

お願いをいたします。

◎会議録署名議員の指名

○議長（長名 實君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員につきましては、会議規則により議長より指名をいたします。

１番、岩木雅徳君。２番、青田良一君。両君を指名いたします。

◎議案第１２号の内容説明、質疑

○議長（長名 實君） 日程第２、議案第１２号、平成２３年度新十津川町一般会計予算

を議題といたします。

それでは歳出の１款議会費から説明並びに質疑に入らせていただきます。１款議会費、

１項議会費、１目議会費の説明を求めます。

議会事務局長。

〔議会事務局長 加藤健次君登壇〕

○議会事務局長（加藤健次君） 皆さんおはようございます。ただいまご指示いただきま

したので、議会費についてご説明申し上げます。

それでは予算書７４ページ、７７ページをお開きいただきたいと思います。１款１項１

目議会費。本年度予算額６，５６９万４千円、前年度予算額４，６８２万９千円、比較で

１，８８６万５千円の増額でございます。増額の主なものは、議員さんの人件費増額が主

な理由でございます。議会議員人件費の詳細につきましては、のちほどご説明申し上げま

す。財源の内訳は、すべて一般財源でございます。

説明欄でご説明申し上げます。１番、議会議員人件費６，１７５万６千円。これにつき

ましては、１２名の議員さんの報酬、期末手当、共済費でございます。内訳につきまして

は、予算書の１８８ページをお開きください。給与明細書が載ってございます。１８８ペ

ージの特別職の表があるのですけれど、本年度議員の欄がございます。平成２３年度は議

員の４月改選期で、報酬は現職１２の４月の１ヶ月分の特別措置条例分と、５月からは本

則に戻る分として１１ヶ月分の給与となっております。議員数１２で報酬２，９０８万円

でございます。期末手当９４７万４千円につきましては、３．９カ月分で計上しておりま

す。議員の期末手当については、昨年の第７回臨時会におきまして、議員発議として支給

月数を町理事者と同じく３．９０にあわせたものでございます。小計で３，８５５万４千

円。これに共済費２，３２０万２千円を足しております。人件費の合計は６，１７５万６

千円となりますが、平成２３年度の人件費は前年度比較での大幅な増額でございます。こ

れについては、議員共済費で皆さんもご承知のとおりですけれども、地方議会議員年金制

度の廃止法案がくる、２３年の６月１日付で廃止法案が予定されております。現行制度受

給者と廃止法案前の現職での対象議員の受給で、平成２３年度の年金受給者の一時金扱い
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が大幅に増加すると想定されます。その負担金の計上で、負担率については１００分の１

６．５から１００分の８８．５に大幅に引き上がり、２，３２０万２千円の計上で、前年

度の比較は、表の下段に載っておりますが、比較として１，８６８万９千円の増額で、合

計１，９２３万円の非核となっておりますので、ご覧いただきたいと思います。

、 、 。続きまして それでは予算書７４ページ ７７ページにお戻りいただきたいと思います

２番、議会活動運営事業３０９万３千円でございます。これは定例会、臨時会、各委員会

の開催に要する経費、臨時職員賃金、議長交際費、会議録筆耕料、空知町村議会議長会負

担金でございます。前年比３９万１千円の減額となっております。主な要因としては、費

用弁償の減額の計上分でございます。

３番、議会要望事業３１万円でございますが、中央要望実行運動及び全国森林環境税創

設促進議員連盟定期大会に要する経費で、費用弁償、負担金でございます。前年比８万３

千円の減ですが、主なものは費用弁償で、全国森林環境税創設大会、中央要望経費８万３

千円が減額となっております。これについては、減額については、旅費等の早割等でだい

たい２０か２５％の減額ということになってございます。

続きまして、４番の議会広報発行事業でございます。４２万６千円でございます。年４

回の議会広報発行に要する経費でございます。１ページ当たりの単価が６，９００円で５

０ページを見込んでおります。

５番、議会議員改選事務１０万９千円でございます。新人議員の研修会、あと費用弁償

が５万７千円。机上札書き替え手数料が４万８千円の計上となってございます。負担金で

ございますけれども、空知議長会の負担金として３１万２千円。これは前年同額でござい

ます。それから全国森林環境税創設促進議員連盟負担金が２万円。全国だいたい２９０市

町村が入ってございます。を計上しております。

それと参考までですけれども、空知町村議長会の負担金につきましては、前年度同額と

なっております。これは空知管内の各種負担金協議会で決定したもので、均等割、基準財

政割ということになっております。

そこでさきほど、先にちょっと戻りますけれども、議員共済費の負担金で若干内容を申

し上げたいと思います。今国の方で廃止法案ということで総務省で進めていますけれど、

今国会に上程がされている中で、まだ決定をみていませんけれども、流れとしましては、

費用負担の関係でございますけれども、これについては地方公務員等の組合法の第１１章

の地方議会議員の年金制度廃止に伴う公費負担となってございます。廃止後の年金給付の

国及び地方の負担額ですけれども、国での廃止後の年金の給付に係る公費負担の予算額に

ついては、１つ目としまして、市町村での年金受給、在職１２年以上を有する退職の議員

、 ， 。が一時金の選択した場合 ２３年度においては１ ２４３億円の予算を見込んでおります

これについては２段構えで年金額が６４７億円、一時金が約５９６億円ということでござ

います。次に２番目、年金受給者に対する給付が終了するまでの約６０年間、いわゆる平

成８１年くらいまでの累計でございますけれども、その中で公費負担が約１兆７千億円の

予算を見込んでおります。３番目としまして、公費負担の方法については、各町村におい

て現職議員の標準報酬額に毎年度総務省令で定める負担金率を乗じた額、年４回にわけて

町村議会共済会に納付することになっております。いずれにしても現行の共済事務システ

ムについては何ら変わらずこのまま継続されるということでございます。

次に、２番目に廃止後の年金の給付に係る地方の負担の考え方ということで、これにつ

いては１つ目としまして、地方議会議員年金制度については昭和３６年創設で、任意加入

の互助年金として位置付け、その後強制加入の制度化されまして、その創設経緯から公的

年金制度と異なり、地方議会議員の職務の重要性を勘案して、政策的に設けられた公的な

互助年金制度と位置付けされております。その関係で地方議会議員共済会が行う給付に要
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する費用については、会員が支払う掛金及び特別掛金を充てるとともに、地方公共団体の

機関である地方議会が組織する議員の年金制度であることから、地方公共団体が負担する

ということで定義されております。これが年金制度についての負担割というような形にな

ってございます。

あとですね、先日議員さんにはお話ししていますけれども、詳細については廃止法の取

り扱い等々、あと個人年金、一時年金等々でございますけれども、それについては後日説

明会を開催する予定としております。

以上、１款１項１目議会費の説明を終わりますので、よろしくご審議のほど、よろしく

お願いをいたします。

○議長（長名 實君） 議会費の説明が終わりました。

質疑に入ります。

質疑はありませんか。

２番、青田良一君。

○２番（青田良一君） 議員年金の廃止に伴う説明だったと思いますけれども、私はちょ

っと納得がいかないのですけれども、もう一度お聞きしたいのですけれども、ずっとこれ

は本町が払い続けなければならないという法律になってしまったのか、どうかということ

がひとつでございます。いろんなからみの中で議員年金そのものが廃止になったという趣

旨は私は理解できますけれども、このつけをずっと本町が担っていくという考え方にはち

ょっと賛同できないというか、理解できないのですけれども、そこのところをわかりやす

く、もう一回お知らせいただきたいということがひとつです。それともう一つは、議会議

員となってから一貫して議会改革について主張してきておりますし、実際にその試みも行

われてございましたけれども、一問一答方式等についての成果はそれなりにあったと思う

のですけれども、私はそれで足りないと思っているのですけれども、そういったものに対

する予算配慮というものは、この中には私はみられてはいないと思います。そこで局長さ

んという立場の中で、本町の議会をどのような形で改革していかなければならないかとい

うことについて、お考えをお持ちであればお聞かせいただきたいし、それを具現化するた

めには必要な経費というのはかかってくるというふうに、私は理解するのですけれども、

そういった部分については、来年度については実施しないという予算上ではみてしまうの

ですけれど、それについてのことについてお聞かせいただきたいと思います。

○議長（長名 實君） 答弁を求めます。

議会事務局長。

○議会事務局長（加藤健次君） 一つ目の年金のこれからずっと継続するのですかという

ことで、現行法の中では１５名、あと遺族年金が１３名の方がいますので、この方と、あ

と現職で今後年金を受給される場合については、先ほどお話ししましたように、約概ねで

すけれども、うちの町でゼロになるまで負担が余儀なくされるということでございます。

二つ目の議会改革についてですね、予算化されていないのではないかということでござ

いますけれども、これについては今まで議会改革特別委員会が設置されまして、経緯とい

たしまして、全員協議会がその任を担うということで来ましたけれども、ここで改選期に

向けて私の考えですけれども、もう一度リセットをして、今後取り進める方がいいのでは

ないかということで考えております。以上でございます。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

１０番、樋坂里子君。

○１０番（樋坂里子君） 私はいつも議員定数削減の時に、国から議員報酬はいくらかお

りてきているということをいって、それで議員を減らしてもさほど変わらないのですよと

いうことを言ってきていたのですけれども、国から新十津川町の議員に対する報酬という
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のはどのくらい入っているのか、監査委員さんわかりますか。そこらへんちょっと、どの

くらい。全然ゼロではないと思っていたんですけれど、今一般財源化されて項目分かれて

いないのがあるので、はっきりわからないかなと思うのですけれども、それでもどのくら

い、議員一人当たりについてこのくらい国からの補助が、たぶん出ているのではないかな

というふうに思っていたので、その辺ちょっとお聞きしたいと思います。

○議長（長名 實君） 議会事務局長。

○議会事務局長（加藤健次君） ちょっとあの手元に資料がございませんので、あとでち

ょっとお知らせしたいと思います。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） それでは先ほどの１０番議員の答弁につきましては、のちほどと

いたしまして、１款議会費、１項議会費、１目議会費の質疑を終わります。

２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、２目財政管理費、３目財産管理費の説

明を求めます。

総務課長。

〔総務課長 石田賢吉君登壇〕

○総務課長（石田賢吉君） おはようございます。それでは議長のご指示をいただきまし

いたので、２款１項１目一般管理費から申し上げます。予算書は７８ページからになりま

す。本年度予算額２，９２１万６千円、前年度予算額２，８７３万８千円、比較で４７万

８千円の増額でございます。財源内訳といたしましては、国庫支出金が２万３千円、その

他財源で５８万６千円、一般財源が２，８６０万７千円でございます。続いて、特定財源

を申し上げます。国の自衛隊募集事務市町村委託金が２万３千円。以下はその他財源でご

ざいまして、開町記念式合同懇親会負担金、これお一人１千円の負担をいただいておりま

して、１４万円。それから生命保険取扱手数料につきましては、これ保険料を給料等から

引き去る際の手数料としていただいておりまして、生命保険会社と郵便保険会社の簡易保

険から各３％ずついただくことにしておりまして、３４万８千円でございます。職員総合

。 、 、検診事業被扶養者負担金が８千円 続いて 研修受講助成金９万円でございますけれども

これは市町村アカデミー研修派遣に伴って北海道振興協会からの助成を受けるものでござ

います。

次に、主な経費別の事業内容を申し上げたいと思います。まず総務事務７４３万４千円

でございますが、これは臨時職員の賃金５名分で４５５万３千円。職員の普通旅費８０万

円。その他社会保険料１７１万円等が主なものでございます。前年と比較いたしまして、

臨時職員を増員いたしましたのは、町長乗用車の運転手が今年あの定年になりますので、

臨時雇用措置とするための増員でございます。続きまして、通信事務２８０万円でござい

ますけれども、これは庁内で利用いたします郵便等の通信運搬費と宅配料でございます。

行政情報収集事務８５万８千円でありますけれども、官庁速報と行財政情報ネットの利用

料、それに庁内で購読する新聞５社の購読料等を計上しておりますが、前年と比較いたし

まして１８万円程度増やしてございますのは、現在、中央官庁の行政情報をリアルタイム

で収集しております行財政情報ネットワークのアイジャンプというのがございますが、こ

れの職員のユーザー枠を現在の１０人から職員全員が収集できるように、ユーザー枠を拡

大するための措置で増額となってございます。続きまして、叙勲等の事務１６万８千円で

ありますけれども、これは叙勲受賞者への叙勲額、今のところ予算では４枚購入する経費

でございます。規程審査事務３３５万７千円でありますけれども、これにつきましては、

法令集の追録代５１万６千円、それから町条例の電子化に伴います例規システムの利用料

２８３万５千円等を計上させていただいております。例規のデータベースには廃棄条例も
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含めまして、現在６０８本が入っておりまして、これに例年１２０本程度が改定されて加

除することになります。それから次の町政の渉外事務でありますけれども、前年同額でご

ざいます。理事者の普通旅費が１２０万円と町長交際費につきましては１９５万円という

ことで、これも前年同額でございます。職員健康診断事業２６８万５千円でありますけれ

ども、総合検診の対象者９３名分とその他オプション検診事業で２５３万４千円。３０歳

未満の成人病検診が９名おりますので、これが５万円。それから産業医との契約料、指導

料等で６万３千円等を計上させていただいてございます。次に非常勤職員の公務災害補償

事業４２万８千円でございますが、これ監査委員と執行機関の委員が４６名、その他の委

員２６０名、合わせまして３０６名分の社会保険料でございますが、今年度につきまして

は、選挙がございますので、その他委員の増員がありまして、予算的にも前年度より６万

円程度増えてございます。人事・給与事務は８２万９千円でありまして、赴任旅費が２名

分で３９万２千円、これは空知総合振興局へ派遣しております職員１名が今月の３１日を

もって任務が終わりますので、町への帰任する旅費と、それから新たに４月１日から北海

道から本町へ１名派遣職員がまいります。その赴任旅費を計上させていただいてございま

す。人事・給与計算システム関係でございますが、これは保守料が１２万６千円、それか

らバージョンアップ手数料等で１５万８千円を計上させていただいております。このほか

新規採用職員の試験手数料として９万５千円などが主な内容でございます。続いて職員研

修事業３５３万２千円でございますが、総額といたしまして前年度より４０万円ほど増額

いたしてございます。内訳といたしましては、自治大学校が３ヶ月の長期コースが２名、

それと１ヶ月の管理職短期研修が１名で、合わせまして１８０万円を計上させていただい

てございます。このほか札幌での北海道研修センター派遣と北海道町村会主催の研修のほ

か、専門知識習得のための自主研修の枠が２６名で１２９万９千円。それから庁舎内で全

職員を対象に行います能力アップ研修での講師招聘にかかる２回分の経費３６万円等が主

なものでございます。なお総合職員研修につきましては、今年度も引き続きまして、雨竜

町との合同研修として費用折半で行うことにいたしてございます。続いて功労者等の表彰

事業５８万６千円を計上させていただきました。表彰審議会の審議を待つことになるわけ

でございますが、対象者として一般功労者で３名、それから８８歳が対象となります永住

表彰者、今年度につきましては２７名の顕彰の経費を計上させていただいてございます。

開町記念式開催事業８１万円でございますが、本年からは再び菊水公園での式典を予定し

てございます。十津川村からは村長と新人の議会議員の皆様にもご出席いただける予定と

なってございます。また式典では昨年同様一般参加者を募集いたしまして、町民あげて祝

う形で執行いたしたいというふうに考えてございます。経費の内訳といたしましては、合

同懇親会経費が５２万円のほか、印刷製本費や通信運搬費でございます。事業ナンバーの

１３番から１５番につきましては、前年同額、同様の事業でありますので、説明を省略さ

せていただきます。１６番の合祀祭の開催事業であります。昨年お亡くなりになりました

名誉町民の故渋川勝石様を開拓物故功労者として招魂碑に合祀するための経費でございま

す。銘板の制作手数料で１５万２千円、その他消耗品、印刷製本費等でございます。なお

あの合祀祭につきましては、開町記念式の前日の６月１９日に実施を予定いたしてござい

ます。また事業ナンバー１７番以降につきましても、各種団体の負担金でありますので、

説明を省略させていただきます。

続きまして、２目の財政管理費について申し上げます。本年度予算額３８９万２千円、

前年度予算額３９２万１千円、比較で２万９千円の減額でございまして、財源内訳はすべ

て一般財源でございます。経費の内訳でございますが、内容でございますが、予算決算書

の調製事務でありますけれども、各４５部印刷いたしましたが、打ち込みと印刷までは担

当の財政グループが行いまして、製本に、いわゆる糊付けでございますが、製本に要する
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外注経費として５万５千円を計上させていただいてございます。次に、財政事務１１万円

でありますが、これは職員の普通旅費と財務財政図書の購入と追録代でございます。続い

て財務会計管理事務３７２万７千円でございますが、財務会計システムの保守委託料で６

０万５千円、それと平成１９年に北海道備荒資金組合からの借入で整備いたしました財務

会計システムの償還金３１２万２千円を計上させていただいておりますが、この償還につ

きましては２３年度末をもちまして終了することになってございます。

続きまして、財産管理費、３目を申し上げたいと思います。本年度予算額１億２，７７

９万２千円、前年度予算額１億１，８８３万５千円、比較で８９５万７千円の増額となっ

てございます。財源内訳でありますけれども、その他財源で９２９万７千円、一般財源で

１億１，８４９万５千円でございます。続いて、特定財源の内訳を申し上げます。すべて

その他財源でございますので、主なもののみを申し上げたいと思います。その他町有住宅

等貸付料８２４万２千円でございまして、これ町有住宅と北部耕地出張所の分所、それか

ら空知森林組合、樺戸セレモニーホール等でございますが、詳細につきましては歳入の説

明で申し上げたいと思います。公共施設整備基金の預金利子でありますけれども、０．１

３％の利息で見込んでございます。公衆電話の使用料７万２千円でありますけれども、こ

れは庁舎ほかゆめりあと改善センターに設置された分でございまして、公衆電話につきま

しては、この３台を除きましてすべて撤去されてございます。

また８１ページに戻っていただきまして、主な経費の概要でございますが、庁舎管理事

務２，６０６万円でございます。この額につきましては、前年度より４８２万円ほど増加

をいたしてございますが、修繕工事でございまして、水道本管からの引き込み管の取り替

えに５０万円、大会議室の床カーペットの張り替えに５８万８千円、それから防虫網戸の

取り替えに１９カ所で５１万５千円、それから雨の吹き込みに伴います庁舎４階の南面の

窓９カ所の改修で３００万３千円を計上させていただいてございます。そのほか庁舎前庭

のメタセコイアのほか５本の公木の剪定に４５万９千円計上いたしてございます。また役

場本庁舎の清掃、機械整備、管理、電話交換機器の管理業務等の施設管理経費、庁舎の小

破修繕、さらには燃料費、光熱水費、電話料等で、その他につきましては編成させていた

だきまして、予算は前年並みに計上をいたしてございます。次に、普通財産管理事務１，

１１４万６千円でございますが、旧吉野小学校の校長住宅と吉野園に隣接いたします旧克

雪管理センターの解体工事で８７９万９千円、旧吉野診療所の軒天の修繕に４０万円を新

たに計上させていただいてございます。そのほか通常分といたしまして、改善センターの

国有地の使用料３６万６千円、既存の１２カ所、２．３１ヘクタールの町有地の草刈りに

、 。５０万２千円 空き施設の雪下ろし等で３５万円などを計上させていただいてございます

次に、各施設共通管理事務１，４９９万４千円でございますが、３０カ所ございます公共

施設管理でございます。予算的には昨年よりも１１１万円ほど減額となってございます。

大規模改修を行う新十津川小学校の管理業務を今年は実施しないとするための減額でござ

います。いわゆる大掃除分の減額でございます。一方、長年保管してまいりました発ガン

性物質のＰＣＢが入っておりますコンデンサー、３５キログラムを室蘭の処理工場が稼働

いたしましたので、運び込みと処理料で７６万８千円を新たに計上させております。なお

町ではこれとは別に安定機２００台、６００キログラムを保管しているわけでございます

が、これについては平成２５年から順次処理が受け付けられる予定でございます。今の計

算で申し上げますと、１キロ当たり２万９，４００円ということでございます。６００キ

ロございますので、最終処理までには１，７６４万円程度の処理料を要するものと思われ

ます。共通管理経費といたしましては、電気工作物の保安施設が１４の施設分で１５７万

、 、 、円 定期清掃業務が６施設で２４４万円 消防用設備点検業務が１９の施設で１８２万円

、 、 、その他浄化槽機械設備 浄化槽点検で１２５万円 火災と損害賠償の保険料で４３８万円
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消火器の使用料が２７３本６２万円などが主な内容でございます。町有住宅の維持管理事

務１１５万２千円計上させていただきました。今年度は管理する２２戸に火災報知器を設

置する経費といたしまして６６台分、３８万２千円を新たに計上させていただいてござい

ます。その他通常管理といたしまして、小破修繕料が４０万円と空き家管理に要する経費

といたしまして冬囲いや除雪、草刈りの経費２６万１千円等が主な内容でございます。自

動車管理事務７１３万６千円。これは総務課が管理いたします車両１７台に係る経費でご

ざいまして、今年度は軽自動車、ジープ１台の更新で１７９万２千円を計上させていただ

いてございます。そのほか夏タイヤは３台分、冬タイヤは１台分を更新いたしますのでそ

の経費として２６万１千円を計上いたしました。このほか車検が６台で６１万円、定期点

検は１１台で１１万６千円、損害保険料等で８１万７千円、燃料費で１９８万円、自動車

重量税１２万５千円などが経費の内容でございます。ちなみに町の管理しております公用

車の総数につきましては、５０台でありますけれども、このうち除雪車が１５台ございま

すので、一般公用車につきましては３５台ということになります。次に電子機器の管理事

務７１９万９千円でございます。今年度は備品購入といたしまして、パソコン１２台の更

新とファイルサーバー１台の更新で、合わせまして３８４万３千円を計上させていただい

ております。そのほかプロジェクター１台の購入で２６万８千円を計上させていただいた

ほか、無停電電源のバッテリーの交換に３６万２千円を新たに計上いたしてございます。

また通常分といたしましては、総合行政ネットワーク、ＬＧＷＡＮでございますが、この

保守委託料７８万６千円、それから光通信回線の使用料で７１万７千円、アンチウイルス

ソフトの使用料等で６６万円等が主な経費の内容でございます。８３ページをお開き願い

ます。庁用管理事務９４４万９千円でございます。今年度は従来管理委託料で支払ってお

りましたコピー機等の契約を一切見直しいたしまして、リース方式に切り替えまして、コ

ピーとファックスとスキャナーが一体化になりました複合機及び印刷機合わせて１０台を

更新する予定でございます。その借り上げる経費といたしまして３４７万円を計上させて

いただいてございます。そのほかゆめりあと図書館への印刷機２台を備品購入費で１０６

万７千円計上させていただいてございます。また通常分といたしまして、庁舎内の共通事

務用品の購入で３９９万１千円、町名入り封筒の印刷３２万６千円などが経費の内容でご

ざいます。公共施設整備基金積立金５，０６５万６千円でございます。２３年度利息分６

５万６千円と２０年度から計画的に公共施設整備基金に積み増しをしているわけでござい

ますが、今年度につきましても５，０００万円の積み立てをいたしたいということで計上

いたしてございます。一応２４年度まで１２事業の予定をしておりまして、５億９，７０

０万円の需要に対しまして、２３年末現在では５億１，２００万円の積み立てとなってご

ざいます。

以上、３目につきまして、予算計上いたしました内容を申し上げました。よろしくご審

議いただきますようお願いをいたします。

○議長（長名 實君） １目管理費、２目財政管理費、３目財産管理費の説明が終わりま

した。

質疑に入ります。

質疑はありませんか。

６番、長谷川秀樹君。

○６番（長谷川秀樹君） ３目の財産管理費の最後に説明があった８番の公共施設整備事

業基金積立金、このことについて質問、教えていただきたい部分があるのですけれども、

今あの１０あまりの事業を予定しているということがありましたけれども、具体的にその

内容を教えていただければと思いますけれど。

○議長（長名 實君） 総務課長。
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○総務課長（石田賢吉君） それでは６番議員さんのご質問にお答えいたしますが、先ほ

どあの２４年度まで１２の事業で５億９，７００万円予想をいたしておりますということ

でご説明申し上げました。その内容というのは、一番大きいのはゆめりあの外壁だとか、

あと改善センター、図書館など、全部で１２の事業がございまして、主なものは屋根の防

水それから外壁の修理、塗装、そういう事業でございます。以上でございます。

○議長（長名 實君） ６番、よろしいですか。

２番、青田良一君。

○２番（青田良一君） 一般管理費についてちょっと質問させていただきたいなと思いま

す。お聞きしますと、石田さんには本議会で最後の議会というふうなことで、退職される

ということでお聞きしました。こんなところでいうのも失礼かもしれませんけれども、長

い間にわたりまして町政の発展のためにご尽力いただいたことにつきまして、この場をお

借りして心から感謝とお礼を申し上げたいと思います。特に、町が最も大変な時期に総務

課長という重要な職についてご苦労されたのではないかなというふうに思います。

それは置いておいて、それはそれとして質問させていただきたいのですが、町長乗用車

の運転業務につきまして、臨時雇用で対応するというお話でございますけれども、私の考

、 、 、えなんですけれども 町長の行動というのは不定期といいますか あまり定期的でなくて

土曜も日曜も夜もないみたいな、いわゆるその仕事の形態の一端を担う人を臨時職員とい

うのはいかがなものかなというふうに思うのですけれども、例えば普通の臨時雇用の人だ

と、事務のこのなんといいますかね、足らざるものを補っていただくという観点で、たと

えば９時から５時までという勤務であれば、それはそれで対応できると思うのですけれど

も、特定な人を考えての雇用だということは想像できますけれども、今後のことを考えて

も、町長の身近でそういった仕事をする人をその形をそういう形でやるのが、私にはちょ

っと理解できないし、その疑問を感じるわけであって、せめてその今退職される人を想定

しているのであれば、私が前から主張しているように、雇用の形態をもう少ししっかりし

たものの形の中でやっていく。つまり町長は拒否されましたけれども、再任用等の形を使

いながら対応していくという形の方が良いのではないかなというふうに思いますけれど

も、その点をお聞かせいただきたいと思います。

もう一点、職員研修についてですね、毎年縷々説明がございまして、本町からも自治大

学等へ行って、これからの町政の中核になってもらう人を育成しているということは、こ

れは非常に良いことだと私は思いますけれども、実はそのもうかなりそういった活動とい

いますか、行動を起こしてから年数が経つわけなんですけれども、総務課長としてでも結

構でございますけれども、全体的に職員をみてそういった研修の成果が、例えば政策能力

が優れてきたとかですね、人事管理の面で優秀な点がみられるとかですね、その研修の成

果が果たして庁舎の中で、あるいは役場全体として捉えた時のスキルアップとして、十分

そういったものにつながっているのかどうかという部分について、ご見解をお聞かせいた

だきたいなと思います。以上です。

○議長（長名 實君） 答弁を求めます。

総務課長。

○総務課長（石田賢吉君） まず１点目のいわゆる町長乗用車の運転業務を臨時職員でい

かがなものかということでございます。町長乗用車の廃止等にも絡めまして、これ行政改

革の中で平成１４年からずっと議論されてきた内容でございます。そんな中で実際に町長

が町長乗用車を使うのは、実際にどのくらいあるのかというような日数とか時間とか、そ

ういうものの統計を取って総務委員会にお示ししたこともあるわけでございますが、実際

としては３６５日のうちにやはり３００日を超える町長の職務といいますか、激務なわけ

でございます。これを町長乗用車を廃止して、公共機関なりそれを利用して町長行ってく
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ださいということになりますと、先ほど２番議員がおっしゃったように、非常に不定期の

勤務になっているわけでございまして、町長自身にも非常に心労をおかけするということ

でございますので、町長乗用車の廃止については、これは行政改革の枠から一応外しまし

ょうということになっていたかと思うわけでございます。その運転業務を担う職員もいわ

ゆる本採用でなければならないのかという話なんでございますけれども、今回臨時職員と

いうことで考えてまいりましたのは、まず保険関係のことがございまして、それで委託が

いいのではないか、属託がいいのではないか、それとも臨時賃金、どれがいいんだという

ような話の中で検討した結果、委託業務になりますと、どうしてもこれ営業的な要素にな

ってまいりますので、保険関係、雇用保険関係についても自分の責任で自分が消化しなけ

ればならないということになります。いわゆる臨時職員であれば労働３本の中で社会保険

に加入することもできますよというようなことで、そうしますと運転業務をやる方も非常

、 、にその保険関係についても 雇用関係についても気が楽だということがひとつありまして

雇用形態としてはどうなんだと、臨時職員であればいつ首切られてもしようがないという

ような、そういうような不安もあろうかと思いますが、やっているのは行政でございます

ので、あくまで半年、１年の中の契約の中で臨時職員として対応してまいりたいというふ

うに考えておりますので、雇用の関係からもそういうような不安はないのかなというふう

に考えてございます。

それと勤務形態でございますが、極力臨時職員が働ける、週３５時間なら３５時間の中

で勤務をしていただくということで、今担当課として考えておりますのは、半月分の町長

の日程表をあらかじめその臨時職員に対して示しまして、本人の都合も聞きながらその時

間数の中で勤務していただくと。それで夜遅くだとか、又は日曜日だとかという場合につ

、 、 、いては それはまた町長にお願いして個人車で行っていただくとか 職員が対応するとか

そういうような内容の中で臨時職員の雇用で町長乗用車の公務を遂行していきたいという

のが内容でございます。

それから２点目の職員研修の関係でありますけれども、私は個人的な考え方で大変申し

訳ないのですが、職員は行政財産だというような考え方をしておりまして、この行政財産

を使わない手はないだろうというのが常々思っております。その中で一番必要なのが、こ

れからはやはり職員の知的能力をいかに発揮させていくかということが、行政を進めてい

く中で大事なことではないのかなと、そんなふうに考えてございます。それで今までも自

治大学校を始め、市町村アカデミー、それから道内の各種研修に、平均いたしますと年間

職員の３分の１から４分の１にあたる職員を毎年研修に出してまいりました。その結果、

自治大学校に行っている、行ってきた職員等も非常に自治大学校の中でも評判がいいと。

また、帰ってきたあとも復命、職員に対する職員を集めての報告会だとか、そういうよう

なことで行っていない職員に対しても非常にその喚起しているといいますか、そういうよ

うな実績がございますし、職員の給与査定の段階で能力評価の試験施行もいたしてござい

ます。その中では執務態度だとか能力評価だとか業績評価だとかあります。２、３年前と

比べますと格段に職員の質が上がっているということは、その評価の中でも出ております

ので、冒頭申し上げましたように職員は行政財産でございますので、機会があるのであれ

ば、またあの議会のそういうような思いがあるのであれば、ぜひまた継続して若い職員に

対しても自治大学校まで行けるような体制のこの研修事業、こういうものを継続させてい

ただきたいというのが、私の個人的な見解でございます。以上でございます。

○議長（長名 實君） ２番、よろしいですか。

１０番、樋坂里子君。

○１０番（樋坂里子君） ７９ページの説明の９番の人事給与事務というところで、道か

らの一人派遣されてくるという説明だったのですけれども、道から派遣されてくるって、
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どういう中身で派遣されてくるのかというのが１点と、それから８１ページの財産管理の

４の町有住宅維持管理で、火災報知器を取り付けると言っていたのですけれども、新十津

川町でこれ今年の７月２４日までに全住宅つけなければならないということになっていた

はずなんですけれども、私もまだつけてはいないのですけれども、どのくらい普及されて

いるのかというのと、それにあわせてみどり区に開発公社の住宅ありましたよね。町で買

い取って一時は温泉病院の職員が入っていた住宅が２棟８戸あるんですけれども、あそこ

。 、今どのような使用をされているのか なんか空き家が結構あるような気がしたんだけども

あれは建築課で聞くべきなのかどうかわかりませんけれど、ただここに維持管理というこ

とがありましたので、お聞きしたいと思います。以上、お願いします。

○議長（長名 實君） 答弁を求めます。

総務課長。

○総務課長（石田賢吉君） それでは１０番議員さんのお答えをさせていただきますが、

まず人事給与事務の中で赴任旅費、道からの派遣でございますけれども、今のところ北海

道庁の本庁から１名派遣になる予定でございます。この職員につきましては、いわゆる地

方自治法に基づきます職員交流事業でございまして、それで道の職員にいろんな事務を研

修していただくのと同時に、我々職員も道の職員からいろいろな知恵を学ぼうということ

の目的でございまして、交流職員でございます。今考えておりますのは、産業振興課の方

に配置をいたしまして、ブランドの関係、農産物のブランド関係、それから農業振興公社

の立ち上げの関係、こういうようなプロジェクトに主体的に参加をいただく予定をしてご

ざいます。

続きまして、８１ページの町営住宅の関係ですけれども、火災報知器、今年の７月まで

でございます。それであの２２戸ございますので、そこに３カ所ずつ６６個つけようとい

うことで、先ほど申し上げたところでございます。新十津川全体については、私ちょっと

消防でございませんので、検査しておりませんので、新十津川全体につきましては、今度

広域の滝川消防署の中で嘱託員制度ができまして、その３名の嘱託員が全町全市ですね、

滝川、新十津川、雨竜、全市全町を回ってそれで火災報知器の設置の確認状況調査を今年

と来年かけて行うと、すべての家でございます。それでついていない場合については指導

を行うというようなことになってございます。

それとみどり区にあります町有住宅の関係でございますけれども、これは８戸ございま

して、現在５戸入居いたしてございます。それでおそらく１０番議員さんおっしゃりたい

のは、温泉病院の方が入っている時に非常にそのごみだとかなんかが山積して、そのまま

にしてあるのかというようなことだと思いますが、きれいに片づけてございまして、希望

があれば入居ができる状況になってございます。以上でございます。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はありませんか。

８番、後木幸里君。

○８番（後木幸里君） 総務課はこの新十津川町の一切の行政の本元だというふうに理解

しているのですが、行政全般にわたってわからないこと何もないはずですが、そういうこ

とをお聞きするのではなく、そういう部署であるという意味から、経費の節減については

やられていると思うのですが、多くを聞くわけにもいきませんが、まず自動車ですね。自

動車の管理経費、台数等々はこれは行政の中では膨大な数と経費がかかっていると思いま

す。経費の縮減からいえば仮に１台車を減らした時の経済的になんというのですかね、も

のがかなりあると、これは一般社会でも我々の家庭においてでも、車がもし、歩いて用を

足すとか、電信電話に頼るとかということで、１台減らすとものすごい経費が浮くわけで

。 、 。すね それは行政も同じでないかと思う中で 先ほど総務課関係１５台と言いましたかね

その他で３０数台というふうに聞いたように思うのですが、その辺に経費節減のものがあ
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るなと思うのですが、私は実際に役場のそのいわゆる行政の車と能率の関係、仕事の関係

のかねあいはちょっとわかりませんけれども、これだけ電信電話等々が発達しまして、相

当それによって業務は達成できることが多々あるはずなので、必ずしも自動車がなければ

ならない部署もありますが、なんとか１台でも減らしていく考え方、知恵を絞る、そんな

こと、今後余地があるのかないのか、お伺いしたいと思います。

○議長（長名 實君） 答弁を求めます。

総務課長。

○総務課長（石田賢吉君） それでは８番議員さんのご質問にお答えいたします。自動車

管理経費の関係でありますけれども、先ほども申し上げましたように、除雪車１５台を除

きますと３５台が町の現在の公用車でございます。総務課の管理につきましては１７台で

ございます。そのほかにどこにあるかといいますと、教育委員会の図書館、それから給食

センター、それから改善センター、ゆめりあにも５台だとか、６台だとかございます。そ

ういうようなことで、ひとつ考えていただきたいのが、決算書で毎年出しておりますが、

公用車につきましては例年台数を減らしておりまして、なおかつ車種につきましては、乗

用タイプから軽自動車にすべて変えてきてございます。先ほど申し上げましたように、今

年更新をいたしますのも軽のジープでございまして、そういうことで自動車管理経費につ

いては極力減らしていこう、燃料費の消費も減らしていこうというようなことで考えて、

、 、やってございますが なんと申しましても新十津川５００平方キロメートルございまして

山に行きますといいますと、やはり相当何十キロもございまして、電話や携帯電話で用が

足りるような町には残念ながらなっていないわけでございます。必要最小限の台数は今計

画では、集中改革プランの中では一般車３５台ということで出しておりますので、この台

数については今後も大きな行政事務の変化がないかぎりは変更をしません。ある程度は確

保していきたいというふうに考えてございます。経費の内容といたしましては、先ほど節

減の内容といたしましては、普通乗用から軽自動車への変更、これをできるだけ図ってい

こうというのが総務課の考え方でございます。以上でございます。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

２番、青田良一君。

○２番（青田良一君） 勘違いだったら許していただきたいのですけれど、庁舎の外壁で

すね、大変きれいになって町民の方々も喜んでいると思います。先ほどの地震でまち全体

がなくなったとか、役場庁舎がなくなったとかという報道がされておりますけれども、本

町の場合は津波とかそういうものの心配はないと思いますけれども、地震ですよね。学校

の方はおかげさまで計画的にその耐震の部分が進められているようでございますけれど

も、この庁舎は年数からいくと怪しいのかなと、私は思うのですけれども、そういった部

分について、もう終わっていたのだったらお詫び申し上げますけれども、終わっていない

のだとしたらやはりこういった災害といいますか、震災を契機にやはり中枢になる場所は

お金がないとかというような問題ではなくて、きちっとした手当が必要ではないかなとい

うふうに、私は思うのですけれども、そういう点についてちょっとお聞かせいただきたい

と思います。

○議長（長名 實君） 答弁を求めます。

総務課長。

○総務課長（石田賢吉君） 今のご指摘の件でありますけれども、残念ながら庁舎の耐震

についてはやってございません。それで今考えておりましたのは、まず学校が先だよとい

うことで、学校を終わらせました。その次に今度はどこが必要かとなりますと、一般町民

が集います改善センター、ここの耐震をやるのかなと。その一番最後に庁舎の耐震の順番

が来るのかなということで考えておりましたですけれども、今回そういうような大地震が
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起きまして、いわゆるその災害対策本部になるような役場自体がなくなっているというよ

うなこともありましたので、予算が許せば６月の補正予算の時に計上するような対応で進

めたいなというふうに、いまほど考えてございます。以上でございます。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

４番、笹木正文君。

○４番（笹木正文君） 財産管理費のところなんですけれども、公共施設整備基金積立金

、 、 、って 確か昨年５億円必要というような話を 昨年の予算委員会で伺ったのですけれども

今回５億１，２００万円総額ということなので、来年度からこれはそうしたら基金積立は

減額されるとか、そういうことになるのか、ちょっと説明してください。

○議長（長名 實君） 総務課長。

○総務課長（石田賢吉君） 公共施設整備基金については、２２年度のローリングで５億

９，７００万円くらい必要だということでございましたので、これについては新しい町の

計画が２３年度中にできあがりますので、順次そういうような公共施設の改修計画、それ

にどういう財源を充てるかというような自主計画については作ってまいります。以上でご

ざいます。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑がないようですので、１目一般管理費、２目財政管理費、３

目財産管理費の質疑を終わります。

１１時１５分まで休憩といたします。

（午前１１時０５分）

○議長（長名 實君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

（午前１１時１５分）

○議長（長名 實君） 先ほどの１目議会費の中の答弁が漏れておりましたので、答弁を

求めます。

議会事務局長。

○議会事務局長（加藤健次君） 先ほどの１０番議員さんの質問にお答えいたします。議

会議員の報酬の国の報酬、議員１人当たりいくらですかという、歳入に入っているという

ご質問だったのですけれども、これについては包括ということで、包括算定の経費で一部

であって、議会のその中で計上されているものですから、一人ひとりということではなく

て議会費のプラス人件費ということで、その中で包括的に入ってきているものですから、

一人なんぼということではございません。それで２２年度ベースでいくと３，９２５万７

千円の歳入を受けております。以上でございます。

（ ） 、 。○議長 長名 實君 それでは２款１項４目文書広報費 ５目企画費の説明を求めます

総務課長。

〔総務課長 石田賢吉君登壇〕

○総務課長（石田賢吉君） それでは１項４目文書広報費の予算内容を申し上げます。予

算書は８２ページから８５ページになります。本年度予算額３２７万２千円、前年度予算

額３５２万９千円、比較で２５万７千円の減額でございます。財源内訳でありますけれど

も、その他財源が６万円、一般財源で３２１万２千円でございます。特定財源を申し上げ

ますと、いずれもその他財源でありますけれども、町広報の購読料、これ望郷会関係者５

０件、１部８０円で計上いたしてございます。８４ページをお開きいただきたいのでござ

いますが、町の広報広告掲載料、これ２件分で１万円でございます。ホームページ広告掲

載料と町史の売払収入につきましては、これは仮置きということで、各１千円を予算付け
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させていただいてございます。

もう一度８３ページにお戻りをいただきたいと思います。次に主な経費の内容でござい

ますが、広報誌の発行事業２３０万２千円でありますけれども、広報しんとつかわの印刷

代と、これは配送料込みで計算しておりますが、１９６万６千円でございます。１ページ

当たりの単価６，５００円で計上しております。そのほか郵券料と消耗品等が内容でござ

います。まちづくり読本の作成事業でございますが、これは２３年度予算の解説書でござ

います。３，１００部を作りまして、４月中には各戸配布を終了する予定でございます。

なお各行政区団体に対するまちづくり懇談会につきましては、今年度につきましては、６

月下旬から日程調整を図りながら順次実施することといたしてございます。インターネッ

トのホームページ運営事業７２万５千円でございますが、これホームページのデザイン変

更料で４８万３千円と、システムの保守業務の委託料が２４万２千円を計上させていただ

いてございます。昨年４月から今年２月１６日までの全ページへのアクセス件数でありま

すけれども、６５万８，１１１件ということになってございまして、１日平均２，０５６

件でございます。昨年同時期よりも６．２％アクセス数が増えております。

続きまして、企画費について内容を申し上げたいと思いますが、予算書は８４、８５ペ

。 ， 、 ， 、ージでございます 本年度予算額２ ９５８万９千円 前年度予算額３ ３１６万３千円

比較で減額の３５７万４千円でございます。大きく減額いたしましたのは、昨年は開町１

２０年の記念事業費、この目で計上させていただいたためでございます。財源内訳でござ

いますが、道支出金で６万５千円、一般財源２，９５２万４千円でございます。特定財源

につきましては、北海道からの国土利用計画法に基づく土地利用規制等対策事業交付金で

ございます。

続きまして、主な経費の概要を申し上げます。まちづくり推進事務１４万９千円は、職

員の普通旅費でございます。３番のまちづくり人材育成事業５２万円につきましては、２

２年度同様町が指定します国内研修施設に限定して派遣するものでございまして、東京の

財団法人電源地域振興センター主催の研修に２名、経費といたしまして２１万２千円。そ

れと地域防災力の向上をめざしまして防災士４名の養成に要する経費３０万８千円を計上

いたしいてございます。ただ防災士につきましては、毎年２１年、２２年から募集をして

いるわけでございますが、各年度１名、今までに研修を終えて資格を取りましたのは２名

ということになってございます。なんとか今後３年間くらいにおいて各行政区１名ずつの

資格の取得者の養成を図ってまいりたいとするものでございます。行政評価推進事業８万

９千円でありまして、これは住民６００人への行政に対するアンケートの実施に要する郵

券料を計上させていただいてございます。総合行政審議会運営事業２２８万７千円でござ

いますが、この総合行政審議会委員は２０名でございまして、現在は総務部会と住民生活

部会、それに総合計画部会の３部会にわかれておりまして、行政評価の外部評価、それか

ら福祉、住宅施策、総合計画の策定等々の審議を行っていただいてございます。２３年度

ではこれに環境施策についてもご審議をいただくこととしておりまして、延べ４３回の会

議を予定してございます。委員報酬が２２５万１千円、費用弁償は３万６千円を計上させ

ていただいてございます。次に、まちづくり基本条例啓蒙事業は１１万５千円でございま

す。本条例につきましては、今年１月１日から施行されているわけでございますが、住民

の関心度が今ひとつの感がございますので、今年の２月２日に発足いたしました町民の皆

、 、さんによりますまちづくり基本条例を進める会と一緒に この条例がなぜ必要だったのか

この条例で住民や議会そして行政がどう変わっていかなければならないのかを中心に、住

民への意識の浸透、盛り上がりを図ってまいりたいというふうに考えてございまして、各

、 。方面や団体等へ出向く車代を進める会に負担をするということで ７万５千円の予算措置

また、まちづくり基本条例や自治基本条例を研究調査されております大学教授によります
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講演とシンポジウムの開催経費といたしまして４万円を計上させていただいてございま

す。続いて、新十津川町第５次総合計画策定事業２４１万３千円でございますが、予定さ

れております地方自治法第２条等の改正では、市町村の基本構想策定については必須の条

件から除外されそうでございますが、本町の場合まちづくり基本条例で策定することとし

ておりますので、これに基づいて今後１０年間の総合的なまちづくり構想を樹立するもの

でございます。本編４００部の印刷とダイジェスト版５，０００部を印刷する経費として

。 、 。計上いたしてございます 続きまして 地域公共交通活性化事業２９６万円でございます

これにつきましては、国土交通省の指定を受けまして平成２０年度から実証運行している

わけでございますが、２３年度が最終年度となります。昨年に引き続きまして乗り合いタ

クシー方式をもって、８月から９月の間の夏期の２ヶ月間、徳富区と総進方面で３路線に

わけて実証運行をいたしたいというふうに考えてございます。今年度につきましては、こ

の方面へ乗り入れている中央バスのふるさと公園線と西徳富線を全面運休いたしまして、

滝川までタクシーが乗り入れる方式での実証試験運行を実施する予定でございます。また

一部上総進線のルートを変更することによって、この辺をカバーしてまいりたいというふ

うに考えてございます。パンフレットの作成料や乗り合いタクシー運行委託料、オペレー

ターの賃金、調査委託料等の町の負担分を計上させていただいてございます。補助率につ

いては２分の１になってございますが、国の補助金が年々減っております。そんなことで

新十津川町の地域公共交通活性化協議会には国の補助金が直接交付されることになりま

す。続いて中央バスの運行支援事業１，９６１万円でございますが、負担金といたしまし

てＪＲの代替３路線分で８１８万４千円と、前年度より１３０万円ほど増額して計上させ

ていただいてございます。これは乗客の減少が激しい花月、砂川線で６０万円の増の４５

５万４千円の負担を見込んだ結果でございます。滝川北竜線については１６９万４千円、

滝川浦臼線については１９３万４千円でございます。なお路線時における関係市町の今の

負担率でございますけれども、平成２３年度末ということで紳士協定上なってございます

が、実際にはもう協議を始めております。今年度中に路線の存続の是非を含めまして、新

、 、たな負担率を決める必要がございますので 前段の地域公共交通のあり方とも絡めまして

町内公共交通の今後のあり方について上半期内には決める必要性に迫られているというよ

うな状況にございます。また補助金といたしまして、西徳富線とふるさと公園線の合わせ

まして１，１４２万６千円を計上させていただいておりますが、先ほど申し上げました実

証運行の関係から１１万６千円減額して計上いたしてございます。事業ナンバー１０番か

ら１２番につきましては、各団体に対する活動負担金でございますので、説明を省略させ

ていただきます。以上、予算の内容を申し上げました。よろしくご審議をいただきますよ

うお願いいたします。

○議長（長名 實君） ４目文書広報費、５目企画費の説明が終わりました。

質疑に入ります。

質疑はございませんか。

２番、青田良一君。

○２番（青田良一君） 第５次の総合計画の策定がということでお話がございましたけれ

ども、このスケジュールが決まっていればお話、お示しをいただきたいことと、これに住

民がどのような形で関わっていくのか、そういった部分についても情報があればお聞かせ

いただきたいなと思います。以上です。

○議長（長名 實君） 答弁を求めます。

総務課長。

○総務課長（石田賢吉君） それでは２番議員さんのご質問にお答えいたしますが、策定

スケジュールといたしましては、総合構想、それから計画の策定につきましては２３年度
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の９月以降までには、総合審議会の議論をいただきながら素案を策定いたしまして、議会

にも９月、できれば９月議会には素案を１回見ていただきまして、そして１２月議会では

本計画をあげれるような、今のところスケジュールで進もうということでいたしてござい

ます。それから住民との関わりということでございますが、これにつきましては、まちづ

くり基本条例等の際に行いましたワークショップ方式というのは考えてございません。今

後１０年間という長い期間の中で、非常に見通しをするのも非常に難しいような行財政状

況の中で、できるだけ植田町長のお考えを伺いながら、素案について審議会の中でご検討

をいただくというような形の中で進めていきたいというふうに考えてございますので、一

般町民の方に出向いてご意見を伺うということは、今のところ考えてございません。あく

。 。まで総合行政審議会の中でご議論をいただくということでございます 以上でございます

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

５番、平沢豊勝君。

○５番（平沢豊勝君） 地域交通の関係でお話を聞かせていただきたいのですけれども、

先ほど今年については乗り合いタクシーを利用して、西徳富、ふるさと線を試験運行する

ということでありましたけれども、大和とか花月というような形がその中に網羅されてい

なかったのでありますけれども、今後そのような地域についてはどのようなお考えをされ

ているのかお聞かせをいただきたいと思います。

○議長（長名 實君） 答弁を求めます。

総務課長。

○総務課長（石田賢吉君） それでは５番議員さんのご質問にお答えいたしますが、地域

交通のあり方については、今後早急に結論を出さなければならないということなんでござ

いますが、先般、総務委員会でこの調査事項でご審議をいただいた経過があるのですけれ

ども、担当課といたしましては、基本としては現在走っている国道を中心とする路線バス

については維持をしていこうというような考え方でございます。ということは、１市町で

その路線を抱えるというのではなくて、現在のところ関係する市町は応分の負担割合を決

めた中で赤字を負担しているということで、この国道の走っている路線につきましては、

そういうことからいたしますと経費が安上がりになるというようなことを考えてございま

す。国道以外の道道又は町道を走っている路線につきましては、新十津川町が１町でこれ

を負担しているわけでございます。例えば総進線と西徳富線、現在先ほど申し上げました

ように中央バスさんからは１，１００万円程度の要求でございますが、実際にはこれ中央

バスさんとの紳士協定でそこの額にしていただいているわけなんですが、中央バスさんも

決して経営が楽ではないということで、実際に請求が上がっておりますのは３，３００万

円でございます。この３，３００万円の請求に対して１，１００万円を、なんとかこの額

でしてくださいというような内容で毎年補助金を交付しております。そんな関係で国道に

ついては路線存続、それから道道、町道を走っているものについては極力乗り合いタクシ

ーに変えていこうというのが担当課の考えでございまして、そうした場合に経費が一番節

約できるであろうというような試算をいたしてございます。ですから大和、花月につきま

しては、路線バスがメイン。それから社会福祉協議会の方でやっております福祉バスです

か、これとの併用によって、その地区についてはカバーできるであろうということで考え

てございます。その他の地区につきましては、上総進線を残しまして、西徳富線と総進線

につきましては廃止をして、いわゆる総進の奥、それから学園、吉野、旧幌加、こういう

ところについては乗り合いタクシーで運行した方がいいのではないかというのが担当課の

意見で、結論でございます。以上でございます。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

１０番、樋坂里子君。
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○１０番（樋坂里子君） さっき説明の中で地域防災士の話、ちょっとありましたよね。

それで今年というか、今月の３月の２６日、滝川消防でその防災なんか訓練の講習をやる

ということで、町内の回覧板で回ったのですけれども、それと関係あるのかどうか。そこ

らへんお願いしたいです。

○議長（長名 實君） 総務課長。

○議長（長名 實君） ただ今の１０番議員さんのご質問にお答えいたしますが、防災士

は実はこれはＮＰＯ法人の日本防災士機構というのがございまして、これは例えば３泊４

日の講習を受けて試験を受けて認定を受けるというものでございます。それからいわゆる

防災マスターというのは、これは北海道の防災システムでございまして、防災マスターの

研修ということで、似たようなものなんですが、資格が得られるというのではなくて、そ

ういう緊急事態の時に地域活動、地域の救助活動については地域の中のいわゆるボランテ

ィアのリーダーとなる人をその養成しようというのが、この道が考えている防災マスター

制度でございまして、いまのところ大変好評でございまして、５行政区１９名の方が受講

されるということで申し込みがまいってございます。以上でございます。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

３番、山田秀明君。

○３番（山田秀明君） インターネットのホームページの関係なんですけれど、これ年に

、 。 、何回更新するとか そういうのは定期的に決めてあるのでしょうか それを聞きたいのと

今まちづくり基本条例ができて、情報の公開が早急にすべて早く伝えなければならないと

いう状況になってきている中で、インターネットのホームページの視聴率が上がってきて

いるとさっき言っていましたので、もし更新が、なんかいつまで経っても変わっていない

ような時が、変わっていないというか、決められているのかな、何カ月、２カ月くらいし

てもまだ変わっていないとかという部分が結構あるので、その辺年に２回なら２回、こう

決められているのか、わかれば教えてください。

○議長（長名 實君） 答弁を求めます。

総務課長。

○総務課長（石田賢吉君） それでは３番議員さんのご質問にお答えいたしますが、ホー

ムページの内容の変更につきましては、お知らせする内容の変更につきましては随時お知

。 、らせいたしてございます ですからトピックスを見ていただければわかるんですけれども

これ毎日変更しておりますので、その都度変わっております。それとホームページ全体の

フラッシュだとかそういう部分につきましては、これ変えますとまた相当お金がかかると

いうことで、ホームページ運営委員会というのが内部組織ございまして、その中でこうい

、 、うものを流した方がいいよとか こういう編成をした方がいいよというような協議をして

では変えましょうかということで、不定期でございますけれども、随時これについても更

新をしてございます。あとまちづくり基本条例の関係でございますけれども、これについ

てホームページに記載というか、掲載はさせていただいております。まちづくり基本条例

進める会、この間も行政区長さんの方にお願いをしてあるのですけれども、体制はいつで

も出かける体制はできあがっているわけなんですが、まだ実際にはご要望がなかなかない

ということもあります。１件、２件の要望でございますので、できましたらこういうまち

づくり進める会、できあがったので、ぜひ話を聞いてみようということで、議員さんの方

、 、も積極的にＰＲをいただければ 非常にありがたいなというふうに考えてございますので

よろしくお願いいたします。

○議長（長名 實君） はい、３番。

○３番（山田秀明君）ホームページのことわかったのですけれども、議会だよりとか町だ

よりはそんなに簡単には変わっていっていないですよ。それと今いったまちづくり基本条
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例のことについては、大和方面３０日にくることになっていますので、それは聞いていま

すので、しっかり行って勉強してきたいと思っていますけれども。あとあの議会だとか、

議会の関係だとかホームページの中ですぐこうある程度更新していければ、議会だよりが

、 、遅れても意外となんもあれなんですけれど 結局議会だよりが２カ月も遅れてしまったら

新鮮味がないとかというように、前によくいわれたのですけれども、そういう部分でそう

いうトピックスなんかで毎日変わる部分と、やっぱりこう月に、議会なんて年に４回しか

ないものだから、それ終わって議会だより発行されて、そのあとでもまだしばらく変わっ

ていないような感じに見えるので、その辺の方はどうなっているのですか。ちょっとお聞

かせください。

○議長（長名 實君） 総務課長。

（ ） 。 、○総務課長 石田賢吉君 大変失礼をいたしました ホームページ運営委員というのは

各課単位でおりまして、責任者がおりまして、それでその者がその都度必要な箇所につい

ては直していくと、打っていくということになっておりまして、特に議会は人数が少ない

ということもございまして、掲載が遅くなっている点もあります。それから定例会の議事

録が半年遅れでまだあがっていないというようなお叱りもまたいただいているのですが、

そういうこともありまして、できるだけまた運営委員会の中でなんといいますか、記事の

更新については極力早めにやるように指導してまいりますので、よろしくお願いをいたし

ます。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑がないようですので、４目文書広報費、５目企画費の質疑を

終わります。

２款１項６目交通安全対策費の説明を求めます。

住民課長。

〔住民課長 林 敏幸君登壇〕

○住民課長（林 敏幸君） おはようございます。それでは交通安全対策費について、予

算内容をご説明申し上げます。予算書は８４ページから８７ページになります。

予算に入る前に、平成２２年１２月末における本町の人身交通事故状況をお知らせした

いと思います。これ滝川警察署の資料でございまして、２３件、２９名の方が事故に傷害

にあっておられます。それでこれは前年度と対比いたしますと６件、５名の増加となって

ございます。現在交通事故死の死亡者ゼロという記録がございますが、平成１８年３月２

、 、 ， 、２日以降 現在 町長の行政報告にもございましたが１ ８００日を越えてございまして

９月１１日には２，０００日を達成するという見込でございます。それから本町の住民の

方、交通安全の意識、非常に高うございまして、交通安全のいろいろ行事の時には議員さ

んをはじめ住民の方いろいろご出動願っております。それで交通安全パーフェクトゼロ市

町村という言い方がございます。これは住民の方が町内それから町外ともに交通死亡事故

を起こしていないという市町村でございます。これは３月１６日に知事から感謝状をいま

、 。 、授与されるわけでございますが 連続４回ということになってございます それから次に

警法犯の認知件数でございますが、平成２２年、この実績が出ておりまして、平成２２年

の実績は２２件認知されてございます。ほとんど窃盗でございます。窃盗が１６件という

ことになっております。平成２１年は３２件ございましたので、それから見ますと１０件

減少という形になって、非常に喜ばしい形になってございます。

それでは内容のご説明を申し上げます。２款総務費、１項総務管理費、６目交通安全対

策費でございます。本年度予算額３３０万２千円、前年度予算額３７１万４千円、比較で

４１万２千円の減額となってございます。財源内訳ですが、その他の財源ということで１
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。 。６万１千円 中空知交通災害共済事務交付金ということで１２万５千円受けてございます

それから交通安全指導員の被服購入助成金ということで３万６千円。これを見込んでござ

いまして、一般財源は３１４万１千円でございます。

次に、事業ごとに申し上げます。交通安全施設整備事業ということで７６万５千円。こ

れあの花月、橋本両区の交通検問所の電気料等の維持管理費、それから交通安全に設置し

、 、 。ておりますナトリウム灯 それから赤色回転灯の維持管理費 これを計上してございます

次に、２番でございますが、交通安全推進事業でございます、推進費でございます。これ

は９４万１千円でございますが、交通指導員１５名の年間の報酬及び街頭指導、イベント

支援事業での活動経費ということでございます。今年度は平成２３年３月３１日で、交通

指導員２年の任期でございますが、任期が切れます。それで新年度につきましては、今ま

で１３名だったのですが、１５名、２名の増員を見込んで、現在２名の増員を図りたいと

考えてございます。またあの今回制服の更新経費ということで、この経費につきましても

１３万２千円、これを同じように見込んでございます。それから３番目ですが、交通安全

車両管理事業３４万３千円につきましては、交通安全活動に使用の現在のパトカーの車検

費用、これと燃料費等の維持管理費を見込んでございます。次に、４番目ですが、新十津

。 。 、川町安全安心推進協会の負担金でございます １２５万３千円 次のページになりますが

８７ページになりますが、新十津川町安全で安心なまちづくり条例の制定指針に基づきま

して、一昨年４月に結成された組織でございまして、今回３年目を迎えるということで、

町内に現在１１支部を結成し、区域内の防犯活動の一環といたしまして、青色回転装着車

による巡回、それから不法投棄防止パトロール、それから交通安全意識高揚のための広報

活動、これらの事業を展開してございます。本年度も昨年に引き続きまして、交通安全及

び地域安全旗等の活動備品整備を進めて、これらに対処していきたいという計画でござい

ます。以上、６目交通安全対策費のご説明に代えさせていただきたいと思います。よろし

くご審議お願いいたします。以上でございます。

○議長（長名 實君） ６目交通安全対策費の説明が終わりました。

質疑に入ります。

質疑はありませんか。

２番、青田良一君。

○２番（青田良一君） 予算がらみということでお聞きいただきたいと思うのですけれど

も、交通安全週間等の立哨でございますけれども、これはそれで大変良いことだなと思い

ますし、みんなが協力することも素晴らしいことだなと思うのですけれども、ただもうち

ょっとうまく調整をとってもらわないと、例えばその子どもたちが歩いて学校へ行く時に

逆に驚くくらいの人が実は立っているのですよね、現場はですね。地元青葉区の老人クラ

ブなんかも非常にまじめなものですから、決められた時間よりも前に行って、その数もま

たすごいのですよね。ですからくる文書も毎年同じなんですよ。私比較してみたのですけ

れども、どこどこに青葉は立ちなさい、人数はこのくらいですよってきたらですね。なん

とか工夫できないものかと。なんかその歩いている人等にも、なんと言ったらいいのでし

ょうかね。立っている人があんまり大勢いるのもいかがなものかなと、私はちょっと思う

のですよね。それよりも例えば１週間なり４日なりという期間はわかるのですけれども、

それを町独自でたとえば２週間に分散して子どもたちの通学の安全をフォローするとか、

そういう発想を変えながらこのいわゆる交通安全のその思想といいますか、取り組みとい

うものを定着させていくというような方向性を、私は考えるべきでないかなと思うのです

けれども、担当の課長さんとしていかがでしょうか。

○議長（長名 實君） 答弁を求めます。

住民課長。
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○住民課長（林 敏幸君） この交通安全の週間は年に４回、日にち決まっているのです

ね。それで今、２番議員さんのおっしゃられるところは非常に参加率が高い、高くて非常

に良いことなんですが、逆に低いところもあるわけなんですね。それで非常に高くて、非

常に出てもらっているからそのようになっているという形でございまして、それ分散する

ということになりますと、どういうふうに分散またするのかと、行政区を越えて老人クラ

ブに出ていただくかということもございますので、現在はそのままで行くのがいいのかな

というふうには思っています。ただ期間をというお話もございましたので、その辺ももう

ちょっと指導員等につきましても、ちょっとお話をしてみたいと思っております。以上で

ございます。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

１０番、樋坂里子君。

○１０番（樋坂里子君） 信号ついたのですけれども、西１線と滝川から来る道の交差す

るあそこね、あそこの交差点前にも言ったんですけれども、それで道路に印刷して、事故

にならないようにと言ってたんですけれども、あの道路に印刷したの大した目立たないよ

うな気がするのですよね。それで私いつも言っているのは、上にストップのついている標

識をパッパッと点滅するのあるでしょう、あれに取り替えてもらえないかなと思うのです

よね。夜走っていると下のところはあまり目立たないし、あれがひとつ色でなると目立つ

ような気がするのですよね。暗い時にいつも走ったら、あそこ全然高いのが見えないもの

ですからね、いつも通るから私方ストップするのだけれども、初めて通った人だったらち

ょっとわからないかなと思うので、あそこの信号機というのかな、それを取り替えて欲し

いなという要求がひとつあるのですけれども。

○議長（長名 實君） 住民課長。

○住民課長（林 敏幸君） それでは１０番議員さんにお答え申し上げたいと思うのです

が、現在あの場所は根本的には信号機をつけていただきたいということで、警察の方に要

請をしてございます。ただ信号機が道の方で予算の関係、それからＬＥＤ電球に信号機を

代えるということもございまして、非常に設置個数が少のうございます。それでさしあた

って町でも、さしあたっての信号がつくまでということで、あのように下のシートを貼っ

。 、 、たわけなんです あれは道内で３例目ということで １件貼ってみてどうかということで

試験的な要素も実はあります。それから町でここまでやっているんですよということで、

滝川警察署の方になるべく信号をつけていただきたいという要請の意味もあるのですね。

滝川警察の交通課長ともお話ししているのですが、交通量が優先度でいきますとちょっと

量が少ないと、こういうことなんですね。そこら辺もございまして、なかなかつかないと

いうのが現状でございます。それで上に大きな盤というお話も実は警察の方にしてござい

ます。それから実際にそういうのはまだついておりませんけれども、そういう要請はして

いきたいとは思っております。最終的にはあそこは信号機をつけたいと、町の考えは信号

機をつけていただきたいという考えでございます。以上でございます。

○議長（長名 實君） ５番、平沢豊勝君。

○５番（平沢豊勝君） 交通安全推進事業についておたずねをしますけれども、昨年まで

１３名ということでありまして、今回１５名ということで、２指導員さんが増員されるこ

とは望ましいことだなと思っております。それでこの事業費を見まして、あまり増額され

ていないなというふうな感覚を持っています。それで指導員さんが非常になり手がいない

という現状にあります。地域で選考いたしましても、半強制的な形の中でご苦労をいただ

くことになっています。そういう形の中で、ボランティアということであっても、少しな

りとも報酬を考えて上げるべきでないかなというのを私は考えておりますけれども、今後

そういう考えはあるのかないか、お聞かせをいただきたいと思います。
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○議長（長名 實君） 答弁を求めます。

住民課長。

○住民課長（林 敏幸君） それでは５番議員さんのご質問にお答え申し上げたいと思い

ます。現在交通指導員は１３名でございます。当初２年前は１５名の方を選任したわけで

、 。ございますが 転出それから仕事の関係で２名の方が辞められたということで現在１３名

ですから１５名と言いましても元に戻したいということでございます。それから報酬につ

きましては、非常勤特別職ということでございまして、年間３万円ということになってご

ざいます。それから立哨手当につきましては、１日１千円というガソリン代程度しか支出

していないというのが現状でございます。ただ非常勤特別職ということもございまして、

公務災害これらも全部掛けてございまして、身分はその保障はされているところでござい

ます。ただボランティアということもございまして、今のところは値上げというところま

で考えは持ってございません。今のところ３万円というその条例の中で進めていきたいと

思っています。以上でございます。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑はないようですので、６目交通安全対策費の質疑を終わりま

す。

１時まで休憩といたします。

（午前１１時５４分）

○議長（長名 實君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

（午後 １時００分）

○議長（長名 實君） まだ先が大変たくさん残っておりますので、質問される方は簡潔

な質問でよろしくお願いをいたします。

２款１項７目町有林造成管理費の説明を求めます。

産業振興課長。

〔産業振興課長 後木祥一君登壇〕

○産業振興課長（後木祥一君） それでは７目町有林造成管理費についてご説明を申し上

。 。 、げます 予算書は８６ページから８９ページでございます 本年度予算額９７８万６千円

前年度予算額５，１０２万５千円、比較で４，１２３万９千円の減額でございます。減額

の主な理由といたしましては、分収造林事業におきまして春の新植事業ですとか下刈り事

業など当面必要な事業のみを計上いたしまして、作業道の新設ですとか分収造林事業の秋

事業、これらの事業につきましては６月の補正予算に計上させていただく予定でございま

す。財源の内訳といたしましては、国道の支出金で２１万１千円、その他財源で８４２万

９千円、一般財源が１１４万６千円でございます。特定財源について申し上げますと、国

道支出金の２１万１千円についてでございますが、これは幌加町有林の下刈り工事４．５

ヘクタールに対する補助金でございまして、補助率が４０％となっております。その他財

源の森林総合研究所分収造林事業負担金につきましては、負担率１０分の１０ということ

で８４２万９千円を計上いたしたところでございます。

続きまして、主な経費別の事業を申し上げますと、１番目の町有林保育管理事業では、

花月、幌加、それに創造の森町有林、花月と幌加合わせて６．９５、約７ヘクタール、創

造の森については３．２５ヘクタールの下刈り工事で９４万７千円を計上いたしておりま

。 、 、 ．す ２番目 森林総合研究所分収造林につきましては 奥トップ分収造林地の下刈り８０

１５ヘクタール、春の新植５ヘクタール、それらの苗木１万１，５００本にかかる経費で

ございます。奥トップの進捗状況ですけれども、平成８年から平成２２年までの１５年計
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画を立てましたところ、２２年度末で進捗率が９２％まで進んでまいっております。これ

が奥トップでございます。町有林全体についての概要を申し上げますと、現在１，４３３

ヘクタールを管理いたしております。このうち分収造林契約をしておりますのが７７９ヘ

クタールで、５４．３％になります。さらにこのうち植栽が終わっておりますのが５２５

ということで、６７．４％植栽が終わっているということになっております。以上、内容

を申し上げまして、ご説明とさせていただきます。よろしくご審議をいただきますようお

願いいたします。

○議長（長名 實君） ７目町有林造成管理費の説明が終わりました。

質疑に入ります。

質疑はございませんか。

１０番、樋坂里子君。

○１０番（樋坂里子君） 説明で春の分だけ今回やって、秋の分は６月ということなんで

すが、年度替わりというのか、選挙のある年でそういうふうにしたのか。私は１年間でや

るのが決まっているのであれば最初に１年分を出すのが普通、そしたら当初予算というの

がはっきりわかるわけだから、その方がいいかなと思っているのだけれど、減額があるの

でそれはそういうふうにはならないのかどうかということを聞きたいなと思ったのです

よ。

○議長（長名 實君） 答弁を求めます。

産業振興課長。

○産業振興課長（後木祥一君） 補正に回した理由としては、骨格予算というのもひとつ

ございますが、国の予算の付き方が２２年の当初予算が非常に公共事業が落ちたというこ

とで、補正待ちであったというのもひとつ大きな要因に入っております。分収造林の方に

ついては、この後段の方でほぼ予算が付いたと、我々が予算編成する時点ではまだ不確定

だったわけですが、その後の情報で大丈夫だというふうな話になってまいりました。予算

編成の時点でそういう不確定要素があったということで、６月の補正に回していただいた

ということでございます。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑がないようですので、７目町有林造成管理費の質疑を終わり

ます。

２款１項８目公平委員会費、９目行政区費、１０目諸費の説明を求めます。

総務課長。

〔総務課長 石田賢吉君登壇〕

○総務課長（石田賢吉君） それでは８目の公平委員会費の予算内容を申し上げます。予

算書は８８ページ、８９ページでございます。本年度予算額４万６千円、前年度予算額７

万２千円、比較で２万６千円の減額でございます。財源はすべて一般財源でございます。

事業の内容でございますが、公平委員さんにつきましては３名でございます。委員会２

回の開催にかかる報酬と費用弁償を計上いたしてございます。

続きまして、９目行政区費につきまして申し上げます。本年度予算額２，４３０万円、

前年度予算額２，４００万３千円、比較で２９万７千円の増額でございます。財源内訳で

ございますがすべて一般財源の２，４３０万円でございます。

主な経費の内容でございますが、行政区の運営事業５３７万５千円。これは行政区長１

１人分、月額２万４千円の区長報酬で３１６万８千円。これと行政区の事務取扱交付金２

１６万円が主な内訳でございます。行政区自治会館の維持管理事業の５０万円。これは会

館の通常での小破修繕料を計上いたしてございます。バスの待合所管理事業３９万７千円
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でございますが、町内に現在２８カ所あります待合所の修繕料でありまして、今年度は中

央バスの弥生演武場停留所、これを解体する経費として２９万９千円を新たに計上させて

いただいております。続いて、中央地区の市街街路灯維持管理事業４５０万円でございま

すが、これは負担金として前年同額を計上しております。市街地の７つの行政区に及ぶ市

街地街路灯２４９基分の電気料と修繕料でございまして、町は電気料の８割、保険料と修

、 、繕料は全額を負担することになっておりまして 街路灯維持管理組合事務につきましては

新十津川商工会が所掌をいたしてございます。行政区活動支援交付事業１，３５２万８千

円でございますが、これは交付金は３つの区分をもって行政区に交付いたしております。

まず行政区活動基本事業、これは区民１人当たり年間１９０円と、１行政区当たり３万円

、 。 、の定額金の交付で 合わせまして１７０万８千円でございます ２つ目の行政区共同事業

これは従来行政が担ってきた仕事を地域にお任せするというものでございまして、この防

、 、 。犯灯等の維持事業 広報の配布 地域公園の管理等も含めまして６３２万円でございます

３つ目は行政区が独自に提案する事業に対して１行政区当たり限度額５０万円を交付する

ものでありまして、１１行政区合わせまして５５０万円を計上させていただいてございま

す。

続きまして、１０目の諸費について申し上げます。本年度予算額１億６２１万１千円、

前年度予算額７１７万８千円、比較で９，９０３万３千円の増額でございます。これは昨

年８月２４日の本町を中心とするゲリラ豪雨のように、今後の予期せぬ自然災害対策に備

えるために、前年度計上していなかった北海道備荒資金組合へ１億円の積立を新たに今年

。 、 、度からはじめるための増額でございます 財源内訳でありますが 国庫支出金で１５万円

その他財源で３３８万８千円、一般財源が１億２６７万３千円でございます。特定財源と

いたしまして、国からの人権啓発活動委託金として１５万円、その他財源として、財政調

整基金、減債基金、地域振興基金、ふるさと応援基金、住民生活に光をそそぐ交付金活用

基金の５本の預金利子として２３８万７千円を計上いたしてございます。そのほか、ふる

さと応援寄附金で１千円、総合賠償保険金として１万円、公有物件の共済金として９９万

円を計上しておりますが、これはこの３本につきましてはいずれも仮置きの数値でござい

ます。なお各基金利子の詳細については、歳入の財産収入の方で内容のご説明をさせてい

ただきます。

８９ページにお戻りをいただきまして、主な事業内容について申し上げますと、町民葬

、 、祭事業６０万５千円でありますけれども これ葬儀用の灯籠の賃借料８０件分で１６万円

それに香典等の葬祭扶助料が９５件分を計上させていただいておりまして４４万５千円で

ございます。損害賠償事務でありますけれども、これは交通事故、道路管理の瑕疵によっ

て相手方に賠償するものでございますが、前年と同額仮置きで計上させていただいており

ます。人権啓発活動活性化事業１８万１千円でありますが、これ札幌法務局の方からの受

託事業でございまして、法務省が進めております人権の花運動、これを行政区と小学校と

の共同事業で実施していただくものでございまして、道道学園新十津川停車場線と町道西

２線の植樹升に花の苗、マリーゴールドを予定しておりますが、１，５００株を植栽する

事業でございます。９１ページをお開きいただきまして、人権擁護委員協議会負担金２万

７千円でございますが、この協議会、昭和６３年４月に滝川地区として立ち上がっており

まして、現在本町の委員は３名でございます。人権の相談やいじめ問題等、中空知地区の

小中学校の訪問等を行っておりまして、非常に多忙な役職となってございます。事業ナン

バー６番の税等還付金、これは町税の還付と年度を繰り越して精算される国だとか北海道

の補助金の返還に要する経費でございまして、前年同額の２００万円を計上させていただ

いてございます。北海道市町村備荒資金組合納付金、先ほど申し上げましたが１億円を計

上させていただいております。従来の納付金につきましては、国営樺戸地区の償還金とし
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て積み立てておりましたが、先ほど申し上げましたとおり、今後最低でも非常時の対応に

５億円程度積み込みまして、災害対策費用に充当してまいりたいという考えで、今年度か

ら計画的に計上させていただくことにしておりますので、なにとぞよろしくお願いを申し

上げます。８番以下の基金積立金、これは２３年度中の利息相当を基金に積み立てるもの

でございますが、これにつきましても詳細は歳入で申し上げたいと存じます。以上、予算

の内容を申し上げました。よろしくご審議いただきますようお願いをいたします。

○議長（長名 實君） ８目公平委員会費、９目行政区費、１０目諸費の説明が終わりま

した。

質疑に入りたいと思います。

質疑はございませんか。

２番、青田良一君。

○２番（青田良一君） 行政区費の部分でおたずねしたいと思いますけれども、行政区活

動支援交付金ということで、例年と同じように予算組まれておりますけれども、この３月

の補正でもって減額がなされておりまして、その理由は提案型の部分が出てこなかったと

いう説明でございました。私、客観的に見ているのですけれども、この提案型事業という

のは行政区にとってハードルの高いものにはなっていないのかということを考えているわ

けでございまして、もう数年過ぎましたら特別なものはその時に対応するようにして、一

括交付して行政区の中で自由に使ってもらうようにした方が今日的ではないかなというふ

うに思うわけですけれども、その点いかがでしょうか。それともう１点、諸費の部分の中

で税等の還付金の部分で予算計上されておりますけれども、国会でも話題になりましたけ

れども、税を取りすぎました。還付が必要になりました。そこに法外な利息を付けて今の

市場では考えられないような部分の利息が還付の中に組み込まれていたということの話が

ございました。私は詳細は、町の詳細はわかりませんけれども、仮に町税を取りすぎてそ

のような形での還付が生じた場合に、どういった利率でというようなことがわかれば教え

ていただきたいと思いますし、もしそういったものが、今国で話題になっているような法

律に基づくものであっても、なんといいますか、現状の相場を超えた非常識に近いような

ものであれば変更していく必要もあるのかなというふうに考えますので、教えていただけ

ればと思います。以上です。

○議長（長名 實君） 答弁を求めます。

総務課長。

○総務課長（石田賢吉君） ２番議員さんのご質問にお答えしたいと思いますが、行政区

活動支援交付金を一括交付してはどうかということなんですが、まず、２２年度で減額補

正させていただきましたのは、いわゆる提案型事業の中の事業費が５０万円までいかなか

ったということでの減額でございます。ですから１行政区当たりだいたい３０万円程度で

終わったということの減額でございます。事業を申しますと、提案型事業で１０行政区で

１８事業を行っておりまして２００万円を交付しております。それから文化作り事業で５

つの行政区で５つの事業をやっておりまして、事業的には２３年度の事業をこなしていた

だいているわけですが、それがいわゆる事業費としてみた場合に２５６万７千円にしかな

らなかったということでございまして、事業的にはまだまだそういうような行政区内でこ

れからやろうとしている事業はあるのかなというふうに考えております。ただ先ほど国の

考え方のように、一括交付金というようなことで５０万円を各行政区にばらまくというの

は、これはひとつあの、やはり目的があって交付するということが前提になろうかと思い

ますので、担当課としてはそういうような考え方はもっておりませんで、今の事業が終わ

ってまた新たな事業を考えたのだと、それに対してこの交付金を使いたいんだということ

であれば、これはまた継続して交付してまいりたいと、そんなふうに考えてございます。
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以上でございます。

２点目につきましては、住民課長の方から回答させていただきます。

○議長（長名 實君） 住民課長。

（ ） 、○住民課長 林 敏幸君 ただいまの２番議員さんの税の還付金のことでございますが

いま手元にある資料で申し上げますと、毎年１１月末現在の公定歩合、これプラス４％と

いうことでございます。今の詳細につきまして、もうちょっと調べておりますので、税の

時にまた詳しくご答弁申し上げたいと思います。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

４番、笹木正文君。

（ ） 、 、○４番 笹木正文君 行政区の報酬の件なんですが 区費の中の報酬なんですけれども

今区長の２万４千円かける１２ヶ月、１１人ということで３１６万８千円というの、これ

は全然問題ないのですけれども、結局一人２８万８千円ということなんですけれども、こ

、 、れ行政区運営事業ということで行政区に配布というか されていると思うのですけれども

うちの行政区そうだったのですけれど、これあくまでも行政の運営であって、区長の報酬

ではないんじゃないかというような意見も出ている部分もあるのですよね。そこでこの予

算ではっきりこうやって区長報酬というふうにうたっている以上は、各行政区に配布する

時に、これは区長の報酬ですよというような形で、明確な形で各行政区というよりも、お

示ししていただければそのような意見もなくなるのかなと。どうしてもこの行政区運営事

業とうたったような形で入ってくると、まず１回これ行政区の運営に使うのが筋じゃない

かなんていう方もいらっしゃるので、その辺もうちょっと最初から区長の報酬ということ

で出すのであれば、そういう形できっちり名目を明記して出してほしいなと思いますけれ

ども、どうですか。

○議長（長名 實君） 総務課長。

○総務課長（石田賢吉君） それでは４番議員さんのご質問にお答えいたします。行政区

運営事業の５３７万５千円の内訳につきましては、先ほど申し上げましたように、区長の

報酬というのはあくまで区長は非常勤特別職でございますから、報酬額として条例で定ま

っております。その金額は月額２万４千円で、年額にいたしますと２８万８千円と、これ

が区長の報酬でございます。そのほかに行政区の事務取扱交付金２１６万円、これをいわ

ゆる人口割等で勘案しまして交付させていただいているわけでございますけれども、これ

についてはあくまで行政区の中で、町とかいろんな団体から来ますその文書の取り扱いに

関するその費用といいますか、ということで交付させていただいておりますので、これは

行政区全体の中でお使いくださいということで、町といたしましては行政区に直接払い込

んでございます。ですから聞くところによりますと、従来の考え方がありまして、このお

金については区長報酬なんだという行政区も何区かあったように聞いておりますが、今で

はそういうような説明をさせていただきまして、これはあくまで区の経費に入れてくださ

いと。区の経費に入れてこの２１６万円の中で１１行政区でわって、その費用の中で区長

に報酬をいくら出すのか、区長報酬の割増分をいくら出すのか、副区長にはいくら、会計

にはいくらと、それから班長さんにはいくら、そういうようなやり方でやっている行政区

がほとんどでございまして、この総体では２１６万円でございますが、これをまるまる区

、 、長さんが懐に入れているというのは あまりその聞いていないということでございまして

町もあくまで口座は別々に振り込んでおりますので、その辺はご理解をいただきたいと思

います。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑はないようですので、８目公平委員会費、９目行政区費、１
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０目諸費の質疑を終わります。

２款２項徴税費、１目賦課徴収費の説明を求めます。

住民課長。

〔住民課長 林 敏幸君登壇〕

○住民課長（林 敏幸君） それでは２項徴税費、１目賦課徴収費につきまして、予算の

。 。 、内容をご説明申し上げます 予算書は９０ページから９３ページになります ２款総務費

２項徴税費、１目賦課徴収費でございます。本年度予算額９５０万２千円、前年度予算額

， 、 。 、 、１ ０７３万円 比較で１２２万８千円の減額となります 財源内訳ですが 国道支出金

道民税徴収事務委託金、これは９００万円でございます。これ１件当たり３千円の委託費

になりまして、これの３，０００戸分ということで計上してございます。その他財源とい

たしまして１０万１千円。公募閲覧等手数料１０万円とそれから督促の手数料１千円を見

込んでございます。一般財源は４０万１千円でございます。

、 。 。次に 事業ごとにご説明を申し上げたいと思います １番の町税賦課事務でございます

５９９万３千円につきましては、前年度対比で４５万３千円増額となってございます。こ

れは平成２２年度導入いたしました国税連携に伴うシステムのサーバー、それの機械の保

守管理委託費及び郵便料金等の一般事務費、これの増額が主なものでございます。次に２

番目に課税資料作成委託事務５２万２千円につきましては、例年どおり農業者にかかる償

却資産及び譲渡所得に関する資料作成を新十津川農民協議会に委託して事務を行うもので

ございます。２名分相当の臨時職員賃金の予算計上をしてございます。次に３番目でござ

います。町税徴収事務１００万２千円でございます。これにつきましては、住民税、固定

資産税、軽自動車税の徴収経費を計上してございます。前年度対比でこの科目も２５万９

千円増額してございます。内容を申し上げますと滞納者の実態調査、差し押さえに対応す

る特定記録郵便代、これに１６万円。それから預貯金実態調査手数料、これ銀行に払うわ

けでございますが、以前は無料だったのですが、今度銀行では手数料を何円かいただきた

いということで、１通１０円というお話をしてございまして、その手数料８，０００円。

それからインターネットの公売手数料２万円。それから徴収時に札幌等に出かけますと、

今駐車料金かかってございます。資金前途で持っていくようにして１万円予算計上しまし

た。それから徴収費の釣り銭ということで５万円、今回新たに計上してございます。次、

４番目でございますが、固定資産評価替事業でございます。１９８万５千円につきまして

は、固定資産税の平成２４年評価替えのため、土地について市価形成要因調査及び不動産

鑑定士による標準値の土地鑑定評価を行います。その成果をもとにいたしまして、地価評

価単位ごとの算出業務、これを委託するというものでございまして、委託料として事業実

施したいとするものでございます。以上で、１目賦課徴収費のご説明に代えさせていただ

きたいと思います。よろしくご審議たまわりますようお願い申し上げます。

○議長（長名 實君） １目賦課徴収費の説明が終わりました。

質疑に入ります。

質疑はありませんか。

住民課長。

○住民課長（林 敏幸君） 先ほど１０番議員さんのご質問の中で、毎年１１月末の公定

歩合ということでご説明申し上げたのですが、詳しい資料がまいりましたので、追加説明

ということでご説明申し上げたいと思います。これ平成２２年１２月３日付けで自治省か

ら通達で来ているものでございまして、延滞金及び賦課加給金の割合につきましては、地

方税法の一部改正の法律により当分の間、先ほど申し上げました日本銀行法第１５条第１

項１号の規定による商業手形の基準割引率、これが０．３であったことから、２３年度に

おけるその税率は４．３％ということで取り扱うようにと。先ほども申し上げました公定
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歩合プラス４％と。昨年の場合は４．３％と、これ毎年その公定歩合によって変わってく

ると、こういうことでございます。よろしくお願いいたします。以上でございます。

○議長（長名 實君） 質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑がないようですので、２款２項徴収費、１目賦課徴収費の質

疑を終わります。

２款３項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費の説明を求めます。

住民課長。

〔住民課長 林 敏幸君登壇〕

○住民課長（林 敏幸君） それでは３項戸籍住民登録費のご説明を申し上げたいと思い

。 。 、ます 予算書になりますが９２ページから９５ページということになります ２款総務費

３項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費でございます。本年度予算額９０１万８千円、

前年度予算額９２４万６千円、比較で２２万８千円の減額となります。財源内訳ですが、

国道支出金で１１万１千円。内訳ですが、外国人登録事務委託金といたしまして１万８千

円、厚生統計調査事務委託料といたしまして１万２千円、北海道権限移譲時の事務交付金

といたしまして８万１千円。その他財源といたしまして、戸籍住民登録手数料４４０万円

を見込んでございます。一般財源でございますが４５０万７千円ということになります。

次、事業ごとにご説明申し上げたいと思います。まず１番でございますが、戸籍住民登

録事務１２６万７千円につきましては、戸籍住民登録の一般事務費、これを計上してござ

います。次、２番目でございますが、住民情報システム管理事業６７３万６千円、これに

つきましては、住民情報システムの維持、保守委託費でございます。前年度対比で減額に

なっておりますが、この科目で乳幼児医療の去年年齢対象を拡大いたしました。このため

の福祉医療のシステム拡大、これを予算計上していたのですが、今年度分はその分が減額

になったということでございます。次に、３番目でございますが、誕生記念品贈呈事業２

１万７千円。これは町民の方が子どもが生まれ、出生に対するお祝いにかかる経費でござ

いまして、ベビー服セット４１組分ということで予算計上してございます。次に、４番目

でございますが、住民基本台帳ネットワークシステムの管理事業ということで２７万６千

円。内容につきましては、住民基本台帳ネットワークシステム機器の安定運用を図るため

の保守及び住民基本台帳発行の委託料でございます。最新の住民基本台帳カード、発行枚

数を申し上げますが、１２月現在で２６８件、それから公的認証電子証明書、これにつき

ましては２２０件となってございます。次に、５番目でございますが、これにつきまして

は今回から初めてということで、旅券の発給事務ということで８万５千円予算計上してご

ざいます。平成２３年度から住民の利便を図るため旅券発給事務を北海道から権限移譲を

受けまして、雨竜町と浦臼町及び本町が共同して滝川市に事務委託をするものでございま

す。委託料は北海道から権限事務移譲によっていただく経費を充てて、本町から滝川市へ

支出するという形をとりたいと思います。なお予定件数といたしまして、今年は、平成２

３年は７月からでございますので、６０件、これ予算計上してございます。次に、公的個

人認証サービス機器更新事業４３万７千円でございますが、これ住民基本台帳カード内に

他人による不正防止、不正使用の防止を図るために住所、氏名、生年月日、性別、これら

を個人情報をこのカードの中に発生させる、打ち込む装置でございまして、それの更新を

行うということでございます。当初、これ昨年度事業で、２２年度で行うということだっ

たのですが、機器の製造というのですか、それが間に合わないということで、全国的に間

に合わないものですから、昨年度は保守管理で委託管理をいたしました。今回新たに更新

をしたいというものでございます。以上で、３項１目戸籍住民登録費のご説明に代えさせ

ていただきたいと思います。よろしくご審議たまわりますようお願い申し上げます。
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○議長（長名 實君） １目戸籍住民登録費の説明が終わりました。

質疑に入ります。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑はないようでありますので、２款３項戸籍住民登録費、１目

戸籍住民登録費の質疑を終わります。

２款４項選挙費、１目選挙管理委員会費、２目選挙啓発費、３目知事・道議会議員選挙

費、４目町長・町議会議員選挙費、５目農業委員選挙費の説明を求めます。

総務課長。

〔総務課長 石田賢吉君登壇〕

○総務課長（石田賢吉君） それでは４項１目選挙管理委員会費からの予算概要を申し上

げます。予算書は９４から９５ページでございます。本年度予算額４１万１千円、前年度

予算額４１万１千円、比較増減はございません。財源はすべて一般財源でございます。

次の経費の内訳でありますけれども、選挙管理委員会運営事業につきましては、委員４

名分の委員会８回開催に要する経費と、研修会等へ２回参加する経費でございまして、報

酬が２８万５千円のほか、選挙管理委員会連合会等への負担金７万６千円が主なものでご

ざいます。

、 、 、続きまして ２目の選挙啓発費の予算内容でございますが 本年度予算額１６万７千円

前年度予算額１６万７千円の同額でございまして、財源はすべて一般財源となっておりま

す。

経費の内容でございますが、選挙啓発事業は明るい選挙推進協議会の理事会と北海道政

治講座出席分の報酬と費用弁償で６万２千円、日当が５千円、それに新十津川町明るい選

挙推進協議会の活動に対して１０万円の交付金が予算の内容でございます。推進員であり

ますけれども、職域と行政区で合わせて３２名、顧問１名の合計３３名体制で、この運動

を行ってございます。

次に、３目知事・道議会議員選挙費の予算内容を申し上げます。本年度予算額５１１万

９千円、前年度予算額２５８万４千円で、２５３万５千円の増額でございます。財源はす

べて北海道からの委託金でございます。今年は第１７回目の統一地方選挙ということにな

るわけでございますが、知事選の告示については３月２４日、道議選は４月１日でござい

まして、投票日は４月の１０日となっておりますが、インターネット等でみますと統一地

方選挙の選挙日程をずらさなければならないというような動きもあるやに、今政府内でな

っておりますので、そういうこともご承知おきをいただきたいわけでありますけれども、

経費の内訳でございますが、選挙管理委員会が４回、それから選挙時の立会人、期日前投

票の立会人等の委員会報酬で５３万８千円、投開票事務従事者の手当等で２７０万３千円

。 、 、等を計上いたしております またポスター掲示場３８カ所の設営費につきましては 知事

道議別々でございますが、１４３万６千円、これ債務負担行為をとらせていただいており

ますが、このお金で計上させていただきます。

続いて、予算書９６ページから９９ページになりますが、４目町長・町議会議員選挙費

の内容を申し上げます。本年度予算額７５７万２千円、前年度予算額ゼロ円の皆増でござ

いまして、財源はすべて一般財源でございます。町長、町議選の選挙につきましては、今

のところ４月１９日告示の４月２９日投票日となってございます。経費の内訳でございま

すが、選挙管理委員会が８回、それから選挙時の立会人、期日前投票の立会人等の委員報

酬で７６万５千円、投開票事務の従事者の手当等で２５４万６千円、庁舎前の看板、懸垂

幕等の消耗品で４０万７千円、これは投票用紙、それから入場券の印刷に４９万３千円、

投票所の入場券の郵券代と町長選、町議選の選挙運動用ハガキの郵券代で９７万５千円の
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ほか、ポスターの掲示場につきましては３８カ所の設営でございまして、１６４万１千円

を計上させていただいてございます。

続いて、５目の農業委員選挙費の予算内容でありますが、本年度予算額が２６５万８千

円、前年度予算額ゼロ円の皆増でございまして、財源はすべて一般財源でございます。農

、 、業委員の一般選挙につきましては 農業委員会等に関する法律第９条の規定をもちまして

選挙事務を市町村の選挙管理委員会が管理することになってございますので、告示を７月

３日、選挙日を７月８日としてございます。任期は３年でございます。

経費の内訳でございますが、選挙管理委員会が５回、それから選挙時の立会人、期日前

投票の立会人等の委員報酬等で５３万９千円、投開票事務の従事者の手当で１５１万９千

円、そのほか投票用紙、入場券の印刷等で２２万６千円、投票所入場券の郵券代として１

０万５千円等が主な内容でございます。以上が、選挙関連の予算の概要でございます。一

括して申し上げました。よろしくご審議いただきますようお願いいたします。

○議長（長名 實君） １目選挙管理委員会費、２目選挙啓発費、３目知事・道議会議員

選挙費、４目町長・町議会議員選挙費、５目農業委員選挙費の説明が終わりました。

質疑に入ります。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑はないようでありますので、１目選挙管理委員会費、２目選

挙啓発費、３目知事・道議会議員選挙費、４目町長・町議会議員選挙費、５目農業委員選

挙費の質疑を終わります。

２款５項統計調査費、１目統計調査費の説明を求めます。

総務課長。

〔総務課長 石田賢吉君登壇〕

○総務課長（石田賢吉君） それでは５項１目統計調査費の予算概要を申し上げます。予

算書は１００ページ、１０１ページでございます。本年度予算額４２万４千円、前年度予

算額４８９万６千円、比較で４４７万２千円の減額となっておりますが、昨年は国勢調査

が行われましたので、この金額が落ちたためでございます。財源内訳でございますが、国

道支出金が３９万７千円、一般財源は２万７千円でございます。特定財源の道支出金はい

ずれも調査委託金でございます。

次に、主な事務事業の内容を申し上げますと、学校基本調査事業、これは毎年の調査で

ありまして、基準日は５月１日現在でございます。幼稚園、小、中、高校を対象に児童生

徒数と教員数を調査するための経費でございまして、調査はすべて職員が行うことにいた

してございます。工業統計調査事業、これも毎年行う調査でございますが、今年度は４番

の経済センサスの実施年であることから、これを行わないで前年度の事後調査を行う経費

として、消耗品のみを計上させていただいてございます。経済センサス事業でございます

が、これは基準日が２月の１日でございます。農林魚家を除く町内の１７２の事業所及び

法人を対象に行います。事業従業員数だとか、売上高、費用等の経理的事項等を総合的に

調査するものでございます。商業統計や工業統計の調査事項についても併せてあわせて今

回調査するものでございまして、調査員３名の報酬と消耗品等を計上いたしました。以下

は、統計関係団体への負担金でございます。以上、予算内容を申し上げました。よろしく

お願いいたします。

○議長（長名 實君） １目統計調査費の説明が終わりました。

質疑に入ります。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「



- 121 -

○議長（長名 實君） 質疑がないようですので、２款５項統計調査費、１目統計調査費

の質疑を終わります。

２款６項監査委員費、１目監査委員費の説明を求めます。

〔議会事務局長 加藤健次君登壇〕

○議会事務局長（加藤健次君） それではご指示をいただきましたので、監査委員費につ

いてご説明申し上げます。それでは予算書１００ページ、１０３ページをお開きいただき

たいと思います。２款６項１目監査委員費のご説明を申し上げます。本年度予算額１４０

万２千円、前年度予算額１４０万円、比較２千円の増額でございます。この増額の要因に

ついては、負担金の増額でございます。財源はすべて一般財源でございます。

この目は、監査委員２名の活動事業に要する経費で１４０万２千円を計上いたしており

ます。負担金については、北海道監査委員協議会研修負担金が７，５００円となっており

。 。ます 空知支庁管内町村監査委員協議会負担金については３万円を計上いたしております

以上、監査委員費のご説明を終わります。よろしくご審議のほど、よろしくお願いいたし

ます。以上です。

○議長（長名 實君） １目監査委員費の説明が終わりました。

質疑に入ります。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑がないようですので、２款６項監査委員費、１目監査委員費

の質疑を終わります。

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費の説明を求めます。

保健福祉課長。

〔保健福祉課長 竹原誠二君登壇〕

○保健福祉課長（竹原誠二君） 議長からご指示をいただきましたので、３款１項１目社

会福祉総務費の内容についてご説明を申し上げます。予算書は１０４ページから１０７ペ

ージをご覧いただきたいと思います。本年度予算額８，６６１万円、前年度予算額１億８

８７万８千円、比較で２，２２６万８千円の減でございます。これは社会福祉法人明和会

への貸付金２，４９０万円の減額、総合健康福祉センター管理運営事務５３２万８千円の

増額、保健福祉支援システム管理事業２７１万９千円の減額などが要因でございます。財

源の内訳といたしましては、国道支出金が４３８万５千円、その他特定財源で２，５３１

万３千円、一般財源が５，６９１万２千円でございます。続いて、特定財源の内容を申し

上げます。国庫支出金として、国民年金事務費委託金１１１万５千円。道支出金は、民生

委員活動費負担金１６０万３千円、緊急雇用創出推進事業補助金１６６万７千円でありま

。 、 、す 以下はその他特定財源でございまして 総合健康福祉センター使用料につきましては

過去の実績をもとに１８０万円を計上いたしております。総合健康福祉センター自動販売

機設置使用料として４台分、１３万９千円。地域福祉基金預金利子３１万５千円につきま

しては、利率を０．１３％で見込んでおります。社会福祉法人明和会貸付金元利収入でご

ざいますが、明和会に貸付をしました額を単年度で返済していただきますので、その貸付

金元金２，３００万円と利子分４万６千円を含んだ額となってございます。以下、追悼式

供花料１万３千円でございます。

次に、主な経費別の事業概要を申し上げます。１０５ページをご覧いただきたいと思い

ます。１番の総合健康福祉センター管理運営事務４，３８４万８千円でございますが、ゆ

めりあの管理運営に要する管理委託料や光熱水費、修繕経費などでございます。特に今年

度はゆめりあホール管理業務等委託費として３１５万円、社会福祉協議会事務所修繕費と

して１７２万円を計上しております。次に、４番の保健福祉支援システム管理事業１０９
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万円でございますが、これは健康管理、障害福祉事務などの処理を行うためのシステム保

守管理費用でございます。なお備荒資金組合への償還金は昨年度で終了いたしました。次

に、１１番の社会福祉協議会支援事業１，２６６万７千円につきましては、２年目の専任

職員及び事務局次長の人件費、事務局長職に対する嘱託職員人件費及び緊急雇用創出推進

事業補助金を活用しての臨時職員を雇用する業務委託経費でございます。次に、１２番の

民生委員児童委員協議会活動支援事業３２０万６千円につきましては、道からの負担金が

１６０万３千円でございますので、その２倍の額を計上しております。１３番の社会福祉

法人明和会貸付金２，３００万円につきましては、かおる園、吉野園の譲渡先であります

社会福祉法人明和会に対して運営資金を貸し付けするもので、５年計画の最終年でござい

ます。以上、社会福祉総務費の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い

申し上げます。

○議長（長名 實君） １目社会福祉総務費の説明が終わりました。

質疑に入ります。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑がないようですので、３款民生費、１項社会福祉費、１目社

会福祉総務費の質疑を終わります。

３款１項２目高齢者福祉費、３目障害者福祉費の説明を求めます。

保健福祉課長。

〔保健福祉課長 竹原誠二君登壇〕

○保健福祉課長（竹原誠二君） それでは３款１項２目高齢者福祉費の内容についてご説

明を申し上げます。予算書は１０６ページから１０９ページをご覧いただきたいと思いま

す。本年度予算額１億６，０８０万円、前年度予算額１億２，０３７万９千円、比較では

４，０４２万１千円の増でございますが、これは共生型施設整備事業として計上の吉野園

の解体経費３，８８５万円によるものでございます。財源の内訳ですが、国道支出金が２

０６万４千円、その他特定財源で４，５６８万５千円、一般財源が１億１，３０５万１千

円でございます。次に、特定財源の内容を申し上げます。国庫支出金としましては、社会

資本整備総合交付金１３０万円、これは高齢者除雪に充当するものでございます。道支出

金として老人クラブ運営費補助金、これは単位老人クラブ分として４３万２千円、老人ク

ラブ連合会分として３３万２千円で、合計７６万４千円であります。以下はその他特定財

源でございまして、老人福祉施設入所措置費本人・扶養義務者負担金として１７４万２千

円。地域福祉基金３，８８５万円は、共生型施設整備事業への充当分でございます。通所

型介護予防事業利用者負担金３９万４千円は、利用者１回当たり食事代を含む基本料金４

００円を負担いただいているものでございます。高齢者除雪サービス利用者負担金４２万

６千円につきましては、生活道路で１ヶ月当たり２千円、ベランダ除雪で１回当たり７５

０円を負担いただいているものであります。介護予防事業受託金４１５万６千円、これは

空知中部広域連合から市町村実施の介護予防事業に対する受託金として交付されるもので

あります。緊急通報システム受信機本体回線使用負担金は、雨竜町との協定に基づき２分

の１を負担いただくもので、２万５千円でございます。以下、シニアいきいきクラブ参加

者負担金２万円。長寿・健康増進事業補助金７万２千円となっております。

次に、主な経費別の事業概要を申し上げます。１０７ページをごらん願います。１番の

老人福祉施設入所措置事業として７２６万７千円でございますが、これは養護老人ホーム

の入所措置にかかる経費でございまして、滝川市の緑寿苑に１名、歌志内市の楽生園に３

名が入所されております。次に、２番の緊急通報システム推進事業４０万７千円でござい

ますが、６５歳以上の在宅の独居高齢者世帯におきまして、日常生活の安全確保と不安解
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消を図るものでございます。２０年度からＮＴＴの機器をレンタル方式で導入しており、

本年度は新規設置費用３０台分を見込んでおります。なお、現在の利用者世帯数は６４戸

でございまして、２２年中の利用実績につきましては、通報件数が１４件、このうち緊急

出動７件となっております。次に、３番の高齢者除雪事業２９３万円でございます。この

事業は除雪困難な７０歳以上の世帯を対象に、日常の生活道路及びベランダ等の除雪をす

るもので、５２世帯分を計上しております。次に、４番の介護保険事業１億７６万３千円

でございますが、空知中部広域連合で実施している一般会計及び介護保険会計にかかる１

市５町の負担割合に要する費用でございます。次に、５番の通所型介護予防事業４４７万

１千円でございます。これは要支援、要介護状態にならないように予防することを目的と

して、一般高齢者と特定高齢者を一緒に運動機能向上や栄養改善、閉じこもり予防などの

介護予防を通所事業にて実施するものでございまして、社会福祉法人明和会に委託をして

いるものでございます。次に、９番、シニアいきいきクラブ運営事業１０万７千円でござ

いますが、本年度の新規事業として、意欲あるシニア世代を対象に新たな自分、仲間、生

きがいを見いだすことを目的として、剪定・冬囲い講習会、木工教室、パッチワーク教室

などを開設するものでございます。次に１３番の長寿を祝う会開催事業でございますが、

これは実行委員会に対する負担金でありまして、総額約２６０万円のうち、町負担金が１

３０万円でございます。平成２０年度より実行委員会の協議により対象者の一部変更を行

い、喜寿の方と傘寿の方以上とさせていただきました。２３年度は慶祝者などの対象者と

来賓、世話人を入れた参加合計は４９０人程度を見込んでおります。続きまして、１０９

ページをご覧いただきたいと思います。１６番、共生型施設整備事業３，８８５万円につ

いてでございますが、冒頭でも申し上げましたとおり、知的障害者更生施設吉野園の解体

経費でございます。すでにご承知のとおり、吉野園につきましては、平成２３年３月３１

日付で花月地区の新しいケアホームへ移転することが決まっておりまして、３６年近くの

歴史に幕を閉じることになるわけでございます。なお高齢者福祉費で計上いたしておりま

すのは、前年度の吉野園移転にかかわる事業と合わせまして、債務負担行為をいただいた

ところでございまして、国の共生型事業の補助メニューが高齢者施策でありまして、障害

者とのふれあいを主眼としたものであることから、こちらの科目での計上をしたものでご

ざいます。以上で、高齢者福祉費の説明とさせていただきます。

引き続きまして、３款１項３目障害者福祉費の内容についてご説明を申し上げます。予

算書は１０８ページから１１１ページでございます。本年度予算額１億９，６４３万２千

円、前年度予算額１億８，７１９万４千円、比較で９２３万８千円の増でございます。こ

れは障害者自立支援法に基づく新体系移行によるサービス事業の拡大が大きな要因でござ

います。財源の内訳ですが、国道支出金が１億３，８４３万３千円、一般財源で５，７９

９万９千円でございます。続いて、特定財源の内容を申し上げます。国庫支出金として、

障害者自立支援医療費負担金１，０５６万５千円、身体障害者補装具給付費負担金１４２

万７千円、障害者介護給付費等負担金７，６２２万６千円ですが、いずれも負担率が２分

の１でございます。地域生活支援事業費等補助金２２５万１千円ですが、これは国から配

分を受ける上限額で、補助率は２分の１であります。障害者事務費特別支援補助金３万７

千円は、補助率２分の１でございます。特別児童扶養手当事務取扱委託金２万３千円につ

きましては、一人に付き１，４４２円を事務取扱分として交付されるものでございます。

１１０ページをお開き願います。次に、道支出金でございますが、障害者自立支援医療費

負担金５２８万２千円、身体障害者補装具給付費負担金７１万３千円、障害者介護給付等

負担金３，８１１万３千円、以上３件は負担率が４分の１でございます。地域生活支援事

業費等補助金、これは国から交付される金額の２分の１で１１２万５千円でございます。

障害者自立支援対策推進費補助金１８６万４千円でございますが、特別対策の期間が延長
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され、本年度までの補助となりまして、補助率は４分の３でございます。地域活動支援セ

ンター等運営費補助金８０万７千円ですが、アザレア工房と砂川市のポポロに対する運営

補助金でございます。

１０９ページにお戻り願います。次に、主な経費別の事業概要を申し上げます。１番の

障害者自立支援事業１億５，７９７万９千円につきましては、障害者自立支援法に基づく

知的、身体、精神の障害と児童に対する居宅生活支援及び知的、身体の施設入所支援の給

付費等で１億５，４９３万９千円と、空知中部広域連合で実施をしております障害程度区

分認定審査会に要する負担金１６４万６千円、その他の事務経費でございます。予算時点

での障害者自立支援法に基づく利用見込み者数を申し上げますと、身体障害者では６名、

知的障害者においては４３名、児童の利用は２４名、精神障害者４名で、実利用者数７７

名となってございます。また経費の増額の理由としましては、障害者自立支援事業にかか

る新体系移行によるサービス事業の拡大及び複数利用などが大きな要因でございます。具

体的には吉野園の利用者さん８名、砂川希望学院３名など、利用者さんの新体系移行が予

定されております。次に、２番の地域生活支援事業６１５万１千円でございますが、障害

者の地域生活支援に関わる町の必須事業であります移動支援、生活サポート、訪問入浴な

どの委託経費と紙おむつ、ストマ等の日常生活用具給付に要する扶助費に加え、成年後見

制度の利用についても必要な費用を計上しております。３番の障害者補装具費支給事業２

８５万６千円につきましては、車いすや補聴器など身体障害者の補装具購入又は修理をす

る際の扶助費でございます。次に、４番の障害者自立支援医療費給付事業２，１１５万３

千円でございますが、これは人工透析者、現在１６名と新規の申請、膝等の人工関節者４

、 。 、 、名を含め ２０名分を計上しております この事業の負担割合は国２分の１ 道４分の１

町４分の１でございます。続きまして、１１１ページをお開き願います。１０番、地域活

動支援センター負担金７０２万６千円でございます。これにつきましては、本町の社会福

祉協議会で設置のアザレア工房に対する負担金５９０万円と、砂川市のポポロに対するも

ので、ポポロは４市４町で運営しておりまして、利用者割等の負担金が１１２万６千円で

ございます。現在の利用者数はアザレア工房８名、ポポロ５名となっております。以上、

障害者福祉費の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長（長名 實君） ２目高齢者福祉費、３目障害者福祉費の説明が終わりました。

質疑に入ります。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑がないようですので、２目高齢者福祉費、３目障害者福祉費

の質疑を終わります。

３款２項児童福祉費、１目児童福祉費の説明を求めます。

保健福祉課長。

〔保健福祉課長 竹原誠二君登壇〕

○保健福祉課長（竹原誠二君） それでは３款２項１目児童福祉費の内容についてご説明

。 。を申し上げます 予算書は１１０ページから１１３ページをご覧いただきたいと思います

本年度予算額２億１，６４１万４千円、前年度予算額３億９，５０８万６千円、比較で１

億７，８６７万２千円の減額でございます。これは昨年度新規事業の子ども夢基金積立金

の原資２億円が大きな要因でございます。財源内訳につきましては、国道支出金１億１，

４７８万円、その他特定財源といたしまして２，４４８万８千円、一般財源７，７１４万

６千円でございます。続いて、特定財源の内容を申し上げます。国庫支出金として子ども

手当交付金９，６７２万３千円、次世代育成支援対策交付金２４５万３千円。次に、道支

出金でございますが、子ども手当負担金が１，４８０万２千円。放課後児童対策事業補助
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金、これは補助率３分の２でございまして８０万２千円。次に、その他特定財源でござい

ますが、新十津川保育園児童保護者負担金として１，５４５万６千円。中空知広域入所児

童保護者負担金３２万４千円。保育園送迎費用保護者負担金１０万８千円。中空知広域入

所児童受入負担金、これは町外からの新十津川保育園での受け入れであり、受け入れ児童

５名を予定し２４５万７千円でございます。子ども夢基金預金利子２６万円。子ども夢基

金繰入金５１０万８千円。住民生活に光をそそぐ交付金活用基金繰入金７５万円、これは

児童館、子育て支援アドバイザー設置に充当するものでございます。児童館行事参加負担

金１万円、子育てスクール参加負担金１万５千円は、それぞれ事業参加に際し応分の負担

をいただくものでございます。

次に、主な経費別の事業概要を申し上げます。１番の子ども手当支給事業１億２，６３

９万８千円でございますが、支給額としましては、３歳未満の支給額を月額２万円、３歳

以上の中学校修了前までは月額１万３千円を支給する。こういった内容で計上をいたした

ところでございます。費用負担につきましては、子ども手当の一部としまして国、地方、

事業主及び町が応分の負担をするということでございまして、その費用以外のものについ

ては全額国が負担することとしております。なお公務員につきましては、全額を所属区長

から支給するものでございます。この事業に関しましては、ご承知のとおり現在国会にお

いて審議中でございまして、つなぎ法案あるいは東北関東大震災によりまして財源のこと

についても協議をされている案件でありまして、推移を見守りたいと考えているところで

ございます。次に、２番の児童館管理運営事業７３９万５千円につきましては、児童が放

課後や休日などに安心して伸び伸びと遊べる施設として利用するための管理運営経費でご

ざいます。特に平成２３年度におきましては、発達障害や遅滞児童に対応するため子育て

支援アドバイザーを週３日程度配置をし、児童館構成員の資質向上や保護者への相談援助

、 、 。など 児童館機能の充実を図るために 新規に８７万７千円を追加したものでございます

次に、３番の子育て支援センター管理運営事業２９０万９千円でございますが、乳幼児期

の相談業務、子育てスクールなどの事業を計画しており、これらの運営管理に要する経費

であります。年々利用者も増えておりまして、子育て中の親同士の交流の場としても重要

な施設となっております。今年度は施設内遊具の補修整備経費、遊具の防腐剤塗布、コー

キングの入れ替え、１７万１千円を計上いたしました。次に、５番の子ども生活応援事業

５１０万８千円でございます。これは子ども夢基金繰入金で対応するものでございます。

２０年度からスタートした事業でございますが、２２年度から小学生世帯と妊婦世帯に加

え、中学生世帯にも拡大をしたところでございます。５３０世帯を対象として、申請によ

り得キッズカードを交付します。これは商工会のポイントカードを活用して、１枚当たり

のプレミアム２千円を上乗せをし、１世帯当たり年間５枚を交付するものでございます。

次に、６番の新十津川保育園管理運営事業７，３５７万７千円でございますが、これは平

成２３年度から３カ年契約の指定管理者であります学校法人華園学園との協定書に基づく

施設運営管理委託料を計上するものでございます。新十津川保育園の定員は９０名でござ

いますが、急激な少子化や父母の就労状況の変化などによりまして、入園希望者は減少傾

向にあります。現時点での入園申込者数、２月末でございますが５３名でございます。な

お平成２３年度から延長保育、１８時から１９時までの１時間の経費として５１万５千円

の増額をいたしております。以上、児童福祉費の内容説明とさせていただきます。ご審議

のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長（長名 實君） １目児童福祉費の説明が終わりました。

質疑に入ります。

質疑はございませんか。

２番、青田良一君。
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○２番（青田良一君） 福祉の関係の説明、ひととおり受けまして、あらためて福祉予算

のなんといいますか、金額がかかっているという部分について、それぞれの説明を受けて

あらためて思い知ったところでございます。最後の児童福祉費のところでちょっとお聞き

したいのですけれども、まず児童館の前に同じ場所を使って行っている子育て支援センタ

、 、 、ーですか 非常にお母さん方に評判がよくて あそこに行くといろんな情報がもらえたり

、 、そして少子化の中でお互いに乳幼児等が交流できる場があって 非常にいいということで

私も顔出しして見てみましたけれど、非常に楽しそうな形の中で集っておられるというこ

とで、こういった部分については引き続き充実させていっていただければというふうに思

。 。っています その中で一方では保育所の園児が減少してきているという話がございました

都会等では子ども手当よりもいわゆるその現物支給といいますか、保育園を充実させてと

いうふうな話がある。これだけギャップがあることが痛切に感じられますけれども、その

。 、中で幼保の一元化等が話題になっている部分もございます 本町がこの幼稚園と保育園と

人が少なくなった段階で棲み分けして、いつまで続けていけるのかというのもひとつの課

題なのかなと思います。両方とも片一方は私立幼稚園、片一方は指定管理者という形で施

設をお貸ししているといいますかね、そういった現状だと思うのですけれども、やっぱり

施策の中に取り入れて、幼児教育という形と保育という部分を並立させていくというふう

な考え方を持ってこれからの子どもに対応するというのは非常に大事なことかなと私は思

うのですけれども、このままでいけばあくまでも幼稚園は幼稚園、保育園は保育園という

形でいこうと思うのですけれど、その辺の考え方について、近い将来といいますか、遠い

将来といいますか、どのような形で担当の方では考えておられるのか、お考えがあったら

聞かせていただければなと思います。

それと併せまして、子育て支援アドバイザーの件については、補正予算等でも説明を受

けましたので理解しましたけれども、これ児童館の部分ということだと思うのですけれど

も、その午前中の小さな子どもたちが集まっている部分には活動の目を向けないのかどう

か、そのへんもちょっとお聞かせいただきたいと思います。

○議長（長名 實君） 答弁を求めます。

保健福祉課長。

（ ） 。○保健福祉課長 竹原誠二君 それでは２番議員さんのご質問にお答えを申し上げます

最初の幼児教育と保育の部分でございますが、国といいますか、厚生労働省は２０１３年

以降幼保一元化について進めていくというようなことを、２２年度中においても発表して

おりますので、そういった国の動向等を見ながら進めたいと考えているところでございま

して、先般の保育園の指定管理においてもそういった内容を踏まえて、指定管理に至った

という経過もございます。そんなことで国の推移を見守りたいと思いますし、町内での出

生人口、生まれる方の数も年々減少してきてまいりますので、そういった動向も考えなが

ら対応してまいりたいと考えているところでございます。

２つ目の子育て支援アドバイザーの役割でございますけれども、主としては児童館の構

成員に対する指導、あるいは児童館のお子さんの保護者に対するアドバイスというような

ことを考えておりますが、当然建物については隣り合わせといいますか、同じようなとこ

ろでございますので、そういった心配のあるお子さんの相談業務等についてものっていっ

てもらいたいと、このように考えているところでございます。以上、よろしくお願いを申

し上げます。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑はないようですので、３款２項児童福祉費、１目児童福祉費

の質疑を終わります。
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３款３項災害救助費、１目災害救助費の説明を求めます。

保健福祉課長。

〔保健福祉課長 竹原誠二君登壇〕

○保健福祉課長（竹原誠二君） それでは３款３項１目災害救助費の内容についてご説明

を申し上げます。予算書は１１２ページから１１３ページでございます。本年度予算額６

万２千円、前年度予算額１５万８千円、比較９万６千円の減でございます。財源の内訳及

び内容ですが、その他財源として、災害時非常用食料品売払収入９千円、一般財源５万３

千円でございます。

次に、経費別の事業概要を申し上げます。１番の災害救助事務２万円。これは万が一災

害が発生した場合に、速やかに対応するための必要最低限の経費を計上しております。次

に、２番の災害救助物資備蓄事業４万２千円でございますけれども、保存期間満了が近づ

いた災害時備蓄食料品の更新、充実を図るものでございます。２３年度におきましては、

ビーフシチューと育児用ミルクの更新を計画してございます。以上、災害救助費の説明と

させていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長（長名 實君） １目災害救助費の説明が終わりました。

質疑に入ります。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑がないようですので、３款３項災害救助費、１目災害救助費

の質疑を終わります。

２時３５分まで休憩といたします。

（午後 ２時２３分）

○議長（長名 實君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

（午後 ２時３５分）

○議長（長名 實君） ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、２目環境衛

生費、３目福祉医療費の説明を求めます。

住民課長。

〔住民課長 林 敏幸君登壇〕

○住民課長（林 敏幸君） 議長からご指示がございましたので、４款衛生費、１項保健

衛生費、１目保健衛生総務費、２目環境衛生費、３目福祉医療費についてご説明申し上げ

たいと思います。予算書は１１４ページから１１７ページになります。

１目保健衛生総務費。本年度予算額でございますが１億８，０８４万７千円、前年度予

， 、 。 、算額１億８ ６０８万６千円 比較で５２３万９千円の減額となります 財源内訳ですが

国道支出金で４，２５１万３千円。国庫補助金といたしまして、国民健康保険基盤安定事

。 、 、業負担金３４３万５千円 それから道負担金ですが 国民健康保険基盤安定事業の負担金

これが２，２７４万３千円、後期高齢者医療基盤安定事業負担金１，６３３万５千円。こ

れを見込んでございます。補助率ですが、基盤安定の税の軽減分、これにつきましては補

助金が４分の３ということになっています。保険者の支援ということで４分の１、これが

あわさったものが入っていると、これが道負担金ですね。国の方は保険者支援分の２分の

１という形になります。それから後期高齢者の医療費基盤安定事業の負担金でございます

が、これにつきましては基盤安定事業分の４分の３、１，６３３万５千円、４分の３が道

の補助金の補助率になります。

次に、救急医療啓発普及事業負担金６６万９千円についてご説明申し上げます。これに

つきましては、休日又は夜間診療に伴う在宅当番医にかかる経費でございまして、滝川医
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師会で運営する滝川センターに対し、滝川市と本町で、これは人口割でございますが、４

７万９，１９３円、これを負担いたします。それから２市４町で運営する、これ砂川医師

会が運営しているものでございますが、砂川センター、これにつきましては、平均割と会

員割がございまして、１８万９，６７９円、これを負担しまして、合わせたものが６６万

９千円でございます。経費の内容でございますが、診療を行う在宅当番医の調整、それか

ら実施経費、それから地域住民に対する救急医療の知識普及経費等ということになってご

ざいます。次、２番目でございますが、広域救急病院群輪番制運営事業負担金２６万７千

円。これにつきましては、入院治療を必要とする重症救急患者の医療確保が目的でござい

まして、中空知５市５町で均等割１０％、それから人口割が１０％、それと参加病院割と

いうことで８０％を負担してございます。参加病院につきましては、砂川、滝川、赤平の

市立病院、それから芦別も加えました４つの市立病院と、滝川脳神経外科医院がこの中に

入ってございます。次に３番目でございますが、後期高齢者医療療養給付費負担金９，０

１５万２千円でございますが、後期高齢者医療にかかる町の費用負担でございます。負担

金の額につきましては、北海道後期高齢者医療広域連合から積算資料に基づくものでござ

いまして、平成２２年度の給付見込、これから伸び率を勘案いたしまして、２３年度の給

付見込を推計し、これに負担率、一応１２分の１ということの負担率になっておりますの

で、それをかけて積算してございます。なお後期高齢者の人数につきましては１，２６９

名、これは道の方から指示された、後期高齢者の方から指示された数字でございます。４

番目に診療送迎車運行支援事業１４０万円。これにつきましては、所属につきましては保

健福祉課となってございますが、これ診療所の廃止に伴いまして、大和地区、徳富地区の

地域医療対策の支援事業でございまして、医療法人社団つつじ会空知中央病院、及び医療

法人社団和漢全人会花月クリニックに昨年同様運行する送迎に要する経費の一部を助成す

るというものでございまして、運行内容は利用料無料ということで、花月クリニックは週

５日、それから空知中央病院は週２日の運行をするというものでございます。次、５番目

でございます。小児救急医療支援事業負担金４万７千円。これにつきましては、昨年度か

らの継続事業でございます。小児科の救急医療につきましては、昨年から年間５０日間の

休日運営を３６５日の全日運営ということに変わりまして、一般の救急医療同様、中空知

の５市５町が補助残の３分の１を１０％の均等割、それから１０％の人口割、それから８

０％の所属市割ということで、先ほどの輪番制と同じ割合ですね、それで負担するもので

。 、 、 。 ，ございます 次 ６番目になりますが 国民健康保険特別会計の繰出金でございます ６

、 、２３４万４千円につきましては 国保加入者の低所得者支援として保険基盤安定の繰出金

これにつきましては３，４９０万６千円。保険者の原因によらない低所得とそれから病床

数、医療費関数を勘案して支援する国保財政安定化支援分、これが１，２２８万円でござ

います。そのほか広域連合職員の人件費、それと広域連合の事務費、これを合わせました

繰出金ということで１，１５３万２千円。それから町の国民健康保険の事務費ということ

で８２万６千円。それから出産育児の一時金分ということで２８０万円。これらを合わせ

て繰り出すものでございます。次に、７番目でございますが、後期高齢者医療特別会計繰

出金２，５９６万８千円につきましては、保険基盤安定繰出分が２，１７８万円。次に、

広域連合共通経費繰出分として３０４万９千円。それから事務費繰出分、これ町のでござ

いますが１１３万９千円ということになってございます。この事務費繰出分も広域連合で

すね。広域連合に、町のではなくて、広域連合の事務費です。以上、繰り出すものでござ

います。

次に、２目環境衛生費。本年度予算額７６１万１千円、前年度予算額６５３万４千円、

比較で１０７万７千円の増額となります。主な増額の要因は、今年度取り組む墓地整備事

業によるものでございます。財源内訳ですが、国道支出金、浄化槽設置整備事業の補助金
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といたしまして６８万４千円。次にその他財源ということで１２３万円ございますが、内

訳ですが、共同墓地の使用料といたしまして８万１千円、弥生霊園の使用料ということで

８９万１千円、畜犬登録手数料ということで６万円、それから畜犬注射済票の交付手数料

ということで１９万８千円、これを見込んでございます。一般財源は５６９万７千円とい

うことでございます。

次に、事業ごとについてご説明申し上げます。１番の害虫等駆除対策事業でございます

が、１１万７千円。これにつきましては、公共敷地内におけるスズメバチの駆除経費、そ

れから駆除の薬剤購入費でございます。次、２番目に環境保全事業１５万７千円でござい

ますが、これにつきましては、環境審議会の開催経費ということで１３万４千円、それと

旅費という事務費でございます。昨年度、環境基本計画のダイジェスト版を作ろうという

ことで予算をみてございましたが、今年度は２年目ということになって、事業展開始まっ

ておりますので、昨年度の事業を継続するとともに、事業の進行管理を行いながら新たな

事業転換に備えてまいりたいということで考えてございます。次、３番目に煤煙の測定事

業でございますが、２３万６千円。これにつきましては、大気汚染防止法に基づきまして

役場庁舎、それから新十津川小学校、給食センター等、公立施設５カ所の煤煙料の測定委

託の事業でございます。次に、４番目でございますが、畜犬登録事業１５万９千円につき

ましては、畜犬登録事務及び狂犬病の予防注射経費でございます。次に、５番目でござい

ますが、墓地管理事業２６７万８千円。これにつきましては、弥生霊園ほか５カ所の水道

代、それから共同墓地草刈り手数料のほか、今年度は弥生霊園の駐車場の排水の設備、そ

れから大和墓地の階段設備、それから吉野墓地の駐車場の拡張事業、これを予定してござ

います。次、６番目に公衆トイレの管理事業ということで３万７千円。これにつきまして

は、現在維持管理しております花月と大和の公衆トイレの水道料でございます。次、７番

目でございますが、浄化槽設置整備事業２０６万６千円につきましては、今年は５人槽が

１基、７人槽が３基、１０人槽１基ということの補助金でございまして、水洗便所改善資

金融資の取扱手数料、これらと一緒に計上してございます。なお、平成２２年度の設置状

、 、 、 、況 ５人槽 ７人槽各１基ずつということになってございまして 今年度につきましては

、 。 、 、現在 ２基ほど設置したいという相談を受けてございます 次に ８番目でございますが

中空知衛生施設組合負担金ということで、火葬場の分でございます。２１６万１千円。こ

れにつきましては、火葬場の維持管理ということで１０５万６千円。火葬場の施設費とい

うことで２２万９千円。共通経費が８７万６千円。これらの負担割合に応じた合計を予算

計上してございます。昨年対比、今回維持管理費が増加してございます。これは昨年も管

理費の中で火葬炉改修したわけでございますが、今回は、今年度は２台分の霊台車、それ

と火葬炉の耐火物の補修を行うということを聞いてございます。

次に、福祉医療費でございます。１１６ページ、１１７ページになります。本年度予算

額４，１８４万９千円、前年度予算額３，９８０万６千円でございまして、比較で２０４

万３千円の増額となります。財源内訳ですが、国道支出金で１，４７２万５千円でござい

ます。これにつきましては、乳幼児等の医療費助成補助金が５４３万８千円、それから同

じく事務費補助金が８万８千円、重度心身障害者医療費助成補助金が６８６万２千円、同

じく事務費が６５万１千円、ひとり親家庭等医療費助成が１４７万３千円、同じく事務費

補助金が２１万３千円でございます。次にその他の財源でございます。１，６６５万７千

円でございまして、内訳ですが、乳幼児等医療の高額療養費保険者負担金、これが２３万

７千円、重度心身障害者医療高額療養費の保険者負担金、これが２９５万８千円、ひとり

親家庭等の高額療養費保険者負担金、これが１８万円でございます。そのほかですね、子

ども夢基金繰入金が１，３２８万２千円、これを見込んでございます。一般財源は１，０

４６万７千円でございます。助成事業につきましては、すべて２２年までの実績を勘案い
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たしまして２３年度を推計し、積算した数字でございます。

次に、事業ごとに申し上げたいと思います。１番の乳幼児等医療費助成事業でございま

、 ， 。 、 、すが １ ９０４万５千円 これにつきましては 昨年８月から受給資格者及び助成内容

これを未就学児童及び小学生の入院、これから小学生の通院、歯科調剤及び中学生の入院

まで拡大してございます。子どもを安心して産み育てる環境づくりに資してまいりたいと

考えております。昨年度の取り組みの実績でございますが、助成内容を拡大したことによ

りまして、だいたい積算いたしますと月額で５５万円程度拡大した分があるという実績に

なってございます。次に、受給者の現状でございますが、３月１日現在で出生者の減少も

ございますが、これ年々減少していることもございますが、現在受給者２９４名というこ

とで、小学生の受給対象は３２０名、先ほど未就学児が２９４名ですね、小学生は３２０

名、中学生は現在のところ３名の方が受給者証が出ているという形でございます。次に、

重度心身障害者医療費助成事業でございます。１，９１２万円につきましては、北海道医

療給付事業に準じて医療費の助成を行うものでございまして、平成２３年３月現在で受給

者証は２２１名、１級及び２級の身体障害者の方は１７４名、これ内数でございます。３

級の内部疾患者の方は５名、それから知的障害者の方が４２名という内訳になってござい

ます。次、３番目でございますが、ひとり親家庭等の医療費助成事業３６８万４千円につ

きましては、これにつきましても北海道医療給付事業に準じて医療費の助成を行うもので

ございまして、３月現在の対象者２２０名、１８歳未満の子どもを扶養している配偶者の

いない方その子ども、及び両親の行方不明並びに死亡などにより両親以外の方に扶養され

ている１８歳未満の子どもに対し、それらの医療費の助成でございます。子どもにつきま

しては全額助成対象となってございますが、お父さん、お母さんといいますか、父と母の

場合は入院のみということの該当になってございます。以上で、１目の保健衛生総務費、

２目の環境衛生費、３目の福祉医療費の説明に代えさせていただきたいと思います。よろ

しくご審議たまわりますようお願い申し上げます。

○議長（長名 實君） １目保健衛生総務費、２目環境衛生費、３目福祉医療費の説明が

終わりました。

質疑に入ります。

質疑はありませんか。

１０番、樋坂里子君。

○１０番（樋坂里子君） 今住民課長の説明で、衛生費、１番保健衛生の説明４番、送迎

のは福祉関係とかっていう説明だったのですけれども、福祉課きていますので、大和、吉

野の診療所がなくなったためにその地域の人方の送迎をするということで、車出している

のですけれども、今年から花月診療所の方にお世話になっているのですが、花月診療所の

方でかなり頻繁に車で送迎をしている患者さんがいっぱい見えているのですよね。それで

この１４０万円の中でやっているほかに花月診療所独自でもそういう事業をやっていてや

っているのか、そこら辺ちょっと見えてこないので、わかれば教えて欲しいなと。なんか

新十津川だけでなくて浦臼だとか、砂川だとか、地方からも呼んでいらっしゃるのですよ

ね。それでどういうふうになっているのかちょっと聞きたいと思うのです。

○議長（長名 實君） 答弁を求めます。

保健福祉課長。

○保健福祉課長（竹原誠二君） それではただいま１０番議員さんから診療送迎車運行支

、 、援事業 特に花月クリニックでの運行支援事業の現況についてご質問等がありましたので

。 、 、お答えを申し上げます 花月クリニックにおいては 現在運行回数がだいたい１４３回で

延べで１５０名ほどで、昨年から見ますとかなり利用者数が延びております。ただ現況を

こうお話申し上げますと、町内では大和区、徳富区に限っての運行をお願いしておりまし
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て、週５回ということでございますが、人でいいますとだいたい４、５名の方、固定され

ている方が定期通院をされているという状況でございます。そのほかに花月クリニック、

今お話ございましたように浦臼ですとか、砂川、上砂川ということで、かなり出向いての

、 、送迎をして診療をしているということでございまして そちらの経費とはまた区別をして

この経費については見ているという現況にございます。ちなみに空知中央病院についても

月１、２名の方が利用されている現況となっております。以上、よろしくお願い申し上げ

ます。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

（ ） 、 、 、○議長 長名 實君 ないようでありますので １目保健衛生総務費 ２目環境衛生費

３目福祉医療費の質疑を終わります。

４款１項４目予防費、５目健康づくり推進費の説明を求めます。

保健福祉課長。

〔保健福祉課長 竹原誠二君登壇〕

○保健福祉課長（竹原誠二君） それでは４款１項４目予防費の内容についてご説明を申

し上げます。予算書は１１６ページから１１９ページをご覧いただきたいと思います。本

年度予算額１，９９４万６千円、前年度予算額５９５万７千円、比較１，３９８万９千円

の増でございます。これはヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン予防接種事業及び子宮頸がんワ

クチン予防接種事業の導入が大きな要因でございます。財源の内訳といたしましては、国

道支出金６２６万４千円、その他特定財源といたしまして８４万７千円、一般財源１，２

８３万５千円であります。続いて特定財源の内容を申し上げます。１１８ページをお開き

願います。道支出金としまして、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業費補助金６２６

万４千円、これは２分の１補助でございます。その他特定財源としまして高齢者インフル

エンザ予防接種助成金２９万７千円、長寿・健康増進事業補助金３５万円、すこやか推進

事業補助金２０万円でございます。

次に、主な経費別の事業概要を申し上げます。１１７ページにお戻りをいただきたいと

思います。１番の乳幼児学童法定予防接種事業２６６万３千円でございますが、これは予

防接種法及び結核予防法に基づくＢＣＧ、ポリオ、麻しん、風しん、３種混合、２種混合

の予防接種費用を計上いたしております。続きまして、１１９ページをご覧いただきたい

。 、 、 、と思います ３番 インフルエンザ予防接種事業２３０万８千円でございますが 高齢者

妊婦及び中学生までの児童生徒を対象にインフルエンザの予防接種を行い、疾病予防を図

ろうとするものでありまして、１人１回１，０００円の助成を行うものでございます。一

昨年は新型の蔓延がありましたが、昨年は例年程度でございました。予防接種の効果が現

れているものと考えます。接種人数は６５歳以上の高齢者２，４３３人の約７０％、１，

７００人と生活保護者及び妊婦５０人、１歳から中学生までの児童４２０人、合計２，１

７０人分を計上いたしております。なお生活保護者につきましては、全額助成するもので

ございます。次に４番、ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン予防接種事業５９５万４千円でご

ざいますが、平成２３年２月から開始した事業ではありますが、２カ月以上５歳未満の児

童を対象として実施するものでございます。２カ月から７カ月児童は４回の接種など、年

齢に応じて接種回数が異なりますが、対象者数は２２２名であり、全額公費負担といたし

ます。なおこの事業につきましては、ご承知のとおり、３種混合ワクチン等との同時接種

による死亡例が報告されたことによりまして、現在一時休止措置がとられておりまして、

国の通知があり次第再開したいと考えているところでございます。次に、６番の子宮頸が

んワクチン予防接種事業７０９万８千円でございますが、これも平成２３年２月から開始

した事業でありまして、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業費補助金を充当し、中学
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１年から高校１年の女子１６３名を対象に、全額公費負担するものでございます。またご

承知のとおり、現在子宮頸がんワクチンの入手が遅れている、確保が難しいという状況か

ら、平成２３年度においては高校２年生までを対象としたいと考えております。次に７番

の高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種事業５２万５千円でございますが、高齢者の肺炎によ

る死亡率を低下させるために、特に心臓、呼吸器系の慢性疾患者や基礎疾患を持つ６５歳

以上の町民を対象に、肺炎球菌ワクチン接種にかかる費用の半額助成を行うものでござい

ます。助成対象機関、接種機関は町内の花月クリニックと空知中央病院に限定し、年間１

５０名を対象に３，５００円の助成を行うよう計上したものでございます。ちなみに平成

２２年度は１１月末現在で５７名の方が接種をされております。以上で、予防費の説明と

させていただきます。

引き続き、４款１項５目健康づくり推進費の内容についてご説明を申し上げます。予算

書は１１８ページから１２１ページでございます。本年度予算額２，７５９万７千円、前

年度予算額２，９６７万３千円、比較で２０７万６千円の減でございます。財源の内訳と

いたしましては、国道支出金が２６３万９千円、その他特定財源としまして５９８万１千

円、一般財源が１，８９７万７千円でございます。続いて、特定財源の内容を申し上げま

す。国庫支出金としまして、がん検診推進事業補助金７５万２千円。これは女性特有のが

ん検診事業補助で２分の１が助成されます。道支出金として、子育て支援対策事業費補助

金６万６千円。健康増進事業費補助金３０万円は、健康教育相談、検診等の対象事業に対

して国、道３分の１ずつの補助となります。妊婦健康診査支援事業費補助金１５２万１千

円。これは平成２１年度から追加実施の検診回数９回分に対しまして２分の１が対象とな

るものでございます。その他特定財源でございますが、総合健康福祉センター健康体力増

進室使用料として１７０万円、介護予防事業受託金で１１万円、成人病検診の個人負担金

として６０万円、食生活改善教室負担金１万８千円、健康づくり推進地域支援事業助成金

３０万円、各種がん検診の個人負担金として２１９万９千円、すこやか推進事業補助金２

０万円、フッ素塗布負担金として２万４千円でございます。後期高齢者医療広域連合受託

金７６万７千円と、１２０ページでございますが、後期高齢者健診負担金６万３千円は、

７５歳以上の高齢者が健診を受ける場合に町が受託する健診費用と本人負担分でございま

す。

次に、主な経費別の事業概要を申し上げます。１１９ページにお戻りをいただきたいと

思います。２番の基本健康診査事業９９万８千円でございますが、本事業は３０歳から３

９歳までの方及び生活保護対象者に対する基本健診、人間ドックなどの検診費用として１

４０名分を計上しております。３番の基本健康診査２次健診事業７９万円は、健康審査後

の生活改善の動機付けを効果的に行うため、糖尿病予防強化対策として当付加健診と６種

類の２次健診を行うもので５０名分を計上しました。４番のがん検診事業９０５万３千円

でございますが、肺がん、胃がん、大腸がんなどのがん検診の費用でございます。特に平

成２１年度から国が推進します女性特有のがん検診推進事業に基づき一定の節目年齢に達

した女性に対し、子宮頸がん２０歳、５歳ごとと乳がん４０歳、５歳ごと検診の無料券ク

ーポンを発行しまして、積極的に受診勧奨をいたしているところでございます。また平成

２２年度から町独自に事業として３０代の方の乳がんの早期発見を期すために３０代乳が

ん検診事業を導入し、受診勧奨を行うと主に、１回１万円の検診料に対しまして６，５０

０円の助成を行う経費も計上させていただきました。平成２２年度の現在までの実績でご

ざいますが、子宮頸がんは５２人、４０％、乳がん１０６人、４０．２％、３０代乳がん

１４．４％でありますが、受診券自体は５５枚、概ね５０％送付をいたしているところで

ございます。続いて５番、肝炎検診事業４３万３千円ですが、４０歳以上の未受診者を対

象としております。さらには肝臓がんによる死亡率を低下させるために、肝炎検診人数枠
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を拡大し、巡回ミニドックでの実施及び花月クリニックでも受診できるように、検診機会

の充実を図ったところでございます。次に、９番の栄養指導事業２３３万３千円について

でありますが、乳幼児、成人、高齢者を対象として、栄養相談や健康教室などの栄養指導

等を行うための臨時栄養士の賃金と食生活改善推進協議会に対する負担金を計上いたしま

した。特に平成２３年度は食生活改善推進員養成講座を開設し、地区健康教室や学童栄養

教室など、充実を図ることを目指してまいります。次に、１０番の健康体力増進室管理運

営事業２６４万７千円につきましては、保健指導と結びついた継続的な運動に取り組んで

いただけるよう、増進室の管理運営に必要な臨時職員、委託料等の経費を計上したところ

でございます。次に１１番、町民健康づくり対策事業２９８万１千円でございます。この

事業は平成２２年度に引き続き、メタボリックシンドローム防止など生活習慣病予防のた

、 、めに各種ウォーキング作戦の設定を行い 積極的に個人や家族で参加してもらうとともに

ウォーキングロードマップの作成配布や運動に関します体験談の広報の搭載により、健康

づくりの習慣化を図ることを狙いとしております。またドクター野田の健康相談室も５回

程度開催予定でございます。なお全体経費の中には事業推進のために臨時保健師の賃金も

計上させていただきました。次に、１５番、妊婦健康診査・相談事業３７８万４千円でご

ざいます。これは妊婦の健康管理の充実と妊娠出産に関わる経済的負担の軽減を図るため

に、平成２１年度より従来の５回分の検診と１回分の超音波検査に加え、９回分の検診と

５回分の超音波検査に対して公費で負担するものでございます。したがいまして、出産ま

での一般的な妊婦検診の回数１４回が無料となるところでございます。１６番、後期高齢

者健康診査事業７０万３千円。７５歳以上の後期高齢者の糖尿病等の生活習慣病の早期発

見、及び予防を図り、健康の保持増進や医療費適正化のために、北海道後期高齢者医療広

域連合から委託を受けて実施するものでございます。以上、健康づくり推進費の説明とさ

せていただきます。ご審査のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長（長名 實君） ４目予防費、５目健康づくり推進費の説明が終わりました。

質疑に入ります。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑がないようですので、４目予防費、５目健康づくり推進費の

質疑を終わります。

４款１項６目上水道費の説明を求めます。

建設課長。

〔建設課長 岩井良道君登壇〕

○建設課長（岩井良道君） それでは上水道費のご説明を申し上げます。予算書は１２０

ページ、１２１ページでございます。６目上水道費。本年度予算額３，４０２万７千円、

前年度３，７１３万３千円、比較で減額の３１０万６千円でございます。減額の主なもの

につきましては、西空知広域水道企業団負担金の減でございます。財源内訳は特定財源と

して４３０万円、これは西空知広域水道事業出資債で充当率は１００％でございます。一

般財源２，９７２万７千円でございます。

、 ， 。経費の内容でございますが １番目の西空知広域水道企業団負担金２ ９６７万１千円

この経費につきましては、西空知広域水道企業団が進めております第２次、第４次拡張事

業及びダム事業にかかる利息分と、町単独拡張事業の元利償還金について費用負担に関す

る規定に基づきまして町の負担分を計上したものでございます。２番目の西空知広域水道

事業出資金４３５万６千円でございます。この出資金につきましては、第４次拡張事業の

徳富ダム建設にかかる本町の負担分を計上してございます。なお２３年度のダム工事費と

いたしましては、１９億７千万円を予定をしてございまして、そのうちの水道企業団の負
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担分といたしましては１．２％の２，３６４万円、この部分につきまして国の水源開発事

業補助が５０％、残りのうち、新十津川町の負担分といたしましては５５．２７％という

ことで、その負担分を計上してございます。以上で、６目上水道費の説明を終わります。

よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。

○議長（長名 實君） ６目上水道費の説明が終わりました。

質疑に入ります。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑はないようですので、６目上水道費の質疑を終わります。

４款２項清掃費、１目塵芥処理費、２目し尿処理費の説明を求めます。

住民課長。

〔住民課長 林 敏幸君登壇〕

○住民課長（林 敏幸君） それでは塵芥処理費、し尿処理費のご説明を申し上げたいと

思います。４款衛生費、２項清掃費、１目塵芥処理費、２目し尿処理費についてご説明申

し上げます。予算書は１２０ページから１２３ページになります。１目塵芥処理費。本年

度予算額１億３，４８８万７千円、前年度予算額１億２，８１１万３千円、比較でござい

まして６７７万４千円の増額となります。財源内訳でございますが、その他財源というこ

とで１，５４６万円。内訳ですが、一般廃棄物処理業者の許可手数料１万５千円。次に、

廃棄物処理手数料、これ指定ごみ袋の売り払い代金でございますが、１，４５０万円。次

に資源物の売払収入ということで９４万５千円を見込んでございます。一般財源１億１，

９４２万７千円でございます。

次に、事業ごとにご説明を申し上げます。まず１番目のごみ収集事業３，９６７万２千

。 、 、 。円 これにつきましては 指定ごみ袋作成経費 これは全体で１４６万１千円かかります

これを計上してございます。それからごみの収集委託料として３，６３３万円、これを予

算計上してございます。今年度、特にごみ収集ボックスの標識作成経費ということで１１

万円を見込んでございます。中空知衛生施設組合の資料によりますと、昨年度の４月から

１２月までの本町のごみの量でございますが、前年度対比でございまして、家庭系の可燃

ごみがプラス１４．９トンと増えてございます。また不燃ごみにつきましてもプラス３．

３トンと、これも増加でございます。それから粗大ごみ、これにつきましても５．２トン

、 、 ． 。と いずれも家庭系が増えてございまして 家庭系全部で１４ ９トン増えてございます

一方、事業系のごみが減ってございます。事業系の可燃ごみでございますが、マイナスの

９．６トン、それから事業系の生ごみがマイナスの１８．１トンということで、合計を対

比しまして差し引きますと、全体では前年度より１．６トン減っているという形になって

おります。これが新十津川のごみ量の全体の数字でございます。現在エコバレー歌志内に

よる可燃ごみの焼却経費ということで、昨年度から２万５，２００円ということになって

ございます。可燃ごみが増加するということは、中空知衛生施設組合の負担金額にも影響

してまいります。それから、ということで引き続き、可燃ごみの減量啓発に取り組んでい

きたいと思って考えてございます。次に、環境基本計画に基づく家庭用排食用油回収モデ

ル事業、それからフリーマーケット等の開催、それから綿製品回収、これらにつきまして

もごみの減量の一環ということを考えてございまして、昨年度に引き続きまして、今年度

も取り組んでまいりたいと考えてございます。次に２番目でございますが、資源回収奨励

事業ということで４５万円。ごみの減量と資源回収のために子ども会に奨励金を交付する

というものでございまして、キロ当たり３円でございます。予算では１５０トン程度の回

収を目指しているという形になってございまして、昨年度といいますか、平成２２年度の

収集量の実績でございますが、新聞、雑誌、ダンボール、それからアルミ缶、これまで入
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れますと１３８トン、これを回収してございます。次に３番目でございますが、不法投棄

等処理事業でございますが、１９万３千円予算計上してございまして、道路敷地、町有地

に不法投棄されたテレビ等の処理手数料、それから町道で交通事故にあった犬猫等、小動

物の遺体処理料、これを予算計上してございます。今年７月でテレビ受像器、地上デジタ

ル化ということになって不法投棄が増えるのではないかということが想定されております

が、パトロール等、啓発等に進めてまいりたいと思っております。次に４番目でございま

すが、一般廃棄物処分場の管理経費６８０万３千円につきましては、放流水、保有水の水

質分析検査、地下水及びダイオキシン類調査を含めた廃棄物処分場の維持管理経費を計上

してございます。また、昨年度北海道から町に指示されたものがございまして、技術管理

者の設置とか、それから搬入ごみは即日覆土して欲しいと、覆土しなさいよと、こういう

ことでございます。技術管理者につきましては、委託で予算計上してございますし、覆土

、 、 。につきましては 回数の増加 回数増を図っていきたいと考えて予算計上してございます

次に、一昨年度水処理施設の機器点検調査ということで、委託事業を行ってございまし

て、これは計画的に機器の劣化部分を交換していくということで、毎年度予算計上してご

ざいます。今年度におきましても調整層のポンプ交換、それから内部の洗浄、それから汚

泥引き抜きということで７３万円予算計上してございます。次に、中空知衛生施設組合の

負担金でございまして、ごみ処理施設８，０６４万９千円。これにつきましては、ごみ処

理施設の維持管理費といたしまして５，８６４万９千円。施設費といたしまして２，１４

０万９千円。動物用小型焼却施設の維持管理費といたしまして４８万３千円。施設費とい

たしまして１０万８千円。これらを計上してございます。昨年度当初といたしまして、１

３９万円ほど増えてございますが、これ可燃ごみが増加しているということと、中空知衛

生施設組合の重機があるのですが、タイヤ交換それから点検項目が若干増えたということ

と、それと動物の小型焼却炉、これ炉の改修を見込んでございまして、若干増えていると

いう形になってございます。次に、中・北空知廃棄物処理の広域連合の負担金でございま

すが、７１２万円予算計上してございます。これ建設機の負担金ということで４９８万７

千円、その他経費ということで、これ運営費でございますが２１３万３千円。これを予算

計上してございます。この負担額は、実は交付金充当率、これが１０割から６割に下がる

場合もあるということでいわれてございまして、実は６割に下がっても予算執行可能な金

額ということで７１２万円、予算計上してございます。それから平成２３年１１月８日に

本体工事の入札が行われたわけでございますが、今年度の事業概要、ちょっと調べますと

焼却施設の建設工事、それから実施設計協議、それから機械設備の制作、それから土木建

、 、 、設工事 これらを含めてございまして それから平成２２年度で繰越明許がございまして

これらを含めますと１６億１，７００万円の事業費ということになってございます。それ

から設計施工管理業務、これ実施設計の精査とか建設工事、電気設備工事など工事管理、

これらが繰越明許も含めまして２，６６１万８千円、これが主な事業費ということになっ

てございます。工事のスケジュールを見ますと、２月から機械設備の工事が始まっており

ます。それから基本設計、それから詳細設計を９月までに終了したいということでござい

まして、それが終わってから９月末には土木建設工事が開始されると、そして１１月から

は機械の設備工事、ここまで行われるというふうに聞いてございます。

次に、２目のし尿処理費でございます。ページ数が１２２ページになりますが、本年度

予算額３，５４３万１千円、前年度予算額４，２１１万４千円、比較で６６８万３千円の

減額となります。財源内訳ですが、その他財源ということでございまして、し尿くみ取り

手数料でございます。６９７万７千円を見込んでございます。くみ取り手数料につきまし

ては、１リッター当たり７円６０銭、基本料金を１便槽当たり３１５円と従来と変わって

ございません。一般財源が２，８４５万４千円見込んでございます。
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１番目でございますが、し尿収集事業でございます。８２３万５千円。これにつきまし

ては、一般分と公共施設分を合わせたくみ取り委託料及び事務費ということになってござ

いまして、くみ取り手数料につきましては年々くみ取り量が減少していってございます。

次に、２番目でございますが、中空知衛生施設組合の負担金でございます。し尿処理施設

でございまして２，７１９万１千円。滝川市と雨竜町、共同で行っておりますが、施設の

管理費といたしまして２，６８７万３千円、施設費といたしまして３１万８千円を負担す

るものでございます。前年度対比で６３８万５千円と負担金が大きく減額になってござい

ます。これは昨年度において、平成２２年度においてし尿処理に伴う地下操作盤の補修を

行いました。今年度はそれがないということと、今年度から施設においての起債の償還、

これが終了したということもございまして、大きく減額になってございます。次に、３番

目でございますが、石狩川流域下水道協議会、この中でし尿処理の負担金、し尿処理部会

というのを新たに作りまして、その負担金でございます。５千円という金額を予算計上し

てございます。これ平成２７年度に供用開始に向けて新たなし尿処理施設改善計画に基づ

く施設建設のための設置されたし尿処理部会の幹事会の運営経費でございます。これにつ

きましては過去３年間のし尿処理量で負担するものでございまして、主な内容は事務費関

係でございます。以上、１目塵芥処理費、２目し尿処理費のご説明に代えさせていただき

たいと思います。よろしくご審議たまわりたいと思います。

○議長（長名 實君） １目塵芥処理費、２目し尿処理費の説明が終わりました。

質疑に入ります。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑はないようでありますので、４款２項清掃費、１目塵芥処理

費、２目し尿処理費の質疑を終わります。

５款労働費、１項労働諸費、１目労働諸費の説明を求めます。

産業振興課長。

〔産業振興課長 後木祥一君登壇〕

○産業振興課長（後木祥一君） それでは５款１項１目労働諸費についてご説明を申し上

。 、 。 、げます 予算書は１２４ページ １２５ページでございます 本年度予算額５７万５千円

前年度予算額５８万８千円、比較１万３千円の減額でございまして、財源はすべて一般財

源でございます。

続きまして、経費別の事業概要でございますが、１番目の中空知地域職業訓練センター

協会負担金でございますが、これにつきましては、中空知５市５町、それと民間というこ

とで建設協会、技能協会、商工会などで運営費を負担をいたしているものでございます。

ご参考までに本町で平成１７年から２１年までにこのセンターを利用した町民の方です

が、８，５０３人となっております。平成２１年度の訓練などの利用者が２，５５４人と

いうことで、利用者といたしましては滝川、砂川、赤平に次いで４番目ということになっ

ております。負担金が前年度に比べて１万３千円減額となりましたが、この負担金につき

ましては、利用度割という項目がございまして、その利用度割が減ったということで１万

３千円減になったということでございます。２番目の新十津川技能協会補助金につきまし

ては、例年どおりの予算額となっております。労働費は以上でございますが、中空知の地

域職業訓練センターにつきましては、新聞などでも報道されておりましたが、独立行政法

人の雇用能力開発機構から滝川市が無償譲渡を受けて、その後社団法人の中空知地域職業

訓練センター協会に無償譲渡をして運営をしていくということで決まっております。一番

懸念をされておりました大規模改修については、２３年度から１０年間については厚生労

働大臣が激変緩和措置を設けるということになっております。それを前提にセンター協会
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の方で引当金などによって全額負担をしていくというふうに決まっているようでありま

す。以上、労働諸費についてご説明を申し上げました。よろしくおご審議をお願いいたし

ます。

○議長（長名 實君） １目労働諸費の説明が終わりました。

質疑に入ります。

質疑はありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑はないようですので、５款労働費、１項労働諸費、１目労働

諸費の質疑を終わります。

６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費の説明を求めます。

農業委員会局長。

〔農業委員会局長 後木祥一君登壇〕

○農業委員会局長（後木祥一君） それでは６款１項１目農業委員会費についてご説明を

申し上げます。予算書につきましては１２６ページ、１２７ページでございます。本年度

予算額１，１７１万円、前年度予算額１，１６７万８千円、比較で増の３万２千円でござ

います。増額の主なものにつきましては、水土里情報システムの導入による費用というこ

とになっております。財源内訳でございますが、国道の支出金として３２０万円、その他

財源で９５万１千円、一般財源が７５５万９千円でございます。特定財源の内訳でござい

ますが、農業委員会交付金につきましては、北海道の定額補助でございます。その他財源

の現地目証明手数料、属託登記手数料、その他証明手数料につきましては、新十津川町手

数料徴収条例に基づきまして前年決算見込を勘案いたしまして計上いたしております。農

業者年金業務委託料については、農業者年金基金と町は業務の委託契約をしておりますの

で、契約に対する相応分を計上いたしております。

続きまして、経費別事業概要でございますが、１番目の農業委員会活動事業では農業委

員１７名の報酬が主なものでございまして、９９８万７千円のうち、人件費が９２％を占

めております。農地の利用調整につきましては、農業委員さんの長年の実績により確立さ

、 。 、れ 地域に定着をいたしております 平成２２年における農地の権利移動は全体で８５件

２９８ヘクタールについて権利の移転及び設定が行われました。このうち売買は２４件、

５５ヘクタールでございます。現状ではいわゆる売れ残りは発生はしておりません。農業

委員各位のご努力の結果というふうに考えて、今後も公平で着実な活動の展開をお願いを

。 、 、 、しているところでございます ２番目 農業者年金事務でございますが 受給者４２９名

それから農業者年金の被保険者１８３名の資格の取得それから喪失など、資格管理に要す

る経費でございまして、賃金が主なものでございます。３番目、農地基本台帳管理システ

ム管理事業については、システムの保守管理に要する費用でございます。４番目、水土里

情報システム負担金でございますが、コンピュータの上で地図情報や様々な付加情報を載

せまして、地理をすぐに見られると、具体的には航空写真などを使いまして情報がつぶさ

にわかるようにするというシステムを水土里情報の方で行っておりますので、それを導入

いたしまして情報をいつでも引き出せるというふうな体制をとるということで、これは農

業委員会とそれから新十津川町と両方でこういうシステムを導入していくということで、

ここでは農業委員会に関する部分の費用を計上させていただいております。以上、農業委

員会費についてご説明を申し上げました。よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（長名 實君） １目農業委員会費の説明が終わりました。

質疑に入ります。

質疑はございませんか。

６番、長谷川秀樹君。
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○６番（長谷川秀樹君） それでは１点質問させていただきたいと思いますけれども、直

接予算とは関係ありませんけれども、今年農業委員の改選ということで、農業委員さんの

定数は現行１４かと思うのですけれども、一人欠員という形で現状進んでいるのではない

のかなと思いますけれども、今年改選という中でその辺の定数というのはどういうふうに

考えていらっしゃるのかお聞きしたいと思います。

○議長（長名 實君） 答弁を求めます。

農業委員会局長。

○農業委員会局長（後木祥一君） 現在の農業委員の定数、公選の定数は１３名というこ

とで、１３名ちょうどの定数になっております。そのほかに選任の委員さんが４名いらっ

しゃいますので、農業委員の総数としては１７名ということになっているわけでございま

す。で、１３名の委員さんで現在定数がちょうどということになっておりまして、今年の

７月が任期でございます。ついてはこの定数をいかにすべきかということで、農業委員会

自らが定数の検討委員会を立ち上げて、昨年その結果といたしまして、現状、それから今

後の農地の行政を考えた時にあまり定数を減らすべきではないのではないかという結論に

いたりまして、今期改選にあたっては１３名の定数でいこうということで、現在決定をい

たしているという状況でございます。以上でございます。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑がないようですので、６款農林水産業費、１項農業費、１目

農業委員会費の質疑を終わります。

６款１項２目農業振興費、３目畜産業費の説明を求めます。

産業振興課長。

〔産業振興課長 後木祥一君登壇〕

○産業振興課長（後木祥一君） それでは２目農業振興費からご説明を申し上げます。予

、 。 ， 、算書は１２８ページ １２９ページでございます 本年度予算額１億６ ５１５万１千円

前年度予算額１億６，２４１万９千円、比較で２７３万２千円の増額でございます。増額

、 。の主な理由につきましては 農業振興活性化事業３６５万２千円が主なものでございます

財源内訳でございますが、国道の支出金で１億２６６万７千円、一般財源で６，２４８万

４千円でございます。特定財源の補助率等を申し上げます。道の緊急雇用創出推進事業補

助金は１０分の１０。次世代農業者支援融資事業利子補給補助金につきましても１０分の

１０。次の農業経営基盤強化資金利子補給費補助金につきましては、補助率が２分の１。

次の中山間地域等直接支払交付金は４分の３となっております。次の農地・水保全管理支

払推進交付金、次の環境保全型農業直接支払推進交付金はそれぞれの事業の事務費に対す

る補助金でございまして、補助率は定額となっております。

続きまして、経費別の主な事業概要を申し上げます。１番目、水田農業構造改革推進事

業につきましては、農政事務全般にかかる事務費を計上いたしております。２番目、優良

、 。 、品種試験農場設置事業につきましては 水稲作況展示ほの開設経費でございます ３番目

農業振興活性化事業につきましては、道の緊急雇用創出推進事業補助金を活用いたしまし

て、現在ＪＡピンネ、それから浦臼町、本町の３者で計画をいたしております農業振興公

社の設立準備や農産物ブランド化の推進、さらにはファームイン、グリーンツーリズムな

どの推進体制等に取り組む臨時職員人件費相当分を計上いたしております。４番目、農地

・水保全管理支払交付金、５番目、環境保全型農業直接支援対策交付金につきましては、

２２年、昨年度までの農地・水環境保全向上対策事業のうち、共同活動支援が農地・水保

全管理支払交付金に、営農活動支援が環境保全型農業直接支援対策交付金として実施され

ることとなりましたので、それぞれに計上をいたしたということでございます。まず農地
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・水保全管理支払交付金につきましては、前年度まで共同活動支援交付金が交付されてい

た水田２，５００ヘクタールで昨年同様の単価、反当３，４００円で計上をいたしており

ます。次の環境保全型農業直接支援対策交付金につきましては、昨年までは営農活動支援

交付金として、先ほど申し上げた事業が独立をしたということでございまして、現在予定

している地区は大和地区の特別栽培米、それから旧北花月地区のタマネギ、長ネギ、トマ

、 ， 。 、トなどの作付け面積分 ９ ５１７アールを計上いたしているところであります ６番目

それから７番目の負担金については例年どおりでございます。８番目、新十津川町農産物

ブランド化推進協議会負担金につきましては、今年は本町農産物の紹介、重点振興作物の

知名度アップ、消費拡大を目指したイベント、これらについて道産品のアンテナショップ

への出展経費などを計上いたしております。２２年度、昨年度におきましては、地産地消

の観点から農産物の直売を行うということで、生産者及びＪＡピンネと協議を重ね、ＪＡ

ピンネの店舗の中に直売コーナーを設けるとともに、朝市なども開催をさせていただいて

おります。また農産物の付加価値を高めるということで、従来の栽培方法ではなく、新し

い栽培方法を取り入れたいという方にも支援を行ったという実績がございます。９番目、

水土里情報システム負担金については、先ほど農業委員会費においてもご説明申し上げま

した水土里情報システムに伴う負担金となってございます。１０番目、農民協議会活動支

援事業、１１番目、営農振興対策協議会支援事業、これらについては例年どおりでござい

ます。１２番目、農業経営基盤強化資金利子助成金７４３万５千円でございますが、これ

は認定農業者が規模拡大を図る際に借入を起こした者に対する利子補給ということで計上

をいたしております。今回計上分は、すでに借りられている分２７３件分と２３年度の借

入予定という合計額を計上いたしております。１３番目、次世代農業者支援融資事業利子

助成金。これは農業後継者が経営移譲を受ける時に先代の方が借りた負債を長期資金に借

り換えるという内容でございまして、これに対する利子を補給しようということで、現在

３件、３名の方が該当されているということでございます。１４番目、農業経営緊急支援

資金利子助成金。これにつきましては一昨年、平成２１年の北海道における冷湿害によっ

て農業被害を被られた農業者の方に、ＪＡピンネが定めました基準に当てはまる農家を利

子補給するということで、緊急支援資金の内訳につきましては、通常金利１．９５％のう

ちＪＡピンネが１％を負担します。残り０．９５％が貸付金利となります。ＪＡピンネの

定めた基準に当てはまる農家が借り入れられた場合には、町単独において０．７２％補助

いたしますので、農家の負担は０．２３％となるということでございます。１５番目、中

山間地域等直接支払交付事業につきましては、２２年度から３期対策が始まっております

が、耕作放棄地を未然に防ぐ多面的機能の低下が懸念される中山間地域等において、生産

条件の不利を補正するというための交付金でございまして、第３期対策、２２年から２６

年度の今年は２年目に当たるということで、２２年の実績を勘案して計上いたしていると

ころでございます。ご参考までに急傾斜の水田については反当２万１千円、緩傾斜の水田

については反当８千円、畑については３，５００円という金額になっているわけでござい

ます。現在認定農業者の数は２７１名でございます。農業者の数、農業委員会の数で４３

２名というふうになっておりますので、４３２分の２７１で、認定農業者の割合は６２．

７％になっております。この６２．７％の人たちが持っている農地の面積が８７．１％と

いうことで、６割の認定農業者の方で約８７％の農地を持っておられるという現状になっ

ているわけでございます。以上、農業振興費についてご説明を申し上げました。

続きまして、３目畜産業費について申し上げます。予算書は１２８ページから１２９ペ

ージでございます。本年度予算額が２０１万４千円、前年度予算額が３１０万２千円、比

較で減額の１０８万８千円となっております。減額となりました理由につきましては、学

園牧場の維持管理事業の減によるというものでございます。財源内訳につきましては、そ
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の他財源といたしまして８９万２千円、一般財源１１２万２千円でございまして、８９万

２千円については、学園牧場の使用料ということになります。

経費別の事業概要でございますが、１番目、家畜防疫事業でございますが、例年どおり

中空知農業共済組合に委託をしております。獣医さんによるワクチン接種、伝染病予防、

飼養管理の指導を受けるという経費に充当いたしているわけであります。３番目、学園牧

場の維持管理事業でございますが、この牧場については、全体の面積が５６．３６ヘクタ

ールございまして、４つの牧区に分けて使っております。そのうち第１、第２牧区につい

ては町内牛を放牧するということで、昨年は第３、第４牧区を町外の牛を放牧する予定で

ございましたが、口蹄疫の関係がございまして、町外の牛をお預かりすることができなか

ったということでございます。今年も町外の牛の利用というのが少し見込めない状況にご

ざいますので、その他財源では昨年よりも落として計上いたしているということでござい

ます。あと４番目、５番目につきましては、各団体への負担金、補助金ということになっ

てございます。以上、２目の農業振興費、３目畜産業費の内容についてご説明を申し上げ

ました。よろしくご審議をお願い申し上げます。

○議長（長名 實君） ２目農業振興費、３目畜産業費の説明が終わりました。

質疑に入ります。

質疑はありませんか。

１０番、樋坂里子君。

○１０番（樋坂里子君） 農業振興費の説明の３番、これ新規事業ですよね。内容をもう

少し詳しく、内容の説明、どういうふうに、どういうことをするのかということをお願い

したいのですが。

○議長（長名 實君） 答弁を求めます。

産業振興課長。

○産業振興課長（後木祥一君） ３番目の農業振興活性化事業についてのお問い合わせで

ございますが、先ほどもちょっとふれさせていただきましたが、これは臨時職員を雇うそ

れの委託を考えております。どこに委託をするかといいますと、総合振興公社に委託を考

えております。どういう中身を委託するのかということになるのですが、先ほど申し上げ

ました農業振興公社の設立準備等の業務、それから農産物ブランド化の更なる推進業務、

そして現在ファームイン、グリーンツーリズムしんとつかわで心呼吸という団体がござい

ますが、そちらで修学旅行生の受け入れなどを行っております。これらの業務について委

託をしたいというふうに思っております。メインは農業振興公社の設立準備等になってく

るかなと、あるいは公社でございますので、ブランドの推進という業務になろうかという

ふうに思っております。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑がないようですので、２目農業振興費、３目畜産業費の質疑

を終わります。

６款１項４目国営開発事業推進費の説明を求めます。

建設課長。

〔建設課長 岩井良道君登壇〕

○建設課長（岩井良道君） それでは国営開発事業推進費のご説明を申し上げます。予算

書は１３０ページ、１３１ページでございます。４目国営開発事業推進費。本年度予算額

５６４万円、前年度４７８万７千円、比較で増額の８５万３千円でございます。財源内訳

は、特定財源として国道支出金６０万円、これは地域用水機能増進事業補助金、国が５０

、 、 。 。％ 道が２５％ ７５％の補助金でございます 残り一般財源は５０４万円でございます
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経費の内容でございますが、１番目の樺戸地区・樺戸２期地区土地改良推進事務１２万

７千円。この経費につきましては、国営事業の樺戸地区、樺戸２期地区の事業推進を図る

ための事務費と北海道補助ダム促進協力会負担金という内容でございます。２番目の地域

用水機能増進事業５４０万９千円。この経費につきましては、平成１０年度より進めてい

、 ， 、る事業でございまして 土地改良区が実施の事業費１ ５０７万３千円に対する町の負担

これは２５％を負担するわけですが３７６万９千円と、町が直接実施をいたします事業費

１６４万円を計上してございます。町の事業内容でございますが、吉沢の里管理にかかる

消耗品、また公園管理にかかる委託料、作業用車両の経費というような内容でございまし

て、通常の管理経費と木橋の修繕等を予定をいたしてございます。なお本事業につきまし

ては、本年度、平成２３年度で事業完了を予定しているところでございます。３番目の国

営樺戸地区土地改良事業促進期成会負担金１０万４千円。これにつきましては、徳富ダム

建設にかかる期成会の運営に要する経費でございまして、内容につきましては土地連負担

金及び事務局経費というふうな内容でございます。以上で、４目国営開発事業推進費の説

明を終わります。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。

○議長（長名 實君） ４目国営開発事業推進費の説明が終わりました。

質疑に入ります。

質疑はありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑はないようですので、４目国営開発事業推進費の質疑を終わ

ります。

６款１項５目農地費の説明を求めます。

産業振興課長。

〔産業振興課長 後木祥一君登壇〕

○産業振興課長（後木祥一君） それでは５目農地費についてご説明を申し上げます。予

算書につきましては、１３０ページから１３３ページでございます。本年度予算額５，８

８０万５千円、前年度予算額７，８０２万１千円、比較で１，９２１万６千円の減額でご

ざいます。減額の主な要因につきましては、事業が完了した地区が２地区ございました。

国営かんがい排水の吉沢地区と花月第１地区が事業が完了したということで、予算が減額

になっております。予算編成をするにあたりまして、平成２３年度の国における農業、農

村整備事業の予算につきましては、２２年度と同額の２，１２９億円ということで、北海

道分は５３２億円ということになりまして、前年度１０５．２％、５．２％伸びたわけで

すが、前年２２年の国の予算が２１年度に比べまして６３％も落ちたということになって

おりました。北海道におきましても２１年度比５３％ということで、大きく予算が削られ

てしまったということがございました。まさに激減したわけでございます。これに対して

市、町村、自治体を含む関係機関は２２年度において大幅削減された予算の回復を期待し

ていたところでございますが、厳しい結果になってしまったということで、２２年同額と

いうことは半分落ちている状態で予算を編成しなければならなくなったということでござ

いました。本町におきまして、２３年度現在で進めておりますパワーアップ事業の総事業

費については８０億６００万円が見込まれております。２３年度末時点で事業費ベースで

いきますと４０億８，５００万円、８０億のうち約４０億、事業が進むというふうに見込

んでおりまして、進捗率は５１％になるだろうというふうに考えております。

内容についてご説明を申し上げますと、財源につきましては、国道の支出金で１，３２

０万９千円、地方債で１，０２０万円、その他財源で１，１７１万４千円、一般財源につ

， 。 。いては２ ３６８万２千円となっております 特定財源の補助率等について申し上げます

道の国営造成施設管理体制整備促進事業補助金につきましては、補助率が４分の３。基幹
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水利施設管理事業補助金は、補助率が６０％。以下、地方債の花月第２地区から次のペー

ジ中ほどの吉野地区中山間地域総合農地防災事業債までは起債でございます。過疎債を充

当するということでございまして、町の持ち分は道の上乗せ補助を除いた１０分の１０の

充当率を計上いたしております。過疎債でございますので、交付税の参入は７０％という

ことになります。国営造成土地改良施設整備事業浦臼地区事業費償還協定負担金は、協定

によりまして浦臼町が全額負担すると、これは浦臼の土地改良区が全額を負担していただ

くということになります。一番下、食料供給基盤強化特別対策事業交付金ですが、平成１

８年度から２２年度までの５カ年間実施された持続的農業・農村づくり促進対策事業交付

金に変わる交付金でございまして、北海道からの上乗せの助成分でございます。助成割合

は２分の１を見込んでございます。

続きまして、経費別事業内容を申し上げます。１３１ページにお戻りをいただきたいと

思います。１番目、花月第２地区でございますが、ここでは暗渠工それから換地を予定し

ておりまして、２３年度に事業が終わる予定でございます。２番目、新北部地区でござい

ますが、ここは区画整理、暗渠、水路工などを予定いたしております。３番目、新南部地

区ですが、区画整理、暗渠、水路などを予定しております。４番目、新西部地区につきま

しても、区画の整理、暗渠工、水路工などを予定いたしております。５番目の日進地区に

つきましては、日進の老朽ため池が堤体、堤の方ですが、堤が経年変化による変形で安全

、 、性に不安があるということから 防災上の観点から整備を行うというものでございまして

２３年度に完了予定というふうに聞いております。６番目、吉野地区中山間地域につきま

しては、用水路工を予定いたしております。２４年度に完了予定というふうに聞いており

ます。中山間地域吉野につきましては、ワッカウエンベツ川沿いの沢地帯の農地７６ヘク

タールをかんがいする幹線用水路が地域の山側の法面下を走っておりまして、経年変化に

よって漏水がみられるということから、農地災害の未然防止の観点からパイプラインに変

更するという工事になっております。パイプラインに更新するというものであります。７

番目の大和地区経営体育成基盤整備事業排水路整備償還金につきましては、大和地区の用

排水路の中で水田以外に流域を持っている用排水路が６条ありますが、この６条にかかる

受益者負担分、これは町が負担をするという約束になっておりますので、これに伴います

負担金ということでございます。これについては債務負担行為の議決をいただいていると

いうことで、平成３１年度までの債務負担行為となっております。８番目、南大和地区経

営体育成基盤整備事業償還金でありますが、本町独自の施策として、第２次パワーアップ

事業の受益者負担割合を第１事業の水準に合わせるための差額の負担を行っております。

これにつきましては、受益者の本事業にかかる借入償還金の一部を負担する形で行ってお

ります。当該償還につきましては、１９年度から始まっておりまして、差額相当分３，６

００万円となりますが、道からのソフト事業で補てんされる分を除きます１，５５０万円

が町の負担となりまして、それに相当する分２３年度が９３万円ということになるという

ことでございます。差額の根拠となります負担の割合でございますが、負担利率ですが、

工種によっては違いますけれども、概ね２．５％町が持つというふうになっております。

９番目の日進地区から１３番目の花月第１地区までも同じような、同様の考え方でござい

ます。日進地区については２０年度から、弥生第１、弥生第２、弥生第２の２は２２年度

から、花月第１は先ほど申し上げました２２年度に工事が終わりましたので、２３年度か

ら償還が始まるということになるわけでございます。１４番目、２１世紀高生産基盤整備

事業事務費負担金、これは土地改良事業、道営土地改良事業、すべて土地改良区の方で補

助監督を行っていただいております。これに要する人件費、事務費等について応分の負担

をするということで、新十津川町分としては４０％、５００万円の４０％ということで２

００万円を負担をするということになっております。１５番目、国営造成施設管理体制整



- 143 -

備促進事業１，２３５万６千円でございます。この経費につきましては、土地改良区に対

する強化支援事業としての補助金１，１６７万６千円、そして事業推進活動委託料６８万

円、合計１，２３５万６千円を計上いたしております。強化支援事業といいますのは、国

営造成施設及び一体付加分施設、一体的に整備をする用水施設のすべて、これらの多面的

機能の管理、体制の強化というものを支援するというものでございます。推進活動事業に

ついては、それらの事務費ということになります。１６番目、基幹水利施設管理事業６８

６万８千円でございます。この経費につきましては、平成１９年度から導入の事業でござ

いまして、大規模農業施設である新十津川ダム及び徳富川頭首工について、公共、公益性

として防災面及び水辺空間創出などの環境保全ということに対し機能の強化を図るという

ことで、町が両施設を管理するのに要する経費を計上いたしております。この事業につき

ましては、先ほど申し上げました国、道の補助が入っていると、入るということになりま

す。１７番目、国営造成土地改良施設整備事業浦臼地区事業費償還負担金８１万円。この

経費につきましては、浦臼地区で実施の用水施設整備事業の完了に伴う負担金を繰上償還

したいというものでございまして、財源につきましては、先ほど申し上げました浦臼土地

改良区の方で全額負担をいただくということになっております。以上、農地費の内容につ

、 。 。いて ご説明を申し上げました よろしくご審議をいただきますようお願い申し上げます

○議長（長名 實君） ５目農地費の説明が終わりました。

質疑に入ります。

質疑はありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） ないようでありますので、５目農地費の質疑を終わります。

６款２項林業費、１目林業振興費の説明を求めます。

産業振興課長。

〔産業振興課長 後木祥一君登壇〕

○産業振興課長（後木祥一君） それでは６款２項１目林業振興費についてご説明を申し

上げます。予算書につきましては、１３２ページから１３５ページでございます。本年度

予算額１，８８３万円、前年度予算額１，９３７万９千円、比較で５４万９千円の減額で

ございます。減額の主なものにつきましては、有害鳥獣駆除対策事業で４０万２千円を減

額させていただいております。財源の内訳を申し上げます。国道の支出金で１，１０８万

１千円、その他財源で６８万４千円、一般財源で７０６万５千円でございます。特定財源

のうち、道の未来につなぐ森づくり推進事業補助金は道の上置き１６％分でございます。

、 。 、森林整備地域活動支援交付金は 交付金の４分の３ 森林整備地域活動支援推進交付金は

事務費の２分の１でございます。その他財源の北美沢線林道協定負担金は、道と新十津川

町の協定による負担金でございまして、道が負担をいただくのは６４％ということになっ

ております。有害鳥獣駆除負担金は、有害鳥獣のシカ駆除に要する費用の２分の１をＪＡ

ピンネにご負担をいただくということで計上いたしております。

１番目、有害鳥獣駆除対策事業でございます。これは新十津川の猟友会に対しまして、

カラス、キツネ、シカの駆除を委託する経費、それからヒグマ駆除の駆除員の報酬、旅費

を計上させていただいているわけでございます。エゾシカにつきましては、現在道内では

生息数が６４万頭ともいわれております。農林業における被害が深刻となっているわけで

ございます。昨年度から、２２年度から農業者の皆様の自主的な駆除体制を確立して、情

報や危機管理の共有とともに、自らわなによる捕獲を行っていただくための予算を計上さ

せていただきました。そして有害鳥獣対策協議会を立ち上げまして、わな免許の取得を希

望されておられる方に助成をいたしました。今年も免許取得費用の一部助成を計上させて

いただいているところでございます。人数につきましては１０名分、１５万２千円を計上
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させていただいているわけでございます。わな本体の購入につきましては、協議会が事業

主体となりますので、町の予算では載っておりません。協議会の方に国の方から助成金、

交付金が交付されるということになりますので、町の予算には入っていないということに

なるわけですが、今年も平成２３年度においてもこの協議会において６０基を購入したい

というふうに予定をいたしております。２２年度末でわなの資格を取っていただいた方に

ついては、２７名の方に取っていただきました。ですから２３年度で１０名分予算を計上

いたしましたので、皆さんとっていただくとなれば、２３年度末には３７名のわなの資格

取得者が見込まれるということになるわけであります。わなにつきましても、昨年２００

万円ほど国からこの協議会に交付金をいただきましたので、６５基現在保有をしていると

いう状況にございます。ご参考までに２２年度で捕獲したシカにつきましては２２頭、こ

のうちわなによっての捕獲が２頭ということになりまして、残り２０頭は猟友会の方のハ

ンティングによるということになります。２番目の林野火災予消防対策事業でございます

が、森林組合に委託する火災予防巡視員１２０回分、１回１千円ということで計上いたし

ました。森林管理の巡視、あるいは山林における不法投棄などについても巡視をしていた

だくということで業務を考えております。３番目、鳥獣害防止施設等整備事業でございま

す。これは民有林の野鼠、野ねずみ駆除のためのヘリコプターによる薬剤散布に要する経

費を計上いたしております。４番目、林道維持管理事業１５６万８千円。この経費につき

ましては、林道の管理に要する費用でございまして、砂利敷きですとか、それらの費用に

ついて計上をいたしているものであります。この中には草刈りも含まっているということ

でございます。それから５番目から１０番目につきましては、公的団体への活動負担金と

いうことで、それぞれ負担割合に応じて計上いたしております。次、１３５ページになり

ますが、１１番目の森林整備担い手対策推進負担金３万４千円。これは林業の担い手とな

る従業者の共済掛金を道、町、事業主、本人とこの４者で負担をするということで、４者

１団体２５％、３名分計上いたしております。１２番目、未来につなぐ森づくり推進事業

ですが、これは昨年度までは２１世紀北の森づくり推進事業ということで、この北の森づ

くりにつきましては、２２年度をもって終了というふうになっておりましたが、関係機関

が道に働きかけまして、ぜひこのポスト２１世紀北の森づくり事業をやってくれというこ

とでお願いをしておりました。道の方では未来につなぐ森づくり推進事業ということで計

画をされているようでございます。２３年度からは今の名前、未来につなぐ森づくり推進

事業としてスタートするということでございまして、内容につきましては、２０ヘクター

ルの造林を予定をいたしているところでございます。１３番目、緑の少年団活動支援補助

金については、大和地域の小学生で結成されております少年団活動への補助金を計上いた

しました。１４番目、森林整備地域活動支援交付金。これは平成１９年から２３年までの

５年間の時限事業となっております。内容につきましては、森林所有者と締結する協定に

基づいて、森林施業計画機関を通じて地域活動を行ったものに対して、森林面積１ヘクタ

ール当たり５千円を交付するというものでございまして、１，２００万円、２，４００ヘ

。 、 、クタール分を計上いたしております この予算には直接関係ございませんが 現在総学線

総進とそれから学園を結ぶ林道、総学線という林道がございますが、現在進捗状況は３９

％、約４０％ということになっております。以上、林業振興費についてご説明を申し上げ

ました。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。

○議長（長名 實君） １目林業振興費の説明が終わりました。

ただちに質疑に入ります。

質疑はありませんか。

６番、長谷川秀樹君。

（ ） 、○６番 長谷川秀樹君 それでは林業振興費の１番の有害鳥獣の駆除対策ということで
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町の対策としてわなのというか、資格の取得の助成であるとか、あるいはそのわなを買う

場合での助成という形の中で、駆除対策を進めているおりに、昨年２２頭を捕獲したとい

う実績ですけれども、それが効果的に被害の減額というか、被害の減少につながっている

のかどうかという、そういった部分をお聞きしたいのと、さらにそれがないとすれば防護

柵とか、いろいろな対応の仕方があろうかと思いますけれども、そんなことも含めて今後

の、今後というか、そういったことは現時点で考えているのかどうかということをちょっ

とお聞きしたいのですけれども。

○議長（長名 實君） 答弁を求めます。

産業振興課長。

○産業振興課長（後木祥一君） 有害鳥獣の被害につきましては、私どもの方では農業被

害といたしましては、だいたい１２０ヘクタール、１，４００万円くらいの被害が昨年あ

ったであろうというふうに推定をいたしております。この２２頭の捕獲がどの程度の効果

があったのかということまでは検証できておりませんが、２２頭、一昨年は４０頭近い捕

獲があったわけでございます。これにつきましては、猟友会の方が非常にご努力をいただ

いて、昼夜を分かたずという言い方があたるかどうかはわかりませんが、非常に努力をし

て捕獲をしていただいていたという実績がございました。２２頭捕獲した中で、今後それ

ではどのようになっていくのかということなんですが、繁殖率が非常に高いという話も聞

いております。さらに注視、注意をしていかなければならないというふうに思っておりま

すが、今後の防衛策をさらに深めるということになれば、電気による柵あるいはそれ以外

のフェンスというようなことも考えられるわけですけれども、それらについては非常な費

用がかかるというふうにうかがっております。そうしますと費用対効果ということも考え

ていかなければならないということで、まったくその点を視野に入れていないわけではな

いのですが、当面は自分たちの農地は、自分たちの農作物は自分たちで守っていただくと

、 。いうことに力点を置いていきたいということで 進めさせているということでございます

以上でございます。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） ないようですので、６款２項林業費、１目林業振興費の質疑を終

わります。

◎散会の宣告

○議長（長名 實君） 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。

明日、午前１０時から本会議場において予算審議を再開いたしますので、定刻までにご

参集願います。

それでは本日はどうもご苦労さまでした。

これにて散会いたします。

（午後 ４時２３分）
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。

議 長

署 名 議 員

署 名 議 員
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平成２３年第１回新十津川町議会定例会

（ ）平成２３年３月１６日 水曜日

午前１０時開議

◎議 事 日 程 （第５号）

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 議案第１２号 平成２３年度新十津川町一般会計予算（内容説明、質疑）

◎出席議員（１２名）

１番 岩 木 雅 徳 君 ２番 青 田 良 一 君

３番 山 田 秀 明 君 ４番 笹 木 正 文 君

５番 平 沢 豊 勝 君 ６番 長谷川 秀 樹 君

７番 西 永 勝 治 君 ８番 後 木 幸 里 君

９番 続 木 俊 一 君 １０番 樋 坂 里 子 君

１１番 乗 松 政 勝 君 １２番 長 名 實 君

◎欠席議員（なし）

◎地方自治法第１２１条により出席した者の職氏名

町 長 植 田 満 君

副 町 長 佐 川 純 君

教 育 長 熊 田 義 信 君

総 務 課 長 石 田 賢 吉 君

会 計 課 長 辻 山 直 紀 君

産 業 振 興 課 長 兼

農業委員会事務局長 後 木 祥 一 君

建 設 課 長 岩 井 良 道 君

教 育 次 長 藤 澤 敦 司 君

代 表 監 査 委 員 山 本 忍 君

◎職務のために出席した者の職氏名

事 務 局 長 加 藤 健 次 君
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◎開議の宣告

○議長（長名 實君） ただいま出席している議員は１２名であります。定足数に達して

おりますので、これより本日の会議を開きます。

（午前１０時００分）

◎議事日程の報告

○議長（長名 實君） 本日の議事日程は、お手元に配布してあります日程表に基づき、

順を追って進めてまいりますので、よろしくお願いをいたします。

◎町長の発言

○議長（長名 實君） 日程第１に入る前に、町長より発言を求められておりますので、

これを許可します。

町長。

〔町長 植田 満君登壇〕

○町長（植田 満君） おはようございます。議長のお許しを得ましたので、このたびの

東日本大震災そして大津波による、連日テレビそして新聞等々で報道されているとおり、

大変な大惨事でございます。そのようなことから、今盛んに行方不明者もかなりおられる

ということで、その捜索活動が展開されているのですけれども、なかなか思うように進ま

ないというふうな現地からの報告のようでございます。亡くなられた方、そして被災にあ

われた方につきましてのお見舞いとそしてお悔やみをあらためて申し上げたいというふう

に思っております。そして今、家屋等を失った方々が避難所でもって厳しい生活を強いら

れております。町といたしましても、本町といたしましても、被災地の皆さん方に少しで

も力を与えればというふうに思っておりまして、支援をいたしたく、今期定例会の最終日

に補正予算として、お見舞い金を補正予算として提案を申し上げたいと思いますので、よ

ろしくご理解のほどをお願い申し上げたいというふうに思っているところでございます。

といいますことは、全国町村会ではこの３月の２９日に常任理事会を開催して、災害見舞

いというか、そういったことを協議するということですから、時間的にかなり遅れるとい

うふうなこともございます。そんなようなことも含めまして、今回そのようなことにさせ

ていただいたということでございます。なおすでに本日の北海道新聞の朝刊に記事が掲載

されておりまして、具体的な金額も出ておりましたですけれども、このことについては町

としての考え方を述べたというところが、ああいう活字になったということでございます

ので、そのことについてもお許しをいただければなというふうに思っております。したが

いまして、被災地に対する災害の見舞金については１００万円を町として、新十津川町と

して被災地の皆さん方に対しお送りしたいというふうに考えております。

またそれ以外に町の災害対策事務局において、新十津川町として何ができるのかという

ことを具体的に、昨日、朝会議を行いまして早急にとりまとめをしていただきました。各

担当課ごとにですね。例えば大和小学校は現在、今統合後、まだ利活用されておりません

ので、例えば被災地の皆さん方がこちらでもって被災を受けられた子どもさん達がこちら

、 、で勉強するということになれば 校舎を提供してあげたいというふうに思っておりますし

また住宅の確保、公営住宅をはじめといたしまして町有の住宅、こういったようなものも

提供してまいりたいというふうに思っておりますし、さらには被災地の皆さん方は健康管

理上大変な厳しい状況下にあるようでございますから、保健師等の要請があればこういっ

たものを人的派遣をしてまいりたいと思いますし、また建物もかなりすでに壊滅状態でご

ざいますけれども、そういった中で災害建築物の応急危険度調査というのですか、そうい
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ったようなことがあればうちの建築技師の派遣も考えて行きたいなというふうに思ってい

るところでございます。今すでに滝川地区広域消防事務組合では、この３月２１日から５

名の方が災害、被災地に派遣をされるということになってございますし、またあの西空知

広域水道企業団、これ日本水道協会の北海道中央支部というのがございまして、道央地区

の協議会の会長が小樽市長さんになっておられますけれども、ここからの要請でございま

して、職員の派遣要請がございました。業務内容については、通水及び漏水調査というこ

、 、 、とでございまして この道央地区でございますから 西空知も入ってございますけれども

西空知以外の地区もございますから、概ね１０日間くらいの日程でローテーションを組ん

で、そして派遣をするということでございまして、西空知水道企業団においても職員を１

名派遣することといたしました。業務内容については、先ほど申し上げたようなことでご

ざいます。

また町の募金活動でございますけれども、早速昨日、共同募金会、社会福祉協議会と町

とで関係機関の打ち合わせをさせていただきまして、町民の皆さん方にまた募金の協力を

お願いするということで、これらにつきましては、社会福祉協議会長と新十津川町と両機

関にもって町民の皆さん方にまたお願いをするということにいたしておりますし、また各

施設において募金箱の設置等をさせていただいて、そして被災地の皆さん方に幾ばくかの

お見舞い金を差し上げればというふうに思っている次第でございます。なお１４日の議会

ですか、この時にちょっと申し上げましたですけれども、新潟の中越地震において、山古

志村に現金、お見舞金をさせていただいたのですけれども、当時は４０万円、新十津川町

としてお見舞金は４０万円、そして他の機関からといろいろな、もちろん議会の皆さん方

もお見舞金を出していただいておりますけれども、そういったものを合わせますと確か１

５０万円を超えていた数字ではなかったかなというふうに思っております。今回は非常に

範囲が広いということもございますし、そういったようなことでお見舞金については１０

０万円を見舞金としてお送りいたしたいというふうに考えておりますし、前回の山古志村

の関係につきましては、被害が非常に限定されていたということもありまして、山古志村

に直接お渡しをしたということでございますから、今回は範囲が広いということでござい

ますので、特定の地域には限定することにはならないというふうに思って、被災地全体に

対してお見舞金を差し上げたいということでございますので、定例会最終日に補正予算の

提案を申し上げますので、よろしくご審議の上、議決たまわればというふうに思っており

ますし、併せてご理解をたまわればというふうに思っておりますので、よろしくお願い申

し上げます。以上でございます。

◎会議録署名議員の指名

○議長（長名 實君） それでは日程第１、会議録の署名議員の指名を行います。

会議録署名議員につきましては、会議規則により議長より指名をいたします。

３番、山田秀明君。４番、笹木正文君。両君を指名いたします。

◎議案第１２号の内容説明、質疑

○議長（長名 實君） 日程第２、議案第１２号、平成２３年度新十津川町一般会計予算

を議題といたします。

、 、 。１５日に引き続き 内容の説明及び質疑を行いますので よろしくお願いをいたします

７款商工費、１項商工費、１目商工振興費、２目観光振興費、３目地場産業振興費の説

明を求めます。

産業振興課長。

〔産業振興課長 後木祥一君登壇〕
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○産業振興課長（後木祥一君） おはようございます。７款１項１目商工振興費からご説

。 、 。 ，明を申し上げます 予算書は１３６ページ １３７ページでございます 本年度予算額４

７６０万９千円、前年度予算額５，１６６万６千円、比較で４０５万７千円の減額でござ

います。減額の主な要因は割増商品券発行事業補助金の減ということでございます。財源

の内訳は、道の補助金として緊急雇用創出推進事業補助金２８８万３千円、これは１０分

の１０。消費者行政活性化事業補助金３６万１千円につきましても１０分の１０。その他

財源で、中小企業事業資金保障融資預託金３，０００万円、及びその利息４万５千円を計

上いたしました。一般財源が１，４３２万円でございます。

続きまして、経費別の事業概要を申し上げます。１番目の商工業振興事業は、商工業振

興委員会経費が主なものでございまして、当委員会は商工業の振興に関する制度の調査で

すとか、町長の諮問に応じて提言をいただくという組織と位置付けております。定数７名

ということでございまして、年２回開催の予定でございます。２番目の商店街環境整備事

業でございますが、商店街の花の植栽、国道の植樹升への植栽、商店街の環境美化を図る

というような経費でございます。花の苗代、土代、こういうものが主な経費になっており

、 、 、まして 商工会の女性部あるいは小学校の児童 老人クラブの皆様にご協力をいただいて

花いっぱい運動を実施しようというものでございます。３番目の消費者行政活性化事業に

つきましては、消費者行政活性化交付金を活用いたしまして、消費者相談業務のスキルア

ップを図るために、研修会等へ参加する旅費、そして消費者啓発用のポケットティッシュ

を配布するという予算を計上させていただいております。ポケットティッシュについては

。 、 、４千個を予定いたしております ４番目 企業情報データベース作成事業につきましては

企業誘致を促進するために、道費補助事業の緊急雇用創出推進事業の採択を受け、企業情

報を収集しデータベースを作成しようとするものでございまして、総合振興公社の方へ委

託を予定いたしております。５番目、滝川地方消費者センターの負担金でございますが、

消費者庁の設置に伴って各自治体の消費者相談業務のレベルアップが求められておりま

す。このため滝川市が運営いたします滝川地方消費者センター、ここに相談業務を委託す

るため、４町、新十津川、奈井江、浦臼、雨竜、４町が運営費を負担するということで、

所要額を計上いたしました。ご参考までに、この滝川地方の消費者センターにおける新十

津川の方が相談をされた件数につきましては、昨年の４月から開設いたしておりますが、

４月から今年の１月までで１３件の相談があったというふうに聞いております。６番目、

中小企業等近代化促進事業でございますが、新十津川町中小企業等近代化促進条例に基づ

いて支援をするというものでございます。経営者の方が自主的に取り組まれる商店街の近

代化事業に対して助成をしますということでございまして、固定資産税の補助が３件、利

子補給が５件ほど該当しているということでございます。７番目、中小企業事業資金保障

融資事業でございますが、事業資金の融資と当該融資にかかる利子補給分ということで、

預託金が３，０００万円、そして現在はその利子の全額を補給させていただくということ

で８５万円分を計上いたしております。そのほかの経費については、審議会の経費を含ん

でおりますので３，０９１万４千円ということになっております。ご参考までに、３月末

の融資残高につきましては８件、１，５３０万円ということになっております。８番目、

国・北海道融資制度資金利子補給事業につきましては、一昨年、２１年から実施いたしま

、 、した本町緊急経済対策のひとつとして 期限を限って実施するというものでございまして

中小企業の皆様が国、道の融資制度資金を借り入れられた場合に、その利息の一部を補助

させていただこうというものでございまして、利子補給額につきましては、１社につきま

して返済利子額の２分の１、そして５０万円を限度といたしますということで事業を展開

いたしております。融資制度の種類といたしましては、国の制度では中小企業等事業資金

など４つの融資の制度、それから北海道の融資制度といたしましては経営安定化資金など
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７つの資金が対象となっております。この中には経済対策特別資金、原油・原材料高騰対

策特別資金なども対象といたしているところでございます。利子の補給対象につきまして

は、平成２１年１月１日から２３年１２月３１日までの３年間の利子を対象といたします

ということで、２３年１月末、今年の１月末でとりまとめた対象件数につきましては１２

社、３３件、２１４万２千円でございました。これについては先般補正をいただいたとこ

ろでございます。２３年度の予算につきましては、これらに新規分も含めまして２５０万

。 、 、円を計上させていただいたところでございます ９番目 商工会支援事業でございますが

これは商工会事業の円滑な推進を図っていただくということでございまして、現在商工会

の会員数は１２３名、１２月末現在で１２３名とうかがっております。この会員の皆様に

対しての経営改善普及指導ということで、事務局長設置費を含めた職員の人件費等につい

て、対前年比１７万５千円増の９４３万９千円を計上させていただいたところでございま

す。以上が、商工振興費でございます。

続きまして、２目観光振興費について内容をご説明申し上げます。予算書は１３６ペー

。 ， 、 ，ジから１３９ページでございます 本年度予算額４ ５６３万６千円 前年度予算額が５

１７１万３千円、比較で減額の６０７万７千円でございます。減額の主な理由につきまし

ては、昨年度緊急雇用創出推進事業で実施をいたしました観光活性化事業の減、それから

ふるさとまつり、雪まつり事業負担金の減というものが主な要因になっております。財源

内訳でございますが、その他財源で６６８万４千円、残り一般財源でございます。その他

財源の内訳としましては、観光施設の入館料、それから売払収入及び体験実習の教材費な

どを見込んでございます。それぞれ個別の管理条例に基づく料金を２１年度実績、それか

ら２２年度の決算見込を勘案をいたしまして計上をさせていただいております。

次に、主な経費の内容を申し上げますが、１番目の観光ＰＲ推進事業でございますが、

観光事務にかかる経費、それから橋本の広告塔ほか駅前の観光看板の維持補修にかかる経

費、そして観光物産ＰＲなどを積極的に展開するということで、イベントに参加をすると

いうような経費を計上いたしております。２番目、観光案内推進事業につきましては、役

場周辺の事業者の方々にお願いをいたしまして、新十津川町を訪れていただける方に観光

施設の場所あるいは移動方法などを問い合わせがあるようでございますので、それらに対

応していただくということで、町のイメージアップにつなげようということで実施してい

るものでございまして、１８年度から進めております。お店の前に観光案内人というのぼ

りを立てていただいております。これらが１年経過いたしますと、色が褪せたり痛むとい

うことから、新しく作成をするという経費を計上させていただいております。３番目、ふ

るさと公園維持管理事業につきましては、公園施設全体の維持管理に要する費用を計上さ

せていただいております。公園の管理委託、創造の森遊歩道の管理委託、芝生の維持管理

に要する費用、公園の電気料、光熱水費などが主なものになっております。４番目、青少

年交流キャンプ村管理運営事業につきましては、施設の清掃管理委託、臨時職員の賃金、

キャンプ場の管理経費などを計上させていただいております。５番目、文化伝習館管理運

営事業では、副館長１人、受付及び一般事務で２人、計３名の人件費、施設の清掃管理委

託、光熱水費、燃料費などを計上いたしております。今年度につきましては、陶芸に使用

いたします備品を購入する予定で、陶芸用の土を板状に伸ばす際に使用する「タタラ製造

機」を購入する計画をいたしております。次、１３９ページになりますが、６番目、工芸

体験事業につきましては、文化伝習館における染織、染め織りですね、及び陶芸などの体

験にかかる経費を計上させていただいております。染め織り工芸員お一人、指導助手お二

人、陶芸講師お一人、４名の人件費など、それと体験講座の助手をしていただく方もいら

、 。っしゃるわけですが この方の賃金あるいは消耗品などを計上させていただいております

７番目、新十津川物語記念館管理運営事業につきましては、管理運営に必要な経費を計上
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いたしました。昨年は名誉館長でいらっしゃいました川村たかし先生がお亡くなりになら

れたということがございましたので、先生をしのぶ意味から先生の著書、もとより先生の

ゆかりの品々をお借りいたしまして、特別展を開催させていただいたところでございまし

て、入館者につきましても平成２１年度よりは４００名ほど増えたという実績を残してお

。 、 、 、 、ります ８番目 吉野地区活性化センター管理運営事業 ９番目 吉野公園維持管理事業

１０番目の吉野駐車公園維持管理事業につきましては、臨時的なものはございませんで、

経常的な経費をそれぞれ計上させていただいております。１２番目のふるさとまつり・雪

まつり共催事業につきましては、地域用水事業から実行委員会へ負担金４００万円をいた

だくという予定でございますので、今年は３２０万円で計上をいたしております。そのほ

かの事業につきましては、各種団体に対する負担金補助金でございまして、例年と同じ内

容となっております。以上が、観光振興費の概要でございますが、議員の皆様のお手元に

は２３年２月末現在の各観光施設入り込み数ということで、資料をお配りさせていただい

ているかと思います。ご参照いただければ幸いでございます。

続きまして、３目の地場産業振興費について申し上げます。予算書は１４０ページ、１

４１ページでございます。本年度予算額５，２１０万９千円、前年度予算額４，９３１万

８千円、比較２７９万１千円の増となっております。増額となりました主な理由につきま

しては、交流促進施設サンヒルズサライのボイラー工事で１９６万４千円、小破修繕で３

２万１千円、そしてヴィラトップの修繕ということで５０万６千円を計上させていただい

たというものでございます。財源の内訳でございますが、その他財源で３，００４万５千

円、一般財源で２，２０６万４千円でございます。その他財源でございますが、振興公社

への貸付金の元利収入を計上いたしました。元金３，０００万円と利息４万５千円という

計算をいたしております。

経費別の内容でございます。１番目の物産館等管理運営事業につきましては、物産館と

その前庭にあります公衆トイレ、電話ボックス、それと学園にあります加工センターの施

設管理に要する費用を計上させていただいております。２番目、交流促進施設管理運営事

業、これはサンヒルズサライとコテージなどの施設管理を委託する経費を計上いたしてお

ります。３番目、振興公社事業資金貸付金につきましては、公社事業の独立性、独自性を

発揮していただくということで３，０００万円を計上させていただいたところでございま

す。以上で、７款についてのご説明を終わらせていただきます。ご審議をよろしくお願い

をいたします。

○議長（長名 實君） １目商工振興費、２目観光振興費、３目地場産業振興費の説明が

終わりました。

ただちに質疑に入ります。

質疑はありませんか。

２番、青田良一君。

○２番（青田良一君） それでは商工費についてちょっとおたずねしたいと思いますけれ

ども、歳入の方で２８０万余の緊急雇用創出というふうなことで補助金が見込まれており

ますが、この言葉を見ますと、この補助金の中身はこれを使って人を雇いなさいよという

ふうなものに使いなさいよというふうに読み取れます。今の説明では企業情報のデータ作

成の方にこのお金は回っていくという部分に説明を受けたように思いますが、こういった

意味からいきますと、その雇用の部分との関わりがどのような形になって、このデータベ

、 。ース作成というものがつながるのか そこをちょっとお聞かせいただきたいなと思います

それから北海道の融資制度の利子補給についてで予算増が計上されておりまして、予算

増ということは需要があるからということではないかなと思いますけれども、需要がある

ということは実際には商工業者の方々が思ったような売り上げに結びついていかなくて、
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経営そのものが大変だということだと私は理解したいと思うのですけれども、先般一般質

問した観点の中には、実は生活弱者だけでなくて、こういった方々の部分にもその灯油原

油値上げ等が影響して、それを価格に転嫁できないというような形の中で経営を強いられ

るということは、非常にこういった時代の中で商工業というのは大きな打撃を受けるので

はないかなというふうに、私は思ってその一部の形を町長に一般質問という形でさせてい

ただきました。なんとかこういう状況を勘案した形で、商工業の方々が一時的にでも資金

が潤沢に回るような形というのが望まれるわけですけれども、お聞きしますと町の融資の

金額と道のといろいろありますけれども、この辺のその使い道といいますか、使い方のそ

の内容といいますか、どちらがその商工業者にとって借りやすいといいますか、そういう

ふうな形になっているのか、この辺ちょっと私詳しく分からないものですから、例えば北

海道のが使いやすいのであれば、道に対してもうちょっとそういったお金を増やして欲し

いとか、さらには利子補給の部分についてうちの方の予算を増やすとか、そういった工夫

があってしかるべきだなと私は思うわけですけれども、その辺のところちょっとお聞かせ

いただきたいなというふうに思います。

それで私は今何もしていませんから、新聞に入ってくるチラシを眺めているのですけれ

ども、決してうちの町の品物が滝川等に比べてバカ高いということはないのですね、見て

いるとね。いろんな努力をして、ちゃんと安売りをして、滝川辺りの大手スーパーに負け

ないぐらいの価格の表示も見られるのですね。でもそれが購買に結びついていかないとい

う部分についての悩みもお聞きしました。そういった意味で、商を営んでいる方々は本当

に大変だなと思う。工の方も同じようにたぶん私どもがわからないような非常に大変な事

態に陥っているのだろうと思いますので、その点についても現在の商工業の振興を進めて

いる担当課長として認識があればお聞かせいただきたいなと思います。

それと観光の方にもちょっと目を移してお聞きしたいのですけれども、観光という考え

方はよその町から本町に訪れていただいて、その訪れたことによって例えば物を買ってく

れるとかなんとかという部分でのそのメリットに結びつくということが、ひとつのその狙

いではないかなというふうに思うのですよね。以前に笹木議員さんだったかと思うのです

が、質問したと思うのですけれども、観光イベントが多すぎてそれに携わる人が大変だと

いうふうな趣旨の一般質問があったような気がしますけれども、実は私も似たようなこと

を聞きまして、こういった形で続けていって、様々な観光イベントを続けていって、果た

して町のいろんな意味での物の販売だとか、入り込みだとかという部分に対してどういう

成果が現れているかということについて、やっぱり分析をしてそれで対比をして観光事業

というものをやっていかなければならないのではないかなと、私は素人ながら思うわけで

すね。その辺の何人入りましたという話の部分のデータは出ていますけれども、例えばこ

ういうイベントをやって、こういうものの売り上げがこういうふうに伸びましたと、した

がってそこに成果がありましたというような部分の説明があまりうけたまわった記憶がご

ざいません。その辺のことについて、やはりこれから事業を興していく段階で注視してい

く必要があるのではないかなと、私は思うのですけれども、その点についてのご意見もお

聞かせいただきたいなと思います。以上です。

○議長（長名 實君） 答弁を求めます。

産業振興課長。

○産業振興課長（後木祥一君） まず１点目でございますが、振興公社に委託をするとい

うことでご説明申し上げましたが、まさにおっしゃるとおり緊急雇用ということでござい

、 。ますので 振興公社では臨時職員を雇用するという形をとるということで考えております

それから２点目の資金の融資の関係でございますが、町融資とそれから国、道の融資の

関係でございますが、町につきましては設備資金それから運転資金ということで、限度額
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を設けております。道、国の融資制度の枠とは桁が違いまして、私どもが町融資で設定し

ておりますのは運転資金で確か７００万円くらいのものでございます。ところが国の方は

１千万、２千万の単位で融資を受けるということになっておりまして、中を見ますと業種

によって違いますけれども、２千万単位あるいは２，５００万単位で融資を受けておられ

るという方がかなりいらっしゃいますので、今ご質問ありました、どちらが使い勝手がい

いのかということについては、中小企業者の皆さんについては、そこら辺は使い分けされ

ておられるのだろうというふうに思っております。町融資の方についてはリスクのことも

ございますので、先ほど申し上げました商工振興委員会の中でもご検討をいただいており

まして、どうすれば新十津川の中小企業者の方に借りやすくできるのかと、そしてリスク

をどう考えるのかという点で長年にわたってご相談をいただいてきて、現在の形になって

いるというふうに理解をいたしております。

３点目の商工業の振興策をいかに考えるかということでご質問がございましたが、まさ

に現在新十津川の商工業がどのようになっていくのか、統計数字を見ますと新十津川の購

買力の６割から７割が近郊へ流出しているという実態がずっと続いております。これにつ

いては商工会の方でもその対策に非常に苦慮しているという実態でございまして、我々と

いたしましてはできれば地元で商品を、あるいは地元で消費をということで、この対策が

いかにあるべきか、現在商工会の方とも協議をいたしながら、その対策について考えてい

きたいということで今検討いたしているところでございます。４点目、観光に対する波及

効果のご質問でございました。まさにご指摘のとおり、我々の提出いたしております資料

につきましては、観光施設の入り込み客の数値のみご報告をいたしておりまして、その波

及効果というものについては今まではあまり公表いたして、提出をいたしておりませんで

した。ただ実態としてそういう経済効果をつまびらかに計算をしたという経過はないので

すが、今後はそういうふうなことも取り組んでいきたいというふうに思いますが、ひとつ

申し上げられることは、ここにはございませんが、グリーンツーリズムというしんとつか

わで心呼吸という組織があるというふうに申し上げておりました。ここでは行政報告の中

でも１千名を越える方をお迎えいたしましたということでご報告を申し上げたところです

が、その１千名を受け入れられた方の金額、修学旅行生で迎え入れるわけですが、この金

額が６００万円になっているということは、その分だけ受け入れられた農家に支払われて

いるということは、これはもうそれ以上の波及効果がどれだけになっているかということ

は、今の段階では申し上げられませんが、そういう実績があるということだけ申し上げま

す。以上でございます。

○議長（長名 實君） ６番、長谷川秀樹君。

○６番（長谷川秀樹君） いま２番議員さんの３番目の質問と重複する部分があるかと思

いますけれども、商工振興費についてお伺いしたいと思います。商工振興費という中で、

この予算をみますと本予算は骨格予算という中で経常的な部分が多いわけですけれども、

これを見ましても経常的な部分での予算という形になろうかと思います。そういった中で

政策的なものはこれから加わる中で、振興についてもいろいろなものが出てくるのかもし

れませんけれども、これを見た範囲ではそういう印象を受ける中で、やはり先ほど２番議

員さんのお話にもありましたけれども、商工者は自助努力をしながら厳しい状況があると

いうことですけれども、そのいままでのスタンスとしてはやはり商工者の自助努力の中で

出てくる動きを支援するというような、そういう形だったと思うのですよね、町のスタン

トしては。ですけれどもこういう状況の中ではもう少し積極的な支援といいますか、それ

は商工業者と連動した中でのどういったものがということはこれからになろうかと思いま

すけれども、もう少し積極的な支援の形があってもいいのではないかなと、そんなふうに

思いますけれども、その辺をお聞かせ願いたいと思います。
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○議長（長名 實君） 答弁を求めます。

産業振興課長。

○産業振興課長（後木祥一君） 今回の予算につきましては骨格予算ということで、いま

ご質問いただいた６番議員さんおっしゃるとおりでございます。補正予算におきまして先

ほど内容の説明でも申し上げましたが、割増商品券の件については今回計上いたしており

ません。これにつきましては６月の補正予算の中で検討いたしたいというふうに思ってお

りまして、これが積極的な支援にあたるかどうかは別にいたしまして、それ以外にまだ商

工会の方と少し打ち合わせをしなければならない部分が残っておりますので、６月の補正

予算で商工振興策について少し計上いたしていきたいというふうに思っております。以上

です。

○議長（長名 實君） ４番、笹木正文君。

○４番（笹木正文君） ２点、お伺いしますが、先ほど青田議員の質問にもありましたけ

れど、企業情報データベースというのがあるのですけれども、先ほど公社に雇用するとい

うことと、もう一点、企業誘致の話がさっき出ていました。確かに町長、いままでのお考

え方で何回か企業誘致という言葉が出ているのだけれども、とてもそんな状況じゃないと

いう中で、国のおかれた状況や三陸を中心に、不幸にしてあんな形になって非常に生産拠

点が壊滅的な状況になっている中で、ひとつの動きとしてひょっとしたら北海道というの

がひとつの次の、災害が少ないという面で注目されるやに思っております。その中で企業

、 、誘致も含めた中で職員の雇用ということで これ具体的にどんなようなことで企業誘致を

そんなに具体的には出てこないんだろうけれど、方向性というのかをもし示すことができ

れば、その辺を教えていただきたいと思います。

それともう一点、観光振興の方で、農業の方の振興の方で農産物ブランド化の推進負担

金として１１０万円、この時にイベントとかアンテナショップということで話がありまし

た。ここでまた観光ＰＲ、去年も確かこれ観光ＰＲ推進事業で８０万円くらいプラスにな

っています。先ほど物産ＰＲということもありましたけれども、農商工連携という中でこ

れひとつひとつ別々になるのか、ある程度その農商の中でアンテナショップなんかも含め

て合同でいくのか、そういう考え方もちょっと示してください。以上です。

○議長（長名 實君） 答弁を求めます。

産業振興課長。

○産業振興課長（後木祥一君） 企業誘致につきまして、データベース化というふうなお

話を申し上げました。この企業誘致データを作ったからすぐ企業誘致に結びつくかという

ことではなくて、そういう可能性のある企業の資料データをそういうものを収集したいと

いうことで予算を計上した。この企業誘致推進室が町の方にございますが、そこの方の資

料としてデータを集めるという形での雇用と、緊急雇用というふうに予算を計上したとこ

ろでございます。

それから観光振興と農産物ブランド化の関係でございます。先ほど観光ＰＲの方でイベ

ント参加というふうなお話を申し上げました。これについては新十津川の特産品あるいは

農産物、その開催時期にもよりますけれども、そういうものをイベントに持っていってＰ

Ｒをするという、具体的にはいま札幌でのイベント開催が予定されている、それらに新十

津川の特産品あるいは農産物などを持って行けないかということで検討しているところで

ございます。さらには東京でのイベントというような情報もございますので、それらに参

加できるかどうか、そういうようなことも検討も踏まえて予算を計上したということでご

ざいます。以上です。

○議長（長名 實君） １０番、樋坂里子君。

（ ） 、 、 。○１０番 樋坂里子君 私は今皆さんが言っているのを 買い物難民ですね 俗に言う
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そしてその買い物難民の対策によって商工会が潤うのではないかなという提案をしたいと

いうふうに思っているのです。それで２種類あるのですけれども、ひとつは地域の商店の

人方が出前スーパーというのですか、オホーツクの方の常呂町かなんかでそういうような

のをやっているとかと、この間テレビでやっていたのですけれども、新十津川の農協だと

か商店の人方が品物を会館、吉野だったらその吉野の会館に持っていって、１日展示して

そこの地域の人がそれを見ながら買い物するという方法。それと地域にバスを出して、そ

してその地域の人方を町の農協だとか三枝さんだとか、そういうところで買い物をしても

らうという、そういうような計画をできないものかなというふうに思ったのです。消費者

というのは注文して持ってきてもらうのもいいんだけれども、品物を見て買うというのが

すごいこう、自分の目で見て買うというのが良い方法なんですよね。それでこれ本当は商

工会とか農協がタイアップでやればいいのですけれども、たぶん単独ではできないと思う

のです。それで町もバスで運行の費用を出すとか、そういうことの計画を盛り込んだ、そ

ういうその買い物難民って一言で言ってしまえばそうなんですけれども、そういう人方を

救うような方法、なにか考えられないかなというふうに私は思って、一般質問で前にやろ

うかなと思っていたのですけれども、それをちょっと今しないでここの商工の振興の中で

そういう取り組みが町としてできないものかなということをお聞きしたいと思っていま

す。

○議長（長名 實君） 産業振興課長。

○産業振興課長（後木祥一君） 買い物難民のご質問をいただきましたが、一般質問でか

つて買い物難民対策といいましょうか、それらのご質問をいただいたことはございました

が、前の答弁で町長が申し上げておりましたが、買い物難民については現在新十津川に本

当にいらっしゃるかどうかというところからのスタートでございました。と申し上げます

のは、今お話にありました吉野というお話が具体的にございましたが、ＪＡにおきまして

は、花月の支所それから大和の支所、そして吉野の支所、それらの支所廃止に伴って組合

員の便宜を図るという方法をとっておられます。具体的には今お話がありましたご用聞き

というようなスタイルあるいは移動販売というようなスタイル、そういうような形で組合

員の便宜を図っているということでございます。それから町内の商店におきましても無条

件ではないのですが、一定の条件であれば宅配をしますというような小売店もあるという

ふうに聞いておりますし、もう一つは札幌市民生協が宅配をやっております。ここの加入

者、新十津川における加入者の数をお聞きしますと３００世帯以上になっているというこ

とで、町の戸数の１割以上がその宅配システムの利用、すべて利用しているということで

はありませんが、そういうシステムに参加しているという実態がございます。そういたし

ますと、定義としていわれている買い物難民といわれる方が本当に現在いるかと、今後さ

らに高齢化が進めばそういうことが予想されるわけですが、現時点で果たしてどうなのか

というところから我々検討に入ったわけでございます。町長の方で買い物弱者対策といい

、 、 、 、ましょうか 買い物難民対策を検討しますということで 商工会さん それからＪＡさん

私どもで集まりまして買い物弱者あるいは買い物難民ということで協議をいたしました。

その中で今ご提案をいただいた届ける方法、あるいは人を運ぶという方法がございます。

そのほかにもまだあるようでございます。それらについて検討いたしましたが、それには

非常に経費もかかります。そうなりますと今ご指摘ありました商工会、ＪＡだけで果たし

てできるかというところが問題になっておりまして、そこでまだ検討を重ねているという

ところでございます。結論から申し上げますと、そのスタート時点で、現在買い物難民と

いうものが本当にいるのかというところからスタートしているということで、具体的には

、 、買い物難民対策といいましょうか それらについては今のところはまだ少し先の話かなと

その対策をまったく打たないということではないけれども、すぐに打たなければならない
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という状況ではないかなと、ただＪＡといたしましてもいつまでそれが今の体制が続けら

れるのかどうか、そこら辺のことも少し見極めていかなければならないだろうというふう

に思っております。以上です。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

２番、青田良一君。

○２番（青田良一君） すみません。もう一点だけちょっとお聞きしたいと思います。フ

ァームスティの事業については私個人的にも非常に高く評価しておりまして、うまくいけ

ばいいなと思っていたのですけれども、年々参加者といいますか増えて、お金の方も話も

ございましたけれども、そういうふうに結びついているという観点は、私はちょっと持っ

ていなかったのですけれども、非常に良いことだなと思います。それが農業というものを

子どもたちに知ってもらうということと同時に、新十津川の町民性といいますか、その受

け入れる姿勢といいますか、そういったものがからんでリピーターといいますか、次の世

代の人がまた来るようなことで繰り返していくんだと思うのですけれども、そのことも受

け入れる農家そのものが高齢化してきて、次につながっていかないようなことでは残念な

ことになってしまうということを常々考えております。そういった意味も含めて、関係者

の方々、この事業について充実させていただくように引き続きご努力をいただきたいなと

願っております。

もう一つの質問というのは、実はふるさと公園にある文化伝習館の部分のことなんです

けれども、今工芸体験事業という形で４人プラスアルファで５００万余の金額を持ってい

ますということなんですけれども、一人割り返してみると生活できるに十分だというふう

な部分のお金にはなっていないということなんですけれども、私個人的には新十津川らし

いもののひとつとして、ああいうことをより専門性がある方々に広くＰＲしていくことこ

そが非常に大事な事業だなというふうに考えるのですね。ですからあまりそのお金を削る

ことなく、むしろお金を出してもそういった部分に能力のある方を求めて、それをうんと

活用してひとつのその文化伝習館という名に値するような形で活用していくべきではない

かなというふうに考えております。この席でいうのはちょっと不適切かもしれないけれど

、 。 、も 副町長さんから陶芸作品をいただいてうちでも使っています 表現悪いですけれども

素人でもああやって一生懸命やるとあれだけのものができるということは、次の喜びにつ

ながっていくはずだと私は思うのですよね。それを指導するのはやはりその普通の人、表

現が適切かどうかわからないですけれども、技量が一段なり二段なりあってこそ、その初

心者に対してそういったものを適切に指導できるのかなというふうに私は思っています。

そういった意味でこの経費についてもなんか安値で定着したような感じがして仕方がない

のですけれども、少し観点を変えてやはりそういった形の中で発展させていくということ

が重要ではないかなと、私は思うのですけれども、考え方といいますか、いかがなもので

しょうか。お聞きしたいと思います。

○議長（長名 實君） 振興課長。

○産業振興課長（後木祥一君） 陶芸それから染め織りにつきましての講師については、

当代一流とは申しませんが、プロに近い方、そして専門的に素人にも指導していただける

という方をお願いしているというふうに思っておりますので、今の２番議員さんのご意見

につきましては、非常に貴重なご意見として承らせていただきます。以上です。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

８番、後木幸里君。

○８番（後木幸里君） 振興公社の資料が来ておりますけれども、これについての説明等

々はこの後あるのでしょうか。この資料、我々見るだけなのですか。それであれば、ここ

でちょっと発言します。なんか過去はこの資料、社長が説明していたような気がするので
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すけれども、今度はないということだね。であればここで質問をいたしますが、商工観光

あるいはこの物産館に関連するようなことになろうかと思うのですが、振興公社の方で聞

こうと思ったのですけれども、その場がないということですから、ひとつ物産館の隣にそ

ば屋さんがあったのですが、あれは今後どうなっていくのか。私らその情報がわかりませ

んので、まったく行政というか、その部署もまったくわからないのか、ある程度情報持っ

ているのか、それを１点聞かせていただきたいのと、それからいつか一般質問でしたよう

な気がするのですが、地域の社会資源という意味からいうと、新十津川は終着駅と始発駅

があるわけですね。これなかなかそんなにそんなにどこにでもあるという駅の形ではない

わけです。これをひとつ社会資源というふうに考えて、利活用するようなことを今後、今

即というようなことはなかなか難しいと思いますけれども、あそこに来る先には札幌圏が

あるわけですね。北海道一の大札幌がありますから、それを線路も幸いというか残ってい

るのです。いまＪＲが開発したデュアルモードビークルという線路から陸に上がるという

のも今一生懸命開発はしたけれど、もっともっといいものにしていこうということでやっ

ていると思うのですね。だからこれは将来的には、その今は１５人か２０人くらいしかの

れないと思うけれども大型バス並みの乗客が乗れるとするならば、それを新十津川へ線路

から上がってきてもらって、観光なり物産を見ていただき買っていただくというようなこ

とが考えられると思うのですが、その辺について、課長なのか副町長なのか、町長なのか

、 。わかりませんけれども 議長の判断でひとつどなたかから説明をいただきたいと思います

○議長（長名 實君） 産業振興課長。

○産業振興課長（後木祥一君） 振興公社の業務の内容につきましては、お手元に資料が

配られておりまして、私の方から申し上げるのが果たしていいのかどうか。でなくて、そ

の後のデュアルモードビークルのお話でしたら、観光に関係がございますので私の方で申

し上げますが、以前そのお話がございました。デュアルモードビークルを学園都市線で誘

致できないのかと。そして札幌から観光客を誘致できないのかというご質問をいただきま

したが、デュアルモードビークルについてはまだ現在試験運航中ということで、この学園

都市線で乗れる、乗せてこれるかどうかと申しますのは、ダイヤのことが当然あるわけで

して、札幌それから当別間については非常に過密なダイヤになっている。以北については

１日、新十津川は３往復しかございませんが、学園都市線そのものが非常に過密なダイヤ

になっているということもございますし、それから軌道のこともあろうかと思います。観

光客の誘致ということではひとつの手段かもしれませんが、それがすべてではないかと思

います。ただ私どもの方では直接ＪＲの方とはまだその話はしておりませんけれども、選

択肢の中には現在それは入っておりません。それよりももっと有効な手段があるだろう。

例えばバスあるいは函館本線の利用、それらによっての誘致とあるいは中央バスが高速新

十津川号が走らせていただいていますので、それらを利用したというような形での誘致も

考えられるのかなというふうに思っております。以上です。

○議長（長名 實君） 振興公社社長。

○総合振興公社社長（佐川 純君） それでは最初の公社というより、公社の物産館の隣

の建物はどうなるかということのご質問でございますので、私どもが聞いている情報とい

いますか、範囲でお知らせといいますか、お答えをいたしますけれど、持ち主は浜益の方

、 。でございまして 昨年の９月に止めるということでその後閉鎖をしているわけであります

そこで浜益の方は、息子さんがやっておられましたので、持ち主の浜益の会社ではその中

の設備的なものは浜益の方に引き上げて、あちらでそば等を提供をするように、あちらの

方に設備は持っていったようであります。そこでその後をどうするかということについて

は、本人といいますか、持ち主の希望では同じような飲食店としてでの建物を貸したり、

売却というようなことは考えていないというお話をされて、当時はしておりました。でき
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れば福祉施設的な、福祉的な利用がいいんだけどなというような希望を持っているようで

ありますけれど、ただ立地といいますか、場所的なことを考えると、果たしてそれができ

るかどうかというのは、私どもその後は聞いておりませんけれども、当時の撤退する時の

話によりますと、その後飲食店でなくて何か違う方法で利用できればいいというような希

望を持っていたようであります。その後、具体的に向こうの方からは公社等に、物産館等

に何か利用する人いないかとかという積極的な申し入れはありませんから、私どもとして

どうするというお話を、貸してくれというような利用も含めて申し入れはしたことはあり

ません。公社としましては、物産館の建物の敷地に続いておりますから、駐車場として貸

していただくことについては了解を得て、冬期間については公社の方で物産館の方で除雪

をして、そこの駐車場を利用させていただくことについては了解を得ておりますけれど、

それ以外については具体的な話をしておりませんけれど、当時の撤退時のご意向といいま

すか、話については以上のような内容でございました。以上でございます。

○議長（長名 實君） ８番、後木幸里君。

（ ） 、 、○８番 後木幸里君 今課長からの答弁では そのデュアルモードビークルというのは

今開発中ということはこれは承知しているのですが、将来は必ずその開発したままでは終

わらせないだろうと、そういう思いもしますので、それにはこの新十津川は終着駅に、先

には農地もあれば公園もあれば野球場もあり、いろんなものがあるわけですから、それは

かなり先のものとして、今現在客車は空で走っているような状況ですから、これは農商工

皆連携して、終着駅に１週間に一いっぺんとかあるいは１０日にいっぺんとか、朝市的な

ことをやったらどうなのかなと。それが札幌圏から買い物に来てよかったというようなこ

とがあったとしたら、それは口コミでどれだけ発展していくかということはこれ全然見当

もつかないことだと思うので、これ振興公社、町の商工観光ではなく、町の商工業者それ

から農産物を作っている農業者も含めた中で、そういう可能性を探ってみるようなことも

ひとつはあってもいいのではないか。やっているかどうかわかりませんが、そういう思い

もいたすので、課題として申し上げたいと思います。

○議長（長名 實君） 答弁は。

産業振興課長。

○産業振興課長（後木祥一君） 農商工連携というお話でございます。農と商の連携とい

うことで、それらについては私どもの方でも考えておりまして、例えばイベントの開催、

あるいは先ほど申し上げましたように出かけて新十津川をＰＲするという時に、農業、農

産物それから新十津川の特産物などを持っていくという意味での農商工。それからＰＲと

、 。いう意味では 現在やはりインターネットがかなりこう有効に働いているようであります

インターネットを見て新十津川のイベントに来たとか、あるいはうちの観光協会の職員が

札幌駅へ実際に行きまして、そして駅の構内の中で観光ＰＲをすると、それによって新十

津川のイベントを知って来ましたと、ああ１時間も２時間もかからないうちに新十津川へ

来れるのですねというような部分もございますので、ＰＲということでは今後も進めてい

かなければならないだろうと。その中での農商工連携ということも当然考えていかなけれ

ばならないというふうには考えております。以上です。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

３番、山田秀明君。

○３番（山田秀明君） あまり質問続いて申し訳ないですけれども、手短にいたしますの

。 、 、 、で 私いつも言っているように 吉野公園の関係なんですけれども 公園の草に対しては

いろいろと草魚を入れてもらって、これから良くなっていくのではないかなと思っている

のですけれども、今年からアートの森の開設にあたり、吉野公園もキャンプ時期とか海水

浴時期だけでなく、そういうアートの森にでも学校の生徒が来た時にでも吉野公園に寄っ



- 160 -

てもらえるように、公園を少しずつ手入れしていってはどうかなと思っているのですけれ

ども、そういう考えはないのか。それともう一つ吉野駐車公園にたこの滑り台ありました

よね。あの滑り台が地元の方から今使っていないし、見栄えも悪いし撤去して欲しいとい

う話もありますので、その辺ちょっと考えておいていただきたいなと思って。その辺お願

いします。

○議長（長名 實君） 答弁を求めます。

産業振興課長。

○産業振興課長（後木祥一君） アートの森とそれから吉野公園に関係については、３番

議員さんご指摘のいただいたとおり、連携をして吉野に人が来ていただければ吉野公園も

当然使っていただくような方策を考えていかなければならないというふうに思っておりま

す。それから駐車公園の建物、たこですね、なるほど。それについては現在６月の補正で

駐車公園の整備を予定をいたしておりますが、たこの遊具そのものを撤去するという考え

は今のところは、現在は入っておりませんが、地元がそういうような意向があれば、私ど

もの方でまた地元の方のご意見をおうかがいさせていただきます。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

総務課長。

○総務課長（石田賢吉君） 今ほど３番議員さんの方から、たこの置物ですね。あれ実は

、 、 、駐車場公園 最終的には管理人さんの関係もある それから管理棟の関係もございまして

６月補正では解体経費をみようというようなことで計上させていただくことになっており

ますが、たこの置物についてはいわゆるその建物を壊しても、あの敷地自体がいわゆる駐

車場に変わりはないわけですよ。いわゆる滝浜線沿いの中で唯一あそこの場所が休憩場所

になっているということがあります。夏の間も結構あの徳富川がきれいだということで、

あそこに車をおいて、道路を横断して、徳富川で水遊びだとか、水浴びだとか、そういう

ようなことをさせる人が結構多いものですから、あのたこの置物自体が数年前に改修をい

たしまして、まだ新しい状況なものですからね。子どもを遊ばせる場合に、あれが非常に

いいというようなお話もうかがっております。危険な状態になれば、これは当然管理者と

して壊していかなければならないのですが、現在のところ予算査定の課としては、あれは

ぜひそういう観光的な面といいますか、夏場だけでございますけれども、そういう遊べる

ものを無理して壊すことはないのではないかということで、一応今のところは予算査定上

は残すことで考えてございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑はないようですので、７款商工費、１項商工費、１目商工振

興費、２目観光振興費、３目地場産業振興費の質疑を終わります。

１１時２０分まで休憩といたします。

（午前１１時０８分）

○議長（長名 實君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

（午前１１時２０分）

○議長（長名 實君） ８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費の内容説明を求め

ます。

建設課長。

〔建設課長 岩井良道君登壇〕

○建設課長（岩井良道君） それでは土木総務費のご説明を申し上げます。予算書は１４

２ページ、１４３ページでございます。１目土木総務費。本年度予算額３，０６６万１千
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円、前年度３，３４７万９千円、比較で減額の２８１万８千円でございます。財源につき

ましては、すべて一般財源でございます。

経費の内容でございます。１番目の土木管理事務３３万６千円。これにつきましては、

土木事業推進に要する経費でございまして、旅費、需用費、研修会の参加負担金を計上い

たしてございます。２番目から５番目につきましては、町が加盟しております各団体への

負担金でございます。６番目、農業集落排水事業特別会計繰出金３，００７万９千円。こ

の経費につきましては、新十津川町農業集落排水事業特別会計の中で説明をいたしますの

で、省略をさせていただきます。以上で、１目土木総務費の説明を終わります。よろしく

ご審議のほどお願いを申し上げます。

○議長（長名 實君） １目土木総務費の説明が終わりました。

ただちに質疑に入ります。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑はないようですので、８款土木費、１項土木管理費、１目土

木総務費の質疑を終わります。

８款２項道路橋りょう費、１目道路維持費、２目道路新設改良費の説明を求めます。

建設課長。

〔建設課長 岩井良道君登壇〕

○建設課長（岩井良道君） それでは道路維持費からご説明を申し上げます。予算書は１

４２ページから１４５ページでございます。１目道路維持費。本年度予算額１億８，０７

４万円、前年度１億７，４９４万９千円、比較で増額の５７９万１千円でございます。財

源内訳でございますが、特定財源として国道支出金３，５７５万円、地方債１，１００万

円、その他財源９万９千円、一般財源１億３，３８９万１千円でございます。特定財源の

内容でございますが、国道支出金３，５７５万円につきましては、社会資本整備総合交付

金、これは補助率が３分の２でございます。地方債１，１００万円につきましては、除雪

、 。 、機械整備事業債 充当率は１００％でございます その他財源９万９千円につきましては

新竜大橋道路管理費負担金でございます。

経費の内容でございますが、１番目の道路維持管理事業２，７８６万円。この経費につ

きましては、町道３４８路線、延長で３８２．３キロメートルの維持管理に要する経費で

ございまして、交通安全確保のための道路照明電気料、道路維持にかかる修繕料、また委

託料、工事請負費といたしましては町道舗装補修維持工事、町道区画線表示維持工事、町

道施設維持工事、これは道路の側溝整備ということで考えてございますが、それと図書館

通りの街路灯改修工事というふうなことを計上させていただいております。そのほかに備

品購入で一部計上してございますが、これにつきましては、刈り払い機を２台、またチエ

ンソー１台の更新にかかる購入経費を計上いたさせていただいてございます。この備品購

、 、 、入の刈り払い機 チエンソーにつきましては 購入から２０年以上経過をしておりまして

今回老朽の更新をいたしたいとするものでございます。２番目の街路樹等維持管理事業２

０４万８千円。この経費につきましては、すべて委託料でございまして、市街地の歩道内

にある街路樹の剪定、防除作業及び植樹升の草刈り作業を委託する内容でございます。次

に４番目、道路維持車両管理事業１，２９６万４千円。この経費につきましては、夏期冬

期の適正な道路維持管理を実施するための町が所有してございます建設機械１４台とパト

ロール車１台、計１５台の管理に要する経費を計上してございます。６番目の冬期除排雪

事業１億２８０万１千円。この経費につきましては、冬期間の安全で快適な生活を図るべ

く、町道等の除排雪を実施するものでございまして、除雪につきましては２５４路線、１

９３キロメートル、排雪につきましては１４１路線、３８キロメートル、歩道除雪は１１
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路線で１万６００メートル、公共施設につきましては２６カ所の除排雪に要する経費を計

上してございます。実施の方法につきましては、概ね従前、２２年、２１年度と同じよう

な方法で進めていきたいというふうに予定をしてございます。７番目の除雪機械購入事業

３，３７８万７千円。この経費につきましては、町所有の建設機械更新に要する経費でご

ざいまして、対象は平成７年導入の除雪トラック１０トン専用車でございます。この除雪

トラックにつきましては、導入から１６年経過をいたしまして、老朽も進みまして、維持

費も増加傾向にあるというふうなことから、計画的な機械の更新を行い、修繕料の低減、

及び除雪体制の充実強化を図りたいとするものでございます。なお、この対象車両でござ

いますが、これにつきましては最初の導入につきましては旧防衛庁の補助事業により導入

をいたしたところでございますが、防衛庁の補助事業が平成１９年度から廃止されたとい

うふうなことで、今回国土交通省の補助事業であります社会資本整備総合交付金事業によ

り導入を行うものでございます。

、 、 。 。続きまして 予算書は１４４ページ １４５ページでございます ２目道路新設改良費

本年度予算額１億３，５８０万円、前年度１億８８０万円、比較で増額の２，７００万円

でございます。財源内訳は、特定財源として国道支出金７，８００万円、地方債５，６０

０万円、一般財源１８０万円でございます。特定財源の内容につきましては、国道支出金

７，８００万円につきましては、社会資本整備総合交付金でございまして、補助率は６５

％でございます。地方債５，６００万円につきましては、西２線道路改良事業債で充当率

１００％、これは過疎債でございます。という内容でございます。

経費の内容につきましては、道路整備事業１億３，５８０万円。この経費でございます

が、町道西２線の整備に要するものでございまして、平成２０年度から２４年度の５年間

で南４号線から南１３号線までの５，０７７メートルを整備するものでございまして、平

成２２年度までに繰越分を含め２，７６５メートルが整備済ということで、今回、本日入

札をさせていただきましたが、繰越分といたしましては５５０メートル、これを除いた整

備済といたしますと、２，２１５メートルが整備済ということになってございます。これ

が整備済ということで、２３年度につきましては南６号線から南８号線間の１，１００メ

ートルを予定してございます。経費の主なものにつきましては、１３節の委託料につきま

しては、西２線の２３年、２４年度工事予定の実施設計費でございます。１５節工事請負

費は工事にかかる費用、そのほか工事にかかる消耗品、監督者の借り上げ料等を計上いた

してございます。なおあの位置につきましてはお手元にお配りしてございます２３年主要

工事箇所図、これの１４番、赤い部分で、赤で表示をしてございますが、真ん中の左側、

左端の方に１４番、２３、西２線道路補助工事、１５、１６、２３、西２線道路改築舗装

工事ということで、図示をさせていただいておりますが、この部分を本年度予定をいたし

たいというふうに考えてございます。以上で、１目道路維持費、２目道路新設改良費のご

説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。

○議長（長名 實君） １目道路維持費、２目道路新設改良費の説明が終わりました。

質疑に入ります。

質疑はございませんか。

２番、青田良一君。

○２番（青田良一君） 道路関係について、予算というよりも、予算がらみの考え方とい

うことについてちょっとお聞きしたいと思うのですけれども、うちの町はほとんど住民が

生活するのに必要な範囲内での舗装は終わっているというふうに私は理解しております。

これは歴代の首長さんを中心に生活環境の整備を図った成果だと思っておりますけれど

も、その表現は正しいかどうかわかりませんけれども、きちっと舗装したところと舗装面

が薄いといいますか、簡易にされているところというのは、市街地の中でもあろうかと思
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います。そういったところにつきましては、その薄い方につきましては、かなり傷んでき

ているといいますか、そういった状況で穴があけば担当の方が来て埋めて、その一定の平

らにして利用しているというような状況のところも多々見られます。それで限られた予算

ですからすぐに何でもかんでもやれというような表現にはなりませんけれども、ぜひそう

いうその舗装の薄いところ等について、たぶんデータをお持ちだと思いますので、今後次

期の総合計画も組まれることと思いますので、地元の区長さん等とも良く話をしながら、

私としては簡単に傷まない、そういった舗装面に切り替えていただけるように、この場で

お願いをしたいと思います。どこどこのという具体的な路線名はちょっと出てこないので

言えませんが、そういうようなこともぜひ担当課の方と調査をしていただいて、その予算

の枠の中で計画的に進めていただきたいなと思います。

私の質問は以上ですけれども、どこでも言う機会がないのでひとつだけ、ご報告させて

いただきたいと思いますが、ある公営住宅に入っている人にほめられました。新十津川の

除雪はすごいと。まるまる市から来ましたけれども、こんなことをしてもらった記憶はあ

りません。なんぼ電話してもやってくれませんというふうな中で、何も言わないのに非常

にきれいに除雪をしてくれて、良い町に住んだというふうなことで喜びの声を私に届けら

れました。そちらに行っているかどうかわかりませんけれども、今年は雪が少なくてそう

いう面について十分な手当ができたのかなと思いますけれども、引き続きこんな雪の少な

い年だけではございませんけれども、除排雪の計画については人口の層といいますか、表

現はちょっとうまくできませんけれども、朝早く仕事に向かわなければならないような人

達もいますので、そういうところをなんといいますか、交通、車がうまく通れるような形

で、というふうなことを配慮しながら、ちょっと遅れてもいいところは、そういうふうに

しているのでしょうと思いますけれども、そういうふうなことに心掛けて限られた予算の

中でやっていけると、住民からそういう声を寄せられるということは誇りに思っていいこ

とだと思いますし、引き続き工夫をしながらご努力いただきたいなと思います。以上でご

ざいます。

○議長（長名 實君） 要望、答弁はよろしいですね。要望じゃないのですか。

答弁を求めます。

建設課長。

○建設課長（岩井良道君） それでは２番議員さんの１点目の部分、団地内の舗装の部分

につきましてでございますが、私どもも団地内、特に私どもが感じておりますのは、旧、

かなり古い団地内ということで、錦野団地、それからみどり団地、それから南中央、もと

の南中央行政区といたしましては、そちらの方の一部というふうなことで、実際に舗装が

当時の部分としては防塵処理、また一層というふうなことでやっておりますが、これがや

ってから２０年、３０年、もうそれ以上も経っておりますから、実際にアスファルト系が

それがすべてなくなってきて、そして骨材だけが残っているというふうなことで、実際の

その日常生活の部分にもある程度支障をきたしているのかなということで、それは実感を

してございます。それからその部分につきまして、なんとかその単独費なりを使いながら

も計画的に進めていくであろうということで、財政当局また理事者の方にもそういうふう

な話はしておりますが、いかんせんなかなか予算の関係もありますから、いっぺんにとい

うことになりませんけれども、今後につきましてはそういうふうなことも進めていこうと

いうふうに考えております。交付金事業等で８億、９億という金で相当その町道の郊外部

の部分につきましては整備ができました。ただ団地内につきましては、あとは補助事業を

入れたくても実際にもともとが層圧、砂利の厚さ、それから舗装の厚さそのものが全体に

凍上深というのがありまして、新十津川町は９０センチでありますから、その部分をすべ

て置き換えるということになると莫大な金額になってくるというふうなことで、今私ども
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で考えているのは、全体的にそういうことは不可能だということから、今の部分の１層舗

装、表層をなんとか整備をするというふうなことで、また２０年、２０年以上というふう

なものは可能だと思いますから、そういうふうなものでの整備の計画を立てていきたいと

いうことで、今作業中でありますので、そういうふうなことをもって回答とさせていただ

きます。

○議長（長名 實君） １０番、樋坂里子君。

○１０番（樋坂里子君） 道路維持費の７番目の除雪機の値段、値段といったらおかしい

のだけれど、２２年度で買ったやつ、この間補正予算でかなり半額ぐらいで買えているの

ですよね。今回まだそれ以上の高い予算になっているのですけれど、車種が違うとか、い

ろいろそこの中身。

○議長（長名 實君） 建設課長。

○建設課長（岩井良道君） この７番目の除雪機械購入事業でございますが、昨日の部分

での内容につきましては、タイヤショベル、タイヤドーザということで、機種的にはタイ

ヤドーザでございます。今ほどご説明をさせていただきました部分につきましては、除雪

専用車、トラックでございまして、特に郊外部分ですね、を重点的に走るということで、

トラックの除雪占用になっている部分、なおかつそれにグレーダ装置をつけているという

ふうなことで、今現在の見積の金額といたしてはこの程度必要であるというふうに考えて

ございます。以上です。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑はないようですので、８款２項道路橋りょう費、１目道路維

持費、２目道路新設改良費の質疑を終わります。

８款３項河川費、１目河川総務費の説明を求めます。

建設課長。

〔建設課長 岩井良道君登壇〕

○建設課長（岩井良道君） それでは河川費のご説明を申し上げます。予算書は１４４ペ

ージから１４７ページでございます。３項１目河川総務費。本年度予算額４９５万円、前

年度６６５万３千円、比較で減額の１７０万３千円でございます。財源の内訳でございま

す。特定財源として、国道支出金１００万１千円、その他財源１９万６千円、一般財源３

７５万３千円でございます。特定財源の内容は、次のページでございます。１４６ページ

でございます。国道支出金１００万１千円。これにつきましては、道費管理河川の樋門樋

管操作業務委託金でございます。その他財源につきましては、水と緑のまちづくり推進基

金預金利子７万１千円、水と緑のまちづくり推進基金繰入金１２万５千円でございます。

経費の内容でございますが、また１枚戻っていただいて、１４５ページでございます。

１番目の樋門樋管管理事業８６万７千円。この経費につきましては、道費管理河川７河川

に５３箇所設置されてございます樋門・樋管の操作にかかる経費でございまして、全額委

。 。 、託料でございます ２番目の河川維持管理事業３６３万１千円 この経費につきましては

町管理の河川５７条、延長で２７１．１キロメートルの管理費で、委託料が主なものでご

ざいます。それと河川愛護団体への負担金という内容でございます。なお河川愛護団体に

つきましては、１３団体でございまして、各団体の活動に対し経費の一部を負担するもの

でございます。次に１４７ページの４番、５番でございますが、これにつきましては、町

が加盟し活動してございます各団体への負担金でございます。６番、徳富川ラブリバー推

進協議会支援事業１２万５千円。この経費につきましては、ラブリバーの認定区間の徳富

川、石狩川の一部につきまして、河川に対する潤いのある水辺空間の形成を図ることを目

的といたしまして、平成５年度から活動してございます同協議会に対し、活動費の一部を



- 165 -

交付するものでございます。以上で、３項１目河川総務費の説明を終わります。よろしく

ご審議のほどお願いを申し上げます。

○議長（長名 實君） １目河川総務費の説明が終わりました。

質疑に入ります。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑がないようですので、８款３項河川費、１目河川総務費の質

疑を終わります。

８款４項都市計画費、１目都市計画総務費、２目公園管理費の説明を求めます。

建設課長。

〔建設課長 岩井良道君登壇〕

○建設課長（岩井良道君） それでは都市計画費のご説明を申し上げます。予算書は１４

。 。 ，６ページから１４９ページでございます ４項１目都市計画総務費 本年度予算額１億３

０２０万４千円、前年度１億４，６４３万７千円、比較で減額の１，６２３万３千円でご

。 、 。ざいます 減額の主なものにつきましては 下水道事業特別会計への繰出金でございます

財源の内訳でございますが、特定財源、国道支出金４万３千円、一般財源１億３，０１６

万１千円でございます。特定財源の内容につきましては、道支出金で建築基準法事務委託

金３万６千円、建設リサイクル法業務委託金７千円でございます。

経費の主な内容でございますが、１番目の建築事務２８万２千円。この経費につきまし

ては、建築事務を進めるための旅費及び図書購入と積算のためのデータ使用料並びに建築

関係の講習会にかかる負担金等を計上してございます。２番目、都市整備推進事務２０万

４千円。この経費につきましては、都市計画審議会１回の開催にかかる費用、それと都市

計画にかかる事務推進のための旅費等を計上いたしてございます。３番目、下水道事業特

別会計繰出金。この経費につきましては、新十津川町下水道事業特別会計の中で説明をさ

せていただきますので、省略をさせていただきます。

続きまして、２目公園管理費でございます。本年度予算額１，２９３万８千円、前年度

１，３３９万６千円、比較で減額の４５万８千円でございます。財源の内訳は、その他財

源６３万円、一般財源１，２３０万８千円でございます。その他財源の内容は、都市公園

使用料３万円、パークゴルフ場管理協力金６０万円でございます。

経費の内容でございます。都市公園等管理事業１，２９３万８千円。この経費につきま

しては、都市公園３箇所、中央公園、菊水公園、石狩徳富河川緑地ということの都市公園

、 。３箇所と 花月農村公園並びに国道２７５号植帯樹ほかの管理に要する経費でございます

特にこの中で通常の管理というふうなことで、委託料が主なものでございますが、その中

で特に本年度につきましては、公園樹木の剪定ということで、花月農村公園、これは外周

部分の剪定４４本、それと菊水公園、これにつきましては枯れ木、古木の伐採５本という

ことで、委託料で計上させていただいてございます。以上で、４項１目都市計画総務費、

２目公園管理費の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。

○議長（長名 實君） １目都市計画総務費、２目公園管理費の説明が終わりました。

質疑に入ります。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑がないようですので、８款４項都市計画費、１目都市計画総

務費、２目公園管理費の質疑を終わります。

８款５項住宅費、１目住宅管理費、２目住宅建設費の説明を求めます。

建設課長。
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〔建設課長 岩井良道君登壇〕

○建設課長（岩井良道君） それでは住宅費のご説明を申し上げます。予算書は１４８ペ

ージから１５１ページでございます。５項１目住宅管理費。本年度予算額１，２４６万３

千円、前年度１，６８０万２千円、比較で減額の４３３万９千円でございます。財源内訳

は、特定財源のその他財源１，０３８万６千円、一般財源２０７万７千円でございます。

特定財源の内容は、公営住宅使用料９５２万１千円、公営住宅使用料滞納繰越分１千円、

公営住宅駐車場使用料８２万７千円、公営住宅駐車場使用料滞納繰越分１千円。次のペー

ジで、公営住宅共同施設整備基金預金利子１万６千円、公営住宅敷金預金利子２万円でご

ざいます。

経費の内容でございますが、公営住宅維持管理事務１，２４２万７千円。この経費につ

きましては、公営住宅３７７戸にかかる維持管理経費でございまして、主な内容につきま

しては、需用費の修繕料、これにつきましては一般修繕また入退去時の修繕、それと本年

度につきましてはトップ団地の遊具修繕、それからトップ団地の駐車場ラインの更新、そ

れから文京団地灯油流量計の交換というふうな内容でございます。役務費の手数料につき

、 、 、 、ましては 使用料の口座振替の手数料 また空き家の雪止め柵の取り付けと トップ団地

文京団地の樹木剪定費用の内容でございます。火災保険料につきましては、今ほど申し上

げました３７７戸と、本年度第４期として８戸を建築予定でございますから、その３７７

戸と８戸分の火災保険料という内容でございます。委託料につきましては、トップ、文京

団地のエレベーター計４台ございますが、これの保守点検。また冬期の空き家除雪等とい

う内容でございます。修繕料の中でトップ団地の遊具修繕、これにつきましては、スプリ

ング遊具が今２基ございますが、これがもう老朽して今使用不能になっておりますので、

これの部分についてはもう撤去をすると。またベンチが全体的に１１基設置をされてござ

いますが、相当老朽しているというふうなことから、この部分につきましても１１基のう

、 、 、ち １１基から５基に減をするということで その６基の部分の使える部分は使いながら

また現状での一番有効的な活用をいただける場所に移設をし、設置をしたいというふうに

考えております。そのほかといたしましては、複合遊具、これはブランコ、滑り台、それ

から木橋吊り橋というふうなことが複合遊具として１基ございますが、これの修理、また

塗装ということと、東屋の塗装ということを予定してございます。トップ団地の駐車場ラ

インにつきましては、これは８０区画持ってございますが、その部分に新しいラインで更

新をしていくということでございます。トップ団地、文京団地の樹木の剪定でございます

が、これにつきましては、トップ団地ではナナカマド、桜、松などの２７本、また、ハイ

マツの部分につきましては１５０平米のそれらの剪定、それと古くなった支柱の撤去を予

定しております。文京団地につきましては、カエデ、トウヒ等４０本の剪定と古木、枯れ

木の撤去、また古くなった支柱の撤去というふうなことを予定してございます。

続きまして、２目の住宅建設費でございます。予算書は１５０ページ、１５１ページで

ございます。２目住宅建設費。本年度予算額１億４，７３７万４千円、前年度１億５，６

８１万６千円、比較で減額の９４４万２千円でございます。財源内訳でございますが、特

定財源、国道支出金６，５３１万３千円、一般財源８，２０６万１千円でございます。特

定財源の内容は、青葉団地建設にかかる社会資本整備総合交付金、これは１０分の４．５

でございます。６，５３１万３千円でございます。

経費の内容でございます。公営住宅建設事業１億４，７３７万４千円。これにつきまし

ては、工事箇所図の右の下の方、真ん中の下の方になりますが、１７番から１９番、それ

とその後ろについてございます配置図をご覧願いたいと思います。青葉団地の建設につき

ましては、平成２０年度より４カ年で全体戸数３６戸を建設中でございまして、本年度は

最終年といたしまして、第４期工事として鉄筋コンクリート造２階建て、１棟８戸を予定
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してございます。１階につきましては２ＬＤＫを４戸、２階につきましては３ＬＤＫを４

戸の部分を予定しておりまして、それらにかかる本体工事と駐車場の整備を実施を計画中

でございます。内容でございますが、１２節の役務費につきましては、建築確認にかかる

手数料という内容でございます。１３節委託料は建築に伴う管理委託業務。１５節工事請

負費は建設整備にかかる工事費という内容でございます。以上で、１目住宅管理費、２目

住宅建設費の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。

○議長（長名 實君） １目住宅管理費、２目住宅建設費の説明が終わりました。

ただちに質疑に入ります。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） ないようですので、８款５項住宅費、１目住宅管理費、２目住宅

建設費の質疑を終わります。

９款消防費、１項消防費、１目消防総務費の説明を求めます。

総務課長。

〔総務課長 石田賢吉君登壇〕

○総務課長（石田賢吉君） それでは１目消防総務費の内容を申し上げます。予算書は１

５２、１５３ページでございます。本年度予算額１億６，１９８万３千円、前年度予算額

１億８，０２６万９千円、比較で減額の１，８２８万６千円でございますが、退職者の不

補充分で減額になったのが大きな要因でございます。７名退職で４名採用ということに聞

いております。財源内訳といたしましては、すべて一般財源でございます。消防と救急業

務につきましては、滝川地区広域消防事務組合への委託といいますか、負担金行為で行っ

ておりますが、内訳を申し上げますが、組合の本部共通経費分で１，６１８万５千円でご

ざいます。消防署の共通経費分、これはほとんどが職員人件費でございますけれども、１

億１，９４２万７千円。新十津川支署の経費分といたしましては４８９万１千円でござい

ます。また新十津川消防団関係の単独分で１，９２３万９千円でございます。そのほか消

防の施設費といたしまして１９４万１千円でございますが、施設整備につきましては、構

成市町の自賄いが基本ということになってございます。新十津川支署では救急車に装備い

たします生存確認用の呼吸ガス濃度測定器、これを７３万３千円で購入させていただくこ

とになってございます。地図検索用パソコン１台が１６万８千円。圧縮空気のボンベの購

入に１３万３千円。北大和消火栓の設置工事、これは１基分でございますが、６３万円を

計上してございます。また消防団費につきましては、第２、第３、第４、各分団詰め所の

屋根の塗装で７５万６千円。また第４分団の詰め所の外壁の補修に２０万円。そのほか団

員８０名への短靴の貸与に、革靴でございますが３２万円を計上いたしてございます。な

お消防団員の定数は１０３名になっておりますが、３月末現在で退職される方もございま

すが、４月１日現在では１０３名と充足率は１００％になる予定でございます。なお２３

年度におきます新十津川支署に勤務する職員は現状と同じ１４名ということでうかがって

おります。このうち救急救命士は５名の配置となる予定でございます。以上が、消防総務

費の内容でございますので、よろしくお願い申し上げます。

○議長（長名 實君） １目消防総務費の説明が終わりました。

質疑に入ります。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑がないようですので、９款消防費、１項消防費、１目消防総

務費の質疑を終わります。

それでは９款１項２目水防費の説明を求めます。
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建設課長。

〔建設課長 岩井良道君登壇〕

○建設課長（岩井良道君） それでは水防費のご説明を申し上げます。予算書は１５２ペ

ージ、１５３ページでございます。２目水防費。本年度予算額２，４２１万７千円、前年

度２，７０９万円、比較で減額の２８７万３千円でございます。財源内訳は、特定財源の

国道支出金１，１０７万円、その他財源３６２万９千円、一般財源９５１万８千円でござ

います。特定財源の内訳でございますが、国道支出金１，００７万円。これは基幹水利施

設管理事業補助金、国道ともに３０％ずつの６０％でございます。その他財源で、下得富

第２排水機場管理費負担金１８１万９千円。これにつきましては、浦臼町の負担というこ

とで、面積割でございまして、率といたしましては２４％でございます。救急排水施設操

作委託金１８１万円でございます。

経費の内容でございます。２番目、救急排水施設管理事業１２４万４千円。この経費に

つきましては、新十津川、袋地沼、下徳富、３箇所の救急排水施設の管理と救急排水訓練

に要する経費でございまして、機材の点検、訓練にかかる報酬、また機場周辺の草刈りに

、 。 、 、かかる委託料 訓練にかかる仮設トイレ借り上げ等を計上してございます なお 袋地沼

下徳富の排水施設につきましては、先日も説明をさせていただきましたが、２２年度で機

械の移動も終わっているというふうなことから、２３年度からは労力の省力化及び経費の

節減がさらに図られることとなってまいります。３番目の農業用排水施設管理事業３７６

万円でございます。この経費につきましては、士寸島、弥生、下徳富第１の３排水機場の

適正な維持管理を図るための経費でございまして、点検にかかる報酬、機械設備点検にか

かる委託料等を計上いたしてございます。４番目の下徳富第２排水機場管理事業１，８６

４万５千円。この施設につきましては、基幹水利施設補助事業により、浦臼町と共同で維

持管理を行っている排水機場でございまして、災害の未然防止及び拡大防止を図るべく、

機器の点検整備並びに更新に要する経費を計上してございます。以上で、２目水防費の説

明を終わります。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。

○議長（長名 實君） ２目水防費の説明が終わりました。

質疑に入ります。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑がないようですので、９款１項２目水防費の質疑を終わりま

す。

９款１項３目災害対策費の説明を求めます。

総務課長。

〔総務課長 石田賢吉君登壇〕

○総務課長（石田賢吉君） それでは３目災害対策費の内容を申し上げます。予算書は１

５２ページの一番下からでございます。本年度予算額２１０万９千円、前年度予算額２４

８万４千円、比較で３７万５千円の減額でございまして、財源はすべて一般財源でありま

す。

経費の内容でありますが、災害用備品等管理事業１３万７千円でございますが、これ衛

星携帯電話の使用料が９万４千円と災害時の職員の緊急連絡用携帯電話メール使用料で１

万４千円が主な経費でございます。１５５ページをお開きをいただきまして、防災センタ

ー管理事業１０万７千円でありますけれども、これは電気、水道の光熱水費６万円と窓ガ

ラス等の小破修繕料４万５千円を計上いたしてございます。次に、防災無線の管理事業１

６７万２千円でございますが、これ防災無線、平成９年から運用しているわけであります

けれども、ＮＴＴの電話回線を使って固定型の子機に対して指令を出しておりますので、
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この使用料が２１万７千円。役場基地局の操作卓やプログラムの管理委託料と屋外拡声装

置８基ございますが、この管理委託で９９万６千円。移動無線局の再免許申請等に１７万

７千円。無線操作卓のハードディスクの修繕等で１７万９千円が主な経費でございます。

なおあの個別無線機の貸出台数でありますが２，８２９台になっております。内訳は家庭

用が２，６６０台、事業所は９３台、このうち公共は７６台でございます。このほか車に

つけている移動型の無線でありますけれども、３８台所有いたしてございます。続いて地

域防災力強化事業１９万３千円でございますが。これあの新たな地域防災組織の立ち上げ

支援を図るほか、昨年から実施しております小グループでの懇談で、防火意識の高揚を図

ります防災喫茶、さらには災害を想定した避難所生活体験訓練、これあの今年については

真冬の避難所体験計画して中止になったわけでございますが、今回については、２３年度

については１１月くらいを予定しておりまして、４０人規模で実施する経費といたしまし

て１８万１千円を計上いたしてございます。以上、予算内容を申し上げました。よろしく

ご審議いただきますようお願いいたします。

○議長（長名 實君） ３目災害対策費の説明が終わりました。

質疑に入ります。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑がないようでありますので、９款１項３目災害対策費の質疑

を終わります。

午後１時まで休憩といたします。

（午後１２時０８分）

○議長（長名 實君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

（午後 １時００分）

○議長（長名 實君） １０款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費、２目事務局

費、３目教育財産管理費の説明を求めます。

教育次長。

〔教育次長 藤澤敦司君登壇〕

○教育次長（藤澤敦司君） 議長からご指示をいただきましたので、はじめに１０款１項

１目教育委員会費の内容についてご説明を申し上げます。予算書は１５６ページ、１５７

ページをご覧いただきたいと思います。本年度予算額２６２万３千円、前年度予算額２６

２万２千円、比較１千円の増。すべて一般財源でございます。

内容は、教育委員会活動事業ですが、例年どおり教育委員の活動経費として４名の委員

報酬及び費用弁償と旅費、交際費などを計上しております。

次に、２目事務局費の内容についてご説明を申し上げます。予算書は１５６ページから

１５９ページになります。本年度予算額１，７４６万５千円、前年度予算額１，６５５万

２千円、比較で９１万３千円の増でございます。財源の内訳ですが、国道支出金が２０７

万４千円、その他特定財源で４４４万６千円、一般財源が１，０９４万５千円でございま

す。続いて、特定財源の内容を申し上げます。国庫支出金として、私立幼稚園就園奨励費

補助金２０７万４千円で、補助率は３分の１以内となっております。その他特定財源の育

英事業基金預金利子８千円、育英事業基金繰入金２９６万円、奨学資金貸付金収入１４７

万８千円でございます。

次に、主な経費別の事業概要を申し上げます。２番の育英事業４４４万６千円は、新規

貸付分４名を予算化し、継続貸付分５名分と合わせて２９６万円、償還金による基金積立

金１４８万６千円を計上しております。３番から６番は諸団体等への負担金でございます
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ので省略いたします。７番の新十津川農業高等学校教育振興事業３００万円ですが、中・

北空知管内唯一の全日制の農業高校であります本校は、地域に密着した活動を特徴として

おりまして、今までの地道な取り組みが評価されてまして、先月は教育実践表彰を受賞し

たところでございます。引き続き、魅力ある学校づくりに資するため、遠距離通学生徒へ

の通学費助成、それから農業クラブなどへの各種大会活動、資格取得に対する支援を継続

してまいります。次に、９番の私立幼稚園就園奨励費補助金９０２万５千円につきまして

は、本町に住所を有して私立幼稚園に通園している、３歳から５歳の園児を持つ保護者の

経済的な軽減を図る目的といたしまして、保育料等を減免する幼稚園設置者に対して交付

するものでございます。これは国の補助制度に沿って、所得状況に応じた額を交付してお

りまして、今年度も若干の引き上げとなっております。対象者は８９名を見込んでおりま

す。以上、事務局費の説明とさせていただきます。引き続きまして、３目教育財産管理費

。 、 。の内容についてご説明を申し上げます 予算書は１５８ページ １５９ページとなります

本年度予算額３０万５千円、前年度予算額５３３万８千円、比較で５０３万３千円の減で

ございますが、これは、昨年度整備いたしました小中学校デジタルテレビの減額が主な要

因でございます。財源の内訳ですけれども、その他特定財源で３４１万円、一般財源が減

額の３１０万５千円でございます。その他特定財源の内訳ですが、１４戸分の教員住宅貸

付料として３４１万円でございます。事業として、教員住宅等維持管理事業３０万５千円

を計上いたしました。これは教員住宅として管理しております小学校５戸、中学校８戸と

、 。 、旧吉野小学校の１戸 合計１４戸分に係る小破修繕等の維持管理経費でございます 以上

教育財産管理費の説明とさせていただきます。教育総務費の 目から３目までの説明をい1

たしました。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○議長（長名 實君） １目教育委員会費、２目事務局費、３目教育財産管理費の説明が

終わりました。

質疑に入ります。

質疑はございませんか。

１０番、樋坂里子君。

○１０番（樋坂里子君） １５７ページの９番の私立幼稚園就園奨励費補助金。国からは

３分の１以内で、あと全部町で出してるっていうふうにとっていいですか。道からは一銭

、 、もこないということで 町がすごく出してくれてるということは良いことなんですけども

町が全部出してるっていうことかなと思って。

○議長（長名 實君） 答弁を求めます。

教育次長。

○教育次長（藤澤敦司君） １０番議員さんのご質疑のとおりでございまして、３分の１

以内となっておりますが、実態としてはやはり３分の１をかなり下回る額でしか補助金は

入ってきてございません。残りは一般財源で対応しております。

○議長（長名 實君） 他に質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑がないようですので、１０款教育費、１項教育総務費、１目

教育委員会費、２目事務局費、３目教育財産管理費の質疑を終わります。

１０款２項小学校費、１目学校管理費、２目教育振興費の説明を求めます。

教育次長。

〔教育次長 藤澤敦司君登壇〕

○教育次長（藤澤敦司君） それでは２項小学校費、１目学校管理費、２目教育振興費の

内容についてご説明申し上げます。予算書は、１５８ページから１６１ページをご覧いた

だきたいと思います。本年度予算額２，６２０万３千円、前年度予算額２，３２５万２千
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円、比較で２９５万１千円の増でございます。財源はすべて一般財源でございます。主な

経費別の事業概要を申し上げます。１番の小学校校舎等維持管理事業２，１７４万９千円

でございますが、燃料費、光熱水費、修繕料、管理委託料など、学校管理上の経常的な経

費のほか、改修工事にあわせまして想定される小破修繕、さらには再利用するカーテンの

クリーニング料を見込んでおります。また、給食配膳台についても更新する計画でござい

ます。次に、２番の小学校運営事業２２６万６千円につきましては、学校運営に関する事

務経費と臨時事務職員１名の人件費、電話、郵券代等の通信費でございます。３番の小学

校保健活動事業１５７万２千円ですが、学校保健安全法に基づいて学校医、学校歯科医、

学校薬剤師を置いておりまして、３名の報酬及び費用弁償のほか、検診委託料や学校内で

の事故等に対応する災害共済負担金でございます。

次に、２目教育振興費の内容についてご説明を申し上げます。予算書は１６０ページか

ら１６３ページとなります。本年度予算額１，６９８万７千円、前年度予算額１，８０７

万５千円、比較で１０８万８千円の減でございます。減額となりましたのは、前年度に臨

時的な経費として計上しておりました、社会科副読本や特別クラブの楽器整備が完了した

ことによります。財源の内訳ですが、国道支出金が８万９千円、その他特定財源で２７万

８千円、一般財源が１，６６２万円でございます。続いて、特定財源の内容を申し上げま

す。国庫支出金として、要保護児童就学援助費補助金１万円、それから特別支援教育就学

奨励費補助金７万９千円で、いずれも補助率は２分の１でございます。その他特定財源の

、 、鑑賞事業負担金２７万８千円は これは芸術鑑賞事業を共同事業で実施するということで

雨竜町から児童生徒数に応じて負担いただいております額でございます。

次に、主な経費別の事業概要を申し上げます。１番の小学校教育推進事業５７０万９千

円、これにつきましては、授業用消耗品やパソコンに係るフィルタリングソフト更新料、

そのほかに新学習指導要領に基づいて改訂となります教師用指導書の購入費、学習教材に

必要な理科振興備品等を計上しております。２番の小学校特別支援教育事業４３０万８千

円ですが、本年度の特別支援学級は、４学級１３名の児童で編成する予定でございます。

昨年同様に臨時の支援員と介助員で３名を配置いたします。その人件費と授業で必要な消

耗品等を計上いたしました。なお、さまざまな障害を持つお子さんへの教育のため、特別

支援教育連携協議会というものを組織しておりまして、その場で福祉部門との情報を密に

しております。過日、ご質問がありましたけれども、放課後等の対応に関しましても、児

童館利用の面などさらに連携を強くして対応してまいりたいというふうに考えておりま

す。次に、４番の小学校教科担任講師配置事業２２９万３千円につきましては、確かな学

、 、 、力の向上を目指すとともに 中学校での教科担任制への移行をスムーズに進めるため ５

６年生の理科を対象として、教科担任の配置を行うものでございます。最後に、６番の小

学校就学援助事業２２２万７千円ですけれども、経済的理由で就学困難な児童と特別支援

、 。 、学級で就学する児童の保護者に対しまして 必要な支援を行う制度でございます 要保護

準要保護、特別支援を合わせまして６８名分を計上いたしました。以上、小学校費の学校

管理費、教育振興費の内容説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますよう

お願い申し上げます。

○議長（長名 實君） １目学校管理費、２目教育振興費の説明が終わりました。

直ちに質疑にはいります。

質疑はありませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

（ ） 、 、 、○議長 長名 實君 質疑がないようですので １０款２項小学校費 １目学校管理費

２目教育振興費の質疑を終わります。

１０款３項中学校費、１目学校管理費、２目教育振興費の説明を求めます。
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教育次長。

〔教育次長 藤澤敦司君登壇〕

○教育次長（藤澤敦司君） それでは３項中学校費、１目学校管理費の内容についてご説

。 。明申し上げます 予算書は１６２ページから１６５ページをご覧いただきたいと思います

本年度予算額２，６８３万５千円、前年度予算額２，５８６万３千円、比較で９７万２千

円の増でございます。財源は、すべて一般財源でございます。前年度との比較でございま

すが、スクールバスのタイヤ等の更新により増額となったものでございます。主な経費別

の事業概要を申し上げます。１番の中学校校舎等維持管理事業１，５２４万４千円でござ

いますが、学校管理上必要な燃料費、光熱水費、修繕料、管理委託料等の経費でございま

す。次に、２番の中学校運営事業２０９万円につきましては、学校運営に関する通信費、

それから事務経費と臨時事務職員の人件費、学校評議員の報償費等でございます。４番の

スクールバス運行管理事業９０９万６千円ですが、小中学校の登下校はもとより、校外授

業、諸行事、特別クラブ、部活動など、きめ細かく運行しております４台のスクールバス

の運行に要する燃料費、消耗品費及び車検費用等の法定経費、さらには臨時運転技術員１

名の人件費を計上しております。なお、今年度スクールバスを利用する４方面の児童生徒

数でございますが１４４名を予定しております。

次に、２目教育振興費の内容についてご説明を申し上げます。予算書は１６４ページか

ら１６７ページになります。本年度予算額１，５８６万３千円、前年度予算額１，４１５

万８千円、比較で１７０万５千円の増でございます。主な増額の要因は、課外活動事業に

おける備品購入の経費でございます。財源の内訳ですが、国道支出金が８万８千円、一般

財源が１，５７７万５千円でございます。特定財源の内容を申し上げます。国庫支出金の

要保護生徒就学援助費補助金５万５千円、特別支援教育就学奨励費補助金３万３千円、こ

れはいずれも補助率は２分の１でございます。

次に、主な経費別の事業概要を申し上げます。１番の中学校教育推進事業３９９万円。

これにつきましては、授業用消耗品やパソコンに係るソフト更新料のほか、学習用教材と

して理科振興備品等の購入費を計上しております。次に、３番の課外活動事業３４１万５

千円ですが、例年どおりの体育、文化系部活動に必要な消耗品、修繕料と中体連出場経費

に加えまして、吹奏楽部の楽器が経年の使用で損傷が著しいことと、部員数に合わせまし

た編成をするために必要となる楽器を２年計画で整備していこうということで経費を計上

いたしました。４番の中学校教育充実指導講師配置事業２２９万３千円につきましては、

従前と同様に、基準配置数で不足する教科の免許外指導を減らして、生徒の学習意欲を向

上させる授業ができるように、専科の指導教諭の配置を行うものでございます。５番の外

国青年招致事業４２８万３千円は、外国語教育の充実と国際交流の推進を図るために、中

学校に加えまして、新学習指導要領に沿った小学校での英語指導助手として、さらには一

般住民も対象とした英会話教室を継続するため、ＪＥＴプログラムによる外国青年を招致

するものでございます。過日、条例改正の議決をいただきましたので、現在のＡＬＴの任

用期間を延長する予定でおります。最後に６番の中学校就学援助事業１８４万１千円です

が、小学校と同様に必要な支援を行うもので、要保護、準要保護、特別支援を合わせまし

て２７名分を計上いたしました。以上、３項中学校費の学校管理費、教育振興費の内容説

明とさせていただきます。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。

○議長（長名 實君） １目学校管理費、２目教育振興費の説明が終わりました。

質疑に入ります。

質疑はございませんか。

５番、平沢豊勝君。

○５番（平沢豊勝君） 学校教育費の４番スクールバス運行事業について、ご質問申し上
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げたいと思います。スクールバス４台使用しているということで、大分我慢して使ってい

るのかなと、こんなふうに思ってますけれども、クーラーがついている車両が１台しかな

いんでないかなと確か記憶しているんです。そういうことで、近年に総入れ替えというこ

とはなかなか難しいかなと思いますけれども、計画的にそういった装備のついた車両に変

えていくよう、今後、検討してはと思うんですけども、その辺はいかがでしょうか。

○議長（長名 實君） 答弁を求めます。

教育次長。

○教育次長（藤澤敦司君） 大変ありがたいご質疑でございますが、スクールバスにつき

ましては、ご指摘のとおりかなり古いバスもございますので、計画的にという形で教育委

員会としては考えてございます。ただ、財源的にやはり有利な制度を活用してというふう

に考えておりますので、国の補助それから有利な起債等を勘案して更新できるように、現

在長期計画を立てているところでございますので、なるべく早いうちに、そういう形がと

れるように努力したいというふうに考えております。

○議長（長名 實君） 他に質疑はございませんか。

１０番、樋坂里子君。

○１０番（樋坂里子君） 関係のないことで申し訳ない。今日、高校入試の発表だったと

思うんですけども、新中の生徒はどうだったのか、ちょっと気になってたんですが、教え

ていただけますか。

○議長（長名 實君） 教育長。

○教育長（熊田義信君） それでは私の方からお答えさせていただきたいと思います。

午前中、中学校の方から連絡が入りました。全員の進路希望予定どおりというふうに考

えておりましたけども、１名だけ残念な結果にに、いわゆる合格はしなかったという結果

になりました。その点については、また保護者、生徒と学校と打ち合わせて、２次募集等

の形の中で、また、対応できるというふうに考えておりますけれども、他は予定どおりの

学校に進学をするということをお知らせしたいと思います。以上です。

○議長（長名 實君） 他に質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） ないようですので、１０款３項中学校費、１目学校管理費、２目

教育振興費の質疑を終わります。

１０款４項社会教育費、１目社会教育総務費、２目文化振興費、３目開拓記念館費の説

明を求めます。

教育次長。

〔教育次長 藤澤敦司君登壇〕

○教育次長（藤澤敦司君） それでは１０款４項社会教育費、１目社会教育総務費の内容

についてご説明を申し上げます。予算書は１６６ページから１６９ページとなります。本

年度予算額２，２４９万８千円、前年度予算額１億６７９万１千円、比較で８，４２９万

３千円の減でございます。減額は昨年計上した新十津川アートの森整備事業の完了による

ものでございます。財源の内訳ですが、国道支出金が３０万円、その他特定財源で２１９

、 ， 。 。万１千円 一般財源が２ ０００万７千円でございます 特定財源の内容を申し上げます

道支出金で、学校支援地域本部事業補助金が３０万円ですが、これは昨年までの道からの

。 。委託事業が補助率３分の１の補助事業に変更となりました これによるものでございます

その他特定財源の内訳ですが、改善センター使用料８４万円、改善センター自動販売機設

置使用料４万８千円、ふるさと応援基金繰入金３０万円、１６８ページに移りまして、い

きいきふるさと推進事業助成金１００万円。これは母村交流事業に対しての定額助成を見

込んでおります。社会教育体験教室参加者負担金３千円でございます。



- 174 -

次に、経費別の事業概要を申し上げます。１６７ページに戻っていただきまして、２番

の学校支援地域本部事業１６６万５千円につきましては、北海道からの委託事業として３

カ年実施いたしましたけれども、補助事業になりました本年度も、引き続き生涯学習推進

アドバイザーを中心に青少年健全育成活動など、地域と学校を結びつけていけるよう各種

の事業展開を図ってまいります。次に４番の体験学習推進事業３０万４千円ですが、これ

は従来まで実施していましたキッズ探検事業のほか、規則正しい生活習慣と家庭学習時間

の定着を図り、学ぶ環境づくりを推進していくため、自宅を離れて共同生活をしながら学

校に通う通学合宿事業に取り組んでまいります。６番の青少年文化スポーツ元気事業６０

万円は、子どもたちが心身共に健康で明るく文化やスポーツ活動に取り組めるよう活動へ

の支援とユニフォーム購入の助成を継続するものでございます。子どもたちのためにと各

方面からいただいております寄附金をふるさと応援基金に積み立てておりますので、その

繰入金をユニフォーム購入事業に充てております。次に１６９ページですが、７番の児童

生徒母村交流事業２３５万８千円につきましては、母村の小中学生や地域の方々との交流

を中心として、十津川村の歴史や伝統を学んでもらうため、小学校５年生それから中学１

年生を対象として、それぞれ１４名ずつ募集し、今年度も３泊４日の日程で訪問いたしま

す。また母村からの研修団は中学１年生の３５名、引率団１０名で来町される予定でござ

います。８番の青年母村交流事業２５万５千円も継続して実施している母村交流事業で、

補正予算の質疑でもお答えいたしましたように、本年度は母村の青年が本町に来ていただ

けることとなっております。新十津川雪まつりにあわせて来町していただけるという予定

をしてございます。次に、１１番の農村環境改善センター管理事業１，４７０万３千円で

ございますが、施設管理に要する光熱水費、燃料費、警備及び清掃委託料などの費用を計

上しております。この施設も建設後３０年近く経過いたしまして、老朽箇所が見受けられ

ますので、来館者へのサービス向上のためにボイラー自動制御機器の改修やサッシの窓、

それから網戸などの改修を予定してございます。次に１２番の新十津川アートの森管理事

業６１万９千円は、アートの森周辺の環境を維持する経費で、草刈り委託や害虫防除のた

めの消耗品費でございます。また使用しなくなった地下タンクの埋設処分も実施いたしま

す。なお彫刻体験交流促進施設の運営費につきましては、以前からご説明しておりました

けれども、指定管理者の責任において対応してまいります。１３番以降の事業につきまし

ては、各団体への活動支援でございますので、省略させていただきます。以上、社会教育

総務費の説明とさせていただきます。

続いて、２目文化振興費の内容についてご説明申し上げます。予算書は１６８ページか

ら１７１ページまででございます。本年度予算額５６６万円、前年度予算額５１８万２千

円、比較４７万８千円の増でございます。財源の内訳は、その他特定財源１００万円、一

般財源が４６６万円で、その他特定財源はいきいきふるさと推進事業助成金で、これは鑑

賞事業に対する定額助成を見込んでおります。

次に主な経費別の事業概要を申し上げます。２番の芸術鑑賞事業４７６万９千円は、町

民に優れた音楽や文化、芸能の鑑賞機会を提供し、文化意識の高揚と豊かな情操の涵養に

資するため、文化協会それから音楽協会と協力して安価な料金で多くの町民に楽しんでい

ただけますよう４回の鑑賞事業を計画いたしております。なお、いきいきふるさと推進事

業の助成につきましては、町を経由して主催者に交付されますので、見かけ上の数字では

事業費は昨年より増額となっております。次に、１７１ページの３番と４番の団体活動支

、 、援事業は これは伝統芸能の伝承活動それから各文化団体の活動に対して助成するもので

。 、 。例年と変わりない額を計上しております 以上 文化振興費の説明とさせていただきます

、 。 、続いて ３目開拓記念館費の内容についてご説明申し上げます 予算書は１７０ページ

１７１ページをご覧いただきたいと思います。本年度予算額１８７万８千円、前年度予算
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額３５５万３千円、比較１６７万５千円の減でございます。減額となりましたのは、昨年

計上しておりました施設改修費等の事業相当分でございます。財源の内訳ですが、その他

特定財源で６万９千円、一般財源が１８０万９千円でございます。その他特定財源は、開

拓記念館入館料でございます。

事業概要ですが、開拓記念館管理運営事業の１８７万８千円です。これは施設の受付管

理業務委託、それから光熱水費など、施設運営上の経常的経費でございます。収蔵資料の

、 、整理に一定のめどがつきまして ボイラー室部分も収蔵スペースに改修いたしましたので

今までの常設展示に加えまして、週に１回程度収蔵庫展示にも対応できるような運営体制

を今年度考えております。以上、開拓記念館費の内容説明を終わらせていただきまして、

１目から３目の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し

上げます。

○議長（長名 實君） １目社会教育総務費、２目文化振興費、３目開拓記念館費の説明

が終わりました。

質疑に入ります。

質疑はございませんか。

１０番、樋坂里子君。

○１０番（樋坂里子君） 最近の地震の関係で、昨日庁舎は地震の来年６月予算でという

ことでしたが、改善センターとゆめりあの、今新しくしたところの耐震はなっているのか

どうかということで、順番からいったら庁舎の次が改善センターかなと思ったりしている

ので、そこら辺どうでしょうか。

○議長（長名 實君） 教育次長。

○教育次長（藤澤敦司君） ゆめりあに関しましてはちょっと所管外でございますので、

明快なお答えができないものですから控えさせてもらいますが、改善センターにつきまし

ては、まだ耐震診断そのものは行ってございません。建築年度でいくとちょうどぎりぎり

なところでございますので、診断するともしかすると構造的に厳しいという状況になるか

もしれませんが、現在の段階ではこの専門的な数値というのが出ているわけではございま

せん。

○議長（長名 實君） 総務課長。

○総務課長（石田賢吉君） ゆめりあの設計は当時私の方でやっていましたので、設計基

準といたしましては、マグニチュード７．２で設計しております。ですから震度でいきま

すと６．５強の耐震震度は設計基準どおり保ってございます。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

（ ） 、 、 、○議長 長名 實君 ないようですので １０款４項社会教育費 １目社会教育総務費

２目文化振興費、３目開拓記念館費の質疑を終わります。

１０款４項４目図書館費の説明を求めます。

教育次長。

○教育次長（藤澤敦司君） それでは１０款４項４目図書館費の内容についてご説明申し

上げます。予算書は１７０ページから１７３ページをご覧いただきたいと思います。本年

度予算額２，６４２万４千円、前年度予算額２，７３１万２千円、比較８８万８千円の減

でございます。減額の主な要因は図書館公用車購入費の皆減分でございます。財源の内訳

といたしましては、その他特定財源１０３万円、一般財源が２，５３９万４千円でござい

ます。特定財源につきましては、その他特定財源として、図書館自動販売機設置使用料３

万円、それからふるさと応援基金の繰入金１００万円でございます、基金繰入金につきま

しては、図書購入費にと指定寄附をいただきましいたので、５年間児童図書購入に充てる
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財源として計上いたしました。

次に、主な経費別の事業概要を申し上げます。１番の図書館維持管理事業９２２万９千

円でございますが、これは施設の維持管理に必要な燃料費、光熱水費、施設管理委託料で

ありまして、２年に１回のカーペット清掃料を計上いたしました。それから事務用備品と

いたしまして、裁断機の更新を予定しております。２番の図書館運営事業１，６５０万７

千円は、臨時司書３名と臨時事務員４名にかかる人件費、図書資料購入費、雑誌新聞等購

、 。 、入費 書誌データ作成委託料が主な経費でございます 年間の図書購入冊数ですけれども

一般書が約２，１００冊、児童書が約１，４００冊を予定しておりまして、指定寄附の趣

旨や子どもの読書を推進するために児童書の充実に努めてまいりたいと思います。現在の

蔵書数ですが、教育長からの教育行政報告にもありましたとおり、約９万８，２００冊と

いうふうになっております。次に、３番の図書館利用促進事業４８万６千円でございます

が、図書館の良さを知ってもらい本に親しむ機会を作るために、例年どおり青空図書館、

読み聞かせや小イベントなどを実施してまいります。４番の絵本ふれあい事業１３万６千

円につきましては、事業開始後４年目を迎え定着してまいりました。今年度はマタニティ

スクールなどの機会を利用して、出産前から絵本に親しんでいただけるよう、そして絵本

の大切さを理解いただけるようお知らせとアドバイスをしてまいります。以上、図書館費

の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。

○議長（長名 實君） ４目図書館費の説明が終わりました。

質疑に入ります。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑がないようですので、４目図書館費の質疑を終わります。

１０款５項保健体育費、１目保健体育総務費、２目体育施設管理費の説明を求めます。

教育次長。

〔教育次長 藤澤敦司君登壇〕

○教育次長（藤澤敦司君） それでは１０款５項１目保健体育総務費の内容についてご説

。 。明申し上げます 予算書は１７２ページから１７５ページをご覧いただきたいと思います

本年度予算額２５２万１千円、前年度予算額２６９万４千円、比較１７万３千円の減でご

ざいます。財源の内訳ですが、その他特定財源として１万１千円、一般財源が２５１万円

であります。特定財源につきましては、その他特定財源として、小学校使用料１千円、こ

れは学校開放事業の使用料です。１７４ページの水中体操体験講座受講負担金１万円、参

加者の負担金でございます。

次に、主な経費別の事業概要を申し上げます。１番の体育指導委員活動事業２９万７千

円につきましては、７名の指導委員の活動に要する経費でございます。３番のスポーツ体

験学習推進事業４０万３千円でございますが、小学生の初心者のためにスキーと水泳教室

を開催します。また一般向けの事業といたしましては、健康づくりの一環として、水中体

操講座を今年も計画いたしております。１７５ページになります。６番のスポーツ大会参

加助成事業１２０万円は、予選会の激戦を勝ち抜いて全国大会、全道大会に出場する経費

を支援するものでございます。７番の体育協会支援事業２４万２千円は、協会本部事業と

加盟団体の活動に対しての支援でございます。現在の加盟数ですが１２団体、会員数が５

。 、 。００名あまりになってございます 以上で 保健体育総務費の説明とさせていただきます

続きまして、２目体育施設管理費の内容についてご説明申し上げます。予算書は１７４

ページから１７７ページをご覧いただきたいと思います。本年度予算額５，３２０万４千

円、前年度予算額５，０６３万３千円、比較２５７万１千円の増でございます。増額の主

な内容ですけれども、指定管理者委託料の増加分でございます。財源の内訳といたしまし
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ては、その他特定財源として１，０８１万８千円、一般財源が４，２３８万６千円であり

ます。特定財源につきましては、その他特定財源として、町民体育館使用料１６万円、ス

キー場リフト使用料１，０６０万４千円、スキー場管理棟使用料５万４千円。いずれも利

用者の負担でございます。

次に主な経費別の事業概要を申し上げます。２番の町民体育館管理事業１７７万８千円

につきましては、中央体育館及び大和体育館の管理運営に要する燃料費、光熱水費、使用

料等の恒常的な経費のほかに、中央体育館の土間部分につきましては、痛みがかなり激し

くなって使用しにくくなっておりますので、グランドのフリク整斉と点圧により修繕をい

たします。３番のそっち岳スキー場管理運営事業１，１６３万５千円でございますが、施

設管理に必要な燃料費、光熱水費、修繕料、それからスキー場運営のための出札係の賃金

を計上しております。リフト運行やゲレンデ整備につきましては、指定管理者への移行を

見込んでおりまして、委託管理により管理してもらうことといたしました。４番のふるさ

と公園内体育施設管理運営事業３，８８１万６千円につきましては、８つの体育施設を管

理しているＮＰＯ法人新十津川体育協会への委託料が主たる経費で３，７６９万７千円を

計上いたしました。昨年度より委託料が増となったのは、１年間にかぎり町職員を充てて

いた事務局長業務の人件費相当分を含めたこと、それから経年変化で見込んでおります使

用料収入の減少分でございます。このほかに施設改修事業といたしまして、スポーツセン

タートイレの修繕を予定しております。以上、体育施設管理費の説明とさせていただきま

す。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

（ ） 、 。○議長 長名 實君 １目保健体育総務費 ２目体育施設管理費の説明が終わりました

ただちに質疑に入ります。

質疑はございませんか。

６番、長谷川秀樹君。

○６番（長谷川秀樹君） それでは体育施設管理費の４番ふるさと公園内体育施設管理運

営事業、このことについてお聞きしたいのでありますけれども、昨年度よりというか、本

年度というのですか、本年度から管理委託を指定管理者にということで、その中で次年度

に向けては今説明のありましたように、事務局体制も指定管理者の方に移行していくよう

ですけれども、初年度を総括してどういうふうに捉えているのか、そして２年目以降に向

けて指導といいますか、ある程度教育委員会としての意向を反映させるような形をとった

のか、そのあたりをちょっとお聞きしたいと思います。

○議長（長名 實君） 教育次長。

○教育次長（藤澤敦司君） 趣旨は２点あったかと思いますが、１点目の本年度の総括と

いうことでございます。まだ２週間ばかりございますので、最終的な数字というのは出て

おりませんけれども、途中経過、所管委員会の方でも報告しておりますように、一定程度

の利用者につきましては、こちらが当初予定していた数よりもむしろ上回るような形の利

用をいただいておりますし、利用者の声といたしまして、非常にきめ細かな対応等、施設

の管理にもしていただいているという声が上がっております。それはＮＰＯの方を通じて

私どもの方に報告を受けているところでございます。ただ使用料につきましては、全体的

にやはり微減傾向というのは否めませんで、ただこれは当初から一定程度下がるであろう

という見込の中で指定管理者への移行をしてございますので、収入見込額も町の方ではあ

る程度見込んでいたわけなんですが、それよりは上回るような形の成績を納めているとい

う実情でございます。ただ１年目でございますので、今後どのような形になるかというの

は、まだ見通せない部分もございますが、当初１年目の私どもが考えていた形よりは、ソ

フト的にもそれから収入の面でも好成績であったのではないかというふうに考えてござい

。 、 、ます ２年目以降の考え方につきましては 先ほど予算の説明でも申し上げましたとおり
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事務局長専任の方を体育協会として選任いたしまして、そちらの中で運営していただける

という形で考えておりますし、ＮＰＯの方ともうそういう形で協議をしております。今後

も随時必要な際には、町の教育委員会の方とも協議をしながら、町民の方それから町外の

方にも素晴らしい施設として管理していただけるような形で、新たなソフト事業にも取り

組んでいただければというふうに考えておりますので、今後ともその辺のご指導よろしく

お願い申し上げたいと思います。以上です。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

（ ） 、 、 、○議長 長名 實君 ないようですので １０款５項保健体育費 １目保健体育総務費

２目体育施設管理費の質疑を終わります。

１０款５項３目学校給食運営費の説明を求めます。

教育次長。

〔教育次長 藤澤敦司君登壇〕

○教育次長（藤澤敦司君） それでは１０款５項３目学校給食費の内容についてご説明申

し上げます。予算書は１７６ページから１７９ページをご覧いただきたいと思います。本

年度予算額７，６２８万６千円、前年度予算額７，４６６万７千円、比較１６１万９千円

。 、 ， 、の増でございます 財源の内訳といたしましては その他特定財源で４ ３６７万６千円

一般財源が３，２６１万円でございます。特定財源につきましては、その他特定財源で、

幼稚園給食費負担金６４２万９千円、小学校給食費保護者負担金１，８８６万７千円、中

学校給食費保護者負担金１，１０６万２千円、高校給食費負担金６２３万３千円、給食セ

ンター職員給食費負担金９８万８千円、学校給食試食代金９万６千円、給食費保護者負担

金滞納繰越分１千円でございます。

次に、主な経費別の事業概要を申し上げます。１番の学校給食センター管理事業１，２

７３万円につきましては、施設の燃料費、光熱水費、管理委託料等でございます。先月管

内の学校給食センターで起きた集団食中毒事件を教訓といたしまして、絶対に事故を起こ

さないよう安全意識を常に持ち続けなくてはなりません。幸い本町の施設は管内で最も新

しく最新鋭の施設設備ではありますけれども、建設後年数も経ってまいりましたので、調

理に必要な機器類の部品交換、それから施設備品類の修繕により万全な衛生管理と安全対

策を図ってまいります。２番の学校給食提供事業５，９２４万８千円ですが、小中学校、

幼稚園、高校に提供しております１日当たり約１，０２０食の調理業務を８名の臨時調理

員で対応しておりまして、その人件費それから消耗品費、賄い材料費、配送経費等の経費

でございます。保護者に負担いただいております給食費とは別に、町費負担によりまして

地産地消という視点から米粉パンの回数の増加や地場特産品の提供をいたしまして、メニ

ューの工夫に取り組んでまいります。３番の学校給食扶助費交付事業４３０万８千円につ

きましては、準要保護世帯への給食費扶助でございます。小学校で６５名、中学校で２４

名を見込んでおります。以上、学校給食運営費の説明とさせていただきます。よろしくご

審議いただきますようお願い申し上げます。

○議長（長名 實君） ３目学校給食運営費の説明が終わりました。

質疑に入ります。

質疑はございませんか。

２番、青田良一君。

○２番（青田良一君） 予算そのものについてはひとつずつ上げての質問ということでは

ないのですけれども、ぜひ給食センターといいますか、教育委員会にお願いしたいなと思

いまして席を立ちました。実はもうだいぶ前の話なんですけれども、学校給食センターを

作る仕事に携わらせていただきまして、今思い出したのですけれども、当時あの道教委に
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おりました管理栄養士と保健体育課でだいぶやり合いまして、うちはお金がないんだから

こんな設備できないんだということで、かなり興奮してやり合ったんですけれども、知り

合いもいて、青ちゃん、そう興奮するなよといって止められた記憶がありますけれども、

その時に何を言われたかというと、安全ということを頭から抜いて給食センターなんてい

うのはあり得ないんだということを、その管理栄養士の人は言いました。だから二重にも

三重にも四重にもそういったものを設けていない場所で、給食を作るということ自体がお

かしいんだというふうに強調されたんですよね。そういった意味ではほかの建物と比較し

て、いろんな物がついていて、その無駄ではないか、お金がかかりすぎるのではないかと

いうふうなことかもしれませんけれども、岩見沢のこの事故を顧みますと、その管理栄養

士さんの言うことは正しかったと、やはり行政というのはそういうことを念頭に指導すべ

きであるし、というふうなことを思い起こしました。そこで各自治体ともこのうちの町だ

けでなくて、ほかのところも給食センターを建て直したいというような意見は、私が現役

だったころからもあったのですけれども、なかなかその具体的になっていないという部分

でセンター長も苦慮しておりました。私がお願いしたいことは、幸いにも新十津川、この

管内でも新しい方のセンターでございますので、中心になりまして、子どもの給食に対す

る安全性の観点について、強くリーダーシップをとっていただいてＰＲすべきかなという

ふうに思います。決して岩見沢だけの問題ではなくて、やはりその子どもに給食を提供す

るという観点で安全性という部分についてどれだけ注意が必要かということを、各々の調

理業務を行っている方々がもう一度これを機会に初心に帰るといいますか、そういうこと

が必要かなと思います。そういった意味のことをぜひ新十津川も中心になってＰＲしてい

っていただいて、空知の子ども、あるいは北海道の子どもたちが日々安心して学校給食が

とれるようにお願いをしたいなというふうに思います。以上でございます。

○議長（長名 實君） 要望ですか。

○２番（青田良一君） コメントがあればお願いします。

○議長（長名 實君） 教育長。

○教育長（熊田義信君） 今ほど２番議員さんから質問ありましたとおり、当時としては

本当に英断をふるった給食センターということで、本当に安全安心な機能を備えた施設と

いうことで、我々もその施設の中で運営でき、子どもたちに安全安心な給食が提供できる

という体制になっております。先般も行政報告で申し上げましたとおり、念には念を入れ

というふうな形を申し上げました。再度去る３月１０日かと思いますけれど、滝川保健所

管内でも調理師を招聘しての衛生管理講習会もあり、そしてその内容に基づき全調理員に

再度そういうなんというのですか、うちの安全な施設であってもさらに念を入れるという

ことで、手袋を二重にするだとか、そういう工夫をして徹底をしているところでございま

。 。 、す これはうちの施設の内容でございます 今ほど２番議員さんの趣旨で申し上げますと

そのまま道議会の方にその声をつなげていただければなという感じを受けております。幸

いうちの給食センター長が空知管内の学校給食運営委員会の会長という立場になっており

ますので、それぞれ空知管内の学校給食を運営する上では、広く情報交換をしたりその先

進的な役割という形の中で情報交換、そして対応しているところでございます。道内的に

は私が教育長になってからも、各市町村、毎年２、３の市町村が給食センターを視察に来

ていただいております。やはりそれなりの費用もかかりますから、それぞれの市町村の財

、 、政状況を勘案しながら その給食センターのいわゆる整備をしていくということに向けて

うちの施設の内容だとか、その今までの経過、そして対応状況も各これから給食センター

を建てようとする市町村にＰＲにも努めているところを申し上げ、２番議員さんのお答え

とさせていただきたいと思います。以上です。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。
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１０番、樋坂里子君。

○１０番（樋坂里子君） いつものことなんですけれども、給食費の滞納はあるのかない

のか。それと値上げをしばらくしていなかったのですが、努力していただいて頑張っても

らってそのまま継続できるのか。それから地産地消の割合、だいたいいつも１２％くらい

といっていたのですけれども。それから議会でよく試食をしていたのですけれども、最近

全然ないのですけれども、そういうような計画もできないのかどうかというのと、４点お

願いします。

○議長（長名 實君） 答弁を求めます。

教育次長。

○教育次長（藤澤敦司君） それではたくさんのご質疑で４点あろうかと思いますが、ま

ず１点目の給食費の滞納でございますが、２２年度現年分にはすでに完納してございまし

て、ゼロでございます。併せまして滞納繰越分の収納状況でございますが、かなり回収さ

れていまして、残念ながらちょっと年度内にはすべて解消まではいかないかもしれません

が、８０％程度減になったということでご理解いただければと思います。２点目の値上げ

の件でございますが、今年度もいろいろな保護者等も含めて協議をしてまいりました。た

だいろいろな状況、情勢等を鑑みますと、やはり今来年度から値上げという形にはちょっ

と難しいであろうということで、工夫をしながらいろいろと子どもたちの栄養を考え、そ

して子どもたちに楽しんでいただけるメニューを工夫できるのではないかという結論に至

りましたので、２３年度につきましては、現在の給食費で実施してまいります。提供して

まいります。３番目につきましては、センター長の方からこの後お答えいたします。４点

目の件でございますけれども、試食につきましては各種団体であったり関係者、いつでも

とは申しませんが、事前にお知らせいただければやってございますので、また所管の委員

会等に相談申し上げまして、次年度はそういう形で対応できれば、ぜひご正味いただけれ

ばなというふうに考えてございます。それでは３番目の件、工藤センター長からお答えい

たします。

○議長（長名 實君） センター長。

○給食センター長（工藤泰弘君） それでは３点目の地産地消の関係でございますけれど

も、地場産物の使用割合ということでよろしいでしょうか。平成２２年度の見込数量でご

ざいますけれども、米につきましては１００％町内産ななつぼしを使用してございます。

見込で７，５７３キログラムを購入いたしまして、給食の方で提供しているところでござ

います。さらに本年度はこれとは別に米粉パン用といたしまして、３回分で１１０キロの

町内産米、これは製粉いたしまして学校給食で米粉パンとして提供してございます。それ

から生鮮野菜でございますけれども、この使用割合は現在まだ見込の状況ですけれども、

重量ベースで全使用量のうち約２０％を町内産の生鮮野菜を使用してございます。中身に

つきましては、使用数量ですとか使用頻度に違いはありますけれども、１００％使用して

いるものといたしましてアスパラ、インゲン、ヤーコン、メロン、トマト、これらにつき

ましては全量町内産を使用してございます。そのほかミニトマトにつきましては９３％、

タマネギにつきましては５７％、椎茸５０％、ジャガイモが４７％、長ネギが４１％とい

ったようなものが主な使用割合となっております。なおそのほか町内産のものといたしま

して、加工製品で町内産メロンを使用いたしましたメロンゼリー、それからウインナー、

吉野園、それからヴルスト吉田さんでございますけれども、これらを給食の方で提供させ

ていただいたところでございます。以上、よろしくお願いいたします。

○議長（長名 實君） 教育次長。

（ ） 。 、○教育次長 藤澤敦司君 すみません ２点目の件で追加で答弁させていただきますが

今回の大震災の関係で物流関係のコストも上がりますし、全体的な値上げといいますか、
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物価の上昇というのが懸念されます。ただ現時点ではどのような形になるかわかりません

けれども、給食費自体はどういう形であろうと現在の据置で対応していきたいなというふ

うな希望は持ってございますので、ご理解をいただければと思います。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑はないようですので、１０款５項３目学校給食運営費の質疑

を終わります。

１１款災害復旧費、１項公共土木施設災害復旧費、１目単独災害復旧費、２目現年度災

害復旧費、２項農林水産施設災害復旧費、１目農業用施設現年度災害復旧費、２目林業施

設現年度災害復旧費の説明を求めます。

建設課長。

〔建設課長 岩井良道君登壇〕

○建設課長（岩井良道君） それでは１１款災害復旧費のご説明を申し上げます。予算書

は１８０ページ、１８１ページでございます。１項１目単独災害復旧費。本年度予算額２

００万円、前年度２００万円、比較ゼロでございます。財源内訳はすべて地方債で２００

万円。これは現年度発生単独災害復旧事業債、充当率は１００％でございます。内容につ

きましては、公共土木施設単独災害復旧事業２００万円。これにつきましては、国庫負担

の対象とならない少額工事、これは６０万円未満でございますが、これの復旧にかかる工

事請負費でございます。

２目現年度災害復旧費。本年度予算額２００万円、前年度２００万円、比較ゼロ。財源

内訳はすべて一般財源で２００万円でございます。

内容につきましては、公共土木施設現年度災害復旧事業２００万円。この経費につきま

しては、災害発生にあたりまして早期に復旧をするための設計費でございまして、すべて

委託料でございます。

２項１目農業用施設現年度災害復旧費。本年度予算額１００万円、前年度１００万円、

比較ゼロ。財源内訳はすべて一般財源で１００万円でございます。内容は農業用施設現年

度災害復旧事業１００万円。この経費につきましても、早期復旧のための設計費で、すべ

て委託料でございます。

２目林業施設現年度災害復旧費。本年度予算額１００万円、前年度１００万円、比較ゼ

ロ。財源内訳は、これもすべて一般財源で１００万円でございます。

内容でございますが、林業施設現年度災害復旧事業１００万円。この経費につきまして

も、早期復旧のための設計費で、すべて委託料でございます。以上で、１１款災害復旧費

の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。

○議長（長名 實君） １項１目単独災害復旧費、２目現年度災害復旧費、２項１目農業

用施設現年度災害復旧費、２目林業施設現年度災害復旧費の説明が終わりました。

ただちに質疑に入ります。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑はないようですので、１１款災害復旧費、１項公共土木施設

、 、 、 、災害復旧費 １目単独災害復旧費 ２目現年度災害復旧費 ２項農林水産施設災害復旧費

１目農業用施設現年度災害復旧費、２目林業施設現年度災害復旧費の質疑を終わります。

２時１５分まで休憩いたします。

（午後 ２時０５分）

○議長（長名 實君） 休憩を解き、会議を再開いたします。
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（午後 ２時１５分）

○議長（長名 實君） １２款公債費、１項公債費、１目元金、２目利子の説明を求めま

す。

総務課長。

〔総務課長 石田賢吉君登壇〕

（ ） 。 、○総務課長 石田賢吉君 それでは１目元金から内容を申し上げます 予算書は１８２

。 ， 、 ，１８３ページでございます 本年度予算額８億６ ８９２万８千円 前年度予算額７億３

８２５万３千円、比較で増額の１億３，０６７万５千円でございます。これにつきまして

は、平成２３年度の地方交付税と一体的に措置されております臨時財政対策債１億７千万

円を２３年度につきましては当初から繰上償還することで借り入れるための増額措置でご

。 、 、 ，ざいます 財源内訳でございますが 特定財源はその他財源として 公営住宅使用料の５

１０１万４千円、一般財源は８億１，７９１万４千円でございます。償還内訳であります

が、繰上償還で、今ほど申し上げました臨財債の１億７，０００万円。通常の約定元金償

還で６億９，８９２万８千円でございますが、約定分のみを２２年度と予算と比較いたし

ますと３，９３２万５千円の減少となります。

続きまして、利子を申し上げます。本年度予算額９，８４４万４千円、前年度予算額１

億７１７万３千円、比較で減額の８７２万９千円でございまして、特定財源といたしまし

て、公営住宅使用料１，５４９万７千円を見込みまして、一般財源は８，２９４万７千円

でございます。地方債の償還利子は９，７９４万４千円でございますが、のちほど申し上

げます１４種の事業債への償還利息でございます。次に市中銀行調達の一時借入金利子で

ございますが、借入限度額５億円の１ヶ月分、利息につきましては１．２％で５０万円を

計上させていただいてございます。

続きまして、一般会計の公債費の状況を申し上げますので２０２ページ、２０３ページ

をお開きをいただきたいと思います。地方債の前々年度における現在高並びに前年度及び

当該年度末における現在高の見込に関する調書でありますが、この調書につきましては、

今ほど申し上げましたように、一般会計分の起債調書であります。特別会計については特

段ご説明申し上げませんので、ここでは最初に公共下水道会計と農業集落排水特別会計を

含めました平成２３年度末の見込でありますが、残高でございますが、一般会計と２特別

会計を含めますと７７億７，０５２万１千円になる見込でございます。これを町民１人当

たりの人口で割りますと９３万２千円ということで、ようやく１００万円の大台を割るこ

とができる予定でございます。それでは一般会計分を申し上げますが、合計額を申し上げ

ますが、２１年度末現在高は６５億５，０７２万６千円でございます。２２年度末現在高

の見込額につきましては６４億３，１８７万５千円でございます。

次に２３年度中の増減見込額でございますが、年度中起債見込額の合計は２億５，３５

０万円でございまして、これの内容につきましては、申し訳ございませんが８ページをお

開きいただきたいと思います。ここに第３表地方債が載ってございまして、２３年度の起

債予定でございます。トップダムへの上水道事業への出資債が１本で４３０万円、農用地

の基盤整備事業が６本でありまして１，０２０万円、除雪機械の整備事業が１本で１，１

００万円、道路整備事業が１本で５，６００万円、現年度発生単独災害復旧事業が１本で

２００万円、臨時財政対策債が１億７，０００万円。合わせまして２億５，３５０万円と

いうことを予定いたしてございます。

もう一度２０３ページへお戻りいただきたいと思います。次に２３年度中の元金の償還

見込額でございますが、８億６，８９２万８千円でございます。２３年度中利子償還見込

額は９，７９４万４千円ということになっております。したがいまして、２３年度末の現

在高見込額といたしましては、一般会計で５８億１，６４４万７千円となる見込でござい
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ます。なお２３年度中の元利償還額の５５％以上につきましては、これは地方交付税の中

の普通交付税で算入されることになります。ですから一般財源としてはこれの約半分程度

が持ち出しということになろうかと思います。

次に、２３年度中起債の起債区分別の額でございますが、５番の災害復旧事業債が２０

０万円計上してございます。これは、現年度発生災害の仮置きの数値として２００万円を

計上させていただいております。

それから７番、過疎対策事業債でございますが、７，７２０万円の起債を予定させてい

ただいておりますが、先ほど申し上げましたように、農業基盤整備と除雪機械、それに道

路整備分でございます。１０番、上水道事業債、これは西空知水道企業団への出資債とい

うことで４３０万円でございます。１３番、臨時財政対策債１億７，０００万円。これは

普通交付税とセットで措置されるということでございます。

続きまして、起債の充当率と普通交付税への算入率を申し上げますと、１番の一般公共

、 、 。事業債でありますけれども これは充当率が９０％ 交付税算入率は３０％でございます

、 。２番目の一般単独事業債については 充当率７５％の交付税算入率は３０％でございます

３番目の公営住宅建設事業債、これは充当率１００％で交付税算入率は０％ということに

なっております。先ほどの元金の中に公営住宅の使用料を特別財源として繰り入れており

ますのは、こういうような意味合いでございまして、普通交付税で措置が全くないという

ことから使用料を償還の元金と利子に充てているということでございます。４番の学校教

育施設等整備事業債でありますけれども、充当率９０％の交付税算入率は３０％でござい

ます。５番の災害復旧事業債のうち、単独災害復旧事業債は１００％の５０％ということ

になります。補助災害等災害復旧事業債につきましては１００％充当の９５％算入になり

ます。６番の一般廃棄物処理事業債は７５％充当の５０％算入でございます。７番目の過

疎対策事業債については、充当率１００％の７０％算入であります。８番目の財源対策債

は充当率が１５％でございますが、このうちの５０％は交付税に算入されることになって

ございます。公有林草地整備事業債、これは充当率は１００％でございますが、交付税算

入率はございません。この公有林草地整備事業債、これは学園牧場で借り入れたものでご

ざいますが、これにつきましても１０年据置の１５年の償還ということで、２５年という

ことで、公営住宅債同様、非常に足の長い起債になってございますので、これもいつかの

時点では繰上償還をしなければならないのかなというふうには考えてございます。１０番

の上水道事業債は充当率が１００％でございまして、算入率は５０％であります。１１番

の減税補てん債、これは充当率は１００％、算入率も１００％でございまして、これ平成

１１年の税制改正によりまして、減収した分を補てんしていただくものでございますが、

これにつきましては地方特例交付金とセットで対応されることになってございます。１２

番の臨時税収補てん債、これも１１番と同じような性格でございまして１００％の１００

％になってございます。これにつきましては、平成１９年の税制改正で減収した分を補て

んしていただくものでございますが、地方特例交付金とこれにつきましてもセットになっ

てございます。１３番の臨時財政対策債、これは充当率が１００％の算入率につきまして

も１００％の見込でございます。以上、公債費の内容を申し上げました。よろしくご審議

いただきますようお願いをいたします。

○議長（長名 實君） １目元金、２目利子の説明が終わりました。

質疑に入ります。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

（ ） 、 、 、 、○議長 長名 實君 質疑がないようですので １２款公債費 １項公債費 １目元金

２目利子の質疑を終わります。
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１３款職員費、１項職員費、１目職員費、１４款予備費、１項予備費、１目予備費の説

明を求めます。

総務課長。

〔総務課長 石田賢吉君登壇〕

○総務課長（石田賢吉君） それでは１３款１項１目職員費を申し上げます。予算書は１

、 。 ， 、 ，８４ １８５ページになります 本年度予算額８億９ ４８４万円 前年度予算額９億９

５１３万２千円、比較で減額の１億２９万２千円でございます。財源内訳はすべて一般財

源となっております。減額の要因といたしましては、職員数の減少と２２年度の人事院勧

告に伴います期末勤勉手当の減少、それと昨年は３年に１度の北海道市町村職員退職手当

組合納付金の精算の年でありましたので、その分が減少したものでございます。本目では

特別会計を除きます一般職職員９８名分と、特別職町長以下３名分の給与等を計上いたし

てございます。内訳でございますが、特別職につきましては、給料の特別措置条例が４月

末をもって期限切れとなりますので、本則条例で計上しておりまして、特別職は３名の給

料を合計いたしますと２，３６３万３千円になります。手当等は８５５万７千円で、共済

費につきましては１，４０１万１千円ということで、３人合わせますと４，６２０万１千

円でございます。職員の給料でありますけれども３億９，５６７万円でございます。職員

手当等が２億３，１１９万４千円、共済費２億２，１７７万５千円で、合わせますと８億

４，８６３万９千円ということで、前年度より大幅に下がる計算になります。なお４月１

日現在の全職員数につきましては、他の公的機関への出向職員３名と特別会計職員１名を

含めまして１０１名ということになります。これにつきましては、平成２２年度と比較い

たしまして５名の削減となります。

続きまして、詳しい給与費の説明につきましては、１８８ページをご覧いただきたいと

思います。給与費の明細を申し上げますが、これはあくまで２月１日現在で計上させてい

ただいてございます。まず特別職につきましては、前年度と比較いたしまして人数ではそ

の他特別職で２３人、報酬で７９万３千円減額となってございますが、前年につきまして

は国政調査員が非常勤特別職の対象になっていたということでございまして、この人数と

金額の差でございます。今年度につきましては、選挙関係の委員が増えておりますので、

先ほど申し上げました国政調査員と選挙関係委員との差に起因しているものでございます

のでご理解をいただきたいと思います。長等とそれから議員の増額につきましては、先ほ

ども申し上げましたが、給与等の減額の特別措置条例が４月末をもって切れることに伴い

まして増えることと、それから議員共済費の増額につきましては、議会費等でも説明のあ

ったような内容で増額になるものでございます。合計で対前年比２，１２４万５千円の増

加ということでなってございます。

続きまして、一般職でありますが、本年度は一般会計については４名減の９８名という

ことになります。内訳は退職が６名で、新規採用職員が２名という内訳でございます。退

職実は７名でございますが、そのうちの１名につきましては２２年度中は出向職員という

ことで、他の機関からの給与を受けておりますので、この中に入っておりません。したが

いまして退職は６名、新規採用２名という内容で、差し引きで９８名ということになりま

す。給料につきましては、対前年比２，１９０万８千円の減でございます。それから職員

手当につきましては２，０７９万５千円の減、合計として４，２７０万３千円の減額でご

ざいます。共済費につきましては、先ほど申し上げましたように退職手当組合の精算年が

終わりましたので、６，０３９万７千円の減額となります。合計では１億３１０万円の減

額ということになってございます。

続いて、職員手当の内訳でございます。対前年比で申し上げますと、扶養手当につきま

しては１２６万６千円の減額でございますが、これは退職職員に伴うものでございます。
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それから期末手当につきましては１，１０２万４千円でありますが、大きなものとしては

昨年の人事院勧告で０．１５ヶ月減額になったことが要因でございます。勤勉手当も同様

で４６４万８千円でございますが、０．０５ヶ月減率になったことに起因するものでござ

います。寒冷地手当は８４万４千円減っておりますが、これ退職者分の手当の減少が大き

な要因でございます。時間外勤務手当、これは１１２万円減額しておりますが、これは平

成２２年の実績見合いで落としてございます。それから管理職手当でありますけれども、

３７万２千円でございますが、今回の退職者分とグループ長の差額分と、グループ長に対

する管理職手当の差額分に起因するものでございます。それから住宅手当９５万７千円、

これは退職者分の手当の減でございます。通勤手当が増額になっておりますが、１名通勤

手当の該当が増える予定でございますので、４万９千円の増ということになってございま

す。子ども手当につきましては、一応あの子ども６名が減額対象になっておりまして、こ

れにつきましては予算上は３歳未満につきましては２万円で計算をしておりますので、こ

れが国の法案等の関係でなりますと大きく落ちることになります。それから宿直手当で２

、 、万５千円落ちておりますが これ年末年始の業務を日直業務を業者委託するということで

前年度計上しておりましたが、見積もり合わせの結果、このくらいの金額が落ちたという

ことでございます。総体では２，０７９万５千円の減額であります。

１９０ページ、１９１ページは本総括表の根拠でございますので、のちほどお目通しを

いただきたいと思います。

１９２ページをお開きをいただきたいと思います。続いて、給料及び職員手当の状況を

申し上げます。まず職員１人当たり給与の支給でございますが、予算編成時での２月１日

現在でございますが、一般行政職につきましては、平均年齢４５歳８ヶ月で平均給与は４

３万３，２９７円ということになっております。それから税務職につきましては、平均年

齢４３．４歳で平均給与月額は４１万４，１４０円。それから技能労務職、運転手でござ

いますが、平均年齢５０．４歳の平均給与は３９万２，４５７円でございます。医療職、

これは保健師でございますが、３４歳８ヶ月で３３万３，１６０円ということになってご

ざいます。それから教育職は社教主事１名分でございます。３５歳１１ヶ月でございまし

て、３６万５，７８０円ということになってございます。これはあくまで給与月額でござ

いますので給料ではございません。給料プラス諸手当のプラスした分が給与でございます

ので、誤解のないようにお願いをいたします。それから初任給の比較につきましては、国

の一般職との制度上の対比でございますが、本町は税務職も教育職等も専任の職員ではご

ざいませんので、一般行政職員枠で採用いたしておりますので、国と金額の差が出ており

ますけれども、そういう事情によるものでございます。

１９３ページでございますが、これは職種と等級別の職員数とその比率、下段の方には

等級別の総職務を掲載しているわけでございますが、到達できる給与を役職によりまして

制限しておりまして、いわゆる一般にいわれております渡りというものは行ってございま

せん。すべて職務給ということになってございます。各級の比率では職員の高齢化と職員

の減少に伴いまして４級に吹きだまりが生じているのがおわかりかと思います。

それでは１９４ページをお開きをいただきたいと思います。次に昇給に関してでござい

ますが、昇給日につきましては、毎年１月１日ということになってございます。平成１８

年以来１月１日ということになっております。昇給を能力評価とすべく現在試行を行って

いるわけでございますが、この中で平成２２年度からは課長職と主幹職については人事評

価の本評価を行っておりまして、２３年度の給料、手当に若干反映されることがあるのか

なということは思っておりますが、現在はこの表作成時についてはあくまで４号給の昇給

ということで捉まえてこの表を作ってございます。この表の中で昇給のない職員が一般行

政職の中で５名いるわけでございますが、これは役職相応級の最高号給にすでに到達して
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おりまして、上位役職に昇任しない限り給料が上がらない職員でございます。また１号給

と２号給の昇給の欄に人数が書いてございますが、５５歳以上の職員が対象になっており

ますし、３号給昇給につきましては、新採用の職員と給料表の給料にもうすでに４号給が

なくなっておりまして、３号給しか余裕のない職員１名、これが該当しております。給料

表につきましては、昔はあの独自の監査額を２分の１にして、給料表を独自に作ることが

可能だったのですけれども、平成１８年度以来それについてはできません。そういうこと

で上の方に号給がなくなりますと、役職が上がらないかぎりは給料も上がらないというシ

ステムになっておりますので、こういうような人数が出てきております。ただし若い課長

とか主幹で、人事評価で先ほどあの優秀と判定が出た場合については、ここに載っており

ませんが６号給から８号給の昇給予定者が出てくる可能性がございます。課長、主幹につ

いてはそういうことで、本評価をやっておりますので、来年の予算ではそういうことが出

てくる可能性がございます。

次に、期末手当、勤勉手当でございますが、支給率については国に準拠いたしてござい

ます。なお職制加算割もありというふうに記載しておりますが、実態といたしましては組

合等の交渉の中で、課長、主幹については３３％をカットしておりますし、グループ長、

主査については２０％カットですべて支給をいたしてございます。

次に、定年退職及び勧奨退職にかかる退職手当でございますが、すべて国の一般職に準

拠してございます。最大支給月数については５９．２８ヶ月でございまして、勤続年数３

５年以上につきましては、この月数になるわけでございます。その他加算については、平

成１８年以降早期退職を勧めるために最大３０％の加算があったわけでございますが、こ

れは２２年度末で終了いたします。５０歳以降、２３年度からは５０歳以降２％で、最大

２０％までの加算が早期退職については対象になるということで、１０％、２３年度から

は下がるようになります。備考欄の職務区分に応じ調整額を加算するというのがございま

すが、この加算については自己都合退職でありましても、勤続２５年以上の者にありまし

ては在職した役職によって調整額が加算されるものでございまして、最高１８０万円が限

度額ということになってございます。以下、地域手当、これにつきましては平成１６年で

全廃をいたしてございます。特殊勤務手当等についても平成１８年度で全廃しております

ので本町では該当ございません。以上、給与費の明細についてご説明を申し上げました。

１８６ページにお戻りをいただきたいとも思います。予備費でございますが、１４款予

備費、１項１目予備費でございます。本年度予算額３，０００万円、前年度予算額３，０

００万円と、前年同額であります。財源はすべて一般財源でございます。予備費につきま

しては、ご案内のように地方自治法の２１７条に歳計予算の義務化が規定されておりまし

て、予算外の支出又は予算超過の際の支出に充てるために計上しなければならないことに

なっておりまして、使途といたしましては、当初見込みしがたい緊急を要する事務事業に

対応して支出するものでございまして、前年同額を計上させていただいてございます。以

、 。 。上 予算の内容を申し上げました よろしくご審議いただきますようお願いをいたします

○議長（長名 實君） １３款１項１目職員費、１４款１項１目予備費の説明が終わりま

した。

質疑に入りたいと思います。

質疑はございませんか。

１０番、樋坂里子君。

○１０番（樋坂里子君） 今ほどの説明で退職者６名、それで新規採用が２名ということ

で、平成２３年度は一般職で９８人ということですよね。それで私が入った時は２２０名

の職員がいたのです。それがもう今半分以下になっているのですけれども、この新十津川

町の役場の仕事として、議員の定数の時にもありましたけれども、どのくらいまで下げる
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ことができるのかといったらおかしいのだけれど、町の役場の仕事を運営するために辞め

る人と入れる人の差がだんだん、差があるわけですけれども、その何人いたら町の運営が

できるのかという、そこら辺のめどというのか、なんかあるのですか。そういうのあって

職員の数を減らしていくのかどうか。そこらへんどのような考えで減らしていっているの

かお聞きしたいと思います。

○議長（長名 實君） 副町長。

○副町長（佐川 純君） それではお答えをいたします。類似団体の数字をもって比較と

いうのはありますから、そういうのはひとつの参考にはなるかもしれませんけれど、ただ

それぞれ市町村の業務が人口規模だけではありませんから、どういうことを直営でやって

いたり、そういう業務の内容等ありますから、一概にその町の規模をもって職員が何人で

いいんだということにはならないかと思います。そこで、それでは新十津川、それではど

のくらいになるんだということについては、今申し上げましたように、今後指定管理への

移行だったり委託業務ができるもの、その洗い出しによって委託あるいは民間にお願いを

する、それからまだあるのは行政サービスとして行っている内容も点検した上で、どのく

らいのサービスが良いのかによっては当然職員数を減らすことは可能だと思います。ただ

私ども現状を維持しようという状況の中では、なかなかこれから退職不補充というような

ことはなかなか難しいということで、新しい行革の、新行政改革プランの中では今までの

ような１割補充ということにはならないということで、状況を見ながら職員を補充してい

かなくてはならないといっておりますので、一応何人がめどだとか、何人がいいというふ

うなものの見方はしておりませんけれど、これから今までのような職員の減らし方という

ことにはならないというふうに思っております。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑がないようですので、１３款職員費、１項職員費、１目職員

費、１４款予備費、１項予備費、１目予備費の質疑を終わります。

◎散会の宣告

○議長（長名 實君） 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。

明日午前１０時から本会議場にて、予算審議から再開いたしますので、定刻までにご参

集をお願いいたします。

それでは本日の本会議はこれにて散会いたします。どうもご苦労さまでした。

（午後 ２時５５分）
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。

議 長

署 名 議 員
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平成２３年第１回新十津川町議会定例会

（ ）平成２３年３月１７日 木曜日

午前１０時開議

◎議 事 日 程 （第６号）

第 １ 会議録署名議員の指名
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論、採決）

第 ３ 議案第１３号 平成２３年度新十津川町国民健康保険特別会計予算（内容説

明、質疑、討論、採決）

第 ４ 議案第１４号 平成２３年度新十津川町後期高齢者医療特別会計予算（内容

説明、質疑、討論、採決）

（ 、第 ５ 議案第１５号 平成２３年度新十津川町下水道事業特別会計予算 内容説明

質疑、討論、採決）

第 ６ 議案第１６号 平成２３年度新十津川町農業集落排水事業特別会計予算（内

容説明、質疑、討論、採決）

第 ７ 委員会報告第１号 総務民生常任委員会審査報告
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（ 、 、 、第１１ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦について 内容説明 質疑 討論

採決）

（ 、 、 、第１２ 諮問第 ２号 人権擁護委員候補者の推薦について 内容説明 質疑 討論

採決）

第１３ 意見書案第１号 地域医療存続のための医師確保に関する意見書

第１４ 閉会中委員会所管事務調査申し出について

◎出席議員（１２名）

１番 岩 木 雅 徳 君 ２番 青 田 良 一 君
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◎欠席議員（なし）
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町 長 植 田 満 君

副 町 長 佐 川 純 君

教 育 長 熊 田 義 信 君



- 190 -

総 務 課 長 石 田 賢 吉 君

住 民 課 長 林 敏 幸 君

会 計 課 長 辻 山 直 紀 君
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◎開議の宣告

○議長（長名 實君） おはようございます。ただいま出席している議員は１２名であり

ます。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。

（午前１０時００分）

◎議事日程の報告

○議長（長名 實君） 本日の議事日程は、お手元に配布してあります日程表に基づき、

順を追って進めてまいりますので、よろしくお願いをいたします。

◎会議録署名議員の指名

○議長（長名 實君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員につきましては、会議規則により議長より指名をいたします。

５番、平沢豊勝君。６番、長谷川秀樹君。両君を指名いたします。

◎議案第１２号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（長名 實君） 日程第２、議案第１２号、平成２３年度新十津川町一般会計予算

を議題といたします。

１６日に引き続き、予算審議を執り行いますが、本日は一般会計歳入予算の内容説明及

び質疑から行いますので、よろしくお願いをいたします。

１款町民税の説明を求めます。

住民課長。

〔住民課長 林 敏幸君登壇〕

○住民課長（林 敏幸君） 皆さんおはようございます。それでは一般会計歳入、税収に

つきましてご説明を申し上げたいと思います。予算書でございますが、１２ページから１

５ページになります。それでは１款町税、１項町民税、１目個人ということでございまし

て、本年度予算額１億９，７３１万８千円、前年度予算額２億１，４７０万６千円、比較

で１，７３８万８千円の減額ということの予算を組んでおります。１節でございますが、

現年度課税分でございますが、１億９，６８１万８千円。内訳でございますが、均等割が

８７３万円、それから所得割ということで１億８，８０８万８千円という数字を算定して

。 、 、ございます 本税の算定につきましては 平成２２年分の所得がまだ確定していないため

前年度の課税標準をもとにして積算をしてございます。前年度対比で１，７３８万８千円

の減額というふうになってございますが、昨年天候不順によりまして農業収入の落ち込み

を予想しております。農業所得課税標準を前年度の８５％ということで積算してございま

す。その他給与等の課税標準、これにつきましては９０％ということで、いずれも少ない

数字で積算してございます。次、２節でございますが、滞納繰越分ということで、前年同

様５０万円を積算いたしました。

次、２目でございます。２目法人でございます。本年度予算額２，３１１万７千円、前

年度予算額２，２２５万４千円、比較で８６万３千円の増額になります。１節現年課税分

は２，３１１万６千円で、前年度の実績を加味して計上してございます。内訳でございま

すが、第１号法人から第８号法人までの法人１０９社ございますが、それらで積算してご

ざいまして 、均等割で１，３７２万１千円、法人税割で９３９万５千円を見込んでござ、

いまして、この収納率を見込みまして、収納率９９％を見込んで計算してございます。次

に２節でございますが、滞納繰越分でございますが、前年同様１千円ということで、前年

同様の金額を計上いたしました。
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次に、２項固定資産税、１目固定資産税でございます。本年度予算額２億４，７６６万

７千円、前年度予算額２億５，４７５万８千円でございまして、比較で７０９万１千円の

減額ということになります。第１節でございますが、現年課税分ということで２億４，７

５６万７千円。課税標準額の算出につきましては、土地は概要調書の数値から宅地の負担

調整措置を加味して算出してございます。それから家屋につきましては、総評価の見込で

算出してございますし、償却資産は新規投資が伸びないということで予測いたしまして３

％減額の上算出してございます。いずれも課税標準額に税率１．４％をかけて、収納率は

９４．５％ということで見込んでございます。前年度対比で７０９万１千円の減額という

ことになってございますが、これ１件のゴルフ場地目があったのですが、山林地目に変更

してございます。その関係で大きく落ちる原因になってございます。それから２節滞納繰

越分でございますが、前年同様１０万円ということで予算計上してございます。

次に、２目でございます。国有資産等所在市町村交付金。本年度予算額５７万６千円、

前年度予算額５５万９千円で、１万７千円の増額ということになります。１節現年課税分

５７万６千円。内訳でございますが、町内に所在する国及び北海道の土地それから家屋等

に対しまして固定資産税相当分が交付されるということでございまして、札幌開発建設部

の分が１０万８千円、それから北海道の分が４６万８千円という内訳もきております。

次に３項でございます。軽自動車税。１目軽自動車税でございます。本年度予算額１，

６４６万３千円、前年度予算額１，５９４万２千円で、比較５２万１千円の増額となりま

す。１節でございまして、現年課税分で１，６４６万２千円。内訳でございますが、軽自

動車税それから軽の４輪貨物自動車とか、農耕作業車等、いずれも前年度の台数、それか

ら前々年度の伸び率を加味いたしまして算出してございます。収納率はいずれも９８％と

いうことで積算しました。次に２節でございます。滞納繰越分でございますが、これにつ

きましては前年同様１千円ということで予算計上してございます。

次に、４項でございます。町たばこ税でございまして、１目町たばこ税。本年度予算額

３，４３４万６千円、前年度予算額３，１８７万６千円、比較で２４７万円の増額という

ことになります。１節現年課税分でございますが、３，４３４万６千円。たばこ税につき

ましては、昨年１０月たばこ税が値上げされております。現在標準品で１千本当たり１，

３００円値上げされました。それで最終的に現在４，６１８円ということです。旧３級品

につきましては、１千本当たり６４４円値上げされまして、２，１９０円ということで積

算してございます。いずれも平成２２年度の実績を勘案して計上してございます。いずれ

もずっと今まで伸び率は毎年減少傾向ということを示してございまして、１１月末現在の

販売の本数から見ますと前年度対比で、標準品が８９．５８％、１１％くらい減っている

という形になります。それから旧３級品でございますが、これは前年度対比で９５．７６

％ということで、こちらの方は４％程度ということでございます。それぐらい減っている

という形になっています。

次に、入湯税でございまして、次のページになります。５項入湯税、１目入湯税。本年

度予算額４４０万円、前年度予算額４２０万円ということで、比較で２０万円の増額とい

うことの予算を組んでございます。１節現年課税分でございますが４４０万円ということ

で、現在入湯税の対象といたしましてはグリーンパークしんとつかわでございまして、平

成１９年４月から北海道軽金属が経営してございます。一般入浴は１５０円、日帰りは１

００円ということで、前年実績を勘案して積算してございます。２０万円の増加というこ

とを見込んでおります。以上で、１款町税の説明に代えさせていただきたいと思います。

よろしくご審議たまわりますようお願い申し上げます。

○議長（長名 實君） 町税の説明が終わりました。

質疑に入ります。
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質疑はありませんか。

２番、青田良一君。

○２番（青田良一君） 町民税というのは所得に応じて付加されると。固定資産税という

のは土地とか建物の部分について税がかかるということでの知識は持っております。広報

にも載っていたのではないかなというふうに記憶しておりますけれども、実は私は町の土

地の評価がかなり下がっているというふうに認識しておりまして、しかもそのなんといい

ますか、一定の年数が経てば建物の価値も下がるというふうなことだと思うのですけれど

も、なぜか個人に配布される固定資産税は安くなっていないというふうなことで、質問等

も受けまして、恥ずかしいのですけれども、税のことについてはあまりよくわかりません

、 、ので 今課長の方から固定資産の税の仕組みについて若干おふれになられましたけれども

要するにその難しい言葉を使わないで、その住民感情からいってなぜ下がっているのに、

税というのはそういうふうに下げって連動してこないのかということについておたずねし

たいと思います。

○議長（長名 實君） 住民課長。

○住民課長（林 敏幸君） それでは２番議員さんのご質問にお答え申し上げたいと思い

、 。 、ますが 実際納付書を発行した時点で同様な質問が来る場合がございます ということは

固定資産税というのは毎年１月１日町内で所有している所有者の方に課税されまして、税

額は課税標準額に税率１．４％をかけるものでございます。流れを申し上げますと、平成

。 。６年で固定資産の評価替えがございました それまで市町村ごとにバラバラだったのです

宅地の評価水準がバラバラだったのですが、それを全国一律に地価公示評価、これの７割

をめどとするということになりまして、これで宅地の評価額が大きく上昇しているわけな

んですね。それでいっぺんにこれを採用しますと、非常に税率が上がってしまうというこ

とがございまして、急激な税負担を押さえるという目的で、課税標準額をなだらかに上昇

させるということで、負担調整措置というのが今現在も講じてございます。本来あるべき

税額に低く抑えられている宅地につきましては、税額毎年上昇させていって、本来あるべ

き額までにもっていこうというところがございます。ですから実際そういうところに対し

ましては、調整中があって実際は下がっているのかもしれないけれど、まだ調整中でその

本来の税率に達していないという部分がございます。そういう土地につきましては、下が

ってはいるんですけど、税金が少し多くなってくると、そういうところがございます。町

内にもございまして、ご指摘のありました件につきましては、広報等を通じて、いま議員

さんおっしゃられますように、広報はしているのですが、その都度こちらの方に相談とい

いますか、おかしいよという投げかけはございます。以上でございます。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

４番、笹木正文君。

○４番（笹木正文君） ちょっとそれに関連して、評価が全国一律にあわせているという

ことなんだけれども、１．４％という税率はこれは同じなのか、違うのか。違ったらどれ

くらい違うのか、ちょっとその辺説明してください。

○議長（長名 實君） 住民課長。

○住民課長（林 敏幸君） 税率は同じなのですね。ただ標準の、課税標準額、これはば

らつきがあります。税率というのは１．４％で統一されております。以上でございます。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

６番、長谷川秀樹君。

○６番（長谷川秀樹君） 今の説明をお伺いしますと、現実には収納率１００％というこ

とはあり得ないというか、難しい現状があるわけですけれども、その予算の組む時点で収

納率を９４％だとかあるいは９８％だとかという、全体のもとに予算を組むということは
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どうなのかなと、当初は１００でおいて補正の中でというようなことが正常なのかなと、

そんなふうな気がしますけれども、そのあたりちょっとお聞きしたいのですけれども。

○議長（長名 實君） 住民課長。

○住民課長（林 敏幸君） ただいまの６番議員さんのご質問にお答えいたしたいと思い

ますが、収納率というのは前年度の収納率を使ってございます。そして１００％にもし予

算計上いたしますと、収納欠損起こしていくこともあるのですね。それでその収納欠損を

防ぐために前年度の収納率を参考にいたしまして積算してございます。１００にもってい

って補正という手がございましたが、先ほど申しましたように、収納欠損、ほかに財源が

なかったら収納欠損になってしまいますので、という考えでございます。以上でございま

す。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑がないようですので、１款町税の質疑を終わります。

次に、２款地方譲与税、３款利子割交付金、４款配当割交付金、５款株式等譲渡所得割

交付金、６款地方消費税交付金、７款ゴルフ場利用税交付金、８款自動車取得税交付金、

９款国有提供施設等所在市町村助成交付金、１０款地方特例交付金、１１款地方交付税、

１２款交通安全対策特別交付金の説明を求めます。

総務課長。

〔総務課長 石田賢吉君登壇〕

○総務課長（石田賢吉君） おはようございます。それではご指示がございましたので、

地方譲与税以降の歳入の説明をさせていただきます。予算書は１６ページから３７ページ

までになりますが、一括して申し上げます。なお歳入予測にあたりましては、内閣府が昨

年の１２月に示しました地方財政計画の計上数値を参考にして予算組みをいたしておりま

す。したがいまして、歳入につきましては、平年ベースで計上計算いたしてございますの

で、今後歳出の政策予算の補正にあたりましては、基金からの繰り入れ等で執行されるこ

とになりますので、よろしくお願いを申し上げたいと存じます。

、 ， 、それでは２款１項１目自動車重量譲与税でございますが 本年度予算額８ １００万円

前年度予算額８，４００万円、比較で３００万円の減でございます。１節自動車重量譲与

税８，１００万円ということでございますが、自動車重量税の１０００分の４０７という

ことでございます。相当額を市町村が譲与を受けるものでございまして、配分につきまし

てはご案内のように道路延長割と道路面積割、各２分の１に案分されて交付を受けるもの

でございます。地財計画では伸び率がマイナス３．９％でございますので、同じ率を見込

みまして８，１００円ということで計上をさせていただいてございます。

、 、 ， 、続きまして ２項１目地方揮発油譲与税でございますが 本年度予算額２ ９００万円

前年度予算額２，９００万円、差し引き増減はございません。これにつきましては、ガソ

リン等の揮発油に課税されます地方道路税の１００分の４２相当額を市町村が譲与を受け

るものでございまして、これも同様に道路延長割と道路面積割、各２分の１に案分されて

交付を受けることになってございます。地財計画での伸び率につきましてはゼロというこ

とになってございますので、同様に前年度同額を計上させていただいてございます。

。 。１８ページをお開きいただきたいと思います ３款１項１目利子割交付金でございます

、 、 。本年度予算額１１０万円 前年度予算額１５０万円 比較で４０万円の減額でございます

利子割交付金につきましては、道民税の利子割分ということで、利子課税額の５分の３相

当額をいわゆる本町の個人道民税額で案分されまして交付を受けるものでございます。こ

れにつきましては、景気の冷え込みから地方財政計画ではマイナス２７．８％ということ

になっておりますので、前年対比４０万円減額させて計上をいたしてございます。



- 195 -

。 。２０ページをお開きいただきたいと思います ４款１項１目配当割交付金でございます

本年度予算額、前年度予算額同様に１０万円で、差し引きはございません。これは上場株

式等の配分だとか、公募型の証券投資信託の配分に対して北海道が市町村分も一括して５

％で課税をいたしております。この３分の２を本町の個人道民税額で案分したものが交付

をされるということでございます。これ地財計画でプラスの４３．９％でありますけれど

も、金額も少ないということで、安全性を考慮いたしまして、昨年同様計上いたしており

ます。ちなみに２２年度の決算見込につきましては２０万円でございます。

２２ページをお開きいただきたいと思います。５款１項１目株式等譲渡所得割交付金で

。 、 、 。ございます 本年度予算額 前年度予算額同額でございまして 差し引きはございません

これは４款の配当割交付金と同様でございまして、特定株式の譲渡所得に対して５％課税

いたしまして、その１００分の６８の交付を受けるものでございます。２２年度の実績見

込では１０万円ということになってございます。

２４ページをお開きいただきたいと思います。６款１項１目地方消費税交付金でござい

ます。本年度予算額６，５００万円、前年度予算額６，３００万円、比較で２００万円の

増でございます。地方消費税交付金でありますけれども、これは北海道税でございます。

１００分の２５の課税率になっておりますが、この２分の１相当額を本町の人口と事業所

統計の従業者数を基礎数値といたしまして、各々５対５の割合で案分の交付を受けるもの

でございます。地財計画では３．２％の伸びとなっておりますので、同様に３．２％、２

０万円を増額いたしまして、６，５００万円を計上させていただいております。２２年度

の実績につきましては６，５００万円を見込んでございます。

続きまして、２６ページでありますけれども、７款１項１目ゴルフ場利用税交付金でご

ざいます。本年度予算額１４０万円、前年度予算額２６０万円、比較で減額の１２０万円

でございます。ゴルフ場利用税、これは北海道が課税しております道税であります。この

税の１０分の７の交付を受けるわけでございますが、今年度からは樺戸カントリーがなく

なりましたので、砂川オアシスパークゴルフ場のうち８ホール分が対象となってございま

す。面積といたしましては６４．９ヘクタール分の２５．８ヘクタールということになり

ます。そこで砂川オアシスの２２年度の交付額分を計上させていただいてございます。な

おあの樺戸カントリーの関係でありますけれども、これ競売で札幌地方裁判所の競売で名

古屋市昭和区にあります麦島建設ということで、麦島義光さんという方に譲渡されてござ

います。麦島建設さんは中規模のゼネコンでございまして、資本金が５千万円、年商は２

、 、１年決算で６５億円ということになってございますが この麦島建設自体が英語のＺＥＮ

ＺＥＮホールディングということで、日本では禅宗の禅、禅グループというグループを控

えておりまして、不動産の売買、それから、不動産売買がメインでやっておりまして、年

間２５０億円程度の年商をあげるグループを傘下においてございます。これは禅グループ

の子会社でございますユニフォー、カタカナのユニフォーというのがございまして、この

札幌営業所が実際にはこの跡地の利用に参画をいたしてございまして、今のところ山林の

森林経営を行うというような内容で聞いてございます。先ほども税の方でお話がありまし

たように、地目についてはゴルフ場から山林に地目替えしたというようなことで、今のと

ころなってございます。

２８ページをご覧いただきたいのですが、８款１項１目自動車取得税交付金でございま

す。本年度予算額１，６００万円、前年度予算額１，８９０万円、比較で２９０万円の減

。 、額でございます これも道税の自動車取得税から徴収費用５％を控除した額の７０％相当

税全体の６６．５％分を交付を受けるということで、道路延長と面積割、５対５の割合で

交付されると。エコカー減税が終わりまして、地財計画でもマイナスの１６％という計画

でございますので、本町でも１５．３％マイナスの１，６００万円で計上をいたしてござ
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います。

３０ページをお開きください。９款１項１目国有提供施設等所在市町村助成交付金でご

ざいます。本年度予算額、前年度予算額同額で３０万円でございます。差し引きはござい

ません。これは国からの基地交付金でございまして、自衛隊が使用しております総進射撃

場の土地と建物に対しまして交付を受けるものでございまして、前年同額を計上いたして

ございます。ちなみに自衛隊の基地でありますけれども、土地につきましては面積が１５

町３段７畝といいますか、ございます。それから建物については６平米のものが６施設。

それから工作物については５１の施設があの中に入ってございます。

３２ページをお開きいただきたいですが、１０款１項１目地方特例交付金。前年度予算

額１，３２０万円、前年度予算額１，４００万円、比較で８０万円の減額でございます。

１節の地方特例交付金１，３２０万円の中で、子ども手当特例交付金６９０万円と減収補

てん特例交付金６３０万円ということでございます。子ども手当の特例交付金でございま

すけれども、これは平成１８年度と１９年度の子ども手当の制度改正に伴います、児童手

、 、当の制度改正に伴います地方負担の増加に対する いわゆる児童手当対象分ということと

２２年度に始まりました子ども手当支給に伴いまして、地方公務員等の児童手当と子ども

手当の差額、さらには従来の児童手当では所得制限によって交付されていなかったものの

分が、今度は交付金で措置されることになっておりましたので、地財計画ではこういうも

のに交付をするということで特例交付金があたっているわけでございます。マイナスの１

２．８％の国の方では予測をしておりまして、前年対比、本町も１１０万円減額いたしま

して６９０万円で計上したところでございます。それから減収補てんの特例交付金でござ

いますけれども、平成２０年度から始まった住民税の住宅ローン減税分とそれから平成２

１年度からの自動車取得税交付金の減収分の一部を補てんするということで交付されてい

るものでございまして、これは地財計画上では、住宅ローン分で５％の伸びを計画してお

りましたので、対前年比３０万円増の６３０万円ということで、今回は、今年度は計上さ

せていただいてございます。

３４ページをお開きいただきたいと思います。１１款１項１目地方交付税。本年度予算

額２９億３，５００万円、前年度予算額２９億５，０００万円、比較で１，５００万円の

減額でございます。１節地方交付税２９億３，５００万円。普通交付税が２８億５，００

０万円、特別交付税が８，５００万円ということでございます。地方交付税でありますけ

れども、２３年度予算に占める割合は５８％に上っているわけでございます。地方財政計

画では出口ベースで前年対比２．８％の伸び、金額で４，７９８億円増額するということ

で、１７兆３，７３３億円ということに国ベースではなってございます。そのうち普通交

付税では本町の場合、平成２２年度に新設されております雇用対策、地域資源活用推進費

というのがございますが、これ国の方では４，５００億円、そのまま継続されております

ことと、平成２３年もこれに対しては８，４００万円程度歳入が見込まれることと、平成

１１年起債の借入分の償還が終わると、これはゆめりあの分でございますけれども、終わ

るということで、事業費補正分で４，６００万円ほどの今度は基準財政需要額が減るとい

。 、うようなことになります さらに今年度から２２年の国調人口が基礎数値となりますので

人口減の影響によりまして約４，０００万円程度の減少が見込まれますので、これら増え

るものと減るものとを相殺いたしまして前年同額で計上いたしたところでございます。特

別交付税につきましては、災害だとか地域の特殊事情に対して交付されますが、２３年度

からは今まで交付税総額の６％でありましたけれども、２３年度以降５％に引き下げるこ

とになりまして、さらには２４年度からはさらに１％下げて、最終的には特別交付税の枠

といいますか、これは地方交付税の４％になることが決まってございます。したがいまし

て、本町も予算計上にあたりましては、前年度の１億円から１，５００万円落として８，
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５００万円で計上させていただいたところでございます。また、地域間での財政調整均衡

を図る目的で普通交付税とセットで認可されます臨時財政対策債につきましては、７２ペ

ージ、７３ページに書いてございますが、前年同様１億７，０００万円で計上させていた

だいてございます。なお、臨財債につきましては、総額で対前年比で２０．１％減少して

おりますし、今年度から人口を基礎とする算出方式から、財源不足額を基礎とする算定方

式に財務省が移行する予定ということで聞いておりますので、具体的な算出方法が決まり

ましたら、これらについてはまた補正対応になろうかと思います。

３６ページをお開きいただきたいと思います。１２款１項１目交通安全対策特別交付金

でございますが、本年度予算額１４０万円、前年度予算額１５０万円、比較で１０万円の

減でございます。交通安全対策特別交付金、これは道路交通事故の激増に対処いたしまし

て、交通安全対策に推進する施策に対して交付されるということでございます。交通違反

反則金の３分の１から、政令指定都市分を先に引っ張りまして、その残ったもので市町村

が案分して交付を受けるという形でございます。過去２年間の本町の人身事故数の平均値

と人口集中地区の人口、それに改良済道路延長割の延長を２対１対１の比率で案分して交

付を受けることになるわけでございますが、地方財政計画では３．２％の減率ということ

で示されておりますので、対前年比１０万円落としまして、１４０万円で計上したところ

でございます。以上、２款から１２款まで歳入の概要を申し上げました。よろしくお願い

を申し上げます。

○議長（長名 實君） ２款から１２款まで説明が終わりました。

ただちに質疑に入ります。

質疑はございませんか。

９番、続木俊一君。

○９番（続木俊一君） 今の説明はほとんどが収入なんでありますけれども、どうもこう

、 、大きな国がひっくり返るような災害を受けて お金がないだろうとそんなふうに思う中で

ここに掲げたものを減額になる恐れがあるかないか。以前にも阪神淡路とかいろんなこと

があったけれども、前例から考えてもどういうふうに取り扱われていくか、予測でしょう

けれども、お願いしたいと思います。

○議長（長名 實君） 総務課長。

○総務課長（石田賢吉君） それでは９番議員さんのご質問にお答えいたしますが、今の

大災害の中でいろいろ燃料が足りない、何が足りないというような動きの中で、本町に直

接関係あるのは、こういう燃料関係で交付されるものについては全体的に日本の中で逆に

増えるのかなと思っております。大きく減るのはいわゆる地方交付税の中の特別交付税、

これをおそらく使い道というのは、総体枠の今のところは９４％が普通交付税で６％が特

別交付税なわけなんです。２２年度の補正でやる場合については、今の災害２２年度補正

で対応する場合であれば、今の決算見込の中では大きく三陸の方に持って行かれるといっ

、 。 、たら失礼なんですが そちらの方に振り返られる要素がございます 実際には特別交付税

３月の２０日前後に内示が来るのですが、今回はまだそういう連絡はございません。です

からおそらく２２年度、２３年度の中の特別交付税で相当向こうの方に、この枠配分がい

くのかなということでございますので、減るとすれば今回予算計上させていただいており

ます特別交付税の８，５００万円がどこまで落ちるかというのは今のところは予測つきま

せんが、影響の一番大きいのはここだと思います。以上です。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

２番、青田良一君。

○２番（青田良一君） ２７ページのゴルフ場の交付金のことで説明を受けて、うちにあ

るゴルフ場そのものがなくなったからというふうな話は理解できたのですけれども、ここ
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で聞くのがいいのかどうかわかりませんけれども、不動産会社が取得されて山林としてと

いうふうなご説明がございましたけれども、私心配しているのは、滝川に近いとか札幌に

近いとか、眺めが良いからとかといって、まったく知識のないような方々に誇大広告で切

り売りされてしまって、土地がどうもこうもなくならなくなってしまうというようなこと

、 、が起きないとは限らないといいますか そんなことを心配しているわけなんですけれども

そういうふうなことでいろいろ規制する条例法律等も昔に比べたら整備されているんだと

思いますけれども、そういったご心配はないのかどうかといったら変な聞き方なんですけ

れども、そうなる前にいろんなことをやっておくことが必要かなと思ってお聞きする訳な

んですけれども、そういうことはどうなんでしょうか。

○議長（長名 實君） 総務課長。

○総務課長（石田賢吉君） 不確かなことを申し上げるようで申し訳ないのですが、私の

聞いている範囲ということでお答えさせていただきますが、実際にはこの不動産売買やっ

ております禅グループ、ＺＥＮホールディングスのユニホーさんの札幌営業所の方から、

森林経営をやりたいということでございまして、そこに道の２１世紀北の森事業だとか、

そういうものを取り込んで実際にはできないかというような相談も来ておりまして、今の

ところは山林経営するというような意向なのかなというふうには、担当としては考えてご

ざいます。将来的なことは先ほども申し上げましたように不動産売買が専門の会社でござ

いますので、山林といいますか、６０町歩以上のところに山林化して、投資したお金を本

当に数十年後、４０年後、５０年後に回収するのが目的なのかどうかというのは、まった

くわかりませんけれども、今の時点ではそういうことで空知森林組合さんの方にもご相談

いっていますし、植林するのは間違いないのかなと、そんなふうな状況でございます。以

上でございます。

○議長（長名 實君） ２番。

○２番（青田良一君） 続きまして、３３ページの子ども手当特例交付金ということで、

総務課長から説明ありましたけれども、ちょっと私理解できなかったのですけれども、こ

の子ども手当については歳出の方でも説明ありましたけれども、補助金というか交付金が

。 、入ってきていますよね そのほかに道からも上乗せ分が入ってきてというような形の中で

するとうちの持ち出しで支出しているように記憶していたのですけれども、この子ども手

当特例交付金というのは、どういう意味で入ってきて、どういふうにその子ども手当に仕

えという意味なんでしょうか。その辺のところちょっとわかったら教えていただきたい。

ちょっとよく理解できなかったもので。

○議長（長名 實君） 総務課長。

○総務課長（石田賢吉君） それでは２番議員さんのご質問にお答えしますが、この特例

交付金、あくまでいわゆる国の制度の中で町が負担しなければならない分、その分の応分

の負担分だけを一定率で市町村に戻しましょうという制度でございまして、先ほど申し上

げましたように１８年度と１９年度ですね、１８年度はいわゆる児童手当を小学校３年生

。 。から小学校は卒業まで児童手当拡大しております 公明党さんの政策でなっておりますね

それから平成１９年度、これ３歳未満の子どもさんが５千円だったものが、これが１万円

まで拡大になっておりました。これが児童手当分の拡大分でございまして、児童手当分で

、 。いわゆる所得制限がありまして その人方のところには交付されていなかったわけですよ

ですから拡大分だけを市町村持ち分相当分で町は負担していたということになるわけなん

、 、ですが それともうひとつ２２年度からはじまりました子ども手当の場合につきましては

いわゆる子ども手当につきましては、公務員についてはいわゆる、例えば役場の職員につ

いては役場が直接支払者になって払うわけなんですね。ですからその分といわゆる今度は

所得制限がなくなりましたですね。その所得制限がなくなった分にも町は応分の負担を、
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決まった分を払っているわけなんですね。その先ほど言いました児童手当の差額分と、い

わゆる負担分と、子ども手当に変わったいわゆる所得制限廃止になった撤廃分と、公務員

分の負担分を応分のお金といいますか、計算方法は最終的にはこちらからは剰余額として

出すのですけれども、決めるのは国の方でこれくらいですよということで、言葉は悪いの

ですがどんぶりで交付されるというような、満額ではございませんので、そういうような

形の中で措置されるのがいわゆる特例交付金という形でございます。先ほど申し上げまし

たように、国の方もお金がないということなものですから、地財計画では１２．８％くら

い昨年よりは落ちますよと、それで予算組んでおいてくださいよということだったもので

すから、今回その分を落として計上したということでございます。あくまで市町村が負担

する分に対する応分の負担と、これが交付金で措置されるということでございます。以上

でございます。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑がないようですので、２款から１２款までの質疑を終わりま

す。

１７款財産収入、１８款寄附金、１９款繰入金、２０款繰越金の説明を求めます。

総務課長。

〔総務課長 石田賢吉君登壇〕

○総務課長（石田賢吉君） それでは１７款から２０款まで歳入の内訳を申し上げます。

予算書は５４ページからということになります。１７款１項１目財産貸付収入でございま

す。本年度予算額１，６７７万８千円、前年度予算額１，８５８万４千円、比較で１８０

万６千円の減額でございます。説明欄でございますけれども、貸付料でございますが、土

地につきましては実質価格を基本といたしておりまして、先ほども税の方でありましたよ

うに、固定資産税の評価額を逆に０．７で割り返した額にいたしますと、実勢価格が出て

まいりますので、これに１００分の４を乗じて年額貸付料を算定をいたしてございます。

家屋の方の貸付料につきましては、建物の評価基準に基づきまして、その物件その物件の

もとに貸付料を算定いたしてございます。１番の北海道警察職員住宅の貸付料、敷地貸付

料でございますが、これは橋本区にありまして２室ございます。１，６１３．６平米でご

ざいます。４４万円。それから滝川警察署警察官駐在庁舎敷地貸付料、花月、大和、中央

にそれぞれございますが、９万６千円になっておりますが、中央については無償貸し付け

になっております。これは警察法という法律がございますが、その中でいわゆる戦前から

その場所にあったものについては課税できないという、使用料を取ることができないとい

うことになっておりまして、貸付料については３箇所やっておりますが、中央の駐在所に

ついては無償貸し付けということで行っております。それから北海道電力株式会社の鉄塔

の敷地貸付料でありますけれども、これは吉野、幌加の分でございまして、面積といたし

ましては８万６，０８３平米でございます。３４万４千円。北海道電力株式会社電柱敷地

貸付料２８万６千円でありますけれども、電柱は１，５００円というのが１９０本、それ

、 。から２４５円というのが６本でございまして 前年度より高圧電柱９本減ってございます

、 ， ．それから森林組合の倉庫の敷地貸付料５万１千円でありますけれども 面積は１ １０５

２９平米でございます。それから中央団地の駐車場の敷地の貸付料３万７千円であります

けれども、これは８区画ございますが、貸付をいたしているのは６区画でございます。札

幌管区気象台の吉野観測所敷地貸付料２万９千円でありますが、面積は８６．１８平米で

ございます。８番の樺戸農業開発事業所敷地貸付料１８４万９千円でありますけれども、

これは面積は４，７６１．２平米ということでございます。これは評価額が評価替えの関

係で評価が変わっておりますので、前年度より２３万２千円ほど減ってございます。それ



- 200 -

から９番目の西空知広域水道企業団施設用地貸付料、これは５千円でございます。これは

幌加から大和までの排水管の分でございます。その他の土地の貸付料、１０番であります

が、１９８万９千円ということになっております。まず樺戸セレモニーの駐車場１０５万

６千円であります。面積は２，５１８．５平米。それからトップダムの仮説事務所、これ

は４１万９，８００円でありまして、面積は９，９９５平米でございます。それから北部

、 ， 、 。耕地出張所の詰め所がございますが １５万１ ２００円 面積は５５０平米であります

北部耕地出張所につきましては、現在青葉区にあるわけでございますが、これも土地改良

事業の縮小に伴いまして今年の９月で撤退をしたいということで、この金額については半

年分の計上で１５万１，２００円を計上いたしてございます。その他の土地の貸付料とい

たしまして３２件、３６万３千円を予定いたしてございます。１１番の教員住宅の貸付料

でありますけれども、これは１４戸あるわけなのですが、今のところ空き室が１戸という

ことでございます。３４１万円。その他町有住宅等の貸付料でありますけれども、町有住

宅８２４万２千円の予算でございますが、町有住宅につきましては２２戸中１７戸分の使

用料で、５１１万５千円。それから樺戸セレモニーホールでございますが、１８２万７千

円。北部耕地出張所の詰め所で半年分で５４万２千円。空知森林組合が７５万８，４００

円。空知森林組合さんにつきましては、経営が安定するまで評価額といいますか、貸付料

の軽減を行っておりましたが、今年度も前年度より５万１，６００円ほど増やして使用料

をいただくことになっておりますので、よろしくお願いをいたします。

続きまして、１項２目利子及び配当金でございますが、本年度予算額３７１万４千円、

前年度予算額５４４万４千円、比較で減額の１７３万円でございます。ここでは１１本の

基金の利子を計上いたしてございますが、市中金利はほとんどゼロ金利に近い状況にあり

、 、ますので 預け入れ金融機関を北門信用金庫とＪＡピンネの２箇所といたしておりまして

計算はすべて０．１１％から０．１３％で計上しております。

なお、各基金の３月１日現在での２３年５月末の基金残高の見込額を申し上げたいと思

いますので、メモをしていただければと思います。まず財政調整基金でありますけれども

１６億４，５４１万４千円です。減債基金でありますが３億２，０１３万４千円。公共施

設整備基金でございますが５億１，２６２万８千円。地域振興基金は２６万円でございま

す。ふるさと応援基金の関係ですが８２３万７千円。住民生活に光をそそぐ交付金活用基

金でございますが３６０万円。地域福祉基金でございますが２億４，２１２万７千円にな

ります。子ども夢基金２億円でございます。水と緑のまちづくり推進基金でありますけれ

ども、これは５，４０４万１千円でございます。それと公営住宅共同施設整備基金の預金

利子１，１６６万６千円でございます。５７ページをお開きいただきたいと思いますけれ

ども、育英事業基金でありますけれども６５７万３千円でございます。以上の基金の１１

本合わせますと３０億４６８万円ということになります。ここに載っておりませんが、備

荒資金がございます。備荒資金の２２年度決算期の予想でございますが、まだ利息が確定

しておりませんが、普通の部分で１億１，６５４万７千円、超過の部分で８億６，５７３

万６千円ということになります。合わせますと備荒資金は９億８，２２８万３千円という

ことですから、先ほどの３０億と足しますとだいたい４０億近い基金を保有することにな

るということでございますのでよろしくお願いいたします。

続きましいて、２項１目の不動産売払収入でありますけれども、本年度予算、前年度予

算変わりなく２千円ということでございます。これにつきましては、１節、２節ともに予

算科目の存置でございます。

２項１目の物品売払収入でありますけれども、本年度予算額５万５千円、前年度予算額

１千円ということで、比較が５万４千円、増やして計上してございます。これは物品売払

収入ということで、総合健康福祉センターのコピー等の複合機をこれを売却を予定してお
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りまして、新たなリース方式で、すべての庁用共通経費の中で新たにリース契約を結ぶと

いうことで、今持っているものについてはすべて一回処分するというような形の中での物

品売り払いということになります。

それから２項３目の生産物売払収入でございますが、前年度、今年度同額の４万円とい

うことでございます。これについては文化伝習館の館内と物産館での販売するいわゆるホ

ームスパン製品の販売収入ということを見込んでございます。

続きまして、５８ページをお開き願います。１８款寄附金、１項１目一般寄附金、及び

１項２目総務費寄附金ということで、各１千円計上させていただいておりますが、この２

目につきましても予算科目の存置ということでご理解をいただきたいと思います。

６０ページをお開きいただきたいと思います。１９款の繰入金であります。１項１目基

金繰入金。本年度予算額６，７０２万２千円、前年度予算額は７０７万円、比較で５，９

９５万２千円の増額でございます。基金からの繰り入れにつきましては、一般財源の不足

を補てんするというための措置でございまして、財政調整基金の繰入金については４６４

万７千円でございまして、これは２２年度当初費で比べますと２７万８千円減額となって

ございます。それから育英事業基金繰入金、これは教育費の育英事業貸付金に充当するも

のでございまして、前年度より１２４万円ほど増加いたしてございます。水と緑のまちづ

くり推進基金繰入金でありますけれども、徳富川のラブリバー推進協議会の事業に充当す

るものでございまして、前年同額でございます。ふるさと応援基金繰入金、これは図書館

の図書購入に１００万円、それから小中学生の文化スポーツ活動のユニフォーム等の補助

、 。で３０万円ということでございまして 前年度より１００万円増額をいたしてございます

それから地域福祉基金の繰入金、これは吉野園の花月地区への移転に伴う共生型施設整備

に伴う旧施設の解体費用に充当いたしまして３，８８５万円ということでございます。子

ども夢基金繰入金でございますけれども、これは福祉医療費の乳幼児等の助成等に充当い

たします。それともうひとつ児童福祉費の子ども生活応援事業に５１０万８千円を充当す

るということで１，８３９万円ということになってございます。７番目の住民生活に光を

、 、そそぐ交付金活用基金繰入金でございますが これは児童福祉費の児童館運営事業の中で

発達障害児の相談員の配置に充当するということで７５万円を繰り入れするものでござい

ます。

２項１目特別会計繰入金。本年度予算額４万５千円、前年度予算額１千円、比較で４万

４千円の増でございます。これは北海道後期高齢者医療の特別会計からの繰り入れという

ことでございまして、後期高齢者の医療制度の広報活動に使います文書を町の広報へ記事

掲載するために受領するものでございます。

続きまして、６２ページをお開きください。２０款の繰越金でありますが、１項１目繰

越金でございます。本年度、前年度ともに１千円ということでございます。これは予算編

成上の存置ということになりますが、定時繰越だとか繰越明許費、事故繰越等で、これで

は決算の方で数字が載ってまいりますので、予算上では先ほど申し上げましたように、予

算科目の存置というころでございますので、ご理解をいただきたいと思います。以上、１

７款から２０款までの歳入内訳を申し上げました。どうかよろしくお願いをいたします。

○議長（長名 實君） １７款から２０款までの説明が終わりました。

質疑に入ります。

質疑はございませんか。

１０番、樋坂里子君。

○１０番（樋坂里子君） ６０ページ、６１ページの基金繰入金なんですけれども、去年

から見たら大幅にプラスになっているのですけれど、ざっくばらんに言って歳入歳出の本

当は町税少ない場合は交付税であわせるのが普通のやり方だと思うのですよ。だけれども
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結局歳入歳出プラスマイナスした時に、これだけ繰入金を入れないと帳尻が合わないとい

うことで考えていいのかどうか。そうでなくて必要だから入れましたというのかどうか。

そこらへんどうなんでしょうか。

○議長（長名 實君） 答弁を求めます。

総務課長。

○総務課長（石田賢吉君） いわゆる歳入不足といいますか、歳入不足を調整する場合に

は一般的に財政調整基金からのいわゆる繰り入れで対応しているわけでございます。です

から補正の歳入を見ていただければわかるのですが、ほとんど財調からの繰り入れと繰り

出しで財源調整を行っております。その結果、財源が少なければ財調からの繰り入れが多

くなるということになります。今回の予算編成にあたりましては、最初に歳入がどれだけ

あるかということで、当初、冒頭申し上げましたように、歳入については的確に押さえた

中で歳出枠をリービングかけて一回押さえてございます。そのほかに政策予算として数億

出てくるであろうということで、それはまた別枠で確保した中で予算組みしておりますの

で、今回財政調整基金が少なくてすんだということは、それだけ緻密な予算を組んだとい

うことで、ご理解をいただければいいのかなと。それからほかの目的毎に積み立てており

ます基金からの繰り入れにつきましては、特定目的基金と申しまして、目的があって積み

立てているものでございますから、その目的の事業があって必要な場合については、その

基金を有効に活用して歳出を組むというのが基本でございますので、そういうような繰り

入れの仕方でございます。ですから総体的に今回の予算編成にあたっては、歳入不足はな

かったということでご理解をいただければいいのかなと思います。以上でございます。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑がないようですので、１７款から２０款までの質疑を終わり

ます。

以上で、平成２３年度新十津川町一般会計予算の審議をすべて終わります。

１１時１５分まで休憩といたします。

（午前１１時０５分）

○議長（長名 實君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

（午前１１時１５分）

○議長（長名 實君） これから討論を行います。

討論はございませんか。

まず原案に対し、反対の方の討論を許します。

１０番、樋坂里子君。

〔１０番 樋坂里子君登壇〕

○１０番（樋坂里子君） 議長のお許しをいただきましたので、議案第１２号、平成２３

年度新十津川町一般会計予算について、反対の立場で討論いたします。

今年は４年に一度の選挙のある年ということで予算も骨格予算といわれています。前年

比で３．３％の減額予算です。２０１１年度政府予算は民主党政権が編成した初めての当

初予算で、地域主権改革に沿った財源の充実を図るため、地方交付税額を増額して地方に

十分な財源補償ができたかのように説明をしておりますが、実際は社会保障関係費では自

治体行政経費が増大するにもかかわらず、それに見合った財源補償がまったくなされてお

りません。ただし平成２２年度からの補正予算などで国が交付した地域活性化の各種の交

付金の上乗せ措置などを活用した事業が進められ、全体としては住民の切実な要求が実現

できる条件にありました。そんな中での町の予算では、各種ワクチン、予防接種事業への
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予算、発達障害児相談員、老人いきいきクラブ運営事業等、新規事業や農業基盤整備、生

活基盤の予算等に対応されていることには敬意を表します。また子ども手当など、国会情

勢があやふやな中での予算編成は綱渡り式であります。しかし所得税での年少扶養控除の

廃止による町職員の子どものいる方は増税になりますし、来年は住民税でも年少扶養控除

が廃止になります。子ども手当については３歳未満児の２万円との差額７千円は一般質問

でも言いましたように、手当ではなく保育所や総合的な子ども支援に回すべきだと思いま

す。そして７千円の引き上げの財源として、国は議論しておりますのは青年扶養控除と給

与所得控除の見直しです。それによる職員等の増税が懸念されます。後期高齢者医療制度

については廃止が原則で、平成２６年３月までの延期には反対ですし、その予算への繰入

金についても反対であります。今回の東日本の大地震災害を目の当たりにして、町の主な

避難所となる建物の耐震の診断を順次実施する必要性もあると思いました。遅くない時期

に到来する交通難民、買い物難民への対策を商工会やＪＡとの協議や、ホームレス等の方

々への暖かい対応の徹底と、本当に弱者、高齢者が快適に過ごすまち、安心して住みよい

まち、優しいまちである予算を要求いたしまして、議案第１２号の一般会計予算に反対と

するものであります。

議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。

○議長（長名 實君） 次に、原案に対して、賛成の方の討論を許します。

１番、岩木雅徳君。

〔１番 岩木雅徳君登壇〕

○１番（岩木雅徳君） 議長のお許しをいただきましたので、議案第１２号、平成２３年

度新十津川町一般会計予算について、原案賛成の立場で討論いたします。

まずもって国、地方ともに厳しい財政状況が続いており、現政権での国政情報が不透明

で流動的な中で、予算編成にあたられた理事者はじめ担当者の皆様に敬意を表するもので

ございます。本年は統一地方選挙の年であり、平成２３年度予算は骨格予算となっており

ますが、骨格予算とはいえ行政の継続性を考慮し、行政評価制度を反映させ、事務事業を

整理した予算、及び包括予算編成による経常経費の一般管理経費の削減にも努められ、さ

らに本町の総合計画に基づく継続事業の政策予算配分と、地方公共団体の財政健全化法の

指標をもとに将来的負担軽減の抑制予算となっており、国の補正でのきめ細やかな交付金

及び住民生活に光をそそぐ交付金については、平成２３年度補正予算で説明ありました繰

越明許事業については、平成２３年度に執行されるもので、商工業者に対し効果が出るも

のと考えております。平成２０年度からスタートした後期高齢者医療制度を円滑に実施す

るための予算化についても、当然予算措置のことと思われます。この３日間、予算審議が

なされたことでありますが、本町の健全財政を堅持しつつ、最善の予算を編成されたもの

、 、 。と考え 議案第１２号 平成２３年度新十津川町一般会計予算に賛成するものであります

議員各位の賛同をよろしくお願いいたします。

○議長（長名 實君） ほかに討論はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第１２号を採決いたします。

この採決は起立により行います。

本案は原案のとおり可決すべきものです。

原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（長名 實君） 起立多数です。
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したがって、議案第１２号、平成２３年度新十津川町一般会計予算は、原案のとおり可

決されました。

◎議案第１３号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（長名 實君） 日程第３、議案第１３号、平成２３年度新十津川町国民健康保険

特別会計予算を議題といたします。

それでは歳入、歳出の予算説明を一括して求めます。

住民課長。

〔住民課長 林 敏幸君登壇〕

○住民課長（林 敏幸君） 議長からご指示がございましたので、国民健康保険特別会計

につきましてご説明申し上げたいと思います。

まず歳出の方から申し上げたいと思うのですが、その前に本年３月１日現在の国民健康

保険の加入状況につきまして、ご報告を申し上げたいと思います。加入世帯でございます

， 、 ， 。が１ １６８世帯 一般被保険者数でございますが２ １６２名ということでございます

退職者の被保険者数が６３名ということで、前年対比で、前年の同月対比で８１名の減と

いうことになってございます。加入者の全人口に占める割合でございますが３０．８％と

いうことで積算されております。

予算書、歳出をご説明申し上げますが、予算書で２１６ページからになります。２１６

ページから２２１ページになります。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費でご

ざいます。本年度予算額２５万６千円、前年度予算額２３万２千円、比較２万４千円の増

額でございます。財源はすべて一般財源であります。国民健康保険資格移動等の事務費を

ここに計上してございます。

次に、２目広域連合負担金。本年度予算額３億６，０８３万２千円、前年度予算額３億

６１３万８千円、比較いたしますと５，４６９万４千円の増額であります。財源はすべて

一般財源であります。空知中部広域連合国民健康保険事業の分布金でございますが、内訳

といたしましては、医療給付といたしまして２億８，９４２万３千円、それから介護保険

分といたしまして２，３０７万円、後期高齢者の支援分といたしまして４，８３３万９千

円という内訳がきております。２３年度の今回の分布金につきましては、空知中部広域連

合の本町分の歳出面で言いますと、保険給付につきましては、前年度対比２，５６８万円

の増額となっております。予算規模は前年度対比でこれにプラスされまして３，６６３万

４千円加算されまして、それだけの増額になります。また歳入面で保険給付費の増額に伴

いまして、国庫支出金、これが前年度対比で３，２８５万２千円増額となります。しかし

平成２１年度の前期高齢者の交付金、これが精算行います。この年度で２３年度精算を行

うということで、歳入が大きく減額となってございまして、４，７４３万６千円。精算の

結果ですね、これだけ減額になります。それから療養給付費の交付金、これにおきまして

も９０５万７千円、これだけの減額になります。歳出が増えて歳入が減るものですから、

分布金に求められる金額が前年に対しまして、先ほど言いましたように５，４６９万４千

円という大きな金額の増額になっているものでございます。

次、２項徴税費でございます。１目賦課徴収費。本年度予算額４８万２千円、前年度予

算額４５万６千円で、比較で２万６千円の増額となっております。財源はその他財源で督

促手数料１千円。それから一般財源４８万１千円ですね。という形でございます。国保税

、 、 、の賦課徴収に伴う納入通知書の作成費でありますとか 郵送料 それから口座振替手数料

インターネット公売手数料等の経費でございます。

次に、３項１目審議会費でございます。本年度予算額８万８千円、前年度予算額８万７

千円で、１千円の増額となります。財源はすべて一般財源でございます。２１８ページ、
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２１９ページになりますが、国民健康保険税の審議会の開催経費ということで、審議員現

在６名の方がいらっしゃいまして、２回分の審議会開催経費を予算計上してございます。

次に、２１８ページ、２１９ページになりますが、２款１項１目基金積立金でございま

す。本年度予算額１２万９千円、前年度予算額２５万円でございます。比較で１２万１千

円の減額という形になってございますが、財源はすべてその他財源、国保基金の預金利子

でございます。これが１２万９千円ということでございます。基金の預金利子をそのまま

積み立てるものでございまして、現在基金は１億３，５８４万４千円ということになって

おりまして、年度中取り崩しも予定されておりまして、預金の利率は０．１％ということ

で計上してございます。

次、３款１項公債費、１目利子ということでございまして、本年度予算額１千円、前年

度予算額１千円ということで、比較ゼロ。これ財源、すべて一般財源ということでござい

ますが、国保会計の資金繰りにおいて一般会計に借入が生じた場合の科目の存置でござい

ます。

次に、４款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被保険者保険税還付金。本

年度予算額６０万円、前年度予算額６０万円ということで、比較ゼロ。すべて一般財源で

ございます。過年度分の税の還付が生じた際に対応する経費でございます。

次に２目でございます。次のページ、２２０ページ、２２１ページになりますが、２目

につきましては、退職被保険者の保険税還付金でございます。過年度分の退職者の保険税

還付が生じた際に対応する経費ということになります。

次に、３目償還金。本年度予算額１千円、前年度予算額１千円で、比較ゼロ。すべて一

般財源でございまして、これにつきましては、現年度に国庫負担金において償還が生じた

際に対応する科目でございまして、一応科目存置ということでございます。

次に２項繰出金、１目一般会計繰出金。本年度予算額１千円、前年度予算額１千円の比

較ゼロ円で、すべて一般財源。一般会計に繰り出す際に対応する科目でございます。これ

も科目存置ということで計上してございます。

次に、５款１項１目予備費。本年度予算額２０万円、前年度予算額２０万円ということ

で、比較ゼロ。すべて一般財源でございます。

次に、歳入についてご説明申し上げたいと思います。ページがちょっと戻ります。２１

、 。 、０ページから２１５ページ お開き願いたいと思います 国民健康保険税でございますが

国民健康保険税につきましては、平成２２年度の所得がまだ確定しておりません。という

ことで、前々年度の平成２１年度の所得を勘案して算定してございます。例年でございま

すが、所得確定後に本算定を行いまして、補正予算、６月に補正予算で提案させていただ

きたいと思っております。また本年度の分布金、先ほど申し上げましたように増額となっ

てございまして、一般会計からの繰入金、これを算定いたしまして、それ以外の不足額を

実は国保税と国保の基金に２分の１ずつ財源を求めたという予算編成にいたしました。と

いうことでございますので、内容をご説明申し上げます。

、 。 ，１款１項国民健康保険税 １目一般被保険者国民健康保険税です 本年度予算額２億３

８８６万６千円、前年度予算額２億１，４１８万５千円、比較２，４６８万１千円の増額

ということで予算計上してございます。１節医療給付費分現年課税分でございますが１億

８，１０７万８千円。２節後期高齢者支援分現年課税分３，５８１万７千円。それから３

、 ， 。 、節でございますが 介護納付金分の現年課税分２ １４９万１千円 これにつきましては

課税対象は４０歳以上６５歳未満という形でございます。それから４節医療給付費滞納繰

越分が４３万円。それから５節でございますが後期高齢者支援滞納繰越分が４万円。６節

介護納付金の滞納繰越分ということで１万円。こういう一応内容にしてございます。

次に１款１項国民健康保険税、２目退職被保険者等国民健康保険税でございます。本年
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度予算額１，１２７万２千円、前年度予算額１，０２７万７千円、比較でこれにつきまし

ても９９万５千円の増額予算を組んでおります。１節医療給付費分でございまして現年課

税分が７９８万９千円。２節後期高齢者支援分現年課税分ということで１４６万３千円。

３節介護納付金分ということで現年課税分が１８０万円を見込んでおります。４節医療給

付費分の滞納繰越分ということで１万８千円。５節後期高齢者支援分ということで、滞納

繰越分が１千円。６節介護納付金分の滞納繰越分１千円ということで、この科目につきま

しては科目存置という形でございます。

、 。 、 、それから２１２ページ ２１３ページになります ２款使用料及び手数料 １項手数料

１目総務手数料でございます。本年度予算額１千円、前年度予算額１千円、比較ゼロでご

ざいまして、督促手数料１千円を設置してございます。本来であればいくらか入ってくる

わけでございますが。これにつきましても本来全員の方が全額納めていただければこの科

目は発生しないということで、科目存置のためということでございます。

次、３款繰入金でございます。３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金。

本年度予算額６，２３４万４千円、前年度予算額６，０２９万４千円、比較２０５万円の

増額でございます。１節保険基盤安定繰入金３，４９０万６千円。２節その他一般会計繰

入金といたしまして２，７４３万８千円。この繰入金につきましては、一般会計の方で保

健衛生総務費の中でご説明いたしました繰出金がありました。これをこの科目で受け入れ

るというものでございます。

次に、２項の基金繰入金、１目国民健康保険税事業基金繰入金でございます。本年度予

算額５，０００万円、前年度予算額２，３００万円ということで、比較で２，７００万円

の増額となっております。冒頭で申し上げましたように、基金の不足、足りない分を税と

基金に２分の１ずつもっていったということでございます。税の増額相当分を基金で取り

崩すものでございまして、ここで５，０００万円を繰り越すことによりまして、基金の残

額は６，８１１万１千円程度になるだろうというふうに見込んでございます。

次に、４款繰越金、１項１目繰越金でございます。本年度予算額１千円、前年度予算額

１千円で、比較ゼロ円でございます。１節、繰越金。前年度繰越金が発生した場合の受け

入れの科目でございます。

次に、２１４ページ、２１５ページでございます。５款諸収入につきましては、５款の

２項１目、ここで預金利子が発生します。本年度予算額１２万９千円、前年度予算額２５

万円でございまして、比較１２万１千円の減額。それと５款３項の雑入の中で、１目滞納

処分費。本年度予算額２万円、前年度予算額１千円ということで、１万９千円の増額とな

ります。この２つの目以外はすべて科目設定だけの１千円ずつもった予算でございます。

ということで、説明を省略させていただきたいと思います。

以上、国民健康保険税関係の説明に代えさせていただきたいと思います。よろしくご審

議たまわりますようお願い申し上げます。

○議長（長名 實君） 説明が終わりましたので、ただちに質疑に入ります。

質疑はございませんか。

１０番、樋坂里子君。

○１０番（樋坂里子君） 課長のさっきの説明で、６月に補正が出るのはわかっているの

ですけれども、収入より支出が多いといっていましたよね。それでその分を基金と税に２

分の１ずつ案分してこれ作られているという話なんですけれども、今の平成２２年度の国

保税の税率で計算した税収でいきますと、やっていけるのかどうか。たぶん値上げをしな

ければならないのかどうかということですね。そこら辺についてお聞きしたいと思うので

すけれど。

○議長（長名 實君） 答弁を求めます。
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住民課長。

○住民課長（林 敏幸君） 先ほど一般会計の方でもご説明申し上げましたが、実は町民

税減収ということで予想してございます。それを考えれば、６月の予算につきましては、

当然引き上げていかなければならないと思っております。６月には引き上げの予算に、皆

さんにご審議願うことになろうかと思います。以上でございます。

○議長（長名 實君） ほかに質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑がないようですので、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第１３号を採決いたします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１３号、平成２３年度新十津川町国民健康保険特別会計予算は、原

案のとおり可決されました。

◎議案第１４号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（長名 實君） 日程第４、議案第１４号、平成２３年度新十津川町後期高齢者医

療特別会計予算を議題といたします。

それでは歳入、歳出の予算説明を一括して求めます。

住民課長。

〔住民課長 林 敏幸君登壇〕

○住民課長（林 敏幸君） それでは後期高齢者医療特別会計の予算内容につきまして、

ご説明申し上げたいと思います。歳出の前に、先ほどの国民健康保険特別会計と同じよう

に、現在の加入状況をご報告申し上げたいと思います。本年３月１日現在の後期高齢者医

療保険の加入状況でございますが、加入者数１，２３５名ということでございます。前年

同月同日の対比いたしますと４１名の増ということになってございます。全加入者の人口

に占める割合でございますが、１７．１％という形になります。

それでははじめに歳出の方からご説明申し上げます。全体に２３２ページから２３７ペ

ージをお開き願いたいと思います。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費。本年

度予算額６９万７千円、前年度予算額１７万８千円、比較で５１万９千円の増額となりま

す。財源はすべて一般財源でございます。後期高齢者医療に伴う事務費でございまして、

本年度被保険者証の更新年にあたっておりまして、全部保険証を書留郵送で行っておりま

す。その関係で予算がちょっと増額という形になります。

２項１目徴収費。本年度予算額３４万７千円、前年度予算額４８万６千円、比較１３万

９千円の減額であります。財源はその他財源ということで、督促手数料、同じように１千

円予算をみております。その他以外はすべて一般財源ということでございます。保険料の

徴収にかかる経費、これを計上してございます。

次に、２款１項１目後期高齢者医療広域連合負担金でございます。本年度予算額８，４

９７万３千円、前年度予算額７，９８３万９千円、比較いたしまして５１３万４千円の増

。 、 ，額となります 内訳でございますが 被保険者から徴収します保険料分といたしまして６
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０１４万３千円。それから低所得者の保険料軽減分の北海道が４分の３、それから町が４

分の１負担して補てんする内容の、保険基盤安定事業分といたしまして２，１７８万円。

、 、それから広域連合の共通経費といたしまして 均等割それから７５歳以上の高齢者人口割

それから町の人口割ということで３０４万９千円の共通経費を支出します。これら合計い

、 。たしましたものが 先ほど申し上げました広域連合の負担金という形になってございます

次に、２３４と２３５になりますが、３款の諸支出金になります。１項繰出金、１目一

般会計繰出金。本年度予算額４万５千円、前年度予算額３万２千円、比較１万３千円の増

額でございます。財源はその他財源といたしまして、後期高齢者医療円滑運営臨時特例交

付金という交付金が４万５千円を見込んでございます。先ほど総務課長がご説明申し上げ

ましたが、保険料に関する制度について町の広報を使って、広報誌を使って広報活動をや

ってくださいよということになってございまして、広報の発行経費として一般会計に繰り

出すというものでございます。

次に、３款２項１目償還金及び還付加算金。本年度予算額１０万円、前年度予算額３０

万円、比較２０万円の減額を見込んでございます。財源はその他の財源といたしまして、

保険料還付金１０万円を過年度分還付金として見込んでございます。

。 、 、次に４款１項１目予備費 本年度予算額１０万円 前年度予算額１０万円ということで

比較でゼロ円でございます。財源はすべて一般財源１０万円を見込んでございます。

次に歳入でございます。ページ数、戻っていただきたいと思います。２２８ページから

２３１ページになります。１款１項１目後期高齢者医療保険料でございます。本年度予算

額６，０１４万３千円、前年度予算額５，５３２万８千円、比較で４８１万５千円の増額

となってございます。１節現年度保険料で６，０１４万２千円。北海道後期高齢者広域連

合の保険料試算の基礎数字ですが、２１年度それから２２年度における市町村ごとの実績

をもとにいたしまして推計した数字ということになってございます。北海道の被保険者数

の見込が６９万６，６５７人というところから発生してございまして、新十津川町の被保

， 、 、険者の対象数の見込は１ ２６４人ということで計算した 算出した数字でございまして

広域連合の方から指示されている数字でございます。それから２節滞納繰越分といたしま

して１千円。これは科目の設置のみでございます。

次に、２款使用料及び手数料、１項１目総務手数料。本年度予算額１千円、前年度予算

額１千円ということで、比較ゼロ。１節督促手数料ということで１千円。これも科目設置

でございます。

次に３款繰入金、１項１目一般会計繰入金。本年度予算額２，５９６万８千円、前年度

予算額２，５２６万９千円で、比較で６９万９千円の増額となります。１節でございます

が、保険基盤安定繰入金といたしまして２，１７８万円。２節その他一般会計繰入金４１

８万８千円。一般繰入金につきましても先ほど国民健康保険特別会計同様、一般会計の保

健衛生総務費の中でご説明したました繰出金をこの科目で受けるというものでございま

す。

次に、４款諸収入、１項延滞金及び過料、２項雑入の各科目がございます。４款の諸収

入の３項償還金、１目保険料還付金、これにつきまして数字が載ってございますが、本年

度予算額１０万円、前年度予算額３０万円ということで、比較２０万円の減額となってお

。 、 、 。ります この科目以外 先ほども申し上げましたが 科目設定のための予算でございます

ということで、説明を省略させていただきたいと思います。

次に５款繰越金、１項１目繰越金につきましても、同様でございますが、科目設定のた

め１千円ということで、前年度の繰越金を受ける科目でございます。

次に、６款１項広域連合の支出金でございます。１目後期高齢者医療円滑運営臨時特例

交付金。本年度予算額４万５千円、前年度予算額３万２千円、比較１万３千円の増額とな
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ってございますが、先ほども一般会計繰出金の中でご説明申し上げました広域連合から交

。 、付される交付活動経費ということでございます それ以外の１千円と書いてございますが

科目設置のための予算でございます。

以上、後期高齢者医療特別会計の説明に代えさせていただきたいと思います。よろしく

ご審議の上、議決たまわりますようお願い申し上げます。

○議長（長名 實君） 説明が終わりましたので、ただちに質疑に入ります。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

まず原案に対し、反対の方の討論を許します。

１０番、樋坂里子君。

〔１０番 樋坂里子君登壇〕

○１０番（樋坂里子君） お許しをいただきましたので、議案第１４号、平成２３年度新

十津川町後期高齢者医療特別会計予算に反対の立場で討論いたします。

民主党政権になりまして、廃止されると思っていました後期高齢者医療制度が平成２６

年３月まで延期されています。新しい後期高齢者医療制度、これいま検討されている内容

ですが、７５歳以上のうち１，２００万人は市町村の国保に加入し、２００万人は被用者

保険に移行します。７５歳以上の国保は現役世帯と別会計にして、都道府県単位で運営を

行います。国保は平成３０年度を目標に都道府県単位の広域化をしようとしております。

７０歳から７４歳の窓口負担を１３年以降７０歳になる人から順次１割を２割に引き上げ

ていくそうです。７５歳以上の低所得者に対する保険料の軽減措置の縮小、それから現役

世帯の拠出金額は加入者の給与水準に応じた総報酬割に変更という、新しい高齢者医療制

度改革会議が報告をしております。それで７５歳以上の高齢者を別勘定にするという現在

の制度の看板の架け換えに過ぎず、国の財政負担をさらに減らすものとなっております。

私は高齢者を７５歳という年齢で線引きをして差別をし、高齢者の医療費の切り捨てを狙

ったもので、社会保障の改悪だというふうに思っておりますので、こんな制度には賛成を

できかねますので、制度の予算化されておりますこの特別会計については反対をするもの

であります。

議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。

○議長（長名 實君） 次に、原案に対し、賛成の方の討論を許します。

１番、岩木雅徳君。

〔１番 岩木雅徳君登壇〕

○１番（岩木雅徳君） 議長のお許しをいただきましたので、議案第１４号、平成２３年

度新十津川町後期高齢者医療特別会計予算について、原案賛成の立場で討論いたします。

本会計は、平成２０年度から制度がスタートいたしました高齢者の医療の確保に関する

法律に基づき、後期高齢者医療広域連合及び市町村は後期高齢者医療に関する歳入歳出に

ついては、政令に定めるところにより特別会計を設けて執行することになっております。

、 、また この制度は高齢者の心身の特性や暮らしに配慮した医療サービスを提供するために

独立した制度であり、保険料の軽減率の措置をされる対象者もおられます。現行制度がで

き３年が経過し、住民については制度には熟知、理解され、現状では当初時の混乱はほと

んどなく、後期高齢者医療制度の円滑な実施をするためにも、議案第１４号、平成２３年

度新十津川町後期高齢者医療特別会計予算の承認に賛成するものであります。

議員各位の賛同をよろしくお願いいたします。
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○議長（長名 實君） ほかに討論はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第１４号を採決いたします。

この採決は起立により行います。

平成２３年度新十津川町後期高齢者医療特別会計予算は、原案可決すべきものです。

原案に賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（長名 實君） 起立多数です。

したがって、議案第１４号、平成２３年度新十津川町後期高齢者医療特別会計予算は、

原案のとおり可決されました。

午後１時まで休憩といたします。

（午前１１時５５分）

○議長（長名 實君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

（午後 １時００分）

◎議案第１５号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（長名 實君） 日程第５、議案第１５号、平成２３年度新十津川町下水道事業特

別会計予算を議題といたします。

それでは歳入、歳出の予算説明を一括して求めます。

建設課長。

〔建設課長 岩井良道君登壇〕

○建設課長（岩井良道君） それでは議案第１５号、平成２３年度新十津川町下水道事業

特別会計の予算の内容のご説明をさせていただきます。予算書は２４４ページ、２４５ペ

ージをお開き願います。

最初に、歳入歳出予算事項別明細書でございます。総括。歳入でございます。１款分担

金及び負担金。本年度予算額６８万円、前年度予算額２９万２千円、比較で増額の３８万

８千円。２款使用料及び手数料。本年度予算額５，９００万１千円、前年度予算額５，８

９６万９千円、比較で増額の３万２千円。３款繰入金。本年度予算額１億２，９７１万８

千円、前年度予算額１億４，５８９万４千円、比較で減額の１，６１７万６千円。４款繰

越金。本年度予算額１千円、前年度予算額１千円、比較ゼロ。５款諸収入。本年度予算額

１１０万６千円、前年度予算額１千円、比較で増額の１１０万５千円。６款町債。本年度

予算額５３０万円、前年度予算額５２０万円、比較で増額の１０万円。歳入合計。本年度

， 、 ， 、 ，予算額１億９ ５８０万６千円 前年度予算額２億１ ０３５万７千円 比較で減額の１

４５５万１千円でございます。

次に歳出でございます。１款下水道費。本年度予算額４，４２８万５千円、前年度予算

額４，８９７万３千円、比較で減額の４６８万８千円でございます。財源内訳は地方債で

５３０万円、その他財源で３，８９８万５千円でございます。２款公債費。本年度予算額

１億５，１５２万１千円、前年度予算額１億６，１３８万４千円、比較で減額の９８６万

３千円。財源内訳はすべてその他財源でございます。歳出合計。本年度予算額１億９，５

、 ， 、 ， 。８０万６千円 前年度予算額２億１ ０３５万７千円 比較で減額の１ ４５５万１千円

財源内訳は地方債５３０万円、その他財源１億９，０５０万６千円でございます。

１枚お戻りいただきまして、２４２ページでございます。第２表地方債。起債の目的、
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流域下水道事業債。限度額５３０万円。起債の方法、普通貸借又は証券発行。利率、５％

以内。償還の方法、政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその

債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮

し、又は繰上償還もしくは低利に借り換えすることができる。

次に、歳出の内容についてご説明をさせていただきます。予算書は２５０ページ、２５

１ページからでございます。１款１項１目総務管理費。本年度予算額８１６万７千円、前

， 、 。 、年度１ ４３８万２千円 比較で減額の６２１万５千円 財源内訳はすべてその他財源で

内容は現年度受益者負担金１３万９千円、受益者負担金滞納繰越分１千円、一般会計繰入

金８０２万７千円でございます。

経費の内容でございますが、１番の下水道総務事務２１万３千円。この経費につきまし

ては、下水道事業の推進にかかる旅費及び町が加盟してございます下水道団体への負担金

等という内容で計上させていただいてございます。３番目の下水道事業消費税納付金７８

１万４千円。この経費につきましては、本年度に納付する消費税でございまして、確定申

告分及び３回の中間申告分という内容でございます。

２目下水道建設費。本年度予算額５９２万７千円、前年度５８４万円、比較で増額の８

万７千円。財源内訳は、地方債５３０万円、その他財源６２万７千円でございます。内容

につきましては、地方債５３０万円、これは流域下水道事業債で、充当率は１００％でご

ざいます。その他財源で、現年度受益者負担金１８万５千円、一般会計繰入金４４万２千

円でございます。経費の内容でございます。１番の公共下水道整備事業３０万円。これに

つきましては、新規に下水道へつなぎ込むための公共升を設置する経費でございまして、

全額工事請負費でございます。２番の石狩川流域下水道建設負担金５６２万７千円。この

経費につきましては、北海道が実施をいたします石狩川流域下水道整備にかかる新十津川

町の負担分という内容でございます。なお、新十津川町の負担割合でございますが、２２

年度と同じく処理場の工事につきましては３．３％、管渠工事の工事につきましては３．

７％の負担ということで進めてございます。

続きまして維持管理費。予算書は２５２ページから２５５ページでございます。２項１

目維持管理費。本年度予算額３，０１９万１千円、前年度２，８７５万１千円、比較で増

額の１４４万円でございます。財源内訳はすべてその他財源で、公共下水道使用料３，０

０３万５千円、一般会計繰入金１５万６千円でございます。

経費の内容でございます。１番の下水道管理事務１，１４８万円。この経費につきまし

ては、下水道管理にかかる人件費及び下水道使用料の徴収にかかる振替手数料並びに賦課

事務、電算システムの保守にかかる委託料等が主な内容でございます。２番目の下水道施

。 、 、設維持管理事務６４０万７千円 この経費につきましては 管渠及びみどり中継ポンプ場

また橋本それから工業団地、宮前、この３箇所に設置をしてございますマンホールポンプ

所、計４箇所の維持管理にかかる経費でございます。この中で修繕料３４０万円を計上さ

せていただいてございますが、この内容につきましては、小破の修繕料として２５万円、

それからそのほかに本年度につきましてはみどりの中継ポンプ場、この中にあります汚水

ポンプの羽車の交換というふうなことと、それから全町的な下水道のマンホール高さの調

整ということでございますが、このマンホール高さの調整につきましては、本年度につき

まして菊水区内の５箇所、青葉区内の２箇所、これについて高さの調整をいたしたいとい

うふうに考えてございます。３番の石狩川流域下水道組合管理運営負担金１，２３０万４

千円でございます。この経費は６市４町で構成をしてございます石狩川流域下水道組合が

維持管理をしております奈井江浄化センターの維持管理に要する経費のうち、新十津川町

負担分ということでございまして、共同負担分といたしまして２３８万９千円、水量負担

分といたしまして、一応流入水量割ということで本町といたしましては４０万立方メート
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ルを処理を委託をしたいということで、１，０００万円等が主な内容でございます。

、 。 、 、 。続きまして 公債費 予算書は次のページ ２５４ページ ２５５ページでございます

２款１項１目元金。本年度予算額１億９７３万４千円、前年度１億１，７１８万４千円、

比較で減額の７４５万円でございます。財源内訳はすべてその他財源でございまして、内

容は現年度受益者負担金３５万５千円、一般会計繰入金１億９３７万８千円、前年度繰越

金１千円でございます。

経費の内容でございますが、地方債の償還元金１億９７３万４千円。これにつきまして

は、平成４年から平成１７年度債の償還元金ということでございます。

２目利子。本年度予算額４，１７８万７千円、前年度４，４２０万円、比較で減額の２

４１万３千円。財源内訳はすべてその他財源でございまして、公共下水道使用料２，８９

６万５千円、公共下水道使用料滞納繰越分１千円、一般会計繰入金１，１７１万５千円、

延滞金１千円、消費税還付金１１０万５千円という内容でございます。

経費の内容でございますが、１番目、地方債の償還利子４，１７７万円。それから２番

目の一時借入金利子１万７千円ということでございます。

以上、歳出合計。本年度予算額１億９，５８０万６千円、前年度２億１，０３５万７千

円、比較で減額の１，４５５万１千円。財源の内訳は地方債５３０万円、その他財源１億

９，０５０万６千円でございます。

続きまして、予算書は次のページ、２５６ページでございます。給与費明細でございま

す （１）総括。職員数は本年度につきましても、前年と同じく１人でございます。給与。

費のうち給料は前年対比７万４千円の増、職員手当は３万５千円の減でございまして、計

３万９千円の増になってございます。共済費８万５千円の増でございまして、合計、前年

対比１２万４千円の増額となってございます。なお、職員手当の内容は下段の表、給料及

び手当の上限明細は２５７ページの表のとおりでございます。また２５８ページ、給料及

び手当の状況につきましては、職員１人当たりの給与につきましては、平成２３年２月１

日現在で平均給料月額３１万５，４００円、平均給与月額４１万５，８１２円、平均年齢

３９歳１ヶ月でございます。次のイの初任給以下につきましては、一般会計と同じであり

ますので省略をさせていただきます。

次に歳入でございます。予算書は２４６ページ、２４７ページでございます。１款１項

１目受益者負担金。本年度予算額６８万円、前年度２９万２千円、比較で増額の３８万８

千円。１節現年度負担金６７万９千円。内容につきましては、現年度受益者負担金６７万

９千円でございます。これにつきましては６件分を計上いたしてございます。２節滞納繰

越分１千円。内容でございますが、受益者負担金滞納繰越分１千円。これは科目存置のた

め計上させていただいてございます。

２款１項１目下水道使用料。本年度予算額５，９００万１千円、前年度５，８９６万９

、 。 ， 。 。千円 比較で増額の３万２千円 １節現年度使用料５ ９００万円 内容でございますが

公共下水道使用料５，９００万円でございます。この公共下水道使用料につきましては、

過去５カ年の実績の最低値ということで、平成１７年度の部分を丸めまして５，９００万

円を計上させていただいてございます。２節滞納繰越分１千円。内容につきましては、公

共下水道使用料滞納繰越分１千円ということで、科目存置のため計上をしてございます。

３款１項１目他会計繰入金。本年度予算額１億２，９７１万８千円、前年度１億４，５

８９万４千円、比較で減額の１，６１７万６千円。１節一般会計繰入金１億２，９７１万

８千円。内容につきましては、一般会計からの繰入金でございまして、１億２，９７１万

８千円でございます。

４款１項１目繰越金。本年度予算額１千円、前年度予算額１千円、比較ゼロ。１節繰越

金で１千円。内容につきましては、科目存置のため１千円を計上させていただきました。
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続きまして、２４８ページ、９ページでございます。５款１項１目延滞金。本年度予算

額１千円、前年度１千円、比較ゼロ。１節延滞金１千円。内容につきましては、科目存置

のため計上をしてございます。

２項１目雑入。本年度予算額１１０万５千円、前年度ゼロ、比較で皆増の１１０万５千

円でございます。１節雑入１１０万５千円。内容につきましては、消費税の還付金１１０

万５千円でございます。この消費税還付金につきましては、平成２２年度申告の消費税の

還付金でございまして、２１年度決定分が２２年９月でございまして、その金額が２２年

分にも影響するということから、今回計上をさせていただいてございます。

６款１項１目下水道事業債。本年度予算額５３０万円、前年度５２０万円、比較で増額

の１０万円。１節下水道事業債５３０万円。内容につきましては、流域下水道事業債５３

０万円でございます。

歳入合計。本年度予算額１億９，５８０万６千円、前年度２億１，０３５万７千円、比

較で減額の１，４５５万１千円でございます。

以上で、平成２３年度新十津川町下水道事業特別会計の内容の説明を終わります。よろ

しくご審議のほどお願いを申し上げます。

○議長（長名 實君） 説明が終わりましたので、ただちに質疑に入ります。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑がないようですので、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第１５号を採決いたします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１５号、平成２３年度新十津川町下水道事業特別会計予算は、原案

のとおり可決されました。

◎議案第１６号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（長名 實君） 日程第６、議案第１６号、平成２３年度新十津川町農業集落排水

事業特別会計予算を議題といたします。

それでは歳入、歳出の予算説明を一括して求めます。

建設課長。

〔建設課長 岩井良道君登壇〕

○建設課長（岩井良道君） それでは議案第１６号、平成２３年度新十津川町農業集落排

水事業特別会計予算の内容のご説明をさせていただきます。予算書は２６６ページ、２６

７ページをお開き願います。最初に歳入歳出予算事項別明細書でございます。総括。歳入

でございます。１款使用料及び手数料。本年度予算額６８０万１千円、前年度予算額６０

１万１千円、比較で増額の７９万円。２款繰入金。本年度予算額４，１６９万６千円、前

年度予算額４，４８３万４千円、比較で減額の３１３万８千円。３款繰越金。本年度予算

額１千円、前年度予算額１千円、比較ゼロ。４款諸収入。本年度予算額１万９千円、前年

度予算額６万８千円、比較で減額の４万９千円。歳入合計。本年度予算額４，８５１万７
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千円、前年度予算額５，０９１万４千円、比較で減額の２３９万７千円でございます。

次に歳出でございます。１款農業集落排水事業費。本年度予算額６６２万２千円、前年

度予算額５８９万１千円、比較で増額の７３万１千円。財源内訳はその他財源で６６２万

２千円でございます。２款公債費。本年度予算額４，１８９万５千円、前年度予算額４，

５０２万３千円、比較で減額の３１２万８千円。財源内訳はその他財源で４，１８９万５

千円でございます。歳出合計。本年度予算額４，８５１万７千円、前年度予算額５，０９

１万４千円、比較で減額の２３９万７千円。財源内訳はその他財源４，８５１万７千円で

ございます。

続きまして、歳出の内容につきましてご説明をいたします。２７２ページ、２７３ペー

ジからでございます。１款１項１目農業集落排水事業費。本年度予算額１万８千円、前年

度６万７千円、比較で減額の４万９千円。財源内訳はすべてその他財源で１万８千円。こ

れは農業集落排水事業償還基金預金利子でございます。

経費の内容でございますが、農業集落排水事業償還基金積立金１万８千円。基金の預金

利子を積み立てるものでございます。

２項１目維持管理費。本年度予算額６６０万４千円、前年度５８２万４千円、比較で増

額の７８万円でございます。増額の主なものにつきましては、修繕料の増ということでご

ざいます。財源内訳はすべてその他財源で、現年度使用料６６０万３千円、使用料滞納繰

越分１千円でございます。経費の内容でございますが、１番の農業集落排水施設維持管理

事務６５９万円。この経費につきましては、大和、花月にございます排水処理施設にかか

る維持管理経費でございまして、利用施設の電気料、修繕料等の需用費、浄化槽の点検、

汚泥処理にかかる手数料、それと処理施設にかかる委託料が主なものでございます。なお

この中で修繕料につきましては、通常の小破修繕それと大和、花月地区の動力制御板の部

品交換、それから花月地区の非常用発電設備の部品交換ということで計上をさせていただ

いてございます。２番目の農業集落排水事業使用料徴収事務１万４千円。この経費につき

ましては、使用料徴収にかかる金融機関への口座振替のための手数料でございます。

続きまして、公債費でございます。２７２ページから２７５ページでございます。２７

４ページ、２７５ページをお開き願いたいと思います。２款１項１目元金。本年度予算額

３，５７９万２千円、前年度３，８２２万８千円、比較で減額の２４３万６千円でござい

。 、 ， 、ます 財源内訳はすべてその他財源でございまして 一般会計繰入金２ ４１７万４千円

， 、 。農業集落排水事業償還基金繰入金１ １６１万７千円 前年度繰越金１千円でございます

経費の内容は、地方債償還元金３，５７９万２千円。この経費につきましては、平成７

年度から平成１２年度債の償還元金ということでございます。

２目利子。本年度予算額６１０万３千円、前年度６７９万５千円、比較で減額の６９万

２千円。財源内訳はすべてその他財源で、現年度使用料１９万７千円、一般会計繰入金５

９０万５千円、延滞金１千円でございます。

経費の内容は、地方債の償還利子６１０万３千円でございます。

以上、歳出合計。本年度予算額４，８５１万７千円、前年度５，０９１万４千円、比較

で減額の２３９万７千円。財源内訳はすべてその他財源で４，８５１万７千円でございま

す。

次に、歳入でございます。予算書は２６８ページ、２６９ページからでございます。１

款１項１目下水道使用料。本年度予算額６８０万１千円、前年度６０１万１千円、比較で

増額の７９万円。１節現年度使用料６８０万円。内容につきましては、現年度の使用料６

８０万円でございます。この集落排水事業の使用料につきましても、過去５カ年実績の最

低を計上させていただいてございます。集落排水事業につきましては、平成１９年度が過

去５カ年で最低になっておりますので、その金額を歳入として見込んでございます。



- 215 -

２節滞納繰越分１千円。内容でございますが、科目存置のため繰越分として１千円を計

上させていただいてございます。

２款１項１目他会計繰入金。本年度予算額３，００７万９千円、前年度３，２２３万４

千円、比較で減額の２１５万５千円。１節一般会計繰入金３，００７万９千円。

内容につきましては、一般会計からの繰入金３，００７万９千円でございます。

２項１目基金繰入金。本年度予算額１，１６１万７千円、前年度１，２６０万円、比較

で減額の９８万３千円。１節基金繰入金１，１６１万７千円。内容につきましては、農業

集落排水事業償還基金からの繰入金１，１６１万７千円でございます。

３款１項１目繰越金。本年度予算額１千円、前年度予算額１千円、比較ゼロ。１節繰越

金１千円。内容につきましては、科目存置のため計上させていただいてございます。

次に、４款１項１目延滞金。次のページ、２７０ページ、２７１ページでございます。

１目延滞金。本年度予算額１千円、前年度１千円、比較ゼロ。１節延滞金１千円。内容に

つきましては、科目存置のため計上させていただきました。

２項１目預金利子。本年度予算額１万８千円、前年度６万７千円、比較で減額の４万９

千円。１節預金利子１万８千円。内容につきましては、農業集落排水事業償還基金預金利

子１万８千円でございます。

以上、歳入合計。本年度予算額４，８５１万７千円、前年度５，０９１万４千円、比較

で減額の２３９万７千円でございます。

、 。以上で 平成２３年度新十津川町農業集落排水事業特別会計の内容の説明を終わります

よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。

○議長（長名 實君） 説明が終わりましたので、ただちに質疑に入ります。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑がないようでありますので、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第１６号を採決いたします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 異議なしと認めます。

、 、 、したがって 議案第１６号 平成２３年度新十津川町農業集落排水事業特別会計予算は

原案のとおり可決されました。

この場で暫時休憩をいたします。

（暫時休憩）

○議長（長名 實君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

◎委員会報告第１号の上程、報告、質疑、討論、採決

○議長（長名 實君） 日程第７、委員会報告第１号、総務民生常任委員会審査報告、請

願第１号、住民の安全・安心なくらしを支える交通運輸行政の充実を求める請願を議題と

いたします。

本件につきましては、審査結果が議長宛に報告されていますので、所管総務民生常任委
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員会から報告を求めます。

総務民生常任委員長、長谷川秀樹君。

〔総務民生常任委員長 長谷川秀樹君登壇〕

○総務民生常任委員長（長谷川秀樹君） 議長のご指示でございますので、審査結果を報

告いたします。

委員会報告第１号。総務民生常任委員会審査報告書。本委員会に付託の請願を審査した

結果、次のとおり決定したので、会議規則第７７条の規定により報告します。

記。議案等の番号、請願第１号。件名、住民の安全・安心なくらしを支える交通運輸行

政の充実を求める請願。審査結果、不採択とすべきもの。

以上、報告といたします。よろしくご審議のほど、ご賛同いただきますようよろしくお

願いいたします。

○議長（長名 實君） 総務民生常任委員長の審査結果報告を終わります。

本請願の委員長報告に対する質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

委員長報告は不採択とすべきものでございますので、まず原案に対し賛成の方の討論を

許します。

１０番、樋坂里子君。

〔１０番 樋坂里子君登壇〕

○１０番（樋坂里子君） お許しをいただきましたので、請願第１号、住民の安全・安心

なくらしを支える交通運輸行政の充実を求める請願について、紹介議員として賛成討論を

させていただきます。

請願の趣旨は、住民のくらしにとって衣食住と並ぶほど交通運輸の役割は重大であるの

に、政府は国の出先機関を廃止する方針を打ち出しています。安全・安心に移動し、運ぶ

ことは国の基本的人権のひとつであり、その交通運輸が安全・安心に営まれるように指導

するのが行政の役割ではありませんか。請願は国が責任を持って実施すること、地方運輸

局を充実すること、広大な北海道の運輸支局を拡充するように関係機関に意見書を提出し

て欲しいというものであります。国の出先機関は身近にあって私たちのくらしを支えてい

るところです。私は国の責任を放棄する国の出先機関の廃止を止め、安全・安心の交通運

輸の道を行くためのもので、不採択とすべきではないと思いますので、請願１号に賛成を

いたすものです。

議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。

○議長（長名 實君） 次に、原案に対し、反対の方の討論を許します。

１番、岩木雅徳君。

〔１番 岩木雅徳君登壇〕

○１番（岩木雅徳君） 議長のお許しをいただきましたので、請願第１号、住民の安全・

安心なくらしを支える交通運輸行政の充実を求める請願について、原案反対の立場から討

論いたします。

地域主権戦略大綱の閣議決定で、国の出先機関としての廃止方針を出し、地方運輸局も

廃止対象とされ、全国知事会ではそのほとんどの事務を地方委譲もしくは廃止、民営化す

べきとされており、国交省の出先機関で各県ごとに地方運輸支局、自動車検査登録事務所

や海事事務所が設置され、地方の交通運輸にかかわる行政を担ってきましたが、地域主権
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の確立を推進するにあたり、国は地方公共団体の自主性、自立性を阻害することのないよ

うに努め、地方公共団体の代表者から現場の実態と感覚を聴取し、国と地方の適切な役割

分担の実現に取り組んでいく必要があり、指導監督することが必ずしも国の運輸行政組織

の役割とはいえないことと、国として今早急に廃止の結論を出す時期とは想定出来得ない

ということで、住民の安全・安心なくらしを支える交通運輸行政の充実を求める請願に反

対するものであります。

議員各位のご賛同をお願いいたします。

○議長（長名 實君） ほかに討論はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これより請願第１号を採決いたします。

この採決は起立により行います。

本請願に対する委員長報告は不採択とすべきものであります。

請願第１号、住民の安全・安心なくらしを支える交通運輸行政の充実を求める請願を採

択することに賛成の方は起立を願います。

〔賛成者起立〕

○議長（長名 實君） 起立少数です。

したがって、請願第１号、住民の安全・安心なくらしを支える交通運輸行政の充実を求

める請願は、不採択とすることに決定をいたしました。

◎議案第２２号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（長名 實君） 日程第８、議案第２２号、平成２２年度新十津川町一般会計補正

予算（第１０号）についてを議題といたします。

提案理由並びに内容の説明を求めます。

町長。

〔町長 植田 満君登壇〕

○町長（植田 満君） ただいま上程されました議案第２２号に入る前に、ご説明をする

前に、午前中にちょっと欠席をさせていただきまして、誠に申し訳なく思っております。

欠席した理由は、昨日北海道の人事の内示がございまして、空知農業改良普及センターの

普及員が現状よりも定数が削減されるというふうなことから、急遽農業協同組合の宮本組

合長さんとご一緒いたしまして、なんとかひとつ現状を確保してもらうべく、要請に空知

総合振興局に行ってまいりまして、振興局長に対して強く要請をしてきたところでござい

ます。果たしてどのような結果になるか、局長の話ですと、もうすでに内示をしているか

らなというふうな話であったのですけれども、それはそれといたしまして、なんとかひと

つ基幹産業である農業、特に水稲の普及員が削減をされるということなものですから、特

に強く申し入れをいたしまして帰ってきたところでございます。そのようなことから欠席

をさせていただいたということでございまして、ひとつご了解をたまわればというふうに

思っております。２３年度の一般会計予算ほか４特別会計の議決をたまわりましたことに

ついて、お礼を申し上げたいと思います。

それでは議案の説明に入らさせていただきます。ただいま上程いただきました議案第２

２号、平成２２年度新十津川町一般会計補正予算（第１０号）でございます。

平成２２年度新十津川町一般会計補正予算（第１０号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１００万円を追加し、歳入歳出
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予算の総額を歳入歳出それぞれ６１億９，０８１万５千円とする。

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

予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正による。

、 、 、 。恒例によりまして ７ページ ８ページ 内容の説明をさせていただきたいと思います

７ページ、８ページをお開き願いたいと思います。歳入歳出予算補正事項別明細書でござ

。 。 。います まず歳入の方からご説明申し上げます 補正のある款のみとさせていただきます

１９款繰入金。補正額１００万円、計５，３４７万８千円。合計、補正額で１００万円で

ございまして、歳入総額６１億９，０８１万５千円でございます。

続きまして、歳出でございます。同様に補正のある款のみでございまして、２款総務費

でございます。１００万円。計３億５，３４８万円。財源の内訳につきましては、すべて

一般財源で１００万円でございます。補正額の合計が１００万円。歳出総額につきまして

は６１億９，０８１万５千円で、財源の内訳についてはすべて一般財源ということになっ

てございます。

続きまして、１１ページ、１２ページをお開き願いたいと思います。２款１項１０目の

諸費でございます。既定額で７，４８２万９千円、補正額で１００万円でございまして、

計７，５８２万９千円でございます。財源の内訳といたしましては、すべて一般財源でご

ざいまして、説明欄でございまして、１３番、これは昨日内容等を説明させていただいて

、 。おりますけれども 東北地方の太平洋沖地震見舞金ということで１００万円でございます

日増しに本当に犠牲になられた方が出てきておられるということで、本当にあの災害の

大きさというか、そういったものをそれぞれ感じ取っておられるのではなかろうかなとい

うふうに思っております。昨日副町長が空知総合振興局に行かれまして、新十津川町とし

てできるもののことにつきましてリストアップしまして、お届けしてまいりましたので、

そういった中で要請があるものについてはしっかりと新十津川町としても対応したいとい

うふうに思っております。すでに広域消防につきましては、３月の２１日から３名の方が

派遣をされるということに決定をしてございますし、西空知広域水道企業団におきまして

も職員の派遣要請がありましたので、これらについては了解をいたしいております。それ

で職員については１名ということで、日程的には１０日間程度ということでございますか

ら、そういった中で現地で困っている方を助けてあげるというか、１日も早くそういった

窮状を救って上げるということに全力を尽くしてもらえればなというふうに思っている次

第でございます。

以上申し上げまして、説明に代えさせていただきます。どうかよろしくご審議の上、議

決たまわりたくお願いを申し上げます。

○議長（長名 實君） 提案理由並びに内容の説明を終わります。

ただちに質疑に入ります。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これより議案第２２号を採決いたします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
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〔 異議なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２２号、平成２２年度新十津川町一般会計補正予算（第１０号）に

ついては、原案のとおり可決されました。

◎議案第２３号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（長名 實君） 日程第９、議案第２３号、工事請負契約の締結についてを議題と

いたします。

提案理由並びに内容の説明を求めます。

町長。

〔町長 植田 満君登壇〕

○町長（植田 満君） ただいま上程をいただきました議案第２３号、工事請負契約の締

結について。

町は、次のとおり請負契約を締結する。

、 、 。 、 、１ 契約の目的 新十津川小学校耐震補強・大規模改修建築主体工事 ２ 契約の方法

指名競争入札。３、工事場所、新十津川町字中央。４、契約金額、２億５，６７２万５千

円。５、契約の相手方、久保田・泰進特定建設工事共同企業体。代表者、樺戸郡新十津川

町字中央５３０番地１、株式会社久保田組、代表取締役、久保田良二。構成員、滝川市流

通団地３丁目７番３１号、株式会社泰進建設滝川本店、滝川本店長、加藤研二。

提案理由でございます。議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例第２条の規定により、議決を求めるものでございます。

なお、裏面に参考資料として、指名業者、工事の概要、履行期限を掲載してございます

ので、お目通しを願いたい思います。よろしくご審議の上、議決たまわりますようお願い

を申し上げます。

○議長（長名 實君） 提案理由並びに内容の説明を終わります。

ただちに質疑に入ります。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これより議案第２３号を採決いたします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２３号、工事請負契約の締結については、原案のとおり可決されま

した。

◎議案第２４号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（長名 實君） 日程第１０、議案第２４号、工事請負契約の締結についてを議題

といたします。
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提案理由並びに内容の説明を求めます。

町長。

〔町長 植田 満君登壇〕

○町長（植田 満君） ただいま上程いただきました議案第２４号、工事請負契約の締結

について。

町は、次のとおり請負契約を締結する。

、 、 。 、 、１ 契約の目的 新十津川小学校耐震補強・大規模改修機械設備工事 ２ 契約の方法

指名競争入札。３、工事場所、新十津川町字中央。４、契約金額、１億１，７１８万円。

５、契約の相手方、池田・日出・空知特定建設工事共同企業体。代表者、札幌市北区北１

２条西３丁目１番１０号、池田暖房工業株式会社、代表取締役社長、池田薫。構成員、樺

戸郡新十津川町字弥生１番地７、株式会社日出開発、代表取締役、近藤陽介。構成員、樺

戸郡新十津川町字大和１２１番地３、有限会社空知工業、代表取締役、古屋貞夫。

提案理由でございます。議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例第２条の規定により、議決を求めるものでございます。

なお参考資料として、裏面に１、指名業者、２、工事の概要、３、履行期限を掲載して

ございますので、お目通しを願いたいというふうに思います。

以上、提案理由並びに内容の説明を申し上げました。よろしくご審議の上、議決たまわ

りたくお願いを申し上げます。

○議長（長名 實君） 提案理由並びに内容の説明を終わります。

ただちに質疑に入ります。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これより議案第２４号を採決いたします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２４号、工事請負契約の締結については、原案のとおり可決されま

した。

◎諮問第１号の上程、説明、質疑、採決

○議長（長名 實君） 日程第１１、諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦についてを

議題といたします。

提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。

町長。

〔町長 植田 満君登壇〕

○町長（植田 満君） ただいま上程いただきました諮問第１号、人権擁護委員の候補者

の推薦について。

人権擁護委員の候補者に次の者を推薦したいので、意見を求める。
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住所、樺戸郡新十津川町字中央１２番地１３０。氏名、宮野康子。昭和２４年３月１８

日生まれ。

。 、 。提案理由 人権擁護委員法第６条第３項の規定により 意見を求めるものでございます

宮野氏は平成１４年７月から３期９年間にわたりまして人権擁護委員としてご活躍をい

ただいてございます。同氏は温厚で実直な方であり、なおかつ人格識見も高く、広く社会

の実情に精通され、またこれまでのご経験から人権擁護について深い理解を兼ね備えてご

ざいます。引き続き、人権擁護委員として推薦をいたしたいとするものであります。なに

とぞご同意くださいますようお願いを申し上げます。

○議長（長名 實君） 提案理由並びに内容の説明が終わりました。

本案件は人事案件であり、意見のまとめは適任、不適任の議決でありますので、この点

につきましてご配慮の上対応していただきたいと思います。

それではただちに質疑に入ります。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

討論を省略いたします。

これより採決をいたします。

諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦については、本議会として適任の意見といたし

たいと思いますが、これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 異議なしと認めます。

したがって、諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦については、適任とすることに決

定をいたしました。

◎諮問第２号の上程、説明、質疑、採決

○議長（長名 實君） 日程第１２、諮問第２号、人権擁護委員候補者の推薦についてを

議題といたします。

提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。

町長。

〔町長 植田 満君登壇〕

○町長（植田 満君） ただいま上程をいただきました諮問第２号、人権擁護委員の候補

者の推薦について。

人権擁護委員の候補者に次の者を推薦したいので、意見を求める。

住所、樺戸郡新十津川町字中央１２番地７４。氏名、出田輝義。昭和２０年１０月２５

日生まれ。

。 、 。提案理由 人権擁護委員法第６条第３項の規定により 意見を求めるものでございます

出田氏におかれましては、平成２０年７月から１期３年間にわたり人権擁護委員として

ご活躍をしていただいております。また町職員時におきましては、総務課で人権擁護業務

に携わっておられ、人権活動と役割を熟知しておられます。また現在は行政区長としてご

活躍されておりまして、地域の諸課題の解決、あるいは人権啓発活動にもご尽力をいただ

いております。このようなことから引き続き、人権擁護委員として推薦をいたしたいとす

るものでございますので、なにとぞご同意くださいますようお願いを申し上げます。

○議長（長名 實君） 提案理由並びに内容の説明が終わりました。

本案件につきましても、人事案件であり、意見のまとめは適任、不適任の議決でありま
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すので、この点につきましてご配慮の上対応していただきたいと思います。

それではただちに質疑に入ります。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

討論を省略いたします。

これより採決をいたします。

諮問第２号、人権擁護委員候補者の推薦については、本議会として適任の意見といたし

たいと思いますが、これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 異議なしと認めます。

したがって、諮問第２号、人権擁護委員候補者の推薦については、適任とすることに決

定をいたしました。

◎意見書案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（長名 實君） 日程第１３、意見書案第１号、地域医療存続のための医師確保に

関する意見書を議題といたします。

提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。

議会運営委員長、続木俊一君。

〔議会運営委員長 続木俊一君登壇〕

○議会運営委員長（続木俊一君） 議長の指示がありましたので、ただいまご上程をいた

だきましたところの意見書案第１号につき、その内容の説明をいたします。

平成２３年３月１７日に提出であります。新十津川町議会議長、長名實様。提出者、賛

成者につきましては、記載のとおりですので省略をいたします。

地域医療存続のための医師確保に関する意見書。

このことについて、新十津川町議会会議規則第１４条の規定により、別紙のとおり提出

する。

地域医療存続のための医師確保に関する意見書につきまして、朗読をもって説明とさせ

ていただきます。

医師不足の現状は、抜本的解決がなされないまま深刻な社会問題となっており、閉鎖に

追い込まれる診療科や病院のみならず、地域医療が崩壊する危機的状況も生じている。

平成16年に始まった「新医師臨床研修制度」により、医師の地域偏在が進み、地方で勤

務する医師の不足が深刻な状況になっており、医師不足からくる過酷な勤務状況であると

ともに出張医勤務に多額な費用を要して病院経営が非常に困難な状況にあることから、早

急な解消対策が求められている。

、 、住民の安全と安心を確保するため 救急医療をはじめとする地域医療体制の整備に当り

何よりもまず安定した医師の確保が必要である。

以上のことから、地方の医師不足と医師の偏在を解消し、安心できる地域医療体制が存

続できるよう下記の施策を国において緊急に講ぜられることを求める。

記。

医師不足の解消や地域ごと・診療科ごとの医師偏在の是正を図るために、医師臨床研修

「 」 、において医師の技術修得はもとより 医は仁術 という医療の基本を修得することを期し

医師不足地域での数年間の勤務義務など医師派遣体制を構築する法的措置を講じること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成23年３月17日。北海道樺戸郡新十津川町議会議長、長名實。

提出先につきましては、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、総務

大臣。

以上でございます。議員の皆さんにはご審議の上、ご協賛をたまわりますようにとよろ

しくお願いをいたすところであります。

○議長（長名 實君） 提案者の提案理由並びに内容の説明を終わります。

ただちに質疑に入ります。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これより意見書案第１号を採決いたします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 異議なしと認めます。

したがって、意見書案第１号、地域医療存続のための医師確保に関する意見書は、原案

のとおり可決されました。

提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、総務大臣といたし

ます。

◎閉会中委員会所管事務調査申し出について

○議長（長名 實君） 日程第１４、閉会中委員会所管事務調査申し出についてを議題と

いたします。

本件につきましては、皆さんのお手元に配布してございますが、それぞれの常任委員会

並びに議会運営委員会から、地方自治法第１０９条第６項及び第１０９条の２の規定、ま

た新十津川町議会会議規則第７３条の規定に基づき、申し出がございますので、これを許

可することにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

○議長（長名 實君） 異議なしと認めます。

、 、 。したがって 本件につきましては 申し出のとおり許可することに決定をいたしました

◎町長あいさつ

○議長（長名 實君） 以上をちまして、今期定例会に付議された議件はすべて議了いた

しました。

ここで任期満了になります植田町長より発言を求められておりますので、これを許可い

たします。

それでは町長、登壇の上発言を願います。

〔町長 植田 満君登壇〕

○町長（植田 満君） 先ほども申し上げさせていただきましたように、平成２３年の第

１回町議会定例会、３月８日に開会をしていただきまして本日まで、本当にありがとうご
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ざいました。ご苦労様でございました。ご提案申し上げました２３年度の一般会計ほか４

特別会計については、すべて議了していただきましたことについて、あらためまして感謝

とお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。特に今回は追加議案

として、東日本をおそった大震災、大津波による被害として見舞金の追加議案を提出させ

ていただき、これらにつきましてもすべて議了していただきましたことについて、本当に

感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。

さてあの１９年、早いものでもう４年になりますけれども、平成１９年の４月に町民の

皆さん方の暖かい、そして議会議員の皆様方の温かいご支援によりまして、町長という大

役を仰せつかったわけでございます。実は前町長の小畑町長がまさか１期でご勇退をされ

るなんてことはまったく予想だにもしていなかった中で、そういった中で私も今回そのよ

うな中で出馬の決意をさせていただいたところでございます。その中で幸いにも町民の皆

様をはじめ、議会の皆様そして職員の皆さん方の温かいご支援によって今日までその職責

を全う出来たのかなというふうに思っているところでございます。本当に感謝を申し上げ

たいと思います。思い起こせば、この４年間につきましては、町にとって大きな今回のよ

うな東日本を襲ったああいったような災害もなく、町にとっては極めて平穏な４年間でな

かったのかなというふうに思っているところでございます。これは町民にとっても、やは

り議会の皆さん方におかれましてもなによりでないのかなというふうに、あらためて思っ

ている次第でございます。就任時、公約に掲げさせていただきました件につきましては、

１４日の１０番の樋坂議員さんからのご質問に対してお答えをさせていただきましたの

で、今更申し上げる気持ちはございませんですけれども、なによりも１２０年の記念すべ

き年に遭遇出来たということは、私にとっても本当に幸せな思いでいっぱいでございまし

た。本当にありがたく思っております。これまでの先人の皆様方に感謝を申し上げたい。

本当に歴史に対する感謝といったものを忘れないでいかなければならないと思いますし、

本当にこれからもそういったことを思い続けていかなければならないのかなというふうに

思っている次第でございます。

今日で各本日議員さんとの、この事情でこのように相対するということはもう、この議

員さんのメンバーの中でお会いすることはないのかもしれませんですけれども、私もこの

たびの２期目に向けて、前回、昨年の１２月の定例会におきまして質問があったように、

長谷川議員さんから質問あったように、挑戦をさせていただくべく決意をさせていただい

ております。各議員の皆さん方も再度挑戦される方もおられますし、今回でご勇退される

議員さんもおられるようでございますけれども、本当にこの４年間いろいろな面でお世話

になりましたことを感謝申し上げ、そしてこれからますますご勇退される議員さんにおか

れましても、いろいろな面で町の振興発展のためにご支援、ご協力をたまわればなという

ふうに思っておりますし、いろいろな面でまたご支援を願えればというふうに思っている

次第でございます。いずれにいたしましても、本当にこの４年間いろんな面でお世話にな

りましたことを篤くお礼と感謝を申し上げまして、私のお礼の言葉に代えさせていただき

たいと思います。本当に４年間ありがとうございました。

○議長（長名 實君） 以上で、町長の発言を終わらせていただきます。

◎議長あいさつ

○議長（長名 實君） それでは私からもひと言ごあいさつを申し上げさせていただきま

す。議場の高いところからではございますが、お許しをいただきまして、今任期最終の定

例会の閉会にあたり、一言ごあいさつを申し上げさせていただきます。

私どもにとりまして今任期の最後となる平成２３年第１回定例会が、３月８日から招集

されました。そしてその最終日を迎えることができました。そして今定例会に付されまし
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た議件すべて原案どおり可決、閉会を迎えることができまして、この間議員各位をはじめ

理事者、管理職の皆さん方の議会運営に対する特段のご配慮、ご協力に感謝を申し上げる

ところでございます。今議会では平成２３年度一般会計予算をはじめ４特別会計予算と、

町民に直接関係する数々の重要な案件をご審議いただき、議員各位が一人ひとりが、町民

一人ひとりの立場に立ち、日々町民の生活向上と安定に対する思いが感じられた議会でも

あったかなと思います。また今任期中、議員各位をはじめ、町理事者、管理職の皆さんが

本町の振興発展のために、そして町民の生活安定と福祉、文化向上に鋭意努力されてきた

ことに深く敬意を表するものでございます。今任期を振り返りますと、国の政権下でトッ

プが再三変わり、フレーズでいいますと再チャレンジ、定額給付金、マニュフェストと、

そのたびに施策を変えるが諸経済の回復はなかなか見えない中、国と地方の財政状況が一

段と厳しくなり、施策の不透明感の中、行政改革、事業仕分け等による財源確保という事

業の見直しが行われ、地方分権はもとより、市町村の地域主権と地方議会のあり方などが

ますます問われている状況下でございます。各自治体の行政改革については、随時進行中

であり、自治体としての自己責任、自己決定の行政システムの確立とともに、我々議会も

行政監視機能及び決議機関としての役割だけではなく、政策の立案などの議員提案そして

地域住民に対する議会の情報開示など、議会の活性化をめざして、議会活性化特別委員会

などにおいて改革に積極的に取り組んできたつもりではございますが、町民の負託に応え

るには道まだ半ばにも行っておらず、今年は１月１日から町の基本条例が施行され、町議

会議員の責務として、町議会議員は町民の代表者として明文化され、議員各位も自己研鑽

と議員相互の連携を図ることがますます大切になってきております。

さて、統一選挙も間近になりました。今期をもちまして勇退されます議員の皆様には長

年にわたって町政の振興発展にご尽力をいただいたこと、心より感謝と敬意を表しますと

ともに、今後ともご厚誼、ご鞭撻をお願い申し上げる次第でございます。またここにおら

れます多数の議員は再選をめざされますが、どうか全員が当選されまして、本町の町政振

興発展にご尽力をいただきたいものと思っております。

終わりに植田町政、町長のもとで４年間は議長という立場で大変貴重な経験をさせてい

ただきました。初めての議長としての力不足の点、多々あったかと思いますが、皆様方の

ご支援をいただきながら務めさせていただきましたこと、心から感謝を申し上げます。ま

たこの会期中には我が国では最大級の大地震により大津波が発生し、東北東日本でいまだ

行方不明の方が数万という大惨事に見舞われ、また自治体本体がなくなってしまうという

ような甚大な被害にあわれた市町村が早期に町が復興することをお祈り申し上げ、私の今

期最終の定例会閉会にあたりまして、ひと言ごあいさつといたさせていただきます。４年

間、誠にありがとうございました。

◎閉会の宣告

○議長（長名 實君） 以上をもちまして、平成２３年第１回新十津川町議会定例会を閉

会いたします。

どうもご苦労さまでした。

（午後 ２時１６分）
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