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平成23年第２回新十津川町議会定例会 

 

平成23年６月27日（月曜日） 

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 

第４ 町長行政報告 

第５ 教育長教育行政報告 

第６ 町政執行方針 

第７ 教育行政執行方針 

第８ 報告第１号 専決処分の報告について 

 第９ 報告第２号 平成22年度新十津川町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につい

て 

第10 報告第３号 新十津川総合振興公社の経営状況の報告について 

第11 議案第29号 新十津川町長及び副町長の給料に関する特別措置条例の制定につい

て（内容説明まで） 

 第12 議案第30号 新十津川町教育委員会教育長の給料に関する特別措置条例の制定に

ついて（内容説明まで） 

 第13 議案第31号 新十津川町総合行政審議会条例の一部改正について 

（内容説明まで） 

第14 議案第32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15 議案第33号 新十津川町税条例の一部改正について 

（内容説明まで） 

第16 議案第34号 新十津川町乳幼児等医療費助成に関する条例の一部改正について 

（内容説明まで） 

 第17 議案第35号 新十津川町国民健康保険税条例の一部改正について 

（内容説明まで） 

 第18 議案第36号 平成23年度新十津川町一般会計補正予算（第１号） 

（内容説明まで） 
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第19 議案第37号 平成23年度新十津川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

（内容説明まで） 

 

 

◎出席議員（11名） 

   １番  安 中  経 人 君    ２番  西 内  陽 美 君 

   ３番  青 田  良 一 君    ４番  山 田  秀 明 君 

   ５番  笹 木  正 文 君    ６番  平 沢  豊 勝 君 

   ７番  長 名    實 君    ８番  後 木  幸 里 君 

９番  樋 坂  里 子 君    10番  西 永  勝 治 君 

   11番  長谷川  秀 樹 君 

 

◎欠席議員（０名） 

 

 

◎地方自治法第 121条により出席した者の氏名 

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   藤 澤  敦 司 君 

  住 民 課 長   小 林    透 君 

  会 計 課 長   長谷川  雄 士 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   辻 山  直 紀 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 

  議 会 事 務 局 長    加 藤  健 次 君 
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◎町民憲章の朗誦 

○議長（長谷川秀樹君） 皆さん、おはようございます。 

開会に先立ちまして、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、朗誦してください。 

〔町民憲章 朗誦〕 

○議長（長谷川秀樹君） ご着席ください。 

                                       

◎開会の宠告 

○議長（長谷川秀樹君） ただいま出席している議員は、11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２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（長谷川秀樹君） 開議に先立ちまして、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。 

青田議会運営委員長。 

〔議会運営委員長 青田良一君登壇〕 

○議会運営委員長（青田良一君） 

〔説明の記載省略〕 

○議長（長谷川秀樹君） 議会運営委員長の報告が終わりました。 

                                       

◎開議の宠告 

○議長（長谷川秀樹君） これより本日の会議を開きます。 

                                       

◎議事日程の報告 

○議長（長谷川秀樹君） 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、よろしくお願いいたします。 

                                       

◎会議録署名議員の指名 

○議長（長谷川秀樹君） 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。 

３番、青田良一君。４番、山田秀明君。両君を指名いたします。 

                                       

◎会期の決定 
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○議長（長谷川秀樹君） 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６月30日までの

４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（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、会期は、本日より６月30日までの４日間と決定いたしました。 

                                       

◎諸般の報告 

○議長（長谷川秀樹君） 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、一部事務組合議会の報告を願います。 

○議長（長谷川秀樹君） 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。 

石狩川流域下水道組合議会につきましては、去る５月30日に開催されたわけですけれども、

その中で、臨時議長を浦臼町の岸泰夫議員が務めております。審議の内容は、選挙３件、議

案２件でございます。選挙第１号の議長の選挙では、奈井江町議会議長、堀松雄議員が議長

に、選挙第２号の副議長の選挙では、赤平市議会議長の獅畑輝明議員が副議長に、選挙第３

号の組合長の選挙では、滝川市長前田康吉議員が組合長に、それぞれ当選いたしました。議

案第１号の副組合長の選任につきましては、滝川市副市長吉井氏を選任したい旨の提案があ

り、これに同意いたしました。議案第２号、監査委員の選任につきましては、監査委員２名

のうち議会選出監査委員として、滝川市議会議長の東英男議員を選任することに同意をいた

したところでございます。 

以上で、平成23年石狩川流域下水道組合議会第１回臨時会の報告といたします。 

監査委員ですが、ちょっと訂正させていただきますけれども砂川市議会議長の東英男議員

ということですので、訂正いたします。以上、報告といたします。 

それでは引き続きまして、西空知広域水道企業団議会の報告を、青田良一君よりお願いい

たします。 

〔３番 青田良一君登壇〕 

○３番（青田良一君） それでは西空知広域水道企業団の議会報告を申し上げます。 

去る５月11日、第１回西空知広域水道企業団議会が開催されました。選挙後の初議会でご

ざいましたので、議長、副議長の選挙ということで实施をされました。私が年長者でござい

ましたので仮議長を務めまして、選挙を实施させていただきました。 

結果といたしまして、議長に雤竜町の藤村氏が、副議長に浦臼町の東藤氏が、それぞれ当

選されました。 

続きまして議案が付議されまして、内容につきましては、補正予算と水道企業団の設置に
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関する条例の一部改正ということでございました。この補正予算につきましては、皆さんご

存知だと思いますけれども、砂川の袋地の一部が砂川の行政区エリアになっておりまして、

独自に水道事業をやっておりましたが、その施設が老朽化して、今度、西空知広域水道の方

の水を利用したいということの申し出があったそうでございます。砂川の市長さんと本町の

企業団長の方で協定を結びまして、その内容を呑んだということで、その経費が今回補正予

算として計上されたところでございます。金額につきましては3,580万５千円ということで、

この金額につきましては、今申し上げましたように、袋地の方にうちの広域水道の水を利用

するための工事費ということでございます。その負担につきましては、すべて砂川市が負担

するといった内容でございます。併せまして、そういったことを条例の中で一部改正するた

めに、エリアの変更といいますか、そういった表現をするための条例の一部改正が行なわれ

たということでございます。 

以上、簡卖ですけども広域水道の方の議会報告とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 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西永勝治君よりお願いいたします。 

〔10番 西永勝治君登壇〕 

○10番（西永勝治君） それでは私の方から、平成23年中空知広域市町村圏組合第１回臨時

会についての内容をご報告申し上げます。５月31日に開催されております。 

为な内容は、組合議員改選後、初めての議会でございまして、为な決議事項は、議長、副

議長の選挙。併せて、監査委員の選任でございます。 

臨時議長、砂川市の東英男議員により議事の進行がされまして、選挙第１号では、議長に

赤平市の獅畑輝明議員が議長になられました。続きまして、選挙第２号、副議長の選挙につ

きましては、新十津川町の長谷川議員が副議長になられました。その後、前田理事長より２

月25日以降５月30日までの行政報告がございました。議案第１号では、監査委員の選任につ

いて、前田理事長より歌志内市、山崎数彦議員を選任する旨の提案がございまして、全会一

致で承認をしたところでございます。 

以上で、中空知広域市町村圏組合議会臨時議会の報告を終わらせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 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安中経人議員より願います。 

〔１番 安中経人君登壇〕 

○１番（安中経人君） それでは滝川地区広域消防事務組合議会の報告を申し上げます。 

会議の内容は、平成23年第１回滝川地区広域消防事務組合議会臨時会でございます。会議

の日時、日程、会期についてでございますが、平成23年５月30日、滝川地区広域消防事務組

合会議审において、会期１日限りで行なわれました。 

会議の内容についてでございますが、初議会につき、道下消防長より地方自治法107条の

規定により、議員中の年長議員、長名實議員が臨時議長に指名されて会議が進行されました。 

会議の内容でございますが、選挙案件が２件ございまして、選挙１号では、滝川地区広域

消防事務組合議会議長の選挙について。２号については、同じく副議長の選挙についてでご
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ざいますが、選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第２項の規定により指名推薦

によることとし、選挙第１号については、長名實議員が指名され、当選となったものでござ

います。同じく２号につきましては、同様に指名推薦により沖田浩一議員が指名されて当選

人となったものでございます。 

次に、議決案件でございます。議案の第１号、滝川地区広域消防事務組合監査委員の選任

についてでございますが、荒木文一氏の提案があり同意し、決定したものでございます。 

次に、議案第２号、平成23年度滝川地区広域消防事務組合一般会計補正予算（第１号）に

ついてでございますが、今回、補正が増額の2,320万６千円でございます。財源の内訳は、

分担金で雤竜町より340万円、道支出金で緊急雇用創出事業費補助金ということで、道補助

金で174万２千円、繰越金1,806万４千円で補正を行なったものでございます。補正の理由は

３つございまして、住宅用火災警報装置促進に伴う費用に174万２千円、それから、職員共

済費、江竜支署の車両３台にパソコン型カーナビゲーションシステムの導入構築ということ

で105万円。それから消防費として1,806万４千円の内訳が、職員共済費が1,701万４千円と、

ただいまの105万円ということでございます。３点目は、雤竜消防施設整備として340万円を

増額するということで、提案どおり可決したものでございます。 

以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） 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。 

〔５番 笹木正文君登壇〕 

○５番（笹木正文君） おはようございます。議長のご指示をいただきましたので、去る５

月30日に行なわれました中空知衛生施設組合第１回臨時議会の報告をいたします。 

 議案は選挙第１号の議長選挙、選挙第２号の副議長選挙、選挙第３号の組合長選挙及び議

案第１号の副組合長の選任、議案第２号の監査委員の選任であります。 

統一地方選挙後、最初の議会ですので、初めに臨時議長の選任が行なわれ、地方自治法第

107条の規定により、年長の議員である当議会の後木幸里議員が臨時議長に選任されました。 

３つの選挙案件につきましては、議長に私笹木が、そして副議長に赤平市議会の獅畑輝明

議員、組合長に滝川市の前田康吉議員が指名推薦により選出されました。次に議案に入り、

組合長の提案により、副組合長に滝川副市長の吉井裕視氏を、そして監査委員に雤竜町議会

の大熊金八議員が選出され、選任が議決されました。この日、審議された案件選挙第１号か

ら３号、議案第１号、２号は、すべて可決され閉会いたしました。 

 以上で、中空知衛生施設組合議会第１回臨時会の報告といたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 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西内陽美君よりお願いいたします。 

〔２番 西内陽美君登壇〕 

○２番（西内陽美君） おはようございます。議長のご支持がありましたので、空知教育セ

ンター組合議会の報告をいたします。 

去る５月31日に招集されました平成23年空知教育センター組合議会第１回臨時会は、選挙
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後初めての議会であります。議長が決定するまで浦臼町の岸泰夫議員が臨時議長を務め会議

を進めました。 

選挙第１号、議長の選挙についてであります。方法につきましては、選考委員会による指

名推薦をすることに決定し、月形町の宮本哲夫議員が当選されました。選挙第２号、副議長

の選挙についてであります。議長選挙同様の方法にて芦別市の池田勝利議員が当選されまし

た。選挙第３号、組合長の選挙であります。指名推薦により滝川市の前田康吉議員が当選さ

れ、空知教育センター組合長に就任されました。議案第１号、副組合長の選任であります。

末松静夫副組合長の平成23年４月27日付けの辞任を受け、前田組合長から副組合長の選任に

ついて提出され、滝川市の吉井裕視氏の選任に同意をし、決定をいたしました。議案第２号、

監査委員の選任であります。平沢豊勝監査委員の平成23年４月30日付け、任期満了を受け、

前田組合長から監査委員の選任について提出され、私、西内が選任されました。議案第３号、

空知教育センター組合議会公印規則の一部改正についてであります。本組合議会公印規則を

一部改正するものとして、平成23年４月１日から適用することと決定されました。なお、議

案第３号、参考資料といたしまして、空知教育センター組合議会公印規則の一部を改正する

規則新旧対照表が添付されております。詳細につきましては、事務局に資料をお届けしてあ

りますので、お目通しをいただきたいと存じます。 

以上で、空知教育センター組合議会第１回臨時会の報告といたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 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樋坂里子君より願います。 

〔９番 樋坂里子君登壇〕 

○９番（樋坂里子君） おはようございます。議長のお許しがありましたので、５月23日に

開かれました空知中部広域連合議会の報告をさせていただきます。 

改選後、初の第１回臨時議会が行なわれましたが、その前に全員協議会が開かれ、相談事

項として、新しい議長、副議長、議会選出の監査委員の選出については、議員間の間での申

し合わせということがありまして、任期４年のうち２年交替で順番が決まっておりました。

議長には上砂川町の堀内議長、副議長には浦臼町の阿部議長、監査委員には歌志内の原田議

員が決められました。 

その後の第１回臨時議会では、議長、副議長、監査委員が指名推薦で選出されました。新

しい議長の下で、議案１件と認定１件が審議され可決されました。 

議案は、一般会計補正予算（第１号）で、歳入歳出にそれぞれ４万９千円を追加し、総額

を4,414万９千円とするものです。４万９千円のうち４万８千円は、平成20年３月で終了し

ました老人保健医療制度の残高で、雑入として一般会計で処理するものです。残の１千円に

つきましては、郵送代、コピー代です。認定１件は、老人保健特別会計歳入歳出決算の認定

で、監査委員の意見をつけて提出され２件とも可決されました。資料につきましては、事務

局に提出してありますので、あとでお目通しください。 

以上で報告を終わります。 

○議長（長谷川秀樹君） 空知中部広域連合議会の報告を終わります。 
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最後に私が関係しております、中・北空知廃棄物処理広域連合議会の報告をいたします。 

去る５月31日に開催されました、平成23年第１回中・北空知廃棄物処理広域連合議会臨時

会の報告をいたします。議長でありました、滝川市の中田翼氏が勇退したことから、副議長

の深川市、東出氏が議長の任に当たり会議が進められました。 

議案の選挙第１号、中・北空知廃棄物処理広域連合議会の議長の選挙につきましては、指

名推薦により、滝川市の水口典一氏が当選されました。議案第１号、中・北空知廃棄物処理

広域連合監査委員の選任につきましては、提案どおり砂川市の東英男氏の選任に同意いたし

ました。報告第１号、平成22年度中・北空知廃棄物処理広域連合一般会計予算繰越明許費の

繰越につきましては、施設費、施設建設費４億8,171万９千円を23年度に繰り越すもので、

原案どおり報告済みといたしました。以上で審議をすべて終わったところでございます。 

以上、中・北空知廃棄物処理広域連合議会の報告といたしますけれども、議案並びに資料

につきましては、事務局に届けておりますので、お目通しいただきたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、一部事務組合議会の報告を終わります。 

これで日程第３の諸般の報告を終わり、すべて報告済みといたします。 

                                       

◎町長行政報告 

○議長（長谷川秀樹君） 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） あらためましておはようございます。平成23年第１回定例会以降に

おける行政報告を申し上げます。 

 はじめに総務課の方の関係から申し上げます。 

 統一地方選挙でございまして、第17回統一地方選挙につきまして、北海道知事選挙、そし

て北海道議会議員選挙が４月の10日、新十津川町長選挙、新十津川町議会議員選挙について

は４月24日の日程で行なわれました。本町におきましては、北海道議会議員選挙、新十津川

町長選挙、新十津川町議会議員選挙の立候補者数が定数を超えず、無投票となり、北海道知

事選挙のみが行われたということでございます。北海道知事選挙における投票日当日の有権

者数は5,980人ということで、投票率については70.55％でございました。前回の選挙におけ

る対比をいたしますと10.46ポイント減尐ということでございます。なお、期日前投票につ

きましては19.93％ということでございまして、前回の15.20％に比べますと4.73ポイント増

ということになってございます。 

続きまして、開町記念式並びに追悼式の関係でございます。このことにつきましても、議

員の皆さん方にご臨席をたまわりました。本当にありがとうございました。６月20日に執行

されまして、母村からは更谷村長、中单議長、新人議員が２名、そして職員の方が２名と、

そして、平谷餅搗き踊り保存会17名の方のほか、町内外から多くの来賓の方々のご参列をい

ただきまして、厳粛のうちに式典が執り行なわれたところでございます。 

続きまして、合祀祭の関係でございますけれども、昨年の８月11日に突然にご逝去されま
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した第２代町長でございました、新十津川町名誉町民の澁川勝石様の合祀祭を、菊水公園で

開町記念式の前日に行なわさせていただきまして、生前の個人のご功績を偲んだところでご

ざいます。 

続きまして、表彰関係でございますけれども、開町121年の記念式典において、その席上

において表彰もさせていただいたところでございますけれども、地方自治の振興に寄与され

た遠藤修己様に功労表彰を授与いたしまして、また、開拓功労者25名及び高額寄附者７名に

対して、感謝状を授与させていただいたところでございます。また、７期21年にわたり民生

委員児童委員として社会福祉の増進に貢献されました、菊水区の津辻昌子様が厚生労働大臣

表彰を授与されました。  

变位、变勲の関係でございますけれども、永年にわたり警察官として社会に貢献された

元北海道警察警部萩原輝俊様が瑞宝双光章を、保護司として犯罪や非行の予防に努め明るい

社会づくりに貢献された寺島敏様が藍綬褒章を４月29日に受章されました。お二方とも、い

ずれも橋本区にお住まいの方でございます。 

次に、地域公共交通関係を申し上げますと、６月３日に第１回新十津川町地域公共交通活

性化協議会を開催をさせていただきまして、今年度の实証運行を８月の１日から９月の30

日までの間に实施することを決定させていただきました。 

次に、まちづくり基本条例の関係でございます。本年１月から施行されてございますけれ

ども、本年２月に設立されました「まちづくり基本条例をすすめる会」の会員の方々によっ

て、条例の策定経緯や内容について、行政区に出向いて説明を行っていただいております。

３月から６月まで４行政区97名の方の参加があったということでございます。 

次に、Ｊ－アラートの整備事業でございます。人工衛星と市町村の防災無線を利用して緊

急情報を伝える「全国瞬時警報システム」、通称「Ｊ－アラート」の設置が３月25日に完了

いたしまして、６月15日から運用を行っております。対象となる緊急時の放送の内容は、震

度５以上の緊急地震速報、それと弾道ミサイル情報などとなってございます。 

次に、東日本大震災の関係でございますけれども、東日本大震災の被災者への義援金に

ついてでございます。６月23日現在で個人、団体合わせてまして561万1,880円の義援金が寄

せられ、日本赤十字社並びに中央共同募金会へ送られてございます。町民の皆様方の善意に

感謝を申し上げますとともに、被災地の１日も早い復旧、復興を祈るところでございます。  

続きまして、消防の関係でございますけれども、平成22年度における出動实績は、火災出

動が２件、救急出動が244件となってございまして、一昨年と比べますと火災出動は１件、

救急出動は19件減尐しているという状況でございます。また、避難訓練は、町内の23の公共

施設等で行われまして、総勢2,464名が参加をされてございます。また、滝川地区広域消防

事務組合の消防演習が６月19日に滝川市で行なわれ、また、昨日、中空知広域消防連合演習

につきましては、昨日、浦臼町で行われたということでございます。 

続きまして、会計課の関係について申し上げます。 

平成22年度の会計が閉鎖されまして、一般会計の歳入総額は63億6,118万9,057円でござい

まして、歳出総額は60億8,114万4,759円で、歳入歳出差引額は２億8,004万4,298円となりま
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した。繰越明許費の一般財源分3,805万２千円及び次年度繰越金１億円を平成23年度へ繰越

し、差し引き实質収支額につきましては１億4,199万2,298円ということで、これにつきまし

ては地方自治法第233条の２の規定により、財政調整基金に積み立てたところでございます。

これにより基金の現在高は、32億8,188万3,765円となっております｡一方、収入未済額につ

いては、町税、公営住宅使用料を含め、一般会計については1,201万1,242円、国保特別会計

については1,561万3,503円となりました。 

次に、住民課の関係についてご報告を申し上げます。 

まず、最初に人口の動態でございますけれども、５月31日現在の人口は7,204名でござい

ます。前年比75人の減尐となっており、世帯数は2,994戸で、前年比４戸の減尐という状況

でございます。65歳以上の高齢者数をみてみますと、2,333人と前年対比で10人増加し、高

齢化比率は32.4％ということで、前年対比0.5ポイント増という状況でございます。人口移

動が最も多い本年３月から５月までの人口動態でございますけれども、転入が95人、転出が

111人でございまして、出生数については７人、死亡者数については12人と、合わせた卖純

増減では21人の減尐ということになってございます。 

次に、交通安全の関係でございますけれども、本町の交通事故死ゼロは、平成18年３月

22日から始まりまして、平成23年５月31日時点で1,897日を達成してございます。現在も更

新中でございます。また、５月11日から20日まで春の交通安全運動が实施され、関係団体の

協力により、朝の街頭指導やパトライト作戦などを展開していただきました。今後におきま

しても、関係団体と連携を図りながら交通安全の推進に努めてまいりたいというふうに思っ

ております。安全・安心推進協会、そして交通安全指導委員会の皆様方、そして、多くの町

民の関係の団体方に対し、交通事故の防止等に日頃努めていただいてることについて、感謝

を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。 

次に、防犯の関係でございますけれども、本年２月１日から５月31日までの本町におけ

る犯罪発生件数は７件でございました。前年同期と比べまして２件減尐しており、全てが窃

盗ということになってございます。また、安全・安心推進協会による青色回転灯パトロール

も活発に行われるなど、防犯活動の広がりが着实な成果として現れてきている結果だという

ふうに思っております。本当に協会の皆さん方に対しまして敬意を表したいというふうに思

っているところでございます。 

次に、保険医療関係でございますけれども、５月末日現在の国民健康保険の加入状況は、

世帯数が1,182戸、被保険者数が2,277名で、前年同期と比べますと、世帯数で23戸の減尐、

被保険者数については、75歳到達による資格喪失者数が増加したことによって75名の減尐と

なってございます。また、後期高齢者医療の被保険者数は５月末日現在で1,254名で、前年

同期と比べますと39名の増加となってございます。次に、重度心身障害者の医療受給者数は

221名で、前年同期と比べますと５名の減尐という状況でございます。次に、ひとり親家庭

等医療受給者数は205名で、前年同期と比べますと14名の減尐ということでございます。次

に、乳幼児等医療受給者数は624名で、昨年の８月からの小学生の通院、中学生の入院と医

療費助成の拡大に伴いまして、前年同期と比べますと223名の大幅な増加となってございま
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す。 

次に、環境衛生の関係でございます。昨年の２月に策定をいたしました新十津川町環境

基本計画で定めた实施計画の实施状況についてですが、綿製品の回収事業につきましては、

平成22年度で40件、233㎏を回収いたしました。回収品につきましては、すべて専門業者に

渡しまして、ウエスとして再製をされているとこでございます。また、廃食用油回収事業は、

５月に回収ボックスを役場ほか６施設に設置をさせていただきまして、５月末日現在で18

リットルの廃食油を回収いたしました。回収した油につきましては、社会福祉法人明和会に

引き渡し、バイオディーゼルの燃料に精製し、自動車燃料として再利用されているところで

ございます。環境家計簿モニター事業につきましては、家庭における使用光熱水量を記録す

ることにより、温审効果ガスの排出量を確認し、環境保全の意識を涵養するとともに、家庭

で出来る地球温暖化対策を促進することを目的としておりまして、現在、モニター家庭を募

集しているところでございます。 

次に、クリーンキャンペーンの实施でございますけども、このキャンペーンについて賛

同いただいた町内各団体19団体が道路、河川敶地等の清掃を实施してございます。このご協

力に対しまして感謝を申し上げたいと思います。また、６月12日を町内一斉クリーンキャン

ペーンの日と定め、チラシ等で一斉清掃に取り組んでいただくよう啓発もいたしてございま

す。 

次に、町税等の平成22年度の収納状況でございますけども、町税等の平成22年度現年度

課税分収納率についてですが、町民税が99.80％、固定資産税については96.15％で、前年比

でそれぞれ0.22、0.14ポイントの増加となってございます。国民健康保険税については、 

99.17％で、前年比0.78ポイントの増加ということになってございます。町税５税合計では、 

98.09％であり、前年比0.07ポイントの増加という状況になってございます。後期高齢者医

療保険料につきましては、平成21年度にあっては収納率99.94％でしたが、平成22年度につ

きましては100％となりました。本年度におきましても、納税義務者の納税意識の向上や、

滞納者の担税力等の把握に努めるとともに、徴税吏員による電話催告や納付相談、臨戸訪問

を充实させていただき、収納率の向上に努めてまいりたいというふうに考えてございます。 

次に、保健福祉課関係でございます。 

ふるさと学園大学でございますけれども、５月12日に入学式が行われまして、本年度208

名の方が入学をいたしました。 

次に、福祉バスの無料運行の関係でございますけれども、平成22年度は127日、延べ847

名の方が利用していただきました。平成23年４月から５月までの利用状況は、23日の運行で

延べ111名の利用があり、昨年同時期と比べますと39名の減となっております。利用申込み

がなく運行しなかった日は、４月及び５月で14日間ございました。 

次に、子ども手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当の関係でございますけれども、５

月末の子ども手当受給者数は371名、対象子ども数は714名となっており、また、児童扶養手

当受給者は、母子世帯72名、父子世帯６名の計78名で、特別児童扶養手当受給者は17名とい

うことになってございます。 
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次に、保育園の運営状況についてでございます。４月１日当初の入園児童数は58名でした

が、途中退園１名、途中入園が２名で、６月１日時点で59名の入園者数となりました。平成

22年度に比べますと、６月１日時点で１名の増となってございます。また、送迎バスは、花

月方面３名、大和・徳富方面で１名の計４名の園児が利用しており、本年度につきましても、

２系統をバス１台により運行をいたしてございます。なお、きめ細かな交付金事業で導入い

たしました新十津川保育園の園児送迎車。これは６月24日に納車となりました。若干納車が

遅れましたが、これは、東日本大震災の関係によって資材の調達ができなくて遅れたという

ことでございまして、６月24日に送迎車が納車されたということでございます。 

次に、児童館の利用状況でございますけれども、平成22度の利用实績は、年間開館日数

が355日で、総利用者数は小学生１万7,066名、中学生588名で、その他473名で、合計１万8,127

名でございました。前年同期に対比しますと2,617名の増ということでございまして、１日

平均51.1名という状況になってございます。 

次に、子ども生活応援事業の関係でございますけども、５月末現在の得きっずカード交付

世帯数は、中学生以下の子どもがいる506世帯中319世帯となってございます。昨年の５月末

現在の65％に比較しますと、約２ポイント減となってございます。 

次に、高齢者の町卖独福祉サービスの関係でございます。高齢者に対する町卖独福祉サー

ビスの实績についてでございますけれども、在宅要介護援護者通院支援につきましては、４

月から５月までのタクシー券の給付は８名となってございます。 

次に、介護保険の関係でございますけれども、５月末現在の介護認定者数は、332名とい

うことでございまして、内訳についてはそこに記載してあるとおりでございます。平成22

年度全体の認定申請数は前年比の5.8％の増ということになってございます。 

次に、障がい者関係でございます。身体障がい者手帳交付者は427名で、精神障がい者手

帳交付者は15名、精神通院医療費の公費負担患者は78名という状況になってございます。ま

た、障がい者の地域事情や利用者のニーズに応じた支援を行う地域生活支援事業の实施状況

につきましては、４月から５月までに移動支援が４件、日中一時支援が６件、日常生活用具

のストマ用装具等の給付が20件ということになってございます。 

次に、感染症予防の関係でございますけれども、予防接種の５月までの实施状況でござい

ます。ＢＣＧは11名、三種混合は39名、麻しん・風しん混合66名が、医療機関にて個別接種

を受けております。また、ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンは、国内で死亡例が報

告されたことから、３月４日から３月31日までの間は接種が見合わされておりましたが、４

月１日から接種が再開されました。また、４月からは接種医療機関を拡大し町外小児科での

接種が可能となり、ヒブワクチンは21名、小児用肺炎球菌ワクチンは25名ということで個別

接種を受けてございます。子宮頸がんワクチンは、20名が接種を受けておりますが、全国的

なワクチン不足によりまして、新規対象者の接種は、今後順次行っていく予定でございます。 

次に、産業振興課の関係でございます。 

農政関係について申し上げます。 

水稲の関係についてですが、水稲の作付け面積は3,465.41ha、これは为食用米でございま
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す。前年度対比で127.85haが減尐してございます。稲の生育状況でございますけども、早期

の融雪にも関わらず、その後の長雤、低温によりまして耕起作業及び移植作業がずれ込んで

おりましたが、移植後の好天によりまして、平年より３日遅れという状況になってございま

す。ただ、畑作、玉ねぎについては、長雤による耕起及び播種作業が大幅に遅れておりまし

て、生育が平年より17日程度遅れているという状況でございまして、１日も早い天候の回復

というか、そういうことのなかで進められることを祈っているところでございます。 

次に、農産物のブランド化の関係でございますけれども、農産物のブランド化推進会議関

係者２名が、３月の９日に札幌市の道産品アンテナショップ「ＨＵＧ（はぐ）マート」を視

察調査をいたしてございます。また、平成23年度の農産物ブランド化推進活動支援事業とし

て、町内生産者２名から申請があった高糖度トマト栽培の試験研究事業が認められておりま

す。 

次に、林業関係でございますけれども、分収造林新植事業でございます。奥トップでアカ

エゾマツ１万1,500本、5.0haに植林する森林総合研究所分収造林新植工事を５月31日に発注

をいたしているとろでございます。 

次に、畜産の関係でございますけれども、公共牧場でございます。５月の20日に学園牧場

で入牧が行われまして、現在、23頭の黒毛和種繁殖雌牛が放牧をされているところでござい

ます。 

次に、商工関係でございますけども、中小企業の関係でございます。 

中小企業等近代化促進事業の平成22年度の实績につきましては、固定資産税補助が４件、

利子補給補助が５件という状況でございます。また、保障融資の関係につきましては、運転

資金が１社１件の融資を实行いたしました。また、利子補給補助につきましては、運転資金

利子補給補助が８社８件となってございます。なお、今年度に入りまして１社１件の設備資

金の融資を实施いたしてございます。 

次に、観光の関係でございますけども、例年通り今年も４月29日に観光施設一斉オープン

をいたしまして、本格的な観光シーズンを迎えたということになるわけでございます。６月

10日、札幌市の大通地下歩道空間におきまして、６月18日、19日開催のしんとつかわ陶芸ま

つりのＰＲを行なったところでございます。 

次に、ファームインの関係でございますけれども、本年度のファームインにつきましては

関西方面を中心として中学校、高等学校29団体、1,050名の子どもたちを21戸の農家が受け

入れる予定でございます。すでに５月24日の审蘭市立北辰中学校の生徒18名の受け入れから

ファームインが開始をされているという状況でございます。 

次に、建設課の関係でございます。 

工事の発注状況でございますけれども、６月７日現在における建築、土木、林業関係の工

事発注状況は、平成22年度繰越分と本年度当初予算合わせて、発注済み本数については20

本、その内、平成22年度繰越分が９本ということでございます。発注額については６億4,452

万１千円でございまして、発注率については、予算額対比で73.4％、本数については52.6％

という状況でございます。 
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続きまして、内水対策でございますけれども、６月８日に新十津川、袋地沼、下徳富の３

地区の救急排水場における、ポンプの設置及び設備機器作動訓練を实施いたしてございます。

３地区の内、袋地沼及び下徳富地区には一昨年建屋が設置されまして、水防作業の軽減が図

られたことから、新十津川町水防団設置条例及び施行規則の一部を改正いたしまして、団員

の定員を70名から60名に下げさせていただいたということでございます。そうしたことから、

分団の編成を５分団から４分団に再編成をいたしまして、今回は、初めて新体制で行われた

設置作業と作動訓練でございました。極めて、円滑かつ効率的に实施されたところでござい

ます。 

次に、国営開発事業の関係でございますけれども、国営開発事業の平成22年度末の進捗状

況は、樺戸地区は98.5％、樺戸二期地区については88.6％という状況になってございます。

本年度の事業予定は、樺戸地区では支線用水路１条と整備工。樺戸二期地区については、徳

富ダムの貯水池内浸透対策を含む基礎処理工で、総富地注水工１条等が予定されてございま

す。また、徳富ダムにつきましては、６月８日に共同事業者連携会議が行われまして、工事

の進捗状況について報告をされました。現在、徳富ダムにつきましては、平成25年度までに

完成をする予定で实施をされてございます。平成25年２月から概ね５カ月間を要して試験湛

水が行われと聞いておりまして、正式な供用開始については、平成26年４月１日からという

ことでございます。１日も早い完成をということで、この４月に関係４町で期成会が設立さ

れてございます。この期成会から中央に対し要請活動を展開するべく、今、予定をされてい

るところでもございます。 

次に、公営住宅の整備の関係でございますけども、青葉団地は平成20年度から平成23年度

までの４カ年で36戸の建設を計画してございまして、計画の最終年度である本年度は、第４

期分の８戸を５月18日に発注いたしまして、11月末に完成、年内に入居をしていただく予定

になってございます。 

次に、耐震改修、大規模改修事業の関係でございますけれども、ご承知のとおり、新十津

川小学校の耐震補強と大規模改修については、すでに着手されているところでございます。

また、図書館の外壁改修工事についても既存タイルの撤去を行っており、両工事共に11月中

に完了予定ということになってございます。 

次に、道路整備の関係でございますが、すでに西２線道路改築舗装工事など、５路線６

本の工事が発注されておりまして、それぞれ今工事が行なわれているという状況でございま

す。 

以上を申し上げまして、平成23年第１回定例会以降における行政報告とさせていただきま

す。どうかよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 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（長谷川秀樹君） 日程第５、教育長教育行政報告を行います。 

教育長。 
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〔教育長 熊田義信君登壇〕 

○教育長（熊田義信君） 議長のご指示をいただきましたので、第１回定例会以降の教育行

政報告を申し上げます。恐れ入りますがお手元に、教育行政報告書を配布させていただいて

おりますので、为なものを申し上げます。 

 最初に教育委員会関係でありますが、３月定例会以降４回の定例教育委員会と１回の臨時

教育員会を開催しております。为だった協議事項を付け加えさせていただきます。３月28

日においては、管内の学校給食共同作業所での調理された学校給食を原因として発生した食

中毒を受け、本町における衛生管理の徹底、さらには調理従事者及び各学校に対しての周知

の徹底と、その取り組み状況について報告をしております。４月27日においては、確かな学

び推進会議委員、学力向上推進委員会委員、特別支援連携協議会委員、学校評議員の委嘱と

尚武館改築基本計画について協議をしております。５月13日においては、児童生徒就学援助

費受給者の認定をしております。その認定者の状況につきましては、生活保護、特別支援学

級を含めた全体で60世帯、85人であり、全児童生徒数の割合では14.9％という状況になって

ございます。６月15日には、管内の学校給食施設で調理した給食を原因にして発生した食中

毒、先ほどと同じでありますけれども、道内全ての学校給食施設の立入り検査を行なわれる

ことになりましたので、本町の施設について、５月18日立ち入り検査が行なわれました。そ

の内容について報告をしてございます。３月14日の臨時会においては、平成23年度の当初教

職員人事異動の内示を行ってございます。 

 続きまして、小中学校関係でありますけれども、６月１日現在の児童生徒数でありますが、

小学校で375名、中学校で188名、合わせて563名という状況になってございます。昨年同期

では583名でありましたので、比較すると20名減という状況になってございます。教職員の

関係では、昨年度に引き続き、巡回指導教員が配置されておりまして、本年度は、町内の小

中連携と合わせて学力を向上するために、中学校の数学、小学校の算数の教科について、中

学校の先生が小学校の算数のティームティーチングとして、その指導と授業づくりに係わる

支援などを行なっております。 

 続きまして、ここに掲載されておりませんが、全国学力学習状況調査の関係であります。

ご案内のとおり東日本大震災の関係から、全国統一試験での实施は困難となり、文科省は試

験冊子の配布のみにとどまりました。しかし、北海道としては、今までの学力低下の状況を

脱却していくために、できる限りの道内の市町村に参加を要請した中で、９月下旪に独自の

統一試験日を設け、道内における児童生徒の状況を見極めつつ、学力向上を図るため、試験

の採点、集計、そして分析調査も昨年同様に道費で対応し、实施する予定になっております

ので、本町も希望して实施することとしてございます。 

 次に、スクールカウンセラーについてでございますけれども、心のケアのために専門的な

立場から児童生徒や保護者へのカウンセリング活動をはじめ、教員への助言や個々の事例に

対するコンサルテーションなどの適切なアドバイスができるように、新たに道費により配置

をいたしました。勤務の内容は週１回５時間で、年間128時間を予定しております。 

次に、２ページをお開き願います。 
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小学校特別クラブの加入状況でありますが、尐年尐女合唱団13名、獅子神楽15名、スクー

ルバンド48名で、３年生以上の希望者をもって、４月18日から一斉に活動を開始しておりま

す。 

中学校課外活動でありますが、４月29日に開催されました滝川スポーツ旗争奪中学生大会

で、新中バレー部が準優勝ということになってございます。野球部の方では、高畑旗争奪中

空知野球大会と第14回読売カップ兼ライオンズ杯争奪春季单幌大会で、いずれも３位となっ

ており、これからの活躍に期待するとこでございます。次に、６月６日、第58回という伝統

のある中空知中体連駅伝大会が芦別市で行なわれました。新中は昨年までの２連覇という先

輩から築きあげられた伝統のもとに、３連覇を狙うべく出場しましたが、残念ながら９位と

いう成績でございました。しかし、６月14日に開催された陸上競技においては、その雪辱を

果たすかのように、男子400メートルで１位、そして砲丸投げにおいても、男女共に１位と

いう素晴らしい結果を修めました。陸上においては、ここ数年の中では最高の成績であり、

日頃の練習の成果はもちろんのこと、粘り強く決してあきらめない底力を遺憾なく発揮でき

たことなどが輝かしい成績に結びついたものと思います。今後開催されます全道大会におい

ても、新中らしい頑張りを期待しているところであります。そのほかの種目についても、こ

れから開催される中体連、中空知あるいは空知大会でも、それぞれの力量を発揮してくれる

ものと期待をしております。続きまして、中学校の部活動の加入状況でありますけれども、

全生徒の86％が加入をしている状況にあります。 

次に、町長からも行政報告の中にありましたけれども、小学校の耐震大規模工事のことに

ついて、尐し触れさせていただきます。運動会後、本格的な工事が始まり、建物全体に足場

がかけられました。普通教审や特別教审などは６工程に分けて工事を進めていく計画になっ

ております。第１工程は、３階の５、６年生の普通教审と体育館、職員便所を中心に工事を

進められております。現在、５、６年生は１階、２階の別な教审に移動して勉強をしており

ます。昨年の中学校の耐震大規模工事と同様に、騒音の出る壁の取り壊しや粉塵が伴う作業

は、極力、授業に影響させないように放課後や休日に实施をしていただいております。今後、

外装工事も行ないますから、昨年の中学校と同様に、児童から校舎の外壁の希望調査をした

ところ、薄いオレンジ系の配色に決定をいたしました。装いも新たに、素敵な校舎に完成す

るのも、子ども達も待ち遠しく楽しみにしている状況にございます。さらには、今回の改修

工事と併せ、トイレの洋式化をはじめ、教审の黒板も書きやすく見やすい位置にセットがで

き、授業効果の期待ができる上下黒板に変更することになっておりますことも申し添えさせ

ていただきたいと思います。 

次に、教育関係の各団体の役員構成を載せてございますので、お目通しをいただきたいと

思います。 

続きまして、３ページの農業高校の卒業、入学関係では、卒業生は19名という状況でござ

いました。なお、23年度の入学生は、ほぼ定員に近い37名で、うち新中からは３名というこ

とでございます。６月１日現在の在籍生徒数は97名で、学級数は３学級、教職員は18名とい

うことになってございます。 
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次に、高校配置計画の関係でございます。４月26日、平成23年度公立高校の配置計画地域

別検討協議会が滝川市で開催。地域の意見を集約し、その後、道教委で検討を重ねた結果、

６月７日、進路希望者数に見合った定員を確保することを基本とし、中学校卒業者の状況な

どを踏まえ、平成24年度から26年度までの高校配置の計画を策定するとともに、平成27年度

から30年度までの見通しが示されました。空知北学区においては、昨年発表されております

平成25年度からの赤平高校の募集停止は変わらず、さらに、平成27年度から30年度までの４

年間の見通しでは、４から５学級減の調整と、滝川市内の市立高校も含めての高校配置のあ

り方の検討の必要、さらには２学科以上配置し欠員を生じている学校については、学科の見

直しや定員調整の検討が必要であるとの見通しが示されてございます。今後においても、中

卒者の減尐が見込まれることから、厳しい状況が続いていくものと思われます。 

尐し話しが変わりますけれども、昨年に引き続き、中央区と文京区の共同による提案事業

として、農業高校やライオンズクラブの協力、支援が加わり、小学校、中学校前の学園新十

津川停車場線と西２線の植樹枡に花をきれいに植えていただく、美しい通学路づくりとして

取り組んでいただき、児童生徒が毎日通う通学路が見違えるように綺麗になってございます。

このことは、地域住民の方々の協力がなくてはなりませんが、一緒に協力をしていただいた

農業高校の環境美化に係わる地域貢献が、必ずしやいろんな面で評価されるはずであり、今

後の生徒募集などに良い影響があるものと期待をしてございます。 

次に、社会教育関係でございますけれども、６月２日に旧吉野小学校を文化施設として改

修整備をいたしました、「かぜのび」がプレオープンをいたしました。議員各位にも出席を

していただいたところでございますが、現在、指定管理者でございます一般社団法人風の美

術館でホームページを開設しＰＲ宠伝に努めるとともに、来る、７月17日のグランドオープ

ンに向け、尐しずつでございますけれども、内容を充实させ進化をするように取り進めてご

ざいます。なお、入場者数については、プレオープンの翌日、６月３日から昨日までで123

名という状況になってございます。 

次に、子ども元気応援プログラムの趣旨に則りまして、子供たちが心身ともに健康で明る

く文化やスポーツ活動を取り組めるよう、今年は合唱団、陸上部などの４団体においてユニ

ホーム購入への助成を行ないます。 

続きまして、４ページをお開き願います。 

アグリクラブでございますけれども、農業高校と連携、協力をいただき、１年生から３年

生までの低学年の子ども達の休日を活用し、11組の親子で農業体験などを行なうものでござ

います。 

次に、とっぷ子どもゆめクラブですけども、５月14日に発会式が行なわれ、44人の小学生

が入会し、活動を始めてございます。 

続いて６月12日、青尐年健全育成の集いが町民会議とＰＴＡ連合会の共催により開催され、

作文発表では、中学生の部で最優秀賞に輝いた羽下康耀君が、来る、７月11日、滝川市で開

催されます、尐年の为張空知大会に出場しますので、さらに次の大会につながる素晴らしい

発表になることを期待しているところでございます。なお、当日は千葉大学の明石教授によ
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ります、「子どもの変化に対応した学校・町づくり」を演題として講演をいただきました。

地域の子どもの健やかな成長を、まち全体で見守ろうという趣旨で、ユニークで分かりやす

い有意義な講義であったと、参加者からも好評をいただいたところでございます。 

次に、５ページになりますけれども、町ＰＴＡ連合会の内容でございます。４月28日に総

会が行なわれ、連合会長には新中のＰＴＡ会長であります鈴木誠氏が選ばれております。 

次に、体育協会の理事会でありますけれども、６月９日に開催され、高宮理事長、吉田副

理事長、谷口専務という３役体制が整えられたことになったところでございます。 

次に、スポーツ尐年団の活躍としましては、５月21日に開催されました北海道卓球選手権

大会において、小学校６年生の須藤未羽さんが６位に入賞され、７月22日から神戸市におい

て開催されます全国大会の出場権を獲得しましたで、さらなる活躍を期待をしているところ

でございます。 

次に、６ページになりますが、教育委員会が管理をしてございます体育施設のオープンで

ございますけれども、４月26日にパークゴルフ場を、29日には、その他の体育施設をオープ

ンすることができているところでございます。 

次に、昨年度からふるさと公園の、この８つの屋外体育施設につきまして、指定管理者制

度により、ＮＰＯ法人新十津川町体育協会に指定管理者として運営を委託いたしました。全

体の収支では、歳入総額4,516万２千円、歳出総額4,488万９千円、差し引き27万３千円の黒

字決算となったところでございます。 

次に、平成22年度の社会教育施設のスキー場を除く利用状況については、利用人数では１

万2,535人多く、率にして13.8％多い状況になりました。金額ともスキー場を除いては、パ

ークゴルフ場の町外料金の値下げなどの関係もありますが71万円減となりました。率にしま

して、わずか６％しか落ち込まず、このことは体育協会の大きな営業努力のたまものだとい

うふうに考えております。加えて、施設整備や管理面についても、利用者の利便を考え、き

め細かく配慮をして、円滑にかつ柔軟に運営をしていただいたことも報告をさせていただき

たいと思います。 

スキー場の関係につきましては、積雪が尐なかったことからなかなかオープンできず、や

っと年末ぎりぎりの12月28日に一部オープンということから、冬休み期間中の入り込みの期

待ができる時期に営業できなかったことが、リフト乗降人員、使用料ともに大きく減じたと

ころでございます。 

次に、給食センター関係では、前段の教育委員会の会議内容でも説明申し上げたとおり、

管内における食中毒の関係から一斉点検、そして立ち入り検査を受け、若干の指摘事項はあ

りましたが、即座に改善できるものは改善し、安全第一をもって子ども達への給食を提供し

ているところでございます。しかしながら、６月10日、学校給食の献立にありましたマカロ

ニシチューを食缶へ配食する直前、表面にごくわずかな黒い異物を発見いたしました。安全

第一を考慮し、やむを得ず献立の一部を提供することを中止することといたしました。従い

まして、シチュー以外のパンとメンチカツ、付け合せのキャベツと牛乳で給食を食べてもら

うように各学校並びに幼稚園に連絡をしたところでございます。混入した異物を調査したと
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ころ、回転釜上部ある食材を混ぜるためについている装置内部の潤滑油が外にわずかな量が

漏れ、釜の中の食材に混入したものと判明いたしました。学校給食の調理機器や器具を十分

に点検の上、使用しておりますけれども、調理機器の経年使用に伴い、老朽損傷したことが

原因でございました。今回の事故原因となった自動かくはん装置については、早い時期に新

しい部品に取り替え修繕をいたしたく、今回の補正予算に計上しておりますので、この場を

かりて恐縮ではありますけれども、ご理解の上、議決たまわりますようお願い申し上げたい

と考えております。今後とも、児童生徒や園児の皆さんに、安全で安心な学校給食を提供す

るように努め、給食センター職員、栄養教諭、さらには調理員が万全の注意をはらって取り

組んでいる状況も、併せて報告させていただきたいと思います。 

なお、給食費の関係について申し上げたいと思いますけれども、現年分の納入状況につい

ては、平成22年度においても完納で６年連続収納率100％という状況でございます。そして、

滞納繰越分でございますけれども、平成22年度当初において、平成16年度分14万５千円あっ

たものが、決算の３月末では残額２万９千円となり、今現在の残額では５千円と大幅に改善

されており、今年度中に滞納繰越分についても、すべて完納される見込みであることも報告

をさせていただきたいと思います。給食費の未納については、全国的にも大きな問題となっ

ておりますが、本町は給食センター職員が学校と随時連携をとりつつ、保護者の理解のもと

に、遅延となった相手方と幾度となく連絡をとって、きめ細かな対応をした实績であること

もこの機会に報告をさせていただきたいと思います。 

続きまして、図書館関係でございますけれども、22年度の業務結果は前年度と比べ、微増

傾向となってございます。昨年元村長で開拓功労者でありました西村直一様の直系、ご孫子

様からの図書購入資金100万円という多額な浄財を活用し、本町や北海道の歴史文化などに

関する図書196冊を有する西村文庫を設置いたしました。８ページになりますが、小中学校

への配本でございます。本年度から朝読書を定期的に实施するよう読書活動の充实を図る措

置をとりましたので、学校への配本も増加するように対応をしてございます。また、現在、

図書館の外壁工事も实施しておりまして、利用者への配慮と工事の円滑な施工などを考慮し

て、６月６日から７月27日までの間、通常の月曜日休館に加え火曜日、水曜日の臨時休館と

して営業をしてございます。 

最後に、町長の行政報告にもありましたが、開町121年の記念式典祝賀会において、母村

の平谷餅つき踊り保存会の佐古会長ほか16名の会員の方が、お祝いに馳せ参じていただき、

古代の精神を残している神事奉職の場合のみに限られている餅つき踊りを披露していただ

き、華を添えていただきました。そして、本町の踊り保存会とのお互いの踊りの伝承をする

など、交流や絆をいっそう深められたことを報告申し上げます。 

以上申し上げまして、平成23年第１回定例会以降の教育行政報告とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上をもちまして、教育長教育行政報告を終わります。 

これより13時まで休憩といたします。 

（午前11時22分） 
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○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、午前中に引き続き会議を再開いたします。 

（午後１時00分） 

                                       

◎町政執行方針 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第６、町政執行方針演説を行います。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） 平成23年度の町政の執行方針を申し上げます。 

 まずはじめに、平成23年第２回定例会の開会にあたりまして、町議会の皆さまをはじめ、

町民の皆さまに町政執行に対する私の所信と为要施策の一端を申し上げます。 

私は、本年４月の統一地方選挙におきまして議員の皆さまをはじめ、町民の皆さまの温か

いご支援をいただき、再び当選の栄に浴することができました。 

この度の選挙を通じて、数多くの方々と意見を交わしながら、その責任の重さと使命の大

きさを痛感し、町民さらには未来を担う子どもたちが希望を持って安心・安全に暮らせる「ま

ちづくり」をより一層推進してまいります。どうか、皆さま方の多大なるご支援とご協力を

お願いを申し上げます。  

昨年は、わがまちが拓かれてから120年目の節目の年であり、先人の開拓の労苦に思いを

馳せながら、町民の皆さまとともに記念式典をはじめ、記念植樹、移住ウォークなど諸事業

を行ってまいりました。歴史に感謝をし、そして未来へはばたく道標として強く胸に刻まれ

たところであります。  

私は、２期目の町政に臨み、「歴史に感謝 未来へはばたく」をスローガンとして掲げさせ

ていただきました。  

歴史的な節目を越え、そして、社会情勢が激しく変化するこんにち、わがまちが抱える様々

な課題が山積している中で、その解決、改善に向けて、創意工夫を凝らした取り組みをダイ

ナミックに創造し、スピード感をもって挑戦していくことを固く決意をしたところでござい

ます。 

町政に臨む基本姿勢といたしましては、昨年、国勢調査が实施され、初めて減尐に転じる

という懸念された日本の総人口は前回調査に比べ0.2％とわずかに増加したという結果であ

りました。一方、北海道はといいますと、12万人が減尐し、その半数以上を郡部が占めてお

ります。 

本町においては、５年前の調査から433人が減尐し、7,251人となりました。本町の基礎的

区域である行政区に目を向けますと、11行政区のうち３行政区は新興住宅建設や福祉施設の

移転などによって人口が増加しておりますが、８行政区で人口が減尐し、30％以上減尐した

地区もございます。 

本町の出生数は近年40人台で推移をしており、一方、高齢化率は30％台前半となっており

ますので、今後、出生数や若年層の転入が飛躍的に高まらない限り、人口減尐と尐子高齢化

の傾向は今後も継続することとなり、近年の急激な社会情勢の変化と相まって、近い将来、
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地域構造や産業構造の崩壊を招くことが懸念されるところでございます。 

私は、町民の皆さまの笑顔を拝見するとき、「これからもずっと元気でその笑顔でいても

らうこと」こそが私の使命であると感じます。 

社会、経済情勢が激しく変動し、将来の先行きが見えず、不安が輻輳するこんにち、２期

目の基本方針として「元気あふれるまちづくり」を町民の皆さまに約束をさせていただきま

した。  

先に申し上げましたとおり、現在のわがまちは、人口減尐、尐子高齢化、経済の低迷など

を要因とした様々な課題を抱え、わがまちの活力は、じわじわと減衰しております。私は、

町民の皆さまの笑顔を守るため、「創造と挑戦！」を旨として、６つの重点政策をもって「元

気あふれるまちづくり」に取り組んでまいります。 

そこで６つの重点政策と施策の展開でございます。 

私の任期４年間におきまして、取り組んでまいりたいと考えております６つの重点政策に

ついて申し上げます。 

◎その一つ目は、「健康でいきいきと暮らすまち」でございます。 

健康で暮らすことは、誰しもが望んでいることであります。私は、子どもから高齢者まで

健康で明るく暮らし続けられる環境を整備し、また、社会保障など社会的仕組みの充实強化

に努め、元気あふれるまちづくりを進めてまいります。 

任期中に取り組んでまいります为な施策について申し上げます。 

○まず１つ目は、子育て支援対策および高齢者支援対策の充实でございます。 

子育て支援対策および高齢者支援対策の充实につきましては、「子ども元気・高齢者いき

いき応援プログラム」に乳幼児等医療費助成制度の拡充や、高齢者の方々の健康づくりを支

援する指導者を養成し、各地域に配置するなどの取り組みを新たに追加し、より効果的で充

实したプログラムに改善をいたします。 

本年度の取組として、子育て支援対策では、本年８月受診分から中学生の入院外の医療費

を無料化といたします。 

保育園の保育料について、本年７月から最上位階層を廃止するとともに、各階層を平均

10％程度軽減いたします。また、新十津川保育園のグラウンド、砂場、遊具などを改修し、

園児が元気に活動できる環境を整えます。 

高齢者支援対策につきましては、高齢者の方々が自为的に健康づくりや生きがい対策に取

り組めるよう、各地域におけるレクリエーションなどの指導的役割を担うリーダーを養成す

る講座を開催してまいります。 

○２つ目の地域コミュニティの維持でございます。 

わが国では、尐子高齢化、都市部への人口集中により、農村部、山間部の集落におけるコ

ミュニティの崩壊が顕在化してございます。本町においても、過疎化、高齢化の進展により、

日常生活に必要な買い物や生活の足の確保、さらにはコミュニティ機能の低下などを招いて

いる地域が現れ始めておりますので、この課題について産学官連携による調査、研究を行い、

デマンド型地域交通手段やＩＣＴ活用などを含めた解決方策を検討してまいります。  
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○３つ目の疾病の早期発見でございます。 

健康で暮らすためには、病気にならないことが最も重要でありますので、各種検診や予防

接種事業につきまして国の基準に基づき、あるいはその基準に上乗せしながら、疾病予防、

早期発見、早期治療をより一層充实させてまいります。 

本年度の取組として、働く世代にとって罹患したときのリスクが非常に大きい「がん」に

ついては、西洋型食生活により発生率が上がっている大腸がんの検診を40歳から60歳までの

５歳ごとの節目年齢で实施し、早期発見、早期治療につなげてまいります。 

また、国内最大の感染症であります、肝炎については、40歳から70歳までの５歳ごとの節

目年齢を対象とした肝炎ウイルス検査を实施し、その重症化を防いでまいります。 

○４つ目の自为的健康づくりの推進でございます。 

自分の健康は自らつくりあげることが基本であります。町民の皆さまが自为的に健康づく

りに努めることができるよう、体力の維持増進や、専門職の配置による食生活改善に係る啓

発、支援体制を充实させ、町民の健康づくりを推進してまいります。 

開設して10年が経過しましたゆめりあは、本町の健康づくりの拠点でありますので、改修

時に併せた省エネ対策の工法等も検討してまいります。 

本年度の取り組みとして、昨年度に引き続き、健康ウォーキング作戦を实施し、实体験に

基づく健康づくり意識の高揚を図ってまいります。 

○５つ目、更生保護活動への支援でございます。 

更生保護活動への支援についてですが、本年２月、滝川地区協力雇用为会が設立され、町

内から５つの企業等が加盟し、犯してしまった罪をつぐない、社会の一員として立ち直ろう

とする者の就労支援等その更生を支援する更生保護協力事業者となりました。このような社

会貢献活動に真摯に取り組む事業者に対して、当該受入れに係る経費の一部を助成するなど

の支援について検討をしてまいります。 

○６つ目、あいさつ運動の推進でございます。 

「笑顔であいさつのあふれるまち」は、私の理想とするまちの姿であり、昨年度の開町120

年事業として取り組みました「日本一あいさつのあふれるまちづくり事業」を今後も推進し、

笑顔であいさつのあふれるまちづくりを進めてまいります。  

○７つ目の障がい者支援の充实でございます。 

障がい者支援については、新十津川町障がい者基本計画および具体的サービス量を定めた

障がい福祉計画を更新し、町内外の福祉関係機関、団体などと連携を図りながら、当該計画

に基づく支援を行ってまいります。 

本年度におきましては、この２つの障がい者計画の次期計画を策定いたします。 

また、本町の聴覚障がい児が早期の機能訓練のため、札幌の専門施設へ通所するための交

通費助成を行ってまいります。 

このほか、「健康でいきいきと暮らすまち」の实現のために必要な取り組みを積極的に進

めてまいりたいと存じます。 

◎２つ目の「産業の活気あふれるまち」でございます。 
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重点政策の二つ目は、「産業の活気あふれるまち」でございます。 

昨今の北海道の経済情勢は、グローバル化、ＩＣＴや流通革命の急速な進展、未だ続くデ

フレ傾向などによって、依然低迷状態にあります。 

本町の基幹産業であります農業においては、戸別所得補償制度への急激な転換とＴＰＰ参

加問題、米消費と米価の低迷、そして、農業経営者の高齢化と担い手不足など大きな課題を

抱えております。また、商工業においては、過去成立してきた地域完結型の経済活動は、イ

ンターネットやモータリゼーションの急速な進展や流通革命などによって、成立が難しい状

況となっており、本町の産業界は、誠に厳しい状況を迎えております。 

もはや経済政策は、世界規模で動く時代となり、一地域で完結するものとはなりませんが、

国や北海道などの農業、商工業に係る政策の動向を勘案しながら、可能な限りわがまちの産

業の活性化と安定化に取り組んでまいります。  

任期中に取り組んでまいります为な施策について申し上げます。  

○その１つ目は、担い手対策等の取り組みでございます。 

近年、農家戸数は減尐を続け、農業経営者の高齢化と担い手不足が顕著となっており、耕

作放棄地や遊休農地の出現が懸念されております。これらの問題に対しては出来る限り早期

に対処していくことが肝要でありますので、年度内に農業振興公社（仮称）を立ち上げ、そ

の枠組みの構築を図り、この組織を中心に本町農業の重要課題の早期解消に向けて取り組ん

でまいります。  

○２つ目は、農産物の付加価値向上対策でございます。 

農産物の付加価値向上対策については、これまで、町内のブランド農産品の認証を行い、

差別化を図ってまいりました。 

認証農産品のＰＲを積極的に行うと同時に、これを活用した料理や加工品などの開発を進

め、その付加価値をさらに高める取組を行ってまいります。 

本年度の取り組みとして、昨年に引き続き認証農産品の付加価値向上や販路拡大の取り組

みに対して支援を行う、農産物ブランド化推進活動支援事業を継続するとともに、商工業事

業者や農産物直売グループなどが参集して、ブランド産品の開発などについて検討する場を

設けてまいります。 

また、札幌の道産食材直売所への出品を行い、消費者の購買嗜好を確認しながら農産物の

販路の確保、拡大を図ってまいります。 

さらに、本町重点振興作物でありますトマト、インゲン等を食材とした料理コンテストを

開催し、その知名度アップと消費拡大を目指してまいります。 

○３つ目の農業基盤整備の推進でございます。 

農作物を栽培する上で大切なものは、いうまでもなく農地であり、その整備は不可欠であ

ります。昨今、当該整備事業における国の予算が大幅に減額される中、先の見通しが立てづ

らい状況にありますが、その予算確保に努めるとともに、まちとして必要な支援を行なって

まいります。 

農業基盤整備につきましては、新北部、新西部、新单部各地区の基盤整備事業が着实に進
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められるよう、関係機関への要望や調整を行ってまいります。  

○４つ目の戸別所得補償制度等への対応でございます。 

平成23年度から本格实施されます農業者戸別所得補償制度につきましては、これを有効に

活用し、農産物の安定生産や農業経営の安定を図ってまいります。 

戸別所得補償制度は、その事務等を地域農業再生協議会が担い、自治体を経由して執り進

められることとなりますので、その適切な対応に努めてまいります。 

新規就農者技術修得センターは、管理棟、資材格納庫のほか育苗ハウスなど12棟および圃

場を有し、現在、指定管理によって安定した運営によって、ミニトマトやメロンの苗の供給、

農作物試験栽培が行われておりますので、今後も安定した苗供給に努めてまいります。 

○５つ目、畜産業の振興でございます。 

畜産業においては、ＢＳＥ問題により一時期国産牛の市場価格が大幅に高騰し、肉用牛の

肥育頭数も増加しましたが、その反動によって供給過多の状態となり、市場価格は下落傾向

に転じ始めました。その後の穀物市場高騰による飼料価格上昇と一昨年の国内口蹄疫問題が

相まって、国産牛の市場価格は低位で推移している状況にあります。 

本町の畜産業の状況は、10年前22戸あった肉用牛飼育農家戸数が現在16戸とおよそ３割減

尐しておりますが、飼育頭数で609頭と昨年度实績の612頭とほぼ変わらない状況にあり、畜

産農家の大規模経営化が徐々に進んでいるといえます。 

今後におきましては、家畜市場の動向などを睨みながら町内畜産農家の安定的経営を維持

できるよう、畜産振興協議会と連携を図りながら必要な支援を行なってまいります。 

○６つ目、林業の振興でございます。 

森林資源市場は国産材の高コスト解消には至らず、未だローコストの輸入材に依存してい

る状況にあります。近年、全国的に人工林を中心として利用可能な状態に育ち、また、CO２

対策に係る世界的な森林環境保護意識の高まりと木材輸入の先行き不安、間伐材の活用技術

開発などによって、国産材の利用拡大への関心が高まっております。 

2011年は、国連が定めた国際森林年に当たります。国においては、「森林・林業再生元年」

と位置づけ、施業集約化促進対策とともに、森林管理・環境保全直接支払事業など林業経営

に対する支援策を講じております。 

本町の林業振興におきましては、これらの状況を踏まえ、森林組合と連携を図りながら、

適正な施業の啓発を図るとともに、町有林においては、分収造林事業等による適正管理を進

めてまいります。 

本年度は、幌加町有林の保育間伐と奥トップ町有林の作業道新設工事を实施いたします。

奥トップ作業道につきましては、この工事によって作業道がほぼ整うこととなり、森林施業

が大きく向上することとなります。 

○７つ目、有害鳥獣対策の推進でございます。 

近年、エゾシカを中心とした有害鳥獣による農作物被害や森林被害が増加しております。

北海道内には64万頭のエゾシカが生息しているとの推計もあり、その被害額は、平成21年度

では全道で51億円とされ、その99％が農業被害となっております。 
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従来は北海道東部における被害が顕著でありましたが、ここ数年で空知、石狩、上川、留

萌など北海道の西部地域にも被害が拡大しております。 

本町においても平成21年度では 12.89ヘクタールの農地において1,400万円の被害が発生

しております。このような事態に対処するため、平成22年に新十津川町有害鳥獣対策協議会

を設立し、くくりわなを用意するとともに狩猟免許取得希望者には助成を行うなど捕獲体制

を整備したところでありますが、今後におきましても有害鳥獣対策の推進に必要な支援を行

ってまいります。 

○８つ目の商工業の振興でございます。 

本町の商工業振興においては、町内における公共事業を計画的に实施し、また、町内購買

力の流出を防ぎ、売上げが伸びるような、消費者にとって魅力ある取り組みに対し積極的に

支援をしてまいります。 

新たに起業または新規参入等をしようという事業者に対しては、その支援方策について検

討をしてまいります。 

また、本町産業の新たな創出を図るため、農商工事業者が互いの強みを生かしながら連携

し、農林畜産物や加工品あるいは加工技術などを地域資源として、様々な研究・開発や製品

化を行う農商工連携の取り組みに対する支援策を検討してまいります。 

本年度は、消費流出防止策の一環として、新十津川町ふれあい商品券会が創意工夫を凝ら

してプレミアム付き商品券の発行を計画しておりますので、プレミアム相当分を助成し、本

町の消費流出防止と販売力強化を図ってまいります。 

○９つ目の観光事業の推進でございます。 

ふるさと公園を基軸とした本町の観光事業は、町内で開催される様々なイベントと相まっ

て、町内外で好評価を得ておりますが、昨今の景気低迷や震災の影響等で厳しい状況にも置

かれております。また、グリーンツーリズムにおいては、「しんとつかわで心呼吸。推進協

議会」が農業体験として１千名を超える道内外の生徒を受け入れるなど、大きくその实績を

伸ばしている状況にあります。 

本町産業と地域住民の活性化に資する、これらの観光事業に対し必要な支援を継続して行

ってまいります。 

本年度は「しんとつかわで心呼吸。推進協議会」が为体となって实施する都市と農村交流

推進事業が、国の補助事業として採択され、札幌圏から農業体験ツアーを招聘するなど、本

町のグリーンツーリズム振興に寄与する事業を实施することとなりますので、その経費の一

部について助成をしてまいります。 

産業の活性化は、人口減尐に歯止めをかけ、まちが元気になるために不可欠なものであり

ますので、積極的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。 

◎３つ目、「教育の充实したまち」でございます。 

重点政策の三つ目は、「教育の充实したまち」でございます。 

わがまちの先人たちは、入植当初から教育の重要性、必要性を強く認識し、入植した翌年

には小学校を開設するなど、教育に対して並々ならぬ努力を払ってまいりました。 
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わがまちの教育は、文武両道の伝統を母村から受け継ぎ、新十津川文武館や演武場が早々

に設置されるなど、歴史性と独自性を併せ持つ特色ある教育環境づくりが脈々と受け継がれ

てきており、内外で高い評価をいただいているところでもございます。 

私は、本町の教育環境を教育委員会、教育関係機関等と密接に連携をしながら、ソフト、

ハード両面のさらなる充实と特色ある教育を推進し、社会の様々な場面で活躍する人材を輩

出することができるよう元気あふれる教育のまちづくりを進めてまいります。 

任期中に取り組む为な施策について申し上げます。 

○その１つ目は、新たな武道場の建設でございます。 

新学習指導要領の实施により、平成24年度から中学校において武道が必修となります。一

方で、昭和48年に建てられた剣道専用道場であります尚武館は、経年の务化が目立ってきて

おりますので、これらの状況に鑑み、新しい武道場を建設することといたします。わがまち

の伝統である文武両道の精神が未来を担う子どもたちにも受け継がれ、たくましく生き抜く

力が養われることを期待するところでございます。 

なお、本年度は、武道場の建設に係る实施設計を行ってまいります。 

○２つ目、特色ある教育の推進でございます。 

本町では、平成21年に町内の小学校が統合し、新生新十津川小学校では、統合前の各小学

校で行われていた個性的な取り組みを取り入れるなど、独自色の強い活動を行っております。

このような特色ある教育をさらに推進するため、小学校、中学校における独自の取り組みに

対して支援を行い、さらなる充实を図ってまいります。 

本年度は、生きる力を育む教育を实践するため、小中学校の学校長が取り組む自立した学

校経営や学力向上に資する特色ある学校づくりに対し、使途を限定しない助成を行ってまい

ります。 

○３つ目、学校給食の充实でございます。 

わがまちの学校給食では、安全・安心食材の提供や食育を進めるため、地元農家が丹精を

込めて育てた米、野菜などを食材として利用しておりますが、今後におきましても可能な限

り地元産食材の利用を促進してまいります。 

○４つ目、新十津川農業高校への支援でございます。 

新十津川農業高校は、特色あるカリキュラムや活動を行い、また、地元の特産物であるイ

ンゲンを用いたプリンの開発、商品化や地元イベントとの連携など地域に密着した取り組み

を行っていただいております。今後におきましても、積極的に支援を行ってまいります。 

○５つ目の絵本ふれあい事業の継続でございます。 

生後３～４か月の子どもに対し絵本などをプレゼントする絵本ふれあい事業は、子どもが

本に親しむきっかけとなり、また、読み聞かせが子どもと親、兄弟とのふれあいの場を創出

しますので、情操教育の面においても効果的な取り組みとなっております。今後も、この事

業を継続して行い、乳幼児教育における充实を図ってまいります。 

○６つ目、文化芸術の振興でございます。 

昨年、旧吉野小学校校舎を改修して設置いたしました、現代彫刻家五十嵐威暢氏の作品が
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展示される彫刻体験交流促進施設は、「かぜのび」の愛称で指定管理者によって運営される

こととなり、本年６月２日にプレオープンいたしました。 

現代彫刻とふれあうことのできる貴重な体験の場として、運営者と連携を図りながら本町

における芸術振興を図ってまいります。 

本年度は、彫刻体験交流促進施設「かぜのび」の指定管理者に対し、文化芸術の普及やワ

ークショップ開催事業を委託し、本町の文化芸術に係る振興を図ってまいります。 

◎４つ目の「安全で安心なまち」でございます。 

重点政策の四つ目は、「安全で安心なまち」であります。  

人智では御し難い自然災害の脅威に晒された先の大震災の光景は、今も目に焼きついて離

れません。北海道の内陸に位置する本町は、幸いにして災害の尐ない地域ですが、過去を顧

みますと、水害や地震、台風などにより甚大な被害に見舞われたこともありますので、災害

に対する備えを怠ることはできません。町民一人ひとりが、安全に安心して暮していくこと

ができるよう、ソフト、ハード両面における対策を講じてまいります。 

任期中に取り組む为な施策について申し上げます。 

○１つ目、住宅確保対策でございます。 

人が暮らす拠点が住宅でございます。住宅環境を充实させることが、まちを形作る基盤と

なりますので、適正な住宅確保対策を進めてまいります。 

本年度は、公営住宅青葉団地第４期工事を行い、１棟８戸を建設いたします。これで青葉

団地の建設は完了することとなります。 

また、町内民間アパートの建設を促進するため、平成17年度から实施しておりました共同

賃貸住宅建設促進事業を３年間延長し、１戸当たりの助成限度額を引き上げるとともに、ソ

ーラーパネルなどの新エネルギー附帯設備を設置した場合、上乗せ助成するなど内容に厚み

をもたせた改正を行ってまいります。 

○２つ目の街路灯の改修でございます。 

昨今、街路灯には従来の水銀灯などに代わって長寿命で省エネ効果の高いＬＥＤ照明が用

いられることが多くなってまいりました。また、ここ数年大発生しているマイマイガがＬＥ

Ｄ照明によって寄りづらいという効果もあることから、今後、街路灯を計画的に更新し、Ｌ

ＥＤ化を進めてまいります。 

○３つ目、徳富ダムの早期完成でございます。 

徳富ダムは、その完成に遅れが生じることとなり、 現在のところ、供用開始が平成26年

４月になる見通しとなっております。安定的農業用水、飲料水の確保と防災機能の強化のた

め、国、北海道に対して期間内完成に向けまして要望を継続して行ってまいります。 

○４つ目、地域公共交通の確保でございます。 

地域公共交通確保対策につきましては、一昨年から町内でデマンド型交通を用いた实証試

験を行ってまいりましたが、本年度は試験運行の最終年度となります。この实施結果を分析

検討し、本町に適した交通手段の確保を行ってまいります。 

○５つ目、道路整備・維持管理でございます。 
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近年、一般家庭における自家用車の増加などにより、近、中距離の移動手段の多くは、自

家用車によるものとなり、道路における安全運行確保はますます重要となっております。 

広範な面積を有するわがまちにおいて、道路の利用頻度は高く、走行の安全性を確保する

ため、計画的な道路整備を行ってまいります。 

本年度は、学総線など４路線の舗装等維持工事を行い、また、道路付属物については、傾

倒している防護柵の改修や不良箇所の側溝、排水路の整備とともに、視認性を高めるため道

路標識の更新を行ってまいります。 

○６つ目、都市計画道路の見直しでございます。 

本町の都市計画についてですが、現在、町内の未着手４路線の見直しについて検討をして

いるところであります。この見直しに対して、今後、関係する地域において公聴・説明会を

行ってまいります。 

○７つ目、除排雪の充实でございます。 

町民アンケート結果による本町の施策の重要度では、常に最上位にランクされております

除排雪対策につきましては、歩行者の安全確保と走行車両の安全走行を確保するため、国道、

道道管理者と連携をとりながら、適切な除排雪を行ってまいります。 

本年度は、グレーダ付き除雪専用車両１台を更新するなどして、効率的な作業の实施と体

制の強化に努めてまいります。 

○８つ目の防災対策でございます。 

防災対策については、現在の防災計画は、平成19年に更新をし、各地区の避難所なども設

定した計画でありますが、再度、内容を点検し、計画の实効性をより一層高めてまいります。 

○９つ目の公共施設耐震化でございます。 

本年３月に策定いたしました新十津川町耐震改修促進計画では、耐震化が必要な公共施設

について触れており、地域防災計画上での避難所として位置づけられております各自治会館

につきましては、昭和56年以前の新耐震基準導入前の建築物のうち、耐震補強が行われてい

ない施設が全体の45％にのぼるとしております。今後、これらの施設について耐震診断を行

い、耐震性を確保する必要がある施設については、計画的に改修を行ってまいります。 

昭和45年開庁の役場庁舎は、必要な耐震強度を有していない可能性がありますので、耐震

診断を实施し、耐震補強が必要と判断された場合、必要な補強工事を行ってまいります。 

また、近年、行政事務は、その多くが電算化され事務処理を行っておりますが、先の大震

災において自治体の電算システムが使用不能になると、行政機能はほとんど機能しなくなる

ほどのダメージを受けることが明らかになりました。 

これに対処するため、本町で用いている住民情報などのデータ消失を防ぐため、データの

バックアップ機能を構築してまいりたいと考えております。 

○10番目の地域防災力の強化でございます。 

この度の東日本大震災において、災害時には地域の防災組織が大きな力を発揮することを

再認識いたしました。 

本町におきましては、地域防災力の向上と人材育成の視点から、防災士の育成に力を注い
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でまいりましたが、今後、さらなる育成に努め、地域の防災力の向上、ひいては本町の総合

防災力の向上を図ってまいります。 

本年度は、防災士養成講座受講の募集を行いましたところ、先の震災による防災意識の高

まりによって、多数の応募がございましたので、応募者全員を助成対象として防災士の増強

を図ってまいります。 

◎５つ目の「環境を創成するまち」でございます。 

重点政策の五つ目は、「環境を創成するまち」であります。 

環境への取組におきましては、環境基本条例に基づく環境基本計画を昨年策定いたしまし

た。この計画は、環境保全等に係る行動計画であり、具体的取り組みが記載されております

ので、これを的確に实行してまいります。 

任期中に取り組む为な施策について申し上げます。  

○１つ目は、環境基本計画の推進でございます。 

生活を営む上でごみ排出は避けて通れないものでありますが、本町ではここ数年、一般家

庭のごみ排出量が増加傾向にあります。環境にやさしいまちづくりのためには、ごみの削減

は不可欠でありますし、ごみの排出量が増加しますとその処理費用も増えることとなります

ので、可能な限りごみ排出量を削減するため、生ごみ処理に対して助成制度を設けてまいり

ます。また、これまで可燃ごみとして排出されてきた紙類は、資源ごみとしてリサイクルで

きるよう啓発活動を行い、昨年度实施してまいりました様々なリサイクル事業などを推進し

てまいります。 

本年度は、ごみの減量化を推し進めるため、資源ごみ分別徹底の啓発とコンポスト容器や

電気式の家庭用生ごみ処理機器の購入に対し助成を行い、生ごみの堆肥化や減量化を促すこ

とで排出量を抑制してまいります。 

昨年、期間を限定して实施しました廃食用油の回収事業を本年度から本格導入し、通年回

収するとともに町内２店舗に協力をいただき回収場所を増設して实施いたしてまいります。 

また、綿製品の回収や、環境家計簿モニターの募集も昨年に引き続き实施をしてまいりま

す。 

○２つ目の環境美化の推進でございます。 

環境美化につきましては、ラブリバー推進協議会による河川清掃、各行政区、老人クラブ

等による地域清掃活動など、住民による自为的環境美化活動が活発に行われております。こ

れらの取組を支援するとともに、町内一斉クリーンキャンペーンを实施するなど、町民個々

の環境美化活動の促進を図ってまいります。 

河川や地下水などの水質保全につきましては、合併処理浄化槽の設置促進のため、引き続

き助成を行ってまいります。 

今年は、地上デジタル放送への完全移行の年に当たりますが、これに伴い不要となったア

ナログテレビの不法投棄が懸念されます。このため、不法投棄を防止する啓発を行うほか、

安全・安心推進協会や警察など関係機関等と綿密に連携をし、不法投棄パトロールを強化す

るなど、その抑止に努めます。 
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○３つ目、再生可能エネルギー利活用の検討でございます。 

昨今の技術革新によって、再生可能エネルギー利用機器の省エネ機器などは目覚しい性能

向上が図られております。公共施設の改修において、費用対効果を鑑みながら当該機器の導

入についても検討をしてまいりたいと存じます。 

◎多きな６番目の「健全財政と協働のまち」でございます。 

重点政策の六つ目は、「健全財政と協働のまち」であります。 

わがまちの財政状況は、これまで取り組んできました行財政改革によって、概ね健全に推

移をしておりますが、自为財源に乏しく財源の多くを地方交付税などに依存している状況に

あることも事实であります。国の財政状況は、景気低迷による税収の落ち込みや、東日本大

震災の復旧、復興支援などの財源確保の観点から、今後において予断を許さない状況にあり

ます。 

現在の安定した状況に甘んずることなく健全な財政運営に努め、かつ、社会情勢の変化や

景気動向を敏感に捉え、わがまちに必要な投資的事業は時期を逸することなく、メリハリの

ある効果的な行財政運営を行ってまいります。 

任期中に取り組む为な施策について申し上げます。 

○その１つ目は、財政安定化と行政効率化の推進でございます。 

本町の財政状況は、将来負担比率4.4％と安定的に推移しておりますが、将来の財政負担

軽減について怠ることなく取り組んでまいります。 

財政安定化においては、本年度、後年次の財政負担を軽減するため、昨年度の過疎債の繰

上げ償還を行います。 

町有住宅等については、老朽化や利用見込みを勘案しながら、適宜、解体などを検討して

まいります。 

また、各種審議会の効率化について、従来、環境審議会で行っておりました審議を総合行

政審議会に統合し、効率的な審議会運営を進めてまいります。 

外国人登録法の廃止と住民基本台帳法の改正に伴い、外国人登録は住民基本台帳上で行わ

れることとなりましたので、住民基本台帳を管理する総合行政システムを更新いたします。 

○２つ目の行政組織の充实強化でございます。 

行政組織におきましては、その充实強化のため庁内組織を適宜見直し、的確かつ迅速な支

援体制の充实を図ってまいります。 

○３つ目、協働のまちづくりの推進でございます。 

協働のまちづくりについては、昨年度、まちづくりの行動規範として制定した「まちづく

り基本条例」に基づき、町民や各種団体、事業者と行政が、目的を共有しながら、それぞれ

の役割に基づく協働の取り組みを進めてまいります。 

本年度は、住民活動を総合的に支援するため、庁内組織として住民課に住民活動グループ

を新たに設置し、協働の取り組みを推進するとともに、住民対応の迅速化を図ってまいりま

す。 

○４つ目の総合計画の策定でございます。 
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現行の新十津川町総合計画は本年度が最終年度となっておりますので、来年度から10か年

にわたるまちづくりの基本方針である、第５次総合計画を本年度策定いたします。 

以上、私の町政執行の基本方針として、任期中に取り組むべき政策および本年度の政策の

展開方策について述べさせていただきました。 

私は、これまで町民の皆さま、議員の皆さま、そして各種組織、団体の皆さまほか様々な

方々とのつながりを大切にしてまいりました。共に考え、共に力をあわせ、共に笑いあえる

人と人との「絆」こそが私の大切な財産なのであります。 

本年度、わがまちの道標となる第５次総合計画を策定いたします。この道標を皆さまと共

有し、「絆」をもって一歩一歩着实に課題を解決し、町政を進めてまいる所存でございます。 

町議会議員の皆さま並びに町民の皆さまには、一層のご理解とご協力をたまわりますよう、

心からお願いを申し上げまして、町政執行方針とさせていただきます。 

 どうか、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上をもちまして、町政執行方針演説を終わります。 

                                       

◎教育行政執行方針 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第７、教育行政執行方針演説を行います。 

教育長。 

〔教育長 熊田義信君登壇〕 

○教育長（熊田義信君） それでは議長のお許しをいただきましたので、平成23年度教育行

政執行方針を申し上げます。 

はじめに、平成23年第２回定例会にあたり、２期目のスタートとなりました植田町長とと

もに新十津川町の行政を「創造と挑戦」をもって進めていくため、町民の皆さま、町議会議

員の皆さまに、私の所掌する教育行政の執行方針を申し上げます。 

季節はすでに初夏の終りを告げ、我が国にとって、有史以来の大惨事となった東日本大震

災から、早くも100日間が過ぎました。 

顧みますと、私達の祖先が直面した未曾有の危機は、政府をはじめ奈良県、北海道の関係

者の方々から献身的な努力と物心両面の支援をたまわったことによって脱することができ、

この豊かな大地に発展の基を残せたのであります。日本国民が総力を挙げてこの危機に立ち

向かえば、人類史上最大級の困難であっても、必ずや克服できるものと信じて止みません。 

海外メディアから賞賛された国民性、それは即ち、我が国の教育力に拠るものであり、家

庭における「しつけ」、学校における「まなび」、地域社会における「きずな」、この素晴ら

しい財産が今までの地方自治体を支え、日本の繁栄を齎せてきたのであります。 

そしてこれからも基本に立ち返り、本町の教育目標にある「先人の偉業を受けつぎ、未来

をみつめ、豊かな文化を創造し、郷土や社会の発展に限りない愛情をもつ人となることを願

って」家庭、学校、地域の三位一体となった協働の態勢を築き、本町の教育振興に努めてい

かねばなりません。 

先人達がこの地に踏み込んでから、121回目の暑い夏に向かう今、決意を新たにするとこ
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ろであります。 

では、最終年度となる新十津川町総合計画に沿って、学校教育と社会教育の２つの政策目

標を推進するため、平成23年度の教育行政執行方針を申し上げます。 

１．学校教育。 

１、学びの充实。  

学校教育においては、何よりも子ども達の学びを充实していくことが最優先されます。 

「確かな学力」は、「豊かな心」「健やかな体」とともに「生きる力」を育むための大きな

推進力となります。 

昨年度、学校と保護者、地域の代表の方も含めた「確かな学び推進会議」を設置し、児童

生徒の学力向上と小・中学校の連携強化を検討してまいりました。過去の全国学力学習状況

調査や標準学力テストの結果を省みて、全町的な傾向を分析し、課題を明確にいたしました

ので、实効性のある対策を継続的かつ効果的に進めてまいります。このことにより、一面で

は学校にお任せという意識を持っていた保護者や各家庭の役割を明確にし、共同で問題解決

にあたってもらうことができます。子ども達の様子について、可能な限りの情報提供に努め、

地道ではありますが確实に高い目標に近づけるよう取り組んでまいります。 

新十津川小学校では、町史と共に120年の歴史を積み重ね、今年、統合３年目を迎えまし

た。小学校１校となったことを契機として、様々な教育課題に取り組んでまいりました。こ

れからは、歴史に学び未来を見据えた学校づくりに向け、新たな伝統の定着を図っていかね

ばなりません。その意味では、今年がターニングポイントとなる年と捉えております。 

いよいよ、小学校では新学習指導要領に沿った教育が始まりました。教科書が全面改訂さ

れ、各学年とも学ぶ量が増えておりますので授業時数の増加とともに、教員は一層の研修、

研鑽を積み、授業の充实を期してまいります。中学年においては、地域社会に対する誇りと

愛情を育てるよう、児童に親しみやすく、かつ理解を深めてもらうため、改訂した社会科副

読本を活用してまいります。高学年では、新たに外国語活動が取り入れられます。小・中学

校での協力体制を整え、英語科での連携を強化するとともに、ＡＬＴの活用も重要となるこ

とから、現在の外国青年を引き続き任用し、指導体制を整えてまいります。 

学習内容の習得には、何よりも「読み・書き・計算」の基礎基本が重要であります。限ら

れた授業時数の中で、子ども達一人ひとりの理解を深めるため、従来から取り入れてきたチ

ームティーチングの方法を工夫し、習熟度に即した指導体制も整えてまいります。 

また、家庭での役割に対して、今年度は全児童に参考図書を提供して、児童の学習理解に

親子で取り組む読書環境づくりを応援してまいります。 

中学校では、来年度から新学習指導要領に移行いたします。本年度が移行期最終年度にな

りますので、円滑な本格实施が出来るよう前倒しして授業時間を増やし、基本的な学力や技

術が身に付いていくように配意いたしました。また、新学習指導要領に沿って必要となる剣

道防具や和楽器などの教材備品等は既に整備いたしましたので、工夫と研究により効果的に

授業で活用出来るよう指導してまいります。 

本町では、小中１校体制となった中で、学びの連携強化をテーマとして検討してきました
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が、今年度は学力向上推進小中モデル校の指定を受け、巡回指導教員による小・中学校の連

携に重点を置いて、学習効果を高めるとともに、学び直しの機会や授業以外の学習機会を組

織的に行い、基礎・基本が確实に身に付けられるよう、長期休業中の補充的な学習サポート

を实施いたします。小・中学校とも、基準の教員配置数だけでは、きめ細かな学習、生活指

導に不足する面がありますので、従前までと同様に、小学校での教科担任指導教諭、中学校

での免許外指導教諭を町費負担で配置いたします。 

昨年、道内の学校現場において、教職員の不適切な勤務实態が明らかになりました。全道

一斉の服務規律調査や会計实地検査などにより、その全貌が解明されようとしています。本

町では指摘を受ける事案はありませんが、今まで以上に保護者や地域の皆さまの厳しい視線

が注がれており、法令順守と綱紀粛正を強く指導してまいります。 

一方では、過密となっている教職員の業務实態も住民の皆さまに理解していただき、資質

向上のための研修、研究機会の充实と合わせて、心身の健康確保に必要な休息を確保するた

めに、地域ボランティアなどの力添えも願っているところでございます。 

２、特色ある学校づくり。 

学校にはそれぞれの伝統と共に、校訓や校風という個性があります。教職員は、保護者や

地域の方々とともに、より良い学校づくりのために全力を注いでおります。新奇的な教育活

動を推し進めるために、学校長に裁量権のある「生きる力を育む学校づくり推進事業」を取

り入れてまいります。 

現在、小学校では４学級、中学校では２学級の特別支援学級が編成されております。一人

ひとりの障がい程度に沿った教育を進めていくためには、福祉部門と協力して乳幼児期から

の情報共有が必要とされております。特別支援教育連携協議会の充实や個別支援ファイルの

活用を執り進めてまいります。また、きめ細かな対応を図るために、教員の補助として役割

を担う支援員、介助員についても継続して配置をしてまいります。 

２市４町で構成している砂川地区特別支援教育推進協議会において、本年度、文部科学省

の特別支援教育グランドモデル地域の指定を受け、障がいのある全ての児童・生徒の支援体

制を一層充实させてまいります。 

小１プロブレムや中１ギャップに代表されるように、年々、子ども達の心の問題は複雑化

してまいりました。いじめは絶対に許されることではありません。教師一人ひとりが子ども

達の行動を敏感に察知し、早期発見と対応に全力を挙げてまいります。様々な要因で不登校

傾向がみられる児童生徒には、家庭との協力、信頼関係を高め、最善の方法を探っていく必

要があります。これまでも、小・中学校の情報交流や連携を密接にして、子ども達の心のケ

アを図っておりますが、子ども達や教職員に対して、より専門的な立場からのアドバイスが

できるよう、スクールカウンセラーを新たに配置いたします。 

心の教育という視点では、道徳教育や総合学習などで毎年工夫した授業を進めております。

また、芸術鑑賞事業でも様々なジャンルの公演を招致してまいりました。本年度はこれまで

の事業に加え、本格的な舞台芸術の鑑賞として、中学校でクラシックバレエの公演が叶いま

した。優れたバレエ演技と表現力に触れ、「豊かな心」の醸成に、尐なからず影響を与えて
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もらえるものと期待しております。  

学習の基となるのは、何よりも健康と体力が重要な要素になります。「健やかな体」づく

りには、低学年から運動習慣を身に付けることが望まれます。過去２年間实施した「全国体

力・運動能力調査」の結果では、道内の小中学生は総じて全国平均を下回っております。さ

らに、都市部よりも農村部の子が体力面で务っていることも報じられております。これは、

車社会の浸透で、歩かなくなったことが一つの要因であり、身近な体力向上には、まず歩く

ことが基本であります。家庭ばかりでなく、学校生活においてもスポーツや遊びを通した体

力づくりに取り組んでまいります。 

空知管内では、生徒数の減尐で閉校となった高等学校は尐なくありません。新十津川農業

高校は、１間口の農業・生活科でありますが、地域密着型のカリキュラムを独創的に見出し、

その成果と評判が町内外に広まっているため、一定の志望者を集めております。北海道の基

幹産業である農業の担い手育成はもちろんのこと、これからも特色を活かし、生徒に選んで

もらえる魅力ある高校となるよう、支援を継続いたします。  

３、学校環境の整備。 

昭和56年に３校の統合によって、新十津川小学校が現在地へ移転してから、30年が経過い

たします。小学校は、文教地区の中心施設としてシンボル的な存在でありましたが、長年の

使用による老朽化と耐震対応が必要であることから、耐震・大規模改修工事に着手いたしま

した。開校当時の状況とは用途が合わなくなった教审や設備もありますので、子ども達が使

いやすく、そして環境にも配慮した明るい校舎に改修してまいります。 

小学校の耐震改修により、義務教育施設の安全性は確保されます。国内外で発生する地震

災害のニュースを目にするたびに心が痛みますが、本町の子どもたちには、安心して学校生

活を送ってもらえることとなり、安堵しているところでございます。 

中学校の部活動においては、生徒と指導者の信頼関係も厚く、心技体の充实で、近年は空

知大会のみならず全道、全国にも出場を果たしております。特に、昨年の各部の活躍は、町

民に誇りを齎せ、120年の節目に素晴らしいプレゼントを授かりました。これからも地域の

応援を受けて、惜しみない努力を期待するところであります。 

文化系の代表となる吹奏楽用の楽器は、一部、経年の傷みで使用が困難となってまいりま

したので、編成に合わせて緊急性の高いものから計画的に更新してまいります。 

近年、学校遊具の安全性が問われております。毎年、融雪後に安全確認を行っております

が、設置後、相当の年数を経た遊具もありますので、再度点検をするとともに、一部遊具の

更新をしてまいります。 

わが国の未来を担う子ども達に、家庭環境の違いにより教育を受ける格差が生じてはなり

ません。経済的に困難な家庭に対しての就学援助制度や私立幼稚園就園奨励補助制度をもっ

て支援してまいります。また、高等学校以上の修学に対しては、育英事業の対象者枠を拡大

し、向学へのバックアップをいたします。 

町内すべての児童生徒が楽しく、安心して通学することが出来るよう、スクールバスの安

全運行管理には最善の注意を払ってまいりました。本年度も、登下校以外の校外授業や学校
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行事、部活動など、可能な範囲で公平な運行に努めてまいります。 

学校周辺の通学路では、地域や関係者などの協力をたまわり、植樹枡に花を植え、きれい

な環境を整えていただきました。ふるさとに愛着と誇りを育む、地域ぐるみの暖かい配慮に、

子ども達は必ずや応えてくれるものと信じております。 

４、食育の充实。 

小・中学生に加え、新十津川幼稚園と新十津川農業高校に提供している学校給食は、子ど

も達と保護者へのお知らせを通して、食の大切さや楽しさなど分かりやすい情報提供に努め

てまいりました。また、毎月の献立は町ホームページにも掲載し、どなたでも本町の給食献

立を知っていただくように対応いたしました。このことから、学校給食への身近さを感じて

いただき、信頼が得られているものと理解しております。  

食に対する教育については、家庭とも協力して進める必要があることから、小・中学校と

もに「食育の日」を設けて、食べ物への感謝と子ども達自身の関わりを深められるようにし

ております。 

食材についても、安全で安心な食品の提供を堅持してまいりました。町内産の農作物は、

町の農業を知る上からも重要でありますので、生産者の理解を得ながら拡大に努力いたしま

す。昨年からメニュー化し、好評であった新十津川産米の米粉パンは、提供回数を増やして

まいります。また、農産物以外の特産品の活用も工夫して、地産地消の一端を担ってまいり

ます。これらの増額経費は町費負担で対応し、給食費は変更せずに提供することといたしま

した。 

学校給食には事故があってはなりません。安全な給食提供を継続するため、法令や指導に

沿った衛生管理を確实に励行するとともに、施設の維持管理にも最善の注意を払ってまいり

ます。センター建設から10年となりますので、機器点検と合わせて、的確な修理修繕を対応

をいたします。  

２．社会教育。 

１、学社融合。  

社会教育につきましては、町民の誰もが、いつでも、どこでも学べる機会を創出するため、

第５期社会教育中期計画を進めてまいりました。今年度は５年目となりますので、今期計画

の仕上げとして、生涯各期に亘る社会教育事業の推進に努めてまいります。次期中期計画の

策定においては、本年度策定される第５次の新十津川町総合計画との整合を図った計画とす

るため、今期の計画期間を１年間延伸し、各分野において検証を進めてまいります。 

開町120年の記念事業として取り組んできた「あいさつ運動」は、町民各位のご理解を得

て尐しずつ定着してまいりました。社会教育各団体からも賛同をいただき、推進体制が構築

されておりますし、小・中・高と学校卖位でも児童生徒とともに教職員、保護者の協力を得

て堅实な活動を継続しております。教育関係者のみならず、すべての町民がまちづくりの基

本としてこの運動に取り組んでいただけるよう、名实共に「日本一」を目指して、これから

も推進してまいります。 

この運動に連動して、従来から精力的に取り組んできた児童生徒の安全パトロールや交通



 - 36 - 

安全、防犯意識の高揚にも繋がることを期待しているところであります。 

学校教育の充实には、家庭教育の充实が相関的に必要であります。また、学校力を高める

には、周囲の地域力を高めていかなければなりません。家庭におけるしつけや社会性の教育

が、成長に合わせて地域活動への興味として繋がってまいります。そして、コミュニティ活

動を中心とする地域卖位での活動進展が、学校運営にも活力を与えてもらえます。このよう

な連鎖を期待して、学校教育と社会教育の融合を重視しているところであります。今年度は、

新たに通学合宿事業を計画し、子ども達の家庭における生活習慣の見直しや学習習慣のきっ

かけづくりとなるように取り組んでまいります。 

地域社会をリードしている青年及び成年層においては、長引く経済不況の影響を受けて、

時間的にも精神的にも余暇を楽しむことが難しくなってまいりました。自ずと自己研鑽やボ

ランティア活動、地域団体の行事に費やす時間は減尐する傾向にあります。長く地域社会の

活力維持に携わっていただいた、青年や女性団体、シニアリーダー会なども新たな会員参加

が厳しい状況となっておりますので、既成組織の空洞化を防ぐ必要を感じております。永年

の課題を打破し、住民同士での相互研鑽が高まるよう、社会教育団体の支援体制を整えてま

いります。 

また、母村との絆を強固な形で継承していくため、小中学生や青年層の交流事業を継続す

るとともに、伝統芸能の伝承活動についても引き続き支援してまいります。 

２、文化の薫り。 

本町では早くから、文化の薫り高いまちづくりをテーマとして、多様な文化芸術活動の拡

大と支援に努めてまいりました。 

「新十津川アートの森」整備構想の一環として、旧吉野小学校を改修した彫刻体験交流促

進施設は、指定管理者により「かぜのび」として先日オープンいたしました。全国各地から

応援団となっていただける方々の会議や、地元の子ども達を対象とした事業なども計画され

ておりますので、本町の新たな文化拠点として認知されるよう、指定管理者と協力態勢を構

築してまいります。 

また、町内で活躍する文化人の方々にも、それぞれの活動をより活性化していただけるよ

う、文化協会並びに音楽協会と協力して、町民ギャラリーの公開や文化祭、芸能祭の充实に

努めてまいります。 

小規模ながらも質の高い「ゆめりあホール」では、日ごろ接することが出来ない、本格的

な芸術文化に触れる機会を年に数回のペースで提供してまいりました。今年度も町民からの

要望が多く、音楽や演芸などの幅広いジャンルで一人でも多くの皆さまに鑑賞いただけるよ

う、関係者と協力してきめ細かな情報提供に努めてまいります。 

子ども達の無限な可能性を引き出し、非日常的な体験事業に取り組んでいる「とっぷ子ど

もゆめクラブ」や農業高校と共同で進める「アグリクラブ」についても、年毎に参加者が入

れ替わっていきますので、子ども達が溌剌とし、輝く瞳を持ち続けられる場を提供いたしま

す。 

本町の歴史的遺産や希尐資料を納めている開拓記念館には、本町出身者や関わりのある方
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が、遠方から来館されることが間々見られます。特別な目的を持って来られる方ばかりでな

く、町民の皆さまにも歴史的価値のある資料を閲覧いただけるように、週に一度の資料审公

開日を設定してまいります。 

３、スポーツと健康づくり。 

スポーツの効果は、体力の向上やストレス発散、心身の健康増進に結びつくなど、私達が

日々の生活を営む上での重要な意味を持っております。昨今では、児童生徒ばかりではなく、

北海道民全体の体力低下が問題視されており、本町も同様の状況にあるものと考えられます。 

幸い屋内外のスポーツに取り組むのには、十分な施設が整っており、指定管理者でありま

すＮＰＯ法人体育協会の計画的な管理運営ときめ細かな対応により、町民の皆さまの利用促

進が図られております。しかしながら、競技人口の固定化、高齢化は否めず、スポーツ愛好

者の増加には苦心しているのも实情であります。健康づくりの一環として、身近なところか

ら入り込める「一人一スポーツ」の取り組みを指定管理者とともに進めてまいります。本年

度は、高齢者グループによる自発的な参加を期待して、健康と軽スポーツの定着を図ること

により、スポーツ人口の底上げを目指してまいります。 

体育施設ではそれぞれのスポーツに最適の環境が求められます。利用者が使いやすく、安

全な施設として提供できるよう、安全管理の徹底を図り、老朽施設の改修に努めてまいりま

す。 

昨年復活100周年を迎えた新十津川尚武会は、多くの優秀な指導者、選手を輩出してまい

りました。小さな町でこれだけの足跡を記してきたのも、母村十津川村からの伝統を継承し、

文武両道の精神に基づく拠点となる尚武館の存在があればこそであります。全道に先駆け、

専用道場として愛されてきた施設も、40年近くの時を経て損傷が目立ち、さらには耐震構造

とはなっておりません。新十津川剣道の新世紀に向け、新たな施設を相応しい場所で建設す

るよう計画してまいります。 

４、読書活動。 

新十津川町図書館は、開館以来、町内はもとより近隣市町の方々からも多くの利用をいた

だいており、年毎にソフト・ハード両面からの整備充实に努めてまいりました。開町120年

の慶事を記念とした多くの寄附をいただくなど、町内外の多くの皆さまに関心を持っていた

だいております。開館16年の年月を経まして、蔵書数10万冊が目前となりました。書架の収

容能力も最大に近づきましたので、厳選して蔵書充实を図ってまいります。 

幼児期から中学生まで読書活動の推進を図るため、家庭や学校と連携して子ども読書活動

推進計画の達成を期してまいります。好評の絵本ふれあい事業に加え、出産前の段階から幼

児の読書に関心を持っていただけるよう、保護者への広報活動に努めてまいります。小・中

学校においては、図書館システムの導入により学校図書との一体性を確立しましたので、学

校図書の充实を図るとともに、朝読書などの活動にも協力して支援してまいります。 

施設面では、内部、外装ともに傷みが目立つようになり、利用者の安全性と快適性を高め

るため、外壁タイル改修とＡＶ機器の更新をいたします。なお、施工にあたっては利用者へ

の影響を最小限とするよう計画いたしますが、一定期間の臨時閉館も生じますので、ご理解
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をいただきますようお願いいたします。  

おわりに、以上、平成23年度の教育行政の執行にあたり、为要な施策、事務事業の一端を

申し上げました。 

艱難辛苦の中でも、子弟の教育が最優先として信じて止まなかった開拓者達が、入植翌年

に開校した小学校は、ちょうど120年を迎えます。 

そして、町政が成長発展の全盛にあった時期に、不幸にして校舎を消失した新十津川中学

校の火災から50年目にあたります。 

歴史の流れには、節目、節目に残しておきたいこと、忘れてしまいたいこと、数多くの史

实が押し寄せては引いて行く。この積み重ねにより、今の私達の生活が営まれており、遠い

未来への架け橋を築いていることは間違いありません。 

いつでも、どこでも、誰もが学べる環境づくりのために、伝統ある本町教育の確实な進展

に努力することをお誓い申し上げ、教育行政執行方針といたします。 

町民の皆さま、町議会議員の皆さまのご理解とご協力を心よりお願い申し上げます。 

どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上をもちまして、教育行政執行方針演説を終わります。 

ここで２時35分まで休憩といたします。 

（午後２時20分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午後２時33分） 

                                       

◎報告第１号の上程、説明、質疑 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第８、報告第１号、専決処分の報告についてを議題といたし

ます。 

内容の報告並びに説明を求めます。 

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報告第１号、専決処分の報告について。 

地方自治法第180条第１項の規定により、議会において指定されている事項について、別

紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により、報告をするというものでございま

す。 

専決第１号。専決処分書。 

車両事故による損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第１項の規定に

より、次のとおり専決処分する。 

 専決処分月日については、平成23年５月31日でございます。 

 １、事故発生日時、平成23年３月11日、午後１時45分ころでございます。２、事故発生場

所、新十津川町字中央520番地（新十津川小学校敶地内）でございます。３、相手方、【個
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人名】でございます。小学校２年生の方でございました。４、事故の概要、公用車を運転中、

直前で転倒した相手方に気が付かずひいてしまい、手を負傷させたものでございます。 

ちょっと詳しく申し上げますと、学校図書の入れ替えのために、小学校玄関前で公用車を

止めようとしたところ、車両前方にいた児童生徒、児童生徒ということは、【個人名】君で

ございます。雪の上で滑って転倒したことに気が付かず、前輪で手足をひいてしまい、手に

負傷させたというものでございます。損害賠償額については、20万2,339円ということでご

ざいます。 

なお、現在、【個人名】君におきましては、すでに傷も完治しておりまして、元気に学校

に通学をされているということでございます。 

よろしくご承認のほど、お願いを申し上げたいと存じます。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） 内容の報告並びに説明を終わります。 

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（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

以上をもちまして、報告第１号、専決処分の報告についてを終わり、報告済みといたしま

す。 

                                       

◎報告第２号の上程、説明、質疑 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第９、報告第２号、平成22年度新十津川町一般会計繰越明許

費繰越計算書の報告についてを議題といたします。 

内容の報告を求めます。 

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報告第２号、平成22年度新十津川町一

般会計繰越明許費繰越計算書の報告について。 

地方自治法施行令第146条第２項の規定により、別紙のとおり繰越計算書を調製したので、

同項の規定により報告をするというものでございます。 

なお、内容等につきましては総務課長よりご説明を申し上げますので、よろしくご承認方

お願いを申し上げたいと存じます。 

○議長（長谷川秀樹君） 内容の報告を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

総務課長。 

〔総務課長 藤澤敦司君登壇〕 

○総務課長（藤澤敦司君） それではただいま上程いただきました報告第２号、平成22年度

新十津川町一般会計繰越明許費繰越計算書について、内容の説明を申し上げます。 
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 総額６億3,040万４千円の繰越明予算措置につきましては、第１回定例会で議決いただい

ておりますが、繰越明許費の中には国の22年度経済対策分でございます、きめ細かな交付金

と住民生活に光をそそぐ交付金として、国庫支出金の１億1,798万２千円が含まれておりま

す。繰越された事業につきましては順次発注、着手しておりますので、執行状況含めて申し

上げます。 

 はじめに２款総務費、１項総務管理費、町有住宅外部改修事業。金額480万９千円、翌年

度繰越額480万９千円、未収入特定財源国道支出金400万円、一般財源80万９千円です。この

事業につきましては、中央町有住宅Ａ棟の外壁塗装と屋根ふき替えでありますが、７月下旪

の工事発注を予定しております。 

 林業作業道幌加線改修事業。金額300万円、翌年度繰越額300万円、未収入特定財源国道支

出金250万円、一般財源50万円です。この事業は大雤で仙窟された幌加作業道を補修するも

ので、すでに工事発注を終えております。 

 ３款民生費、２項児童福祉費、新十津川保育園園児送迎車購入事業。金額387万３千円、

翌年度繰越額387万３千円、未収入特定財源国道支出金320万円、一般財源67万３千円です。

これは先ほど町長からの行政報告にもありましたとおり、園児送迎車の更新でございまして、

すでに事業を完了しております。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、健康体力増進审体力診断プログラム更新事業。金額101万

９千円、翌年度繰越額101万９千円、未収入特定財源国道支出金80万円、一般財源21万９千

円です。この事業につきましては、ゆめりあの体力増進审で使用している、体力診断プログ

ラムを更新するもので、７月下旪に発注予定です。 

 次に、６款農林水産業費、１項農業費で初めの学園牧場ポンプ改修事業。金額154万４千

円、翌年度繰越額154万４千円、未収入特定財源国道支出金130万円、一般財源24万４千円で

す。この事業は、大雤災害で水没した放牧牛飲用給水ポンプの改修でありまして、すでに発

注済みであります。ここまでの５事業は、すべてきめ細かな交付金事業です。 

次からの６事業は基盤整備事業等の繰越事業分でございまして、すでに発注済みとなって

おります。 

花月第２地区経営体育成基盤整備事業。金額731万１千円、翌年度繰越額125万円、未収入

特定財源町債60万円、その他特定財源55万円、一般財源10万円です。 

新北部地区経営体育成基盤整備事業。金額1,606万１千円、翌年度繰越額943万２千円、未

収入特定財源町債460万円、その他特定財源463万２千円、一般財源20万円です。 

新单部地区経営体育成基盤整備事業。1,536万９千円、翌年度繰越額948万円、未収入特定

財源町債460万円、その他特定財源468万円、一般財源20万円です。 

新西部地区経営体育成基盤整備事業。金額1,190万２千円、翌年度繰越額719万３千円、未

収入特定財源町債350万円、その他特定財源359万３千円、一般財源10万円です。 

日進地区ため池等整備事業。金額1,260万円、翌年度繰越額560万円、未収入特定財源町債

280万円、その他特定財源270万円、一般財源10万円です。 

 次のページに移りまして、吉野地区中山間地域総合農地防災事業。金額230万円、翌年度
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繰越額180万円、未収入特定財源町債90万円、その他特定財源80万円、一般財源10万円です。 

 次に、７款商工費、１項商工費、ふるさと公園外灯塗装事業。金額134万４千円、翌年度

繰越額134万４千円、未収入特定財源国道支出金110万円、一般財源24万４千円です。この事

業は、ふるさと公園内の外灯30本の塗装でありまして、すでに工事完了いたしております。 

 創造の森遊歩道改修事業。金額780万円、翌年度繰越額780万円、未収入特定財源国道支出

金660万円、一般財源120万円です。この事業は、ふるさと公園内の創造の森遊歩道が、大雤

による法面崩壊で、歩道が通行できなくなったために改修をする事業で、すでに工事発注を

いたしております。 

交流促進施設設備改修事業。金額121万７千円、翌年度繰越額121万７千円、未収入特定財

源国道支出金100万円、一般財源21万７千円です。この事業は、サンヒルズ・サライ実审の

カーテン取り替えと換気設備の設置で、すでに工事完了をいたしております。 

以上の３事業は、きめ細かな交付金事業であります。 

次に、８款土木費、２項道路橋りょう費、道路整備事業。金額１億4,937万１千円、翌年

度繰越額5,000万円、未収入特定財源国道支出金2,925万円、町債2,070万円、一般財源５万

円です。この事業は、社会資本整備総合交付金事業により、町道西２線の道路改築舗装工事

を行なうもので、すでに工事発注をいたしております。 

道路改修事業。金額6,400万円、翌年度繰越額6,400万円、未収入特定財源国道支出金4,666

万４千円、一般財源1,733万６千円です。この事業もきめ細かな交付金事業ですが、町道北7

号線舗装改修ほか５路線の舗装改修工事等を实施するもので、すでに４路線で発注済みで、

残り２路線は８月下旪までに発注予定でございます。 

次に、５項住宅費、公営住宅外部改修事業。金額1,417万５千円、翌年度繰越額1,417万５

千円、未収入特定財源国道支出金1,200万円、一般財源217万５千円です。この事業は、あじ

さい団地２棟８戸の外部塗装工事と中央団地２棟８戸の外部改修事業でございまして、７月

下旪までに発注を予定しております。きめ細かな交付金事業でございます。 

 次に、10款教育費、２項小学校費、小学校耐震・大規模改修事業。金額４億291万円、翌

年度繰越額４億291万円、未収入特定財源国道支出金9,566万５千円、町債２億9,870万円、

一般財源854万５千円です。この事業は、小学校の耐震化と大規模改修を实施するものであ

りまして、安全安心な学校づくり交付金事業により、すでに発注済みでございます。工事は

小学校運動会終了後から本格的に改修が進んでおります。 

次に、４項社会教育費、図書館維持管理事業。金額1,073万６千円、翌年度繰越額198万９

千円、未収入特定財源国道支出金170万円、一般財源28万９千円です。この事業と次の事業

につきましては、住民に光をそそぐ交付金事業でありまして、この事業は、映像、音響設備

の更新等でございます。すでに一部は更新済みとなっております。 

図書館外壁改修事業。金額3,153万２千円、翌年度繰越額3,153万２千円、未収入特定財源

国道支出金2,781万８千円、一般財源371万４千円です。この事業は、図書館外壁のタイルを

張り替える改修事業で、すでに発注済みでございます。 

５項保健体育費、温水プール改修事業。金額643万７千円、翌年度繰越額643万７千円、未
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収入特定財源国道支出金540万円、一般財源103万７千円です。この事業は、ボイラーからの

給配等設備の改修とプール層壁面の改修でありまして、すでに工事完了をいたしております。 

合計いたしまして、金額７億6,931万円、翌年度繰越額６億3,040万４千円、未収入特定財

源国道支出金２億3,899万７千円、町債３億3,640万円、その他特定財源1,695万５千円、一

般財源3,805万２千円でございます。 

以上、繰越計算書の内容説明とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 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（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

以上をもちまして、報告第２号、平成22年度新十津川町一般会計繰越明許費繰越計算書の

報告についてを終わり、報告済みといたします。 

                                       

◎報告第３号の上程、説明、質疑 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第10、報告第３号、新十津川総合振興公社の経営状況の報告

についてを議題といたします。 

内容の報告を求めます。 

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報告第３号、新十津川総合振興公社の

経営状況の報告について。 

地方自治法第243条の３第２項の規定により、新十津川総合振興公社の経営状況を説明す

る書類を添付し、報告をするということでございます。 

なお、内容の説明等につきましては、副町長より申し上げますので、よろしくご承認たま

わりますようお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 内容の報告を終わります。 

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） それでは報告第３号、新十津川総合振興公社の平成22年度第38

期となりますけれど、経営状況について内容を説明いたします。为な決算の数字を申し上げ

ます。なお、５月31日に取締役会等を終えておりまして、認定が終わっております。お手元

の報告書７ページをお開き願います。 

 損益計算書でございます。この中から申し上げます。営業損益の部ということで、合計額、

売上高の計が載ってございます。２億879万983円ということで、前年21年度については２億
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358万5,827円ということですので、520万円の増ということになってございます。この中の

④番の宿泊施設サライの状況でございますけれど、１億491万9,810円ということで、前年に

ついては9,819万3,580円ということですので、伸びているという状況になります。 

続きまして、その下の販売費と書いてあります費用は経費でございます。販売費の計②番

でございますけれど、合計額が２億16万3,757円ということでございます。先ほどの①番の

売上高から②番の販売費を引きますと、売上総利益ということで、残りが862万7,226円とい

うことでございます。この内訳については、下の欄に各事業ごとの収益を記載してございま

すので、お目通しをいただきたいと思いますけれど、残念ながら加工事業、加工センターの

事業については、22年度については赤字ということになってございます。 

その他の経費で、一般管理費、その他経費を差し引きしまして⑤となってます営業利益、

この金額は663万3,554円となります。 

この他に営業外の損益を差し引き、これは営業外の利益では△の45万5,995円であります

ので、先ほどの663万3,554円から引きますと、経常利益ということで⑨番になります617万

7,559円となります。 

これらから国、道、町の税金であります法人税等164万2,300円を引きますと残り457万

5,259円が22年度当期の純利益ということになります。 

隣の８ページの下の欄の方に移っていただいて、剰余金の処分に関する資料ということで

載ってございます。21年度までの剰余金の繰越額が405万6,827円と、22年度の先ほどの数字、

当期利益金が457万5,259円を足しますと、863万2,086円ということで、これは23年度に繰り

越しをするという剰余金の数字でございます。 

６ページに戻っていただきますと、貸借対照表が載せてございます。流動資産、特に現金

から貯蔵品が为なものでありますけれど、これらの合計が5,029万6,789円と、固定資産につ

いては438万6,978円ということであります。これは、昨年からみると200万ほど増加してお

りまして、機械及び装置ということでこの部分が尐し増えてございます。投資その他資産と

いうことで311万円。これは、金滴への出資300万が含まれてございます。これは資産の部の

合計は5,779万3,767円でございます。負債の部については短期借入金2,500万で、町からの

短期の借入金でございます。純資産の部については、先ほどの剰余金、それから資本金を足

しますと1,863万2,086円が純資産の合計ということで、負債純資産合計が5,779万3,767円と

なってございます。 

以上、内容の説明といたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 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（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

以上をもちまして、報告第３号、新十津川総合振興公社の経営状況の報告についてを終わ
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り、報告済みといたします。 

                                       

◎議案第29号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第11、議案第29号、新十津川町長及び副町長の給料に関する

特別措置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〕 

○町長（植田 満君） ただいま上程いただきました議案第29号、新十津川町長及び副町長

の給料に関する特別措置条例の制定について。 

新十津川町長及び副町長の給料に関する特別措置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。 

行政改革の推進に伴い、新十津川町長の任期中における町長及び副町長の給料について改

定するため、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（長谷川秀樹君） 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 藤澤敦司君登壇〕 

○総務課長（藤澤敦司君） ただいま上程いただきました議案第29号の、新十津川町長及び

副町長の給料に関する特別措置条例の内容についてご説明申し上げます。 

 本条例につきましては、新十津川町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例。いわゆる

本則条例で定めております町長と副町長の給料月額について行政改革を推進するため、任期

中引き下げる特別措置条例でありまして、第２条でその額を町長66万３千円、副町長60万３

千円としたいとするものであります。本則との比較では、町長が12万１千円の減額で、

15.43％の削減、副町長が２万８千円の減額で4.43％の削減となります。年間の影響額につ

きましては、町長が192万3,900円、副町長が44万5,200円の見込みでございます。 

附則ですが、この条例は、平成23年７月１日から施行し、平成27年４月30日をもって効力

を失うこととしたいとするものであります。 

以上で、内容の説明とさせていただきます。よろしくご審議をたまわりますようお願い申

し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第29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30号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第12、議案第30号、新十津川町教育委員会教育長の給料に関
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する特別措置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〕 

○町長（植田 満君） ただいま上程をいただきました議案第30号、新十津川町教育委員会

教育長の給料に関する特別措置条例の制定について。 

新十津川町教育委員会教育長の給料に関する特別措置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。 

行政改革の推進に伴い、新十津川町長の任期中における新十津川町教育委員会教育長の給

料について改定するため、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、前議案同様に、内容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（長谷川秀樹君） 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 藤澤敦司君登壇〕 

○総務課長（藤澤敦司君） ただいま上程いただきました議案第30号の新十津川町教育委員

会教育長の給料に関する特別措置条例の内容について、ご説明申し上げます。 

 本条例につきましても、前議案同様、新十津川町教育委員会教育長の給与等に関する条例。

いわゆる、本則条例定めております教育長の給料月額について行政改革を推進するため、新

十津川町長の任期中、引き下げる特別措置条例であります。第２条で、その額を55万４千円

といたしたいとするものでございます。本則との比較では、１万４千円の減額、率にいたし

まして2.46％の削減となります。年間の影響額につきましては、22万2,600円の見込みでご

ざいます。 

附則も同様に、この条例は、平成23年７月１日から施行し、平成27年４月30日をもって効

力を失うこととしたいとするものであります。 

 以上で、内容の説明とさせていただいます。よろしくご審議をたまわりますようお願い申

し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第30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31号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第13、議案第31号、新十津川町総合行政審議会条例の一部改

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〕 
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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31号、新十津川町総合行政審

議会条例の一部改正について。 

新十津川町総合行政審議会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。 

新十津川町環境審議会が所掌する事項を、新十津川町総合行政審議会において体系的かつ

総合的に調査審議することとするため、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、内容説明につきましては総務課長よりご説明を申し上げますので、よろしくご審議

の上、議決たまわりますようお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 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 藤澤敦司君登壇〕 

○総務課長（藤澤敦司君） それではただいま上程いただきました議案第31号、新十津川町

総合行政審議会条例の一部改正について、内容のご説明を申し上げます。お手元にあります

新旧対照表も併せてご参照いただきたいと存じます。 

 本条例は、平成22年３月に制定した新十津川町総合行政審議会条例により、まちづくりに

関して総合的に審議できる機関を設けたところでありましたが、現存する個別審議会のうち、

統合する時期が合致しなかった環境審議会のみ、現行任期の間は従前どおりにとり進めてい

たものでございます。今回、委員の任期を了することから、所期の目的に沿って、総合行政

審議会に包含して、調査、審議をいただくこととするものでございます。このことから、第

２条第５号に環境基本計画及び環境の保全等に係る基本的事項に関することを加えるもの

でございます。 

附則といたしまして、この条例は平成23年８月１日から施行したいとするものであり、関

連する新十津川町環境基本条例では、第７条第２項中、第17条の新十津川町環境審議会を新

十津川町総合行政審議会条例第１条に規定する、新十津川町総合行政審議会に改め、第17

条から第22条までを削るものでございます。 

 以上で、内容の説明とさせていただきます。よろしくご審議をたまわりますようお願い申

し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第31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32号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第14、議案第32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。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 
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〔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32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といた

しまして、裏面でございます。 

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拡充するため、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（長谷川秀樹君） 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 藤澤敦司君登壇〕 

○総務課長（藤澤敦司君） それではただいま上程いただきました議案第32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、内容のご説明を申し上げます。お手元の新

旧対照表も、併せてご参照いただきたいと存じます。 

 本条例は、平成17年度から取り組んでまいりました共同賃貸住宅の建設促進を図るため、

本年３月に３年間の期間延長を議決いただいたところでございます。今回、現行条例の適用

条件を緩和、拡大して、より定住人口の増加と町内建設業者の育成、振興を図るために、条

例の一部改正をいたしたいとするものでございます。第２条では、第１項第１号中の４戸を

３戸に改めて、対象住宅の要件緩和を図るものでございます。第２項では、新たに助成対象

とする新エネルギー附帯設備の定義を規定しておりまして、太陽光発電設備などを対象とい

たしますけれども、具体的な設備の詳細は、規則に委任しております。第４条の交付対象者

は、現行で町内に営業所のある建設業者と契約した者としておりましたけれども、これを削

除し、町外業者も選択できることといたしました。次に、第５条の助成金の額につきまして

は、前条により業者選択の拡大を図ると同時に、従来どおりに町内業者との契約をした場合

につきましては、助成額を１戸当たり60万円、１棟当たり限度額を600万円にまで拡大する

ものでございます。また、第２項として新エネルギー附帯設備の助成額につきましては、国

や北海道からの補助を除いた額の３分の１とし、助成額を200万円とするものでございます。

第９条以降につきましては、対象設備の拡大等の改正に係る用字用語の整理でございます。 

附則につきましては、この条例は、平成23年７月１日から施行したいとするものでござい

ます。 

以上で、内容の説明とさせていただきます。よろしくご審議をたまわりますようお願い申

し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第32号について、提案理由並びに内容の説明を終わ

ります。 
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◎議案第33号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第15、議案第33号、新十津川町税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） ただいま上程をいただきました議案第33号、新十津川町税条例の一

部改正について。 

 新十津川町税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 裏面に、提案理由が載ってございます。地方税法の一部を改正する法律の施行に伴い、所

要の改正を行うため、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。 

なお、内容につきましては住民課長よりご説明申し上げますので、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（長谷川秀樹君） 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 小林 透君登壇〕 

○住民課長（小林 透君） ただいま上程いただきました議案第33号、新十津川町税条例の

一部を改正する条例の内容につきまして、ご説明を申し上げます。 

東日本大震災の被災者に適用する地方税法の一部改正に応じて、町税条例の附則に２つの

条文を加えたものでございます。各条文について、ご説明を申し上げます。 

追加する附則第22条は、先の東日本大震災で被災した本人又は生計を一にする親族が所有

する資産に損害が生じた場合、その損害額を平成22年分の総所得金額等から雑損控除として

控除することができることとしたものでございます。 

第１項では、地方税法附則第42条第３項の東日本大震災と、これに伴う原発事故により、

資産に受けた損害の金額であります、「特例損失金額」の適用について、通常、前年中に発

生した災害損失を当該年で所得控除するものを特例損失として、平成22年発生の災害とみな

して適用することを規定してございます。 

第２項では、特例損失金額が、平成24年以降の各年において生じたものである場合に、第

１項にある平成23年を当該特例損失金額が生じた年とすることを規定してございます。 

同条第３項及び第４項では、生計を一にする親族の資産が損害を受けた場合においても、

第１項及び第２項と同様に適用することを規定しております。 

次に、追加する附則第23条でございますが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律

の臨時特例に関する法律によりまして改正された、地方税法に基づき追加したものでありま

して、被災者に係る臨時特例として、住宅借入金と特別税額控除の適用を受けていた住宅が

被災し、住宅困難となった場合においても、控除対象期間の残りの期間について、引き続き

税額控除を適用することができるとしたものでございます。 
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なお、附則では交付の日から施行するといたしておりまして、附則第23条に係る部分は、

平成24年１月１日から施行するとしてございます。 

以上、議案第33号、新十津川町税条例の一部を改正する条例について、ご説明を申し上げ

ました。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（長谷川秀樹君） 以上で、議案第33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34号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第16、議案第34号、新十津川町乳幼児等医療費助成に関する

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） ただいま上程をいただきました議案第34号、新十津川町乳幼児等医

療費助成に関する条例の一部改正について。 

新十津川町乳幼児等医療費助成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。 

受給資格者の助成内容を拡大し、尐子化対策を充实するため、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同様に住民課長よりご説明申し上げますので、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（長谷川秀樹君） 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 小林 透君登壇〕 

○住民課長（小林 透君） ただいま上程いただきました議案第34号、新十津川町乳幼児等

医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。改正内容に

ついてですが、議案第34号資料の新旧対照表をご覧願いたいと思います。 

第６条の但し書については、中学生の医療費助成を入院及び指定訪問看護に限定しており

ました規定でございますが、これを削除し、満15歳に達する日以後の最初の３月31日まで、

通院等の医療助成を受けることができるようにしたものでございます。 

また、附則におきましては、条例を平成23年８月１日から施行することとし、８月１日よ

り前の医療分は、従来どおりの助成であるというふうにしてございます。 

以上、議案第34号、新十津川町乳幼児等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例に

つきまして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（長谷川秀樹君） 以上で、議案第34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。 

                                       

◎議案第35号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第17、議案第35号、新十津川町国民健康保険税条例の一部改

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） ただいま上程をいただきました議案第35号、新十津川町国民健康保

険税条例の一部改正について。 

 新十津川町国民健康保険税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。 

 地方税法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う所要の改正を行うとともに、国民健康

保険事業の適切な運営を図るため、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住民課長よりご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、

議決たまわりますようお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 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 小林 透君登壇〕 

○住民課長（小林 透君） ただいま上程いただきました議案第35号、新十津川町国民健康

保険税条例の一部改正について、内容のご説明を申し上げます。 

 为な改正内容といたしましては、地方税法施行令の改正に伴い国民健康保険税課税額に対

し、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額および介護納付金課税額の限度額を改正するほ

か、国民健康保険制度の運営維持のため、これら３つの課税額の算定方法を見直すことにつ

いて国民健康保険税審議会の審議を経て、今回、改正をいたすものでございます。お手元の

新旧対象表によりご説明を申し上げます。 

 まず、第２条ですが、第２条は、各課税額の限度額を改正することを定めております。第

２項は、基礎課税額の限度額を現行の50万円から51万円とするものであり、第３項は、後期

高齢者支援金等分の課税限度額を13万円から14万円とするものであります。第４項は、介護

納付金分の課税限度額を10万円から12万円に改正するものでございます。いずれも、地方税

法に係る地方税法施行令の一部を改正する政令で規定する限度額に基づき、改正を行なうも

のでございます。 

 次に、第３条から第９条の３までは、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納

付金課税額の算定方法を、それぞれ所得割、資産割、均等割、平等割の４区分について規定

してございます。まず、基礎課税額につきましては、第３条から第５条の２までであります。
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第３条第１項は、所得割額について基礎控除後の総所得金額等に乗ずる割合を100分の5.6

から100分の7.8として算定することとしております。第４条は、資産割額について当該年度

分の資産税額のうち、土地及び家屋に係る部分に乗ずる割合を100分の38から100分の46とし

て算定することとしております。第５条は、被保険者均等割額について１人当たり30,000

円から36,000円とするものであります。第５条の２は、被保険者に係る世帯別平等割額につ

いて、特定世帯以外の世帯で25,000円から32,000円とし、特定世帯で12,500円から16,000

円とするものであります。 

 次に、後期高齢者支援金等課税額の算定方法について、第６条から第７条の３までで規定

してございます。第６条は、所得割額について基礎控除後の総所得金額等に乗ずる割合を100

分の１から100分の1.6とするものでございます。第７条は、資産割額について当該年度分の

資産税額のうち、土地及び家屋に係る部分に乗ずる割合を100分の６から100分の7.6とする

ものであります。第７条の２は、被保険者１人当たりの均等割額について6,000円から7,000

円とするものであります。第７条の３は、世帯別平等割額について、特定世帯以外の世帯で

4,000円から5,200円として、特定世帯では2,000円から2,600円とするものであります。 

次に、介護納付金課税額の算定方法については、８条から９条の３までで規定してござい

ます。第８条は、所得割額について基礎控除後の総所得金額等に乗ずる割合を100分の0.9

から100分の1.4とするものであります。第９条は、資産割について土地及び家屋に係る部分

の額に乗ずる割合を100分の7.6から100分の9.6とするものでございます。第９条の２は、被

保険者均等割額を9,000円から10,000円とし、第９条の３は、世帯別平等割額を6,000円から

6,800円とするものでございます。 

次に、国民健康保険税の低所得者等に係る、いわゆる７割、５割、２割、軽減措置に係る

改正についてですが、これは第21条で定めております。同条の第１号は、総所得金額及び山

林所得金額の合計額が33万円を超えない世帯に対し、アで均等割額を21,000円から25,200

円に、イで平等割額を特定世帯以外で17,500円から22,400円に、特定世帯を8,750円から

11,200円としているものでございます。同号のウで、後期高齢者分の均等割額を4,200円か

ら4,900円に、エで平等割額を特定世帯以外で2,800円から3,640円に、特定世帯を1,400円か

ら1,820円とするものでございます。同号のオでは、介護納付金に係る均等割額を6,300円か

ら7,000円とし、カで平等割額を4,200円から4,760円とするものであります。同条第２号は、

総所得金額等が33万円に同一世帯の者１人つき24万５千円を加算した金額を超えない世帯

に対し、同号のアで均等割額を15,000円から18,000円に、イで平等割額を特定世帯以外で

12,500円から16,000円に、特定世帯で6,250円から8,000円とするものであります。同号のウ

で、後期高齢者分の均等割額を3,000円から3,500円に、エで均等割額を特定世帯以外の世帯

で2,000円から2,600円に、特定世帯を1,000円から1,300円とするものであります。同号オは、

介護納付金分の均等割額を4,500円から5,000円に、カで平等割額を3,000円から3,400円とす

るものであります。同条の３号は、総所得金額等が33万円に同一世帯の者１人につき35万円

を加算した金額を超えない世帯に対し、アで均等割額を6,000円から7,200円に、イで平等割

を特定世帯以外の世帯で5,000円から6,400円に、特定世帯で2,500円から3,200円とするもの
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であります。同号ウは、後期高齢者支援金分の均等割額を1,200円から1,400円に、エで平等

割を特定世帯以外の世帯で800円から1,040円に、特定世帯で400円から520円とするものであ

ります。同号のオは、均等割を1,800円から2,000円に、カは平等割を1,200円から1,360円に

それぞれ改正するものでございます。 

新旧対照表から議案に戻っていただきまして、改正附則ですが、改正附則におきまして、

この条例は交付の日から施行し、改正されました規定は平成23年４月１日から適用します。

平成23年度分の国民健康保険税について適用されることとなります。 

以上、議案第35号、新十津川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、

内容のご説明を申し上げました。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第35号について、提案理由並びに内容の説明を終わ

ります。 

ここで３時40分まで休憩といたします。 

（午後３時30分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午後３時37分） 

                                       

◎議案第36号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第18、議案第36号、平成23年度新十津川町一般会計補正予算

（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36号、平成23年度新十津川町

一般会計補正予算（第１号）でございます。 

平成23年度新十津川町一般会計補正予算（第１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３億2,268万２千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ53億4,905万円とする。 

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。 

地方債の補正。 

第２条、地方債の追加は、第２表、地方債補正による。 

内容につきましては副町長よりご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、議決た

まわりますようお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 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。 
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副町長。 

〔副町長 佐川 純君登壇〕 

○副町長（佐川 純君） 上程いただきました議案第36号、平成23年度新十津川町一般会計

補正予算（第１号）となります。内容の説明を申し上げます。 

８ページ、９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。 

13款、分担金及び負担金。補正額2,345万６千円、計6,354万３千円。 

15款、国庫支出金。補正額773万５千円、計３億8,623万１千円。 

16款、道支出金。補正額567万７千円、計２億9,647万３千円。 

19款、繰入金。補正額１億6,651万５千円、計２億3,358万２千円。 

20款、繰越金。補正額9,999万９千円、計１億円。 

22款、町債。補正額1,930万円、計２億7,280万円。 

歳入合計は、補正額３億2,268万２千円、計53億4,905万円であります。 

続いて９ページ、歳出でございます。 

１款、議会費。補正額18万４千円、計6,587万８千円。財源内訳は、すべて一般財源であ

ります。 

２款、総務費。補正額１億7,415万１千円、計５億4,783万円。財源内訳は、その他財源で

2,345万６千円、一般財源で１億5,069万５千円です。 

３款、民生費。補正額954万９千円、計６億6,986万７千円。財源内訳、国道支出金400万

円、一般財源554万９千円。 

４款、衛生費。補正額289万８千円。計４億8,509万３千円。財源内訳、国道支出金49万６

千円、一般財源は240万２千円であります。 

６款、農林水産業費。補正額894万５千円、計２億7,109万５千円。財源内訳は、国道支出

金549万４千円、一般財源345万１千円であります。 

７款、商工費。補正額1,021万７千円、計１億5,557万１千円。すべて一般財源であります。 

８款、土木費。補正額3,021万３千円、計６億8,534万３千円。財源内訳は、国道支出金で

342万２千円、地方債1,000万円、一般財源は1,679万１千円であります。 

10款、教育費。補正額1,422万５千円、計３億897万７千円。財源内訳は、地方債で930万

円、一般財源492万５千円であります。 

12款、公債費。補正額7,230万円、計10億3,967万２千円。財源内訳は、すべて一般財源で

あります。 

歳出合計、補正額３億2,268万２千円、計53億4,905万円であります。財源内訳は、国道支

出金で1,341万２千円、地方債で1,930万円、その他財源で2,345万６千円、一般財源は２億

6,651万４千円となります。 

次に、地方債の補正を申し上げますので、７ページに戻っていただきたいと思います。 

第２表、地方債の補正であります。追加であります。 

起債の目的、学総線舗装改修事業債。限度額1,000万円。起債の方法、普通貸借又は証券
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発行。利率は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というものでありま

す。 

２つ目は、中学校武道場建設事業債。限度額930万円。起債の方法、利率、償還の方法に

ついては、学総線と同じでございます。事業の内容については、歳出で説明させていただい

きます。 

次に、22ページをお開き願います。歳出の内容を申し上げます。それでは歳出の内容を申

し上げます。 

１款１項１目議会費。補正額18万４千円、計6,587万８千円。財源内訳は、すべて一般財

源であります。内容を申し上げます。２番、議会活動運営事業18万４千円。これは、議員の

専門知識向上のための研修派遣費用を計上させていただきました。 

続きまして、24ページ。 

２款１項１目一般管理費。補正額16万５千円、計2,938万１千円。財源内訳は、すべて一

般財源であります。内容を申し上げます。４番、变勲等事務35万７千円。これについては、

本年度、春の变勲褒章に本町から２名の方が受章されますけれど、その伝達式参加のための

旅費相当の負担金を計上いたしております。９番、人事・給与事務、減額の19万２千円であ

ります。これについては、本年度、本町に派遣されました道職員の赴任旅費の支給方法が、

直接本人に支給する方法から道への負担へと変更したことと、实額積算による減額でござい

ます。 

３目財産管理費。補正額１億390万６千円、計２億3,169万８千円。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。２番、普通財産管理事務390万６千円。これは、現

在使用しておりません、今後も利用計画のない上吉野集会所と、山村留学等で利用しており

ました上吉野団地にあります住宅１戸を、町有住宅でありますけれど、１戸を解体する費用

でございます。８番、公共施設整備基金積立金１億円。これについては、平成22年度策定い

たしました町耐震改修促進計画のための調査により、耐震化が必要な公共施設は、役場それ

から開拓記念館など４施設と、避難所となっております８行政区会館となったため、平成22

年度の決算剰余金のうち１億円を繰越、これに積み立て備えたいとするものでございます。

なお、23年度第１回定例会で役場庁舎の耐震化について、第２回定例会で設計等を提案した

いと申し上げましたが、役場以外の必要な施設もあることから、23年度において施設の優先

順位を決めまして、平成24年度から調査設計、改修へと進めていきたいと考えております。 

５目企画費。補正額53万７千円、計3,012万６千円。財源内訳は、すべて一般財源であり

ます。内容を申し上げます。３番、まちづくり人材育成事業39万２千円。これは防災士資格

取得研修の応募については、当初４名とみておりましたけれど、10名の希望があったことか

ら、不足分を補正するものでございます。５番、総合行政審議会運営事業14万５千円。これ

は、条例でも申し上げております、これまで環境審議会で行なっていた審議を総合行政審議

会で包含して行なうことから、報酬等を増額するものでございます。 
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７目町有林造成管理費。補正額2,345万６千円、計3,324万２千円。財源内訳、その他財源

2,345万６千円でございます。これは、森林総合研究所分収造林事業負担金でございます。

内容を申し上げます。２番、森林総合研究所分収造林事業2,345万６千円であります。これ

は、分収造林の幌加団地の52.87haの保育間伐と奥トップ団地内に2,400ｍの作業道新設を行

うものでございます。 

続きまして、26ページとなります。 

２款３項１目戸籍住民登録費。補正額4,594万８千円、計5,496万６千円。すべて一般財源

でございます。内容を申し上げます。２番、住民情報システム管理事業16万８千円。これは

８月からの乳幼児等医療費助成拡大に伴いましてのシステム改修費用でございます。７番、

総合行政システム機器更新事業4,578万円。これは、来年度からの住民基本台帳法改正施行

に対応するため、本年度中にシステム機器更新する必要があることから、経費を計上いたし

てございます。 

６項１目監査委員費。補正額13万９千円、計154万１千円。財源内訳13万９千円、すべて

一般財源であります。内容を申し上げます。１番、監査委員活動事業13万９千円。これは監

査委員さん、任期中に１度行なわれます研修への参加経費を計上いたしてございます。 

続きまして、28、29ページとなります。 

３款民生費１項２目高齢者福祉費。補正額11万５千円、計１億6,091万５千円。財源の内

訳、すべて一般財源であります。内容を申し上げます。17番、レクワーカー養成事業11万５

千円。これは、高齢者の生きがい対策等地域活動を推進するため、レクワーカー養成講座を

行なうものでございます。 

３目障害者福祉費。補正額23万５千円、計１億9,666万７千円。財源の内訳、すべて一般

財源であります。内容を申し上げます。６番、重症心身障害者(児)機能訓練支援事業23万５

千円。これは札幌の聾学校に通所されております３歳児未満の聴覚障害児に対して、交通費

を助成するものでございます。 

３款２項１目児童福祉費。補正額840万円、計２億2,481万４千円。財源内訳、国道支出金

400万円。これは国の社会資本整備総合交付金400万円であります。一般財源440万円であり

ます。内容を申し上げます。９番、新十津川保育園周辺整備事業840万円。これは、国の社

会資本整備総合交付金事業として、保育園のグラウンドの暗渠改修、それから砂場、鉄棒の

更新と、それから前庭駐車場の舗装を行なうものでございます。 

３款３項１目災害救助費。補正額79万９千円、計86万１千円。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。２番、災害救助物資備蓄事業79万９千円。これは備蓄し

ております食糧で、保存期間が満了となるものの更新と、それから今回の東日本大震災の支

援物資として拠出した備蓄品を補充するものでございます。 

次のページ、30ページ、31ページとなります、４款衛生費。 

４款１項２目環境衛生費。補正額、減額の13万４千円、計747万７千円。財源内訳、一般

財源の減額の13万４千円であります。内容を申し上げます。２番、環境保全事業減額の13

万４千円。これは先ほど申し上げました、環境保全に関する審議が総合行政審議会に変わっ
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たことから、環境審議会経費を減額するものでございます。 

３目福祉医療費。補正額84万２千円、計4,269万１千円。財源内訳は、すべて一般財源で

あります。内容を申し上げます。１番、乳幼児等医療費助成事業84万２千円。これは、乳幼

児等医療費助成拡大に要する経費でございまして、８月の受診分から来年の２月までの７ヵ

月分を計上いたしております。 

続きまして、５目健康づくり推進費。補正額49万円、計2,808万７千円。財源内訳、国道

支出金49万６千円。これは、国のがん検診推進事業補助金31万３千円と、道の健康増進事業

費補助金18万３千円であります。一般財源は減額の６千円であります。内容を申し上げます。

４番、がん検診事業25万２千円。これは、大腸がんが検診推進事業として追加され、節目の

対象者は無料となることから普及啓発経費を計上いたしております。また、肺炎ウイルス検

診の節目対象者も無料となってございます。11番、町民健康づくり対策事業23万８千円。こ

れは、本町の医療費が依然として高く、特に高額医療費が多いことから、一昨年行なってお

りますけれど、レセプト調査を今回は異なった観点から調査を行い、医療費抑制の方法を検

討していきたいとするものでございます。 

続きまして、32、33ページ。 

４款２項１目塵芥処理費。補正額170万円、計１億3,658万７千円。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。７番、家庭用生ごみ処理器購入費助成事業170万円。

これは、生ごみの堆肥化及び減量化推進のためのコンポスト容器と電気式ごみ処理器購入助

成をするものでございます。予算計上はコンポスト３分の２補助、５千円限度といたしまし

て100個分をみております。また、電気式については、２分の１補助の４万円限度、30台分

を計上いたしてございます。 

続きまして、34、35ページとなります。６款農林水産業費であります。 

６款１項２目農業振興費。補正額854万６千円、計１億7,369万７千円。財源内訳は、国道

支出金549万４千円。すべて道からでありますけれど、中山間地域等直接支払交付金４千円。

それから農業者戸別所得補償制度推進事業交付金549万円となっております。一般財源は305

万２千円であります。内容を申し上げます。15番、中山間地域等直接支払交付金事業６千円

であります。これは、中山間地域直接支払交付対象農用地の増加による交付金の増額補正で

ございます。16番、新規就農者技術修得センター整備事業294万円。これは、平成４年購入

いたしました、修得センターの除雪機が老朽化いたしたものから更新するものでございます。

17番、農業者戸別所得補償制度推進事業助成金560万円。これは、戸別所得補償制度の本格

实施に伴いまして、関連事務手続きが、これまでの地域水田農業推進協議会を地域農業再生

協議会として衣替えをし、事務経費も道から会への直接交付から、町を経由して交付するこ

ととなったことから措置するものでございます。 

６款２項１目林業振興費。補正額39万９千円、計1,922万９千円。財源内訳は、すべて一

般財源であります。内容を申し上げます。１番、有害鳥獣駆除対策事業39万９千円。これに

ついては、高所におけるカラスの巣の撤去を委託して行なうための経費でございます。 

続きまして、36、37ページ、７款商工費でございます。 
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７款１項１目商工振興費。補正額630万円、計5,390万９千円。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。９番、新十津川町商工会支援事業30万円。これにつ

いては、町外の消費流出が増加してきていることから、商工会が行なう消費流出防止対策及

び検証事業に補助をするものでございます。10番、割増商品券発行助成事業600万円。これ

は、商工会が発行いたします、本年度発行のプレミアム付き商品券のプレミアム分を助成す

るものでございます。 

２目観光振興費。補正額391万７千円、計4,955万３千円。財源内訳は、すべて一般財源で

あります。内容を申し上げます。10番、吉野駐車公園維持管理事業371万７千円。これは、

現在、まだ使ってございますけれど、老朽化が激しい管理棟と使用がない供食施設を、今年

の秋以降で解体する経費でございます。15番、食と地域の交流促進対策事業20万円。これは

しんとつかわで深呼吸。推進協議会が、国の助成を受けて行ないます、都市と農村交流推進

事業の経費の一部を負担するものでございます。 

続きまして、38、39ページとなります。８款土木費であります。 

８款２項１目道路維持費。補正額1,280万円、計１億9,354万円。財源内訳、国道支出金212

万２千円、国分でありますけれど、戦略作物生産拡大関連基盤緊急整備事業費補助金212万

２千円であります。一般財源が1,067万８千円であります。内容を申し上げます。道路維持

管理事業1,280万円であります。これは、町道及び道路施設に係る維持管理経費を計上いた

してございます。内容については７本の事業となってございます。１番として、大和北７線

排水路整備、これは国の補助を受けて行なうものでございます。２番、道路警戒標識の更新

40箇所分でございますけれど、行なうものであります。３番は、单８号線防護柵の更新。４

番は福井谷線の舗装破損の補修でございます。５番、ルーク線側溝土砂上げ。６番目として、

花月台中央線、单花月台西３線急坂路の舗装であります。最後に、西２線花月台２線道路の

側溝整備ということになってございます。 

２目道路新設改良費。補正額1,715万円、計１億5,295万円。財源内訳、国道支出金130万

円。これは社会資本整備総合交付金130万円であります。地方債1,000万円、学総線舗装改修

事業債1,000万円であります。そのほか一般財源585万円であります。内容を申し上げます。

１番、道路整備事業1,500万円。これは町道２本の整備であります。１本目は学総線の舗装

改修工事。これは２年事業で本年は861ｍのうち448ｍを行います。２本目として、東花月袋

地乙線道路補修で、仮橋の設置工事を行なうものでございます。それから２番、道路名標識

板設置事業215万円であります。これは４年の事業でありますけれど、昨年から实施してお

りますけれど、国の社会資本整備総合交付金事業として、道路名の標識板を本年度について

は、大和方面15箇所に設置するものでございます。 

続きまして、８款４項１目都市計画総務費。補正額26万３千円、計１億3,046万７千円。

財源内訳は、すべて一般財源であります。内容を申し上げます。２番、都市整備推進事務26

万３千円。これについては、都市計画道路４路線の見直しにより、関係地域の説明会資料作

成経費であります。 

続きまして、40ページ、41ページとなります、教育費。 
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10款２項２目教育振興費。補正額90万７千円、計1,789万４千円。財源内訳は、すべて一

般財源であります。内容を申し上げます。１番、小学校教育推進事業90万７千円。これは１

つ目として、小学生用の親子で読む国語教科書というものがございますけれど、国語能力向

上のために、小学生全員に配布するものでございます。２つ目として、特色ある学校づくり

のための校長裁量事業として、負担金50万円を計上いたしてございます。 

３項１目学校管理費。補正額1,106万８千円、計3,790万３千円。財源内訳、地方債930万

円。これは、中学校武道場建設事業債でございます。一般財源は176万８千円。内容を申し

上げます。５番、中学校武道場建設事業1,106万８千円。これは中学校武道場建設のための

建築外構实施設計の経費でございます。 

２目教育振興費。補正額50万円、計1,636万３千円。財源内訳は、すべて一般財源であり

ます。内容を申し上げます。１番、中学校教育推進事業50万円。これは小学校でも申し上げ

ました、特色ある学校づくりのための負担金でございます。 

続きまして、10款４項１目社会教育総務費。補正額50万円、計2,299万８千円。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。９番、社会教育活動推進事業50万円。こ

れについては、６月の人事異動によりまして、社会教育グループ職員を１名減員したことか

ら、事務の補助として臨時事務員賃金を計上いたしたものでございます。 

５項２目文化振興費。補正額20万円、計586万円。財源内訳は、すべて一般財源でありま

す。内容を申し上げます。１番、文化活動推進事業20万円。これはアートの森事業展開に併

せて町内の児童生徒等に芸術事業を勧めようとするものでございます。 

次のページになります、42、43ページであります。 

３目学校給食運営費。補正額105万円、計7,733万６千円。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、学校給食センター管理事業105万円であります。これ

は、給食センターの設置器具でありますグランドケトルというものがあります。かくはん装

置付きの大釜でありますけれど、このかくはん装置が経年务化により、使用できなくなった

ことから取り替えをするものでございます。 

続きまして、44、45ページとなります、12款公債費。 

12款１項１目元金。補正額7,230万円、計９億4,122万８千円。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、地方債償還元金7,230万円。これは平成22年度借

り入れました、過疎地域自立促進特別事業債というのがあります。過疎のソフト事業分でご

ざいますけれど、その全額を繰上償還したいと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（長谷川秀樹君） 以上で、議案第36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37号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第19、議案第37号、平成23年度新十津川町国民健康保険特別
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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） ただいま上程いただきました議案第37号、平成23年度新十津川町国

民健康保険特別会計補正予算（第１号）でございます。 

平成23年度新十津川町国民健康保険特別会計補正予算（第１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ということでございまして、内容等につ

きましては副町長よりご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、議決たまわります

ようお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 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） 上程いただきました議案第37号、平成23年度新十津川町国民健康

保険特別会計補正予算（第１号）となりますけれど、内容の説明を申し上げます。 

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。総括。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。補正額減額の1,980万円。計２億3,033万８千円。 

３款、繰入金。補正額1,980万円、計１億3,214万４千円。 

歳入の合計補正額はありません。計３億6,264万円でございます。 

これは、財源の更生でございますが、平成22年の所得の確定に伴い、税率改正等を行い、

税額を算出してもなお不足が生じることから、基金より繰り入れするものでございます。こ

れによりまして、国保の基金残高は5,331万１千円となります。 

歳出については、補正はありません。 

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（長谷川秀樹君） 以上で、議案第37号について、提案理由並びに内容の説明を終わ

ります。 

                                       

◎散会の宠告 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

なお、28日及び29日は議案調査のため休会となっております。 

30日は午前10時より開会し、一般質問から進めてまいりたいと思いますので、よろしくお
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願いいたします。 

また、一般質問の通告の締め切りは、28日の正午までとなっておりますので、この点につ

きましてもよろしくお願いいたします。 

それでは、本日はこれで散会いたします。どうもご苦労さまでした。 

（午後４時14分） 
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平成23年第２回新十津川町議会定例会 

 

平成23年６月30日（木曜日） 

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 一般質問 

第３ 議案第29号 新十津川町長及び副町長の給料に関する特別措置条例の制定につい

て（質疑、討論、採決） 

第４ 議案第30号 新十津川町教育委員会教育長の給料に関する特別措置条例の制定に

ついて（質疑、討論、採決） 

第５ 議案第31号 新十津川町総合行政審議会条例の一部改正について 

（質疑、討論、採決） 

第６ 議案第32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７ 議案第33号 新十津川町税条例の一部改正について 

（質疑、討論、採決） 

第８ 議案第34号 新十津川町乳幼児等医療費助成に関する条例の一部改正について 

（質疑、討論、採決） 

第９ 議案第35号 新十津川町国民健康保険税条例の一部改正について 

（質疑、討論、採決） 

第10 議案第36号 平成23年度新十津川町一般会計補正予算（第１号） 

（質疑、討論、採決） 

第11 議案第37号 平成23年度新十津川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

（質疑、討論、採決） 

第12 議案第38号 新十津川町公平委員会委員の選任について 

（説明、質疑、討論、採決） 

第13 議案第39号 新十津川町固定資産評価員の選任について 

（説明、質疑、討論、採決） 

第14 議案第40号 動産（物品）の取得について 

（説明、質疑、討論、採決） 

 第15 議案第41号 新十津川町税条例等の一部改正について 

（説明、質疑、討論、採決） 

第16 推薦第２号 新十津川町農業委員会委員の推薦について 

（説明、推薦） 

第17 議員の派遣について 

第18 閉会中委員会所管事務調査申し出について 
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◎出席議員（11名） 

   １番  安 中  経 人 君    ２番  西 内  陽 美 君 

   ３番  青 田  良 一 君    ４番  山 田  秀 明 君 

   ５番  笹 木  正 文 君    ６番  平 沢  豊 勝 君 

   ７番  長 名    實 君    ８番  後 木  幸 里 君 

９番  樋 坂  里 子 君    10番  西 永  勝 治 君 

   11番  長谷川  秀 樹 君 

 

 

◎欠席議員（０名） 

 

 

◎地方自治法第121条により出席した者の氏名 

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   藤 澤  敦 司 君 
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◎開議の宠告 

○議長（長谷川秀樹君） 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、11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（長谷川秀樹君） 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、よろしくお願いいたします。 

                                       

◎会議録署名議員の指名 

○議長（長谷川秀樹君） 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、笹木正文君。６番、平沢豊勝君。両君を指名いたします。 

                                       

◎一般質問 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第２、一般質問を行います。 

先例に従い、通告順に進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

９番、樋坂里子君。登壇の上、発言を願います。 

〔９番 樋坂里子君登壇〕 

○９番（樋坂里子君） 皆さん、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、

一般質問をさせていただきます。 

まず、第１点目ですが、原発について、町長のお考えを聞きたいと思います。３月11日の

東日本大震災と津波による福島原発の事故は福島近辺だけではなく、日本全土、そして世界

へも大きな影響を与えています。私は、安全安心のない終息をもたない原発は、廃止しかな

いと考えますが、まず、どのように考えるかという点。また、発電は再生可能な自然エネル

ギーにすべきと思います。この点についていかがお考えでしょうか。 

それから、北海道の泊原発の存続についてはどう考えますか。また、泊原発３号基はプル

サーマル発電をしようとしておりますが、この点について、町長はどのようなお考えをして

いるのかお伺いしたいと思います。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 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９番、樋坂議員さんからの最初のご

質問がございました。原発についての考え方についての質問でございます。 

 まず始めに、東日本大震災に端を発した、東京電力福島第一原子力発電所の事故により、
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被害に遭われた、あるいは、被害に今もって遭われている方に対し、心よりお見舞いを申し

上げたいというふうに考えております。 

 正確な数はつかめていない状況ですが、所管の大臣、副大臣からの説明では11万３千人の

方が、指定された区域外に避難しているとのことであります。また、近隣県を中心に首都圏

に至るまで、直接の被害は避けられていても、今もなお多くの皆さまが、日常生活に何らか

の影響を受けながら暮らしているということに対しまして、本当に憂慮しているところでご

ざいます。 

さて、ただいま４つの項目について質問をいただきましたので、このことについてお答え

をさせていただきたいというふうに思っております。 

資源に乏しい我が国の国民が、今のように文化的で先進的な暮らしを享受できるのは、産

業の発展を支えてきたエネルギー開発と、その技術革新が大きく影響していることは、言を

俟たないところであります。経済活動の進展や生活レベルの向上に比例して、電力需要は右

肩上がりで拡大してまいりました。そして、国のエネルギー政策は、将来にわたって電力確

保を見据えて、原子力、天然ガス、水力、石炭、石油とバランスを保ってきたところでござ

います。 21世紀に入りましてから原子力への依存度は、概ね３割程度を占めてまいりまし

たので、仮に国内の原子力発電所が全てストップしてしまうと、国民の日常生活のみならず、

国内の産業経済活動への影響は計り知れないものがあります。 

 確かに、最新の科学技術の粋を集めたとしても、絶対安全という言葉はないのかも知れま

せん。それは、旧来の発電方式や新エネルギーであっても、事故の危険性が皆無とは言えな

いのと同じであると思います。 

 そのことを考えると、中長期的には、原子力への過度の依存をなくしていくことは、これ

は理想であるというふうに考えております。ただ、足元の電力供給の安定性を考慮すると、

直ちに、脱原発に舵を切ることは拙速であるというふうに思っております。 

 自然エネルギーの活用は、確かに重要政策でありますが、先ずは、脱原発を進めるかどう

か。これは、国のエネルギー政策の中でしっかりと決めることが、最も重要であるというふ

うに考えております。 

また、北海道の電力需要の約４割を占めている泊原発は、道民にとって身近な課題であり

ますが、今申し上げましたように、当面は安全対策を最重点としつつ、将来に向けての対策

は、国、道、周辺自治体のほか、関わるもの全てが真剣に議論していかなければならない問

題であるというふうに考えております。 

 最後に、プルサーマル発電の考えにつきましては、過日、高橋北海道知事が「安全性が確

保されない限り認められない」との見解を示されました。現時点の判断としては、至極当然

のことでございまして、私も知事の考えに賛同するものでございます。 

 なお、昨日、北電の社長が本件につきまして、地元の理解が前提である旨、発言されてお

りますので、このことについては、理解を示してもらい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（長谷川秀樹君） 再質問はありますか。 
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はい、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 町長のお考えはお聞きいたしました。私は、福島原発の大事故を経

験した日本でも、世界でも原発撤退を求める声が広がっているのではないかなと思います。

世界の状況でみますと、ドイツ政府は2022年までに、原発から全面撤退することを決定して

おります。スイスも撤退を決めています。また、イタリアの原発３基も近い将来廃止をした

いと言っています。フランスは、フランス最古の原発の閉鎖を求める動議を可決しておりま

す。イスラエルは、３月に初の計画をしておりましたが、それも停止。フィリピンは、閉鎖

中の原発を再開しないと、世界的にはこのような状況が出ております。 

 福島原発から始まって、すでに３カ月半を過ぎているところですけれども、町長が言うよ

うに、原発を即、撤廃しなさいということには、多分ならないとは思いますが、でき得る限

り、やはり尐しでも早い時期に原発の安全性を研究して、大丈夫だということになれば良い

のですけどれも、今いろいろ言われているのを聞きますと、一度放射能が漏れると、何十年

も放射能は消えることはないという、昨日の研修でもなんか先生がそのようなことを言って

たように思うのです。 

ですから、やはり撤退の方向で、是非、さっき言ったようにすぐ撤退ではなくて、安全性

の確保ができなければ、撤退の方向に進むように、町長の方からもいろいろな機会で進めて

いただきたいし、また、原発はどうしても発電に必要であるという考えであるならば、私は、

もし仮に、原発が本町にあった場合、そのことについて町長はどのように、事故がおきた原

発ではなくて、電気を発電する原発というのがこの本町に、もし仮にあったとして、今の現

状をみてどのように思われるか。 

私は、町長の安全安心なまちづくりということが執行方針の中にあるように、絶対、安全

安心が保障されない原発を、もし仮に町長が認めるということであれば、この町長の公約に

違反するのではないかなというふうに、私は思っているところでありますが、再度、申し上

げた点について、致し方ないと言われるのか、やはり、原発は撤廃しかないと思われるのか、

その辺についてもう一度ご答弁願いたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

町長。 

○町長（植田 満君） 先ほどの答弁でも申し上げましたように、今の、やはり電力の安定

供給をいかにして確保するかということが、これは最重要課題でございますので、今即、原

発から撤退をするということについては、先ほど、拙速すぎるということは申し上げたとお

りでございます。そういった中で、国も将来のエネルギー政策をどうあるべきかということ

は、しっかりと考えていってもらわなければならないというふうに思っております。 

そこで、町村会といたしましても、６月28日に、北海道町村会と北海道市長会が歩調を合

わせまして、北海道知事や北海道電力に対しまして、安全対策の要請活動を行なっておりま

す。今後も国や関係機関に対して、しっかりと要請をしてまいりたいということになってご

ざいますので、やはり、その考え方は市町村会の会員の一員でございますので、そういう方

向で進んでまいりたいというふうに思っております。以上です。 
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○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 それでは、次の質問に入ってください。 

〔９番 樋坂里子君登壇〕 

○９番（樋坂里子君） ２点目ですが、庁舎の耐震化と太陽光発電についてということであ

ります。町長の執行方針の１つ、重点政策の４番目に、安全で安心なまちのという中の、９

番目ですか、公共施設の耐震化で役場庁舎は耐震診断を实施し、必要と診断された場合は、

必要な補強工事を行なっていくと言っております。 

私は、耐震補強と併せて、今後の高齢化社会に向けて、議会傍聴や２階、３階への用事が

ある方で、足腰の弱い方とか車椅子の方が上がることは、本当に大変だと思います。それで、

エレベーターの設置が、この庁舎としても必要でないかと思っております。その点について

は、どう考えているのか。 

また、最近、滝川市役所に太陽光発電用パネルをつけたということを聞いておりますが、

本町も耐震工事をやるのであれば、そのついでに太陽光パネルを取り付けてはどうかと思い

ますので、その点についてどうお考えかお聞きしたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 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、引き続きまして２つ目の質問にお答えをいたしたいと思

います。庁舎の耐震化と太陽光発電についてということでございます。 

まず最初に、役場庁舎の耐震診断、補強工事について触れてまいりたいというふうに思っ

ております。３月の定例会の予算審議の中で、東日本大震災に絡めて、災害対策本部となる

役場庁舎の耐震化を前向きに考える旨の答弁をいたしております。過日の所管委員会で、担

当課長から説明いたしましたとおり、新十津川町耐震改修促進計画が出来ましたので、今後

は具体的に優先順位を定めまして、耐震診断や設計を進めていくことといたしております。

非常時、災害時の拠点となる役場庁舎ですから、そう遠くない時期に、必要な改修工事を行

なわなければならないというふうに考えております。 

 ただいまの質問は、役場庁舎の耐震補強工事を前提とした内容でありまして、直接的に耐

震化とは趣旨が異なるものというふうに理解をいたしております。よろしいですか。 

实際に診断や設計を行なっておりませんので、事業費が予測できない段階ですが、正直な

ところ、多額の費用が必要であろうというふうに考えております。その上でのお答えになる

わけでございますけれども、費用対効果から考えると、非常に難しいというふうに判断をい

たしております。 

 エレベーターの設置は、ユニバーサルデザインの視点では必要なこととは理解いたします。

ただ、構造的な問題をクリアーするには、数千万円の費用が見込まれ、さらに、設置後の維

持管理費を考慮しますと、現在の庁舎で検討することは現实的ではないというふうに考えて

おります。 

 樋坂議員さんのご質問の趣旨は、どなたでも議会の傍聴が可能なようにとのことでありま
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すが、例えば、議会中継を町民ホールでも見られる映像システムを構築するなど、別な視点

からの検討であれば可能と思われます。是非、議会の方で、そのようなご提案をしていただ

くのであれば、考えていこうというふうに思っている次第でございます。 

 もう１点の、太陽光発電パネルの設置の件でございます。自然エネルギーの促進というこ

とで注目されている事業であります。これは先ほどの質問の中でも答えたようなことでござ

いますけれども、資源エネルギー庁やNEDO、これNEDOというのは、新エネルギー産業技術総

合開発機構です。新エネルギー産業技術総合開発機構。これがNEDOということでございます

けども、NEDOの助成措置もあり、一昨年は、学校の改修にも積極的に取り組む政策が打ち出

されました。 

 ただ、残念ながら、未だ投資経費に見合う効果と申しますか、電力量が得られていないと

いうのが实態でございます。滝川市役所の例も挙げておられましたが、あれだけの装置を設

置しても、年間の電気料が大きな数値を示しているということにはなっていないというふう

にもお聞きいたしております。このように、今言われているＢ／Ｃ（ビーバイシー）、費用

体効果については、現時点では非常に低いと言わざるを得ません。将来に向けて大切なエネ

ルギー対策だとは考えますが、近々対応しなければならない庁舎の改修に合わせての設置は、

困難というふうに判断をいたしております。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、再質問、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君）  エレベーターについては、難しいということでありますが、耐震

化を設計するにあたり、いろいろ庁舎をいじらなければならないので、そのついでに改修も

併せてやってはとどうか思う訳です。卖独でやると新たな経費がかかるので、併せてすると

いいのではないかというふうに思ったのでお聞きします。 

それと、今、町長の方から、議会の傍聴にくる方のために、役場内に映像だとか放送だと

かを流した方が良いという話があったので、言わせていただきたいのですけど、私もそこま

で考えたんですよね。だけど、それは町長に言うべきなのか、議会に言うべきなのかなとい

うふうに考えましたので、町長がそういうふうに言ってるのであれば、私は下のロビーでで

も一般の人が議会の傍聴が、傍聴というのか、カメラまでつけるっていったら、またこれ大

変なことだと思うので、カメラではなくて音だけでも放送してもらえば役場職員も仕事しな

がら聞けるし、町に来たお実さんもそういうことが聞けるということでは、その方がずっと

良いとは思っておりますので、エレベーターつけるのが無理であれば、是非、そっちの方の

考え方も議会としても多分、出していくと思いますので、前向きに検討していただきたいな

というふうに思います。 

それから、太陽光発電については、費用対効果がまだ正式に出ていないということで、今

のところ考えることはないということなのですが、先ほどの原発の問題にも絡みまして、自

然エネルギーということで、今すぐでなくても、いずれ何かの時には我がまちも、そういう

ような取り組みを尐しずつ入れていただければなというふうに思いますので、その点につい

てもう一度ご答弁願いたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 自然エネルギーの考え方というのか、その部分の答弁をお願いい
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たします。 

 はい、町長。 

○町長（植田 満君） 原子力に代わるというか、そういった代替エネルギーというふうな

お話であろうと思います。それが自然エネルギーということにつながっていくわけでござい

ますけども、やはり、今後のこれからの世界的な方向としても、国内的にもやっぱりそうい

う方向に向かっていくことは間違いないというふうに思っておりますから、それはそういっ

た流れに沿ってしっかりと取り組んでいくことが、今後必要になってこうようかというふう

に思っております。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 それでは、次の質問に入ってください。 

〔９番 樋坂里子君登壇〕 

○９番（樋坂里子君） 最後の質問ですが、農業振興公社（仮称）についてでありますが、

仮称農業振興公社の事業の一つである、担い手対策について、私は農業等に取り組んでくれ

る新規就農者が農業の現状に乗り切るまでの間、生活費などの支援をすることが担い手対策

の第１条件でないかなというふうに考えておりますが、町長が出されている農業振興公社の

担い手対策というのは、どのような施策を考えていらっしゃるのか、その点についてお伺い

したいと思います。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） 農業振興公社の仮称については、これまでもこの仮称、農業振興公

社の立ち上げ等の目的、狙いとするところについては、何回かお話をさせていただいており

まして、ただ、担い手対策、これも一番の最重要課題ではあるのですけれども、これが第一

条件、これ一つだということではございませんので、これから答弁をさせていただきますけ

れども、農業振興公社の立ち上げについては、経済文教常任委員会において、経過のご説明

を申し上げてきております。基幹産業が農業である新十津川町や浦臼町において、後継者不

足や高齢化が加速的に進む中で、農家戸数の減尐や遊休農地の発生など、地域農業が減退す

るおそれが高まってきておりますので、この対策として、浦臼町、新十津川町、そしてＪＡ

ピンネの３者で農業振興公社の立ち上げを確認し、３月の末には担当者によります構想委員

会から「農業振興公社（仮称）設立に関する調査研究報告書」が提出されたところでござい

ます。 

 この報告書では、両町の農業の現状と両町及びＪＡピンネを取り巻く農業の課題を検証し、

そこから想定される農業振興公社が取り組むべき事業について提案がありました。 

その一つ目は「農作業の受委託対策」、二つ目は「農地の流動化対策」、三つ目は「担い手

対策」。この３点が提案されております。 

 そこで、現在の進捗状況でございますけれども、農業振興公社設立準備業務を㈱新十津川

総合振興公社に委託しておりまして、業務内容を含めて農業振興公社が立ち上げの素案を作
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成中でございます。 

 ご質問のありました、担い手対策は報告書にもありますように、農業振興公社の重要な業

務でありますことは、先ほども申し上げたとおりでございます。十分承知をいたしておりま

す。具体的な対策、事業内容については、今後の検討課題となっておりますので、ご理解を

いただきたいなというふうに思っております。まずは、農業振興公社については、その立ち

上げに全力を傾注している状況でございますので、そのことを申し上げさせていただきまし

て、答弁とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 今の町長の答弁の中で、１つ私が第一条件と言ったのは、さっき３

つ言われましたけど、その３つの内の１つの担い手対策という中で、支援をするのが第一条

件でないかという意味の第一条件ですので、新しい農業振興公社の第一条件というのではあ

りませんので、そこら辺ちょっと間違えないでいただきたいと思います。 

それで担い手の中味的なことは今後の検討課題であるというふうに言われましたので、私

が今申し上げましたように、担い手対策の一つとしては、やはり、生活できない新規就農者

であれば長続きしないわけですので、やはり生活支援というお金が必要でないかなというふ

うに思っているんです。ですから、それを担い手対策の１つの第一条件に入れていただきた

いと、そういうことを願っての質問なのですけれども、町長の話では、まだ中味的には全然

できていなさそうな答弁ですので、これ以上聞いても無駄かなと思いますので、是非、担い

手対策の１つに、支援策を入れていただきたいということ。是非、お願いしたいと思うので

すけども。その点についてご確認したいのですが、どうでしょうか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

町長。 

○町長（植田 満君） 目的は、先ほど申し上げたとおり、この３つをまずしっかりと取り

組んでいかなければならない。現在立ち上げに精力的に取り組んでいるということでござい

まして、その中で、担い手の新規就農者の関係に限定されておられるようですけども、担い

手は新規就農者ばかりでなくて、もっと幅広い範囲であるわけですから、新規就農の場合に

ついては、そういったことも１つの方法論として当然考えていく必要があるのかなというふ

うな感じはしますけども、ただ、担い手があくまでも新規就農者に限定してお話をされてい

るようでございますけども、その辺はしっかりと理解をしていただければなというふうに、

实は思っております。 

ですから、新規就農の場合については、そういったことも一つの方法論としては当然考え

ていく必要性がある中味ではないのかなというふうには考えております。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

以上で、樋坂里子君の一般質問を終わります。 

次に、３番、青田良一君。登壇の上、発言を願います。 

〔３番 青田良一君登壇〕 

○３番（青田良一君） それでは、一般質問をさせていただきたいと思います。町長並びに
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教育長に対して、通告させていただいておりますので、その内容に沿って質問をいたしたい

と思います。 

まず最初に、東日本大震災の今後の行方を考えますと、非常に何といいますか、いったい

どうなるのだろうというふうなことを考えさせられまして、日本の中でも、農業あるいは工

業における部品生産等、重要な役割を担っていた東北の復興というものが、日本経済にとっ

て必要なことでありまして、本当に、急いで内容を充实させていかないと、日本そのものが

大変なことになるんではないかなというふうなことを、私は考えているところでございます。 

そういった中で、震災の内容について、町長からもお話がございましたけども、全国紙で

奈良県の十津川村での災害の、その被災民が北海道でこのような形で活躍してますよと。だ

から東北の人も頑張れといった新聞記事を私も見ました。 

それから、先だっては、釣部先生の方が、北海道知事が執行方針だったと思いますけども、

新十津川の例を挙げまして、こういった形で災害を克服して名前を残すようなまちになって

いますよ、というような内容のものもありました。これもある意味で、東北へのエールを込

めて、そういった部分をおっしゃったのではないかなというふうに私は思います。 

そんな経過をみながら、町といたしまして、震災後いち早く議会並びに町の方が義援金を

決定いたしまして、関係団体へ送ったということについても、私は承知しております。その

後、町民の方々にも、義援金を呼びかけて先般の報告の中で560万余ですか、こういったも

のが集まったということで町長からも報告ありました。これは大変立派なことであろうと思

いますし、私も、町民の方々の想いというものを嬉しく心に留めておきたいというふうに思

ってます。 

そこで、もう一歩踏み込んで町長にお願いしたいのですが、私たちのまちのこういった災

害を契機として誕生したという部分の、そのことだけは、私たちのまちは子どもにも教えて

いるし、一般の町民にも教えながら今日ずっと、まちづくりをやってきたんですね。そのこ

とに学びながら、そのことを心の支えにしながら、皆でまちをつくっていきましょうと。大

げさではなくて、そういうベースの中で、このまちをつくられてきたということだと思いま

す。 

そのことを考えますと、私は、この世界的な大災害に対して、町として、このままの義援

金で終わらすのではなくて、今まで120年余受け継ぎながら学んできたものを、具体的に返

してやる方法というものを、やはりリーダーである首長が感じ取って、实践していくべきで

はないかなということを思って、今回のこのような質問になったわけでございます。 

決して、町長が提案した100万円の義援金について、不平、不満を言ってるわけではなく

て、それは大事な財政を預かっている中から、これだけが必要だということで議会の方にも

提案されたのだと思います。それは、しかし、私はちょうど統一地方選挙の前の時点であっ

て、その後、新しく就任した段階で、さらに新しい発想が町民の皆さまに示されるのではな

いかなという大きな期待をしていたんですけども、今回の執行方針等、あるいは予算等には

そういったものが伺い知ることができませんでした。 

そこで、本当に、今までの新十津川の経過というものは、ただそういったことを言い伝え
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るだけでなくて、具体的な实践をすることによって、よりこれからの子ども達とか、これか

らの新十津川にとって名前を残すという意味で大事なことではないかなと、私は考えるわけ

です。 

そこで１つの例としてまちにある基金。これは、基金というのは決して簡卖に取り崩した

りできるものではなくて、それは、まちの様々な財政計画の中で、きちっとした目的を持っ

てそういった形で使われているわけですけども、年数を限りまして、３年とか、４年とか、

こういった部分の果实を何とか復興のために役立ててもらうとか、また、方法についてはい

ろんなことがあると思うのですよね。 

被災地の子ども達を本町に招いて、いろいろな形で安全性だとか、あるいは、今までの120

年の歴史みたいなものを知っていただいて、皆さんも頑張ってくださいよという形でエール

を送るというか、そういうような様々なことを考えて、まちとしての、私は、ここに矜持と

いう言葉を使いましたけども、新十津川としての矜持というものを、今一度ここで被災地に

対して示すと、あるいは、町民に対してお考えを示していくということが必要でないかなと

考えますけども、町長のお考えをお尋ねしたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） 東日本大震災に対し、まち独自の支援が必要だということでのご質

問でございました。ご承知のとおり、３月11日に発生いたしました東北地方太平洋沖地震は、

東日本の多くの地域に未曽有の大災害をもたらしたことは事实でございまして、それから今、

もう３カ月を過ぎようとしております。 

被災地域では、地震と津波によりまして市街地や集落が壊滅し、多くの死傷者、行方不明

者を出し、道路、交通機関、上下水道、電気、通信等のライフラインが甚大な被害を受けて

おりまして、地震発生から３カ月が過ぎたこんにちにおいても、未だ多くの住民が避難所で

困難な生活を余儀なくされているところでございます。 

この震災で被災された方へ、これ初日の行政報告でも申し上げましたとおり、多くの町民

の皆様方から多額の義援金が寄せられましたことに対しまして、私の立場からも重ねて深く

感謝とお礼を申し上げたいというふうに思っております。被災地の一日も早い復興を願うと

ころでございます。 

そこで、まちの支援といたしましては、この震災で被災された方へ義援金を送る一方、こ

れは先ほど申し上げたとおりでございまして、備蓄しておりました食糧や毛布等の提供や、

自衛隊を通じてこういったものを送っております。また、北海道町村会でも、被災市町村に

対する人的支援のための職員派遣を決めまして、本町でも４名の職員の短期派遣が可能であ

る旨の回答をしたところでございますが、派遣には至らなかったというところでございます。 

金銭だけが支援ということではなくて、こういった人的な派遣も、やはり当然支援の１つ

に入るわけでございますから、そのこともひとつご理解を願えればというふうに思っており

ます。被災者の受け入れにつきましても、町営住宅２戸、町有住宅３戸を確保しておりまし
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て、また、新十津川建設協会からは就労支援といたしまして、建設協会加盟事業所で10名の

雇用の申し出があったところでもございます。また、それ以外に、これまで民間の方でもっ

て、例えば、そば同好会の皆さんが現地に行ってそばを被災者の皆さんに提供したり、いろ

んな形の中で現場で支援活動をやっていただいてるということも、お含みおきを願いたいと

いうふうに思っております。 

こういったこれらの支援につきましては、まちのホームページのほか、北海道のホームペ

ージでも掲載しておりまして、広く周知を図っているところでございます。そこで、先ほど

も申し上げましたように、残念ながら今のところ、受入れ申し入れはない状況にもあります。 

この震災の復興には、やはり長い年月がかかろうかと思います。何よりも大切なことは、

被災地への支援の輪が途切れることなく広がっていくことと考えおりますので、まちとして

も、今後も多くの方々のご理解とご協力をいただきながら、被災地への支援を適時進めてい

きたいというふうに考えているところでございます。 

国もようやく、被災地の復興を図るために専任の大臣を配置いたしまして、この大臣の下

で、一刻も早く現地の意向をくみ取っていただきながら、復興計画の策定、实施に向けて進

められることを切望するものでございまして、また、今国会の中で、第２次補正予算の関係

を審議して、これから補正予算を政府は提案をしようということで考えておられるようでご

ざいますけれども、その中に、被災地自治体へ配分する地方交付税を５千億円ということで、

国も考えているようでございますから、こういったことで、国もそういう方向でようやく動

き出してきつつあるのかなというふうな思いもいたしておりまして、そういう支援がやはり

１日も早く復興するひとつの要因にもつながっていくのかなというふうに考えているとこ

ろでございます。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問はございますか。 

 はい、青田良一君。 

○３番（青田良一君） 今、町長にお聞きしたような情報については、私も知っておりまし

て、それはそれでそういう流れにあるということは自分なりに理解してると思うのですけど

も、もう一度繰り返しますけども、やはり、まちの特色ある支援方策を考えるということが、

この歴史的な事柄を考えても、私は必要だと思って質問させていただいてますけれども、町

長からはそういった部分についての、前向きな部分はお聞かせいただけませんでしたけども、

引き続き支援の大切さみたいなことについてはお話がございました。どうぞ、やはりこれか

らの新十津川のことを考えると、お世話になったということばかりでなくて、そのお世話を

具体的に復興のためにお返しするというふうなことが、私はまちとして必要だということを

もう一度町長に申し上げまして、その点について、今、ご答弁があった以上のことにはなら

ないと思いますけど、再度、今後まちとしてもう尐し、考慮するというお考えがありかどう

かお尋ねをしたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

○町長（植田 満君） 支援の方策については、先ほど申し上げましたように、すべて金銭
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で支援するのが支援の方策か、それが絶対的なものかといったら、そうではないと思うので

す。ですから、やはり金銭の支援は支援とし、そして物的や人的な支援、そういったことも

積極的に取り組もうということで、これまで先ほど申し上げた、答弁したようなことで、人

的派遣については、そのような方向で報告をし、結果的にはそういった要請がなかったとい

うことでございますから、ですから、これからも最後に申し上げましたように、被災地の支

援は今後とも、やはりしっかりと適時進めてまいりたいというふうに思っておりますから、

くどいようですけども、金銭の支援がすべてではなくて、物的、人的支援もそういった支援

に含まれるということでございますから、そういったことも考えてるということを申し上げ

たいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 それでは、次の質問に入ってください。 

〔３番 青田良一君登壇〕 

○３番（青田良一君） それでは２つ目の質問について、質問させていただきたいと思いま

すけれども、執行方針の中からということでご理解をいただきたいと思いますが、实は、町

長の執行方針の37ページに、協働のまちづくりの推進という項目がございまして、新たに住

民活動グループというものを設けて、いわゆる協働のまちづくりを進めたいという趣旨のこ

とが書かれてあるんだというふうに理解をいたしました。その背景は、あくまでも「まちづ

くり基本条例」というものを、十分熟読した中で、こういったものを立ち上げるんだという

ふうに読み取れます。 

そこで、私はお聞きしたいのですけども、この住民活動グループというものが設置される

ということで、どのような成果が期待されるのかということをお考えなのか、その点につい

てまず一つお聞きしたいと思います。 

さらに、現在も続いているのだろうと思いますけども、最近、ちょっと勉強不足なんです

けども、行政区をそれぞれサポートする支援活動をやっているはずでございますね。サポー

ター事業という名称だったと思いますけども、これはまさに、私が考えるには、住民事情の

いわゆる卖位である行政区の中に入っていって、そして、一緒になって住民活動を考えてい

こうと。何も役場の情報だけを持って行って、はい、さようならと帰ってくるものではない

と、私は理解してます。 

そういったことを考えると、どうして似たようなものを沢山作っていかなければならない

のかなという、ちょっと疑問を感じます。ですから、この辺のところを住民課につくろうと、

総務課につくろうと、せっかくなじんできたこのサポーターという部分について、もっと充

实させるようにして、町長は多分、私と同じことをお考えになってるんだろうと思いますけ

ども、住民の方にもサポーターの部分を強化していくという方が、受け入れやすいのではな

いかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 
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○町長（植田 満君） 今ほど、町内組織の住民活動グループについてのご質問でございま

した。ちょっと誤解されている部分もあるやに思いますけども、これからその辺のことも含

めた中で、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、住民活動グループは、为に従前の住民課生活安全グループが所管していた、交通安

全、防犯、ごみ処理、畜犬登録、墓地などの業務を行なっております。総務課まちづくり推

進グループで所管していた行政区活動支援、コミュニティ、地域サポーターなどの業務及び

産業振興課が所掌してございます商工観光グループで所管していた、消費生活に関する業務

などを受け持つグループとして設置いたしました。 

 従来であれば、複数の部署で調整をとりながら対応する業務を、今回の活動グループの中

では一括して受け持つことができるということで、住民活動グループを設置したところでご

ざいます。これは、効率的でなおかつ効果的に課題を解決していくことができて、そのうえ、

地域サポーターとも連動して対応が可能となるという利点もございます。 

 さらには、まちづくりの行動規範として制定いたしました、「まちづくり基本条例」に基

づきまして、町民や各種団体、事業者と行政が協働のまちづくりを推進することも住民活動

グループを設置した大きな目的でございます。行政区及び関係団体の活動が、より活発にな

るよう具体的な取り組みをもって効果的に支援をしてまいりたいというふうに考えており

ます。 

また、行政区と共に地域課題解決に向け考える役割も担い、先ほどご指摘のあったとおり、

行政区と共に地域課題解決に向け考える、役割を担う、地域サポーターに係る業務を所掌す

るのが住民活動グループでありますので、連動して地域と行政のパイプ役や地域づくり活動

のサポート役として、行政区における課題や突発的な問題に対して地元と協議しながら、迅

速に対応することが可能となるというふうに考えております。 

 このように住民活動グループは、地域課題の解決、コミュニティの充实、行政区活動の充

实等を旨として業務を遂行してまいりますので、先ほど申し上げましたように、住民活動グ

ループとサポーターとは、かけ離れているようなイメージでとらえておられるようでござい

ますけれども、それはそうではなくて、一課にまとめることによって、より効果的な事業の

推進が計られるということにつながっていくというふうに考えております。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問ありますか。 

 はい、青田良一君。 

○３番（青田良一君） ちょっと確認だけさせていただきますけども、今、いわゆる地域活

動を支える中心を住民活動グループが行うというお答えだったというふうに理解してよろ

しんですね。 

はい、わかりました。 

〔３番 青田良一君登壇〕 

○３番（青田良一君） それでは３つ目の質問ですけども、これは教育長にお伺いいたしま

すけども、これも教育行政執行方針の中から、ちょっと理解できなかった部分についてお尋

ねしたいということでございます。 
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この教育行政執行方針ですね、数度読ませていただきました。非常に素晴らしい内容だっ

たと思います。高く評価したいと思いますし、私が学習している限りの様々な課題について、

きちっと何といいますか、網羅されておりまして、教育長がお書きになったのか、職員がお

書きになったか分かりませんけども、非常に今の時期の教育の部分を実観的に、そして課題

をとらえ、次何したいかというようなことについても書かれているというふうなことを思い

まして、深く敬意を表したいと思います。 

ただ１つだけ、私足りなかったなと思うのは、社会教育の部分で、この５カ年計画を見直

すというようなことから、ちょっと突っ込んだ内容にはなっていないのかなと思いますけど

も、もうちょっと具体性があってもよかったのではないかなというふうなことを思います。 

いずれにしましても、非常にまとまった内容で、是非、１年間、これに沿った形で教育行

政を進めていただければ、住民の方々も安心してといいますか、表現は悪いですけども、素

晴らしい教育環境ができてくるのだというふうに思います。 

 その中で６ページだったと思いますけども、特色ある学校づくりという表現の中で、生き

る力を育む学校づくり推進事業というふうな表現があり、新しい教育活動を進めるために、

こういった事業に取り組むというふうなことでございます。これにつきましては、町長の執

行方針にも表現されてあったなと思いまして、どちらに聞こうかなと思ったんですけども、

教育長の方がいいかなと思い、教育長にお聞きするわけなんですけれども、この具体的な部

分について、どうも理解できないものですから、ちょっとこの議会の場でご説明をいただい

て、そのことがどう特色ある学校へと結びついてくるのか、大変申し訳ないですけども、住

民の方々にも必要な情報だと思いますので、わかり易くお話をお聞かせいただければと思い

ます。 

○議長（長谷川秀樹君） 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） あらためておはようございます。それでは、ただいま３番議員か

ら質問のありました、私に寄せられた質問にお答えを申し上げたいと思います。執行方針に

当たり、お褒めの言葉をいただき本当にありがたいと思いますし、これは、私の執行方針に

なりますから、このとおり今年、教育行政を進めていくという考え方でありますので、その

ことを申し上げたいと思います。 

そして、この執行方針の中に書いてあります、歴史に学び未来を見据えた学校づくりに向

け、新たな伝統の定着を図っていかねばなりませんということが触れてあります。そういっ

た意味から、今年が、新学習指導要領への移行などを踏まえ、ターニングポイントとなる重

要な年と捉えて、時代背景を考慮し、速やかな対応をとる必要があるわけでございます。 

 そして、町長とともに新十津川町の行政を、創造と挑戦をもって進めていく一つの手立て

として、新たに生きる力を育む学校づくり推進事業を設けたという趣旨でございます。 

 そして、この趣旨でございますけども、内容を詳しく説明をすれということでございます

ので申し上げますけれども、町内の小中学校の教育目標並びに教育経営の方針に基づく教育
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活動を支援するため、予算の範囲内、今年は１校当たり50万円。それぞれ小中１校ずつあり

ますから、合計で100万円を、この生きる力を育む学校づくり推進事業ということで計上し

てございます。小学校で50万、中学校で50万ということでございます。それで負担金交付要

綱というものを設けてありますので、それに基づき、学校の自为性と实践的な取り組みを生

かした教育活動に係るものを対象に負担金として交付するという内容で、新たに設けたとい

うことでございます。 

対象経費としては、４点ございまして、一つが生きる力を育む学校づくり、二点目が学力

の向上を推進する、三つ目が特色ある学校づくり、４つ目がその他学校経営を推進する経費

ということでございます。 

これらの具体的な取り組みは、学校長に裁量権を与え、自由な発想のもとで新規的な取り

組みを含めた教育活動を行ってもらおうとするものでございます。現在、それぞれ学校長の

下で素案ができておりますが、校長が更に計画をつめなおして、生きた教育に活用していく

ということとしてございます。 

 次に、期待される効果としましては、特色ある学校づくりや学力向上の推進に効果が上が

るものと期待をしております。これは対象経費の内容と同様になってございまして、もう尐

し掘り下げて申し上げますと、子ども達のために生きる力を育むための新たな予算が加わる

ことにより、正に、創造と挑戦のもとで学校経営の責任者である校長を中心に、学校現場に

即した、優れた企画に対する即効性のある支援ができ、そのことが、学校教育力の向上に繋

がるものと大いに期待をしているところでございます。 

 それぞれの町の予算につきましては、今まで長い新十津川の歴史と伝統の中で、いかなる

時代にあっても、しっかり教育に予算をつぎ込むということは、議員各位の同意をいただき

ながら、しっかり今まで継承してきたわけでありますけども、新たな、そういう校長に裁量

権を与え、さらに学校を中心とした特色ある、そして、生きた予算をつくっていきたいとい

うことで、新規に設けたところであります。内容については、今、先ほど言いましたように、

校長が中心に考えており、食育、さらには、学力向上に向けたいろいろな取り組みを自由に

考えて取り組んでもらいたいということであります。以上を申し上げまして、３番議員さん

の答弁とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問はございますか。 

 はい、青田良一君。 

○３番（青田良一君） ちょっと、なかなか難しくて具体的にはちょっと理解できない部分

もございましたけども、校長先生が、今まで以上に学校経営の中心になって、それぞれの地

域、地域といってもそれぞれ１校ずつしかありませんのでね、その部分を何とか発揮させる

ような形で教育委員会、あるいは町長はと言った方が良いんでしょうけども、そこにお金を

出して、それが子ども達に還元されてくるというふうなことを、今年から考えるというふう

な整理でよろしいでございますでしょうか。 

 はい、わかりました。 

それでは、そのことについては、それぞれ小学校、中学校ともご期待を申し上げたいと思
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いますし、その方向に沿って成果が上がれば、50万だろうが100万だろうが、それは大いに

生きるお金になるというふうに思いますので、是非、学校自体の取り組みについて、私たち

議会も見守っていきたいと思いますし、何かの契機に、その取り組みについてお話を聞かせ

ていただける場を設けていただければありがたいということをお願い申し上げまして、質問

を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、青田良一君の一般質問を終わります。 

ここで11時10分まで休憩といたします。 

（午前11時02分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午前11時10分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、８番、後木幸里君。登壇の上、発言を願います。 

〔８番 後木幸里登壇〕 

○８番（後木幸里君） 議長の指示がありましたので、町長に対し一般質問をいたします。 

 通告申し上げてありました、議場の改善についてであります。その理由の一つに、今年の

地方選挙に際し、後援会活動等の折々に、町民の方々からいろんな意見を頂戴いたしました。

その中に、議場の傍聴席についてのお話が何人からか出まして、そのことにつきましては、

私なりに理解をいたしました。 

近年耳にする「開かれた議会のあり方」という言葉には、いろんな意味合いがありますが、

私は一つには議場の形も大切なことと思います。議場は、町政運営を議論する大切な場所で

あり、まちづくりの为体者を迎えて議論する大切な場所でもあります。会議中、傍聴席の方

が、議員の後姿しか見えない状態は、何としても改善すべきと思います。議員定数が半減し

たこともありますので、議場の改善を考えてもよい時期ではないかと思いますが、町長のお

考えを伺いたいと思います。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） 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８番議員の後木議員さんからご質問いただきました、議員

定数の半減に伴って、町民为体のまちづくりの視点から、議場を改善すべき時期にきている

のではないかというふうなことでございます。 

議員定数も今ほどお話ございましたように、減尐してございまして、町民为体のまちづ

くりの観点から、町民の方が見やすく、傍聴しやすい議場へ改修してはどうかということで

ございます。こういった質問の趣旨でございますけれども、改修には、まず、建物の強度、

これは絶対的な条件でございます。ご承知のとおり、本庁舎は昭和45年に建設をされており

まして、以来41年が経過しております。８番議員さんが意図としているような、傍聴者の目

線にこだわった改修は、強度的には厳しくて、うちの専門の技術家さんに聞くところによる
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と、強度的には厳しく、改修に必要なスペースの確保も難しいというふうにいわれておりま

す。 

また、必要な補強工事を行い、強度を確保した上で改修を实施した場合には、その改修費

用はかなりな、これ試算もしておりませんけれども、かなりな恐らく額になるということが

見込まれております。さらには、工事の期間中は勿論、議場も使えなくなりますので、議会

運営にも支障をきたすということにもなるわけでございます。 

こういったようなことから、現時点においては、大規模な改修を行う考えはないことをご

理解願いたいというふうに思っております。 

そこで、町民の目線に立った議会の運営ということでございますれば、議会は、この議場

に限ることなく開催できることでありますから、一つの例として申し上げるならば、議場を

移し、他の公共施設で活用して議会を開催し、より多くの町民の方々の傍聴を願うというこ

とも選択肢の一つでないかなというふうにも实は考えておりますので、そのことも含めてご

理解を願いたいというふうに思っております。 

先ほど、冒頭の９番議員さんですね、樋坂議員さんからのご質問にもありました、最初

の質問ですね、役場の耐震化の問題とも関連するわけでございますけれども、そういったよ

うな傍聴の関係につきましては、先ほど答弁させていただいたとおり、こういった映像によ

るそういったようなシステムを構築するなど、そういったことも議会の方からご提案を願え

れば、そのような方向で考えてまいりたいというふうに考えております。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問はございますか。 

 はい、後木幸里君。 

○８番（後木幸里君） ご答弁は、今のところはその考え方はないという、それはだいたい

予想はされていたんですが、今、９番議員さんも言われた、庁舎の耐震にとりかかるはずで

すから、そのことも私は予想しておりましたし、そのことを含めた中でこの質問も取り込も

うと思っていたんですが、係りの者から耐震については９番議員とダブルからということで、

私は、それを削除したわけですけれども、当然、近々、庁舎の耐震改善についてはやらなき

ゃならないのは、もう目に見えているわけですね。それで、この議場の改善をやるというこ

とになれば、当然、その耐震との関連が出てくるわけで、耐震診断した時に、前向きに議場

改革を考えるのであれば、その時にその強度や費用の問題も計算できると思うんですね。そ

れで、可能か不可能かといことも考えられるのです。まず、はじめからやる気がないのであ

れば、これはどうしようもないわけで。強度診断して役場の改築を進める上で、そうであれ

ば議場の改革もできるなとか、できないなとかという話は後々出てくるんでないか、できる

のでないかとは思います。そこで、非常にお金もかかると思いますから、簡卖ではないと思

いますが、二十数名議員がいたこともありました。それからいくと半分ですから、こういう

状態が良いのか、両脇に別れて向かい合って、そして傍聴席をぐっと下げて高いところから

見るのでなくて、だいだい我々と同じ目線で議会を傍聴するということも考えていいのでな

いかと。このままいったら、ある意味では、ちょっと失礼な言い方だけど、傍聴席の为体者、

町民に高みの見物されては困るんです。同じ目線で議場に臨むということも、まちづくり基
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本条例が制定された今日、そして、第一に为体者とうたってるわけですから、その为体者が

傍聴する席も、やはり、それなりにこれからのまちづくりに考えていくことがよろしかろう

と私は思っておる次第であります。経費の関係とか時期の関係もありますけど、全然検討す

る考えがないのかどうなのかは、再質問においてお伺いしますし、それから、ちょっと一つ

申し添えることなのですが、私も２回ほど議長席に座ったことがあるのですが、非常に座り

心地が悪いんですね。これは、あんまり難しいことでも、経費のかかることでもないのでね、

もうちょっと議長が座りやすい形にしていただきたいと、それを申し添えまして再質問を終

わります。 

○議長（長谷川秀樹君） どうもありがとうございます。 

答弁を求めます。 

町長。 

○町長（植田 満君） 議場の改築ですね、要するに、形にとらわれるのでなくて、問題は

中味だと思うのですよね。ですから、これは先ほど申し上げましたように、確かに議員定数

が26名から８名くらいおられた時もありますから、そういった面からしますと、議席の幅が

余裕があるということも事实でございます。その分を前に出したらというふうなことでござ

いましょうが、ただ、今のこの構造からしますと、なかなか先ほど申し上げましたように、

費用的な面を考えますと、かなり厳しいというふうに思っております。 

ですから、こういったような、要するに、傍聴のしやすいような環境づくりということで

あれば、この議場から離れていって、他の公共施設でもってやるというのも、先ほど申し上

げましたように、選択肢の一つでありますよということでありますから、それは議会の内部

でよく議論をしていただければ、聞くところによりますと、議会の運営のあり方について、

今検討をされているということでございますから、そういった中で議論をしていただくこと

が大事でないのかなというふうに实は思っておりますので、そのようなことで答弁をさせて

いただきたいというふうに思っております。議長席については、これは、答弁は差し控えま

すので、よろしくお願いします。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。再質問。 

 はい、後木幸里君。 

○８番（後木幸里君） 今、指摘されたというか、言われた、その議場外でもっての議会の

開催ということは、今、議長を中心に議会改革ということで取り組んでおりますので、これ

は当然、今後考えられると思います。そのほか、いろいろ議会改革については、チームを作

ってやることになっておりますので、そういう議場外での議会ということも考えられますが、

だからといってこの議場をなくするわけにも、未来永劫にこの庁舎がある限りですね、この

議場は存在すると思うのですね。それで、機会があったら、この改革をお願いしたいと。 

そういう中で、私たまたまですね、１週間か10日前にですね、この役場の庁舎の書庫、ち

ょうど職員が書庫に入っておりましたので、私も見たことがないもので書庫に入りました。

書庫の入口に扉があって、その扉も開けて見せてくれたのですよ。ちょうどこの傍聴席の下

だと思うのですが、空間がありますので、もしか傍聴席を下げるということになれば、その



 - 81 - 

わりに耐震関係とかお金の問題も、そんなに、そんなにかからんのでないかというふうに、

私は見たわけで、そんなことも勘案しながら、今後とも一つ前向きにお考えをいただきたい、

申し上げて質問を終わります。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、後木幸里君の一般質問を終わります。 

これをもちまして、一般質問を終了いたします。 

ここで、暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

〔議案配布〕 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

 日程第３に入る前に、これから提案されます議案第29号から議案第37号までの案件につき

ましては、６月27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、よろしくお願いいたします。 

                                       

◎議案第29号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第３、議案第29号、新十津川町長及び副町長の給料に関する

特別措置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。 

はい、７番、長名實君。 

○７番（長名 實君） ここに、提案理由に任期中における町長及び副町長、あるいは、次

の教育長も同じことなのですが、任期中ということは、いかなることあっても、今回決定し

たら、この４年間はそのままいくということなんでしょうか、お伺いします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁お願いします。 

はい、総務課長。 

○総務課長（藤澤敦司君） 今のご質疑でございますが、前任期中にも事例がございました

けれども、今のところ27年４月30日限りとしてございますが、この間、様々な国の動向等の

形により、いわるゆ人事院勧告、今は人事院という形にはなりませんけれども、職員の給与

等の削減ということも想定はされます。その際には、理事者等の給与が削減したという事例

もございますので、すべて４年間この額で今の時点でいくという形にはならない場合もあり

得るということで、答弁したいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑はございませんか。 

 ３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） 給与を下げることには反対はいたしませんけれども、下げる理由と

して、行政改革の推進に伴いという表現になってございますけども、この目標というのは、

いつ達成できるのかですね、ずうっとこのまま行政改革、行政改革と言い続けるのであれば、

削減などと言わないで、本則そのものも含めて引き下げるということを検討しなければなら

ないのではないかなと、私は思います。 
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そういった観点で、今回のご提案、前期もこのような形で植田町長、給与削減案について

出されていると思いますけども、私の認識としては、だんだんまちの財政状況は良くなって

いるというふうなことで理解をしておりますけども、行政改革の言葉そのものはエンドレス

なものだと思います。いくら景気が良くなっても行政側、執行者側からいえば、常に、改革

をして節減を図りながら、まちのために様々なことをやっていくということになろうかなと

思います。そういったことを含めまして、今回出された、この行政改革という部分の提案理

由に含まれる意味について、お答えをいただきたいなと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 副町長。 

○副町長（佐川 純君） それでは３番議員さんのご質問にお答えをいたしたいと思います。

今ほどありました行政改革については、いつまでなのかということでありますれど、おっし

ゃられるとおり、いつをもって終わりということではなく、常に改革的な対応を持って進め

ていかなきゃいけないと、これは給与や待遇面も含めて、あるいは組織的な改革も含めて進

めていかなければいけないというふうに考えております。 

現在のところ、ご承知のとおり、行政改革のプログラム５年間の分がつくってありますか

ら、それに基づいて、行政改革については進めていくということになっておりますので、そ

れでやっていきたいと思います。 

もう一つの点の、町長の給料等について、そういうことで進めるのであれば、本則を変え

るべきでないかということでありますけれど、基本的には、任期は４年なわけですから、そ

の時の選ばれた方が、その考えをもって減額率も含めて、考え方を数字に表すということで

ありますから、本則は、本則としておいておいて４年ごとの中で、その方の考え方を附則の

中でどういう数字なり、どういう減率なりというものが表されてくるかと思いますので、今

後も本則まで下げるべきではないというふうに考えております。以上、答弁とさせていただ

きます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 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（長谷川秀樹君） 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29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〕 
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○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第29号、新十津川町長及び副町長の給料に関する特別措置条例の制定に

ついては、原案のとおり可決されました。 

                                       

◎議案第30号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第４、議案第30号、新十津川町教育委員会教育長の給料に関

する特別措置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。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 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（長谷川秀樹君） 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30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（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第30号、新十津川町教育委員会教育長の給料に関する特別措置条例の制

定については、原案のとおり可決されました。 

                                       

◎議案第31号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第５、議案第31号、新十津川町総合行政審議会条例の一部改

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（長谷川秀樹君） 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（長谷川秀樹君） 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31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（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第31号、新十津川町総合行政審議会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32号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第６、議案第32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。 

９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） この条例改正で、町内業者に有利ですよね。そういう条例なんです

けども、前の条例はそのまま生きているということで、町外業者がやるときは、前の条例を

そのまま生かしているというふうに解釈をしていいのかどうかということ、まず先に聞きた

いと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（藤澤敦司君） 今回の一部改正条例ということでございますので、現条例につ

いては当然生きてございます。それで、今のご質疑の趣旨は、町外業者が建設した際に、補

助が出るのか否かというような趣旨と承りましたが、今回の改正で、町外業者にもその適用

範囲を広げるという改正条例の内容でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） それで、町内業者については一戸当たり60万、今までは40万でした

けど60万。それから、１棟当たりの限度額が400万から600万というふうに、町内業者が施行

した場合には、それだけの補助金を多く出しますよということですよね。それで、その前の

１戸当たり40万と１棟当たりの400万ということは、町外業者に頼んだ場合にも出すという

ことですよね。そうすると、今町外業者も仕事がない時に、こういう条例で町外業者も受け

入れると、町外業者というのは安い賃金というのか安いお金で仕事を町外に持って行かれる

のではないかなと、施行のお金を安くして、町外業者がその仕事をしてしまうんじゃないか

なというふうに思うのですよね。建てる人が町外業者を選ぶか町内業者を選ぶか、それは自

由だとは思うのですけれども、私は、地元業者を守るためには、いかがなものかなというこ

ともちょっと考えたのですけれども。どのように考えているのかお聞きしたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（藤澤敦司君） 先ほど申し上げましたとおり、町外業者にも拡大するというこ

とは、今、議員さんのご質疑あったとおり40万円、最大400万円ということは適用するとい

うことでございます。で、その趣旨といいますのは、この条例につきましては、定住促進人

口の定着を図るといような趣旨と、町内建設業者の育成振興を図るという二つの大きな目的
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がございます。第一議には、定住人口の促進、拡大というものを狙いとしてございますので、

一定の条件の緩和ということで、今回改正をさせていただくものでございます。ただ、同時

に２点目の町内業者の育成、振興というものも十分に理解いたします。やはり今までの同条

件では、今議員さんがおっしゃったようなことも考えられますので、今回、５割増という上

限値を拡大するという方法に至ったわけでございます。併せまして、６年前のこの条例が施

行になった段階と現在比べますと、町内の建設業者の状況というのがかなり変わってござい

まして、建設業者の数もかなり減ってきているということから、アパート経営といいますか、

アパートを建設したいという方がいらっしゃっても、なかなか制約があるということも現状

としてありますので、こういった意味から、町外者へ拡大ということも一つ目の狙いとして

制定したわけでございます。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 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（長谷川秀樹君） 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32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（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第32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33号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第７、議案第33号、新十津川町税条例の一部改正についてを

議題といたします。 

質疑はございますか。 

９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） この条例は、東日本大震災に係わるものなのですけれども、現在、

町では該当者はいないのではないかなというふうに思っているのですが、それでいいのか。

それとも、先ほど３番議員の一般質問の中で、町も公営住宅とか町有住宅を空けております

よということなので、受け入れはしますよということで、手を挙げているというふうに考え

ていいのかお答えください。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 
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はい、住民課長。 

○住民課長（小林 透君） それではただいまのご質問にお答え申し上げます。該当者につ

きましては、現在のところおりません。ただし、今後、転入等で被災された方が町内に入っ

てこられる可能性がございます。この条例を改正することで、その方たちに対する対応が可

能になるということで、今回改正をするということでございます。ただ今ご質問の中にござ

いましたとおり、本町としても受け皿は用意してあるということで、被災者に対しても今後

も対応してまいりたいということで改正をしたいということでございます。以上でございま

す。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 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（長谷川秀樹君） 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33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（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第33号、新十津川町税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34号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第８、議案第34号、新十津川町乳幼児等医療費助成に関する

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（長谷川秀樹君） 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（長谷川秀樹君） 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34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（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第34号、新十津川町乳幼児等医療費助成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35号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第９、議案第35号、新十津川町国民健康保険税条例の一部改

正についてを議題といたします。 

質疑はございませんか。 

はい、９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 今回の国保の税条例は、かなりの値上げが予定されておりますが、

税率改正による最高限度額を払う世帯はどのくらいあるのか。 

今までも、限度額を払っている方がいたと思うのですけれども、その方は４万円の増とい

うだけでいいのかどうか。 

それと、22年と比べると、限度額を払う人が増えているのか、減っているのか。 

それから、平成22年度と同じ水準でみたとき、水準というのは報酬税、給料ですね、同じ

レベルで見たときに、最高に高い支払をする人はいくらで、最低の値上げになる人はいくら

ぐらいの金額になるのかということ。 

それから、今回の税の改正による全収入はどのくらいになるのか。 

それから、均等割、平等割が約18％、それから20％ということに上がるのですけれども、

低所得者の負担が増えることはなるのではないかなというふうに思うのですけど、そこら辺

はどうなるのか。 

それから、総務民生常任委員会の資料を見ますと、７割軽減の方で4,500円上がっていま

した。それから収入の多い方で13万2,700円という値上げの方もいたようなんですが、年金

者にすると、今、年金は下がってますよね。それなのに国保税が高くなるというと、支払い

が大変になるのではないかというふうに私は思うのです。そこで、委員会の時には、国保税

の滞納はあまり変わらないと言っておりましたけれども、この間の資料によりますと、約

1,500万円くらいですか、滞納金額があったように思ったのですけれども、その滞納者25％

が増になるわけですから、そういう滞納者への影響はないとはいえないと思うのですけども、

そこら辺はどのように考えているのか。 

ちょっとたくさんになりましたけど、その点についてお答え願いたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） それでは答弁を求めます。 

住民課長。 

○住民課長（小林 透君） それではご質問にお答え申し上げたいと思います。ちょっとた

くさんございますので、順番をおって説明したいと思いますが、もし順番が間違ったらご了

承願いたいと思います。 
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まず１番最初に、上限額いっぱいの方は何人かというご質問であったかというふうに思い

ますが、上限額についてですね、申し訳ございません。限度額を超える人数については、ち

ょっと後ほどお答え申し上げます。 

次に、上限額の部分ですね、４万円の増でいいのかということですが、これについてはそ

の通りでございます。 

次に、平成22年度と比べて同レベルで最高額の方、最低額の方の金額でございますね。最

高に上がった方が、先ほど質問の中にございましたが13万2,700円ということですね。世帯

の中で13万2,700円。すみません。 

○議長（長谷川秀樹君） 質問が数字的な部分の質問が何点かあったのですけれども、今、

ちょっとお答えするには即答できない部分がありますので、後ほどということになりますけ

れども、この場でどうしても答弁してもらいたい部分があれば。 

 それでは、暫時休憩いたします。 

 それでは、１時まで休憩といたします。 

（午前11時52分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） それでは休憩を解き、午前中に引き続き会議を再開いたします。 

（午後１時00分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） まず９番議員に対しての答弁からお願いいたします。 

 住民課長。 

○住民課長（小林 透君） それでは、午前中のご質問に対してお答えを申し上げたいと思

います。 

まずはじめに、限度額を超えたものの人数は何人かというご質問でございました。それに

関しまして、これは23年度ということになりますと、まだ、当初の付加が前ですので、正確

に何人ということではございませんが、あくまでも試算をした上でということでちょっとお

さえておいていただきたいと思います。 

まず医療分の方につきましては、限度額を超えるであろうというふうに見込まれます対象

世帯数が85世帯です。次は、後期高齢者の方の支援分の方の対象見込み世帯が35世帯になり

ます。介護の部分につきましては、対象世帯22世帯というような、あくまでも見込みという

ことで、この数字を試算してございます。 

続きまして、保険料の一番高く変動の大きい人、それから変動の小さい人ということで、

それぞれいくらくらいなのかというお話でございました。これにつきましても、当初の付加

の前でございますので、あくまでも平成22年と同条件で置き換えることになりますが、比較

では、それぞれいろんな世帯の構成がございますし、合算額という形になりますが、概ねと

いうことで申し上げますと、上がる世帯の代表的な世帯でということで考えますと、だいた

い３割くらい、30％程度上がる見込みで、例えば４人家族でサラリーマンの方で国保の被保

険者の方がいらっしゃいます。そういう方が４人家族であった時に、金額的には12万7,500
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円で30.13％、30％ほどというようなことになります。 

逆に、一番低い額の方ということでいいますと、これは年金の受給者の二人家族で、お二

人とも年金受給者で想定いたしますと、年額で7,100円ほど、20.4％ほどということで、だ

いたい２割くらいの上がり幅ということになります。だいたい上の方、下の方ということで、

あくまでもシミュレーションとしてということですが、だいたいそれくらいの金額になると

いうことでございます。 

続きまして、国保の収入の方、国保会計の方の全収入はということでの質問でございまし

た。これにつきましては、補正予算の方でも示されることになるんですが、国保会計におけ

る特別会計ですが、全収入としては３億6,264万円です。保険税、税収入としてですが２億

3,033万８千円ということで、税収の割合が63.５％ほどといような内容になります。 

次に、年金者の所得の低い方で、俗にいう７割軽減を受けられているような方の影響はと

いうようなことでございますが、これにつきましては、だいたい先ほど言いました、最も低

いだろうというふうに見込まれる方ということで、その方がだいたい７割軽減に該当になり

ますので、20％ほど現在の税額がアップするというような状況になります。 

次に、収納率が下がるのではないかということで、それに対する見込みはどんなものかと

いうようなご質問でございました。これに関しましては、現在の状況といいますか、徐々に

ですが国民健康保険税の収納率は、尐しずつですが上がってきているということで、いろい

ろ私ども努力をいたしまして、尐しずつ上がってはいる。急激に上がってはいないというこ

とですが、昨年分からみましても400万ほど未収納が減っているというような状況になって

ございます。未収分が1,500万ほどあるということですが、そのほとんどが滞納繰越分であ

るということです。で、現年度分につきましては、22年分で178万円ほどと、それ以外が滞

納繰越分であるということでございます。その滞納繰越分についても、できる限り収納して

いけるように努力はしているということで、収納率も徐々に上がっているというような状況

でございます。この努力を今後も続けていくということと共に、この国保制度についてのご

理解をいただくこと。まず、その理解があって初めて税の収納も進んでいくということにな

るかと思いますので、その努力を十二分に行ないながら、税をお支払いただくということで、

それを積極的に理解してもらうために努力をしたいというふうに考えてございます。以上、

ご質問に対するお答えとさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑はございませんか。 

 はい、３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） 年金生活しておられる方から、私の年金下がるという通知をいただ

いて、どうしてというご相談を受けました。ご存知のように、今、物価の変動に伴ってとい

いますか、景気の変動に伴ってといいますか、年金についても、定められた額が動くという

ことがあるのですよというふうなことでの説明をいたしました。同様に、この国保について

も、基本的には、何といいますか、全員が保険に入って安いお金で治療等を行なって、お互

いに助け合おうというふうな制度で始まったのだというふうに理解をしておりますけれど

も、それが、その助け合おうという趣旨が、昔は、病気にならないような層の人がたくさん
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いて、その病気になる層を支えることによって、この保険制度といいますか、この制度が持

続されてきていたんだろうというふうに、私は理解しております。そこで、その形態が今日

崩れてきつつあるように思われます。その中で、その限られたパイの中で医療費等がたくさ

んかかれば、当然、パイに納めてくるお金も上げていかなきゃならないという理屈もわかり

ます。その辺のところが頭では理解できますが、このような形での率的な部分として、25％

前後が継続して上がるようなことになるとすれば、とてもまちとして卖独でこれをやってい

くという部分について、非常に厳しいものがあるのではないかなと、要らない心配をしてい

るわけでございます。 

従いまして、これだけの率の値上げをするとしなければならないのだということに、本当

は反対をしたいところですけれども、理屈を考えるととても反対できる立場ではないのであ

ろうかなと私は思います。 

そこで、議会という場で、この国保に対する将来像といいますか、こういった部分につい

て、もし、副町長さん詳しいのでそちらでも構いませんけれども、住民に対して、このまま、

今僕が言ったような、いわゆる病気にかからない層が薄くなってきて、かかる層が増えてく

るようなまちの实態を考えた時に、町独自の中で、しつこいようですけれども、これを維持

していくことが可能になっていくのかどうか。 

その段階でまちとしては、この打開策について、どのような国や道への働きかけを行なう

のか。あるいは、今小林課長がおっしゃっているように、住民に対してその現状を具体的に

ＰＲをして、それを理解をさせながらこの国保を維持していくのか、非常に考えることがた

くさんあると思いますので、今、わかる範囲で結構でございます。ちょっとお聞かせをいた

だいて、議会の議事録にも留めておくべきだと考えますので、よろしくお願いします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 副町長。 

○副町長（佐川 純君） それでは３番議員さんのご質問にお答えをいたします。議員さん

がおっしゃられるとおり、この健康保険制度は、そこにおける構造上の問題というか、そう

いうものが確かに出てきておりますので、国等が今後の国保制度のあり方もおっしゃられる

とおり、１町村が卖独で経営するといような状況でなくて、広域的にという国の方向であり

ます。ご承知のとおり、都道府県を卖位にして、そういう方向に持っていくべくだと。今の

後期高齢者制度のように、そのような方向でというような議論はされております。 

ただ、現状のことからみますと、なかなかその方向性は出ておりますけれど、具体的には

なかなかまだ見えてない。いろんな課題といいますか問題点がありまして、そういう状況に。

ただ方向性としては、いろんな課題が出てきているということの状況から、そういう国等は

見直すべきだということになっておりますので、そういう制度の問題については、その議論

あるいは方向の決定をみていきたいと、それに対応してやっていきたいと思います。 

そういうこともありまして本町においても、中部広域連合の中で国保の運営をしておりま

すが、負担の問題については、これは、それぞれ自分のところで、自賄いでということで、

国保税そのものは、市町村しか税というものは課税できませんから、広域連合でやるという
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ことになりますと、保険料というのに切替をして、やれるかどうかというのは出て参ります

けれど、尐なくとも今の制度では、国保税でありますので、町村でしか付加、あるいは徴収

することができないということに税法上なっておりますから、そういう自賄いということで

やっているわけです。 

そこで、おっしゃられるとおり、尐なくとも過疎のまちについては、高齢化に伴って、病

気にかかる方が増えてきて、健康な方が尐なくなるから、医療費あるいは保険税も負担が増

えてくるのだと、それではということで、町としては方策として、27日の補正の時に説明さ

せていただきましたけど、健康づくりということで、一昨年も国保の医療費の増加に伴って、

レセプト点検をして、健康づくりにつなげたいというふうなことで予算を付けていただいて、

そういう方向性を決めたところでありますけれど、まだ、依然として、下がらない状況でご

ざいます。先日も説明させていただきましたけれど、もう一度、ちょっと視点を変えて、高

額医療の方が非常に多いわけですから、それを遡って追跡をして、どういう経過で高額療養

の方が、依然として尐なくならないのかというものを追跡調査等をして、データをとって検

証していきたいと思っております。それに基づいて対策を考えたいということで、補正予算

を計上させていただきました。 

ただ、現实な話、そのような取り組みをしたからと言って、すぐ成果が出るというような

状況ではありませんから、健康づくり、あるいは予防という観点から、もっともっと重点的

にといいますか、手厚くして取り組んでいかなければ本町の医療が下がってくるという状況

にはないかと思います。議員さんのおっしゃるとおり、国保の現状を町民の皆さん、あるい

は国保加入者の皆さんに实態をよく理解をしていただいて、その上で先ほど言ったような取

り組み、健康づくりだったり、予防というものを重点的に取り組んでいきたいということで、

妙案的なものはありませんけれども地道に皆さんに訴えて理解していただいて、医療費を尐

しでも尐なくしていきたいというふうに考えています。これが結果的には国保税に跳ね返る

わけですから、そういう方向で取り組んでいきたいと思っています。 

それと今回の改正については、農業所得の低下が大きな所得の低下につながっているわけ

ですから、そういう面では非常に今年度以降、農業所得が多くなることを大いに期待をした

いというふうに祈っております。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 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。 

９番、樋坂里子君。 

〔９番 樋坂里子君登壇〕 

○９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35号、新十津川町国民
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健康保険税条例の一部改正について、反対の立場で討論させていただきます。 

 まず、反対の第一は、25％を超える増税となっていることです。 

第２は、国保の加入者、町長の行政報告の中でもありましたが、加入者は2,277人、世帯

は1,182世帯ということですが、この加入者は、年金者や農業者、自営業者らでありまして、

比較的低所得者が多い、低所得者の増税となるということです。中には、年金のたくさんも

らってる方も一部おりますけれども、そういうことです。 

第３は、農業者の所得が減収で収入減となるために、穴埋めのための増税となっているこ

とです。 

第４は、一人当たりの療養費が上昇してるといいますが、高齢化率が高くなって高齢者が

多くなれば、入院する人が増えるのはしかたがないことでありますし、老老介護では入院も

しかたないことだと、私は思います。在宅介護ができるような福祉の充实しかないのではな

いでしょうか。 

第５は、基金の残高を尐しでも多くしようとしていることです。私は医療のことを考え、

収入減には基金をすべて充てるべきと考えております。何か急な自体が起きたときは、どう

するのかとよく言われますが、町民も基金がなくなれば、その時は支出もしかたないと思い

ます。基金を残してまで大増税には反対であります。 

また、一部の人たちのために、一般会計からの繰入は税負担の公平性を欠くという人もお

りますが、公務員や会社などに働いている方々は、共済金など労使折半で半分は企業や役場

などが半分支払っているわけですから、不足分を一般会計から負担してもおかしくないと、

私は思います。 

国保税の一番の問題は、国の社会補償に係わる責任が年々減尐し、国の責任割り合いが

1984年ころは50％を締めておりましたが、現在は半分の25％まで減尐していることが大きな

要因となっております。各自治体は、国に国保会計への補助率を上げることを要求すべきで

ないかと私は思います。 

以上、申し上げまして、議案第35号に反対といたします。議員各位のご賛同をよろしくお

願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 次に、原案に対し賛成の方の討論を許します。 

２番、西内陽美君。 

〔２番 西内陽美君登壇〕 

○２番（西内陽美君） 議長のお許しをいただきましたので、議案第35号、新十津川町国民

健康保険税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。 

 国民健康保健税の基礎課税額及び後期高齢者支援金等の課税額の限度額を引き上げると

ともに、国民健康保険制度は、町民の保険体制の基盤をなす制度として、重要な役割を担っ

ており、近年の急激な高齢化の進展、低所得者の増加といった構造的な問題と併せ、疾病状

況の変化、医療技術の高度化に伴う医療費の増加などにより、国民健康保険事業の運営は極

めて厳しいものと認識しております。 

 ６月13日開催の総務民生常任委員会においても、国保の税率を取り上げ、種々検討をいた
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した所でありますが、事業の運営費用については、国等からの補助金と一般会計からの繰入

金並びに被保険者からの保険料によって賄われておりますが、医療費の増減により支出額は

大きく変動するものであり、収入がないからといって支出を抑えることはできないのであり

ます。 

 事業の運営は、健全なる収支のもとに成り立つものであり、今日の財政状況下にあって、

一般会計からの繰入金は望めず、また、基金は突発的な医療費の増加に対応するためのもの

でありながらも、取り崩しはやむを得ずいたしたところです。 

 したがって、今後、安定かつ健全な国保運営のためには、適正な給付の負担や将来を見通

した検討を行った上での税率の見直しは必要であります。 

 また、今後の医療費の抑制として、行政の健康予防対策を町民が日々实行されることによ

り、医療費の軽減を図られることを期待申し上げます。 

 よって、議案第35号、新十津川町国民健康保険税条例の一部改正については、原案のとお

り賛成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（長谷川秀樹君） ほかに討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 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35号を採決いたします。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、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（長谷川秀樹君） 着席ください。 

起立多数です。 

したがって、議案第35号、新十津川町国民健康保険税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36号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第10、議案第36号、平成23年度新十津川町一般会計補正予算

（第１号）を議題といたします。 

質疑はございませんか。 

はい、９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） まず29ページ、民生費の高齢者福祉費の中の17番レクワーカー養成

事業ということで、高齢者の生きがい対策のための指導員的な人を養成するのかなというふ

うに聞いておりますが、その人方は、どういうような内容で高齢者の対策をしようとしてい

るのかということ。 

 それから、２つ目が、その下の重度心身障害者の札幌への交通費ですけども、これは何人

くらい該当者がいらっしゃるのかという点、お願いします。 
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 次は、33ページの家庭用生ごみのコンポストのことですけども、前の時は、町内のお店か

ら買った場合には3,000円でしたけど、今回は5,000円ですね、そういう条件がついてたと思

うのですけども、今回はそういう条件がついているのか、ついていないのかという点、お願

いします。 

 それと、最後の45ページなのですけども、繰上償還なんですけど、説明では22年度借入の

過疎地域ソフト事業に対する繰上償還という説明だったんですけど、過疎債とかまだほかに

たくさんある中で、22年度に借りたお金の償還をするというのは、何か理由があるのか。も

っと以前に借りたやつの償還をしないで、新しいやつの償還なのかなというふうに、私思っ

たものですから、その点についてお答え願いたいと思います。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） それでは答弁を求めます。 

保健福祉課長。 

○保健福祉課長（竹原誠二君） それでは９番議員さんのご質問にお答えを申し上げます。

まず、レクワーカーの養成事業でございますが、この役割といいましょうか、そういった内

容でございますが、レクリエーションワーカーといいますか、レクリエーション講座をまず

開きまして、そういった講座を受講いただいて、次に、各地域のお年寄り等を中心に、高齢

者の生きがい、健康づくりの推進の一コマとして、レクリエーションを通じて元気づくりと

いいますか、健康づくりに資すると、そういう内容でございます。 

具体的なプログラムについては、24年度において地域の中で实践をしたいと考えておりま

して、本年度については、まず、レクワーカーの養成講座の開設を考えているところでござ

います。養成講座に参加をする者は、全町的に考えておりまして、高齢者の老人クラブのリ

ーダーは勿論ですが、あとは幅広く全町民の方で、そういった関心のある方に呼びかけてま

いりたいと考えているところでございます。 

 続きまして、２点目の重度心身障害者の機能訓練事業の該当者でございますが、札幌の聾

学校までの交通費に対し助成をするものでございますが、今、該当者１人という状況でござ

います。以上、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 次に、住民課長。 

○住民課長（小林 透君） それでは家庭用生ごみ処理器購入費助成事業にかかるご質問に

対して、お答え申し上げます。 

町内、町外ということにいたしましては、町内業者から購入した場合のみということでご

ざいます。町外から購入されても対象にはならないということでございます。以上でござい

ます。 

○議長（長谷川秀樹君） 最後に総務課長。 

○総務課長（藤澤敦司君） それでは最後の、地方債償還元金の関係でございます。これは

過疎債の、いわゆるソフト分の借り入れに対しての償還ということで、従来、政府資金のも

のを繰上償還する場合は、一定の条件をクリアしないと返せないということですが、今回に

関しましては、縁故資金で借り入れてるものですから、22年度分のソフト分を一括返済する

という内容でございます。 
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○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

７番、長名實君。 

○７番（長名 實君） 39ページの道路新設改良費の中の道路名標識板設置事業というので、

ちょっとお伺いしますが、この間の説明では、大和地区の15箇所ということだったんですが、

この標識板というのは、道路に平行して私どもの道路についてる、縦が20cmくらいな幅１ｍ

くらいのことをいうのか、どういうものを指していうのか。 

それと大和方面ということでしたが、あと残りまだ設置のしてない地域といいますか、行

政区といいますか、そういうのを教えていただきたいと思います。 

もう一つ、これ説明あったのか、私聞き漏らしたのかわかりませんが、同じく都市計画総

務費の都市整備推進事務、４路線とおっしゃいましたが、その４路線の４というのは、どこ

とどこのことを指すんでしょうか。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

建設課長。 

○建設課長（岩井良道君） それでは最初の道路名の標識板でございますが、今、７番議員

さんのご質問の部分につきましては、街路名ということで、団地内の中に設置されている部

分だと思いますが、それの大型の部分、小さい部分ではなくて、もうちょっと大きくなった

もの、西２線の道道のそばに設置をしておりますが、それと同じくらいの大きさのものを昨

年度から設置をしているということで、今回は、昨年度、花月の方から設置をしてきており

ますが、今年度につきましては、北大和の方面、大和の中の北大和の方から15箇所ほどを設

置したいというふうに考えております。この部分につきましては、25年度までに200基程度

設置をしたいというふうに考えております。 

 それから２つ目の都市計画決定街路の部分で、４路線という説明をしておりますが、この

部分につきましては、徳富川の左岸側のみどり団地、北１号線、町道名で言いますと北１号

線、それから、北２線に向かう道路でございますが、この部分が１路線。それからあとは单

４号線、滝新橋から275号を通過してそのまま文京西３線までいきまして、道道にぶつかる

路線。それと、あとは飯田商店から横の方に阿部理容店の部分をつなぎまして、菊水の方に

つながる部分、その４路線でございます。单４号線その一部につきましては、ほとんど区画

整理等で整備をしている部分についてはもう整備済みなのですが、路線の認定としては１路

線としてすべてやっておりますから、その一部分がなった部分につきましても、その路線に

よっては、全て認定廃止をするというふうなことで進めるための資料の整理代というふうに

考えてございます。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

 ３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） 27ページの総合行政システム機器の更新事業という部分について、

これちょっと説明を聞いていて思うのですけども、4,578万ということで、そう安くない金

額がすべて一般財源という形で使われることになりますけども、この内容について、尐し詳

しくお聞かせいただきたいのと、更新というからには、また、いずれしなきゃいけないのか
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なというふうな感じもありますので、この辺の年数といいますか、それらもどのような予想

をおもちなのかお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

住民課長。 

○住民課長（小林 透君） それでは、ただいまご質問がございました総合行政システム機

器の更新事業ということで4,578万円の補正ということで、額も非常に大きい部分でござい

ますが、これにつきましては、本町の基幹システムであります、住民基本台帳システム及び

これに関連するシステムということで、本町の行政システムの基幹のシステムであるという

ことでございます。これが、システム上更新をしなければならない。大手のソフトウェアと

いいますか、オペレーションシステムですね、要するにウィンドウズの更新によりまして、

ソフトウェアの更新もしなければならないと。なおかつ、サーバー及び端末の機器類に関し

ましても、更新の時期がきているというようなことでございます。实際に業務を進めていく

中で、昨年も機械といいますか、装置が止まってしまったということで事例がございまして、

要するに、機械が止まってしましますと業務が進まないというような状況になりますので、

極力、今はそれがないように、随時、調整をしながら進めているということでございます。

そこでその機器、システム、ソフトウェアですね、基幹のソフトウェアの更新をするととも

に、サーバー及び端末の機器、それの更新を一括してするということでございます。本年度、

もし予算が確定させていただきましたら、本年度内に調整をいたしまして、来年の１月くら

いまでには稼動をさせたいということでございます。それまでは、既存の装置を使ったりし

ながらつなげていくということで、今回入れるものについては、本年度内に新しく更新をし

たいということでございます。 

今後の見通しについてですが、機械というものは基本的に消耗品であるというふうに認識

をしてございます。償却資産的な考え方といたしましては、サーバーの機械で５年間、端末

の機械に関しては４年というような位置づけになってございます。だいたい、私どももそれ

くらいをベースに考えていきたいと。だいたい５年くらいを目途に、現在は検討して更新を

考えてくというような内容でございます。ただし、ソフトウェア、中味のシステムに関しま

しては、その時ですね、例えば５年後なら５年後にまだ使えるという状態、基幹ベースのウ

ィンドウズだとかですね、そこら辺の部分で対応ができているというような状況があれば、

そのまま使っていけるでしょうし、制度が変わった時にはシステムを更新していかなければ

ならないと、それが大掛かりなのか、小規模なのかというようなことにもかかわりあります

ので、随時、その時点で対応をしながら、小規模な更新及び一定時期での大掛かりな更新も

必要になってくるであろうというふうに考えます。以上、ご質問に対するお答えとさせてい

ただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 
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これから討論に入ります。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 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36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（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第36号、平成23年度新十津川町一般会計補正予算（第１号）は、原案の

とおり可決されました。 

                                       

◎議案第37号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第11、議案第37号、平成23年度新十津川町国民健康保険特別

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（長谷川秀樹君） 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（長谷川秀樹君） 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37号を採決いたします。 

この採決は、議案第35号と関連がありますので、起立によって行います。 

本案は、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（長谷川秀樹君） お座りください。 

起立多数です。 

したがって、議案第37号、平成23年度新十津川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

は、原案のとおり可決されました。 

ここで暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

〔議案配布〕 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 
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 ここで、日程に変更がありますので、事務局長より説明させます。 

 議会事務局長。 

○議会事務局長（加藤健次君） それでは、議事日程の変更を申し上げます。皆さんにお配

りしております議事日程の表をご覧いただきたいと思います。 

お配りしております日程表の日程番号14、議案第40号、動産（物品）の取得についての次

に、日程番号15として、議案第41号、新十津川町税条例等の一部改正についてを追加してい

ただきまして、現在の日程番号14以下を一つずつ繰り下げていただき、日程16の議員派遣に

ついてを日程17に、閉会中委員会所管事務調査申し出について、日程18というふうに変更を

していただきます。よろしくお願いいたします。 

                                        

◎議案第38号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第12、議案第38号、新十津川町公平委員会委員の選任につい

てを議題といたします。 

本案件につきましては、人事案件でございますので、この点につきまして配慮の上、対応

をしていただきたいと思います。 

それでは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38号、新十津川町公平委員会 

委員の選任について。 

新十津川町公平委員会委員に次の者を選任したいので、同意を求める。 

住所、樺戸郡新十津川町字花月1368番地。氏名、浅川博雅。昭和26年３月19日生まれ。 

提案理由でございます。地方公務員法第９条の２第２項の規定により、同意を求めるもの

でございます。 

浅川博雅氏は、平成19年９月公平委員に選任され、本年８月31日をもって任期満了となる

ことから、引き続き、公平委員として選任したいとするものでございます。同氏はこれまで、

農業委員会長、行政区長、その他の各審議会の委員など数多くの公職を歴任されてこられま

した。また、人格識見も高く、人望も厚いことから、前段で申し上げましたように、引き続

き、公平委員に選任いたしたいとするものでございます。何卒、ご同意をたまわりますよう

お願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由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（長谷川秀樹君） 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。 
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討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 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38号を採決いたします。 

本案は原案のとおり同意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（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第38号、新十津川町公平委員会委員の選任については、原案のとおり同

意することに決定をいたしました。 

                                       

◎議案第39号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第13、議案第39号、新十津川町固定資産評価員の選任につい

てを議題といたします。 

本案件につきましても、人事案件でございますので、ご配慮の上、対応していただきたい

と思います。 

それでは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39号、新十津川町固定資産評価

員の選任について。 

新十津川町固定資産評価員に次の者を選任したいので、同意を求める。 

住所、樺戸郡新十津川町字中央328番地11。氏名、小林透。昭和34年10月16日生まれ。 

提案理由でございます。地方税法第404条第２項の規定により、同意を求めるものでござ

います。 

 小林透氏は、昭和59年に新十津川町の役場に奉職されまして、福祉、総務、産業などの課

を経験されまして、平成19年には、総務課为幹、そして今年６月からは住民課長職に就かれ

ておられます。同氏は、これまでの経験を活かされ、公平公正な税務行政の遂行が図られる

ものと考え、固定資産評価員として選任いたしたく、同意をたまわりたくお願いを申し上げ

る次第でございます。何卒、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由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（長谷川秀樹君） 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。 
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討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 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39号を採決いたします。 

本案は原案のとおり同意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（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第39号、新十津川町固定資産評価員の選任については、原案のとおり同

意することに決定をいたしました。 

                                       

◎議案第40号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第14、議案第40号、動産（物品）の取得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40号、動産（物品）の取得に

ついて。 

 町は、次の動産（物品）を取得する。 

１、取得する動産の名称及び数量、除雪トラック１台。２、取得の方法、指名競争入札。

３、契約金額2,814万円。４、契約の相手方、砂川市空知太東１条３丁目３番24号、ＵＤト

ラックス北海道株式会社空知支店、支店長、川崎晃司。 

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３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、物品の概要、納入場所を記載してございます。

なお、納入期限につきましては、平成23年11月30日ということになってございます。何卒、

よろしくお願いを申し上げたいと存じます。 

○議長（長谷川秀樹君） 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（長谷川秀樹君） 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（長谷川秀樹君） 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40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（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第40号、動産（物品）の取得については、原案のとおり可決されました。 

                                       

◎議案第41号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第15、議案第41号、新十津川町税条例等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） ただいま上程いただきました議案第41号、新十津川町税条例等の一

部改正について。 

 新十津川町税条例等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、３枚目の

提案理由でございます。 

現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して、税制の整備を図るための地方税法等の一

部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行うため、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。 

 なお、内容につきましては住民課長より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（長谷川秀樹君） 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 小林 透君登壇〕 

○住民課長（小林 透君） それでは、ただいま上程いただきました議案第41号、新十津川

町税条例等の一部を改正する条例の内容について、ご説明を申し上げます。 

 今回、追加議案として提出させていただきました、本改正は、現下の厳しい経済情勢及び

雇用情勢に対応して、税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律が、本日６

月30日に国で公布、施行されましたことから、これによりまして、新十津川町税条例及び新

十津川町税条例の一部を改正する条例を改正するということでございます。この改正の要点

といたしましては、大きく４点にまとめられます。 

まず、改正の要点の第１点目でございますが、条例の義務違反があった場合の過料をです

ね、上限額、今まで３万円であったものから10万円まで引き上げるといたしまして、その施

行日を公布の日から２カ月後とすることでございます。 
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２点目ですが、平成23年１月１日以後に支出される寄附金等について、個人住民税寄附金

税額控除の適用下限額が、これまで５千円であったものを、２千円に引き下げるということ

でございます。 

次３点目に、肉用牛の売却にかかる免税対象牛の売却頭数用件の上限を、年間2,000頭で

あったものから1,500頭に引き下げ、平成25年度から27年度の個人の住民税に適用すること

としてございます。 

次、第４点目といたしまして、高齢者の居住の安定確保に関する法律で、新たにサービス

つき高齢者向け住宅制度を創設したことに伴いまして、当該住宅の新築にかかる固定資産税

を減額する特例措置を適用することとしたものであります。 

それでは、お手元の新旧対照表によりまして、ご説明を申し上げたいと思います。まず、

１ページをご覧願います。 

第26条第１項は、町民税の納税義務者で納税管理人を定める必要のある者が、申告しなか

った場合の過料を３万円以下から10万円以下に改正するものであります。 

次、１ページから４ページまでに記載されております第34条の７第１項は、平成23年１月

１日以後に支出される寄附金等につきまして、個人住民税の寄附金税額控除の適用下限額を

5,000円から2,000円に改正するものであります。 

第２項につきましては、現行条文は、特例控除額の算定について具体的に規定しておりま

したが、改正案では、地方税法の規定を引用し、大幅に条文といいますか、が短くなってお

ります。 

次４ページです。36条の３第２項は、文言の整理でございます。 

36条の４第１項は、文言の整理と町民税の納税義務者が申告をしなかった場合の過料を、

３万円以下から10万円以下に改正するものであります。第53条の10第１項ですが、分離課税

にかかる所得割の納税義務者が退職所得申告書を提出しなかった場合の過料を、３万円以下

から10万円以下に改正するものでございます。 

次５ページをご覧ください。第61条第９項及び第10項は、地方税法の改正による、いま引

用条項の移動に伴う改正でございます。 

第65条第１項は、固定資産税にかかる納税管理人の申告が必要な者が申告をしなかった場

合の過料を、３万円以下から10万円以下に改正するものでございます。 

続きまして、５ページから６ページにかけてです。第75条第１項は、固定資産の所有者が

必要な申告をしなかった場合、これも３万円以下から10万円以下に改正をするというもので

ございます。 

次６ページの第88条は、軽自動車税の所有者等または所有権を有する売り为が必要な申告

等をしなかった場合の過料を、３万円以下から10万円以下にするものでございます。 

第100条の２は、たばこ税の申告納税者が申告をしなかった場合10万円以下の過料に処す

るということ、これは新たに追加をいたしたものでございます。 

第133条第１項は、特別土地保有税の納税義務者で、納税管理人の申告が必要な者が申告

しなかった場合の過料を、３万円以下から10万円以下に改正しております。 
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６ページから７ページにかけて記載しております第139条の２は、特別土地保有税の納税

義務者が必要な申告をしなかった場合10万円以下の過料に処するということを、これは新た

に追加をしてございます。 

139条の３は、前条の追加による条の移動でございます。 

次に、７ページから８ページにかけて記載をしてございます、附則第７条の４ですが、所

得割の課税所得金額がないものが、上場株式等の配当所得、土地の譲渡等にかかる事業所得

等、短期、長期譲渡所得、株式等にかかる譲渡所得等、先物取引にかかる雑所得等の特例を

受けるときの寄附金控除の適用下限を、5,000円から2,000円に改正するものでございます。

なお、この条文も、地方税法の規定を引用することで文面が大幅に短くなってございます。 

次に、８ページから10ページにかけて記載してございます附則第８条ですが、文言の整理

と共に、肉用牛の売却による事業所得の免税措置について、平成24年度までとされていたも

のを、免税対象牛の売却頭数用件の上限を現行の年間2,000頭から年間1,500頭として、平成

25年度から平成27年度まで適用させるものでございます。 

10ページの附則第10条の２第４項は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正が

なされたことによる引用条項部分の改正でございます。なお、これにつきましては、要点と

して上げさせていただきました、高齢者の住居の安定確保に関する法律が改正されて、サー

ビスつき高齢者向き住宅制度というのが創設されました。これに対して平成25年３月31日ま

でに新築した、このサービスつき高齢者向け賃貸住宅について、固定資産税を減額する特例

措置を適用するというような内容を含んでございます。 

次、11ページの附則第16条の３から18ページ上段の附則第20条の４第５項までは、第34

条の７及び附則第７条の４の規定を地方税法の引用をしたことによりまして、不要となった

部分を削除して整理いたしております。 

続きまして、18ページからは新十津川町税条例の一部を改正する条例の改正についてでご

ざいます。まず、平成20年条例第11号の新十津川町税条例の一部を改正する条例です。附則

第２条第９項は、上場株式等の配当所得にかかる特例を、現行で平成23年12月31日までとし

ていたものを、平成25年12月31日まで延長するものでございます。 

同条第16項は、上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得にかかる特例を、

現行で平成23年12月31日までとしていたものを、平成25年12月31日まで延長するものでござ

います。 

同条第21項は、諸外国との条約条項が適用された配当等にかかる特例を、現行で、これも

23年12月31日までとしていたものを、25年12月31日まで延長するものでございます。 

20ページをご参照願います。こちらは、平成22年条例第18号の新十津川町税条例の一部を

改正する条例に対してございます。附則第１条第３号で、附則第19条の３の施行日を、平成

25年１月１日から平成27年１月１日に改正するものであります。 

附則第２条第５項で、附則第19条の３の規定にかかる個人の町民税についての適用を、平

成25年度以降の年度分から平成27年度以降の年度分に改正をするというものでございます。 

それでは、議案に戻っていただきまして、２枚目の裏のところから附則がございますが、
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この一部改正条例の附則について、ご説明を申し上げます。 

附則の第１条は、この改正条例の施行期日を定めております。過料の改正部分については、

公布の日から２ヶ月を経過した日。肉用牛の売却にかかる改正は、平成25年１月１日。新築

住宅等にかかる固定資産税の減額に関する改正は、高齢者の住居の安定確保に関する法律等

の一部を改正する法律の施行日からとするものでございまして、それ以外は、この条例の公

布の日から施行するというものでございます。 

附則第２条第１項では、新条例第34条の７の規定は、平成23年１月１日以後に支出する寄

附金または金銭について適用するものとしております。 

同条第２項では、新条例第８条の規定は、平成25年度以後の年度分の町民税について適用

いたしまして、旧条例第８条第１項に規定する免税対象飼育牛に関する所得にかかる平成24

年度分までの個人の町民税につきましては、なお、従前の例によるということでございます。 

附則第３条第１項では、別段の定めのあるものを除きまして、固定資産税に関する部分は、

平成24年度以後の年度分の固定資産税に適用し、平成23年度分までの固定資産税につきまし

ては、従前の例によるとしております。 

同条第２項では、新築住宅等にかかる固定資産税の減額に関する改正規定は、高齢者の住

居の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行日以後の新築されたものに適用

いたしまして、それ以前は、なお、従前の例によるということでございます。 

附則第４条では、新条例施行前にした行為並びに、なお、従前の例によることとされる行

為に対する罰則の適用については、なお、従前の例によることとしてございます。 

以上、議案第41号、新十津川町税条例等の一部を改正する条例の内容の説明をさせていた

だきました。よろしくご審議いただき、議決たまわりますようお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、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。 

はい、９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 新旧対照表で説明ありました、税にかかる過料が３万以下から 10

万以下という金額が改正されているんですけども、新十津川町でこういうのに該当していた

人が、今までいるのかどうか、その点について。 

○議長（長谷川秀樹君） 住民課長。 

○住民課長（小林 透君） それではご質問にお答え申し上げます。行政罰、過料というこ

とで罰金ではございませんが、行政罰としての過料ということですが、これにつきまして、

これまで適用した件はございません。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 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。 
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討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 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 41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（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第41号、新十津川町税条例等の一部改正については、原案のとおり可決

されました。 

                                       

◎推薦第２号の上程、推薦 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第16、推薦第２号、新十津川町農業委員会委員の推薦につい

てを議題といたします。 

議会事務局長より提案理由並びに内容の説明をさせます。 

 議会事務局長。 

○議会事務局長（加藤健次君） それでは推薦第２号、新十津川町農業委員会委員の推薦に

ついて、提案理由及び内容説明を申し上げます。 

 新十津川町農業委員会委員選挙につきましては、委員の任期が本年７月19日をもって任期

満了となります。農業委員会委員には公選による委員と選任による委員がありまして、委員

の選任任期は、農業委員会に関する法律第15条第４項の規定によりまして、公選による委員

と選任による委員は、任期満了の日が同じとなっております。このことから、平成23年６月

８日付けにて新十津川町長から議長宛に農業委員会に関する法律第12条第２号の規定に基

づきまして、選任による委員の推薦依頼があったところでございます。 

議会推薦による農業委員の被推薦者数につきましては、新十津川町農業委員会の委員の定

数を定める条例第２条の規定で２名以内となっております。農業委員の推薦依頼が今回ござ

いましたので、ご提案申し上げます。以上、提案理由、内容の説明を終わります。よろしく

お願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 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。 

ただいまの局長からの説明で、議会推薦の農業委員は２名以内となっておりますが、当議

会といたしましては１名を推薦すること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（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがいまして、議会推薦による農業委員は、１名にすることに決定いたしました。 

 それでは、農業委員会委員の推薦方法について、どのように行なうかをお諮りいたします。 
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どなたかご意見ございませんか。発言を願います。 

 ５番、笹木正文君。 

〇５番（笹木正文君） 各常任委員会から２名の推薦委員を出して協議していただければと

思います。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） ただいま５番、笹木正文君から、各常任委員会から２名の選考委

員を選出し、４名の選考委員によって農業委員会委員を推薦するという推薦方法の発言がご

ざいましたが、このような進め方でご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、各常任委員会より２名ずつ選考委員を選出し、新十津川町農業委員会委員を

推薦すること決定をいたしました。 

選考委員の選出をいただくまで、この場で暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

                                       

○議長(長谷川秀樹君) 休憩を解き、会議を再開いたします。 

選考委員の報告が参っておりますので、事務局長より報告させます。 

議会事務局長。 

○議会事務局長（加藤健次君） それでは、ただいま選考の結果を発表いたします。選考委

員ということで、総務民生常任委員会より笹木正文委員長、西内副委員長です。経済文教常

任委員会より安中経人副委員長と、樋坂議員ということでございます。以上４名でございま

す。 

○議長（長谷川秀樹君） ただいま報告のありました４名の議員を選考委員に決定すること

に、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま選出されました方々を選考委員に決定させていただきます。 

 選考委員の方々にはお手数を煩わせますが、新十津川町農業委員会委員の選出をお願いい

たします。休憩をいたしますので、その間に選出をいただきたいと思います。 

 ２時30分まで休憩いたします。 

（午後２時17分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午後２時30分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） ４名の選考委員の方々に、新十津川町農業委員会委員の選出をお

願いしていたところでありますので、選考委員代表の笹木議員より結果の報告を願います。 

 ５番、笹木正文君。 
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〔選考委員代表 ５番 笹木正文議員登壇〕 

〇５番（笹木正文君） それでは議長の指示でございますので、選考委員会の結果を報告さ

せていただきます。選考委員で慎重に審議いたしまして、議会推薦の農業委員には、山田秀

明議員を推薦することに決定いたしました。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） ただいま選考委員を代表して笹木議員から報告がございました。 

この際、地方自治法第117条の規定により、山田議員の退席を求めます。 

この場で暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

〔４番 山田秀明君除斥退場〕 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

お諮りいたします。 

議会推薦の農業委員には、山田議員を推薦することと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（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがいまして、農業委員には、新十津川町字大和192番地３、山田秀明君、昭和25年12

月16日生まれを、推薦することに決定いたしました。 

この場で暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

〔４番 山田秀明君入場〕 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします 

 本人が議場におられますので、この場より、山田秀明君を農業委員会委員に推薦すること

に決定したことを、通知します。 

                                       

◎議員の派遣について 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第17、議員の派遣についてを議題といたします。 

事務局長より、内容の説明をさせます。 

議会事務局長。 

○議会事務局長（加藤健次君） それでは議員研修の派遣承認について、ご説明申し上げま

す。 

はじめに、北海道町村議会議長会为催の議員研修会でございますけれども、日程は７月５

日、派遣議員は全員議員でございます。経費につきましては、概算で５万３千円です。 

次に、中空知ふるさと市町村圏議員等の研修会及び交流会でございます。日程は７月７日、

場所は芦別市、派遣議員は全議員でございます。経費は概算で３万２千円です。 

次に、北海道町村議会議長会为催の新人議員研修でございます。日程は７月13日、場所は
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札幌市、派遣議員は安中議員、西内議員でございます。経費は１万２千円です。 

次に、中空知町村議会議長会の交流会でございます。日程は７月21日、場所は浦臼町、派

遣議員は全議員でございます。経費は概算で３万２千円です。 

次に、議員管外研修でございます。日程は７月26日から７月27日、場所は泊村とニセコ町

でございます。派遣議員は全議員でございます。研修目的でございますけれども、原子力発

電事業及び水資源保護条例の施行の研修です。経費は概算で23万７千円です。 

次に、市町村職員中央研修所为催の市町村議会議員政策講座の研修でございます。日程は

８月１日から８月５日まで、場所は千葉県千葉市で、派遣議員につきましては安中議員でご

ざいます。経費につきましては概算で10万円です。 

次に、北海道町村議会議長会为催の議員の広報研修会でございます。日程は８月18日、場

所は札幌市、派遣議員につきましては広報特別委員会から委員５名を考えております。経費

については概算で２万８千円です。 

以上、議員の派遣詳細明細でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） ただいま議会事務局長より説明のあったとおり、派遣することに

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、新十津川町議会会議規則第121条の規定により、派遣要求のあったとおり、

許可することに決定いたしました。 

                                       

◎閉会中委員会所管事務調査申し出について 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第18、閉会中の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、皆さまのお手元にお配りしてございますが、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（長谷川秀樹君） 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いたします。 

                                       

◎閉会の宠告 

○議長（長谷川秀樹君） 以上をもちまして、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。 

したがいまして、平成23年第２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37分） 
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